
期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12004-01医療統計学

後期 2  1 授業形態:講義馬場　みちえ
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　保健医療分野において、統計解析は治療看護効果の科学的根拠やエビ
デンスを得るための重要な技法である。自己の研究課題について得られ
た統計資料を分析するには、統計技法の基本的な考え方を正しく理解す
ることが必要である。そのために、医療統計学に関連する体系的知識や
統計技法の基本、統計データの解釈の方法およびその意義と重要性につ
いて理解を深めなければならない。
　本講義では、医療統計学に関連する体系的知識はもとより、簡単な基
本統計、パソコンによる表計算ソフトを利用した統計ソフト、演習を通
して保健分野で用いられる統計解析技法、自己の研究課題に必要な推測
統計・多変量解析技法、結果の解釈について学ぶことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．自己の研究課題に必要な統計技法および医療統計学の基礎について
学ぶことができる。また、研究の妥当性や必要性、治療看護の効果、疫
学研究から因果関係を調査するための考え方を深めることができる。
２．医療統計学の理解を深めるために、保健医療福祉にかかる分野に焦
点をあてた統計データを収集・整理し、表計算ソフトを利用して解析
し、分析・解釈できる。
３．医学および看護における論文を抄読し、医療統計の分析・解釈を理
解できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．医療統計における基本的な概念を理解している。
２．保健医療福祉における医療統計の使用について自分の考えを述べる
ことができる。
３．医療統計における基本的な方法について理論を理解し、統計ソフト
を使用することができる。
４．医学および看護論文について医療統計の分析・解釈について意見を
述べることができる。
１～４を評価基準に、課題への取組・プレゼンテーション（60％）、レ
ポート（40％）で評価する

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
高木広文　ナースのための統計学　医学書院　ISBN978-4260007726　
2376円　
小塩真司、SPSSとAmosによる心理調査データ解析第版　東京書籍　
ISBN978-4489021008　3024円
参考図書
中村好一、論文を優しく読み書くためのやさしい統計学、診断と治療
社、2014
ISBN978-4787817945　4212円
石村貞夫、SPSSによる統計処理の手順第7版　東京図書
ISBN978-4-489-02169-5　2800円　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

表計算ソフト（EXCEL）の簡単な使い方等の知識を必要とするので、
EXCELでの計測を学習しておくこと。また受講にあたってはEXCELの
入ったノートパソコンを必要とする。
また、講義中に講義資料と事前課題を配布する。テキストとともに事前
に目を通しておくこと。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には事
後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回　医療統計とは何か
第2回　統計のためのデータとは何か
第3回　記述統計と推測統計
第4回　統計的仮説検定とは
第5回　エクセル統計解析を用いた基本的使用方法　
第6回　SPSS統計ソフトを用いた基本的使用方法
第7回　検定の基本的考え方　パラメトリック検定　
第8回　検定の基本的考え方　ノンパラメトリック検定
第9回　統計解析　回帰分析、因子分析の技法
第10回　多変量解析の基本技法
第11回　研究論文クリティーク　観察研究・横断研究と医
療統計
第12回　研究論文クリティーク　ケースコントロール研究
と医療統計
第13回　研究論文クリティーク　コホート研究と医療統計
第14回　研究論文クリティーク　介入研究と医療統計
第15回　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12001-01英語文献講読

後期 2  1 授業形態:講義兼岡　秀俊、宮林郁子、ハーランド　ジェーン
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　科学的研究活動のためには、先行する研究成果を広く世界に求め、
英語文献を正しく読解することは避けて通ることは出来ない。英語文
献講読のための基礎について学ぶ。受講生の多くは英語から遠ざかっ
て久しい。本科目では、医療看護分野の最新の研究成果や先行研究に
ついての情報を得るために、英語文献の検索法と看護雑誌や医学雑誌
の読解をとおして英語原著論文を正確に読むために必要な知識や技
術、論文作成の基本について学習する。また和文論文作成の際に求め
られる英文抄録の書き方を学ぶ。英文講読の教科書の1つとしては、
看護職者が学生時代に必ず触れるナイチンゲール著「看護覚え書」を
用いる。但し講義の中では単なる英語の和訳ではなく、文章の中で、
なぜその語が用いられたのか、専門学的、社会的観点に立って考える
ために、あえて対訳本を用いる。教科書は市販が終了しており、全学
生分を教員が準備し貸与する。購入の必要は無い。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．論文の抄録を英語で書く基本を理解する。
2．文献データベースを用いて目的の論文を検索し入手できる。
3．英語論文の構成と特徴を説明できる。
4．英語論文を読解し、その内容を発表できる。
5．その論文の意味すること、その論文が書かれた科学的,社会的背景
について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　到達目標の達成度を、課題レポート（50%)と予習・取り組み姿勢・
プレゼンテーション力（50%）を基準に評価する。出席状況が悪い場
合は減点されることがある。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1，フローレンス･ナイチンゲール：看護覚え書　対訳、小林章夫他
訳、うぶすな書院、東京、2,600円、ISBN978-4-900470-10-1（教員が準
備する）
2，その他の必要な対象論文はその都度配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　到達目標を達成するためには、こまめに辞書を引き、時間をかけて
予習することが求められる。授業には英和辞書を、可能なら医学英和
辞典（Kato's Integrated English-Japanese Medical Dictionary, Nanzandoな
ど）を持参すること。
　各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後に
は事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．①英語文献のデータベースとその利用方法．
     ②英語医学・看護学論文の基本的構成（宮林）
2．英語医学・看護学原著論文（質的研究分野）抄読演習
（宮林）
3．英語論文抄読①「看護覚え書」 はしがき（兼岡）　
4．英語論文抄読②「看護覚え書」 はしがき（兼岡）
5．英語論文抄読③「看護覚え書」序章（兼岡）
6．英語論文抄読④「看護覚え書」序章（兼岡）
7．英語論文抄読⑤「看護覚え書」序章（兼岡）
8．9．英語論文の読み方①　抄録（ハーランド）
10．11．英語論文の読み方②　はじめに（ハーランド）
12．13．英語論文の読み方③　結果（ハーランド）
14．15．英語論文の読み方④　考察（ハーランド）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I22002-01課題研究

通年 2  2 授業形態:演習宮林　郁子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　これまでの看護実践で体験した事例や、クリティカル看護の演習、
実習などのフィールド活動を通して得た知見をもとに、医療、看護の
現状から問題を分析し課題を設定して研究計画を立案する。研究計画
の実施によって得られた結果をもとに、EBPを踏まえた臨床知見や技
術開発について検討し課題研究論文にまとめる。課題を追究するプロ
セスを通して、看護ケアを改善、向上させるために実践の場で必要と
される倫理的態度、分析能力、客観性、論理的思考力を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.看護実践において、看護ケアの改善、向上、開発の意識を持ち疑問
を追及する態度を養う
2.看護実践上の課題を明確にする
3.課題に関連した文献レビューによりEBPを導き出す
4.看護実践の結果からデータ収集し、統計的手法や文献を用いて適切
に分析する
5.研究成果はEBPを踏まえた実践の証明や、技術開発など看護実践に
役立つものである
6.クリティカル看護における倫理的問題に気付き、倫理的問題に対す
る解決方法を検討する
7.客観的で論理的な課題研究論文としてまとめる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題研究審査規定に準ずる。
研究内容を口頭発表、論文審査によって評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考書：授業時に随時連絡

