
科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

基礎分野

授業計画 (授業単位) 別紙に

心理学

1年次前期

第二看護学科
担当教員

心理学、発達段階、言葉、感情、学習、対人関係、自己理解、他者理解、ストレ
スコーピング、カウンセリング、家族療法、ヒューマンエラー

　心理学の領域の中でも、｢ひと｣に焦点をあて、こころや行動について科学的に理解することを目的

とする。看護の対象は人間である。人は生涯の中でどのような成長・発達をするのかを学習し、対象

を理解するとともに、自分自身についての理解をする糸口について学習する。

大学講師

　1．｢ひと｣のこころや行動に興味・関心が持てる。

　2．人間のこころや行動を科学的に理解できる。

　3．人の一生涯の発達について理解できる。

　4．他者の行動や思考過程について理解できる。

　6．心理学視点からヒューマンエラーについて考える

　7．自分自身への気づきを深め、今後の課題が述べられる。

　5．心理学的視点から家族支援のアプローチを考える

参考書

　新体系看護学　基礎分野　心理学
メディカルフレンド
社

上田礼子著：生涯人間発達学　改定第2版 三輪書店

　　筆記試験　　出席状況　　レポート等の提出物

教育学、医療安全とリスクマネジメント、文化人類学、各看護学

教科書

関連科目



回 授業内容 指導方法

心理学とは
　1．心理学が扱う対象
　2．心理学の研究領域 ・方法論
　3．なぜ看護に心理学が必要か　　自己理解と他者理解
人間理解の方法
　1．観察法
　2．実験法
　3．テスト法
　4．面接法　　その他
人の一生
　1．発達の傾向
　2．発達段階と発達課題
　　（レビンソン、ピアジェ、ハヴィガースト）

　3．フロイトとエリクソンの心理 ・社会的発達段階

こころの構造
　1．意識 ・無意識 ・前意識の構造
　2．自己と自我
思考 ・言葉の獲得
　1．思考の作用 ・型 ・問題解決
　2．言語の習得と機能
感情 ・情緒の機能
　1．感情の心理
　2．情緒の心理
性格
　1．性格の構造と発達

学習と認知
　1．学習理論
　2．記憶と忘却
対人関係
　1．対人認知の印象形成
　2．対人関係の形成と発展
心理臨床からの人間理解
　1．ストレスとコーピング
　2．レミニッセンス
　3．適応のメカニズム
　4．カウンセリングと心理療法

家族への心理的援助の方法
　1．家族療法
　2．家族援助の諸技法
　3．コミュニティ-アプローチと危機介入の理論

組織心理学からみたヒューマンエラー
　1．エラーの発生要因
　2．人間の情報処理とエラー
　3．日常生活の中のエラー
　4．個人特性の把握の重要性

13回

14回 講義

15回 筆記試験 ・まとめ

9回 講義

10回 講義

11回
講義

12回

6回 講義

7回 講義

8回
講義
演習：性格テストを用いた自己理解

3回 講義

4回 講義

5回 講義

  科目名　　　心理学     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回 講義

2回 講義



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

基礎分野

教育学

1年次後期
担当教員 教育センター所長

第二看護学科

　教育及び教育学にたいする一般的な関心と理解を持ち、現代社会において、成長やアイデンティティ

の統合のために、いかなる教育行為が求められているかを考えてゆく。また、看護における教育的

役割を果たすための基礎として、人間や教育について学ぶ。

授業計画 (授業単位) 別紙に

教育、価値、成長、生涯学習、人間、家族システム理論、家族発達段階論

　1．教育学の基本的な概念を学び、教育、学習、成長、他者との関係といった、人間の教育行為

　　　に対する理解を深める。

  2．教育的側面から家族システム、家族発達段階を理解する

　3．生涯学習の必要性を理解できる。

参考書 新体系看護学全書　別巻　　家族論・家族関係論 医学書院

　　筆記試験　　出席状況

関連科目 心理学、チーム医療概論、文化人類学、各看護学

教科書 系統看護学講座　別巻　教育学 医学書院



回 授業内容 指導方法

教育学を学ぶために

１．社会の中の看護と教育
２．教育とはなにか　　「教育」の概念

３．教育の対象　　子ども観と発達
４．社会変動と教育
５．教育の組織化　　　　学校
　　　教育をなりたたせるもの

１．教授　　人を教えるということ

２．訓育　　　他者とのかかわりを導く

３．養護　　教育の受け手を見まもる

４．発達　　　　教育を受けて成長する

　　教育の営みを考える
１．学びの場　　　学校と家庭

２．教育の目標と評価

講義
３．教育のメディア　　教育をデザインする

４．教育の担い手　　　専門性と専門職性

５．教育の場をつくるしくみ

　　現代教育の新たな課題
１．キャリア教育（専門教育）
２．ジェンダーとセクシュアリティ

３．特別ニーズ教育・インクルーシヴ教育

４．生涯教育
５．シティズンシップ教育

13回 講義

14回
講義

15回 筆記試験 ・まとめ

12回 講義

6回 講義

7回 講義

8回 講義

9回

10回 講義

11回 講義

3回 講義

4回 講義

5回 講義

  科目名　　　教育学     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回 講義

2回 講義



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

基礎分野

基礎科学

1年次前期
担当教員 高校教諭

第二看護学科

　看護実践に必要な科学の基礎を学び、医療 ・看護に応用できる能力を養う。

力、てこの原理、摩擦、圧力、熱、電気、光、放射線、音波

　1．看護における基礎科学の必要性を理解できる。

　2．患者の安楽性 ・安全性を考慮した看護技術の物理的側面を理解できる。

参考書 平田雅子著：NEWベッドサイドを科学する

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　出席状況

関連科目 構造機能学、疾病治療学、各看護学

教科書 系統看護学講座　基礎[1]　物理学 医学書院



回 授業内容 指導方法

導入
　1．基礎科学と医療
　2．看護における基礎科学の必要性

力
　1．物と姿勢の安定性
　2．物を持ち上げる姿勢と力

　3．力の方向と大きさを変える滑車
　4．曲がる時/止まる時にかかる力

　5．滑りにくい床
　6．摩擦力と摩擦係数

　7．入浴中の体重、浮力と密度

圧力
　1．点滴静脈内注射　針にかかる圧力
　2．血圧計計測の原理と注意点

　3．吸引器の条件としくみ
　4．電動式低圧持続吸引器

　5．人工心臓、人工肺、人工透析器

熱
　1．身体の冷却
　2．衣服や寝具による保温
　3．アルコール清拭

　4．人体の熱産生
　5．冷蔵庫の原理

電気
　1．電気機器の安全性　電気メス、心電図、電子体温計

光と放射線
　1．明るさの測定
　2．光、色、レンズ、内視鏡

　3．パルスオキシメーター
　4．レーザーメス
　5．X線検査
　6．放射性同位元素検査

音と振動
　1．聴診器
　2．音波と超音波
　3．超音波ドップラー法

15回 筆記試験 ・まとめ

11回 講義

12回

講義
一部演習

13回

14回 講義

6回

講義
一部演習

7回

8回

9回
講義
一部演習

10回

  科目名　　　基礎科学     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回 講義

2回

講義
一部演習

3回

4回

5回



科目名 単位数 1 時間数 15

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート　　出席状況

関連科目 心理学、チーム医療概論、基礎看護学概論、各看護学

教科書 系統看護学講座　別巻[14]　人間関係論 医学書院

参考書 高橋正臣著：人間関係の心理と臨床 北王路出版

　1．人間の成長 ・発達 ・成熟に関与する人間関係についての基礎的理論を通し、人間関係、

　　　対人関係の持ち方や人間関係の構築について考える。

　2．人間を人との関係で生きる存在ととらえ、人間関係を円滑に保つスキルを学ぶ。

人間関係、ケア、援助関係、社会的相互作用、社会的役割、カウンセリング、
援助的コミュニケーション、体験学習、ノーマライゼーション、ロールプレイ、
エンパワーメント

　1．人間関係の基本的意義を理解できる。

　2．援助関係におけるコミュニケーションと対人関係について理解できる。

　3．人間関係構築のスキルを理解できる。

　4．社会的相互作用と社会的役割を理解できる。

　5．自己を知る、他人を知ることの大切さに気づくことができる。

基礎分野

人間関係論

1年次前期
担当教員 大学教授

第二看護学科



回 授業内容 指導方法

人間存在と人間関係
　1．人間関係の基本的意義 ：人間存在とは
　2．社会化としての人間発達
　　　自我 ・自己の発達
　3．人間関係のとらえ方
　　　対話的関係
社会的相互作用と社会的役割
　1．社会的相互作用とは
　　　人間と関係性
　　　自己と他者
　　　アイデンティティ
　2．社会的役割とは
　　　役割距離
人間関係の研究と応用
　1．社会心理学的研究
　　　1)集団のなかでの行動パターン
　　　2)チームワークの意義
　　　3)チームワークの促進 ・阻害要因
　2．援助的コミュニケーション
　　1)援助的コミュニケーションとは
　　2)カウンセリングの考え方
　　3)カウンセリングの技法
　　　(1)構造的パーソナル-コミュニケーション
　　　(2)操作的パーソナル-コミュニケーション

人間関係の向上へのスキル
　1．体験による学習効果
　2．構成的な体験学習
  3．ロールプレイ
　　1)ロールプレイとは
　　2)特徴　　　　　3)フィードバック

コミュニケーションの実際
　1．面接のロールプレイ
　2．フィードバック

患者・家族と医療従事者の関係
　1．患者・家族と医療従事者
　2．患者-看護者関係
看護トピックスにおける人間関係
　1．終末期の患者と家族を支える人間関係
　2．家族関係と看護師のかかわり

ノーマライゼーション
　1．｢援助すること｣の再考
　　　自分自身を知ること
　　　他者理解
　　　共依存の概念
　　　エンパワーメント

  科目名　　　人間関係論     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回 講義

2回 講義

3回
講義

4回 講義

5回 演習

6回 講義

7回 講義

8回 筆記試験 ・まとめ



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

基礎分野

文化人類学

1年次後期
担当教員 大学講師

第二看護学科

　文化・環境が人間に与える影響を学び、人間の存在やものの考え方を理解し、対象理解や

対応について学ぶ。

文化、環境、宗教、信仰、病気、死、脳死、家族、家族関係、夫婦、ジェンダー

　1．人間と文化の関係が理解できる。

　2．人間と人間のつながりについて理解できる。

　3．家族の概念、構造、機能について理解できる

　4．人間と環境の関連が理解できる。

　5．人間にとっての信仰の意義が理解できる。

　6．人間にとっての病気の意味が理解できる。

　7．人間にとっての死の意味が理解できる。

　8．人類学的視点から現代医療が抱える倫理的側面が理解できる

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート　　出席状況

関連科目 心理学、教育学、各看護学

教科書 系統別看護学講座　別巻　文化人類学 医学書院

参考書
系統別看護学講座　別巻　家族論・家族関係論 医学書院

生命倫理への招待：塩野　寛　著 南山堂



回 授業内容 指導方法

文化と人間
　1．言語、シンボル、文化人類学的理解
　2．フィールドワーク、他者性と西洋、文化
人と人のつながり 1―家族
  1．家族とは
　1)社会の中の家族、家庭と家族
　2)「いえ」制度、家族境界（個人化、多様化）
人と人のつながり 2―生殖
　1．夫婦関係
　1)配偶者選択、夫・妻役割
　2)ジェンダー
　2．親子関係
　1)ペアレンティグ　　2)母性論・父性論
　3)祖父母の役割
人と人のつながり3―家族の生活文化
　1．家族像、家族機能
　2．労働と家族、地域ネットワーク 講義

