
１）基礎分野 

 
基礎分野の考え方 
 
 基礎分野は、専門基礎分野、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ、統合分野の基礎として位置づけ

る。 
科学的に物事を捉え、分析する能力をもって人間の普遍性と多様性を理解する。また、

人間と人間生活に深く関心を寄せる心と、自らの感性を育てることを目的とし、指定規則

13 単位のところ、14 単位とした。 
 

１）科学的思考の基盤として、以下の４科目を設定した。 
・ 『論理学』『情報科学』：物事を科学的に分析し、自ら表現する能力を養う。 
・ 『生活の科学』：われわれの何気ない日常生活行動を分析し、人間の行動を科学的視

点で捉える。 
・ 『教育学』：人の社会的存在として成長する過程を、教育的側面から考える。 

 
２）人間と生活、社会の理解として、以下の８科目を設定した。必修科目は７科目で選択

科目は１科目である。 
・ 『心理学』『人間関係論』『英語』：人間を幅広く理解する。 
・ 『環境論』：人間生活を取り巻く環境を理解する。 
・ 『経済学』：生活を支える仕組みとしての経済を理解する。 
・ 『保健体育』『音楽』と選択科目の『美術』『文学』：自らの感性を磨き、学び成長す

る力を育む 
３）基礎分野は３年次までに漸減していく。特に『経済学』は、人々の生活を支える社会

の仕組みとして経済を理解し、保健医療制度の現状と医療が抱える問題を考えること

ができるよう、３年次の履修科目とした。 



科学的思考の基盤

科目名 論理学 担当講師 外部講師

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次　

科目目標

学習内容 1. イントロダクション：クリティカル・シンキングとは何か

2. 論証とは何か

3. 論証を特定する

4. 論証を評価する(1)

5. 論証を評価する(2)

6. 論証を評価する(3)

7. ワーク①：論証を述べる＆評価する

8. ワーク①のふりかえり

9. 小論文を書こう(1)

10. 小論文を書こう(2)

11. 論証を評価する(4)

12. 論証を評価する(5)

13. 小論文ワークのふりかえり

14. 学期のまとめと試験対策

15．試験

テキスト なし（講義中に資料を配布する）

参考図書

評価方法 出席、課題、筆記試験

備考

論理的な文章のしくみを理解し、論理的な文章を自分で組み立てられるようになる。

野矢茂樹（2017）『大人のための国語ゼミ』、山川出版社
伊勢田哲治（2005）『哲学思考トレーニング』、ちくま新書
戸田山和久（2012）『新版 論文の教室　レポートから卒論まで』、NHK出版



科目名

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次　 前期

担当講師

科目目標 　我々の身の周りには科学技術の成果があふれており、科学的思考のセンスを

養うことが重要である。このため、ボディメカニクスにかかわる力の話、熱、

圧力、光等を題材として科学的センスを養い、生活の中での様々な事態に対処

する基礎を身につける。

学習方法 講義

学習内容 １．「単位系」と「力の単位」　　　単位変換に役立つトルクの知識

２．仕事とエネルギー、安定・不安定

３．「力のつりあい」を応用する：牽引

４．作用・反作用

５．力学を人体に適応する

　　１）体位変換の方法とその根拠

６．　　　〃

　　２）褥瘡、仙骨に作用する力の大きさ

７．「摩擦」について

８．温度と罨法について

９．体熱の生産と喪失のバランス

10．圧力の基礎知識、空気の圧力

11．血圧に関する知識

12．酸素ボンベ、真空管採血の原理

13．点滴や輸血、経管栄養を行う際の液体の落下速度

14．紫外線・赤外線、放射線のもつ特性と基礎知識

15.試験

テキスト 完全版　「ベッドサイドを科学する―看護に生かす物理学」　　改訂第3版　　

参考図書 「生活の中の物理学」藤城敏幸著　東京教学社

「看護学生のための物理学」佐藤和艮著　医学書院

「看護に必要なやりなおし数学・物理」　時政孝行著　照林社

評価方法 筆記試験

備考

平田雅子著　　　学習研究社

高校物理学の教員としての経験を活かし教授する。

生活の科学



科目名

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 ２年次 前期

担当講師

科目目標 １．情報社会に対応するためのパソコンの基礎知識を身につけると共に、

　　アプリケーションソフトの活用を学ぶ。

２．ネットワークの仕組み及び、インターネットの基礎的知識・利用方法など

　　を学ぶ

３．研究技法のひとつとして、統計学の基礎を学ぶ

学習方法 講義・演習

学習内容

15：試験

テキスト コメディカル教育のための　情報リテラシーとコンピュータの基礎：共立出版

参考図書

評価方法 ・筆記試験 ・実技(課題の提出)

・出席状況

（上記の結果を総合的に評価する）

備考

大学の情報教育センター講師。専門性を活かし教授活動を行っている。

情報科学　（統計の基礎含む）

13：平均、中央値、標準偏差（データの性質を学ぶ）

14：Excelを用いた課題の作成（課題を基に作成）

５：PowerPointの基本操作（発表資料の作り方）

６：Wordを用いた文書作成（課題の資料を基に文章を作成する）

７：Excelの基本操作（表の作成、書式の設定）

８：Excelの操作（計算式と参照）

11：Excelの操作（いろいろな関数）

12：統計の基礎、度数分析表の作成（統計について学ぶ）

３：Wordで図表の作成（図や表の作成と挿入）

２：Wordの基本操作（文書ファイルの作成と保存）

10：Excelの操作（関数）

９：Excelの操作（グラフの作成）

１：パソコンの基本操作、電子メールやブラウザの使い方、情報の学習と倫理

４：Wordでページ設定、画像及び図の貼り付け（レイアウトの設定）



科目名

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 １年次　 後期

担当講師

科目目標

学習方法 講義

学習内容

テキスト 新体系　看護学全書　基礎科目　教育学　：　メヂカルフレンド社　

参考図書

評価方法 筆記試験（記述式）

備考

３．教育の制度

４．教師に求められる資質

教育学

５．健康と教育

６．特別支援教育の現状と課題

７．これからの教育と人間形成の展望

大学教育学部准教授。専門は教育制度学で、教育を受ける権利を保障するための公
教育のあり方について、国際比較や行政学などの知見を生かし教授活動を行ってい
る。

講義内で紹介する。

本講義の目的は、教育をめぐる問題への考察を通じて、現代社会における人間

形成の課題と可能性について理解を深める。

１．現代社会の特徴と教育をめぐる問題

２．教育と学校の歴史



人間と生活、社会の理解

科目名

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次　 前期

担当講師

科目目標 １．人間の心理と行動のメカニズムを学び、人の心の動きを推察する意義を

　　理解する。

２．自己を振り返ることで、自己理解を深めることができる。

学習方法 講義・演習

学習内容 １．心理学の歴史　　自分らしさを考える

２．知覚の心理

３．記憶の心理

４．言語、思想、イメージの心理

５．知能、創造性の心理

６．学習の心理（学習とは、学習理論、学習の条件、社会的学習）

７．発達の心理（１）（発達理論）

８．発達の心理（２）（発達障害の理解と対応について）

９．感情と情動の心理

10.適応の心理（適応、要求、フラストレーションと葛藤、防衛機制）

11.性格の心理と性格検査

12.個人と集団の心理（個人、対人、集団）

13.カウンセリングと心理療法（自律訓練療法の練習、傾聴訓練）

14.カウンセリング演習

15.試験

テキスト 系統看護学講座　基礎分野　：　「心理学」　　医学書院

参考図書

評価方法 筆記試験　　課題

備考

公認心理師。臨床心理士。スクールカウンセラーや保健福祉センター幼児心理相談
に携わっている。臨床心理学において、豊富な知識・カウンセリング技術を有し、
様々な方面で活躍している。

心理学



科目名

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次 前期

担当講師

科目目標

学習方法 講義・演習

学習内容

テキスト なし。毎回授業の際に、資料を配付する。

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

６．ものの見方や考え方を変える：認知療法

1．良好な対人関係を築く上で基礎になる自己理解を踏まえた上で、自分が置かれて
いる対人場面を捉えるための臨床心理学の基礎知識を学ぶ。また、る。

例年、授業中に配布したプリントや資料の持ち込み可にしています。逆に、プリント
を持ち込まないと回答が難しい問題がありますので、欠席などをした日の分の配布資
料は、後日必ず入手してください。

12．グループワーク発表準備

なし。テーマごとに、参考資料を紹介する。

10．多人数の相手の状況を知る：家族アセスメント

人間関係論

７．対人関係の技術：SST１：講義（教室）

８．対人関係の技術：SST２：実技（講堂）

11．短期間で状況を変える：ブリーフセラピー

臨床心理士。クリニックや若者サポートステーションで臨床心理士として活躍してい
る。

2．グループワークや実技をとおして、対人援助に必要なコミュニケーションスキル
習得を目標とする。同時に看護現場で必要な協働のための技術を学ぶ。

13．　　　〃

15．試験

９．自分の考えを臆せず言う：主張訓練

５．基本のコミュニケーションスキル：マイクロカウンセリング２

1．人間関係とストレス

２．ストレスに対処する

３．交流分析で自分を知る

４．基本のコミュニケーションスキル：マイクロカウンセリング１

14．グループワーク発表



科目名

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次　 前期

担当講師

科目目標 　環境問題について学ぶ。また、環境問題について自分で判断できる能力を養う。

基本的な ・環境とは、自分を取り囲む周りのものすべてである。

考え方 ・地球の資源（水・酸素含む）は有限であり、ヒトが地球の資源を大量に消費し

　大量に破棄することで、環境問題が起きている。

・大局的・全域的・地球全体としてだけでなく、局所的・地域的・身の回りに

　起きていることとして環境問題を考える。

・環境問題は、「周囲」だけでなく、人体にも影響する。

・人間の活動を適正に制御し、環境保全型の行動に代えていき、環境問題に対応する。　

学習方法 講義・校外授業

学習内容 １．地球と環境問題

２．食と環境問題

３．ごみ問題

４．大気・気象

５．地球温暖化　1

６．エネルギー

７．住まいと環境問題

８．生物多様性とは何か

９．わが国の環境アセスメント

10．水と環境

11．川を調べる　（野外活動）

12.　　〃

13．地球温暖化　２

14.持続可能な社会～SDG’s～、まとめ

15 .試験

テキスト なし。必要時資料配布する。

参考図書 特に指定せず

評価方法 筆記試験

必要に応じ、調査・体験。課題備考

環境カウンセラー。エネルギー、環境教育、地球環境問題等が専門で、幅広く活躍してい
る。

環境論



科目名

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 ３年次 前期

担当講師

科目目標 私たちは常に経済の一部であり、経済と無縁で生きることはできない。したがっ

て、一人一人が経済を理解し経済問題に関して自分の意見を持つのは当然のこと。

本科目では、経済学の基本的な考え方を学び、身の回りで起きる事象、日本経済

を取り巻く状況、医療福祉や健康と経済の関係について、経済学の視点から分析し

自分の意見を述べられるようになることを目指す。

学習方法 講義

学習内容 １．経済とは、経済学とは

２．経済学の基盤となる考え方

３．市場経済の仕組み

４．市場の調整機能と医療福祉関連市場の特徴

５．豊かさの測定：GDP

６．経済成長の測り方

７．経済成長と健康

８．試　験

テキスト 特に指定しない

参考図書 マンキュー入門経済学（N・グレゴリー・マンキュー著、東洋経済新報社、第3版、

2019年）

評価方法 リフレクションシート（40％）　筆記試験（60%）

備考

大学准教授。民間企業での実務経験を踏まえ、経済アナリストとして活躍し、数々の
研究に取り組み、その専門性を活かし教授活動を行っている。

経済学



科目名

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次 前期

担当講師

科目目標 患者に対する日常英会話と、専門用語を身につける。

学習方法 講義・演習

学習内容

１．一般英語

　　１）単語

　　２）文法

　　３）文章

　　４）読解

　　５）身体部分の名称

２．会話・対応

　　１）患者との英語での対応

　　２）発音

３．試験

テキスト 「PASSPORT1」　English　for International Communication Second Edition 

参考図書 必要に応じ、授業中に指示する。

評価方法 筆記試験

備考

英会話スクール経営。言語教育哲学博士。実務経験を活かし幅広く教授活動を行っ
ている。

英語Ⅰ



科目名

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 ２年次 前期

担当講師

科目目標 看護の現場において、外国人との簡単な意思の疎通が行える英語の運用

能力を身につけることをねらいとする。具体的には、簡単な英文の聞き取り、

発音練習、英会話の育成、看護に必要な医療用語などを修得する。

学習方法 講義・演習

学習内容 １．英語で話しかけられたときの対応

２．患者の氏名、出生地、住所などのたずね方

３．丁寧な質問のしかた

４．初診の患者に対する基本的な質問のしかた、用語（診療科名）

５．病院内での道順の教え方

６．症状のたずね方（１）、用語（症状）

７．症状のたずね方（２）、用語（身体の各部位の名称）

８．患者の病歴のたずね方、用語（病名）

９．薬の服用に関する表現、用語（薬の種類）

10．予約の取り扱いに関する表現、用語（検査の言い方）

11．手術に関する表現

12．入院患者に対する質問のしかた。

13．試験

テキスト

参考図書 必要に応じ、授業中に指示する。

評価方法 筆記試験

備考

 English  for  Medicine 　－医療・看護のためのやさしい総合英語－   金星堂

英語Ⅱ

高校の英語教師としての経験が豊富にあり、経験を踏まえて教授する。



保健体育Ⅰ 時間 ３０時間 1年次 前期

保健体育Ⅱ 時間 ３０時間 2年次 前期

担当講師 高校の体育の実務経験が豊富にあり、経験を踏まえ教授する。

科目目標 1．運動に親しみ、体力の向上と健康増進につとめる。

2．生涯にわたって積極的に運動に親しむ資質や能力を養う。

3．運動を通して仲間との交流を深め、他人と協調し、思いやる心をはぐぐむ。

学習方法 実技

学習内容 １．運動生理

２．疲労と回復

　１）ストレッチ

３．団体競技

　・バスケットボール

　・バドミントン

　・卓球　　など

　

テキスト 特に定めず

参考図書

評価方法 いかに授業に参加し、活動したかを基本にする。

技術、協調性、積極性等が評価基準になる。

備考

科目名

　・バレーボール

単位数 履修学年

保健体育Ⅰ

保健体育Ⅱ



科目名

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 １年次　 後期

担当講師 短期大学のピアノ非常勤講師など、実務経験を踏まえ活動している

科目目標 1．音楽の持つ、様々な効果について理解する。

2．音楽を鑑賞することにより、心身に及ぼす影響について学び、看護に

活用できるような資質を養う。

学習方法 演習

１．校歌

２．音楽の効果

　　１）情動に及ぼす影響―リラックス効果のある音楽

　　　　　　　　　　　　　気持ちが高揚する音楽

　　２）身体に及ぼす影響―身体の運動を促す音楽

　　３）自己表現やコミュニケーションの手段としての音楽

　

テキスト なし

参考図書

評価方法 実技試験

備考

音楽



科目名

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

科目目標 1．美術を通し、創造的な表現の能力を伸ばし、感性を育てる。

2．美術の授業を通して、生活環境や趣味嗜好における美術への関心や見解

を広め、専門分野においても活用を目指す。特に色彩学の専門知識を中心

に学び、造形的表現力と観賞力を身につける。

演習方法 実技

学習内容 １．色彩学の基礎知識

２．配色調和の基本

　１）色相配色

３．色相配色の基本

　１）トーン配色

４．配色の秩序

５．配色によるイメージ表現

６．絵画の色彩分析と鑑賞

７．配色による情報伝達

８．発表と評価

　

テキスト デザインの色彩　日本色彩研究所監修

参考図書

評価方法 実技試験

備考

美術（選択必修科目）

美術教育・美術鑑賞学習等の専門家として活躍し、その経験を活かして教授す
る。



科目名 文学（選択必修科目）

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 ２年次 前期

担当講師

科目目標

学習方法 講義

学習内容

第７回：事件を書く現代作家：角田光代、吉田修一らの作品を読む。

第８回：小説の未来は：阿部和重、村田沙耶香、平野啓一郎らの作品を題材に考える

テキスト

参考図書 斎藤美奈子「日本の同時代小説」（岩波新書、２０１８年）

評価方法 レポート

備考

　新聞社の文学部に所属し、小説を担当した経験がある。現在、おもに文芸、演劇を
担当し、永年文学に携わる経験が豊富にあり、経験を踏まえて教授する。

1. 文学の現在：平成時代の文学を対象に、激動する社会の中で文学は今、どうなっ
ているかを理解する。

2. 歴史の中の文学：過去の作品とのつながりの中で、平成文学をとらえる。

3. 作品を味わう：読み考えることを通して、未知の世界、多様な価値観に触れる。

鵜飼哲夫「芥川賞の謎を解く　全選評完全読破」（文春新書、２０１５年）

次回講義で主に扱う作品については、授業の終わりに予告する。

第１回：「文学論」序論：文学はいま、どこにあるか。芥川賞の歴史と変遷を補助線
として平成文学を読んでいく本講義の枠組みを提示する。

第２回：綿矢りさと金原ひとみの登場：２００４年に２人が芥川賞を同時受賞したの
を基点に、平成文学の転換点を考察する。

第３回：平成前夜の文学：１９７０年代終わりから８０年代は、日本文学の大きな曲
がり角だった。村上龍、中上健次、吉本ばななの作品を通して考える。

第４回：女性文学の時代：平成は女性作家たちが大活躍した時代。小川洋子と川上弘
美の作品を読む。

第５回：村上春樹と世界文学：平成時代を１人の作家で代表させるとすれば、この
人。村上春樹と世界文学、ノーベル賞を相関的に読み解く。

第６回：震災を書く／戦争を書く：平成自然災害の次代だった。また戦後７０年を過
ぎて、戦争を知らない世代が大多数になった。そんな時代の文学を読む。



２）専門基礎分野 
 
専門基礎分野の考え方 
 
 専門基礎分野は、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱ、統合分野の基礎として位置づける。 
 専門基礎分野では、人体の構造と機能を学び、人間の生活動作および、行動と関連付け

られるようにする。さらに、健康障害時生体の反応と回復過程および、回復過程に行われ

る医療処置を学び、専門分野につなげる。 
 
１）人体の構造と働きは、人間の身体の構造と機能の基礎を学ぶ。従来のように『解剖

学』『生理学』は個別に教授せず、構造と機能を関連付け、我々の日常の生活行動がど

のような生体構造のなかで行われているのかを科学的視点で捉えられるようにする。 
学生の思考過程を考慮し、『形態機能論』として、疾病の成り立ちと回復促進も同時

に教授する。これにより、健康障害時に人体の形態と機能がどのように変化し症状が

あらわれ、それらが及ぼす生活行動への影響を理解できるようにする。 
さらに、関連する主な疾患・治療法を学ぶことによって、健康障害時の対象の理解

が得やすいと考えた。 
 
（１）先ず、『形態機能論概論』として、人体の構成の基本単位としての細胞、人体の発

生、遺伝を理解し、人体の構成と機能を概観する。 
 
（２）次に人体を造り維持する働きと仕組みを生化学的に理解する。そして人間の健康

を保つ栄養について理解を深めるために『生化学・栄養学』を設定した。 
 
（３）『病理学』は、疾病の成り立ちと生体の形態と機能の変化を概観し、形態機能論に

つなげるために設定した。 
 
（４）『形態機能論』は、生体の機能を系統的に分類し、人体の器官・臓器を組み合わせ

た。 
以下の通りである。 

・ 形態機能論Ⅰ、Ⅱ…生命現象（呼吸器系、循環器系、血液・造血器系） 
・ 形態機能論Ⅲ…恒常性維持と生体防御（腎・泌尿器系、内分泌系、免疫系） 
・ 形態機能論Ⅳ,Ⅴ…生体機能の統括と外部刺激の受け取り（脳・神経系、感覚器系） 
・ 形態機能論Ⅵ…姿勢の保持と動作の基本（運動器系） 
・ 形態機能論Ⅶ…栄養と代謝（歯・消化器系） 
・ 形態機能論Ⅷ…性・生殖器系、乳腺 
 



（５）精神は、生体の構造と機能では理解しがたい部分もあるため、専門分野の精神看

護学で、理解を深める。 
 
（６）健康回復を補助するものとして『薬理学Ⅰ,Ⅱ』のほかに、『治療論Ⅰ,Ⅱ』を設定

した。内容は、「食事療法」「手術療法」「救急医療」「放射線療法」「理学療法」 
「ＭＥ機器」である。これらは、健康障害時に高い頻度で行われる療法であると考

えた。そこで、成人看護学方法論を支える基礎的知識としてこれらの療法を専門

的立場から学ぶ。 
 
 
２）健康支援と社会保障制度は、「保健医療論Ⅰ,Ⅱ」「関係法規」「公衆衛生」「社会福祉Ⅰ,

Ⅱ」の６科目を設定した。「保健医療論」では、高度化する現代医療の中で、人間の生

命と患者の権利を守る意義を考えることができるよう、生命倫理を含めた。 
また、「関係法規」「社会福祉」「公衆衛生」は、人間の健康に生きる権利を保障する

ための社会保障制度として捉え、現代の医療のあり方を捉えられるように設定した。 
 



専門基礎分野構成図
２２単位（525時間）

解剖生理

１単位（30時間）

生化学

１単位（30時間） 栄養学

１単位（30時間）

１単位（30時間）

呼吸器疾患
（生命現象1）

１単位（１５時間）

循環器疾患

（生命現象2） 血液・造血器系疾患
１単位（３０時間）

内分泌系疾患

16単位（390時間） （恒常性維持と生体防御） 免疫系疾患
１単位（30時間）

脳・神経系疾患

眼疾患
１単位（３０時間）

耳鼻咽喉疾患

（外部刺激の受け取り） 皮膚疾患
１単位（15時間）

運動器疾患

（姿勢保持と動作の基本）
１単位（15時間） 食物摂取の機能（歯・口腔疾患）

消化器・膵・肝・胆系疾患

（栄養と代謝） 外科系疾患
１単位（30時間）

男性生殖器疾患

女性生殖器疾患

（性・生殖、乳腺） 乳腺・乳房疾患

１単位（15時間）

腎・泌尿器系疾患

（生体機能の統括と外部刺激の受取）

形態機能論概論

生化学・栄養学

病理学

形態機能論Ⅱ

形態機能論Ⅲ

形態機能論Ⅵ

形態機能論Ⅷ

微生物学

形態機能論Ⅳ

形態機能論Ⅶ

人体の構造と機能

疾病の成り立ちと

回復の促進

形態機能論Ⅰ

形態機能論Ⅴ



総論

1単位（15時間）

各論

１単位（30時間）

食事療法

1単位（15時間）
リハビリテーション

手術療法

ME機器
１単位（３０時間）

放射線療法

救急救命・救急医療

生命倫理

1単位（30時間）

1単位（15時間）

１単位（30時間）

６単位（１３５時間）

１単位（30時間）

１単位（15時間）

１単位（15時間）

 