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回、学生が取り組んできた内容についてゼミ形式ですすめる
授業前に指示された課題について、事前に2時間かけて学習し授業に
臨むこと。事後は指導中に指摘された課題・問題点を2時間かけて研
究し、次回の授業に臨むこと。受講者の発言、提出物等により事後学
習の成果を確認する。なお、授業の初回にガイダンスを行い、事前・
事後学習や報告の方法等、受講に必要な諸事項を説明する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-5.設定する課題の特定化
1）これまでの看護実践で体験した事例や、クリティカル
看護の演習、実習などのフィールド活動を通して、課題研
究で取り上げる課題を設定する
2）課題は、クリティカル領域の看護問題、改善すべき課
題、看護の技術開発、治療環境の問題、医療チームの問
題、倫理的問題などから設定する
6-10.課題に関連した文献レビュー
1）国内外の課題に関連した文献を検索・収集し、整理し
て文献リストを作成する
2）作成した文献リストをもとにゼミで討議することに
よって課題の探求方法を見出す
11-15.研究計画の作成
1）課題研究の背景、意義、目的、課題追求方法を含めた
研究計画を作成する
2）作成した研究計画を様々な方向から討議する
3）検討結果をもとに研究計画を完成させる
16-25.データ収集と分析
1）データを集計して整理した結果をまとめる
2）データの集計結果を、統計学的手法や文献を活用して
分析する
26-30.分析結果に対する考察・論文化
1）理論や臨床知見、先行文献を使って分析結果を解釈し
考察する
2）分析結果の解釈と考察を、様々な方向から討議し考察
を深める
3）課題研究論文としてまとめる



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I22002-02課題研究

通年 2  2 授業形態:演習緒方　久美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

クリティカルケア看護学、クリティカルケア看護学演習等で学修した
内容をふまえ、クリティカルケア看護実践を通して急性・重症患者と
その家族に関する特定の課題を見出し、研究のプロセスに沿って文献
検討と調査を行い、臨床現場に寄与する知見として論文にまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.クリティカルケア看護実践と文献検討を通して自らの関心領域から
特定の課題を見出すことができる。
2.研究計画書、倫理申請書を作成し、研究のプロセスに沿って実行で
きる。
3.研究で得られた知見を論文にまとめることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1.評価基準
課題を明確にし、解決に導くための文献を選出できているか、文献検
討をもとに実施可能な研究計画書を作成できているか、研究の倫理的
配慮ができているか、収集したデータをもとに考察できているかにつ
いて評価する。
2.修士論文完成にいたるまでの課題レポート70％、課題への取組み・
プレゼンテーション力を30％として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に指定しない。随時参考資料を提示する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.オリエンテーション
2-4.研究課題の明確化と文献検討
5-8.研究計画書の作成と倫理申請準備
9-20.研究課題に関するフィールド調査実施、収集したデー
タの検討
21-25.データ分析・考察
26-30.論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12005-01看護管理論

前期 2  1 授業形態:講義塚原　ひとみ、吉川千鶴子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

管理に関する基礎理論の変遷を踏まえ、組織論、人的資源育成論、看護
専門職に関する知見を概説し、看護管理者に求められる役割と責務や
CNSに必要な看護管理を考察する。さらに、医療・看護を取り巻く現状
から、高い看護サービスを提供するために求められるマネジメントにつ
いて臨床のマネジメントの実際を通して学ぶ。 臨床のトップマネジメン
ト、チーム医療・組織づくりの実際については中川朋子臨床教授のと討
論の機会を設ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．我が国における看護管理の現状と課題が説明できる。
２．看護管理に関する基礎的知識･技術を知り、質の高い看護サービス
の提供方法を検討することができる。
３． CNSや看護管理者に求められる役割を果たすための組織での位置づ
けや職務の分担、効果的なチーム医療における役割について説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業（討議を含む）参加度は、授業・討論を通して自己の意見を多角的
に表現できているかを評価の基準とする。プレゼンテーション/レポート
では、看護管理に関する現状や自己の意見・課題について明確に記述し
ているかを評価の基準とする。
授業（討議を含む）への参加度（40％）、プレゼンテーション/課題レ
ポート（60％）を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：
特に指定しない

参考文献：
日本経済新聞社編、やさしい経営学、日経ビジネス文庫、2002年、648
円/ISBN-13: 978-4532191498
日本経済新聞社編、これからの経営学、口径ビジネス文庫、2010年、
750円/ISBN-13: 978-4532195458
井部俊子　中西睦子監修、看護管理学習テキスト第1巻～７巻日本看護
協会出版会/2015年
金井壽宏:リーダーシップ入門、日経文庫、2005年、1,080円/ ISBN-13:
978-4532110536
望月護：ドラッカーの実践経営哲学、PHPビジネス新書、2006年、800
円/ ISBN-13: 978-4569790671
佐藤博樹、武石恵美子：職場のワーク・ライフ・バランス、日経文庫、
2010年、900円/ ISBN-13: 978-4532112127
スティーブンP. ロビンス: 組織行動のマネジメント、ダイヤモンド社、
2009年、3,024円/ ISBN-13: 978-4478004593
近藤隆雄：サービス・マネジメント入門―商品としてのサービスと価値
づくり―、生産性出版2004年、1,800円/ISBN-13: 978-4820117704
松尾睦：経験からの学習-プロフェッショナルへの成長プロセス、同文館
出版、2006年、3,456円/ISBN-13: 978-4495375812
時井聰：専門職論再考、学文社、2002年、2,900円/ISBN-13:
978-4762011498

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

参加者間のプレゼンテーションや討議を中心に授業を展開するため、事
前に提示する看護管理に関する課題を学習して疑問を明確にして参加す
ること。受講後には、検討した看護管理に関する課題についての自己の
意見をまとめておくこと。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には事
後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．看護実践における看護管理の目的と役割（塚原）
2．看護師の専門職性とCNS、役割拡大と責務の範囲（塚
原）
3．看護サービスの考え方と看護サービスの質保証（塚
原）
4．看護専門職のリーダーシップに関する文献検討（塚
原）
5．組織論：質の高い看護の提供のための組織化と組織分
析 （塚原）
6．専門職としてのキャリア発達とキャリア開発システム
の現状と課題（吉川）
7．看護サービス提供のマネジメント：看護体制と勤務体
制（吉川）
8．看護サービス提供のマネジメント：看護職のワークラ
イフバランス（吉川）
9．看護安全とリスクマネジメント（吉川）
10. 医療保険制度と診療報酬と看護の報酬（吉川）
11．医療現場におけるトップマネジメントの実際（塚原）
12．高い専門性を生かしたチーム医療・専門職連携の推進
（塚原）
13．CNSの効果的な活用のための組織づくり（塚原）
14．看護組織内で発生しやすい諸問題の検討（塚原）
15．看護専門職（CNSを含む）・看護管理実践の活動計画
を描く（発表）（塚原）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12009-01看護教育論