人生と時間
　1．儀礼の特徴、儀礼の構造 講義

環境 ・技術 ・モノ
　1．適応と選択、環境と機能主義人類学

　2．野生の思考、意味、行為、モノ

信仰と世界観
　1．日常生活のなかの宗教、文化人類学においての宗教 講義
　2．信仰、世界観、政治
身体・病気・治療
　1．文化と身体観、文化と病気観、文化と病気治療

　2．医療人類学の方法と目的

　3．現代医療とケアの倫理
　　1)医療における倫理原則
　　2)ケアの倫理
人間と死
　1．死生観、人の死と死体処理、死者儀礼と祖先崇拝

　2．死の価値と意味、死と再生
　3．脳死を巡る色々

15回 筆記試験 ・まとめ

10回

講義11回

12回

13回

講義

14回

9回

  科目名　　　文化人類学     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回

講義

2回

3回

講義

4回

5回

6回

7回

講義

8回



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

基礎分野

情報科学

1年次後期
担当教員 大学准教授

第二看護学科

　情報化社会への対応として科学的な視点での情報収集とその問題提起、研究的な思考能力の

育成とともにコンピュータの基本操作を学ぶ。

授業計画 (授業単位) 別紙に

情報科学、医療情報、看護情報、情報検索、看護研究、個人情報

　1．看護と情報科学について理解できる。

　2．看護と情報に関する倫理について考えられる。
　3．パソコンの基本操作、表計算ソフト、統計ソフト、プレゼンテーションソフト、情報検索の演習を行
い、
　その方法について理解できる。

参考書

　　筆記試験　　演習参加状況

関連科目 医療関係法規、公衆衛生、看護管理と研究、各看護学

教科書



回 授業内容 指導方法

看護と情報科学
　1．情報科学の基礎
　2．情報技術とコンピュータ
　3．医療と情報システム
　4．病院情報システム
　5．看護情報学の基礎

　看護と情報に関する倫理－個人情報の保護
　1．個人情報の歴史と意義
　2．医療をめぐる個人情報の内容・特徴・利用
　3．看護実践における情報流通
　4．看護研究と情報システム
　5．地域看護と情報システム

コンピュータ技術
　1．パソコンの基本操作
　2．ワープロソフトの演習
　　1)入力 ・編集操作
　　2)ページ設定 ・印刷 ・保存
　　3)書式 ・変換操作
　　4)表

　3．表計算ソフトの演習
　　1)基本操作
　　2)編集・計算式
　　3)関数
　　4)絶対参照と相対参照
　　5)グラフ

　4．プレゼンテーションソフトの演習

　5．統計ソフト、情報検索の演習

15回 筆記試験 ・まとめ

3回

演習

4回

5回

6回

7回

8回

9回

10回

11回

12回

13回

14回

  科目名　　　情報科学     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回 講義

2回 講義



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

　2．各疾患名がわかる。

教科書 青野淳子著 ：やさしい医学英語 医学書院

備考

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート　　出席状況

関連科目 構造機能学、疾病治療学、各看護学

参考書 辞書

基礎分野

医用英語

1年次前期
担当教員 専門学校講師

第二看護学科

　3．各症状の表現がわかる。

　4．各検査 ・処置名がわかる。

　5．簡単な会話 ・表現方法がわかり、場に応じて実施できる。

　6．診療記録を読むことが出来るようになる。

　人体各構造や機能についての英単語を教授する中で、医学用語の理解を深め実習に継げる。

また、対象の国際化に即していけるように表現力の育成をねらう。

構造名、疾患名、症状、検査、処置、基本的な会話

　1．身体各部の名称がわかる。



回 授業内容 指導方法

ゆそ
問診をはじめる
問診をはじめる

会話演習
　1．事例に応じた対応を会話する

　2．場面に応じた対応を会話する

筆記試験 ・まとめ

  科目名　　　医用英語     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回

リスニング
リーディング及び
演習（会話）

2回

3回

4回

5回

6回

7回

14回

15回

8回

9回

10回

11回

12回

13回



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　演習参加状況

関連科目 各看護学

教科書

参考書

　健康・体力の維持増進を含め、自己の身体および身体運動のもつ意義や、人間にとっての

レクリエーションの意義を考え、社会適応力に積極的に関わりうる能力を養う。

健康の定義、運動理論、有酸素運動、レクリエーション

　1．運動と健康の関連を理解し、身体を動かすことで心身の育成を促すことができる。

　2．レクリエーションの必要性とレクリエーション実践の展開方法を理解する。

基礎分野

保健体育

1年次前期
担当教員 大学講師

第二看護学科



回 授業内容 指導方法

運動と健康
　1．健康の定義
　2．健康と運動

運動とエネルギー供給系
　1．有酸素過程（有酸素運動）
　2．無酸素過程（無酸素運動）

レクリエーションの基本的理解
　1．レクリエーションとは何か
　2．人間の遊びの関係からレクリエーションの重要性

レクリエーション実践の展開方法
　1．表現力トレーニング
　2．コミュニケーションのあり方
　3．レクリエーションのゲーム実際と指導方法
　4．集団を介したレクリエーションの指導の実際
　5．アレンジのポイント
　6．レクリエーションプログラムの実際
　7．既成の遊びプログラム

ストレッチ ・ウォーキング

ストレッチ ・ウォーキング

球技/バレーボール

球技/バレーボール

創作活動 － ダンス

体育活動の企画

体育祭

筆記試験 ・まとめ

6回 実技

  科目名　　　保健体育     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回 講義

2回 講義

3回 講義

4回

講義

5回

7回 実技

8回 実技

9回 実技

15回

10回 実技

11回 グループ活動

12回

体育活動13回

14回



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書 堺　章著：新訂　目でみる身体のメカニズム 医学書院

　　筆記試験　　出席状況　　レポート等

関連科目
基礎科学、医用英語、生化学と栄養、病理学、微生物学、薬理学、
疾病治療学、各看護学

教科書 系統看護学講座　専門基礎分野[1]　解剖生理学 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

人体の構造・機能、血液、生体防御、呼吸、循環、内分泌系ホルモン

　1．人体の構造と機能について理解できる。

　2．細胞の構造と機能について理解できる。

　3．血液の組成と機能について理解できる。

　4．生体の防御機能について理解できる。

　5．呼吸・循環の構造と機能について理解できる。

　6．内分泌器官の構造と機能について理解できる。

専門基礎分野

構造機能学Ⅰ

1年次前期
担当教員 看護師

第二看護学科

＜人体の基礎としての構造・機能について学ぶ＞

　Ⅰでは、人体の各部位の名称と区分、最小単位である細胞の構造と機能から学習を始め、

生命維持の源である呼吸・循環・血液の構造と機能について学ぶ。

　外界からの侵入に対する防御機能を学び、また内分泌系（ホルモン）が体内でどのように

作用しているかについて学ぶ。



回 授業内容 指導方法

人体の構造及び細胞の構造
　1．構造機能学を学ぶにあたって
　2．人体各部の名称と区分
　3．細胞の機能 ・細胞周期

細胞の機能
　1．細胞のグルコース代謝とATPの産生
　2．タンパク質の合成
　3．情報伝達
　4．膜電位と細胞の興奮

血液の組成と機能
　1．血液細胞の分化
　2．ヘモグロビンの構造と機能
　3．解離曲線
　4．赤血球の新生、破壊
　5．その他の成分の機能

生体の防御機能（1）
　1．皮膚 ・粘膜における防御
　2．貪食作用
　3．特異的防御作用

生体の防御作用（2）
　1．免疫に関するリンパ球の機能
　2．液性免疫（免疫グロブリン）

呼吸器（1）
　1．呼吸器の構造
　2．内呼吸と外呼吸
　3．気道の機能
　4．異物除去

呼吸器（2)
　1．呼吸運動と調節のメカニズム
　2．ガス交換と酸素の運搬
　3．肺活量

循環器（1）
　1．循環器の模式
　2．心臓の構造（位置と外形）
　3．血液循環の2つの系統

循環器（2）
　1．血管の種類と分布（全身の静脈と動脈）
　2．血管の血流配分
　3．血圧 ・脈拍 ・血流量の調整

循環器（3）
　1．心臓の拍出機能（拍動、興奮とその伝播）
　2．心臓の働きと心電図

内分泌器（1）
　1．内分泌とホルモン
　2．ホルモンの作用機序
　3．全身の内分泌腺と内分泌細胞

内分泌器（2）
　1．視床下部一下垂体系
　2．甲状腺と上皮小体
　3．膵臓
　4．副腎

内分泌器（3）
　1．ホルモンの日内変動
　2．ホルモン分泌の調整

内分泌器（4）
　1．正・負のフィードバック
　2．自律神経系との関連

筆記試験・まとめ

  科目名　　　構造機能学Ⅰ     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回 講義

2回 講義

3回 講義

4回 講義

5回 講義

6回 講義

7回 講義

8回 講義

9回 講義

10回 講義

11回 講義

15回

12回 講義

13回 講義

14回 講義



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

教科書 系統看護学講座　専門基礎分野[1]　解剖生理学 医学書院

参考書 堺　章著：新訂　目でみる身体のメカニズム 医学書院

関連科目
基礎科学、医用英語、生化学と栄養、病理学、微生物学、薬理学、
疾病治療学、各看護学

　1．消化器の構造と機能について理解できる。

　2．排泄路（腎・尿道・膀胱）の構造と機能について理解できる。

　3．生殖器の構造と機能について理解できる。

　4．受精から出生までの過程について理解できる。

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　出席状況　　レポート等

＜人体の構造について理解できる。＞

専門基礎分野

構造機能学Ⅱ

1年次前期
担当教員 看護師

第二看護学科

＜人体の基礎としての構造・機能について学ぶ。＞

　Ⅱでは、消化器、腎泌尿器、生殖器の構造と機能について学ぶ。

　摂取した食物が体内においてどのように消化・吸収されて、体内で利用され排泄に至るかに

ついての知識をつける。

人体の構造・機能、消化・吸収、排泄、代謝、生殖、妊娠



回 授業内容 指導方法

消化器（1）
　1．口腔～食道の構造と機能
　　1）構造
　　2）咀嚼・嚥下（嚥下の三相）
　　3）味覚
　　4）唾液分泌の機能
　2．胃の構造と機能
　　1）胃の構造と形状
　　2）胃における消化（胃液分泌、蠕動運動）