薬理学Ⅱ

治療論Ⅱ

保健医療論Ⅱ

関係法規

公衆衛生

社会福祉Ⅰ

健康支援と
社会保障制度

薬理学Ⅰ

保健医療論Ⅰ

社会福祉Ⅱ

治療論Ⅰ 



人体の構造と機能　　疾病の成り立ちと回復の促進

単位数 1単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次　 前期

ている。

学習方法 講義

学習内容 １．看護の土台となる解剖生理学

２．細胞と組織

３．皮膚と膜

４．血液・免疫系

７．消化器系

８．泌尿器系

９．内分泌系

10．生殖器系

11．骨格系

12．筋系

13．神経系

14．感覚器系

15．試　験（2時間）

テキスト

参考図書

「ナースが視る人体」　薄井坦子：講談社

評価方法

備考

１．人間の身体を構成する基本単位である細胞の構造及び機能を理解する。

２．人体の構造と機能を概観し、形態機能論及び、看護につなげる。

科目名

科目目標

基礎医学研究センター助教。基礎医学研究に携わり、専門性を活かし教授活動を行っ
担当講師

形態機能論概論

系統看護学講座　人体の構造と機能１　『解剖生理学』：医学書院

５．循環器系

６．呼吸器系

教科外授業：解剖見学

「看護形態機能学」　菱沼典子：日本看護協会出版会

筆記試験

ナーシンググラフィカ　『解剖生理学』　メディカ出版



単位数 1単位 時間 ３０時間 履修学年

学習方法 講義

学習内容 生化学 1．生化学を学ぶための基礎知識

（20時間） 2．代謝の基礎と酵素・補酵素

3．糖質の構造・機能と糖代謝

4．タンパク質の構造・機能とタンパク質代謝

5．ポルフィリン代謝と異物代謝

6．遺伝子と核酸

7．遺伝子の複製・修復・組換え

8．転写、翻訳と翻訳後修復

9．シグナル伝達

10．がん

栄養学 11．栄養素の種類と働き

（8時間） 12．食物の消化と栄養素の吸収・代謝

13．エネルギー代謝、食事と食品

14．栄養ケアマネジメント、栄養状態の評価・判定

15．試　験（2時間）

テキスト

参考図書

評価方法

備考

担当講師
臨床検査技師。病院の検査室で活動している。

管理栄養士。病院の管理栄養士として栄養指導も含めて活動している。

　生化学・栄養学

科目目標

１．人体を科学的側面から理解する。

２．細胞のエネルギー代謝を理解する。

３．人間の生命と健康を保つための栄養について学ぶ。

１年次　前期

科目名

系統看護学講座　人体の構造と機能２　『生化学』：医学書院

系統看護学講座　人体の構造と機能３　『栄養学』：医学書院

筆記試験



単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次　 前期

担当講師 医師。病院長などを歴任し長く医療に携わっている。

科目目標 　疾病の原因や発生を学び、人体の形態と機能及び代謝の変化を理解する。

学習方法 講義

学習内容 １．病理学で学ぶこと　　　　　細胞・組織の障害と修復

２．循環障害 循環系の概要、充血とうっ血、出血

３．　〃 血栓症、塞栓症、虚血と梗塞

４．　〃 側副循環による傷害、ショック、高血圧症、ＤＩＣ

５．炎症と免疫、移植と再生医療 炎症とその分類、免疫と免疫不全

６．　〃　　 アレルギーと自己免疫疾患、医療と再生医療

7．感染症 感染と宿主の防御機構、主な病原体と感染症

8．　〃　　　　 主な病原体と感染症、感染症の治療と予防

9．代謝障害

10．老化と死

11．先天異常と遺伝子異常

12．腫　瘍 腫瘍の定義と分類、悪性腫瘍の広がりと影響

13．　〃 腫瘍の発生病理、腫瘍の診断と治療

14．病理診断の実際

15．試　験（2時間）

テキスト 系統看護学講座　疾病の成り立ちと回復の促進１　『病理学』：医学書院

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

科目名 病　理　学



単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次　 後期

担当講師 臨床検査技師。病院の検査室で病理検査も含めて携わっている。

科目目標 １．微生物の種類と特徴について学び、生体への影響を理解する。

２．感染予防についての原則を学び、感染対策への意識向上へつなげる。

学習方法 講義

学習内容 １．微生物と微生物学

２．細菌・真菌・原虫、ウイルスの性質

３．　　〃

４．感染と感染症

５．感染に対する生体防御機構

６．感染源・感染経路からみた感染症

　　経口・経気道・接触・経皮・母児感染

８．感染症の検査と診断

９．感染症の治療（化学療法）　　抗菌薬、抗ウイルス薬

10．病原細菌と細菌感染症　　　　

11．　　　〃

11．病原真菌と真菌感染症

12．病原原虫と原虫感染症

13．主なウイルスとウイルス感染症　　　ＤＮＡウイルス

　　水泡・帯状疱疹ウイルス　　等

14．主なウイルスとウイルス感染症　　　ＲＮＡウイルス 

 　　ＨＩＶ、麻疹・風疹ウイルス、肝炎ウイルス、デング・インフルエンザウイルス　　等

15．試　験（2時間）

テキスト 系統看護学講座　疾病の成り立ちと回復の促進４　『微生物学』：医学書院

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

科目名

７．滅菌と消毒

微　生　物　学



形態機能論Ⅰ　（生命現象1）

（呼吸器系）

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 １年次　 前期

担当講師 医師（呼吸器専門医）

科目目標 １．呼吸器の形態と機能を学び、生命が維持されている状態を理解する。

２．呼吸機能障害と症状の表れを理解する。

学習方法 講義

学習内容

３．感染症（かぜ症候群、インフルエンザ、肺炎、結核等）

テキスト 系統看護学講座　成人看護学２  呼吸器：医学書院

参考図書 看護形態機能学　菱沼典子　：日本看護協会出版会

評価方法 筆記試験　

備考

科目名

６．肺腫瘍（肺癌）

５．呼吸不全、睡眠時無呼吸症候群、過換気症候群

８．試　験（1時間）

１．呼吸の仕組み（呼吸器系の構造と機能）

２．呼吸器疾患の症状・検査・治療

３．間質性肺疾患　（間質性肺炎、サルコイドーシス　等）

４．気道疾患（気管支喘息、気管支拡張症、慢性閉塞性肺疾患)、肺血栓塞栓症

７．胸膜・縦隔縦・横隔膜の疾患（気胸、腫瘍　等）



形態機能論Ⅱ（生命現象２）

（循環器系、血液・造血器系）

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次　 後期

担当講師 医師（循環器内科専門医、血液内科専門医）

科目目標 １．循環器系の形態と機能を学び、生命が維持されている状態を理解する。

２．循環器障害と症状の表れを理解する。

３．血液の機能と機能障害を学び、症状の表れを理解する。

学習方法 講義

学習内容 １．循環器の構造と機能

２．循環器系の障害と症状・検査・治療

　　（心臓カテーテル、エコー、ペースメーカー、バイパス術）

３．虚血性心疾患（狭心症、心筋梗塞）

４．心不全

５．血圧異常

６．不整脈

７．弁膜症、心膜炎、心筋症

８．先天性疾患

９．動脈系疾患、静脈系疾患

10．血液の成分と機能、造血のしくみ

11．造血器系の障害と症状・検査

12．造血器の疾患と治療（赤血球の異常・白血病）

13．造血器の疾患と治療（悪性リンパ腫、多発性骨髄腫）

14．出血性の疾患と治療（血小板減少性紫斑病、血友病、ＤＩＣ）

15．試　験（2時間）

テキスト 系統看護学講座　成人看護学３　循環器：医学書院

系統看護学講座　成人看護学４　血液・造血器：医学書院

参考図書 看護形態機能学　菱沼典子　：日本看護協会出版会

評価方法 筆記試験　

備考 系統看護学講座　成人看護学７　脳・神経：医学書院

循環器系
（18時間）

血液・造血器
系

（10時間）

科目名



形態機能論Ⅲ（恒常性維持と生体防御）

（内分泌系、腎・泌尿器系・免疫系）

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次　 後期

担当講師 医師（内分泌、腎・泌尿器専門医、アレルギー・膠原病専門医）

科目目標 １．生体の恒常性を保つメカニズムを学び、各系統の機能と連携を理解する。

２．恒常性が維持できない状態と症状の表れを理解する。

３．生体が外的から自らを守るための仕組みを学ぶ。

４．防御機能が障害された生体の反応を理解する。

学習方法 講義

学習内容 １．内分泌系の生理

２．内分泌系の検査と治療

３．内分泌系の疾患（巨人症、クッシング病、下垂体機能低下症）

４．視床下部・下垂体後葉系疾患（尿崩症）

　　甲状腺疾患（バセドウ病・橋本病）

５．代謝疾患（糖尿病）

６．代謝疾患（脂質異常症、肥満症、尿酸代謝異常）

７．腎泌尿器の構造と機能

８．腎泌尿器の症状・検査・治療

９．腎臓の疾患（腎盂腎炎、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群）

10．腎臓の疾患（腎不全）

14．シェーグレン症候群、ベーチェット病　

15．試　験

テキスト 系統看護学講座　成人看護学６　内分泌・代謝

系統看護学講座　成人看護学８　腎・泌尿器

系統看護学講座　成人看護学11　アレルギー　膠原病　感染症：医学書院

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

12．免疫の仕組みとアレルギー

11．尿路・性器の感染症（膀胱炎、尿管結石、尿路・性器の腫瘍、

　　全身性硬化症(強皮症)

13．膠原病（関節リウマチ、全身性エリテマトーデス）

科目名

腎・泌尿器
系

（10時間）

免疫系
（6時間）

内分泌系
（12時間）

　　前立腺炎）



単位数 1単位 時間 履修学年 １年次 後期

担当講師 医師（脳神経外科専門医、神経内科専門医、眼科専門医）

科目目標

学習方法 講義

学習内容 脳神経系 １．脳神経系の機能と構造

（20時間） 　　　①神経細胞、②中枢神経系、③末梢神経系

　　　④髄膜、頭蓋骨、血管系、脳脊髄液

　　　⑤主な脳・神経の機能別解剖学　　

２．主な症状と病態生理

３．検査・診断と治療処置

４．脳疾患（脳血管障害（くも膜下出血、脳出血））

５．脳疾患（脳血管障害（TIA、脳梗塞））　

６．脳疾患（脳腫瘍）

７．脳疾患（頭部外傷）

８．脊髄疾患（脊髄炎、頸椎症、脊髄腫瘍）

９．１）末梢神経障害

　　　①ニューロパチィー、②単神経障害、③顔面神経麻痺

　　２）神経・筋疾患

　　　①重症筋無力症　　②進行性筋ジストロフィー　

　　　③筋萎縮性側索硬化症

10．１）脱髄・変性疾患（多発性硬化症、パーキンソン病）

　　２）てんかん　　３）認知症

眼（視覚） 11．物を見る仕組み（眼・眼周囲の解剖生理）

（8時間） 12．眼・眼周囲の障害と主な症状

13．主な疾患と治療（白内障、緑内障、網膜はく離、糖尿病性網膜症）

14．主な疾患と治療（ベーチェット病、角膜炎・結膜炎）

　 15．試　験（2時間）

テキスト

参考図書

評価方法

備考

１．生体機能の統括としての脳の機能を学ぶ。

２．生体機能の統括の障害を学び、症状の表れを理解する。

３．人が外部刺激を受け取る器官と機能を学ぶ。

４．外部刺激を受け取る機能障害を学び、症状の表れを理解する。

（脳神経、感覚器官（眼））

３０時間

筆記試験　

系統看護学講座　成人看護学７　脳・神経：医学書院

系統看護学講座　成人看護学13　眼：医学書院

科目名

看護形態機能学　菱沼典子　：日本看護協会出版会

形態機能論Ⅳ（生体機能の統括と外部刺激の受取）



単位数 １単位 １５時間 履修学年 １年次　後期

担当講師 医師（耳鼻咽喉科専門医、皮膚科専門医）

科目目標

学習方法

学習内容 耳鼻咽喉 １．臭いを嗅ぐ仕組み（鼻・鼻周囲の解剖）

（8時間） 　　主な疾患と症状・検査・治療

　　　①鼻出血　②副鼻腔炎　③鼻炎

２．音を聞く仕組み・身体の平衡を保つ仕組み（耳・耳周囲の解剖生理）

３．主な疾患と症状・検査・治療

　　　①メニエール病　②難聴　③腫瘍　④中耳炎

４．発声の仕組み・生体防御としての仕組み（咽頭・喉頭の解剖生理）

　　主な疾患と症状・検査・治療

　　　①舌癌　②喉頭がん

皮膚 ５．物に触れ、認識する仕組み・生体を保護する仕組み（皮膚の解剖生理）

（6時間） ６．主な疾患と症状・検査・治療（アトピー性皮膚炎、白癬、疥癬）

７．主な疾患と症状・検査・治療（熱傷、悪性黒色腫）

８．試　験（１時間）

テキスト

系統看護学講座　成人看護学12　皮膚：医学書院

参考図書

評価方法

備考

時間

２．外部刺激を受け取る機能障害を学び、症状の表れを理解する。

１．人が外部刺激を受け取る器官と機能を学ぶ。

系統看護学講座　成人看護学14　耳鼻咽喉：医学書院

科目名

看護形態機能学　菱沼典子　：日本看護協会出版会

筆記試験

講義

形態機能論Ⅴ（外部刺激の受取）

（耳鼻咽喉、皮膚）



形態機能論Ⅵ（姿勢の保持と動作の基本）

（運動器）

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 １年次　　後期

担当講師 医師（運動器専門医）

科目目標 １．人体を支える骨と骨格筋の関連を学び、人間の姿勢と動作の基本を理解する。

２．姿勢と動作が保持できない状態を理解する。

学習方法 講義

学習内容

５．　　　　〃

６．内因性（非外傷性）の運動器疾患

７．　　　　〃

　・骨腫瘍、代謝性骨疾患  　

８．試　験（1時間）　

テキスト 系統看護学講座　成人看護学10　運動器：医学書院

参考図書 看護形態機能学　菱沼典子　：日本看護協会出版会

評価方法 筆記試験

備考

　・脊椎の疾患（腰椎椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、骨粗鬆症

　・骨髄炎、変形性膝関節症、関節リウマチ、痛風

２．症状とその病態生理（疼痛、形態の異常、関節運動の異常、神経の障害など）

３．主な検査（筋生検、造影、膝関節鏡など）

　・治療（ギプス固定、牽引、人工関節置換術など）

　　　　　　　　脊髄腫瘍、脊椎の姿勢異常など）

科目名

1．運動器の構造と機能（骨、関節、神経と筋肉、腱と靭帯）

４．外傷性（外因性）の運動器疾患

　・骨折、脱臼、神経の損傷、筋・腱・靭帯などの損傷



単位数 時間 ３０時間 履修学年 １年次　　　後期

担当講師 医師（消化器外科系専門医）

科目目標

学習方法 講義

学習内容 食物摂取の １．口腔内の構造　２）歯牙と歯周の構造　３）咀嚼

機能 ２．主な疾患・症状・検査・治療

（4時間） 　　　①齲蝕　②歯槽膿漏　③口腔内腫瘍　④口蓋裂・口唇裂

３．嚥下のメカニズム

４．嚥下の障害

（18時間） 　　　①食道閉鎖症　②食道がん　③食道アカラシア　④麻痺

５．消化・吸収のメカニズム

６．主な疾患・症状・検査・治療（胃炎、胃・十二指腸潰瘍）

７．主な疾患・症状・検査・治療（癌）　　

８．肝臓・膵臓の機能

９．主な疾患と症状・検査・治療（肝炎、肝硬変、肝癌）

10．主な疾患と症状・検査・治療（胆嚢炎、胆肝炎、胆石症）

11．主な疾患と症状・検査・治療（膵炎、膵臓癌）

外科系 12．排便のメカニズム

（6時間） 13．主な疾患と症状・検査・治療（腸炎、腹膜炎、虫垂炎、ヘルニア）

14．主な疾患と症状・検査・治療（腸閉塞、大腸癌、潰瘍性大腸炎

痔疾患、クローン病）

　 15．試　験（2時間）

テキスト

参考図書

評価方法

備考

科目名

１単位

形態機能論Ⅶ（栄養と代謝）

（歯・口腔、消化器、膵肝胆系）

系統看護学講座　成人看護学15　歯・口腔：医学書院

１．食に関する器官と、食物摂取に関するメカニズムを理解する。

２．栄養の吸収と代謝のメカニズムを理解する。

３．排便に関するメカニズムを理解する。

４．食や栄養の吸収と排便機能が障害された場合の症状の表れを理解する。

消化器・膵
・肝・胆系

筆記試験

系統看護学講座　成人看護学５　消化器：医学書院

看護形態機能学　菱沼典子　：日本看護協会出版会



単位数 時間 １５時間 履修学年 １年次　　後期

担当講師

科目目標

学習方法

学習内容 男性生殖器 １．機能と構造、男性生殖器の障害と症状

（4時間） ２．主な疾患・検査・治療

　　　前立腺肥大症、前立腺がん、無精子症、睾丸腫瘍

女性生殖器 ３．機能と構造、女性生殖器の障害と症状

（6時間） ４．主な疾患・検査・治療

　　　子宮発育不全、子宮筋腫、子宮がん、卵管炎　

５．主な疾患・検査・治療

　　　卵巣腫瘍、卵巣がん、更年期障害、性感染症

乳腺・乳房 ６．乳腺・乳房の構造と機能

（4時間） ７．主な疾患・症状・治療・検査

　　　①乳腺炎　②乳がん

　 ８．試　験（1時間）

テキスト 系統看護学講座　成人看護学８　腎・泌尿器：医学書院

参考図書

評価方法

備考

科目名

系統看護学講座　成人看護学９　女性生殖器：医学書院

１．生殖器官の構造と生殖に関するメカニズムを学び、障害による症状の表れを

形態機能論Ⅷ（性・生殖・乳腺）

（男性生殖器　女性生殖器　乳腺・乳房）

１単位

医師（腎・泌尿器科専門医、外科医、産婦人科医）

　　理解する。

２．乳房の構造と障害を学び、形態の変化と症状の表れを理解する。

講義

看護形態機能学　菱沼典子　：日本看護協会出版会

筆記試験



単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 １年次　 前期

担当講師 大学薬学部助教。専門性を活かして教授する。

科目目標 １．薬物の作用機序を学び、人体への影響を理解する。

学習方法 講義

学習内容 １．・薬理学とは何か　　　・薬による病気の治療

２．・薬が作用するしくみ　　・薬の体内挙動　　　　・薬物相互作用

３．　　　　　　　　〃

４．・薬物の個人差に影響する因子　　　

　　・薬物使用の有益性と危険性　　　　・薬と法律

５．　　　　　　　　〃

６．・抗感染症薬　　　・抗がん薬　　　・消毒薬

７．　　　　　　　　〃

８．試　験（１時間）

テキスト 系統看護学講座　疾病の成り立ちと回復の促進３　『薬理学』：医学書院

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

科目名 薬理学Ⅰ（総論）



単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次　　 後期

担当講師 大学薬学部助教等。専門性を活かして教授する。

科目目標 １．薬物の作用機序を学び、人体への影響を理解する。

２．薬物の取り扱いに関する基本的知識を取得し、看護の役割を考える。

学習方法 講義

学習内容 １．末梢での神経活動に作用する薬物

２．　　　　　　　　〃

３．中枢神経系に作用する薬物

４．　　　　　　　　〃

５．心臓、血管系に作用する薬物

６．　　　　　　　　〃

７．呼吸器・消化器・生殖系に作用する薬物　　・物質代謝に作用する薬物

８．　　　　　　　　〃

９．免疫治療薬、抗アレルギー・抗炎症薬

10．　　　　　　　　〃

11．皮膚科用薬・眼科用薬　　　・救急の際に使用される薬物　、漢方薬

12．　　　　　　　　〃

13．輸液製剤、輸血剤、看護業務に必要な薬の知識

14．　　　　　　　　〃

15．試　験（2時間）

テキスト 系統看護学講座　疾病の成り立ちと回復の促進３　『薬理学』：医学書院

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

科目名 薬理学Ⅱ（各論）



科目名

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 １年次　 後期

担当講師 管理栄養士。病院管理栄養士として様々な患者の食事療法の実際に携わっている。

科目目標 　健康障害に対して行われる主な治療法を学び、生体の回復過程を理解する。

学習方法 講義・演習

学習内容 １．ライフステージと栄養

２．臨床栄養

　　１）栄養補給法、病院食、経腸栄養製品

３．　　〃　

　　２）疾患・症例別食事療法の実際

　　　　循環器疾患患者、消化器疾患患者、栄養・代謝疾患患者

　　　　腎疾患・血液疾患患者、アレルギー疾患患者

４．２）　　　　〃

５．３）場面別の栄誉管理

　　　①治療を要する小児の栄養管理　

　　　②高齢者の在宅療養における栄養管理

　　４）がん患者の食事療法

６．調理実習（治療食）（演習）

７．　　　〃　　　　　（演習）

　