後期 2  1 授業形態:講義中嶋　恵美子、小栁　康子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

日本における看護学教育の歴史的変遷、教育制度、関係法規について
学び、看護基礎教育ならびに看護継続教育の現状と課題を検討し、問
題解決に向けた方法を考察する。また専門看護師、看護教員、臨床で
教育の役割を担う看護者が、各々の領域において教育的機能を果たす
ために必要な基礎的知識や技術を学び、模擬授業を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．日本における看護基礎教育ならびに看護継続教育の現状と課題を
検討し、問題解決に向けた方法を考察することができる。
２．専門看護師、看護教員、臨床で教育の役割を担う看護者が、各々
の領域において教育的機能を果たすために必要な基礎的知識や技術を
修得することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

日本における看護基礎教育と看護継続教育の現状と課題、問題解決方
法を理解したか、教育的機能を果たすために必要な基礎的知識や技術
を修得したかを評価基準とする。
評価方法は、討議（20％）、プレゼンテーション（30％）終了後レ
ポート（50％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特に指定しない

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

文献検索・精読・要約を事前に行うなど、主体的取り組みと積極的参
画を期待する。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．オリエンテーション（中嶋・小栁）
本科目のねらい、意義、学習方法について
2．専門職としての看護・看護学教育の概念（中嶋）専門
職の特質・基準と看護専門職の比較検討・スペシャリスト
とジェネラリスト
3～6．以下の内容に関し文献を精読し、プレゼンテーショ
ン・討議をする（中嶋）
　3．看護学教育の教育制度と関係法規
　4．社会の変化と看護学教育の歴史的変遷
　5．継続教育の現状と課題
　6．これからの看護学教育の展望
7～12．以下の内容に関する関連文献・課題図書を精読
し、プレゼンテーション・討議を行う（中嶋・小栁）
　7．カリキュラム開発とカリキュラムデザイン、カリ
キュラム評価
　8．看護師のコンピテンシー　　
　9．クリティカルシンキングとリフレクション
　10．成人学習理論：成人教育の概念、アンドラゴジー、
自己決定型学習（SDL）
　11．学習のアウトカムとその設定、教育目標と教育評
価、学習成果の可視化
　12．キャリアマネジメント：キャリア発達理論、組織コ
ミットメントとキャリアコミットメント、キャリアマネジ
メントのプロセス、
13～15．臨床における教育活動の実際（（中嶋・小栁）
　13．自身の関心分野における教育プログラムの作成と概
要説明
　14．作成した教育プログラムの部分的実施（模擬授業）
　
　15．模擬授業の振り返り、本授業のまとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21021-01看護教育・管理方法論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義塚原　ひとみ、中嶋　恵美子、吉川　千鶴子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

看護基礎教育の歴史的変遷や看護継続教育において基本となる知識や
生涯学習理論・成人学習の在り方に関する理解を深め、学生や看護職
者の発達支援の方法を吟味する。
今日の教育現象や看護実践の場における教育的問題の検討から研究や
看護教育実践の課題解決のための方法論を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 看護基礎教育や看護継続教育の基本となる知識や生涯学習理論・成
人学習の在り方に関する理解を通して、学生や看護職者の発達支援の
方法に関する課題を検討する。
2.教育現象や看護実践の場における教育的問題の現状と課題を考察
し、看護教育の研究領域、研究方法を吟味する。
3.自己の看護教育や実践指導の現状と課題を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業（討議を含む）参加度は、授業・討論を通して自己の意見を多角
的に表現できているかを評価の基準とする。プレゼンテーション/レ
ポートでは、看護教育・管理方法論に関する現状や自己の課題を明確
に記述しているかを評価の基準とする。
授業（討議を含む）への参加度（40％）プレゼンテーション／課題レ
ポート（60％）を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

小山真理子：看護教育の原理と歴史　医学書院、2003年、3,024
円/978-4260367219
杉森みどり・舟島なをみ：看護教育学　医学書院、2016年、5,184
円/978-4260019613
赤尾勝己編：生涯学習理論を学ぶ人のために　世界思想社、2010年、
1,900円/978-4790710653
マルカム・ノールズ：成人教育の現代的実践　鳳書房、2002年、5,000
円/978-4900304833
ドナルド・ショーン：専門家の知恵　ゆるみ出版、2003年、1,700
円/978-4946509261
Ｊ.デューイ：民主主義と教育　岩波文庫、2004年、660円
安酸史子　他：経験型実習教育　医学書院、2015年、3,200円
等を参考にする。その他授業で使用する資料は、適宜配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

参加者間のプレゼンテーションや討議を中心に授業を展開するため、
事前に提示する看護教育に関する課題を学習して疑問を明確にして参
加すること。
受講後には、検討した看護教育に関する課題についての自己の意見を
まとめておくこと。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回：看護教育、看護学教育とは何か（塚原）
第２回～３回：看護学教育と看護基礎教育制度の歴史的変
遷（中嶋）
第４回：看護学教育における看護倫理教育（中嶋）
第５回～６回：成人学習理論を用いた看護師の育成につい
ての検討（中嶋）
第７回～８回：生涯学習理理論に関する文献検討（塚原）
第９回～10回：看護基礎教育・看護継続教育における文献
検討（塚原）
第11回～12回：看護の臨床現場における教育的支援（吉
川）
第13回～14回：新人看護師育成支援の現状と課題（吉川）
第15回：これまでの学習を踏まえ教育への応用可能性を各
自の経験をもとに検討（塚原）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21022-01看護教育・管理方法論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義塚原　ひとみ、中嶋　恵美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

看護組織･管理方法の理論や概念の学習及び自己の看護管理実践の省察
を通して、看護管理の現状と課題を分析する。また、看護の質測定や
検証のための方法論を理解し、看護研究および看護実践への適用を探
求する。
リスク・マネジメント、意思決定、組織風土･組織文化、目標管理、顧
客満足、組織倫理、キャリア開発論などに関する文献検討･グループ
ワークを通して、実践現場の現象と理論を理解し課題解決のための方
法論を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.看護組織･管理方法の理論や概念の学習及び、自己の看護管理実践と
比較して実践状況を表現できる。
2.自己の看護管理の現状と課題を説明できる。
３.看護の質測定や検証のための方法論を理解し、看護研究及び看護実
践への適用について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業（討議を含む）参加度は、授業・討論を通して自己の意見を多角
的に表現できているかを評価の基準とする。プレゼンテーション/レ
ポートでは、看護組織・・管理方法論に関する現状や自己の課題を明
確に記述しているかを評価の基準とする。
授業（討議を含む）への参加度（40％）プレゼンテーション／課題レ
ポート（60％）を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：特になし