消化器（2）
　1．小腸の構造と機能
　　1）十二指腸から回盲部の構造
　　2）栄養素（タンパク質・糖質・脂肪）の消化・吸収と
　　　　その調節
　　3）水・電解質・ビタミンの吸収
　　4）小腸での消化ホルモンの働き

消化器（3）
　1．膵臓、肝臓、胆嚢の構造
　2．肝臓に流れる血管系の構造
　3．肝臓の機能
　　1）代謝機能
　　2）解毒・排泄機能
　　3）胆汁の産生
　　4）貯蔵機能
　　5）胆汁と膵液の分泌

消化器（4）
　1．大腸と肛門の構造と機能
　　1）胃－大腸反射
　　2）腸内細菌叢
　　3）水分吸収と糞便の形成
　　4）排便調節
　2．腹膜と腸間膜

体液調整
　1．排尿路の構造
　2．腎の構造と機能
　3．腎の機能
　　1）尿生成の過程
　　2）糸球体濾過
　　3）尿細管での再吸収と分泌
　　4）酸・塩基平衡
　4．体液と血圧の調整
　5．酸・塩基平衡
　6．排尿の機序と尿の性状

生殖器
　1．女性・男性生殖器の構造
　2．生殖機能
　3．受精と胎児の発生（妊娠の成立）
　4．妊娠中の母体変化と胎児循環
　5．成長と老化
　　1）成長に影響を与える因子
　　2）老化のメカニズム

筆記試験・まとめ

  科目名　　　構造機能学Ⅱ     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回 講義

2回 講義

3回

講義

4回

5回

講義

6回

15回

7回

講義

8回

9回

10回

11回

講義

12回

13回

14回



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

教科書 系統看護学講座　専門基礎分野[1]　解剖生理学 医学書院

参考書 堺　章著：新訂　目でみる身体のメカニズム 医学書院

関連科目
基礎科学、医用英語、生化学と栄養、病理学、微生物学、薬理学、
疾病治療学、各看護学

　1．運動器の構造と機能について理解できる。

　2．中枢神経の構造と機能について理解できる。

　3．感覚器（視覚、聴覚、平衡感覚、味覚、臭覚）の構造と機能について理解できる。

　4．皮膚の構造と機能について理解できる。

　5．解剖見学を通して、人体の構造と機能について理解できる。

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　出席状況　　レポート等

＜人体の構造と機能について理解出来る＞

専門基礎分野

構造機能学Ⅲ

1年次前期
担当教員 専門学校講師

第二看護学科

＜人体の機能としての構造・機能について学ぶ＞

　Ⅲでは、人間の活動の中心となる運動と思考の中心となる構造と機能について学ぶ。

　机上の学習だけでなく、構造機能学の理解を深めるため解剖見学を行う。

人体の構造・機能、骨、筋、関節、脳、脊髄、神経、感覚器、皮膚



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書 カラーで学べる病理学 ヌーヴェルヒロカワ

　　筆記試験　　出席状況

関連科目 構造機能学、生化学と栄養、薬理学、疾病治療学、微生物学、各看護学

教科書

系統看護学講座　専門基礎　病理学 医学書院

系統看護学講座　専門基礎　解剖生理学 医学書院

系統看護学講座　専門基礎　病態生理学 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

病理学、病因、病態、発生機序

　1．疾病の概念が理解できる。

　2．疾病の病因が理解できる。

　3．疾病の成り立ちと経過が理解できる。

　4．生体の形態的 ・組織的 ・機能的変化が理解できる。

　5．各種臓器の主要疾病の病因が理解できる。

　6．各種臓器の主要疾病の病態が理解できる。

専門基礎分野

病理学

1年次前期
担当教員 医師

第二看護学科

　1．看護を実践するために必要な生体の形態的 ・組織的 ・機能的変化の特徴や原因を学び、

　　疾病の成り立ちを理解する。

　2．各種臓器の代表的な疾病の病理学的特徴を学ぶ。また、各種臓器の機能障害について学ぶ。



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

五訂日本食品標準成分表

備考

参考書

系統看護学講座　別巻5　栄養食事療法 医学書院

林　典夫著：シンプル生化学（改訂第3版） 南江堂

女子栄養大学出版部

関連科目 構造機能学、薬理学、疾病治療学、病理学、微生物学、各看護学

教科書
新体系看護学　専門基礎分野　人体の構造と機能 メディカルﾌﾚﾝﾄﾞ社

栄養生化学

　　筆記試験・出席状況

　1．人体の構成成分と物質代謝について理解する。

　2．健康の保持・増進に必要な栄養について理解する。

　3．食事療法について理解する。

授業計画 (授業単位) 別紙に

代謝、栄養、細胞、発達段階、疾病、栄養状態評価、栄養ケアマネジメント、
NST

専門基礎分野

生化学と栄養

1年次前期
担当教員

専門学校講師
栄養士第二看護学科

　1．生体がどのような化合物で成り立ち、それらの化合物がどのように作られ、壊されて、

　　　生体の恒常性が保たれているのかということの基礎を学ぶ。

　2．人間にとっての栄養の意義や健康障害時に果たす役割について学ぶ。



回 授業内容 指導方法

生化学を学ぶための基礎知識

　1．生命維持に必要な栄養素の構造

　2．細胞の構造と機能

　3．代謝とは

代謝

　1．糖質代謝

　　1）糖質の役割と種類および性質

　　2）糖質の消化吸収　　3）解糖反応とその調節　　4）グリコーゲンの合成と分解

　　5）糖質の脂質への転換　　 6）血糖の調節

　2．脂質代謝

　　1）脂質の役割と種類および性質　　2）脂質の消化吸収　　3）血液中の脂肪

　　4）脂肪酸の代謝　　5）β酸化の調節とケトン体　　6）脂肪酸の生合成

　　7）コレステロールの代謝　　8）プロスタグランジン

　3．蛋白質代謝

　　1）蛋白質の役割と分類および性質　　2）蛋白質の消化 ・吸収

　　3）アミノ酸の利用と代謝　　4）必須アミノ酸の体内合成　　5）窒素酸化合物の排泄

　4．核酸代謝

　　1）デオキシリボ核酸　　2）リボ核酸

　

酵素 ・ビタミン ・水と無機質

　1．酵素の役割と反応

　　1）酵素の役割　　2）酵素の反応様式

　2．ビタミンの役割と特徴

　　1）ビタミンの利用　　2）脂溶性ビタミン各種　　3）水溶性ビタミン各種

　3．水と無機質

　　1）水と無機質の役割　　2）水と無機質の調整

遺伝情報

　1．蛋白質の合成と遺伝

　2．遺伝の仕組み

栄養の定義と評価

　1．栄養の定義と栄養素の種類

　2．栄養状態の評価 ・判定

ライフステージと食生活の問題

　1．ライフステージと栄養

　2．現代の食生活の諸問題と対策

臨床栄養と食事療法

　1．病院食の意義 ・種類　　　　　　2．疾患別食事療法

　3．特殊栄養法　　　　　　　　　　　 4．在宅における栄養

演習：各グループで市販弁当の塩分量測定、エネルギー量計算。

　　 講義2．で得た知識を活用し各グループで分担し、実際のメニュー作りを行い、発表する。

マネジメントとNST

　1．栄養ケアマネジメント

　2．NSTとは

筆記試験 ・まとめ（自己学習）

14回 講義

15回

10回
1．事前学習
確認テスト

11回

講義
演習

12回

13回

9回 講義

  科目名　　　生化学と栄養     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回 講義

2回

講義

3回

4回

5回

6回

講義

7回

8回 講義



科目名 単位数 1 時間数 15

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

教科書 系統看護学講座　専門基礎　微生物学 医学書院

参考書 わかりやすい微生物学 ・感染症学 ヌーヴェルヒロカワ

関連科目 構造機能学、生化学、薬理学、病理学、疾病治療学、各看護学

　2．感染症が起きる過程が理解できる。

　3．感染防御の仕組みが理解できる。

　4．感染対策における、看護者の役割を考えることができる。

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　出席状況

　1．微生物の特徴が理解できる。

専門基礎分野

微生物学

1年次前期
担当教員 短期大学教授

第二看護学科

　微生物の特徴と生体への影響、感染症に関する十分な知識を身につけ、看護師として必要な

対応を知る。

微生物、防御機能、細菌、真菌、ウイルス、原虫、感染、免疫



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書
高久史麿 ・矢崎義雄監修 ：治療薬マニュアル 医学書院

植松俊彦 ・野村隆英 ・石川直久編 ：シンプル薬理学 南江堂

　　筆記試験・出席状況

関連科目 構造機能学、生化学と栄養、疾病治療学、薬理学、微生物学、各看護学

教科書 系統看護学講座　専門基礎[5]　疾病の成り立ちと回復の促進[2]　薬理学 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

薬理学、薬物動態学、薬物、薬物療法、対症療法、補充療法、薬理作用、
作用薬、拮抗薬、医薬品、漢方薬

　1．薬物の基本的な性質 ・身体生理機能との関連を理解する。

　2．治療としての薬物の使用目的を理解し、効果的な治療につながるための扱いに関する

　　　管理方法や看護の役割について理解する。

　3．薬物の薬理作用と生体における薬物動態を理解する。

　4．薬理作用への影響因子及び薬害について理解する。

　5．主要な薬物治療及び関連する薬物は何か、その作用機序 ・治療上の問題や留意点が

　　　理解できる。

　6．身体構造機能別に関連する主要な治療及び薬物、その問題点や扱いについて理解

　　　できる。

専門基礎分野

薬理学

1年次前期
担当教員 薬剤師

第二看護学科

　薬理学を学ぶ意義目的を確認し、主要な治療にかかる薬物の特徴 ・作用機序、人体への影響に

ついて知ると共に、安全で効果的な使用方法や留意事項、管理などの薬物療法を受ける対象への

援助に必要な知識を習得する。



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

臨床病態学　総論　第２版

医学書院

医学書院

医学書院

医学書院

備考

参考書

系統看護学講座　専門基礎　人体の構造と機能[1]　解剖生理学

系統看護学講座　専門基礎　疾病の成り立ちと回復の促進[1]　病理学

系統看護学講座　専門基礎　疾病の成り立ちと回復の促進[2]　病態生理学

　　筆記試験（シラバス１～７　総論５０点　　・　８～１４　血液　５０点）　出席状況

関連科目
基礎科学、医用英語、構造機能学、生化学と栄養、薬理学、病理学、
微生物学、各看護学

教科書
ﾇｰｳﾞｪﾙﾋﾛｶﾜ

系統看護学講座　専門8　成人看護学［4］　血液・造血器

授業計画 (授業単位) 別紙に

薬物療法、化学療法、リハビリ、食事療法、安静療法、手術療法、
急変時の処置、血液・造血疾患

　1．主な検査・処置が説明できる。

　2．主な治療法が説明できる。

　3．症状・病態を学習することにより、フィジカルアセスメントの視点を理解できる。

　4．主な症状とその病態生理が理解できる。

　5．代表的な疾患を理解できる。

　