テキスト 系統看護学講座　人体の構造と機能３　『栄養学』：医学書院

参考図書 系統看護学講座　別巻　『栄養食事療法』：医学書院

評価方法 筆記試験

備考 調理実習　　　

８．試　験（1時間）

治療論Ⅰ（食事療法）



１単位 時間 30時間 履修学年 １年次　 後期

・手術療法に関しては、病院で手術室で実際に活動している看護師が教授する。

・救急に関しては、病院で救急医療に実際に携わってる看護師が教授する。

・ME機器に関しては、病院の臨床工学士が教授する。

・放射線療法に関しては、病院の放射線技師が教授する。

・リハビリテーション療法に関しては、病院のPT、OT、STがその専門性を活かし

　て教授する。

健康障害に対して行われる主な治療法を学び、生体の回復過程を理解する。

学習方法

学習内容 １．リハビリテーションの概論・歴史　　　

２．脳脳血管障害のリハビリテーション

　　自動・他動運動、歩行・移動の介助、関節可動域訓練

３．嚥下障害のリハビリテーション

４．呼吸・循環器疾患のリハビリテーション

手術療法 ５．麻酔とは、手術とは

（6時間）

７．術後合併症、疼痛管理

ME機器 ８．医療機器についての基礎知識

（4時間） ９．測定用ME機器（心電図モニター、パルスオキシメーター、酸素濃度計）

放射線療法 10．放射線について

（4時間） 11．放射線の検査・治療

救急救命・

救急医療 13．主な病態の把握（急性腹症、熱傷、溺水、急性薬物中毒）

（6時間） 14．集中治療室における看護

15．試　験（2時間）

テキスト 系統看護学講座　別巻　『リハビリテーション看護』：医学書院

系統看護学講座　別巻　『臨床外科看護学総論』：医学書院

参考図書

評価方法

備考

科目目標

講義・演習

　　単位数

　　科目名

　　障害者の定義、リハビリテーションの種類

リハビリ
テーション
（8時間）

担当講師

治療論Ⅱ（リハビリテーション、手術療法、ＭＥ機器、放射線療法、救急救命・救急医療）

６．麻酔法（全身麻酔、局所麻酔、静脈麻酔）、麻酔に使用される薬物

12．救急医療とは、救急患者の特殊性

　　治療用ME機器（人工呼吸器、除細動器、輸液ポンプ）

理学療法演習

筆記試験



健康支援と社会保障制度

科目名 保健医療論Ⅰ（生命倫理含む） 担当講師

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 １年次　

科目目標

学習内容

2. 人工妊娠中絶・出生前診断(1)

3. 人工妊娠中絶・出生前診断(2)

4. 脳死・臓器移植(1)

5. 脳死・臓器移植(2)

6. 安楽死・尊厳死(1)

8. 不妊治療・生殖補助技術(1)

9. 不妊治療・生殖補助技術(2)

10. 再生医療・遺伝子操作(1)

11. 再生医療・遺伝子操作(2)

12. インフォームド・コンセント(1)

13. インフォームド・コンセント(2)

14. 学期のまとめと試験対策

15．試　験

テキスト なし（授業中に資料を配布する）

参考図書 黒崎剛、野村俊明編（2014）『生命倫理の教科書』、ミネルヴァ書房

評価方法 出席、課題、筆記試験

備考

備考

7. 安楽死・尊厳死(2)

外部講師

現代医療において生じる生命倫理の諸問題に関する社会的、法的、哲学的な背景知識
を身につけ、自ら問題を考えられるようにする。

1. イントロダクション：生命倫理とは何か



科目名 保健医療論Ⅱ

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 １年次　 後期

担当講師

科目目標 現代の保健医療の概要及び諸問題を理解し、看護の役割を考える。

学習方法 講義

学習内容 １．医学のあゆみ

２．健康と疾病

４．医学と医療

５．わが国の医療供給体制

６．現代医療における諸問題

７．　　　〃

８．試　験

テキスト 新体系　看護学全書　　医療学総論：メヂカルフレンド社

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

３．生活と健康、疾病

医師。医学博士。病院長などを歴任し長く医療に携わっており、医療における諸問
題に精通している。



科目名

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 ３年次　 前期・後期

担当講師

科目目標 １．われわれの生活と健康を保証する法的制度を学ぶ。

２．保健医療福祉の法的側面を学び、看護の活動を保証する制度を理解する。

学習方法 講義

学習内容 １．法の概念　

　１）法の概念　　２）衛生法　３）厚生行政のしくみ

２．看護法　　　保健師助産師看護師法（その１）

３．　　〃　　　保健師助産師看護師法（その２）

５．医事法

６．医療関係資格法、保健医療福祉資格法、医療を支える法

７．保健衛生法　　１）共通保健法　　　　　　２）分野別保健法

８．　〃　　　　　３）感染症に間する法　　　４）食品に関する法

９．薬務法　１）薬事一般に関する法律　　　　２）麻薬・毒物　など

10．環境衛生法　　１）営業　　２）環境整備

11．社会保険法　　１）費用保障　　　　２）年金　など

12．福祉法　　１）福祉の基盤　　２）児童・高齢・障害分野

13．労働法と社会基盤整備

14．環境法

15．試　験（2時間）

テキスト 系統看護学講座　健康支援と社会保障制度〔４〕　看護関係法令：医学書院

国民衛生の動向

参考図書 国民の福祉の動向

評価方法 筆記試験

備考

関係法規

行政の保健師として永年活動してきたなかで、法律に関して豊富な知識と経験を有
している。

４．　　〃　　　看護師等の人材確保の促進に関する法律



科目名

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師 行政の保健師として公衆衛生活動に従事し、地域住民の健康の保持増進活動に

携わってきた。また、教育機関にも在籍し、公衆衛生活動を追求し、公衆衛生

に関する統計情報や保健活動の実際など豊富な知識・経験を有している。

科目目標 １．公衆衛生の理念を理解し、われわれの健康を保持増進する組織的な活動を

　　学ぶ。

２．健康の概念を明確にし、人々の健康に関する看護の役割を考える。

学習方法 講義

学習内容 １．公衆衛生を学ぶにあたって、公衆衛生のエッセンス

２．公衆衛生の活動対象

３．公衆衛生のしくみ

４．環境と健康

５．国際保健、疫学

６．母子保健

７．　　〃

７．成人保健

８．高齢者保健

９．精神保健

10．歯科保健、難病支援・障害支援　　　

11．感染症対策

12．学校と健康（学校保健）

13．職場と健康（産業保健）

14．健康危機管理・災害保健

15．試　験

テキスト 系統看護学講座　健康支援と社会保障制度[２]　『公衆衛生』：医学書院

国民衛生の動向

参考図書 国民の福祉の動向

評価方法 筆記試験

備考

公衆衛生



科目名

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

科目目標 社会福祉の概要と、われわれの生活問題に対応する社会的政策を学ぶ。

学習方法 講義

学習内容 １．社会保障・福祉制度

２．現代社会の変化・動向

３．医療保障制度

４．保険制度

５．所得保障

６．公的扶助

７．児童家庭福祉

８．試　験（1時間）

テキスト 系統看護学講座　健康支援と社会保障制度[３]　『社会福祉』

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

科目名

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

科目目標 社会福祉の概要と、われわれの生活問題に対応する社会的政策を学ぶ。

学習方法 講義

学習内容 １．障害者福祉

２．　〃

３．社会福祉実践（援助技術）

４．　〃　　　　（連携含む）

５．高齢者福祉（介護保険含む）

６．　〃

７．社会福祉の歴史

８．試　験（1時間）

テキスト 系統看護学講座　健康支援と社会保障制度[３]　『社会福祉』：医学書院

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

大学の医療福祉・マネジメント学科所属の教員がその専門性を活かし教授する。

大学の医療福祉・マネジメント学科所属の教員がその専門性を活かし教授する。

社会福祉Ⅰ

社会福祉Ⅱ



専門分野の考え方 
 
専門分野は看護学として位置づける。 

１）看護の対象を精神的・身体的・社会的側面から総合的に理解し、各発達段階の特徴と 
健康障害の回復促進の看護を理解できるよう、各領域は概論と方法論で構成した。 

２）方法論には各領域で看護過程の展開を組み入れる。看護過程の基礎は基礎看護学で学 
び、各専門領域では発達段階における特徴的なペーパー・ペーシェントを用いて模擬展 
開し、実習での看護過程の展開につなげられるようにする。 

３）臨地実習は、学内で習得した知識・技術・態度を臨地の場で実際に用い、対象との人 
間関係を築きながら学習する。それにより自己の看護観を深めていく。さらに、保健医 
療福祉チームにおける看護の機能と、役割を認識していく。 

 
 
３）専門分野Ⅰの考え方 
 
＜専門分野Ⅰの位置づけ＞ 
 専門分野Ⅰは基礎看護学として看護学の土台に位置づける。専門分野Ⅱ、統合分野に共

通する概念・理論・技術を習得させる。 
 基礎看護学は、看護を学ぶための動機付けや、人間観、看護観を形成する土台となる。

各看護学及び在宅看護論の基盤となる基礎的理論や基礎的技術を学ぶため、看護学概論、

看護学方法論で構成した。看護技術は、対象の発達段階及びあらゆる看護の場において適

応し、応用できる基礎看護技術を習得させる。 
看護理論は、『ニード論』を中心に用い、人間の「基本的欲求」の充足、未充足の視点で、 

対象を理解し、看護を展開する。ただし、看護の各場面において、『ニード論』だけでは 
理解しがたい場面には他の看護理論を用いる。そのため、基礎看護学方法論で看護理論に 
幅広く触れ、看護への適応について考えられるようにする。 
 



基礎看護学 

 
Ⅰ 基礎看護学の位置づけ 
 基礎看護学は、基礎分野と専門基礎分野を基礎とし、看護を学ぶための中心的領域と位

置づける。 
基礎看護学は、『専門分野Ⅱ』『統合分野』に共通する概念・理論・基礎看護技術を習得

し、また、看護実践を通し、自らの看護観を深めていく基盤となる。そこで、看護の対象

となる人間に関心をよせ、看護の意義や役割を考えていけるように構成した。 
看護技術は看護を提供するためのものであり、看護を象徴するものである。したがって、

基礎看護学では、あらゆる対象のさまざまな状況に応用できる基本的な看護技術を習得さ

せる。加えて、実践に必要な基礎的知識と、心を伴った看護技術の習得を目指す。 
 
 
 

Ⅱ 科目の設定及び設定理由 
 教科は、看護学概論と基礎看護学方法論で構成した。 

１．看護学概論は、看護の概念、対象、理論など、看護を理解するためのものとした。 
２．方法論は、対象を生活者として捉えた看護と、科学的思考を活用した看護の展開で

構成した。また学習者が、今学んでいる技術は何のための技術であるのかを明確にし

て学習を進められるように、９科目とした。 
以下の通りである。 
 
１）方法論Ⅰ「接遇・マナー、人間関係の技術」：患者－看護師の関係を築き、発展さ

せるための技術 
２）方法論Ⅱ「共通援助技術」：看護場面に共通する技術 
３）方法論Ⅲ「日常生活の援助技術１」：生活環境を整え、安楽な療養環境を提供する 
                  ための技術身体活動の源への援助技術 
４）方法論Ⅳ「日常生活の援助技術２」：安全で安楽な日常生活を過ごすための援助技 
                  術 
５）方法論Ⅴ「日常生活の援助技術３」：身体の身だしなみを整える援助技術 
６）方法論Ⅵ「健康状態の評価のための技術」：対象の健康状態を評価するための技術 
７）方法論Ⅶ「健康障害時の経過に伴う看護」：健康障害時と経過に伴う援助技術 
８）方法論Ⅷ「検査・処置に伴う技術」：健康障害時に行われる検査や処置時の基本的 

な看護技術 
９）方法論Ⅸ「診療に伴う技術」：健康障害時に行われる治療の基本的な看護技術 
10）方法論Ⅹ「看護理論・看護過程」：科学的思考を活用した看護の展開 
11）方法論Ⅺ「看護研究」：看護を探求して行くための一方法 



Ⅲ 基礎看護学の目的 
 人間のライフサイクルにおける健康の意義と、看護の役割を理解し、看護に必要な基礎

的知識・技術・態度を養う。 
 
 
 
Ⅳ 基礎看護学目標 
１． 看護の概念及び本質を理解し、看護の機能と役割を理解する。 
２． 看護の対象との人間関係を深める必要性を認識し、発展させる方法を学ぶ。 