参考文献：
井部俊子　中西睦子監修、看護管理学習テキスト（第1巻～8巻）日本
看護協会出版会、2015年
金井壽宏:リーダーシップ入門、日経文庫、2005年、1,080円/ ISBN-13:
978-4532110536
望月護：ドラッカーの実践経営哲学、PHPビジネス新書、2006年、800
円/ ISBN-13: 978-4569790671
スティーブン P. ロビンス: 組織行動のマネジメント、ダイヤモンド
社、2009年、3,024円/ ISBN-13: 978-4478004593
近藤隆雄：サービス・マネジメント入門―商品としてのサービスと価
値づくり―、生産性出版、2004年、1,800円/ISBN-13: 978-4820117704
近藤隆雄：サービス・イノベーションの理論と方法、生産性出版、
2014年、2,800円/ ISBN-13: 978-4820120032
奥野明子：目標管理のコンティンジェンシー・アプローチ、白桃書
房、2004年、3,000円/ ISBN-13: 978-45561263999
Edgar H. Schein:：キャリア・アンカーー自分のほんとうの価値を発見
しよう、白桃書房、2003年、1,600円/ ISBN-13: 978-4561233855

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

参加者間のプレゼンテーションや討議を中心に授業を展開するため、
事前に提示する看護管理に関する課題を学習して疑問を明確にして参
加すること。
受講後には、検討した看護管理に関する課題についての自己の意見を
まとめておくこと。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には事
後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回：看護教育・看護管理実践とは何か、組織とは何
か・管理方法に関する理論（塚原）
第2回：組織における人間行動、集団行動（塚原）
第3回～4回：看護職のストレスマネジメントに関する文献
クリティーク（塚原）
第5回：職場のストレスに関する現場の分析と課題（塚
原）
第6回～7回：医療安全、リスク・マネジメントに関する文
献クリティーク（中嶋）
第8回：医療安全、リスク・マネジメントに関する実践現
場の分析と課題（中嶋）
第9回～10回：サービスの質基準と顧客満足（塚原）
第11回～12回：看護の質評価に関する文献クリティーク
（中嶋）
第13回～14回：看護の質を評価する基準を用いた現場の分
析と課題（中嶋）
第15回：看護組織運営に生かす目標管理の現状と課題（塚
原）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21023-01看護教育・管理論演習

通年 4  2 授業形態:演習塚原　ひとみ、中嶋恵美子、吉川千鶴子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

看護教育・管理学領域における実践活動や関連文献を検討し、自己の
教育実践や管理実践の省察を含めて参加者間の討議を進め、自己の研
究課題や研究方法を明らかにする。さらに、その課題のための一連の
研究プロセスに取り組む、成果を発表する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．看護教育或いは管理論領域に関する系統的な文献検索ができる。
２．教育や管理に関する諸理論を整理し、課題や問題を明確化でき
る。
３．適切な研究計画を立案できる。
４．看護教育や管理実践現場でのフィールドワークに取り組む。
５．成果を明確に論理的に記述できる。
６．フィールドワークで得られた成果について発表と討議を行う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

授業（討議を含む）参加度は、授業・討論を通して自己の意見を多角
的に表現できているかを評価の基準とする。プレゼンテーション/レ
ポートでは、看護教育・管理論に関する自分の見解とフィールドワー
クで得られた成果を明確に記述しているかを評価の基準とする。
授業（討議を含む）への参加度（40％）プレゼンテーション／課題レ
ポート（60％）を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：特になし

参考文献：
佐藤学：教師花伝書、小学館、2009年、1,296円/ISBN-13:
978-4098373840
舟島なおみ：看護教育学研究 第2版―発見・創造・証明の過程、医学
書院、2010年、4,104円/ ISBN-13: 978-4260011327
R.エマーソン：方法としてのフィールドノート、新曜社、2004年、
3,800円/ISBN-13: 978-4788506558
松尾睦：経験からの学習-プロフェッショナルへの成長プロセス、同文
館出版、2006年、3,456円/ISBN-13: 978-4495375812
井部俊子　中西睦子監修：看護管理学習テキスト　第８巻看護管理学
研究、日本看護協会出版会、2015年、2,200円 /ISBN-13:
978-4818009783
古川久敬：構造こわし－組織変革の心理学－、誠信書房、1998年、
2,250円/ ISBN-13: 978-4414303216
近藤隆雄：サービス・マネジメント入門―商品としてのサービスと価
値づくり―生産性出版、2004年、1,800円/ISBN-13: 978-4820117704
小田博志：エスノグラフィー入門、春秋社2011年、3,000円/ ISBN-13:
978-4393499115

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

受講するにあたって、研究課題に関連した文献検討やフィールドワー
クなどに主体的に取り組み、実施するための準備を行う。
受講後は、フィールドワークで得られた結果について分析し自己の意
見をまとめること。
各回の事前学習として、予習を30分程度すること。また授業後には事
後学習として、復習を30分程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１～２回:オリエンテーション（塚原）
第３～４回：教育・管理に関連した研究課題（塚原）
第５～６回：看護教育或いは看護管理領域の関心のテーマ
に関する文献検討①（吉川）
第７～８回看護教育或いは看護管理領域の関心のテーマに
関する文献検討②（中嶋）
第９回～10回看護教育或いは看護管理領域の関心のテーマ
に関する文献検討①（塚原）
第11回～58回：フィールドワーク計画と準備、研究計画書
及び倫理申請書を作成する。
研究計画に基づいたフィールドワークを実践し、結果をレ
ポートにまとめる。（塚原・中嶋）
第59回～60回：実践結果のディスカッションとレポートの
修正（塚原・中嶋・吉川）

第11回～第58回
　指導担当学生に対して各々が演習を行う。
 



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I11001-01看護研究

前期 2  1 授業形態:演習原田　春美、塚原ひとみ　緒方久美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

看護実践において、専門的知識・技術の向上や看護を開発するための
実践の場における研究活動に必要な分野を超えた共通する知識、基本
的な研究方法とそのプロセス、研究者としての姿勢、倫理的配慮につ
いて教授する。研究論文のクリティークから研究の信頼性、妥当性の
評価等についても学習する。また、看護研究とその成果の活用が、高
度実践看護師にとっても必須であることを理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．看護研究を実践するための研究プロセスおよび方法論の基礎を学
ぶことができる。
２．自らの研究課題を探索し、その解決や理論構築に用いる研究方法
を選択することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．プレゼンテーション（50％）、授業への参加態度（50％）から総
合的に評価する。
２．評価基準
１）プレゼンテーションは、①複数の研究方法について適切に明確に
説明することができるか、②研究課題の探索の過程を論理的に述べて
いるか、研究方法の選択の適切性を明確に述べているかについて評価
する。
２）授業参加態度は、積極的な発言をしているか、その発言は明確で
論理的であるかについて評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