専門基礎分野

疾病治療学　Ⅰ

1年次後期
担当教員 医師

第二看護学科

　　質の高い医療を提供する基盤となる臨床医学を中心に、看護場面でしばしば遭遇すると考え

　られる主要な病態と治療について学び、現代の医療について理解し看護に結びつける。また、

　フィジカルアセスメントの視点をおさえる。この「疾病治療学Ⅰ」では、総論、血液・造血器障害

　について学ぶ。



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

医学書院

医学書院

医学書院

医学書院

医学書院

備考

参考書

系統看護学講座　専門基礎　人体の構造と機能[1]　解剖生理学

系統看護学講座　専門基礎　疾病の成り立ちと回復の促進[1]　病理学

系統看護学講座　専門基礎　疾病の成り立ちと回復の促進[2]　病態生理学

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　出席状況

関連科目
基礎科学、医用英語、構造機能学、生化学と栄養、病理学、微生物学、
薬理学、各看護学

教科書
系統看護学講座　専門6　成人看護学[2]　呼吸器

系統看護学講座　専門6　成人看護学[3]　循環器

　5．循環器及び呼吸器の代表的な疾患の理解ができる。

　　質の高い医療を提供する基礎となる臨床医学を中心に、看護場面でしばしば遭遇すると考えら

　れる主要な病態と治療について理解し、看護に結びつける。またフィジカルアセスメントの視点を

　おさえる。この｢疾病治療学Ⅱ｣では、循環器系疾患、呼吸器系疾患について学ぶ。

循環器疾患、呼吸器疾患、循環器障害、呼吸器障害

　1．主要な循環器系及び呼吸器系の症状・病態生理が理解できる。

　2．循環器及び呼吸器系の主要症状、病態を学習することにより、循環器系及び呼吸器系の

　　　フィジカルアセスメントの視点が理解できる。

　3．循環器及び呼吸器の診断治療に必要な主な検査について説明ができる。

　4．循環器及び呼吸器の主な治療が説明できる。

専門基礎分野

疾病治療学　Ⅱ

1年次後期
担当教員 医師

第二看護学科



回 授業内容 指導方法

消化器
　1．主な症状 ・病態生理
　　1)嚥下障害　　2)おくび(噯気)・胸やけ　　3)吐き気・嘔吐
　　4)腹痛　　　　　5)吐血・下血　　　　　　　　6)下痢
　　7)便秘　　　　　8)腹部膨満　　　　9)食欲不振と体重減少
　　10)腹水　　　　11)黄疸　　　　　　12)肝性脳症

　2．主な疾患 ・検査・治療
　　1)食道がん　　　　　　　　2)胃・食道逆流

　　3)胃 ・十二指腸潰瘍　　4)胃がん

　　5)潰瘍性大腸炎　　　　6)クローン病
　　7)イレウス　　　　　 　　8)結腸・直腸癌

　　9)　肝炎　　10)肝硬変　　11)肝臓がん　　12)胆石症

　　13)膵炎　　14)急性複症

内分泌 ・代謝
　1．主な症状 ・病態生理
　　1)意識障害　　2)痙攣(テタニー)　　3)頭痛　　　　4)麻痺
　　5)高熱　　　　　6)うっ血性心不全　　7)高血圧
　　8)低血圧(ショック)　　9)狭心症・心筋梗塞　　10)不整脈
　　11)吐き気・嘔吐　　12)腹痛　　13)下痢　　　14)前頚部痛
　　15)関節痛　　16)やせ　　17)肥満　　18)皮膚の異常
　　19)眼症状　　20)甲状腺腫大　　　21)無月経　　　22)浮腫

　2．主な疾患 ・検査 ・治療
　　1)成長ホルモン産生腫瘍(巨人症 ・先端巨大症)
　　2)ACTH産生腫瘍（クッシング病）

　　3)下垂体後葉系疾患
　　4)ADH不適切分泌症候

　　5)バセドウ病　　　　　　　6)副甲状腺機能低下症
　　7)甲状腺クリーゼ

　　8)糖尿病
　　9)肥満症とメタボリックシンドローム

歯科 ・口腔
　1．主な症状 ・病態生理
　　1)疼痛　　　　2)腫脹　　　3)口腔出血

　2．主な疾患 ・検査 ・治療
　　1)齲歯　　　　2)歯槽膿漏

  科目名　　　疾病治療学　Ⅲ     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回

講義
2回

3回

4回

5回

6回

7回

講義

8回

9回

10回

11回

12回

13回

講義

14回

15回 筆記試験 ・まとめ



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

医学書院

医学書院

医学書院

医学書院

医学書院

医学書院

備考

参考書

系統看護学講座　専門基礎　人体の構造と機能[1]　解剖生理学

系統看護学講座　専門基礎　疾病の成り立ちと回復の促進[1]　病理学

系統看護学講座　専門基礎　疾病の成り立ちと回復の促進[2]　病態生理学

　　筆記試験　　出席状況

関連科目
基礎科学、医用英語、構造機能学、生化学と栄養、薬理学、病理学、
微生物学、各看護学

教科書

系統看護学講座　専門9　　成人看護学［5］　消化器

系統看護学講座　専門10　成人看護学［6］　内分泌・代謝

系統看護学講座　専門19　成人看護学［15］　歯・口腔

授業計画 (授業単位) 別紙に

消化器疾患、内分泌・代謝疾患、歯科・口腔疾患

　1．症状・病態を学習することにより、フィジカルアセスメントの視点を理解できる。

　2．主な症状とその病態生理が理解できる。

　3．主な検査が説明できる。

　4．主な治療が説明できる。

　5．代表的な疾患を理解できる。

専門基礎分野

疾病治療学　Ⅲ

1年次後期
担当教員 医師

第二看護学科

　　質の高い医療を提供する基盤となる臨床医学を中心に看護場面でしばしば遭遇すると考えら

　れる主要な病態と治療について学び、現代の医療について理解し看護に結びつける。また、フィ

　ジカルアセスメントの視点をおさえる。この「疾病治療学Ⅲ」では、消化器疾患、内分泌・代謝疾患、

　歯科・口腔疾患器障害について学ぶ。



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

医学書院

医学書院

医学書院

教科書 系統別看護学講座専門　成人看護学［7］［10］［13］［14］ 医学書院

参考書

系統看護学講座　専門基礎　人体の構造と機能[1]　解剖生理学

系統看護学講座　専門基礎　疾病の成り立ちと回復の促進[1]　病理学

系統看護学講座　専門基礎　疾病の成り立ちと回復の促進[2]　病態生理学

　9．代表的な感覚器系疾患を理解できる。

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　出席状況

関連科目
基礎科学、医用英語、構造機能学、生化学と栄養、薬理学、病理学、
微生物学、各看護学

　8．感覚器（眼、耳鼻咽喉）障害に必要な検査、および、治療・処置を理解できる。

運動器疾患、脳神経疾患、感覚器疾患

　1．運動器障害における症状・病態を学習することにより、フィジカルアセスメントの視点を

　　　理解できる。

　2．運動器障害に必要な検査、および、治療・処置を理解できる。

　3．代表的な運動器疾患を理解できる。

　4．脳神経障害における症状・病態を学習することにより、フィジカルアセスメントの視点を

　　　理解できる。

　5．脳神経障害に必要な検査、および、治療・処置を理解できる。

　6．代表的な脳神経疾患を理解できる。

　7．感覚器（眼、耳鼻咽喉）障害における症状・病態を学習することにより、フィジカルアセスメント

　　　の視点を理解できる。

専門基礎分野

疾病治療学　Ⅳ

1年次後期
担当教員

医師
看護師第二看護学科

　　質の高い医療を提供する基盤となる臨床医学を中心に、看護場面でしばしば遭遇すると考えら

　れる主要な病態と治療について理解する。健康問題をもつ人を看護するうえで疾病の理解は重要

　である。そのため、「疾病治療学」では、疾病とその治療に関する科目として器官系統別に区分し、

　症状・病態、検査、代表的な疾患、治療を学ぶ。同時にフィジカルアセスメントの視点を学習する。

　この「疾病治療学Ⅳ」では、運動器障害、脳神経障害、感覚器（眼・耳鼻咽喉）障害について学ぶ。



備考



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

医学書院

医学書院

医学書院

備考

参考書

系統看護学講座　専門基礎　人体の構造と機能[1]　解剖生理学

系統看護学講座　専門基礎　疾病の成り立ちと回復の促進[1]　病理学

系統看護学講座　専門基礎　疾病の成り立ちと回復の促進[2]　病態生理学

　　筆記試験　　出席状況

関連科目
基礎科学、医用英語、構造機能学、生化学と栄養、薬理学、病理学、
微生物学、各看護学

教科書 系統別看護学講座　専門　成人看護学［8］［9］ 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

腎障害、泌尿器障害、アレルギー、膠原病、皮膚疾患、感染症、
女性生殖器障害、男性生殖器障害

　1．症状・病態を学習することにより、フィジカルアセスメントの視点を理解できる。

　2．主な症状とその病態生理が理解できる。

　3．主な検査が説明できる。

　4．主な治療が説明できる。

　5．代表的な疾患を理解できる。

専門基礎分野

疾病治療学　Ⅴ

1年次後期
担当教員

医師
専任教員第二看護学科

　　質の高い医療を提供する基盤となる臨床医学を中心に、看護場面でしばしば遭遇すると考えら

　れる主要な病態と治療について理解する。健康問題をもつ人を看護するうえで疾病の理解は重要

　である。そのため、「疾病治療学」では、疾病とその治療に関する科目として器官系統別に区分し、

　症状・病態、検査、代表的な疾患、治療を学ぶ。同時にフィジカルアセスメントの視点を学習する。

　この「疾病治療学Ⅴ」では、腎・泌尿器障害、生殖器障害、皮膚障害、皮膚感染症について学ぶ。



科目名 単位数 1 時間数 15

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

教科書 わかりやすい関係法規 ヌーヴェルヒロカワ

参考書 系統看護学講座　看護関係法令 医学書院

関連科目 チーム医療概論、医療安全とリスクマネジメント、公衆衛生、社会保障制度

　2．医療関係法規（医事法規、薬事法規、保健衛生法規、予防衛生法規、環境保全・公害関係法規、

　　　環境衛生法規、福祉関係法規、その他）の概要が理解できる。

　3．看護活動と関係法規について理解できる。

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験・出席状況

　1．法の概念が理解できる。

専門基礎分野

医療関係法規

2年次前期
担当教員 副校長

第二看護学科

　人間社会は日常的に法によって規制され、守られて生活が成り立っている。看護も多くの法規に

よって規制され、守られている。対象が「人間」である看護においては、対象の権利を守るためにも

法規を理解する必要がある。看護サービスを提供する上で関わる法規について、看護実践と結び

つけて学ぶ。

法の概念、医療関係法規、看護関係法令



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

教科書 系統看護学講座　専門基礎　社会福祉 医学書院

参考書

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験・出席状況

関連科目 各看護学、在宅看護論

　保健医療福祉の法体系と理念、諸施設、制度を学ぶとともに、医療・看護・福祉の連携における

看護師の役割を考える。

社会福祉法、福祉6法、介護保健、ノーマライゼーション、アドボカシー

　1．社会保障の理念と基本的な制度の考え方について理解できる。

　2．社会福祉への認識を深め、保健医療福祉の関連を理解できる。

　3．医療・看護・福祉の連携の中での看護師の役割を理解できる。

専門基礎分野

社会保障制度

1年次後期
担当教員 社会福祉士

第二看護学科



科目名 単位数 1 時間数 15

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

教科書 系統看護学講座　専門基礎分野　公衆衛生 医学書院

参考書

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験・演習・出席状況

関連科目 各看護学

　公衆衛生の概要や、統計情報、行政活動を知り、生活者の集団としての健康増進に関する

課題と対策を学ぶ。

WHO、プライマリーヘルスケア、ヘルスプロモーション、アルマ・アタ宣言、
産業保健、学校保健、バリアフリー、シックハウス症候群、公害、疫学

　1．公衆衛生の基本内容を理解する。

　2．健康指標となる統計情報を理解する。

　3．生活環境の保全対策について理解する。

　4．地域・学校・職場における保健活動を理解する。

専門基礎分野

公衆衛生

1年次後期
担当教員 看護師



科目名 単位数 1 時間数 15

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書
細田満和子著：｢チーム医療｣の理念と現実 日本看護協会出版会