３． 看護の対象を生活者としてとらえ、生活過程の調整と健康回復促進のための技術  

を習得する。 

４． 健康障害における経過および症状に対する看護の基本と、治療・処置に伴う基本

的な援助方法を学ぶ。 

５． 科学的・論理的知識を用いて看護を展開する技術を習得する。 

６． 看護研究の意義を理解し、研究の基礎を学ぶとともに、研究的態度を養う。 



Ⅴ　専門分野Ⅰ
基礎看護学科目構成　
15単位（435時間）

　授業科目12単位（300時間）

　臨地実習３単位（135時間）
学問としての看護

人間科学としての 患者中心の看護とは
看護学 看護とは何かを考える

歴史の始まりと看護
看護の過去から 近代看護への道
現在まで 海外における職業的看護の発展

わが国の職業的看護の発展

人間について考える
看護実践における
重要な概念 健康について考える

看護の役割と機能
看護の役割と機能 保健・医療・福祉の連携

看護技術・看護過程
看護実践の方法 看護師-患者の信頼関係

対人コミュニケーション

看護と法
倫理とは何か

看護における倫理と法 臨床倫理

看護実践を支えるもの
専門職としての看護 専門職としての役割と自律
医療安全 医療事故と医療安全
グローバル社会と看護 異文化理解・災害における看護

接遇・マナー

コミュニケーションの意義
コミュニケーションの技術 必要条件

看護におけるカウンセリング

看護記録 目的と意義
構成要素

感染予防の技術 感染源への対策
感染経路への対策

安全管理の技術 看護におけるリスクマネジメント

生活環境
環境 寝具の選択

安楽な環境の提供 ﾍﾞｯﾄﾞﾒｲｷﾝｸﾞ
環境整備

意義
食生活 食事・栄養摂取のアセスメント

健康障害時の食事介助
非経口的栄養法の介助

意義
排泄 排泄のアセスメント

排泄の援助
排泄障害のある患者の援助

意義
活動運動機能のアセスメント

活動・休息 肺用症候群予防 体位変換
運動機能時の援助 移動
安静保持・睡眠 歩行介助

安楽 意義

安楽な体位

看護とインフォームドコンセント

看護制度・看護行政

基礎看護学方法論Ⅲ

（日常生活の援助技術１）

１単位（30）

基礎看護学方法論Ⅱ   

（共通の援助技術）

１単位（15）

基礎看護学方法論Ⅳ

（日常生活の援助技術２）

１単位（15）

看護学概論
1単位（30）

基礎看護学方法論Ⅰ   
（接遇・マナー、

人間関係の技術）
１単位（15）

基礎看護学方法論Ⅲ

（日常生活の援助技術１）

１単位（30）

基礎看護学方法論Ⅱ   

（共通援助技術）

１単位（15）

基礎看護学方法論Ⅳ

（日常生活の援助技術２）

１単位（15）



入浴・シャワー浴
清潔 清潔行動のｱｾｽﾒﾝﾄ 清拭・陰部洗浄

身体各部の清潔 洗髪
部分浴・整容
口腔ケア

衣生活 意義、寝衣交換

ヘルスアセスメント 意義

意義・
フィジカルアセスメント 体表解剖・基本技術

フィジカルイグザムの7つの道具

一般状態のアセスメント バイタルサイン・身体測定

胸部（呼吸器系・循環器系）
系統別アセスメント 腹部

心理・社会的、セルフ能力のアセスメント

健康障害レベルとは
急性期

健康障害の経過からみた看護 回復期（生活行動の再獲得の経過）
慢性期
終末期～危篤時・死亡時

教育指導
呼吸障害のある患者
循環障害のある患者

日常生活に障害を
及ぼす障害と看護 運動機能障害をもつ患者

検査時の看護 検体の採取と取り扱い
穿刺液の検査
生体検査

洗浄時の看護 胃洗浄
膀胱洗浄

看護師の役割 経口与薬法
与薬の技術 与薬 外用薬

輸液管理・輸液ポンプ 注射法

輸血療法と看護

呼吸を楽にする援助

呼吸・循環を整える技術 気道分泌物の排出の援助（吸引）

酸素吸入療法

体温管理(罨法）

創傷の種類・治癒過程
創傷管理技術 褥瘡の予防・処置

創傷処置

看護理論とは、看護理論の基本概念
看護理論 理論の看護への活用

看護過程の概念

看護過程 情報収集・アセスメント
看護上の問題の表し方（看護診断）
計画立案
実施・評価

看護研究とは
看護研究 看護研究の進め方

看護研究における今後の課題

問題解決思考

栄養・排泄障害のある患者

痛みをもつ患者
意識障害のある患者

基礎看護学方法論Ⅶ
（臨床看護総論）

１単位（30）

基礎看護学方法論Ⅵ

（健康評価のための技術）

１単位（30）

基礎看護学方法論Ⅷ

（検査に伴う看護技術）

１単位（15）

基礎看護学方法論Ⅺ
（看護研究）
１単位（30）

基礎看護学実習Ⅰ 基礎看護学実習Ⅱ

１単位（45） ２単位（90時間）

基礎看護学方法論Ⅴ

（日常生活の援助技術３）

１単位（30）

基礎看護学方法論Ⅸ

（診療に伴う技術）

１単位（30）

基礎看護学方法論Ⅶ
（健康障害時の経過に
伴う看護）
１単位（30）

基礎看護学方法論Ⅵ
（健康状態の評価のための
技術）

１単位（30）

基礎看護学方法論Ⅷ
（検査・処置に伴う技
術） １単位（15）

基礎看護学方法論Ⅹ

（看護理論・看護過程）
１単位（30）

基礎看護学方法論Ⅺ
（看護研究）
１単位（30）

基礎看護学実習Ⅰ 基礎看護学実習Ⅱ

１単位（45） ２単位（90時間）

基礎看護学方法論Ⅴ

（日常生活の援助技術３）

１単位（30）

基礎看護学方法論Ⅸ

（診療に伴う技術）

１単位（30）



科目名

単位数 1単位 時間 30時間 履修学年 １年次 前期

担当講師

科目目標  看護の基本概念（目的・対象・方法・変遷）を学び、健康の意義と看護

の役割と機能を理解する。

学習方法

学習内容 １　人間科学としての看護学  

２　　〃　　　　

３　看護の過去から現在まで

４　　〃

５　看護実践における重要な概念　　

６　　〃      　

７　看護の役割と機能

８　看護実践の方法　　

10　　〃

11　看護実践を支えるもの

12　専門職としての看護

13　医療安全　

14　グローバル社会と看護

15　試　験

テキスト

「看護覚え書」Ｆ．ナイチンゲール：現代社

看護者の基本的責務：日本看護協会出版会

参考図書

評価方法 筆記試験・課題

備考

新体系　看護学全書　基礎看護学①　看護学概論　：　メヂカルフレンド社

「看護の基本となるもの」Ｖ．ヘンダーソン：日本看護協会出版会

９　看護における倫理と法

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

講義

看護学概論



科目名

単位数 1単位 時間 15時間 履修学年 １年次　 前期

科目目標

学習方法

学習内容 接遇・マナー

２．　　〃

人間関係の技
術

３．現代医療の特性　　対人トラブルモデル

４．コミュニケーションの構成

５．感情の理解　　自己洞察

６．コミュニケーションの実際　　基本技法

７．　　　　　〃　　基本姿勢（観察・傾聴・確認・共感）

８．　試験

テキスト

参考図書

評価方法

備考

接遇・マナー：企業における接遇・マナーの知識と経験から、病院等で接遇研修に
携わっている。その実務経験を活かし教授する。

担当講師

なし

基礎看護学方法論Ⅰ（接遇・マナー、人間関係の技術）

課題

1．接遇・マナー

　患者―看護師関係を形成し、深めるための方法を学ぶ。

人間関係の技術：病院において、特にコミュニケーション技術が求められる専門的
看護に携わっている看護師が教授する。

講義・演習



科目名

単位数 １単位 時間 15時間 履修学年 １年次 前期

担当講師

科目目標 　看護場面に共通する基本技術を学ぶ。

学習方法

学習内容

安全管理
の技術

（2時間）

テキスト 新体系　看護学全書　基礎看護学②　基礎看護技術Ⅰ：メヂカルフレンド社

看護がみえる　基礎看護技術　vol.1：メディックメディア

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

６．手洗い・ガウンテクニック・無菌操作（演習）

７．看護におけるリスクマネジメント、事故防止のための対策

８．試験

看護記録
（4時間）

感染予防
の技術

（8時間）

２．看護記録の構成要素

５．感染経路への対策（手洗い・防護用具・滅菌物の取り扱い・拡散防止）

基礎看護学方法論Ⅱ（共通援助技術）

１．看護記録の目的と意義

３．感染予防の基礎知識

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

講義・演習・演示

４．感染源への対策（洗浄・滅菌・消毒）



科目名

単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 １年次 前期

担当講師

科目目標 １．生活環境を整え、安全で安楽な療養環境を提供するための技術を学ぶ。

２．身体活動の源への援助技術を学ぶ。

学習方法

学習内容

２．病室と病床の環境調整（6時間）

　　１）病室の環境調整と寝具

３．食事・栄養摂取の意義としくみ、食事・栄養摂取のアセスメント

４．患者への食事の援助

５．食事介助（演習）

６．経静脈栄養・経腸栄養

７．経鼻胃チューブの挿入・注入（演習）

８．排泄の意義としくみ、排泄のアセスメント

９．排泄の援助

　　１）便器・尿器、おむつ交換

10．排泄障害のある患者の援助

　　１）排便障害

　　２）排尿障害

11．一時的導尿（演習）

12．試験

新体系　看護学全書　基礎看護学③　基礎看護技術Ⅱ：メヂカルフレンド社

看護がみえる　基礎看護技術　vol.1：メディックメディア

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

　　３）リネンチェンジ（演習）

基礎看護学方法論Ⅲ（日常生活の援助技術１）

１．環境の諸要素とその調整（4時間）

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

講義・演習・演示

排泄の
援助技術
（８時間）

環境を整え
る技術

（10時間）

食生活と
栄養摂取の
援助技術
（10時間）

　　２）ベッドメーキング（演習）



科目名

単位数 １単位 時間 15時間 履修学年 １年次 前期

担当講師

科目目標 安全で安楽な日常生活を過ごすための援助技術を学ぶ。

学習方法

学習内容

２．運動機能の維持・回復のための援助（廃用症候群予防）

安楽確保の
技術

（2時間）

８．試験

テキスト 新体系　看護学全書　基礎看護学②　基礎看護技術Ⅰ：メヂカルフレンド社

新体系　看護学全書　基礎看護学③　基礎看護技術Ⅱ：メヂカルフレンド社

看護がみえる　基礎看護技術　vol.1：メディックメディア

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

基礎看護学方法論Ⅳ（日常生活の援助技術２）

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

講義・演習・演示

３．運動機能の低下した人の援助

４．体位変換、移動（演習）

　　１）体位変換

　　２）移動、歩行介助

１．活動と休息の意義、活動・運動機能のアセスメント

７．安楽の意義、安楽な体位

活動・休息の
援助技術
（12時間）

５．　　　　〃

６．安静保持・睡眠の援助



科目名

単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 １年次 前期

担当講師

科目目標 身だしなみを整える援助技術を学ぶ。

学習方法

９．試験

テキスト 新体系　看護学全書　基礎看護学③　基礎看護技術Ⅱ：メヂカルフレンド社

看護がみえる　基礎看護技術　vol.1：メディックメディア

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

８．寝衣交換（2時間）

基礎看護学方法論Ⅴ（日常生活の援助技術３）

清潔の援助
技術

（24時間）

衣生活の援助
技術

（4時間）

１．清潔の意義、清潔行動のアセスメント（4時間）

２．入浴・シャワー浴の援助（2時間）

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

講義・演習・演示

３．清拭・陰部洗浄（8時間）

４．頭皮・頭髪の清潔（4時間）

５．部分浴・整容（4時間）

６．口腔ケア（2時間）

７．衣生活の意義（2時間）



科目名

単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 1年次 後期

担当講師

科目目標

を習得する。

学習方法

学習内容

テキスト フィジカルアセスメントがみえる：メディックメディア

新体系　看護学全書　基礎看護学②　基礎看護技術Ⅰ：メヂカルフレンド社

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

　　　　（１）心臓のポンプ機能

　　　２）循環器系（4時間）

７．試験

６．フィジカルアセスメントの実際（演習）（4時間）

５．心理・社会的状態、セルフケア能力のアセスメント（2時間）

　　　　（２）末梢の循環動態

　　　３）消化器系（2時間）

　　　１）呼吸器系（4時間）

　　　１）ヘルスアセスメントとは

２．フィジカルアセスメント（4時間）

１．看護におけるヘルスアセスメント（2時間）

　　　１）フィジカルアセスメントとは

　　　４）フィジカルアセスメントにおける基本技術

３．一般状態のアセスメント（6時間）

　　　２）体表解剖とフィジカルアセスメント

　　　３）フィジカルイグザムの７つ道具

基礎看護学方法論Ⅵ（健康状態の評価のための技術）

対象の健康状態を把握する意義を理解し、ヘルスアセスメントに必要な基本技術

　　　１）バイタルサイン

　　　２）身体計測

４．系統別フィジカルアセスメント

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。また、病院で活躍している
ナースプラクティショナー（ＮＰ）が演習指導にあたる。

講義・演習・演示



科目名

単位数 １単位 30時間 履修学年 １年次 前期

担当講師

科目目標

学習方法

学習内容

　１）健康障害レベルとは

　２）患者の特徴と看護

　　（１）急性期の看護

　　（３）慢性期の看護

　　（４）終末期の看護

11．栄養・排泄障害のある患者の看護

12．運動機能障害をもつ患者の看護

13．意識障害のある患者の看護

テキスト 新体系　看護学全書　基礎看護学④　臨床看護総論：メヂカルフレンド社

　

参考図書

評価方法

備考

基礎看護学方法論Ⅶ（健康障害時の経過に伴う看護）

７．患者教育指導

時間

１．臨床看護とは、健康障害のレベルとしての経過

　　　　　　終末期～危篤時・死亡時の看護

　　（２）回復期(生活行動の再獲得の経過）の看護

新体系　看護学全書　基礎看護学③　基礎看護技術Ⅱ：メヂカルフレンド社

筆記試験・課題

９．　　　〃

新体系　看護学全書　基礎看護学②　基礎看護技術Ⅰ：メヂカルフレンド社

日常生活に影
響を及ぼす
障害と看護
（14時間）

８．呼吸障害のある患者の看護

15．試験

10．循環障害のある患者の看護

14．痛みをもつ患者の看護

健康教育に必要な技術を学ぶ。

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

講義・演習

健康障害時の経過及び症状に応じた看護を学ぶ。

教育指導
（2時間）

健康障害の
経過からみた

看護
（12時間）



科目名

単位数 時間 15時間 履修学年 ２年次 後期

担当講師

科目目標

学習方法

学習内容

２．検体の採取と取り扱い（喀痰、採尿、蓄尿、検便、採血）

７．試験

テキスト 新体系　看護学全書　基礎看護学③　基礎看護技術Ⅱ：メヂカルフレンド社

参考図書

評価方法

備考

洗浄時の
看護

（2時間）

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

筆記試験

基礎看護学方法論Ⅷ（検査・処置に伴う技術）

５．生体検査（X線検査、MRI、造影、内視鏡、超音波）

１．検査に伴う看護の役割

３．採血（演習）

４．穿刺液の検査（腰椎、胸腔、腹腔、骨髄）

検査時の
看護

（12時間）

１単位

検査に応じた看護の方法を学ぶ。

看護がみえる　基礎看護技術　vol.2：メディックメディア

６．胃洗浄、膀胱洗浄

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

講義・演習・演示



科目名

単位数 １単位 30時間 履修学年 ２年次 前期

担当講師

科目目標

学習方法

学習内容 １．薬物療法とは　　　薬物療法を受ける人の理解

２．薬物療法に影響を及ぼす因子

３．薬物療法における看護の役割（麻薬・劇薬・毒薬の管理を含む）

１）経口与薬法

２）外用薬（口腔内・直腸内・皮膚用製剤・点眼・点入・吸入）

３）注射法

５．輸液管理、輸液ポンプの基本的操作方法

６．筋肉内注射・皮下注射（演習）

７．輸血療法と看護

　１）輸血療法とは　　

　２）輸血療法における看護の役割

８．呼吸の意義とアセスメント、呼吸を楽にする姿勢・呼吸法

10．酸素吸入療法

　　酸素ボンベの操作、酸素吸入、一時的吸引（演習）

11．体温管理、罨法（演習）

12．創傷の種類・治癒過程と観察

13．褥瘡の予防、処置

14．創傷の処置（演習）

15．試験

テキスト 新体系　看護学全書　基礎看護学③　基礎看護技術Ⅱ：メヂカルフレンド社

新体系　看護学全書　基礎看護学④　臨床看護総論：メヂカルフレンド社

参考図書

評価方法

備考

時間

基礎看護学方法論Ⅸ（診療に伴う技術）

呼吸・循環を
整える技術
（8時間）

９．気道分泌物の排出の援助　　　　　　　　　

創傷管理技術
（6時間）

看護がみえる　基礎看護技術　vol.2：メディックメディア

講義・演習・演示

看護がみえる　基礎看護技術　vol.1：メディックメディア

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

輸血の技術
（2時間）

筆記試験

４．薬物への適応（与薬）

治療に応じた看護の方法を学ぶ。

与薬の技術
（12時間）



科目名

単位数 １単位 30時間 履修学年 ２年次 前期

担当講師

科目目標

学習方法

学習内容

２．　　

３．　　

４．　　

５．　　

６．看護過程の概念、問題解決思考

７．情報収集とアセスメント　　

８．看護診断(看護問題の明確化）

９．看護介入と評価

10．事例を用いての看護過程（演習）　　　

11．　　　〃　　　　　　

12．　　　〃　　　　　

13．　　　〃　　　　　　　

14．　　　〃

15．試験

テキスト

看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践　秋葉公子：ヌーヴェルヒロカワ

看護が見える　看護過程の展開    vol.４：メディックメディア 　

参考図書

評価方法

備考

１．看護理論とは、看護理論の基本概念

主な看護理論を学び、看護の基盤となる主要概念を理解する。

科学的思考に基づいた問題解決過程として看護過程の意義と方法を学ぶ。

基礎看護学方法論Ⅹ（看護理論・看護過程）

看護過程
（18時間）

時間

主な看護理論の考え方と看護への活用
（ヘンダーソン・オレム・ロイ・ペプロウ）

看護理論
（10時間）

病院などで看護師として実務経験のある教員や大学で看護理論を専門とする講師が
教授する。

講義・演習

但し、看護過程の展開の課題に関しては再評価あり

筆記試験・課題

やさしい看護理論―現場で活かせるベースの考え方―　改定2版　城ケ崎初子：メディカ出版

新体系　看護学全書　基礎看護学②　基礎看護技術Ⅰ：メヂカルフレンド社



科目名

単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 ３年次 後期

担当講師

科目目標 看護研究の意義を理解し、研究の基礎を学ぶとともに、研究的態度を養う。

学習方法

学習内容 １．看護研究とは　　　　看護研究の意義

２．看護研究の進め方　　　　①研究テーマの検討と決定

３．　　　〃　　　　　　　　②文献レビューとその方法

４．　　　〃　　　　　　　　

５．　　　〃　　　　　　　　③研究における倫理的配慮

６．　　　〃　　　　

７．　　　〃　　　　　　　　④研究デザイン　－研究の設計と方法の選択

８．　　　〃　　　　　

９．　　　〃　　　　　　　　⑤データ収集・分析

10．　　　〃　　　　

11．　　　〃　　　　　　　　⑥研究計画書作成（演習）

12．　　　〃　　　　　

13．　　　〃　　　　　　　　⑦抄録の書き方

14．　　　〃　　　　　　　　⑧発表方法　　　

15．看護研究における今後の課題

テキスト なし

参考図書 系統看護学講座　看護研究　　：　医学書院

評価方法 課題

備考

講義・演習

看護研究の専門家として、多くの研究論文の実績のある大学教授等が教授する。

基礎看護学方法論Ⅺ（看護研究）



専門分野の考え方 
 

専門分野は看護学として位置づける。 
１）看護の対象を精神的・身体的・社会的側面から総合的に理解し、各発達段階の特徴と 

健康障害の回復促進の看護を理解できるよう、各領域は概論と方法論で構成した。 
２）方法論には各領域で看護過程の展開を組み入れる。看護過程の基礎は基礎看護学で学 

び、各専門領域では発達段階における特徴的なペーパー・ペーシェントを用いて模擬展 
開し、実習での看護過程の展開につなげられるようにする。 

３）臨地実習は、学内で習得した知識・技術・態度を臨地の場で実際に用い、対象との人 
間関係を築きながら学習する。それにより自己の看護観を深めていく。さらに、保健医 
療福祉チームにおける看護の機能と、役割を認識していく。 

 
 
４）専門分野Ⅱの考え方 
 
＜専門分野Ⅱの位置づけ＞ 

専門分野Ⅱは、専門分野Ⅰから発展して、対象特性を踏まえた看護学として位置づける。

成人看護学・老年看護学・小児看護学・母性看護学・精神看護学における看護の対象及び

目的の理解し、その上で対象に応じた看護の方法を学習する。 
１）『成人看護学』では健康障害や健康回復への基本的な看護と健康段階での看護を学ぶ。

ここでは、専門基礎分野の『形態機能論』をふまえるが、「疾患の看護」や「機能障害

者の看護」にとどまることなく、生活上の問題や健康障害の回復過程に応じた看護の基

本が理解できるように組み立てた。 
２）『老年看護学』は、発達課題の視点から老年期にある人の理解に重点をおいた。そして、

老年期にある人の心身の変化と疾患による機能障害の特徴を理解した上で、QOL 向上の

看護を理解する内容とした。 
３）『小児看護学』は、身体的発達と、心理的側面及び社会的側面から人間の成長発達につ

いて理解できるようにした。また、小児の区分は出生前から青年期までで、母性看護学、

成人看護学との関連も重要視した。 
４）『母性看護学』の概論は、胎生期から、思春期、成熟期、更年期、老年期と、ライフス

テージのなかの母性の発達という視点で捉えられるようにした。各論では、周産期を中

心として、出産及び母性の発達の理解と、基本的な援助を学ぶ内容とした。 
５）『精神看護学概論』は、基礎分野の『心理学』で学んだ心の動きの理解を土台に、人間 

の「心」の健康の維持増進および、ストレス下にある人々に対する援助に関するものと

し、全領域に共通の「心」への理解と援助方法として位置づける。 
精神看護学方法論は、精神病理的側面から精神に障害を持つ人への理解と援助を学ぶ

内容とした。 
 



成人看護学 

 
Ⅰ 成人看護学の位置づけ 
 成人看護学は、専門分野Ⅰを土台にする。 

成人期は、人間のライフサイクルにおいて一番長く、青年・壮年・向老期に分けられる。

したがって、発達段階において小児看護学・老年看護学とかかわる。また、生殖的にも充

実している時期であり、母性看護学とは密接にかかわる時期がある。特に、女性の身体的

変化を捉えての対象理解は重要である。 
身体的面では、小児期からの発達が継続し、成熟、やがて老年期に向かって衰退してい

く。精神面ではアイディンティティが確立され、その後も発達課題を達成しながら発達し

続ける。そして社会的には、生産性が高くなると同時に役割や責任が変化し、ストレスも

強く受ける。 
これらのことから、成人期は、人間のライフサイクルの中では最も充実している時期と

いえる。しかし、家庭や職場・学校、地域において、種々のストレスをうけ、健康障害を

きたす危険も高い。そこで、精神面の理解は、精神看護学の「精神（心）の健康の理解」

を基にする。 
 成人看護学では、このような成人期の特徴を踏まえ、形態機能論をもとに、健康障害に

よる身体的変化及び日常生活行動への影響を理解し、基本的な看護を学ぶ。また看護の場

は、医療施設に限らず、機能障害を持ちながら地域に生活する対象・家族にも及ぶ。した

がって、在宅看護論ともかかわる。 
また、成人期の健康上の問題は、これからの老年期のＱＯＬに影響を及ぼす。そこで、

健康の維持・増進と疾病予防の観点から、人々の健康をまもる社会システムと保健医療福

祉チームでの看護の役割を学ぶ。 
 
 

Ⅱ 科目の設定と設定理由 
 教科は、成人看護学概論と成人看護学方法論で構成した。 
内容は、以下の視点で抽出した。 
 １．成人看護学概論は、先ず、ライフサイクルにおける成人期の特徴と健康問題を理解

する。さらに、成人の保健問題の動向を理解し、健康の維持増進、疾病予防のため

の看護の役割を考える。 
２．成人看護学方法論は、生体の機能障害に伴う看護で構成し、その中で、健康障害の

段階（経過）に伴う看護も学ぶ。 
  １）方法論Ⅰ：健康段階の特徴をふまえた看護 
          ・慢性の経過の看護 
          ・急性の経過（急性期・急変時）の看護 
          ・回復の経過（生活行動の再獲得）の看護 
          ・終末期の看護 

 
 



２）方法論Ⅱ：機能障害に応じた看護 １（呼吸機能障害、血液・造血機能障害） 
３）方法論Ⅲ：機能障害に応じた看護 ２（循環機能障害・消化器系） 
４）方法論Ⅳ：機能障害に応じた看護 ３（中枢神経系・運動器・感覚器障害） 
５）方法論Ⅴ：機能障害に応じた看護 ４（恒常性維持障害・生殖器障害） 

  ６）方法論Ⅵ：成人期の特徴をふまえ、看護過程を用いた看護の展開を学ぶ。  
 
 
Ⅲ 成人看護学目的 
  成人期の特徴を理解し、健康維持増進・疾病予防及び、健康上の諸問題を捉え、看護 

を実践する基礎的能力を習得する。 
 
 
Ⅳ 成人看護学目標 

１． ライフサイクルにおける成人期の精神的・身体的・社会的特徴を理解する。 
２． 成人各期における特徴と健康問題の特徴を理解し、成人看護の役割を考える。 
３． 成人期にある人の健康の保持・増進及び、疾病予防に対する社会システムを理解  

する。 
４． 成人期の健康障害における回復過程の特徴と看護を理解する。 
５． 機能障害のある対象の特徴を理解し、機能回復のための看護を実践する基礎的能  

力を習得する。 
６． 事例を通し、成人期のある人を総合的に捉えるとともに、健康障害の回復経過に  

応じた看護の展開を理解する。 



Ⅴ　専門分野Ⅱ ライフサイクルの中の成人期とは　　

成人看護学科目構成 成人期の区分

13単位（435時間） 精神的特徴

　授業科目　7単位（165時間） ライフサイクルにおける 身体的特徴

　臨地実習　６単位（270時間) 成人期の特徴 社会的特徴

発達課題からみた成人期

青年期

成長・発達過程からみた 壮年期

成人の特徴と健康問題 向老期

働くことと生活

社会のなかで生活を 家族との関係

営むということ 多様なライフスタイル

成人の保健の動向と保健・ 保健統計からみた成人の健康の動向

医療・福祉対策 成人を対象にした保健・医療・福祉政策

健康障害をもつ成人にかか 成人期にある人が健康障害をもつことの意味

わる際の基本的な視点 健康生活を支える人間関係の構築

患者・家族の意思決定を支える

健康の危機状況への適応

健康行動への行動変容：成人に対する健康学習支援

健康保持・増進のための支援

生活習慣病とその発生要因

生活習慣病の予防 生活ストレスに関連する健康障害

生活習慣病の予防方法

生活習慣病における看護の役割

急変時の看護

急性経過の看護 周手術期の看護

生活の自立への援助

回復の経過（生活行動再獲得） 障害受容への援助

の看護 社会復帰への援助

慢性の経過の看護 慢性病の特徴・セルフケア

疾患コントロールが必要な人の看護

疾病コントロールへの援助

終末期にある成人患者と家族への理解

終末期の看護 終末期の患者の理解・緩和ケア

対象の特徴

検査・治療に伴う看護

呼吸機能障害の 基本的な看護

ある人の看護 肺癌患者の看護

体位排痰法・スクィージングの方法

血液・造血機能障害の 対象の特徴

ある人の看護 検査・治療に伴う看護

基本的な看護

化学療法をうける患者の看護

白血病患者の看護

対象の特徴

循環機能障害の 検査・治療に伴う看護

ある人の看護 基本的な看護

心筋梗塞患者の看護

狭心症患者の看護

高血圧症患者の看護

食道疾患患者の看護

消化・吸収機能障害の 胃･十二指腸疾患患者の看護

ある人の看護 腸・腹膜疾患患者の看護

人工肛門を造設した人の看護

造設患者の生活上の留意点（演示）

肝臓・胆嚢疾患患者の看護

膵臓疾患の看護

成人看護学概論

１単位（15)

成人看護学方法論Ⅰ
（経過に伴う看護）

１単位（30)

成人看護学方法論Ⅱ
（機能障害に応じた
看護１）

１単位（30)(演習）

成人看護学方法論Ⅲ
（機能障害に応じた
看護２）

１単位（30)(演習）



対象の特徴

検査・治療に伴う看護

中枢神経系に障害の 基本的な看護

ある人の看護 くも膜下出血の患者の看護

脳梗塞患者の看護

パーキンソン氏病患者の看護

対象の特徴

運動器に障害のある人の 検査・治療に伴う看護

看護 基本的な看護

脊椎損傷患者の看護

皮膚に障害のある人の看護

感覚器に障害のある人の看護 眼に障害のある人の看護

看護 耳鼻咽喉に障害のある人の看護

腎・泌尿器系に障害がある人の看護

恒常性維持機能障害の 内分泌系に障害がある人の看護

ある人の看護 免疫系に障害がある人の看護

性・生殖機能に障害の 男性生殖器に障害のある人の看護

ある人の看護 女性生殖器に障害のある人の看護

乳房に疾患を持つ人の特徴

看護過程の展開 糖尿病をもち、虚血性心疾患を発症した患者の

自己管理のついての看護過程の展開

成人看護学実習Ⅰ (成人期における対象理解と健康健康障害に応じた看護）

成人看護学実習Ⅱ（慢性・回復・終末期の経過にある対象の看護）

成人看護学実習Ⅲ（急性の経過をたどる人への看護）

成人看護学方法論Ⅳ
（機能障害に応じた
看護３）

１単位（30)

成人看護学方法論Ⅴ
（機能障害に応じた
看護４）

成人看護学方法論Ⅵ
（看護過程の展開）
１単位（15)