ポーリット＆ベック　看護研究-原理と方法第2版　医学書院　
ISBN978-4-260-00526-5 10260円

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には、提示された課題について調べたり、資料を作成したり等
準備しておく。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．授業の概要、研究とは、看護研究とは（原田）
2．研究プロセスの概観（原田）
3．研究の概念（原田）
4．研究デザインと研究方法（原田）
5．看護研究における倫理（原田）
6．研究の公表と利用（原田）
7．質的帰納的研究デザインと手法(特徴、いくつかの質的
研究とその理論背景等)（原田）
8．質的帰納的研究のデータ収集方法と分析方法（原田）
9．量的研究のデザイン、量的研究における標本抽出のデ
ザイン（第8章・13章）（緒方）
10．量的研究におけるデータ収集計画のデザインと実施、
データの質の評価（第14章・18章）（緒方）
11．量的データの分析：記述統計、推測統計（第19章・20
章）（緒方）
12．量的データの分析：多変量統計学（第21章）（緒方）
13．介入研究デザインと手法（塚原）
14．介入研究のデータ収集方法と分析方法（塚原）
15．介入研究法を用いた研究論文のクリティーク（塚原）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12015-01看護政策論

後期 2  1 授業形態:講義及び演習馬場　みちえ、宮林　郁子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

保健医療福祉政策の基本的構造、政策決定過程を学び、看護専門職が
制度・政策にどのようにかかわるべきか、そこで担うべき看護の役割
とは何か、また、どのように看護活動に反映させていくかなど、高度
実践看護師を含む看護専門職としてヘルスケア政策への働きかけを学
習し、政策参画・提言への自己の見解を示すことができる

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．看護をとりまく我が国の政策の変遷と今後の方向性を理解する。
2．看護政策と医療政策過程の関連を理解する。
3．看護の質を向上させるための政策と政策決定過程、課題を理解す
る。
4．看護・ヘルスケアを巡る政策課題を明らかにし、チーム医療の中
で高度実践看護師を含む看護専門職が看護政策過程に関わることの重
要性を理解する。
5．今後の医療・介護の機能分化・機能分担について、看護専門職の
政策決定過程への参画とその実際を分析・評価し、今後の取り組みを
検討する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

グループディスカッションにおける事前準備状況、積極的な取り組み
姿勢、プレゼンテーションの構成、内容および論理性を評価基準とす
る。
課題レポートは、テーマに沿っているか、課題探究は十分か、根拠に
基づいているか、考えを自分で述べているかを評価基準とする。
グループワーク・プレゼンテーション(60%)、課題レポート(40%)を基
準とし、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
Ann B.Hamric、Charlene M.Hanson,Mary Fran Tracym Eileen T.O'Grady編
　中村美鈴、江川幸二訳：高度実践看護統合的アプローチ.Advanced
Practice Nursing AnIntegrative Approach.原著第5版ヘルス出版(9800円、
2017年出版、ISBN:978-4892699283)
参考文献
適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

実践現場における看護専門職における医療看護の提供と法律および制
度を重ねて考えるために、事前課題および事後学習を必須とする。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

馬場みちえ、宮林郁子
１医療保険制度について考える①
２医療保険制度について考える②
３高度実践看護師の役割開発
４高度実践看護への発展的かつ革新的な取り組み
５エビデンスに基づく実践
６リーダーシップ
７コラボレーション
８事業計画と医療償還機構
９マーケティングと交渉
１０法的規則、法律、資格認証要件の理解
１１変化する環境における健康政策課題
１２高度実践看護のアウトカムとパフォーマンス改善に関
する研究の動向
１３実績と患者アウトカムの評価および改善のための医療
情報技術の活用
１４まとめ①
１５まとめ②



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12010-01看護理論

後期 2  1 授業形態:講義宗正　みゆき
◎－－－　授業の概要　－－－◎

  
看護学の発達史を概観し、看護学の知の構造、学問体系を踏まえて、看護実践の
基盤となる諸理論と看護現象との関係について理解を深めるために必要な知識を
教授する。また、諸理論について検証と実践への適用からクリティークし、看護
学の発展に向けて看護実践における看護理論の意味と価値について検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

＜知識・理解＞
1．実践科学として看護学の知識体系や構造を理解することができる
2．看護学の発展の歴史を概観し、看護における理論の重要性について理解する
ことができる
3．看護現象から概念化、理論開発の過程や構造について説明することができる
4．看護理論の分析・評価の視点や方法について説明することができる
5．実践事例を取り上げ、諸理論を適用して看護の現象を理解し、諸理論の適用
と限界につい て分析・評価し、説明することができる
＜態度・志向性＞
6．高度看護実践において看護理論活用の意味と価値を考察し、自らの考えを表
現することができる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
・到達目標1･2･4については、授業の取り組み、特に授業中の質問や意見などの
発言内容、課題レポートから評価する。
・到達目標3･5･6についてはプレゼンテーションの内容:構成、論理性、文献の活
用、説明：わかりやすい、簡潔明瞭を評価基準とする 。また、プレゼンテー
ション後のディスカッションは授業の取り組みとして評価する。
・到達目標1･2･6については課題レポートでも評価する。課題に沿った、内容の
構成になっているか、課題探求、論理性は十分か、複数の文献を活用し考察して
いるか、さら自身の言葉で表現しているかを評価基準とする。
②割合
　プレゼンテーション(60%)、授業における取組状況(10%)、課題レポート(30%)
で評価します。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

＜テキスト＞
筒井真優美編：看護理論家の業績と理論評価　医学書院ISBN978-4-260-02085-5　
C3047(6400円+税)、
Ann Marriner Tomey &　Martha　Raile Alligood著、都留伸子監訳：看護理論家と
その業績第3版　医学書院ISBN4-260-33339-9　C3047(6400円+税)、
Lorraine Olszewski Walker & Kay Coalson Avant著、中木高夫、川崎修一訳：看護に
おける理論構築の方法　医学書院ISBN978-4-260-00688-0(3800円＋税)、
Jacqueline Fawcett著、太田喜久子、筒井真優美監訳：看護理論の分析と評価 新訂
版　医学書院ISBN987-4-260-00634-7(4200円＋税）　
授業で適宜提示する
＜参考書＞
Peggy L.Chinn & Maeona K.Kramer著、川原由佳里監訳：看護学の総合的な知の構
築に向けて　エルゼビア・ジャパンISBN978-4-86034-883-0(4600円+税)、
Julia B.George 編、南裕子、野嶋佐由美、近藤房恵他訳：看護理論集　日本看護
協会出版会　isbn987-4-8180-1718-4(3900円＋税)
授業で適宜提示する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・しっかり事前準備をしてプレゼンテーションすること。発表資料は簡潔にまと
めて、活用した文献を提示すること（90分以上）。できれば、授業の前日までに
配布すること。
各回の事前学習として、発表者のテーマに則して使用のテキストや関連資料を調
べて授業に参加すること（60分）。また授業後は事後学習として、テキスや発表
者の資料をもとに振り返り、関連する文献を活用して理解を深めること（60
分）。
・授業終了時に示す課題についてレポートを作成すること（60分）。
 