新体系看護学全書　10　基礎看護学①　｢看護学概論｣ メヂカルフレンド社

　　筆記試験・出席状況

関連科目
病理学、疾病治療学、医療関係法規、医療安全とリスクマネジメント、
人間関係論、各看護学

教科書 系統看護学講座　別巻⑪　｢医学概論｣ 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

とする。

医療、医療法、医療制度、医療倫理、健康、QOL、権利意識、専門性、
協働、患者志向、医療サービス、チーム医療、コメディカル

　1．チーム医療の在り方・チーム医療の意義が理解できる。

　2．現代医療の制度・体制が理解でき、チーム医療の必要性を見出すことができる。

　3．現代医療を支える専門職と各々の役割機能が理解できる。

　4．チーム医療の要素が理解できる。

　5．チームの構成メンバー、その各々の役割について理解できる。

　6．チームアプローチの手法を理解する。

　7．看護専門職として、医療チーム内で果たす役割について考え、専門性への認識を深めることが

　　できる。

学ぶ。全体を通し医療チームにおける看護職の担える役割・独自性を意識し、考えを醸成していく機会

専門基礎分野

チーム医療概論

1年次後期
担当教員

大学助教
副校長第二看護学科

　チーム医療を学ぶにあたっての基本的なわが国の医療システムや、医療機関及び福祉サービス等

の有機的な連携を図る上で必要な知識として、関連機関・職種とその専門性・関連する制度について

学び、良好な医療チーム形成を考えることができるようにする。

　チーム医療の実際としては、チーム医療の要素といわれるチーム医療区分、各々の関係性、チーム

成員の役割を考え学ぶ。また安全でモラルの高い取り組みを目指し、倫理的な側面からチーム医療を



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート

関連科目 心理学、医用英語、情報科学、教育学、人間関係論、基礎科学

教科書 系統看護学講座　専門Ⅰ　基礎看護学[1]　看護学概論 医学書院

　看護の対象となる人間を多面的に捉え、看護を実践できる基礎的能力を養う。

ケア、理論知と実践知、ライフサイクルと健康の関わり、健康への影響要因、
主観的健康と客観的健康、基本的ニーズと健康との関わり、QOL、
基本的人権、個人の尊厳、専門職と倫理、援助的人間関係、
インフォームドコンセントと自己決定、看護過程の構成要素、
根拠に基づいた看護（EBN)、クリティカルシンキング、チームカンファレンス

　1．看護の概念と変遷を理解する。

　2．看護の対象および提供の仕組みを理解する。

　3．社会に求められている看護師の役割を理解する。

専門分野Ⅰ

看護学概論

1年次前期
担当教員 副校長

第二看護学科



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書 演習実習に役立つ基礎看護技術ＤＶＤ付第3版 ヌーヴェルヒロカワ

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート　　技術試験

関連科目 心理学、教育学、人間関係論、基礎科学、医用英語、情報科学

教科書 系統看護学講座　基礎看護学[2]　基礎看護技術Ⅰ 医学書院

　看護の基本となる技術を理解できる。

看護過程、看護における教育・指導、個別指導・集団指導の特性、　ヘルスアセ
スメント、フィジカルアセスメント

　1．看護技術の概念が理解できる。

　2．看護における教育・指導を理解する。

　３．観察技術を習得する。

専門分野Ⅰ

基礎看護学方法論Ⅰ

1年次前期
担当教員 専任教員

第二看護学科



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書

　　筆記試験　　レポート　　演習（技術試験）

関連科目 心理学、教育学、基礎科学、情報科学、医用英語

教科書 系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅱ 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

コミュニケーション、スタンダード-プリコーション、感染予防、体位の種類、安楽
な姿勢、ボディメカニクス、薬剤・放射線の曝露、死の徴候、死後の処置

１、看護におけるコミュニケーション技術を習得する。

２、感染予防の援助技術を習得する。

３、安全管理の援助技術を習得する。

４、安楽確保の援助技術を習得する。

５、死亡時の援助技術を習得する。

専門分野Ⅰ

基礎看護学方法論Ⅱ

1年次前期
担当教員 専任教員

第二看護学科

　看護の基本となる技術を理解できる



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学技術Ⅱ・臨床看護総論

医学書院

備考

　　筆記試験　　レポート　　演習（技術試験）

関連科目 心理学、教育学、人間関係論、基礎科学、情報科学、医用英語

教科書

参考書

授業計画 (授業単位) 別紙に

病床環境、食事摂取の援助、栄養状態の評価、、経管栄養法、経静脈栄養法、
排尿・排便、,浣腸、摘便、導尿、尿失禁、移送・移乗、リラクゼーション、清拭、
病衣、

　1．環境を整える援助技術を習得できる

　2．食生活の援助技術を習得できる

　3．排泄を促す援助技術を習得できる

　4．活動と休息を促す援助技術を習得できる。

　5．清潔・衣生活の援助技術が習得できる。

専門分野Ⅰ

基礎看護学方法論Ⅲ

1年次前期
担当教員

専任教員
看護師第二看護学科

日常生活を整える援助技術を理解できる。



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書

　　筆記試験　　レポート　　演習（技術試験）

関連科目 心理学、教育学、人間関係論、基礎科学、医用英語、情報科学

教科書
系統看護学講座　専門分野[1]　基礎看護学技術Ⅱ・
臨床看護総論

医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

酸素吸入、吸引、排痰法、創傷の管理、与薬、化学療法、輸液療法、輸血の管
理、一次救命処置、心肺蘇生法、穿刺、採血、診察、検体検査、生体検査、ME
機器

　1．呼吸・循環を整える技術を習得できる

　2．創傷管理技術を習得できる

　3．与薬の技術を習得できる

　4．救急救命処置技術を習得できる。

  5．生体機能の管理技術を習得できる

専門分野Ⅰ

基礎看護学方法論Ⅳ

1年次後期
担当教員

専任教員
看護師第二看護学科

　対象の回復を促す技術を理解できる



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート　　看護過程の記録一式

関連科目
心理学、構造機能学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、病理学、微生物学、薬理学、
疾病治療学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ、栄養生化学、看護学概論

教科書

系統看護学講座　基礎看護学[2]　基礎看護技術Ⅰ 医学書院

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[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

系統看護学講座　成人看護学[5]　消化器 医学書院

　看護過程の意義と科学的思考プロセスを理解できる。

情報収集、アセスメント、計画立案、実施・評価、クリティカルパス、
クリティカルシンキング、看護診断、フォーカスチャーティング

　1．個別性を重視した看護実践の方法として看護過程を理解できる。

　2．看護過程を用いて看護展開が理解できる。

専門分野Ⅰ

基礎看護学方法論Ⅴ

1年次後期
担当教員 専任教員

第二看護学科



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

　　　筆記試験　　レポート

　　　理解できる。

専門分野Ⅱ

成人看護学方法論 Ⅰ

1年次前期
担当教員 専任教員

第二看護学科

１．急激な身体侵襲により危機状態から回復過程にある対象の状況に応じた看護を学ぶ。

２．身体機能の低下や喪失したことによる障害受容への支援とその人らしい生活の再構築を支援する

　　看護を学ぶ。

周手術期、術後合併症、　胃切除術、肺切除術、大腸切除術、人工肛門、子宮全
摘
出術、運動機能、高次脳機能、循環機能、性機能、ボディイメージ、セルフケア
心身機能・身体構造障害、活動制限、社会参加、

　1．身体侵襲、検査、手術、薬物療法を受ける患者の生命維持、合併症予防に必要な看護について

　2．機能障害によって生じる問題に対する援助方法が理解できる。

　3．周手術機にある人の看護過程の展開ができる。

授業計画 (授業単位) 別紙に

関連科目
心理学、文化人類学、チーム医療概論、健康管理論、構造機能学、
疾病治療学、各看護学

備考
医療現場での看護師としての実践を基盤に、その実務経験を活かしてシラバス
にそって確かな知識と技術を身につける為の専門知識となる成人看護学の講
義を行う。

教科書

系統看護学講座　別巻1　臨床外科看護総論 医学書院

系統看護学講座　専門分野６　専門分野９　成人看護学：消化器 医学書院

循環器・運動器・脳・神経・女性生殖器 医学書院

参考書
Ｂ．急性期にある患者の看護Ⅱ．周手術期看護 廣川書店

系統看護学講座　別巻3　リハビリテーション看護 医学書院



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

　5．成人の健康障害に応じた看護が理解できる。

成績評価方法

備考

教科書 系統看護学講座　成人看護学[１]　成人看護学総論 医学書院

参考書
国民衛生の動向 (財)厚生統計協会

成人看護学概論

　3．成人を看護するにあたり基本的な対応や有用な理論について理解できる。

　4．成人の健康を維持・増進、疾病予防への援助方法が理解できる。

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　　筆記試験　　レポート　　出席状況

関連科目 心理学、医療関係法規、文化人類学、教育学、各看護学

　2．成人期にある対象の健康問題の特徴が理解できる。

専門分野Ⅱ

成人看護学概論

1年次前期
担当教員 看護師

第二看護学科

１．成人期にある対象の身体的・精神的・社会的特徴、健康問題を理解し成人看護の目的・役割を学ぶ。

２．成人の健康レベルに応じた看護の特徴を学ぶ。

成人看護、健康問題、青年期、壮年期、向老期、メタボリックシンドローム、
アンドラゴジー、アドヒアランス、エンパワーメント、トータルヘルスプロモーション、
健康日本２１、
急性期、回復期、慢性期、終末期、生体侵襲、ストレスコーピング、危機理論、
障害、障害分類、障害受容過程、リハビリテーション、再構築、アドボカシー、