成人看護学臨地実習

６単位（270時間）



科目名

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 　1年次　 前期

担当講師

１．ライフサイクルにおける成人期の精神的・身体的・社会的特徴を理解する。

学習方法

学習内容 １．ライフサイクルにおける成人期の特徴  (２時間） 

　１）ライフサイクルの中の成人期とは　　

　２）成人期の区分

　３）精神的特徴　　　　

　４）身体的特徴

　５）社会的特徴　　　　

２．成長・発達過程からみた成人の特徴と健康問題　　(２時間） 

　１）青年期

　２）壮年期

　３）向老期

３．社会のなかで生活を営むということ　　(２時間） 

　１）働くことと生活

　２）家族との関係

　３）多様なライフスタイル

４．成人の保健の動向と保健・医療・福祉対策　　(２時間） 

 ２）成人を対象にした保健・医療・福祉政策

５. 健康障害をもつ成人にかかわる際の基本的な視点　　(２時間） 　

 １）成人期にある人が健康障害をもつことの意味

 ２）健康生活を支える人間関係の構築

 ３）患者・家族の意思決定を支える

 ４）健康の危機状況への適応

 ５）健康行動への行動変容：成人に対する健康学習支援

 ６）健康保持・増進のための支援

６・７．生活習慣病の予防　　(4時間） 

　１）生活習慣病とその発生要因

　２）生活ストレスに関連する健康障害

　３）生活習慣病の予防方法

　４）生活習慣病における看護の役割

８．試験　　(１時間） 

テキスト

参考図書 国民衛生の動向

筆記試験   

課題・参加状況等

備考

成人看護学概論

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

講義

科目目標

評価方法

２．  成人各期における特徴と健康問題の特徴を理解し、成人看護の役割を考える。

　１）保健統計からみた成人の健康の動向

新体系看護学全書　成人看護学①　成人看護学概論・成人保健：メヂカルフレンド社



科目名

単位数 時間 ３０時間 履修学年 　１年次　 後期

担当講師

科目目標 成人期における健康障害や回復過程の特徴を学び、基本的な看護を理解する。

学習方法

学習内容 　　　―急性期・周手術期の看護―

１．急変時の看護

１）対象・家族の精神的危機　　

２）生命の危機に陥る障害の特徴

３）生命の危機における生体侵襲

４）生命の危機状況のフィジカルアセスメント

５）救急カート、ベッド上での救急蘇生

２．周手術期の看護

　１）対象理解　　２）術前・当日・術後の看護

３．　　　　　　　　〃

４．術前呼吸機能訓練（演習）

５・６．術後管理（無菌操作、ドレーン挿入部の処置、消毒薬）（演習）

７．リハビリテーション過程と看護の役割

　　日常生活動作・行動への援助

８．障害受容への援助　　社会復帰への援助

９．慢性病の特徴　　　　セルフケア

10．疾病コントロールが必要な人の看護

11．糖尿病患者の疾病コントロールへの援助

12．ターミナル期にある成人患者と家族の理解と看護

14．　〃

15．　試験　　（2時間）

テキスト 新体系　看護学14　成人看護学①　成人看護学概論・成人保健：メヂカルフレンド社

参考図書

備考

看護学テキスト　ＮiＣＥ　成人看護学　成人看護技術：南江堂　

　　　―回復期の看護（生活行動の再獲得）―

成人看護学方法論Ⅰ(経過に伴う看護）

講義・演示・演習

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

看護学テキスト　ＮiＣＥ　成人看護学　慢性期看護：南江堂　

　　　―終末期の看護―

13．緩和ケア

系統看護講座　別巻　臨床外科総論：医学書院

１単位

急性の経過
（12時間）

終末期
（6時間）

評価方法
筆記試験

課題・参加状況等 

回復の経過
（4時間）

慢性の経過
（6時間）

　　　―慢性期の看護―

　　　・食事内容の指導、改善計画（演習）



科目名

単位数 時間 １５時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

科目目標

学習方法

学習内容 呼吸器障害

（10時間） １．対象の特徴　　・呼吸困難　　・活動制限　　・死の恐怖など

　　検査・治療に伴う看護　　・気管支鏡　・胸腔ドレナージなど

２．基本的な看護

　（１）安全な呼吸への援助　　　（２）気道の浄化

　（３）呼吸筋の強化　　（４）肺切除の術前術後の看護

３．　〃

４．肺がん患者の看護

５．体位排痰法・スクィージングの方法

　　肺理学療法、排痰法、スクウィージング、体位ドレナージ（演習）

６．対象の特徴　　・出血　・易感染　・死の恐怖など

　  検査・治療に伴う看護　　・骨髄穿刺　・骨髄移植など

７．基本的看護・化学療法を受ける人の看護・白血病患者の看護

８．　試験

テキスト

評価方法

備考

成人看護学方法論Ⅱ(機能障害に応じた看護１）

病院において専門的看護に携わっている看護師が教授する。

血液・造血
器障害

（4時間）

１単位

生命現象及び生体防御機能に障害を持つ人の特徴と看護を理解する。

講義・演習

　　　　　　―呼吸機能障害のある人の看護―

参考図書

　　　　　―血液・造血機能障害を持つ人の看護―

演習・演示

系統看護学講座　成人看護学２　呼吸器：医学書院

系統看護学講座　成人看護学４　血液・造血器：医学書院

看護学テキスト　ＮiＣＥ　成人看護学　慢性期看護：南江堂　

看護学テキスト　ＮiＣＥ　成人看護学　成人看護技術：南江堂　

筆記試験



科目名

単位数 時間 ３０時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

科目目標

学習方法

循環器障害

（12時間） １．対象の特徴

　・胸痛　・呼吸困難　・浮腫　・活動制限　・死の恐怖など

２．検査・治療に伴う看護

　・心電図　　・心臓カテーテル　　・薬物療法

３．心電図12誘導（演示）

４．基本的な看護　　　　急性・慢性の経過の看護

　　心臓手術の術前術後の看護

５．心筋梗塞・狭心症患者の看護

６．心不全患者の看護

    高血圧症患者の看護

①食道がん　②胃食道逆流症

①胃、十二指腸潰瘍　　②胃がん

テキスト

参考図書

評価方法

備考

成人看護学方法論Ⅲ（機能障害に応じた看護２）

病院において専門的看護に携わっている看護師が教授する。

講義・演示・演習

　２.生命活動の源に関する障害を持つ人の特徴と看護を理解する。

　　　　　　―循環機能障害のある人の看護―

―消化吸収機能障害のある人の看護―

系統看護学講座　成人看護学３　循環器：医学書院

系統看護学講座　成人看護学５　消化器：医学書院

筆記試験

消化・吸収
機能障害
(16時間）

15．　試験

　 ①肝炎　　②肝硬変　　③肝臓がん　　④胆嚢炎・胆石症

　 ①潰瘍性大腸炎  　②クローン病　　③イレウス　　④大腸がん

　 ①膵炎　　②膵臓がん

学習内容

７．食道疾患患者の看護

１単位

　１.生命現象及び生体防御機能に障害を持つ人の特徴と看護を理解する。

８．９．胃・十二指腸疾患患者の看護

看護学テキスト　ＮiＣＥ　成人看護学　成人看護技術：南江堂　

10.11.腸・腹膜疾患患者の看護

13.肝臓・胆嚢疾患患者の看護

14.膵臓疾患患者の看護

12.人工肛門を造設患者の生活上の留意点　(演習）　



科目名

単位数 時間 ３０時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

学習方法

学習内容 　　　　　―中枢神経系に障害を持つ人の看護―

１．対象の特徴　　・意識障害　・運動障害　　

　　・生活行動障害　・ボディイメージの障害など

２．検査・治療に伴う看護　　・髄液検査　・脳室ドレナージ　など

３．基本的な看護　　　

　　　・発症時の急性症状　　・機能回復と残存機能維持

４．くも膜下出血の患者の看護

５．脳梗塞患者の看護

６．パーキンソン病患者の看護

　　　　　―運動器に障害を持つ人の看護―

７．対象の特徴　　・疼痛　・生活行動障害　・ボディイメージの障害など

８．検査・治療に伴う看護（計測・固定・牽引）

９．基本的な看護

10．脊椎損傷の看護

　　　　　―感覚器に障害を持つ人の看護―

11．皮膚に障害のある人の看護

　・対象の特徴、　・検査・治療にともなう看護、　・基本的な看護

　・アトピー性皮膚炎のある人の看護

12．眼に障害のある人の看護

　・対象の特徴、　・検査・治療にともなう看護、　・基本的な看護

　・網膜剥離・緑内障の患者の看護

13．耳・鼻・咽喉にある人の看護

　・対象の特徴、　・検査・治療にともなう看護、　・基本的な看護

　①中耳炎の看護　　②メニエール病の看護　　③慢性副鼻腔炎の看護

　④上顎洞癌の看護　　⑤扁桃腺炎の看護　　⑥喉頭癌の看護

14．　　〃

15．試験

テキスト

評価方法

備考

　生体を統括し、外部刺激を認識・行動するための機能に障害を持つ人の特徴と

系統看護学講座　　成人看護学13　眼：医学書院

成人看護学方法論Ⅳ（機能障害に応じた看護３）

病院において専門的看護に携わっている看護師が教授する。

科目目標

系統看護学講座　　成人看護学14　耳鼻咽喉：医学書院

中枢神経系
の障害

（12時間）

運動器障害
（8時間）

感覚障害
（8時間）

　看護を理解する。

講義

参考図書
看護学テキスト　ＮiＣＥ　成人看護学　成人看護技術：南江堂　

１単位

看護学テキスト　ＮiＣＥ　成人看護学　慢性期看護：南江堂　

筆記試験

系統看護学講座　　成人看護学10　運動器：医学書院

系統看護学講座　　成人看護学7　脳・神経：医学書院

系統看護学講座　　成人看護学12　皮膚：医学書院



科目名

単位数 時間 ３０時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

２.生命現象及び生体防御機能に障害を持つ人の特徴と看護を理解する。

学習方法

学習内容 　　　　　―恒常性維持機能障害のある人の看護―（6時間）

1・2．腎・泌尿器系に障害がある人の看護

　　　　　１）対象の特徴　２）検査・治療に伴う看護

3．血液透析・腹膜透析を受ける人の看護

4・5・6・7.内分泌に障害がある人の看護(10時間）

　　　　　１）糖尿病患者の看護　

　・インスリンの使用方法、自己血糖測定（演示）

8 　〃 ２）甲状腺機能障害患者の看護

9．免疫系に障害がある人の看護 （4時間）

　　　　　１）関節リウマチ患者の看護

10．　〃　２）全身性エリテマトーテス患者の看護

　　　　　―生殖機能に障害のある人の看護― （2時間）

11．男性生殖器に障害のある人の看護

①対象の特徴　　②機能障害に伴う看護

12．女性生殖器に障害を持つ人の看護 （2時間）

①対象の特徴　　②検査・治療に伴う看護（不妊治療）　　

③機能障害に伴う看護

13・14．乳腺・乳房の疾患を持つ人の看護 （4時間）

①対象の特徴　　

②検査・治療に伴う看護（自己診断、マンモグラフィ）　

③機能障害に伴う看護

15．　試験

テキスト 系統看護学講座　成人看護学６　内分泌・代謝：医学書院

系統看護学講座　成人看護学８　腎・泌尿器：医学書院

系統看護学講座　成人看護学11　ｱﾚﾙｷﾞｰ　膠原病　感染症：医学書院

参考図書 看護学テキスト　ＮiＣＥ　成人看護学　慢性期看護：南江堂　

看護学テキスト　ＮiＣＥ　成人看護学　成人看護技術：南江堂　

評価方法

備考

科目目標

病院において専門的看護に携わっている看護師が教授する。

生殖機能の
障害

（8時間）

１．生命活動の源に関する障害を持つ人の特徴と看護を理解する。

系統看護学講座　成人看護学９　女性生殖器：医学書院

筆記試験

恒常性維持
機能障害
（20時間）

３. 生殖機能に障害を持つ人の特徴と看護を理解する。

講義・演示

１単位

成人看護学方法論Ⅴ（機能障害に応じた看護４）



科目名

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

学習方法 

学習内容 ≪事例≫

　

１．情報整理・アセスメント

２．　　〃

３．　　〃

４．　　〃　　　　　関連図作成

５．関連図作成

６．看護問題抽出

７．看護計画立案

８．　　〃

　

テキスト 指示あり

参考図書 看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践　秋葉公子：ヌーベルヒロカワ 

評価方法 課題

備考

演習

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

成人看護学方法論Ⅵ（看護過程の展開）

科目目標
事例を通し、成人を統合的に捉えるとともに、疾病の経過に応じた看護の方法を理
解する。



老年看護学 

 
Ⅰ 老年看護学の位置づけ 

老年看護学は発達段階において成人看護学と密接に関わる。老年期はライフサイクルの

最後のステージとして人間的成熟・統合に向けて成長・発達する最終段階である。 
身体面・精神面では成人期後期から衰退が始まり、加齢に伴い顕著になる。そのため疾

患による健康障害を受けやすく、症状も否定形的である。よって、成人看護学で学んだ健

康障害の看護をもとに、加齢に伴う身体の形態や機能の変化を考慮した関わりが必要とな

る。 
人間関係・社会的役割などの社会的側面は、様々な変化や喪失を体験する時期でもある。

しかし一方で、これまで歩んできた人生を振り返り、自己を受け入れる段階である。つま

り、人間的に円熟していくという、発達課題における最終段階である。したがって、対象

者の人生観や生きることの意味を考え、最後までその人らしい生活をおくれるよう看護で

きる能力を養う。 
また、看護の実践の場も、施設内から地域へと大きく拡大してきているため、家族を含

めた看護など、在宅看護論と関連して考えることも必要である。 
以上、老年看護学は、高齢社会における看護の役割を明らかにするとともに、高齢者を

人生の先輩として敬う態度を養う。そして、老年期にある対象の身体的・精神的・社会的

特徴をとらえ、健康のレベルに応じた援助を行うために必要な知識・技術・態度を学習す

る。 
 
 
Ⅱ 科目の設定及び設定理由 
  教科は、老年看護学概論と老年看護学方法論で構成した。 
 １．「老年看護学概論」は、老年看護学の対象である高齢者を身体的・精神的・社会的側

面から総合的に理解する。そして、社会構造の変化に伴う高齢問題、高齢者政策、

社会資源などから、老年看護学の目的・目標を明らかにする。また、ライフステー

ジにおける老年期の理解を深め、高齢者への尊敬の念を高める。 
 ２．「老年看護学方法論Ⅰ」は、高齢者への日常生活援助に必要な看護技術を学ぶ。また、

概論で学んだ高齢者疑似体験等を通じて高齢者の日常生活の援助方法を学ぶ。 
３．「老年看護学方法論Ⅱ」は、疾患による健康障害の加齢による影響と特徴を理解し、

健康回復と健康レベルに応じた看護の基本を学ぶ。 
４．「老年看護学方法論Ⅲ」は、健康障害をもった高齢者の看護過程を用いた看護を模擬

展開する。 
 



 
Ⅲ 老年看護学目的 
 人間的成熟・統合に向かって発達する老年期の人々の健康問題を総合的に理解し、加 
齢による老化や、健康レベルに応じた看護に必要な知識・技術・態度を習得する。 
 
 
 

 
Ⅳ 老年看護学目標 
 １．老年期にある対象の身体的・精神的・社会的特徴を知り、発達課題を踏まえて総

合的に理解することができる。 
 ２．社会構造の変化や高齢者の保健・医療・福祉の場における様々な課題を理解し、

高齢者の生活を支える社会システムとその活用方法が理解できる。 
 ３．高齢期にある対象への生活援助技術を習得できる。 
 ４．老化や各健康レベルにある高齢者とその家族に対する問題を解決するための看護

の方法が理解できる。 
 ５．人生の終盤にある高齢者の生命と人格を尊重する態度を養い、老年観を深めるこ

とができる。 



Ⅴ　科目構成
老年看護学
８単位（285時間）
　授業科目　４単位（105時間）
　臨地実習　４単位（180時間）

高齢者の理解 高齢者とは
高齢者の特徴
高齢者の健康
高齢者とQOL
加齢に伴う変化
高齢者疑似体験（演習）

高齢者と家族
高齢者を取り巻く社会

高齢者を支える制度・社会資源

高齢者看護の基本 高齢者看護の特性
高齢者看護における倫理

高齢者のヘルス 高齢者の健康づくり
プロモーション

高齢者のアセスメント 高齢者に対するアセスメントの特徴
包括的な機能のアセスメント
高齢者のバイタルサインの特徴

コミュニケーション
食生活を支える看護

高齢者の日常生活を 排泄を支える看護
支える看護 清潔を支える看護

活動と休息をさせる看護
歩行と休息を支える看護

薬物療法をうける高齢者の看護
手術を受ける高齢者の看護

治療を受ける リハビリテーションを受ける高齢者の看護
高齢者の看護 診療・検査を受ける高齢者の看護

入院生活への看護
退院にむけての看護

歩行・移動を支える看護
高齢者に発症しやすい 呼吸・循環障害を支える看護
健康障害と看護 パーキンソン病

認知症・うつ・せん妄の看護

終末期ケア 高齢者と死
安らかな死への援助

健康障害のある高齢者の 高齢者の特徴と看護展開
看護過程

老年看護学実習Ⅰ　２単位（90)

老年看護学実習Ⅱ　２単位（90)

老年看護学概論

１単位（30)

老年看護学方法論Ⅰ

（基本技術）

１単位（30)

老年看護学方法論Ⅱ

（健康障害・段階に応じた

看護）

１単位（30)

老年看護学方法論Ⅲ

１単位（15)

（看護過程の展開）

老年看護学実習

４単（180)



科目名

単位数 時間 30時間 履修学年 １年次　 後期

担当講師

１．老年期にある対象の身体的・精神的・社会的特徴を知り、発達段階を踏まえ

学習方法

1. 高齢者とは

    1)　老化と加齢      2)人口の高齢化  

    3）健康指標からみた高齢者の理解    4）生活視点からみた高齢者

2. 高齢者の特徴

     1)発達課題 　 2)喪失感    3)多様性

3．高齢者の健康　

　   1)高齢者の健康のとらえかた　　　 2)高齢者の健康目標

4.　高齢者とQOL　　

    1）高齢者にとってのQOL　　

    2）高齢者のQOLに影響を与えるもの

5． 加齢に伴う変化　　

　   1）身体機能の生理的変化

     2) 心理、精神機能の変化　 3）認知能力と社会的機能の変化  

7.   4)　高齢者疑似体験　　（演習）

8． 高齢者と家族

　　  1)家族のライフサイクル　　 2）高齢者がいる世帯の状況

 　　 3)高齢者のいる世帯が抱える課題

9.  高齢者を支える制度・社会資源

　　 1）高齢者を支える制度の概要

　　 2）後期高齢者の医療制度

10.　　　〃　　

　　 3）介護保険

11.　　　〃　　

　　 4）成年後見制度　　　 5）日常生活自立支援事業

12. 高齢者看護の特性

　　 2)高齢者の特性からみた看護

13. 高齢者看護における倫理

　   1)高齢者の虐待　　  2)身体拘束

15．　試験

テキスト

参考図書

評価方法 筆記試験　課題・参加状況

備考

老年看護学概論

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

ナーシング・グラフィカ老年看護学①高齢者の健康と障害：メディカ出版

国民衛生の動向

１単位

　　総合的に理解することができる。

２．社会構造の変化や高齢者の保健・医療・福祉の場における様々な課題を

学習内容

科目目標

　　理解し、高齢者の生活を支える社会システムとその活用方法が理解できる。

高齢者の
理解

（14時間）

高齢者を取
り巻く社会
（8時間）

6.   　　　　〃

高齢者看護
の基本

（4時間）

高齢者のヘ
ルスプロ
モーション

14． 高齢者の健康づくり

講義・演習



科目名

単位数 時間 30時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

科目目標

学習方法

1．高齢者に対するアセスメントの特徴　

　・包括的な機能のアセスメント

　　・アセスメントと援助の実際

4．食生活を支える看護

5.       〃

6　　　　〃

8.9　 清潔を支える看護

　 1）口腔ケア　　演習（義歯の手入れ、食残査の多い口腔ケア）

10.　　　　〃

　  2）スキンケア（掻痒感への対応）

11． 活動と休息を支える看護　　

   　 1）高齢者の活動と休息の特徴　　 2）精神、社会的活動

 　　 3）活動と休息のアセスメント　　 4）睡眠の特徴と安眠への援助　

12.　　　　　　〃

　　 5）熱中症・低体温

13． 歩行・移動を支える看護

　　1）高齢者にとっての歩行・移動の意味　 2）歩行・移動のアセスメント

　  3）歩行、移動への支援

14.　　　　　　　〃

    4）骨粗鬆症　　　　 5）転倒防止

15．試験

ナーシング・グラフィカ　老年看護学②高齢者看護の実践：メディカ出版

備考

１単位

　老年期にある対象への生活援助技術を習得することができる。

筆記試験　課題　　参加状況

　 1）尿失禁　　　　　 2）便秘、下痢

高齢者の
アセスメント

3　コミュニケーション

　 1）食生活の意義　　 2）食欲不振　　 3）歯・口腔問題

2． 高齢者のバイタルサインの特徴

評価方法

学習内容

7.　排泄を支える看護

ナーシング・グラフィカ　老年看護学①高齢者の健康と障害：メディカ出版

テキスト

　 4）摂食、嚥下障害　 5）摂食動作の自立

　 6）低栄養　　　　　 7）胃瘻、胃瘻の管理

　　・アセスメントと援助の実際

　 8）脱水の援助

老年看護学方法論Ⅰ（基本技術）

病院などで看護師として経験のある教員が教授する。

講義・演習

高齢者のアセ
スメント
（4時間）

参考図書



科目名

単位数 時間 30時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

学習内容

1.　薬物療法を受ける高齢者の看護

2.　手術療法を受ける高齢者への看護

3.　リハビリテーションを受ける高齢者の看護

　　 1)日常生活動作能力のアセスメント　及び注意点

　　 2)経過別リハビリテーションの特徴

4． 診療・検査をうける高齢者への看護

5.　入院生活への看護

     1)入院にともなう生活変化　　 2）入院生活の環境

6.　退院に向けての援助

7． 歩行、移動を支える看護

　  1）大腿骨頸部骨折　　 2）廃用症候群

8．  呼吸・循環器機能障害を支える看護　

　　  1）慢性閉塞性肺疾患　　　 2）心不全

9.　　　　　　　　　　〃

 　 　 3)肺炎          4)誤嚥性肺炎

10.　高齢者に特有な症状・疾患を支える看護

　　 1)電解質代謝異常　　 2）パーキンソン病

11.　 認知症・うつ病・せん妄のある高齢者への看護

　　 1）認知症

12.　　　　〃

　   2）うつ・せん妄の看護

13.   高齢者と死

14.   安らかな死への援助

15．試験

参考図書

評価方法

備考

テキスト

科目目標

学習内容

終末期ケア
（4時間）

ナーシング・グラフィカ　老年看護学②高齢者看護の実践：メディカ出版

　老化や各健康レベルにある高齢者とその家族に対する問題を解決するための

老年看護学方法論Ⅱ（健康障害・段階に応じた看護）

講義

高齢者に発
症しやすい
健康障害と

看護
（12時間）

ナーシング・グラフィカ　老年看護学①高齢者健康障害と看護：メディカ出版

　看護の方法が習得できる。

１単位

筆記試験　

治療を受け
る高齢者の

看護
（12時間）

病院において専門的看護に携わっている看護師が教授する。



科目名

単位数 時間 15時間 履修学年 ２年次　 後期

担当講師

科目目標

学習内容

学習内容 健康障害を持つ高齢者の看護

１．高齢者の特性と看護の展開

２．情報の整理　　アセスメント

３．情報の整理　　アセスメント　　

４．関連図作成

５．看護問題抽出

６．計画立案　　

７．計画立案

８．まとめ

　