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-2．　コースオリエンテーション、看護学の歴史的変遷
及び看護理論の発達史について
3-4．　看護科学の知の構造とパターン、看護理論の意
義、構成要素、種類について
5-6．　看護学における理論構築の意義とその過程、概念
分析、看護理論の適用と限界についての分析・評価
7-8．　看護実践の基盤となる主要な諸理論(ニード論・相
互作用論)についてプレゼンテー
ション　実践事例を取り上げ、理論を適用して分析、評価
　
9-10．看護実践の基盤となる主要な諸理論(セルフケア・適
応・システム理論)について　
プレゼンテーション　実践事例を取り上げ、理論を適用し
て分析、評価　　
11-12．看護実践の基盤となる主要な諸理論(ケアリング理
論)について　プレゼンテーション
実践事例を取り上げ、理論を適用して分析、評価
13-14．看護実践の基盤となる主要な諸理論(コンフォー
ト・ストレス―コーピング・不確かさの理論)についてプ
レゼンテーション　実践事例を取り上げ、理論を適用して
分析、評価　
15．まとめ　看護実践の質向上のための看護理論の活用に
ついて議論する



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I11002-01看護倫理

後期 2  1 授業形態:講義宮林　郁子、佐久間　良子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現代の医療・看護における倫理的課題と背景について、医療の進展に
よる諸問題、生命の質、患者・クライエントの権利に関わる問題を、
「生・病・老・死」の観点から概観し、倫理的な問題解決のプロセス
について探求する。その中で、看護実践における倫理的な問題・葛藤
に対して、関係者間での倫理的調整を行うなどの看護専門職者のあり
方・役割・責任について、哲学・生命倫理の視点から倫理的に考察す
る。また、国内外の文献講読を通して倫理的課題への対応について教
授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1． 看護実践が行われる保健・医療・福祉等の分野における倫理的課
題と背景について、医療の進展による諸問題、生命の質、患者・クラ
イエントの権利に関わる問題を、「生・病・老・死」の観点から概観
し、倫理的な問題解決のプロセスについて探求することができる。
2． 看護実践における倫理的な問題や葛藤に対し、関係者間での倫理
的調整を行うなど看護専門職者のあり方・役割・責任について哲学・
生命倫理の視点から倫理的に考察することができる。
3． 国内外の文献講読を通して倫理的課題への対応について理解する
ことができる。
4． 今後の看護倫理のあり方や方向性について再考することができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート( 50%)、 プレゼンテーション( 50%)
【評価基準】
・ディスカッションにおける事前準備状況、積極的な取り組み姿勢、
プレゼンテーションの構成、内容、および論理性を評価基準とする。
・課題レポートは、テーマに沿っているか、課題探求は充分か、根拠
に基づいているか、文献を用いているか、考えを自分の言葉で述べて
いるかを評価基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：後日提示する。
参考文献：Sara T.Fry & Megan-Jane Johnstone 著、片田範子、山本あい
子訳：看護実践の倫理　第3版　日本看護協会出版会　
ISBN：978-4-8180-1512-8
Thompson, J.E & Thompson, H.O 著、ケイコ．イマイ・キシ、竹内博
明、山本千沙子監訳：看護倫理のための意思決10 のステップ　日本看
護協会出版会　　ISBN:978-4818010475

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前課題は必ず期日までに提出すること。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．生命倫理・医療倫理と看護倫理の成立と基本原理、倫
理網領と歴史的背景
(宮林)
2．看護学における倫理：看護専門分野における倫理的課
題やジレンマを解決するために必要な倫理的思考力
(宮林)
3．看護実践における倫理的課題と高度実践看護専門職の
役割の基本について (宮林)
4．倫理的課題における分析と対処方法：意思決定のス
テップの活用演習
(宮林)
5．看護実践における倫理的課題への看護職としての倫理
的調整役割とアプローチ
(宮林)
実践的な場面で遭遇する様々な倫理的問題(課題)に関する
倫理的調整の役割演習（6-11）
6．事例検討1 (インフォームド・コンセント)
(宮林、佐久間)
7．事例検討2 (アドボカシー倫理的決定と看護師の責務)
(宮林、佐久間)
8．事例検討3 (アドバンスディレクティブ)
(宮林、佐久間)
9．事例検討4 (倫理的な課題のアセスメント)
(宮林、佐久間)
10．事例検討5 (人の出生にまつわる倫理的課題)
(佐久間)
11．事例検討6 (人生の最終段階における倫理的課題)
(佐久間)
12-13．患者家族の意思決定と医療者の協働：高度実践看
護専門職として個人及び組織が果たすべき役割についての
考察
1)他職種連携 2)倫理コンサルテーション
(宮林)
14．看護と倫理教育：看護スタッフの倫理的感受性と対処
能力向上への支援
(宮林)
15．看護実践における看護研究と倫理的課題：高度実践看
護師としての今後の展望と課題
(宮林、佐久間)

授業内容及び順序は入れ替わることがあるので注意するこ
と。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21033-01クリティカルケア看護学