　1．成人期にある対象の成長・発達と役割が理解できる。



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書
慢性期看護論
系統看護学講座　別巻10　緩和ケア

ヌーヴェルヒロカワ
医学書院

教科書

系統看護学講座　専門分野　成人看護学[1]　成人看護学総論 医学書院

系統看護学講座　専門分野　成人看護学[2]　呼吸器、[4]血液・造血器 医学書院

系統看護学講座　専門分野　成人看護学[6]　内分泌・代謝 医学書院

系統看護学講座　専門分野　成人看護学[8]　腎・泌尿器 医学書院

関連科目 心理学、チーム医療概論、構造機能学、疾病治療学、各看護学

　2．症状コントロール、社会生活継続のためのセルフマネジメントについて理解できる

　3．セルフマネジメントが必要な人の看護過程の展開ができる。

　4．がんと共に生きる患者と家族の特徴が理解できる。

　5．がんに伴う症状を緩和するための方法が理解できる。

　6．自己の死生観を深めることができる。

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　　筆記試験　　レポート

　1．慢性疾患におけるセルフマネジメントの考え方、対象の理解ができる。

専門分野Ⅱ

成人看護学方法論 Ⅱ

1年次後期
担当教員 専任教員

第二看護学科

１．生涯にわたり健康障害のセルフマネジメントを必要とする患者と家族を理解し、

　　疾病と共に生活していくことを支援する看護を学ぶ。

２．がんの予防から治療、がんに伴う対象の苦痛を和らげる緩和ケアについて学ぶ。

３．人生の最期を迎える患者とその家族の状況に応じた看護を学ぶ。

セルフマネジメント、症状コントロール、適応、コンプライアンス、栄養代謝機能、
腎機能、人工透析、呼吸機能、造血機能、骨髄移植、がん看護、がん性疼痛、
疼痛ラダー、



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

　加齢に伴う機能変化の一面を持ちながらも、長い人生の中で得た素晴らしい体験と、そこから

生まれる様々な判断をもとに、成長発達を続けている可能性のある存在として対象を理解できる

専門分野Ⅱ

老年看護学概論

1年次前期
担当教員 専任教員

第二看護学科

ように学習する。また、健康を維持 ・増進するための社会の動きの中で、保健 ・医療 ・福祉の動向

を理解し三者の連携の在り方を学ぶ。

授業計画 (授業単位) 別紙に

老年期、高齢化率、ライフスタイル、加齢、平均寿命、生活史、
高齢者保健医療福祉

　1．老年期をライフスタイル ・生活の視点 ・人口学的指標 ・健康指標から理解できる

　2．老年期を生きる人々の特徴が理解できる

　3．加齢に伴う身体的 ・精神的 ・社会的変化を理解できる

　4．老年期を生きる人々の健康が理解できる

　5．高齢者の保健 ・医療 ・福祉の動向と諸問題が理解できる

備考
医療現場での看護師としての実践を基盤に、その実務経験を活かしてシラ
バスにそって確かな知識と技術を身につける為の専門知識となる老年看護
学の講義を行う。

　　筆記試験　　レポート　　授業態度他

関連科目
心理学、人間関係論、文化人類学、チーム医療概論、社会保障制度、
公衆衛生、構造機能学、疾病治療学、各看護学

医学書院

　6．高齢者保健医療福祉施策と課題を理解できる

参考書
アセスメントから始まる高齢者ケア 医学書院

看護のための人間発達学

教科書

系統看護学講座　老年看護学 医学書院

系統看護学講座　老年看護　病態・疾患論 医学書院

系統看護学講座　基礎看護学[4]　臨床看護総論 医学書院



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書 アセスメントから始まる高齢者ケア 医学書院

　　筆記試験　　レポート　　授業態度他

関連科目
心理学、人間関係論、文化人類学、チーム医療概論、社会保障制度、
公衆衛生、構造機能学、疾病治療学、各看護学

教科書

系統看護学講座　老年看護学 医学書院

系統看護学講座　老年看護　病態・疾患論 医学書院

系統看護学講座　基礎看護学[4]　臨床看護総論 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

高齢者の人権、権利擁護（アドボカシー）、自立支援、高齢者差別、
高齢者虐待防止法、コミュニケーション能力、転倒予防

　1．老年看護の目標、機能と役割、老年看護における倫理的課題が理解できる

　2．高齢者の生活を支える看護が理解できる

　3．高齢者のよりより生活を支援するための日常生活援助技術が習得できる

　4．高齢者とのコミュニケーションの特徴と関わり方が理解できる

　5．高齢者特有のリスクとそのマネージメントが理解できる

専門分野Ⅱ

老年看護学方法論Ⅰ

1年次後期
担当教員 専任教員

第二看護学科

　老年看護の基本的考え方と倫理的課題、高齢者の日常生活を支える看護、高齢者特有のリスクと

そのマネージメント、健康障害のある治療・療養の場における技術、継続看護について学ぶ。



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書
アセスメントから始まる高齢者ケア 医学書院

家族看護学 医学書院

　　筆記試験　　課題提出状況並びに内容　　授業態度他

関連科目
心理学、人間関係論、文化人類学、チーム医療概論、社会保障制度、
公衆衛生、構造機能学、疾病治療学、各看護学

教科書

系統看護学講座　老年看護学 医学書院

系統看護学講座　老年看護　病態 ・疾患論 医学書院

系統看護学講座　基礎看護学[4]　臨床看護総論 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

廃用症候群、リビング ウィル

　1．検査 ・治療を受ける高齢者の看護が理解できる

　2．疾患や機能障害を持つ高齢者の看護が理解できる

　3．介護する家族への看護が理解できる

　4．終末期における高齢者の看護が理解できる

　5．高齢者の特徴を踏まえ、看護過程が展開できる

専門分野Ⅱ

老年看護学方法論Ⅱ

1年次後期
担当教員 専任教員

第二看護学科

　検査 ・治療を受ける高齢者の看護、おもな症状と疾患及び障害とその看護、介護する家族への

看護、高齢者の看護過程の展開を学ぶ。



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

医学書院

備考

教科書
系統看護学講座　小児看護学[1]　小児看護学概論　小児臨床看護総論

小児看護 1 系統的アプローチの実際 医歯薬出版株式会社

参考書

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート

関連科目
社会福祉、公衆衛生、医学概論、人間関係論、家族関係論、
精神保健福祉、人体の構造と機能、母性看護学

　小児をとりまく社会の動向を通し、環境の変化がどのように心身の健康に影響を及ぼすかを理解し、

小児看護の役割がどうあればよいのか考えることをねらいとした。また、健康な小児の理解を中心と

して、成長・発達の概念と各発達段階に沿って、成長発達の原則をふまえて小児期の心身の健康な

発育が将来の成人期の健康・人格の形成の土台となることを学習する。

少子化、乳児死亡率、成育医療、児童の権利に関する条約、カウプ、
ローレル指数、肥満度、デンバー式発達スクリーニング検査、発達指数、
知能指数、母乳・人工・混合栄養、離乳、沐浴、事故防止、自殺、いじめ、
児童福祉法、児童憲章、母子健康法、児童虐待防止法、
障害者自立支援医療、学校保健、予防接種、基本的生活習慣、
小児慢性特定疾患治療研究事業、ドメスティックバイオレンス(DV)

　1．小児の特徴と小児を取り巻く環境を理解し、小児看護の基礎を創る。

　2．小児の成長発達を理解し、各発達段階における生活援助を理解する。

　3．小児保健・医療・福祉の動向と対策を理解する。

　4．小児とその家族のアセスメントの仕方を理解する。

専門分野Ⅱ

小児看護学概論

1年次前期
担当教員 看護師

第二看護学科



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

医学書院

医学書院

備考

参考書

教科書

系統看護学講座　小児看護学[1]　小児看護学概論　小児臨床看護総論

系統看護学講座　小児看護学[2]　小児看護学概論　小児臨床看護各論

小児看護学1　系統的アプローチの実際 医歯薬出版株式会社

小児看護学2　小児の主要症状とケア技術 医歯薬出版株式会社

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート

関連科目 公衆衛生、学校保健、基礎看護学、国民衛生の動向

　衛生統計から健康障害の実際や、健康の保持増進のための健康診査や予防接種などを理解する。

また、健康障害が小児とその家族に及ぼす影響を理解し、成長発達段階の特徴を押さえた援助が

必要なことを学ぶ。

デスエジューケーション、ケルニッヒ徴候、発熱、発疹、嘔吐、下痢、脱水、
輪液管理（自動輪液、シリンジポンプ）、固定抑制、蘇生法、穿刺（骨髄・腰椎）、
吸入・吸引、酸素吸入

　1．疾病・障害をもつ小児と家族の基本を理解する。

　2．小児の成長発達を踏まえた基本的な看護技術を理解する。

　3．小児に起こりやすい事故と救急処置を理解する。

　4．小児虐待の特徴と対応を理解する。

専門分野Ⅱ

小児看護学方法論 Ⅰ

1年次後期
担当教員 看護師

第二看護学科



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

医学書院

医学書院

　小児が呈する主な症状や特有な状態・健康障害から、看護上で欠かせない小児と家族のアセス

メントについて学ぶ。さまざまな状況の中で小児と家族へどのような看護が必要なのかをイメージし

やすいよう学習していく。また、安全と看護管理の特徴を学ぶ。特殊技術の演習や具体的な事例を

専門分野Ⅱ

小児看護学方法論　Ⅱ

1年次後期
担当教員

看護師
専任教員第二看護学科

もちい、看護過程の展開を行い、健康障害をもつ小児とその家族に対する看護を学ぶ。

白血病、川崎病、ネフローゼ症候群、喘息、ダウン症候群、麻疹、風疹、水痘、
流行性耳下腺炎、突発性発疹症、てんかん、死の不安と別離不安、外傷予防

関連科目
薬理学、母性看護学、精神保健、在宅看護論、人間関係論、
緩和ケア、基礎看護学、人体の構造と機能

　2．小児の精神疾患の特徴とその看護を理解する。

　3．個別性を踏まえた小児看護を展開するための基礎を理解する。

　1．各健康レベルに応じた小児と家族の看護を理解する。

備考
医療現場での看護師としての実践を基盤に、その実務経験を活かしてシラ
バスにそって確かな知識と技術を身につける為の専門知識となる小児看護
学の講義を行う。

教科書

系統看護学講座　小児看護学[1]　小児看護学概論　小児臨床看護総論

系統看護学講座　小児看護学[2]　小児看護学概論　小児臨床看護各論

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート

小児看護学1　系統的アプローチの実際 医歯薬出版株式会社

小児看護学2　小児の主要症状とケア技術 医歯薬出版株式会社

参考書



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書 国民衛生の動向 （財）厚生統計協会

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　出席状況　　レポート

関連科目
心理学、文化人類学、成人看護学、小児看護学概論、
母性看護学方法論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