テキスト

参考図書

評価方法

備考

ナーシング・グラフィカ　老年看護学①高齢者の健康と障害：メディカ出版

ナーシング・グラフィカ　老年看護学②高齢者看護の実践：メディカ出版

課題　　参加状況

老年看護学方法論Ⅲ（看護過程の展開）

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

講義・個人学習

健康障害の
ある高齢者
の看護過程

１単位

　事例を通し、高齢者を総合的に捉えるとともに、看護過程を用いた

 看護の基本的知識を学ぶ。



小児看護学 

Ⅰ．小児看護学の位置づけ 
小児期は、人間のライフサイクルのうち重要な前半部分であり、母性看護学・成人看護

学と密接に関連している。 
小児看護は、小児期の対象（小児とその家族）のより健やかな成長・発達を支援するこ

とを目的とし、具体的には、健康の保持・増進、疾病の予防、健康障害からの速やかな回

復、健康障害を持ちながらの生活の支援を行う。 
 したがって、小児看護学は小児各期の特徴を踏まえた上で、健康問題から受ける影響を

理解し、その影響を最小限にとどめ、その子なりの、健やかな成長・発達が遂げられるよ

うに援助する。その方法を考え、工夫・実践する能力を学習と実践により養う。 
  
Ⅱ．教育内容抽出の考え方 
 小児看護学では、小児期の対象（小児とその家族）理解を土台として、社会の変化の中

でともに変化する状況を的確に判断し、さまざまな健康段階にある対象に看護を提供する

必要がある。そのために、次のような視点にたって教育内容を抽出した。 
１．小児看護学概論（対象の理解） 
 小児期は成長・発達の著しい時期であり、その過程には各期の特徴がある。また、年齢

が低いほど大人の養護を必要とし、影響を受けやすい。そのため、社会の動向や保健医療

政策についても、知識を身につけ、小児保健医療・福祉における看護の役割と独自の機能

についても理解ができるようにする必要がある。したがって、成長・発達の理解と共に、

家族・社会の理解ができるようにする。 
２．小児看護学方法論Ⅰ（小児の養護） 
 ヒトは、未熟な状態で生まれるため、未熟さを補い養護してもらう必要がある。しかし、

養護する側の大人も経験の少なさと、氾濫する情報に育児不安をかかえ援助を必要とする

存在であり、家族の健康な成長・発達を支援する必要性と、健康な小児への援助方法の習

得が必要となる。そこで、小児の健康な状態を理解した上で、小児の日常生活の基本技術

を習得する。 
３．小児看護学方法論Ⅱ（健康障害の特徴と経過別看護） 
 子どもの健康障害の特徴を理解し、経過別看護が理解出来るようにする。 
４．小児看護学方法論Ⅲ（症状別看護） 
 子どもの健康障害の特徴を理解し、症状別看護が理解出来るようにする。 
５．小児看護学方法論Ⅳ（小児の健康障害に応じた看護の理解） 
 小児に特徴的な疾患を理解し、小児看護学における知識の統合を目指し、看護問題に関

心を持ってとり組むことができるように事例を中心に学習展開する。 
 



 
Ⅲ 目的 

小児の特徴を理解し、成長・発達に応じた養護と育児支援および、あらゆる健康段階の

小児とその家族に対する看護援助が実践できる能力を養う。 
 
 
Ⅳ 目標 

１．小児期の特徴と小児看護の特徴を理解できる。 
   ２．小児保健医療・福祉における看護の役割と独自の機能について理解できる。 
   ３．成長発達に応じた養護と看護技術を習得できる。 
   ４．小児の健康障害の特徴と成長発達への影響を理解できる。 
   ５．健康障害のある小児の看護過程が展開できる。 
   ６．小児に看護を実践し、健康レベルに応じた看護が実践できる能力を養う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ⅴ　科目構成
小児看護学 小児とは

７単位（210時間） 子どもとは 小児期の分類

　授業時間５単位（120時間）
　実習時間２単位（90時間） 子どもを取り巻く環境 家族の役割と現代家族の特徴

成長に伴う環境の変化

成長・発達の一般的原則
成長・発達に影響する因子

小児の成長・発達の理解 形態・機能・精神運動の発達
発達段階別の子どもの栄養
発達の評価

小児を取り巻く諸問題 子どもをめぐる統計
子どもを守る法律と政策

小児医療・看護の変遷
小児医療・看護の変遷 小児の権利と人権

小児看護の展望

子どもの日常生活援助の 母子関係確立への援助
基本 基本的生活習慣と養護

新生児・乳幼児の特徴と看護 新生児・乳幼児の生活
新生児・乳幼児の生活援助
基本的生活習慣確立への援助

学童期・思春期の特徴と看護 学童期の生活
思春期の生活
健康教育と生活指導
安全教育

育児支援と健康の維持増進 育児支援
健康の維持増進

子どもの健康障害の特徴 子どもの病気の捉え方
健康障害の影響

急性の経過（小児と家族）
特殊な状況にある小児の看護 慢性の経過（小児と家族）

長期的障害（小児と家族）
終末期（小児と家族）

小児の基本援助技術 バイタルサイン測定・計測
検査と固定・安全
病床環境整備と安全
プレパレーション

未熟児・新生児と看護 ＮＩＣＵと看護
施設見学（ＮＩＣＵ）

小児看護学概論

１単位（30）

小児看護学方法論Ⅰ

（成長発達に応じた看護

と技術の習得）
１単位（15）

小児看護学方法論Ⅱ
（健康障害の特徴と経
過に伴う看護）
１単位（30）



小児に見られる症状の特徴 構造的機能的な特徴
症状に関する特徴
看護のポイント

啼泣・不機嫌、発熱、発疹
主な症状と看護 悪心・嘔吐、下痢・便秘、脱水

痙攣、呼吸困難、チアノーゼ
黄疸、浮腫、瘙痒感、出血傾向
痛み、ショック、意識障害

子どもの事故と救急法 窒息、溺水、誤飲、熱傷、
小児の救急蘇生

新生時期の疾患
小児疾患の理解 乳幼児期に多い疾患

学童・思春期の疾患

新生児黄疸・唇裂、口蓋裂のある小児の看護

ファロー四徴症・川崎病の小児の看護

ネフローゼ・アレルギー性疾患の小児の看護
感染症・若年性糖尿病の小児の看護

疾患に応じた看護 ダウン症候群の小児の看護
整形外科的処置を受ける小児の看護
子どもの虐待と看護

看護過程の展開 健康障害を持つ小児と家族の看護

小児看護学実習

２単位（90）

小児看護学方法論Ⅳ

（小児の健康障害に

応じた看護）

１単位（30）

小児看護学方法論Ⅲ

（症状別看護）

１単位（15）



科目名 小児看護学概論

単位数 1単位 時間 30時間 履修学年 1年次 後期

担当講師 病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

科目目標 小児看護学の対象を知り、対象の特徴を理解する。

学習方法 講義・グループワーク

学習内容 １．子どもとは（2時間）

　１）小児とは 　２）小児期の分類（発達段階の区分）

２．子どもを取り巻く環境（8時間） ＊グループワーク

　１）家族の役割と現代家族の特徴

　２）成長に伴う環境の変化

３．小児の成長・発達の理解（12時間）

　１）成長・発達の一般的原則

　２）成長・発達に影響する因子（遺伝的・環境的因子）

　３）形態的成長・発達

・身長・体重・頭囲・胸囲・生歯・骨・思春期の身体的変化（性成熟）

　４）機能的成長・発達

・呼吸・循環・体温調節・水分代謝・免疫

　５）精神運動機能の発達（粗大運動・微細運動、発達指数）

　６）発達段階別の子どもの栄養

　７）発達の評価

４．小児を取り巻く諸問題（2時間）

　１）子どもをめぐる統計

　２）子どもを守る法律と政策

（児童福祉、母子保健、学校保健、特別支援教育）

５．小児医療・看護の変遷（4時間）

　１）小児医療・看護の変遷 （医療費の支援、予防接種）

　２）小児の権利と人権

　３）小児看護の展望 （在宅看護、災害時看護）

６．試験（2時間）

テキスト

参考図書 国民衛生の動向

評価方法 筆記試験・課題・参加状況

備考 テキスト・参考図書は毎回持参すること。

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



科目名 小児看護学方法論Ⅰ

単位数 １単位 時間 １５時間 履修学年 １年次 後期

担当講師

科目目標 健康な小児の日常生活援助の基本を理解する。

学習方法 講義

学習内容 １．子どもの日常生活援助の基本（２時間）

　１）母子関係確立への援助（エリクソン、ピアジェ、ボウルビィ、マーラー）

　２）基本的生活習慣と養護

２．新生児の特徴と看護（４時間）

　（１）新生児の生活　　（２）新生児の生活援助

　（３）基本的生活習慣確立への援助

　　　①環境　　②授乳・調乳　　③睡眠　　④清潔・感染予防

　　　⑤排泄　⑥衣類

３．乳幼児の特徴と看護（4時間）

　（１）乳児の生活　　（２）幼児の生活

　（３） 基本的生活習慣確立への援助

　　　①食事行動　　②睡眠　　③清潔行動

　　　④排泄行動　⑤衣服の着脱　　⑥移動動作　

　（４）環境と安全　　（５）運動と遊び

４．学童期・思春期の特徴と看護（2時間）

　　（１）学童期の生活　　（２）思春期の生活

　　（３）健康教育と生活指導　　（４）安全教育

５．育児支援と健康の維持増進（2時間）

　１）育児支援

　　（１）育児支援の現状　　（２）地域の育児支援　　

　　（３）虐待防止の取り組み

　２）健康の維持・増進

　　（１）早期発見・早期治療　　（２）予防接種

６．試験（1時間）

　

テキスト

参考図書

評価方法 筆記試験・課題・参加状況

備考

（成長発達に応じた看護と技術の習得）

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

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

新体系　看護学全書　小児看護学②　健康障害をもつ小児の看護   メヂカルフレンド社



科目名 小児看護学方法論Ⅱ （健康障害の特徴と経過に伴う看護）

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

科目目標 子どもの健康障害の特徴を理解し、経過に応じた看護を理解できる。

学習方法 講義・演習・演示・施設見学

学習内容 １．子どもの健康障害の特徴　（専任教員　4時間）

　１）子どもの病気の捉え方　

　２）健康障害の影響

２．特殊な状況にある小児の看護（外部講師　4時間）

　１）急性の経過をたどる小児と家族の理解と看護

　　（１）急性期・周手術期と小児

　　（２）小児の災害と看護

　２）慢性の経過にある小児と家族の理解と看護（外部講師　4時間）

　　（１）慢性の経過と小児

　　（２）主な治療と看護

　３）長期的障害のある小児と家族の理解と看護（外部講師　2時間）

　　（１）長期的障害と看護　　（２）障害のある小児の実際

　４）終末期にある小児と家族の理解と看護（外部講師　2時間）

　

３．小児の基本援助技術（専任教員　6時間）

　　（１）バイタルサイン測定・計測

　　（２）検査と固定方法・与薬（吸入）

　　（３）病床環境整備と安全

　　（４）プレパレーション（ロールプレイ）

４．未熟児・新生児と看護

　　（１）NICUと看護（外部講師　2時間）

　　（２）NICU施設見学（４時間）

５．試験（２時間）

参考図書

評価方法 筆記試験・課題・参加状況

備考

テキスト

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。また、病院で小児看護に携わ
る看護師が教授する。

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

新体系　看護学全書　小児看護学②　健康障害をもつ小児の看護  メヂカルフレンド社



科目名 小児看護学方法論Ⅲ （症状別看護）

単位数 １単位 時間 15時間 履修学年 ２年次 後期

担当講師 病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

科目目標 子どもの健康障害の特徴を理解し、症状別看護を理解できる。

学習方法 講義

学習内容 １．小児に見られる症状の特徴

(1)構造的機能的な特徴　　(2)症状に関する特徴　　(3)看護のポイント

２．主な症状と看護①

　　(1)啼泣・不機嫌 (2)発熱 (3)発疹

３．主な症状と看護②

　　(１)悪心・嘔吐 (２)下痢・便秘 (３)脱水

４．主な症状と看護③

　　(１)痙攣 (２)呼吸困難 (３)チアノーゼ

５．主な症状と看護④

　　(１)黄疸        (２)浮腫          (３)瘙痒感       (４)出血傾向

６．主な症状と看護⑤

　　(１)痛み (２)ショック (３)意識障害

７．子どもの事故と救急法

(1)窒息 (２)溺水 （３）誤飲      （４）熱傷

　（５）小児の救急蘇生

４．試験

テキスト

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

新体系　看護学全書　小児看護学②　健康障害をもつ小児の看護   メヂカルフレンド社



科目名

単位数 １単位 時間 ３０時間 履修学年 ２年次 後期

担当講師

科目目標

学習方法

学習内容 １．疾患の理解（外部講師　　6時間）

　１）新生児期の疾患

　・染色体異常（ターナー症候群、クラインフェルター症候群）

　・先天性心疾患（左右短絡群、右左短絡群）

　・脳神経疾患（水頭症、脳性麻痺、二分脊椎）

　・消化器疾患（幽門狭窄症、胆道閉鎖症、腸重積症）

　２）乳幼児に多い疾患

　・乳幼児突然死症候群　

　・感染症（水痘、麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、ポリオ、日本脳炎、

プール熱、ＲＳウイルス、突発性発疹など）

　３）学童・思春期の疾患

　・悪性新生物（急性リンパ芽球性白血病）

　・膠原病（若年性特発性関節炎）

２．疾患に応じた看護（外部講師　　14時間）

　１）新生児黄疸の小児の看護

　２）唇裂・口蓋裂のある小児の看護

　３）ファロー四徴症の小児の看護　

　４）川崎病の小児の看護

　５）ネフローゼ症候群の小児の看護

　６）アレルギー性疾患のある小児の看護　

　７）感染症を持つ小児の看護

　８）若年性糖尿病の小児の看護

　９）ダウン症候群の小児の看護

　１０）整形外科的処置を必要とする患児の看護

　１１）子どもの虐待と看護

３．健康障害をもつ小児の看護（専任教員　8時間）

　１）児・家族の特徴

　２）家族を含めた患児の看護問題の抽出 ＊看護過程の展開

４．試験（2時間）

テキスト

評価方法 筆記試験・課題・参加状況

備考 但し、看護過程の展開の課題に関しては再評価あり。

医師（小児科専門医）および、病院で小児看護に携わる看護師が教授する。また、
病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

新体系　看護学全書　小児看護学②　健康障害をもつ小児の看護  メヂカルフレンド社

小児看護学方法論Ⅳ（小児の健康障害に応じた看護）

小児に特徴的な疾患を理解し、小児の健康障害に応じた看護を理解する。

講義・個人学習



母性看護学 

 
Ⅰ 母性看護学の位置づけ 
 母性看護学は、看護の対象である人間を母性の側面からとらえ、人間の性（セクシュア

リティ）・生殖に焦点を当てた対象の理解と看護の方法を学習する領域と位置づける。その

ため、性に関する知識と、生殖過程における健康および権利（リプロダクティブ・ヘルス

／ライツ）に関する学習を行うことが重要である。 
また、母性の対象は、妊娠・分娩・産褥期だけでなく、すべてのライフサイクルにおけ

る女性である。母性機能が健全に発揮できるために、ライフサイクル各期の女性の母性と

しての特徴を理解し、看護を提供できる能力を養う。 
 また、生命の創造と誕生を通して、生命誕生のすばらしさと、生命の尊厳を考える。そ

して、生命の誕生に関して特徴的な妊娠・分娩・産褥期および新生児期の看護が実践でき

る能力を養う。 
 実践の場では、看護師の基礎教育における母性看護学では、対象の理解と必要な日常生

活におけるセルフケアを促進する援助を行うこと、さらに健康障害をもつ妊・産・褥婦へ

の看護を行うことに焦点をあてる。 
 
Ⅱ 科目の設定及び設定理由 
 教科は、母性看護学概論と母性看護学方法論で構成した。 
内容は、以下の視点で抽出した。 
 １）母性看護学概論は、人間の性と生殖の特徴と母性の概念について理解し、母性看護 

の機能と役割を学ばせる。また、母性機能が健全に発揮できるために、ライフサイク 
ル各期の女性の母性としての特徴を理解し、看護を学ばせる。 

 ２）母性看護学方法論Ⅰ・Ⅱでは、女性のライフサイクルの中でも種族保存に焦点を当 
て学習する。 
母性看護学方法論Ⅰは正常な経過をたどる妊婦の理解と、看護の方法を学ばせる。 
母性看護学方法論Ⅱは正常な経過をたどる産婦・褥婦・新生児の理解と、看護の方 

  法を学ぶ。妊娠による生理的変化、心理・社会的変化に対する対象の理解と、妊・産・

褥婦と新生児に必要な看護技術は演習を通してここで教授する。 
また、正常な経過にある褥婦の事例を通して看護過程の展開を行い、実習に生かせ 

るよう教授する。 
 ３）母性看護学方法論Ⅲでは、健康障害をもつ妊・産婦の理解と、看護の方法を学ばせ 

る。 
 ４）母性看護学方法論Ⅳでは、健康障害を持つ褥婦と新生児の理解と、看護の方法を学 

ばせる。 



 
Ⅲ 母性看護学目的 
 人間の一生を通して、健全な母性機能を発揮するために必要な看護を提供できる能力を 
養う。 
 
 
Ⅳ 母性看護学目標 

１．人間の性と生殖（リプロダクティブ・ヘルツ／ライツ）の視点から母性の概念につ 
いて理解し、母性看護の機能と役割を理解する。 

２．ライフサイクル各期の女性が、健全な母性機能を発揮できるための看護の方法を理 
解する。 

３．正常な妊・産・褥婦と新生児の理解と、正常な経過をたどるための看護の方法を理 
解する。 

４．健康障害を持つ妊・産・褥婦の理解と、看護の方法を理解する。 
５．生命の誕生を通して、生命誕生のすばらしさと生命の尊厳について深めることがで 
きる。 

 
 



Ⅴ　科目構成
母性看護学
７単位（195時間）
　授業科目5単位（105時間）
　臨地実習２単位（90時間）

母性、父性、親性の違い
母性とは 親役割の獲得

母性看護の概念
母性看護の目的と重要な視点

母性看護とは 母性看護にかかわる職種と役割
母性看護の場と特徴

母性看護・周産期に関する医療体制
母性看護の歴史

母性看護における 母性看護における主要な理論
重要な理論と概念 母性看護における主要な概念

家族の機能とは

母子と家族の発達 母子に関係する家族の変化
家族の発達と課題「

母子保健
思春期における成長・発達と健康問題
成熟期における成長・発達と健康問題
更年期における成長・発達と健康問題
老年期における成長・発達と健康問題

リプロダクティブ・ヘルス/ライツにおける概念と動向
セクシュアリティ
リプロダクティブ・ヘルス/ライツの倫理的課題
性感染症予防
受胎調節と家族計画

リプロダクティブ・ヘル 人工妊娠中絶と看護
ス/ライツ DVと看護

性爆被害と看護
児童虐待と看護

妊娠期の身体的特性
妊娠期の心理・社会的特性

妊娠期における看護 妊婦と胎児のアセスメント
妊婦と家族の看護

分娩の要素

分娩の経過
分娩期における看護 産婦・胎児、家族のアセスメント

産婦と家族の看護

分娩期の看護の実際
新生児の生理

新生児の理解と看護 新生児のアセスメント
新生児の看護
産褥経過

褥婦の理解と看護 褥婦のアセスメント
褥婦と家族のアセスメント
施設退院後の看護

看護過程の展開 正期産で出産した初産婦の看護

妊娠の異常と看護 ハイリスク妊娠と妊娠の異常
ハイリスク妊婦への看護

産婦の異常と看護 産婦と胎児の異常

異常のある産婦への看護

新生児の異常と看護 新生児の異常
異常のある新生児への看護

褥婦の異常と看護 褥婦の異常
異常のある褥婦への看護

母性看護学実習

２単位（90）

母性看護学方法論Ⅰ
（正常な経過をたどる妊
婦の看護）
１単位（15）

母性看護学方法論Ⅲ
（健康障害を持つ

妊婦・産婦の看護）
１単位（15）

母性看護学概論
１単位（３０）

母性看護学方法論Ⅳ
（健康障害を持つ

褥婦・新生児の看
護）

１単位（15）

母性看護学方法論Ⅱ
（正常な経過をたどる産
婦・褥婦・新生児の看
護）



科目名

単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 １年次　 後期

担当講師 病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

科目目標  人間の性と生殖の視点から母性の概念を理解し、母性の健康と看護の役割と

機能を理解する。

学習方法 講義

学習内容 １．母性とは　

　１）母性、父性、親性の違い　　　　２）親役割の獲得
　
２．母性看護とは

　１）母性看護の概念　　　　　　　　　　　２）母性看護の目的と重要な視点

　３）母性看護にかかわる職種と役割　　　　４）母性看護の場と特徴

　５）母性看護・周産期に関する医療体制　　６）母性看護の歴史
　
３．母性看護における重要な理論と概念

　１）母性看護における主要な理論　　　　２）母性看護における主要な概念
　
４．母子と家族の発達　　　　テキストP74～

　１）家族の機能とは　　　　２）母子関係における家族の変化　　　

　３）家族の発達と課題　

　