前期 2  1 授業形態:講義宮林　郁子、浦　綾子、吉川　千鶴子、坂梨　左織、牧　香里
◎－－－　授業の概要　－－－◎

クリティカル状況にある患者の回復に向けチーム医療に基づくケアと
キュアが融合した介入、人間関係論や家族看護論に基づく患者・家族
への援助的な関わりを学ぶ。
ゼミ形式によるプレゼンテーション、ディスカッションを含めて講義
を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．クリティカル状況にある患者の回復を促す治療と看護ケアについ
て説明できる。
2．医師や看護師、薬剤師、理学療法士等の保健医療福祉に携わる人
と協働し、患者とその家族に介入するための相談、調整の役割を説明
できる。
3．人間関係論と家族看護論を基盤とするアセスメントにより、クリ
ティカル状況にある患者と家族の特徴を理解し看護介入の技能を説明
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
・ディスカッションによる成果発表の内容、およびプレゼンテーショ
ンの構成、論理性を評価基準とする。
・課題レポートは、テーマに沿っているか、課題探求は充分か、根拠
に基づいているか、文献を用いているか、考えを自分の言葉で述べて
いるかを評価基準とする。
講義への参加度20％、プレゼンテーション40％、最終レポート40％で
総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト:デブラ・J・リン‐マッカーレ・ウィガン、キャレン・K・
カールソン編　卯野木健監訳：AACN(米国クリティカルケア看護協
会)クリティカルケア看護マニュアル　原著第5版　エルゼビア・ジャ
パン(8500円、2007年出版、ISBN:978-4860348847)
オーラ・リー・ストリックランド、コーリン・ディローリオ編　井部
俊子監　中岡ひさ子訳：看護アウトカムの測定　患者満足とケアの質
指標　エルゼビア・ジャパン(4000円、2006年出版、
ISBN:978-4860348793)
参考文献：John R. Cutcliffe, Hugh P. McKenna著　山田智恵理監訳：看
護の重要コンセプト20；看護分野における概念分析の試み　エルゼビ
ア・ジャパン(4860円、2008年出版、ISBN:978-4-86034-727-7)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に提示された文献は丁寧に抄読し参加する。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．オリエンテーション（宮林）
2．クリティカル状況にある患者と家族の包括的理解（宮
林）
3-4．急性呼吸不全患者の看護（牧、浦）
5-6．心筋梗塞患者の看護（浦）
7-8．中枢神経障害患者の看護（牧）
9-10. 侵襲的医療処置（大動脈バルンパンピング、体外
ペーシング、胸腔ドレナージ）と看護（浦）
11．クリティカル状況にある患者の鎮静と看護（浦）
12．人間関係論の基本的視点、クリティカルケア場面での
人間関係形成過程、効果的なコミュニケーション技能と信
頼関係（宮林、吉川）
13．家族看護論の理解（家族システム、家族機能、家族役
割、家族ストレス対処理論）（吉川、坂梨）
14．クリティカル状況での多職種協働における看護の役割
（吉川）
15．クリティカル状況での多職種協働における看護の役割
（事例検討）、まとめ
（宮林、吉川）

授業内容おおび順序は入れ替わることがあるので注意する
こと。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21034-01クリティカルケア看護学演習Ⅰ

前期 2  1 授業形態:演習宮林　郁子、岩永　和代、浦　綾子、吉里　孝子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

クリティカル状況における個人の選択と意思決定の問題を扱い、事例
検討を通して倫理的問題を解決するための実践力を養う。事例検討は
担当者のプレゼンテーションと討議を中心に展開する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．クリティカル状況にある患者と家族の選択と尊厳について理解を
深めることができる。
2．クリティカル状況で生じる倫理的問題や葛藤に関心を持ち、認識
できる感受性を養うことができる。
3．クリティカルケアにおいて倫理的問題を解決・調整する援助方策
を検討することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
・ディスカッションによる積極的な取り組み姿勢、プレゼンテーショ
ンの構成、内容、および論理性を評価基準とする。
・課題レポートは、テーマに沿っているか、課題探求は充分か、根拠
に基づいているか、文献を用いているか、考えを自分の言葉で述べて
いるかを評価基準とする。
講義・演習への参加度20％、プレゼンテーション40％、最終レポート
40％で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：森岡恭彦著：医の倫理と法－その基礎知識－　南江堂(1944
円、2010年出版、ISBN：978-4-524-26327-1)
シオバン・ネルソン、スザンヌ・ゴードン編　井部俊子監　阿部里美
訳：ケアの複雑性－看護を再考するエルゼビア・ジャパン(3240円、
2007年出版、ISBN:978-4-86034-729-1)
参考文献：星野一正編著：生命倫理と医療－すこやかな生とやすらか
な死－　丸善(3204円、1994年出版、ISBN:978-4-621-03957-1)

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に提示された文献は丁寧に抄読し参加する。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．オリエンテーション（宮林）
2．クリティカルケアを受ける患者と家族の選択、自由、
尊厳（岩永）
3．生命倫理と臨床倫理、看護倫理の考え方（宮林）
4．クリティカル状況におけるインフォームドコンセント
（浦）
5．クリティカル状況で生じる倫理的問題と意思決定への
支援 （浦）
6．クリティカル状況における身体拘束や不動状態にある
患者・家族への関わり
（事例検討）（岩永）
7．クリティカル状況における生命維持処置を要する患
者・家族への関わり
（事例検討）（岩永）
8．クリティカル状況における予後告知に関する患者・家
族への関わり（事例検討）（浦）
9．クリティカル状況における治療中止を訴える患者・家
族への関わり（事例検討）（浦）
10．クリティカル状況における脳死・臓器移植に関する患
者・家族への関わり
（事例検討）（浦）
11．クリティカル状況から死にゆく患者と家族への関わり
（ロールプレイ）
（浦、岩永）
12．クリティカルケア看護実践場面におけるアドボカ
シー・倫理的決定と看護の役割（吉里）
13-14．クリティカルケアを行う看護師のジレンマ①②
（吉里）
15．まとめ（宮林）
授業内容及び順序は入れ替わることがあるので注意するこ
と。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21035-01クリティカルケア看護学演習Ⅱ

後期 2  1 授業形態:演習宮林　郁子、岩永　和代、浦　綾子、有田　久美、吉里　孝子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

クリティカル状況にある患者の全人的苦痛を緩和・軽減するためのケ
ア・処置の理論、原理、方法、効果判定に関する知識と技能につい
て、講義・事例検討・文献レビュー・演習を通して専門性を理解し実
践力を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．クリティカル状況にある患者およびその家族の全人的苦痛を包括
的に理解し、苦痛から解放する看護ケアについて説明できる。
2．クリティカル状況にある患者と家族を安楽にする看護ケアの技能
を習得することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
・ディスカッションによる成果発表の内容、およびプレゼンテーショ
ンの構成、論理性を評価基準とする。
・課題レポートは、テーマに沿っているか、課題探求は充分か、根拠
に基づいているか、文献を用いているか、考えを自分の言葉で述べて
いるかを評価基準とする。
講義・演習への参加度20％、プレゼンテーション40％、最終レポート
40％で総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：デブラ・J・リン‐マッカーレ・ウィガン、キャレン・K・
カールソン編　卯野木健監訳：AACN(米国クリティカルケア看護協
会)クリティカルケア看護マニュアル　原著第5版　エルゼビア・ジャ
パン(8500円、2007年出版、ISBN:978-4860348847)

参考文献：適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に提示された文献は丁寧に抄読し参加する。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．オリエンテーション（宮林）
2．クリティカル状況にある患者の全人的苦痛と看護ケア
（浦）
3．クリティカル状況にある患者の全人的苦痛とComfort
care（宮林）
4．クリティカル状況にある患者の痛みのコントロールと
効果判定（浦）
5．クリティカル状況にある患者の気管内挿管や人工呼吸
器管理と苦痛緩和
（吉里)
6．クリティカル状況にある患者の代謝・輸液管理、熱傷
患者の苦痛緩和
（岩永、吉里）
7．クリティカル状況にある患者の低体温・循環管理と苦
痛緩和（浦）
8．クリティカル状況にある患者の症状マネージメント①
（皮膚・創傷管理）
（有田、岩永）
9．クリティカル状況にある患者の症状マネージメント②
（栄養管理）
（有田、岩永）
10．クリティカル状況にある患者の苦痛と看護ケア（事例
検討）①（岩永）
11．クリティカル状況にある患者の家族の苦痛と安楽への
看護ケア①（文献レビュー）（岩永）
12．クリティカル状況にある患者の家族の苦痛と安楽への
看護ケア②（演習）
（岩永、浦、有田）
13．クリティカル状況にある患者の苦痛と看護ケア（事例
検討）②（宮林、浦）
14．クリティカル状況にある患者の苦痛と看護ケア（演
習）（岩永、有田）
15．まとめ（宮林）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21036-01クリティカルケア看護学演習Ⅲ