教科書
系統看護学講座　専門2　母性看護学[1]　母性看護学概論 医学書院

系統看護学講座　専門2　母性看護学[2]　母性看護学各論 医学書院

母性、セクシュアリティ、リプロダクティブヘルス/ライツ、ジェンダー、
ヘルスプロモーション、アンドロジニー、思春期、成熟期、更年期、性周期、
家族計画、受胎調節、母子保健統計、法規、出生前診断

　1．母性の概念を理解できる。

　2．母性看護の意義、目的が理解できる。

　3．性と生殖は人間存在の根源的営みであることを認識し母性機能を理解できる。

　4．母となる過程は、生物学的、社会的、文化的側面と母性意識の発達に支えられていることを

　　理解できる。

　5．母性看護の変遷を学ぶことにより、現代の母性を取り巻く健康問題を考えることができる。

　6．母性看護の対象は各ライフサイクルにある女性とその家族、および社会であると理解できる。

　7．対象のもつ特性や問題を捉えることができる。

　8．母子保健統計、法規を学ぶことにより、現代の母性の健康問題について考えることができる。

　9．健康問題の分析を経て援助内容を理解できる。

専門分野Ⅱ

母性看護学概論

1年次前期
担当教員 専任教員

第二看護学科

　1．母性看護の対象の把握・理解により母性を身体的・心理的・社会的側面から考える。

　2．母性の概念、歴史的変遷の理解を踏まえ、女性のライフサイクル各期の特徴を学ぶ。

　3．リプロダクティブヘルス/ライツの概念に基づき、女性の問題 ・課題を考察することで、

　　母性の発揮を促進する看護を学ぶ。





回 授業内容 指導方法

母性の概念
　1．母性とは ・母性の特性
　2．母性看護における母性の定義
　3．母子関係と家族発達

セクシュアリティ
　1．セクシュアリティ
　2．人間の性
　3．セクシュアリティの発達と課題

リプロダクティブヘルス/ライツおよびヘルスプロモーション
　1．リプロダクティブヘルス/ライツの概念と課題
　2．ヘルスプロモーションとは
　3．エンパワーメント
　4．健康教育に関するモデル

母性看護のあり方と母性看護の倫理
　1．母性看護の理念
　2．母性看護の本質と特質
　3．母性看護の課題と展望
　4．生命倫理と看護倫理
　5．倫理的意思決定
　6．出生前診断

歴史的変遷と現状
　1．母性看護の変遷
　2．母子保健統計
　3．組織と法律
　4．母子保健施策と母性を取り巻く環境

女性のライフサイクルと家族
　1．ライフコースの変化
　2．性別役割観の変化
　3．家族の発達段階と看護
　4．母性の発達・成熟・継承
　　1)ジェンダー　2)フェミニズム　3)父性　4)親性　5)育児性

各期のライフサイクル ・思春期
　1．思春期の定義・特徴（身体的・心理的・社会的）
　2．性周期
　3．思春期の健康問題と看護
　　1)月経教育　　2)性感染症　　3)妊娠・中絶・性教育

各期のライフサイクル ・成熟期
　1．成熟期の定義・特徴・看護
　2．成熟期の健康問題と看護
　　1)月経困難症

   このコマは不要かな

10回 講義

6回 講義

7回

講義
ビデオ
グループワーク

8回

9回

3回 講義

4回 講義

5回 講義

  科目名　　　母性看護学概論     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回 講義

2回 講義



各期のライフサイクル ・更年期
　1．更年期の定義・特徴・看護（身体的・心理的・社会的）

各期のライフサイクル ・更年期 ・老年期
　1．更年期の健康問題と看護
　　1)更年期障害　　2)尿失禁　　3)骨粗鬆症
　2．老年期女性の特徴（特に女性生殖器）

リプロダクティブヘルスケア
　1．不妊治療とその看護
　2．家族計画
　　1)避妊　　2)受胎調節
　3．性暴力
　4．HIV感染した女性の看護

筆記試験 ・まとめ

13回

講義
グループ討議

14回

15回

11回 講義

12回 講義



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

　1．妊婦が正常に経過し健康な児を出産出来るよう、また妊産婦と家族のセルフケアを支援する

　　ために、妊娠期・分娩期の健康や健康逸脱について理解する。

　2．妊娠期・分娩期を順調に経過するようにウェルネスの視点をもって、妊産婦と家族に援助する

専門分野Ⅱ

母性看護学方法論Ⅰ

1年次後期
担当教員 専任教員

第二看護学科

　　方法を学ぶ。

授業計画 (授業単位) 別紙に

妊娠期、分娩期、妊娠期の異常、分娩期の異常、ウェルネス、マイナートラブル

　1．周産期（妊娠期・分娩期）の生理について理解できる。

　2．周産期（妊娠期・分娩期）の異常について理解できる。

　3．周産期（妊娠期・分娩期）の看護について理解できる。

　4．周産期（分娩期）に必要な看護技術を習得できる。

備考
医療現場での助産師としての実践を基盤に、その実務経験を活かしてシラ
バスにそって確かな知識と技術を身につける為の専門知識となる母性看護
学の講義を行う。

　　筆記試験

関連科目 心理学、文化人類学、母性看護学概論、母性看護学方法論Ⅱ

教科書 系統看護学講座　専門2　母性看護学[2]　母性看護学各論 医学書院

参考書



回 授業内容 指導方法

妊婦 ・胎児と家族の看護 講義
　1．妊娠の身体的特性　　妊娠期の心理 ・社会的変化 事前学習：妊娠の生理と母体の変化

　2．妊婦と胎児のアセスメント（1） 講義
　　1)妊娠経過　　2)胎児の発育　　3)妊婦健康診査 事前学習：胎児の発育と生理

　3．妊婦と胎児のアセスメント（2） 講義
　　（日常生活に関するアセスメント） 事前学習：妊娠の保健指導

　4．妊婦と家族の看護 グループワーク発表
　　1)妊婦の保健指導　　2)親になるための準備教育
　　3)父親役割獲得準備

妊娠の異常
　1．ハイリスク妊娠　　　2．感染症　　　3．妊娠悪阻
　4．妊娠高血圧症候群　　5．血液型不適合妊娠
　6．流産 ・切迫流産　 　　7．早産 ・切迫早産
　8．子宮外妊娠　　 　　　　9．前置胎盤
　10．常位胎盤早期剥離

妊娠の異常に対する看護
　1．上記疾患をもつ妊婦 ・家族への看護

産婦と家族の看護
　1．分娩の要素 ・機序
　2．分娩経過
　3．産婦 ・胎児、家族のアセスメント
　4．分娩各期の看護
　5．分娩各期に必要な看護技術
　　1)レオポルド触診法
　　2)子宮底長測定
　演習：周産期看護技術

分娩の異常
　1．産道の異常 ・娩出力の異常　　2．分娩障害
　3．付属物の異常　　　　　 　　　　　4．分娩時の損傷
　5．分娩直後の異常 ・異常出血　　6．帝王切開術

分娩の異常に対する看護
　1．上記疾患をもつ妊婦 ・家族への看護

筆記試験 ・まとめ

14回 講義

15回

10回

講義（小事例）
演習

11回

12回

13回
事前学習：
分娩時の異常出血
産科処置と手術

9回
事前学習：
分娩の3要素
分娩の経過

  科目名　　　母性看護学方法論Ⅰ     

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回

2回

3回

4回

5回

6回

7回

講義

8回



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

　　家族へ援助する方法を学ぶ。

専門分野Ⅱ

母性看護学方法論Ⅱ

1年次後期
担当教員 専任教員

第二看護学科

　1．産褥期が正常に経過し、褥婦と家族がより円滑に社会生活に復帰するためのセルフケア行動を

　　支援するために、産褥期の健康や健康逸脱について理解する。

　2．新生児が母体外生活に適応でき、家族の一員として迎えられるように、早期新生児の健康や、

　　健康逸脱について理解する。

　3．産褥期、新生児期を順調に経過するようにウェルネスの視点をもって、母子（褥婦 ・新生児）と

産褥期、新生児、産褥期の異常、新生児の異常、ウェルネス

　1．周産期（産褥期・新生児）の生理について理解できる。

　2．周産期（産褥期・新生児）の異常について理解できる。

　3．周産期（産褥期・新生児）の看護について理解できる。

　4．産褥期の事例を用いてアセスメント及び計画立案まで展開できる。

　5．産褥期 ・新生時期に必要な看護技術を習得できる。

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験

関連科目 心理学、文化人類学、母性看護学概論、母性看護学方法論Ⅰ

教科書 系統看護学講座　専門2　母性看護学[2]　母性看護学各論 医学書院

参考書



回 授業内容 指導方法

産褥婦と家族の看護
　1．産褥の経過 ・身体的変化
　2．産褥期の心理 ・社会変化

　3．褥婦のアセスメント（パスの活用を含む）

　4．褥婦の身体機能変化の回復および進行性変化への
　　　看護

　5．児との関係確立への看護　6．育児技術に関わる看護
　7．家族関係構築への看護 ・父親役割

周産期看護技術演習 2－母性看護過程の展開
事例は上記事例を継続し「パスから離脱した褥婦の看護」
アセスメント～看護計画立案までを展開する

産褥期の異常と看護
　1．子宮復古不全　　2．産褥期の発熱　　3．産褥血栓症
　4．AIDS　　　1～4をもつ褥婦・家族への看護

新生児と家族の看護
　1．新生児の生理
　2．新生児のアセスメント

　3．新生児看護の原則
　4．出生直後の看護

周産期看護技術 3－新生児期に必要な看護技術
　1．沐浴
　2．新生児の抱き方
　3．おむつ・衣類交換
　4．新生児のバイタルサイン測定

新生児の異常
　1．低出生体重児　　2．高ビリルビン血症
　3．先天異常　　　　　4．障害

上記疾患を持つ新生児 ・褥婦 ・家族への看護

筆記試験 ・まとめ

3回
事前学習：
乳房トラブルについて

  科目名　　　母性看護学方法論Ⅱ    

  授業内容 (シラバス) 1回＝1こま＝90分

1回 講義（小事例）
事前学習：
産褥経過と生理変化
（各授業開始時に必要内容確認
テスト）2回

11回

ビデオ確認後演習

12回

4回
事前学習：
ボウルビイの愛着理論

5回

講義（継続事例）
演習

6回

7回

8回 講義

9回 講義
事前学習：
新生児の生理
母子分離

10回

13回 講義

14回 講義

15回



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

専門分野Ⅱ

精神看護学概論

1年次前期
担当教員 専任教員

第二看護学科

　精神の健康概念と精神保健の歴史的変遷を学ぶ。

精神障害の第一次予防、第二次予防、第三次予防、精神力動論、
フロイト・エリクソンの漸成的発達理論、アイデンティティとモラトリアム、
アンビバレンス、アダルトチルドレン、ストレスコーピング、
スティグマ（精神的烙印）、精神保健に関する法、行政システム、
精神保健福祉法、国際機能分類の考え方（ICD、DSM)