５．　母子保健　　　　　

６．　　　　〃

７．思春期における成長・発達と健康問題　　

８．成熟期における成長・発達と健康問題　　

９．更年期における成長・発達と健康問題　　

10・老年期における成長・発達と健康問題　　

11．リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

　１）リプロダクティブ・ヘルス／ライツにおける概念と動向

　２）セクシュアリティ

12．　　　　　〃

　３）リプロダクティブ・ヘルス／ライツの倫理的課題　　　４）性感染症予防
　
13．　　　　　〃

　５）受胎調節と家族計画　　　　６）人工妊娠中絶と看護　
　
14.　　　〃

　７）DVと看護　　　　８）性暴被害と看護　　　　９）児童虐待と看護
　

15．試験（2時間）

テキスト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：メヂカルフレンド社

参考図書 国民衛生の動向

評価方法 筆記試験

備考

母性看護学概論

新体系　看護学全書　母性看護学①　母性看護学概論　ウィメンズヘルスと看護　　　　　



科目名 母性看護学方法論Ⅰ（正常な経過をたどる妊婦の看護）

単位数 １単位 時間 15時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師 病院等で実務経験のある助産師が教授する。

科目目標 妊婦の正常な経過とそれぞれに必要な看護が理解できる。

学習方法 講義・演習

学習内容 １．妊娠期における看護

　１）身体的特性

　２）妊娠期の心理・社会的変化

　３）妊婦と胎児のアセスメント

　４）演習（妊婦体験、レオポルド触診法、児心音聴取、

　　　　　子宮底測定、腹囲測定、妊婦体操）

　５）妊婦と家族の看護

２．試験（１時間）

テキスト 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学各論　母性看護学②：医学書院

ナーシング・グラフィカ　母性看護技術　母性看護学②：メディカ出版

参考図書

評価方法 筆記試験

備考 演習・演示



科目名 母性看護学方法論Ⅱ（正常な経過をたどる産婦・褥婦・新生児の看護）

単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

科目目標 産婦・褥婦と新生児の正常な経過とそれぞれに必要な看護が理解できる。

学習方法 講義・演習・個人ワーク

学習内容 １．分娩期における看護（外部講師：6時間）

　１）分娩の要素　　

　２）分娩の経過

　３）産婦・胎児、家族のアセスメント

　４）産婦と家族の看護

　５）分娩期の看護の実際

・呼吸法・補助動作・ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ（演習）

２．産褥期における看護（外部講師：8時間）

　１）産褥経過　　

　２）褥婦のアセスメント

　３）褥婦と家族の看護

　４）施設退院後の看護

３．新生児期における看護（外部講師：10時間）

　１）新生児の生理

　２）新生児のアセスメント

　３）新生児の看護（新生児のバイタルサイン・沐浴の演習含む）

４．正期産で出産した初産婦の看護過程の展開（専任教員：４時間）

５．試験（2時間）

テキスト 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学各論　母性看護学②：医学書院

ナーシング・グラフィカ　母性看護技術　母性看護学②：メディカ出版

参考図書

評価方法 筆記試験・課題

備考 但し、看護過程展開の課題に関しては再評価あり

病院等で実務経験のある助産師・看護師が教授する。看護過程については、教
員が教授する。



科目名 母性看護学方法論Ⅲ（健康障害を持つ妊・産婦の看護）

単位数 １単位 時間 15時間 履修学年 ２年次　 後期

担当講師

科目目標 異常経過をたどる妊婦と産婦それぞれの病態生理をふまえ、異常時の看護が理解できる。

学習方法 講義

学習内容

　１）ハイリスク妊娠　　

　２）妊娠期の感染症

　３）妊娠疾患　

　４）多胎妊娠

　５）妊娠持続期間の異常　　

　６）子宮外妊娠

　７）ハイリスク妊婦の看護

２．分娩の異常（疾患：4時間　　看護：4時間）

　１）産道の異常　　

　２）娩出力の異常

　３）胎児の異常による分娩障害　　

　４）胎児の付属物の異常

　５）分娩時の損傷　　

　６）分娩第３期および分娩直後の異常

　７）分娩時異常出血　　　

　８）産科処置と産科手術

　９）異常のある産婦の看護　　

　10）分娩時異常出血のある産婦の看護

３．試験（1時間）

テキスト 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学各論　母性看護学②：医学書院

ナーシング・グラフィカ　母性看護技術　母性看護学②：メディカ出版

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

１．妊娠の異常（疾患：4時間　　看護：2時間）

妊婦・分娩の異常については、実務経験のある産婦人科医師が教授する。看護につい
ては、実務経験のある助産師が教授する。



科目名 母性看護学方法論Ⅳ（健康障害を持つ褥婦・新生児の看護）

単位数 １単位 時間 15時間 履修学年 ２年次 後期

担当講師

科目目標 　異常経過をたどる褥婦と新生児それぞれの病態生理をふまえ、異常時の

看護が理解できる。

学習方法 講義

学習内容 １．産褥の異常と看護（疾患：2時間　　　看護：4時間）

　１）子宮復古不全

　２）産褥期の発熱

　３）産褥血栓症

　４）精神障害

　５）異常のある褥婦の看護

　６）精神障害合併妊婦と家族の看護

２．新生児の異常と看護（疾患：2時間　　看護：6時間）

　１）新生児仮死

　２）分娩外傷

　３）低出生体重児

　４）高ビリルビン血症

　５）低出生体重児の看護

　６）高ビリルビン血症児の看護

３．試験（1時間）

テキスト 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学各論　母性看護学②：医学書院

ナーシング・グラフィカ　母性看護技術　母性看護学②：メディカ出版

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

褥婦・新生児の異常については、実務経験のある産婦人科医師・小児科医師が教
授する。看護については、実務経験のある助産師・看護師が教授する。



精神看護学 

 

Ⅰ 精神看護学の位置付け 

 精神看護学では、精神看護の基本的概念と基礎知識を学ぶ。また医療・保健福祉の広い視野で対象を理解

し看護を展開するための基礎的能力を習得する。 

精神看護学は、人間の精神（心）に焦点を当て、人間の誰もがあらゆる日常生活の中で体験している心の問

題にかかわる。したがって、すべての発達段階にある人々を対象とする領域と位置づける。 

さらに、精神的な疾患あるいは障害をもつ人にたいしては、健康を回復し、自ら生活を調整、再構築していく

ことができるよう支援するための基礎的知識を習得することを目指す。 

 

Ⅱ 教育内容抽出の考え方 

 教科は、精神看護学概論２科目と精神看護学方法論２科目で構成した。 

 １．精神看護学概論は、基礎分野の心理学をふまえ、人の心の動きを理解し、心の健康維持と、危機的状態

に対する理解を深めるための『精神看護学概論Ⅰ』、精神の健康破綻をきたした人の理解と、精神保健

活動について学ぶためのものとして『精神看護学概論Ⅱ』を設定した。 

  １）精神看護学概論Ⅰ：精神（心）の健康 

人間の日常生活の中で、どのように人間の精神（心）が働いているのか、さらに出生時期から老年

期の各発達段階における身体的、精神的、社会的特徴を理解する。さらに、家庭、地域、学校、職場

における精神保健活動について学ぶと共に、精神的諸問題に広く対応することのできる知識を習得

する。 

  ２）精神看護学概論Ⅱ：精神に障害を持つ人の理解と取りまく環境 

精神疾患を持つ人とその家族への関わりを理解し、地域での生活支援の方法を学ぶ。 

２．方法論は、精神の機能障害は形態機能論では理解が得にくいため、精神疾患の基礎知識と主な治療 

法を理解し、基礎的な看護方法を学ぶよう組み立てた。 

１）精神看護学方法論Ⅰ：精神疾患の理解 

     脳と心の関係は複雑であるが、精神疾患の基礎には何らかの脳の機能異常があると推測される。精神

を司るとされる脳の働きはどのようであるかについて理解し、その障害はどのように現れるかを学ぶ。

精神疾患を理解するうえで、生体機能の面から学ぶことで、さまざまな治療法を科学的に理解する基

礎知識とする。 

２）精神看護学方法論Ⅱ：精神疾患を持つ人への看護 

     精神の健康障害や精神症状によって影響された患者の状態をアセスメントし、看護援助できる基礎知

識を養う。さらに、精神に障害のある人の看護過程の展開を模擬展開し、実習につなげる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 科目目的 

 

 人間の精神の健康を成長・発達・社会適応の面からとらえ、精神の健康の保持・増進、精神の障害の予防及

び精神に障害のある人への看護を統合的に学ぶ。 

 

Ⅳ 科目目標 

  

１．精神の構造と機能、人間の成長発達、人間を取りまく環境要因が精神の健康に及ぼす影響を学び、人間

にとって精神の持つ意味を理解できる。 

２．精神の健康保持・増進と精神の危機的状態について理解する。 

３．精神看護が展開される場の特徴と援助の方法を学び、精神保健医療福祉チームの連携と看護の役割を

理解できる。 

４．精神障害の患者処遇と看護の変遷及び、精神障害を持つ人を支援する社会システムを学び、これからの

精神保健について展望する。  

５．精神の健康障害のメカニズムと主な検査・治療を学ぶ。  

６．精神を障害されるまでの過程と精神の障害に対する治療を理解できる。 

７．精神に障害のある人の看護が理解できる。 

 

 



精神看護学
６単位（180時間）
　授業科目４単位（90時間）

　臨地実習２単位（90時間） 精神の健康
精神の健康、発達と危機 心の機能と発達

危機

相互理解のためのプロセスレコード

リエゾン精神看護、心理社会的反応
リエゾン精神看護 身体疾患をもつ人の心の健康

患者を支える家族の心の健康
看護職の精神の健康、メンタルへルス

精神保健医療福祉の歴史と法制度 精神保健医療福祉の歴史
心の健康に関する普及啓発、患者の権利擁護

社会とメンタルヘルス

精神障害を持つ人を支える 精神保健福祉活動と法的制度の変遷
社会システム わが国の精神保健福祉活動の変遷

精神保健福祉法と医療・行政

精神保健とは 精神保健の目的
精神的不健康の予防

地域精神保健福祉活動の実際 地域精神保健福祉活動の実際
精神保健福祉センター見学

精神と脳 精神をつかさどる脳の
機能と構造

脳内神経伝達物質と神経系

精神症状
精神症状の理解 状態像（症状群）

中枢神経症状

原因と分類
（内因･外因・心因、DSM､ICD-10)

主な診断と検査 診断の基礎と要点
神経学的検査
神経学的補助診断
心理検査
身体療法 薬物療法

電気痙攣療法
主な治療 精神療法とは

精神療法 精神分析療法
アルツハイマー

脳器質性精神病 血管性認知症
症状精神病 頭部外傷
アルコール依存
薬物依存

主な精神障害 てんかん
統合失調症・躁鬱病・人格障害

発達障害
児童・思春期の 児童・思春期の境界例
　　精神医学

精神障害を持つ人の看護
精神障害を持つ人の看護 精神科看護の基本

家族の理解と看護
接触の技術
観察と記録

精神障害を持つ患者の看護の基本 病室環境の調整
入院生活上の問題とケアの視点

主な症状に対する看護 精神症状と看護
神経症状と看護

診察に伴う看護
検査に伴う看護
薬物療法に伴う看護

精神療法に伴う看護 痙攣療法を受ける患者の看護
精神療法を受ける患者の看護
社会療法を受ける患者への看護

統合失調症患者の看護
躁鬱病患者の看護

精神障害者の看護 人格障害患者の看護
摂食障害患者の看護

看護過程の展開 精神に障害がある人の看護過程の展開

精神看護学概論Ⅰ

（精神〈心〉の健康）

１単位（30）

精神看護学概論Ⅱ

（精神に障害を持つ人

と取り巻く環境）

１単位（15）

精神看護学方法論Ⅰ

（精神疾患の理解）

１単位（15）

精神看護学方法論Ⅱ

（精神疾患を持つ人

の看護）

１単位（30）

精神看護学実習

２単位（90）



科目名 精神看護学概論Ⅰ（精神〈心〉の健康）

単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 １年次　 前期

担当講師 病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

科目目標 １．心の成長発達と環境要因が精神＜心＞の健康に与える影響を理解できる。

２．ライフサイクルにおける心の発達及び、危機状況について理解できる。

３．自己理解・相互理解することの重要性が理解できる。

学習方法 講義

学習内容 １．精神の健康、発達と危機

　１）精神の健康

　２）心の機能と発達

　　　　　・フロイト

　３）　　〃　　・エリクソン

　４）　　〃　　　　・自我の機能、集団力動論

　５）危機

　　　・危機の概念、危機介入、危機と予防

　６）　　〃　・ストレスと対処・適応

２．相互理解のためのプロセスレコード

３．リエゾン精神看護

　１）リエゾン精神看護、病気と心理社会的反応

　２）身体疾患をもつ人の心の健康

　３）患者を支える家族の心の健康

　４）看護職の精神の健康、メンタルウェルネス

４．精神保健医療福祉の歴史と法制度

　１）精神保健医療福祉の歴史

　　　精神保健、精神保健医療福祉、精神障害福祉に関する法律

　２）心の健康に関する普及啓発、患者の権利擁護

５．社会とメンタルヘルス

６．試験（2時間）

テキスト 精神看護学Ⅰ　精神保健学　：ヌーヴェルヒロカワ

参考図書

評価方法 筆記試験・課題

備考

精神看護学Ⅱ　精神臨床看護学　：ヌーヴェルヒロカワ



科目名 精神看護学概論Ⅱ（精神に障害を持つ人と取り巻く環境）

単位数 １単位 時間 15時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師 病院において専門的看護に携わっている看護師が教授する。

科目目標 １．精神医療・保健福祉の現状を理解するにあたり、その歴史的変遷を踏まえて

　現在の特徴を知ることができる。

２．精神疾患を持つ人とその家族への関わりを理解し、地域での生活支援の方法

　を理解できる

　

学習方法 講義・精神保健福祉センター見学

学習内容 １．精神保健とは（4時間）

　１）精神保健の目的

　２）精神的不健康の予防

２．精神障害を持つ人を支える社会システム（6時間）

　１）欧米における精神医療保健福祉の変遷

　２）わが国の精神医療保健福祉制度

３．地域精神保健福祉活動の実際（施設見学　4時間　　専任教員）

　１）地域精神保健福祉活動

　２）精神保健福祉センター見学

４．試験（1時間）

　

テキスト 精神看護学Ⅰ　精神保健学　：ヌーヴェルヒロカワ

参考図書

評価方法 筆記試験・課題

備考



科目名

単位数 １単位 時間 15時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師

科目目標  精神疾患・障害を理解するための基本的知識を獲得することができる。

学習方法 講義

学習内容 １．精神と脳

　１）精神をつかさどる脳の構造と機能

　２）脳内神経伝達と神経系

２．精神症状の理解

　１）精神症状

　２）状態像（症候群）

　３）中枢神経症状

３．主な診断と検査

　１）原因と分類

　２）診断の基礎と要点

　３）神経学的検査

　４）神経学的補助診断

　５）心理検査

４．主な治療

　１）身体療法

　２）精神療法

５．主な精神障害

　１）脳器質性精神病　　　２）アルコール依存

　３）薬物依存　　　　　　４）てんかん

　５）統合失調症　　　　　６）躁うつ病

　７）人格障害　　　　　　８）児童・思春期の精神医学

６．試験（1時間）

テキスト 精神看護学Ⅱ　　精神臨床看護学　：ヌーヴェルヒロカワ

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

精神看護学方法論Ⅰ（精神疾患の理解）

精神科医



科目名

単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 ２年次　 後期

担当講師

科目目標 精神の健康障害や精神症状によって影響された患者の状態をアセスメントし、

看護援助できる基礎知識を養うことができる。

学習方法 講義・個人ワーク

学習内容 １．精神障害を持つ人の看護

　１）精神を持つ人の理解

　２）精神科看護の基本

　３）家族の理解と看護

２．精神障害を持つ患者の看護の基本

　１）接触の技術

　２）観察と記録

　３）病室環境の調整

　４）入院生活上の問題とそのケアの視点

３．主な症状に対する看護

　１）精神症状と看護

　２）神経症状と看護

４．主な治療に伴う看護

　１）診察・検査に伴う看護

　２）薬物依存に伴う看護

　３）けいれん療法を受ける患者の看護

　４）精神療法を受ける患者の看護

　５）社会療法を受ける患者への看護

５．精神障害者の看護

　１）統合失調症の看護

　２）躁うつ病をもつ患者の看護

　３）人格障害をもつ患者の看護

　４）摂食障害を持つ患者の看護

６．看護過程の展開（専任教員：10時間）

　　　精神障害のある人の看護（演習）

　　

７．試験（2時間）

テキスト 精神看護学Ⅱ　　精神臨床看護学：ヌーヴェルヒロカワ

根拠がわかる精神看護技術：メヂカルフレンド社

参考図書

評価方法 筆記試験・課題

備考 但し、看護過程の展開については再評価あり

病院での経験豊富な看護師が教授する。看護過程展開については教員が教授する。

精神看護学方法論Ⅱ（精神疾患を持つ人への看護）



５）統合分野 
 
統合分野の考え方 
 
統合分野は、これまで学んできた知識・技術を臨床あるいは在宅療養などの場を意識し 

て応用し実践できる、看護学の集大成として位置づける。統合分野は『在宅看護論』と『看

護の統合と実践』からなる。 
１）『在宅看護論』は、すべての発達段階にある人を対象とし、既習の知識・技術を統合

し、在宅という「場」に応用していくことを学ぶ教科である。在宅で療養する人々のそ

の人らしい生活への援助と、それを支える保健医療福祉システムのなかの看護の役割を

考える。 
２）『看護の統合と実践』は、これまで学習したものを、より実践に近い状態で学習し、

知識・技術を統合する内容とする。そして「看護基礎教育の充実に関する報告書」で

特記された内容を看護の統合と実践の教科に組み入れた。従来の看護学概論Ⅱと、保

健医療論の中の医療安全は統合分野で取り上げ、看護をマネジメントできる基礎的知

識と国際看護、医療安全の基礎的知識はここで学習する。また、災害看護はここでお

さえ、基礎看護学方法論Ⅴに含まれていた救急処置は災害看護の中で取り上げ、災害

時に必要な基礎的知識と技術を学習する。演習では卒業後の看護実践能力と安全な援

助技術の強化のために、実践の状況を想定した援助方法を学ぶ内容とした。臨地実習

は、看護のマネジメント能力を習得するなど、専門職としての責任と役割を臨床の場

で学習する。これまで講義・実習で学習した内容の集大成の実習のため、実習は 3 年

生の最後の実習で行う。 



在宅看護論 
 
Ⅰ．在宅看護論の位置づけ 
 在宅看護論の対象は、すべてのライフサイクルの人々やその家族であり、地域で生活し

ている「生活者」という視点から捉える。健康問題や障害を持った人が住み慣れた地域で、

その人らしい生活が営めるように支援するための基礎的能力を習得する。 
多様な「生活」「家族」をイメージし、広がる看護活動の場で求められる幅広い知識、的確

な判断力、それを実践する技術を学ぶ。 
 また地域の保健医療福祉活動の全体像を捉え、地域包括ケアシステムにおける看護独自

の役割と関係職種との協働の重要性を学ぶ。そのために、社会の動向に目を向ける広い視

野と、切れ目のない継続看護の実施、退院調整・退院支援のできる能力を養う。 
そしてあらゆる場においても、対象の権利を尊重する態度を養い、対象の生活を充実させ、

健康の維持や回復をもたらす在宅看護の実際を理解する。 
 以上、在宅看護論では、基礎分野・専門基礎分野・専門分野における学習を活用し、複

合的・統合的な科目として位置づける。 
 
Ⅱ．科目の設定と内容抽出の考え方 
 教科は、在宅看護概論と在宅看護方法論で構成した。内容は、以下の視点で抽出した。 
１．在宅看護概論は、地域看護の概念枠組み、地域看護の行われる看護活動の場につい

ての理解を前提として、その一分野である在宅看護を展開する上で必要な知識を理

解する内容とする。在宅看護の概念、在宅療養者とその家族について、変遷から課

題までを設定した。 
 

２．在宅看護方法論は３科目で、在宅看護活動に必要な知識・技術・態度が習得できる

ように構成した。以下の通りである。 
１）在宅看護方法論Ⅰ「在宅看護の実際」：訪問看護師の役割が理解でき、在宅ケア

を支える関係機関や関係職種、社会資源が理解できるように設定した。 
２）在宅看護方法論Ⅱ「訪問看護の基本技術」：地域で生活する人々の健康問題を理

解し、在宅における日常生活援助の工夫ができるよう設定した。また在宅で医

療処置を必要とする療養者に対し、安全な医療処置技術が提供できるように設

定した。 
３）在宅看護方法論Ⅲ「看護過程の展開」：事例をもとに、在宅看護のアセスメント

の視点や判断、健康問題の捉え方が理解できるように設定した。 
 
 



Ⅲ．目的 

地域で生活している療養者とその家族を理解し、在宅における看護の基礎を習得する。 

 