　1．精神の健康概念と精神の健康に影響を及ぼす要因について理解する。

　2．ライフサイクルにおける発達段階の精神保健問題および現状と課題について理解する。

　3．精神医療、看護の変遷を理解し、精神の法制度について理解する。

備考
医療現場での看護実践を基盤に、その実務経験を活かしてシラバスにそっ
て確かな知識と技術を身につける為の専門知識となる精神看護学の講義を
行う。

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　出席状況　　レポート

関連科目
心理学、倫理学、文化人類学、人間関係論、保健体育、公衆衛生、
成人看護学概論、精神看護学方法論Ⅰ、精神看護学方法論Ⅱ

教科書
系統看護学講座　専門Ⅱ　精神看護学[1]　精神看護の基礎 医学書院

系統看護学講座　専門Ⅱ　精神看護学[2]　精神看護の展開 医学書院

参考書
廣川書店 ヌーヴェルヒロカワ

国民衛生の動向 (財)厚生統計協会



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書
看護場面の再構成 日本看護協会出版会

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験(シラバス１～７　疾患・治療５０点　　８～１４　看護５０点）　　出席状況　　レポート

関連科目
心理学、倫理学、文化人類学、人間関係論、公衆衛生、薬理学、
成人看護学、チーム医療概論、精神看護学概論、精神看護学方法論Ⅱ

教科書
精神看護学Ⅰ ヌーヴェルヒロカワ

精神看護学Ⅱ ヌーヴェルヒロカワ

　精神疾患と症状のアセスメント・診断・治療・回復過程を学び、セルフケアマネジメントについて

理解する。

自己一致とコンフロンテーション、プロセスレコード、看護師のジレンマ、
看護師のメンタルヘルス、プラシボ、チームダイナミクス、精神療法、
看護カウンセリング、治療的環境、コミュニティにおける精神保健・精神看護

　1．精神疾患およびその障害による生活への影響を理解する。

　2．精神に障害をもつ対象への治療環境および主な療法について理解する。

　3．精神看護における治癒的コミュニケーション技術と自己洞察を学ぶ。

専門分野Ⅱ

精神看護学方法論Ⅰ

1年次後期
担当教員

医師
看護師第二看護学科





科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書
廣川書店 ヌーヴェルヒロカワ

オレムのセルフケアモデル - 事例を用いた看護過程の展開

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　出席状況　　レポート

関連科目
心理学、倫理学、文化人類学、人間関係論、公衆衛生、薬理学、
成人看護学、チーム医療概論、精神看護学概論、精神看護学方法論Ⅰ

教科書
精神看護学Ⅰ ヌーヴェルヒロカワ

精神看護学Ⅱ ヌーヴェルヒロカワ

　精神に障害をもつ対象の看護、精神に障害をもつ対象とその家族への看護を看護過程の展開を

通して学ぶ。

看護の理論家たち、シュヴィング、ぺプロウ、オーランド、トラベルビー、
オレムとアンダーウッド、アサーティーブトレーニング、セシュエー、
エンパワメントとレジリアンス、看護カウンセリング、リエゾン精神看護、
ＡＳＴプログラム、社会生活技能訓練（ＳＳＴ）、精神障害者のケアマネジメント

　1．精神看護に求められる基本的援助について理解する。

　2．精神症状や精神状態によって影響された生活を整えるための援助について理解する。

　3．社会の動向と精神科以外での精神看護の機能と役割について理解する。

専門分野Ⅱ

精神看護学方法論Ⅱ

1年次後期
担当教員

看護師
専任教員第二看護学科



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書 [在宅ケア]　クリニカルパスマニュアル 中央法規出版

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート　　参加度

関連科目
各看護学、リハビリテーション看護、精神保健福祉、医療関係法規、
社会保険制度、公衆衛生、人間関係論、文化人類学、心理学

教科書 系統看護学講座　統合分野　在宅看護論 医学書院

　在宅看護の概念を踏まえ、在宅看護の対象と看護の機能と役割が理解できる。

社会の変化と在宅看護、アドボカシー、成年後見制度、介護方法の指導、
家族介護者の健康、レスパイトケア、介護保険制度、在宅看護に必要な
社会資源、ケアマネジャーの役割とその方法、地域連携、クリティカルパス、
地域で療養する人を支える仕組みと利用

　1．在宅看護が必要とされる背景と基本理念が理解できる。

　2．在宅看護の対象と必要な援助が理解できる。

　3．在宅看護を支える社会資源の活用の必要性が理解できる。

　4．訪問看護の機能と役割が理解できる。

統合分野

在宅看護概論

1年次後期
担当教員 専任教員

第二看護学科



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書 「POS」 「クリニカルパス」　「NANDA」　「ゴードン」

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート

関連科目 成人看護学、老年看護学、小児看護学、精神看護学、緩和ケア

教科書
系統看護学講座　基礎看護学[1]　看護学概論 医学書院

系統看護学講座　基礎看護学[2]　基礎看護技術 医学書院

　1．在宅で療養する対象の健康状態に応じた看護と社会資源活用の基本が理解できる

　2．在宅看護過程の事例展開を通して在宅看護の特徴が理解できる

24時間の連絡体制、リスクマネジメント、薬物管理、身体障害、精神障害、
知的障害、緩和ケアー、ALS、脊髄損傷、障害者自立支援法、在宅での看取り

　1．安心した在宅生活に必要な看護が理解できる。

　2．在宅における終末期の看護が理解できる。

　3．難病で療養する対象の看護が理解できる。

　4．障害を持ちながら生活する対象の看護が理解できる。

　5．在宅で療養する高齢者への看護が理解できる。

　6．在宅で療養する子どもへの看護が理解できる。

　7．在宅看護における目標のもとに在宅看護活動が立案できる。

統合分野

在宅看護方法論Ⅰ

1年次後期
担当教員

副校長
専任教員第二看護学科



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

系統看護学講座　在宅看護論 医学書院

参考書

教科書

系統看護学講座　基礎看護学[1]　看護学概論 医学書院

系統看護学講座　基礎看護学[2]　基礎看護技術 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

　　筆記試験　　レポート  演習参加状況

関連科目 成人看護学、老年看護学、小児看護学、精神看護学、緩和ケア

　訪問看護技術の基本技術と療養する対象のアセスメントをもとに在宅における生活支援技術が

理解できる。

訪問時のマナー、初回訪問、自分らしいプログラムの作成、気分転換法、
在宅におけるヘルスアセスメント、フィジカルアセスメント、吸引、入浴介助、
在宅酸素療法、人工呼吸療法、嚥下機能が低下した人の食事の援助

　1．在宅における基本技術が理解できる。

　2．生活環境の調整が理解できる。

　3．在宅におけるフィジカルアセスメントが理解できる。

　4．在宅における日常生活支援技術（日常生活援助と医療処置）が理解できる。

統合分野

在宅看護方法論Ⅱ

1年次後期
担当教員 専任教員

第二看護学科



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書 災害時のヘルスプロモーション
山本保博　監修

装道社
山崎達枝　編集

　　筆記試験　　演習参加状況

関連科目 チーム医療概論、医療関係法規、専門[1]　基礎看護学

教科書 系統看護学講座　統合分野　災害看護学 ・国際看護学 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

災害サイクル、START式トリアージ、PTSR、ASD、PTSD、青年国際協力隊

　1．災害医療 ・災害看護の概念を理解する。

　2．災害看護の特殊性を理解し、災害各期における災害活動、看護の役割が理解できる。

　3．災害現場における初期対応体制について演習を通して理解できる。

　4．災害による生活変化に伴う健康問題と、心のケアの必要性が理解できる。

　5．国際的な災害救援活動の現状と、看護師の役割をグローバルヘルスの視点で考える

　　　ことができる。

統合分野

災害看護と国際協力

2年次後期
担当教員

看護師
専任教員第二看護学科

　1．災害医療 ・災害看護についての基礎的知識を学ぶ。

　2．国際社会での諸外国との協力について考えることができる。



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

履修者へのコメント

　　筆記試験　　演習参加状況

関連科目 チーム医療概論、医療関係法規、各看護学

教科書 系統看護学講座　統合分野　医療安全 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

医療安全、事故防止、ヒューマンエラー、インシデント、アクシデント、
医療過誤、危機管理、安全管理

　1．医療システムの中の危険要因について理解できる。

　2．看護業務の範囲と責任について理解できる。

　3．安全を守るための看護の方法と対策が考えられる。

　4．ハイリスク状況下で安全な看護を提供するための判断力・実践力を高めることができる。

　5．技術演習を通して、専門職としての安全を守るためリスクセンス能力を身につけられる。

　6．技術演習を通して、専門職としての責任感と倫理観を身につけられる。

統合分野

医療安全とリスクマネジメント

2年次前期
担当教員

看護師
専任教員第二看護学科

　1．医療安全の基礎的知識を学ぶ。

　2．診療補助的業務に伴う事故防止のための知識・技術を習得する。



科目名 単位数 1 時間数 30

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書
医療安全ワークブック（第2版）　著：川村治子 医学書院

看護学生のためのケース・スタディ メヂカルフレンド社

　　筆記試験　　演習参加状況

関連科目 チーム医療概論、医療関係法規、各看護学

教科書
系統看護学講座　統合分野　看護管理 医学書院

系統看護学講座　基礎看護学[1]　看護学概論 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

マネジメント、人的資源、リーダーシップ、フォロワーシップ、キャリア開発、
ラダー

　1．看護サービスを提供するための看護管理の基本を理解する。

　2．組織の中での看護師の役割を理解する。

　3．看護研究の意義と方法を理解する。

　4．実践した看護を振り返りケース・スタディとしてまとめることができる。

統合分野

看護管理と研究

2年次前期
担当教員

看護師
専任教員第二看護学科

　1．看護管理についての基礎的知識を習得し、組織の中での看護師の役割を理解できる。

　2．看護研究の意義と方法を理解し、実践した看護の振り返りができる。



科目名 単位数 1 時間数 15

開設期

対象学生

授業目的

キーワード

授業目標

成績評価方法

備考

参考書

　　レポートおよび実技試験等総合的に評価する。

関連科目 系統看護学講座　専門Ⅱ　成人看護学 ・老年看護学

教科書 系統看護学講座　専門Ⅰ　基礎看護学[1]、[2]、[3] 医学書院

授業計画 (授業単位) 別紙に

　1．二人の患者の援助計画が立案できる。

　2．複数患者に対して援助の優先順位を判断した行動計画が立案できる。

　3．チームメンバー、他職種と連携して状況に応じた看護の実践ができる。

　4．診療補助技術と日常生活援助技術を組み合わせ、時間経過の中で適切に援助できる。

　5．緊急・突発事態に対して判断し、患者各人に必要な援助ができる。

　6．看護実践を振り返り、対象・看護業務・自己の臨床実践能力等の視点で分析・考察ができる。

統合分野

看護統合技術

2年次後期
担当教員 専任教員

第二看護学科

　1．臨床に近い状況下で複数の患者への看護を通して、統合的な判断や対応をする

　　　能力を養う。

　2．看護技術を組み合わせて、複数患者の状態や状況に応じた援助ができる。