Ⅳ．目標 

１．地域や生活に目を向け、対象を生活者として捉える視点を理解できる。 

２．在宅看護の変遷、対象者を支える法律・制度について理解できる。 

３．在宅看護活動の場と役割、継続看護の必要性を理解できる。 

４．在宅看護の対象とその対象の抱える健康問題について理解できる。 

５．在宅看護における技術・態度が習得できる。 

６．より良い在宅療養生活を継続するための、保健医療福祉の支援体制と関係機関

の協働について理解できる。 



Ｖ 科目構成
    在宅看護論　6単位（195時間）
　　　　 授業科目4単位（105時間）

臨地実習2単位（90時間）
地域療養を支える看護

在宅看護の概念 在宅看護の倫理と基本理念

在宅ケアと在宅看護

日本の在宅看護の歴史と現状

訪問看護の対象者

在宅看護の対象者と在宅療養の成立要件

在宅療養者と家族の支援 在宅療養者への看護活動

在宅看護と家族

家族介護者の個別性に応じた支援

在宅看護の展望と課題

訪問看護の特徴 訪問看護の制度と現状

訪問看護の実践（訪問マナー）

在宅療養を支える看護 在宅ケアを支える訪問看護ステーション

訪問看護における看護過程の特徴

訪問看護の記録

在宅ケアとケアマネジメント

在宅ケアのケアマネジメント 在宅ケアにおける関連機関・関連職種との連携・協働

と関係機関・関係職種の連携 在宅ケアとケアマネジメント危機管理

在宅ケアと危機管理

地域保健活動の実際

社会資源の活用

在宅ケアを支える医療保険制度

高齢者を支える制度と社会資源

在宅ケアを支える制度と 障害者の在宅療養を支える制度と社会資源

社会資源 在宅難病療養者を支える制度と社会資源

子どもの在宅療養を支える制度と社会資源

在宅療養者の権利を擁護する制度と社会資源

食の援助

清潔の援助

在宅療養生活を支える看護 移動の援助

排泄の援助

安全管理・健康危機管理

在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法

在宅における医療管理を 在宅経管栄養

　必要とする人への看護 人工肛門・人工膀胱

薬物療法

緩和ケア

終末期にある患者への看護 看取りの援助

家族へのグリーフケア

難病がある在宅療養者への看護

事例にみる在宅看護 小児の在宅療養者への看護

疾病コントロールを必要とする療養者への看護

在宅療養者の看護過程 在宅看護におけるアセスメントの視点

家族を含めた在宅療養者看護過程の展開

在宅看護方法論Ⅱ

（訪問看護の基本

技術）1単位（30）

在宅看護方法論Ⅰ

（地域包括ケアシ

ステムの実際）

1単位（30）

在宅看護概論

在宅看護方法論Ⅲ

（看護過程の展開）

1単位（15）

在宅看護論実習 2単位



単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 ２年次　 前期

担当講師 病院などで看護師として実務経験のある教員が、在宅看護の対象

である療養者とその家族の支援について教授する。

科目目標 在宅療養の意義と対象を理解し、在宅ケアにおける看護の役割・機能を

理解できる。

学習方法 講義・演習

学習内容 １．在宅看護の概念（8時間）

　１）地域療養を支える看護

　２）在宅看護の倫理と基本理念

　３）在宅ケアと在宅看護

　４）日本の在宅看護の歴史と現状

２．在宅療養者と家族の支援（10時間）

　１）訪問看護の対象者

　２）在宅看護の対象者と在宅療養の成立要件

　３）在宅療養者への看護活動

　４）在宅看護と家族

　５）家族介護者の個別性に応じた支援

３．在宅看護の展望と課題（2時間）

４．訪問看護の特徴（8時間）

　１）訪問看護の制度と現状

　２）訪問看護の実践(訪問マナーの演習含む）

５．試験（2時間）

テキスト ﾅｰｼﾝｸﾞ･ｸﾞﾗﾌｨｶ　在宅看護論　①地域療養を支えるケア：メディカ出版

国民衛生の動向

参考図書

評価方法 筆記試験　課題

備考

科目名 在宅看護概論



科目名

単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 ２年次　 後期

居宅介護支援事業所や行政機関において実務経験のある保健師・看護師が、

地域療養を支える制度やサービスについて教授する。

科目の目標 １．訪問看護の目的・制度及び訪問看護師の役割が理解できる。

２．在宅ケアにおける関係機関や関係職種、社会資源について理解できる。

学習方法 講義

学習内容 １．在宅療養を支える看護（6時間）

　１）在宅ケアを支える訪問看護ステーション

　２）訪問看護における看護過程の特徴

　３）訪問看護の記録

２．在宅ケアのケマネジメントと関係機関・関係職種間の連携（10時間）

　１）在宅ケアとケアマネジメント

　２）在宅ケアにおける関係機関・関係職種との連携・協働

　３）地域包括ケアシステムと在宅ケア

　４）在宅ケアと危機管理

　５）地域保健活動の実際（保健所・市町村）・・・4時間

　　　　　  

３．在宅ケアを支える制度と社会資源（12時間）

　１）社会資源の理解と活用（フォーマルサービス・インフォーマルサービス）

　２）在宅ケアを支える医療保険制度

　３）高齢者を支える制度と社会資源

　４）障害者の在宅療養を支える制度と社会資源

　５）在宅難病療養者を支える制度と社会資源

　６）子どもの在宅療養を支える制度と社会資源

　７）在宅療養者の権利を擁護する制度と社会資源

４．試験（2時間）

　

テキスト ナーシング・グラフィカ　在宅看護論　①地域療養を支えるケア：メディカ出版

ナーシング・グラフィカ　在宅看護論　②在宅療養を支える技術：メディカ出版

参考図書 国民衛生の動向

評価方法 筆記試験　課題　　

備考

担当講師

在宅看護方法論Ⅰ（地域包括ケアシステムの実際）



科目名

単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 ２年次　 後期

病院や訪問看護ステーションにおいて実務経験のある看護師や教員が、在宅療養の

実際について教授する。

科目目標 訪問看護における援助の意義を理解し、基本技術が実践できる。

学習方法 講義・演習

学習内容 １．在宅療養生活を支える看護（専任教員　14時間）

　１）食の援助

　２）清潔の援助

　３）移動の援助

　４）排泄の援助 演習：浣腸、摘便

　５）安全管理・健康危機管理

２．在宅における医療管理を必要とする人への看護（外部講師　6時間）

　１）在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法（演習含む）

　２）在宅経管栄養

　３）人工肛門・人工腎臓

　４）薬物療法

３．終末期にある療養者への看護（外部講師　2時間）

　１）緩和ケア

　２）看取りの援助

　３）家族へのグリーフケア

４．事例にみる在宅看護（外部講師　6時間）

　１）難病がある在宅療養者への看護

　２）小児の在宅療養者への看護

　３）疾病コントロールを必要とする療養者への看護

５．試験（2時間）

　

テキスト ナーシング・グラフィカ　在宅看護論　①地域療養を支えるケア：メディカ出版

ナーシング・グラフィカ　在宅看護論　②在宅療養を支える技術：メディカ出版

参考図書

評価方法 筆記試験　課題

備考

担当講師

在宅看護方法論Ⅱ（訪問看護の基本技術）



科目名

単位数 １単位 時間 15時間 履修学年 ３年次　 後期

担当講師 病院などで看護師として実務経験のある教員が、在宅看護の対象である療養者と

その家族の支援について教授する。

科目目標 １．在宅療養者及び家族の看護過程の展開が理解できる。

２．地域の多様なサービスを活用して在宅療養を支える方法が理解できる。

学習方法 個人ワーク

学習内容

４．訪問看護計画の立案

　

テキスト ナーシング・グラフィカ　在宅看護論　①地域療養を支えるケア：メディカ出版

ナーシング・グラフィカ　在宅看護論　②在宅療養を支える技術：メディカ出版

参考図書

評価方法 課題　筆記試験

備考

在宅看護方法論Ⅲ（看護過程の展開）

３．在宅療養者の看護問題の抽出

１．在宅看護におけるアセスメントの視点

２．家族（介護者）を含めた全体像の把握



看護の統合と実践 

 
Ⅰ 看護の統合と実践の位置づけ 
  看護の統合と実践は、基礎分野、専門基礎分野、専門分野Ⅰ、専門分野Ⅱで学習した

内容を、より臨床実践に近い状態で学習し、知識・技術を統合する領域と位置づける。 
  現在、患者や家族の権利意識や医療安全防止などの観点から、技術実習が制限されて

いる状況にある。また、現在実習では、一人の患者を受け持って看護を展開している。

そのため卒業後臨床現場で複数の患者を受け持ち、ケアの優先順位を考えて時間内に業

務を実践することが困難な状況にあるといわれている。また、新人看護職員のヒヤリ・

ハット事例が多いことも指摘されている。そのため、看護の統合と実践は、安全に看護

技術を実践できる能力と、臨床実践に適応できる問題解決能力や看護実践能力を高める。 
また、組織における看護師の役割を理解するとともに、より臨床に近い擬似環境の中

での学習を行い対象の状態・状況により、適切な判断・対応ができ、看護が実践できる

基礎的マネジメント能力を養えるよう演習を強化して行っていく。 
  さらに、一度に多くの人が被災する場面の支援活動についての基礎的を学ぶ必要性や、

諸外国との医療・看護の実情を知り、諸外国との協力について考えることは、これから

の看護職の役割の中で重要になってくる。そしてこれらの内容は、既習の学習を超えた

広がりをもつと考える。 
 
Ⅱ 科目設定と理由 

教科は、看護管理Ⅰ、看護管理Ⅱ、災害看護、臨床看護と実践Ⅰ、臨床看護と実践Ⅱ

で構成した。 
内容は以下の点で抽出した。 
１．看護管理Ⅰでは、医療安全の基礎的知識を学ぶ内容とした。基礎看護学で学ぶ「安

全」の知識をもとに、医療の中の安全と、医療事故防止に向けて意識を高めてもらう。

そして、２年次の領域別実習に臨めるよう、２年次後半の講義とした。 
２．看護管理Ⅱでは、マネジメントと国際看護で構成した。内容としては 
１）看護をマネジメントできる基礎的能力を養い、他職種との協働の中で看護を行う 
一員としての役割や責任について理解できるよう教授する。 

２）医療の国際化に対応した、国際社会において広い視野に基づき、看護師として諸 
外国との協力を考えられるよう教授する。また、海外協力体験者から実際の活動状

況を聞くことで、今後の国際看護活動の展望を考える機会とする。 
 ３．災害看護では、災害直後から支援できる看護の基礎的知識を学ばせる。その中で、 
  災害時の精神的援助について考えさせたい。また、災害時に必要な基礎的援助技術は、 

演習を通して教授する。 



４．臨床看護と実践Ⅰでは、安全な看護を提供するための判断力・実践力を高められる

ように演習を通して教授する。 
５．臨床看護と実践Ⅱでは 
１）臨床実践に近い形で実際の看護業務を疑似体験し、複数課題での総合的な判断・

対応を学習できるようグループワーク、演習を通して教授する。 
２）実践に即した技術演習を通して、自己の臨床実践力の視点から振り返り、課題が

見出せるように教授する。 
 
 
 
 
Ⅲ．目的  

既習した知識・技術を統合し、より実践に近い環境の中で、看護を実践するための

能力を養う。 

 
Ⅳ．目標  

１．対象の安全を守るために必要な医療安全の基礎的知識を習得する。 

  ２．チーム医療及び他職種との協働の中で、看護師としてのメンバーシップ・リーダ

ーシップを理解することができる。 

３．看護をマネジメントできる基礎的能力を養い、看護業務を行う一員としての役割

や責任について理解できる。 

 ４．国際社会において広い視野に基づき、看護師として諸外国との協力を考えること

ができる。 

  ５．災害時、支援するめに必要な看護の基礎的知識について理解できる 

  ６．看護実践現場に近い事例の演習を通し、看護の提供方法を考えることができる。 

 
 



Ⅴ．看護の統合と実践
　看護の統合と実践
　7単位（195時間） 医療安全の意味とその重要性

　　授業科目５単位（105時間） 医療安全と看護の理念

　　臨地実習２単位（90時間）
医療安全への取り組みと医療の質 看護職能団体の取り組み
の評価 国および医療関係団体の示す医療事故の定義と分類

医療事故の報告制度
医療の質の評価

医療機関における安全対策
医療事故後の対応
医療事故防止の考え方

看護管理の基本となるもの 看護管理の基盤となる知識

専門職意図は

看護の仕事とその管理
モノの管理
情報の管理

看護管理と倫理
看護の質の向上 医療・看護の質と評価

看護管理に求められる能力 人と関わるためのスキル
集団に働きかけるスィル

看護職とキャリア 看護の教育体系
看護職としてのキャリア

看護と経営 看護にかかわる医療・介護制度

病院経営と看護管理

看護活動をとりまく法律・制度

国際看護とは
国際連合

国際協働の仕組み

異文化理解と看護 疾病観・健康観と保健行動
国際看護活動の実際

災害看護・災害の種類と災害サイクル

災害関連死
災害サイクル

災害医療に関する国の政策と法律

危機管理
支援を必要とする要配慮者

被害者の心理の理解と援助
被害者と支援者の心理の理解と援助
被害者初期から中長期における看護活動

災害時に必要な医療・看護技術 トリアージ
応急処置・移送・搬送
応急処置演習（救急救命講習）

事故発生要因、転倒・転落、誤嚥、異食など
療養上の世話における事故防止

診療の補助業務における事故
防止 内服薬・輸血業務と事故防止

注射・医療機器と事故防止
安全な輸液管理（演習）

複数受け持ちの看護の優先順位
よくある場面から学ぶ多重課題
複数患者の優先順位を考えた看護の実際
一日のスケジュール計画

優先順位を考えた看護の実際 多重課題演習に向けた技術練習
多重課題演習・振り返り

チューブ類を挿入している人の援助の実際

感染対策

災害医療に関する国の政策
災害医療に関する法律
災害時の組織体制
災害時の情報収集と伝達
災害時における連携と協働

危険予測（グループワーク）
チューブ・ドレーン類

国際看護学の定義
世界の健康問題の状況

政府開発援助

支援者の心理の理解と援助

体系的対応の基本原則

非政府組織
国際看護師協会

災害と倫理
災害の種類と被害・疾病の特徴

看護職の法的規定と医療安全

セルフメネジメントのスキル

看護管理とは

市民・多職種との連携・協働

人を育て生かす

看護管理のプロセス

災害看護の定義

看護管理で重要なこと

コストの管理

看護と専門機関・職能団体

国の医療安全への取り組み

社会人になる

医療と経済

看護管理に関する法律

統合実習
２単位（90）

看護管理Ⅰ
（医療安全）
１単位（15）

看護管理Ⅱ
（看護管理・
国際看護）
１単位（30）

災害看護
１単位（15）

臨床看護の実践
Ⅰ

1単位（15）

臨床看護の実践Ⅱ
1単位（30）



科目名

単位数 １単位 時間 15時間 履修学年 2年次　 後期

担当講師

科目目標 医療の中の安全と、医療事故防止に向けて意識を高める。

学習方法 講義

学習内容 １．医療安全と看護の理念

　１）医療安全の意味とその重要性

　２）看護職の法的規定と医療安全

２．医療安全への取り組みと医療の質の評価

　１）国の医療安全への取り組み

　２）看護職能団体の取り組み　　

　３）国および医療関係団体の示す医療事故の定義と分類

　４）医療事故の報告制度

　５）医療の質の評価

３．医療機関における安全対策

４．医療機関における感染対策　

５．医療事故後の対応

６，７．医療事故防止の考え方（事例をもとにグループワーク）

８．　試験

テキスト

参考図書

評価方法 筆記試験

備考

医療安全　看護の統合と実践②　：　メディカ出版

看護師。感染管理認定看護師がその専門性を活かして教授する。

看護管理Ⅰ（医療安全）



単位数 時間 30時間 履修学年 ３年次 前期

科目目標 １．看護をマネジメントできる基礎的知識を養うことができる。

２．チーム医療及び他職種との協働の中で、看護師としての役割や責任を

３．看護職の国際協力活動を学び、今後の展望を考えることができる。

学習方法

学習内容 看護管理 １．看護管理の基本となるもの

（20時間）

　３）看護管理のプロセス

２．　　〃　

　４）専門職とは　　　５）市民・多職種との連携・協働

３．看護師の仕事とその管理

　１）看護管理で重要なこと　　２）人を育て生かす　　

４．　　〃

　３）モノの管理　　４）情報の管理　　５）コストの管理

５．看護の質向上

　１）看護管理と倫理　　　

６．　　〃

　２）医療・看護の質と評価

７．看護管理に求められる能力

　１）セルフマネジメントのスキル　　２）人と関わるためのスキル

　３）集団に働きかけるスキル

８．看護職とキャリア

　１）社会人になる　　２）看護の教育体系　　

　３）看護職としてのキャリア

９．看護と経営

　１）医療と経済　　２）看護にかかわる医療・介護制度

　３）病院経営と看護管理

10．看護活動をとりまくに法律・制度

　１）看護管理に関する法律

　２）看護と専門機関・職能団体

国際看護 11．国際看護とは

（8時間） 　１）国際看護学の定義　　２）世界の健康問題の状況

12．国際協働の仕組み

　１）国際連合　　　２）政府開発援助

　３）非政府組織　　４）国際看護師協会

13．異文化理解と看護

　１）疾病観・健康観と保健行動

14．国際看護活動の実際

　 15．試験

テキスト

参考図書

評価方法

備考

講義

　看護管理Ⅱ（看護管理・国際看護）

筆記試験

　１）看護管理とは　　２）看護管理の基盤となる知識　　　

看護管理：看護の統合と実践①　：　メディカ出版

国際看護：災害看護　看護の統合と実践③　：メディカ出版　

異文化理解とヘルスケア　：　日本放射線技師会出版会

科目名

１単位

　　理解することができる。

が教授する。
担当講師

病院で、看護のマネジメントに携わっている看護師や、海外で看護活動を経験した看護師



単位数 １単位 時間 15時間 履修学年 ３年次　 後期

担当講師

科目目標 １．災害看護の基本的知識が理解できる。

２．災害時の看護の役割と看護活動が理解できる。

３．応急処置に必要な基本的援助技術が習得できる。

学習方法

学習内容 １．災害看護、災害の種類と災害サイクル　　　　　　

　１）災害看護の定義　　　２）災害と倫理

　３）災害の種類と被害・疾病の特徴　　２）災害関連死　　３）災害サイクル

２．災害医療に関する国の政策と法律　　　　

　１）災害医療における国の政策　　　２）災害医療に関する法律　

３．危機管理：減災・防災マネジメント

　１）災害時の組織体制　　２）災害時の情報収集と伝達　　　

　３）災害時における連携と協働　　　４）感染対策

４．支援を必要とする要配慮者

５．被災者と支援者の心理の理解と援助

　１）被災者の心理の理解と援助　　２）支援者の心理の理解と援助

６．災害初期から中長期における看護活動

７．災害時に必要な医療・看護技術

　１）体系的対応の基本原則　　２）トリアージ　　３）応急処置・移送・搬送

８．　　　〃

　４）応急処置演習（救急救命講習　　4時間）

９．試験

テキスト

参考図書 筆記試験・課題・参加状況

災害看護学学習テキスト　概論編・実践編　：日本看護協会出版会

国民衛生の動向

評価方法 筆記試験

備考

災害看護　看護の統合と実践③　：メディカ出版

科目名

病院で、災害看護に携わっている看護師が教授する。また、救急救命活動に

携わっている消防士（救急担当）が演習指導にあたる。

講義・演習

災害看護



単位数 １単位 時間 15時間 3年次 前期

担当講師

科目目標 医療システムの中の危険要因を知り、安全な看護を提供するための判断力・実践力

を身につける。

学習方法 講義・演習

学習内容 １．看護業務からみた医療事故

２．療養上の世話における事故防止（グループワーク）

　１）事故発生要因　　２）転倒・転落　　３）誤嚥　　４）異食など

　５）危険予測（事例をもとにグループワーク）

３．診療の補助業務における事故防止

　１）チューブ・ドレーン類など

４．診療の補助業務における事故防止（講義、グループワーク）

　２）チューブ・ドレーンを挿入している人の事故防止と援助の実際(演習)

留置カテーテルを挿入している患者の車椅子の移動

５．診療の補助業務における事故防止（講義、グループワーク）

　３）内服与薬・輸血業務と事故防止

６．診療の補助業務における事故防止（講義、グループワーク）

　４）注射・医療機器と事故防止

７．診療の補助業務における事故防止　

　５）安全な輸液管理（演習）

 　 患者誤認防止・輸液管理・輸液ポンプの基本操作

８．試験（1時間）

テキスト

新体系　看護学全書　基礎看護学③　基礎看護技術Ⅱ：メヂカルフレンド社

参考図書

評価方法 筆記試験・課題・参加状況

備考

医療安全　看護の統合と実践②　：　メディカ出版

科目名

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。

履修学年

臨床看護の実践Ⅰ



単位数 １単位 時間 30時間 履修学年 ３年次　 後期

担当講師

科目目標 １．事例の中で複数の患者を受け持ち、優先順位を考えて援助を考えることができる。

２．実践に即した技術演習を通して、自己の臨床実践力の視点から振り返ることができる。

　また、専門職としての責任感と倫理観を身につける。

学習方法

１．科目の概要説明、複数受け持ちの看護の優先順位

２．よくある場面から学ぶ多重課題（DVD学習、グループワーク）

３．事例説明、複数患者の疾患理解・薬剤理解（個人ワーク）

　（１）事講義・演習

４　　　　　〃

７．　　　　　〃

８．　　　　　〃

９．　発表、まとめ　

11．多重課題演習に向けた技術練習

12．多重課題演習及びリフレクション

13．　　　　〃

14．　　　　〃

15．　　　　〃

テキスト

参考図書

評価方法 課題・リフレクション・参加状況

備考

新体系　看護学全書　基礎看護学③　基礎看護技術Ⅱ ： メヂカルフレンド社

５． 複数患者の1日のスケジュール計画立案（グループワーク）

10．多重課題演習オリエンテーション、多重課題演習に向けた技術練習

　　（１）複数受け持ち患者の看護のポイント

６．（２）複数受持ち患者の1日の行動計画作成

　（２）事例の疾患理解・薬剤理解

科目名

医療安全　看護の統合と実践②　：　メディカ出版

臨床看護の実践Ⅱ

病院などで看護師として実務経験のある教員が教授する。
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