後期 2  1 授業形態:演習緒方　久美子、牧　香里
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　救命・救急におけるクリティカル状況にある患者と家族への看護
を、看護の概念や理論、各方面の最新のガイドラインを活用して事例
検討を行い、EBPに基づく実践力を養う。
　文献レビューと実践報告を行い、ゼミ形式で討議する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．クリティカルケアにおけるCNSの役割を理解し、専門看護師として
の活動の実際を説明できる。
2．救命・救急治療を受ける患者と家族への看護介入と課題を説明で
きる。
3．クリティカル状況にある患者のEBPに基づく看護介入を説明でき
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1.評価基準
課題レポートは、エビデンスに基づくアセスメントおよび看護実践が
説明されているかを評価する。プレゼンテーションと参加態度では、
エビデンスを基にした内容であるか、論理的な思考で積極的に発言し
ているかについて評価する。
2.事例への看護介入に関する課題レポート25％、CNSの役割に関する
課題レポート25％、プレゼンテーション資料20％、プレゼンテーショ
ン時の発言内容・態度20％、ゼミへの参加態度10％として総合的に評
価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1.シオバン・ネルソン、スザンヌ・ゴードン編　井部俊子監　阿部里
美訳：ケアの複雑性－看護を再考する　出版社：エルゼビア・ジャパ
ン
ISBN：978-4-86034-729-1（定価3,240円）
2.清水敬樹：ICU実践ハンドブック―病態ごとの治療・管理の進め方　
出版社：羊土社
ISBN：978-4-75810-666-5（定価7,020円）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　事前に提示された文献を丁寧に抄読してから参加すること。
　各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後に
は事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．オリエンテーション（緒方）
2.クリティカルケアにおけるCNSの役割（緒方）3.救命・
救急治療を受ける患者の初期対応とトリアージ（緒方）
4.救命・救急治療を受ける急性腹症患者の看護（緒方）
5-6.クリティカル状況にある患者のEBPに基づく看護介入
（緒方）
7.クリティカル状況にある患者と家族への看護の動向と課
題（牧）
8.クリティカル状況にある患者と家族への看護管理と看護
ケア（牧）
9-10.救命・救急治療を受ける外傷患者の看護（緒方）
11.救命・救急治療を受ける熱傷患者の看護（緒方）
12.救命・救急治療を受ける中毒患者の看護（緒方）
13-14.生命維持装置を装着し低体温療法を受ける患者の看
護（緒方）
15．まとめ（緒方）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21037-01クリティカルケア看護学実習Ⅰ

後期 2  1 授業形態:実習緒方　久美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　急性・重症患者看護専門看護師の活動を見学、参画し、専門看護師
の役割（実践・相談・調整・倫理調整・教育・研究）について体験す
ることにより、専門看護師としての役割を担う基礎的能力を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．専門看護師としての卓越した看護実践と、クリティカルケアのケ
ア対象者に対する、相談、教育の活動について理解し、課題を含めて
考察する。
2．クリティカルケアにおいて、必要なケアが円滑に提供されるため
に、専門職者間の調整を行うコーディネーターとしての役割を学ぶ。
3．クリティカル期およびポストクリティカル期にある患者・家族が
抱える倫理的問題に対処するための活動について理解し、課題を含め
て考察する。
4．看護実践を客観的に評価し、システムの改善や倫理的問題への対
処など研究的態度で現象を捉えることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1.評価基準
レポートでは、エビデンスをもとに、理論やガイドラインを用いなが
ら実践を客観的に評価できているか、新たなエビデンスの探究がある
かを評価する。プレゼンテーションと態度では、積極的にプレゼン
テーションの準備を行っているか、CNSとしての役割やエビデンスを
踏まえた内容になっているかについて評価する。
2.クリティカル期にある対象者への専門看護師としての日々の実践内
容と態度（40％）、事例カンファレンスでのプレゼンテーションの内
容と態度（30％）、専門看護師としての実践に関する日々の記録と自
己の課題に関するレポート（30％）として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　特定のテキストは使用しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　感染症対策（ワクチンプログラム遵守）、健康管理、個人情報の取
り扱い。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．実習期間：2週間
2．実習施設：福岡大学病院　救命救急センター
3．実習体制：実習指導教員、病棟師長、急性・重症患者
看護専門看護師が協力して行う。
4．実習内容
1) 急性・重症患者看護専門看護師に同伴し、専門看護師に
必要なリーダーシップと救急患者の苦痛の緩和や安楽への
卓越した実践について、実際の体験を通じてその役割を学
ぶ。
2)複雑な実践状況において、看護ケアの対象者に対して、
専門的な立場での相談や教育、ケア調整、意見の提示によ
り、提供者自ら問題解決に当たれるようなコンサルテー
ション機能について学ぶ。
3)複雑な問題もつ患者に対する継続看護のために、他部
門・関係職種との連絡・調整を図る実践場面を体験するこ
とにより、他部門や関係職種との意見調整・協働のあり方
について学ぶ。
4)クリティカル看護における倫理的問題を取り上げ、問題
解決のための情報収集・アセスメント・介入計画を立案
し、患者を取り巻く関係者間の調整を図る具体的方法を学
ぶ。
5) 急性・重症患者看護専門看護師が関わった倫理的問題を
抱えた事例に対して、実践した倫理調整の内容をカンファ
レンスで取り上げ、学びと課題を明確化する。
6)相談、倫理調整、教育の実践事例について、自己の活動
を評価し、文献的知見をもとに考察する。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21038-01クリティカルケア看護学実習Ⅱ（診断・治療過程実習）

後期 2  1 授業形態:実習宮林　郁子、岩永　和代、浦　綾子、牧　香里、石倉　宏恭
◎－－－　授業の概要　－－－◎

全般を通して救命救急医（喜多村福岡大学救命救急センター副部長）
のもとで、救命救急や重症集中治療に必要な検査とその方法、確定診
断までの過程、実際の治療とその対応の過程について、見学・体験に
より臨床看護判断の基礎となる専門的知識を養う。また、診断・治療
過程における患者・家族の体験を理解し、看護の立場からの臨床看護
判断、全身管理、治療の遂行に必要な援助について考える基礎的能力
を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．救命救急、重症集中治療に必要な検査と方法、確定診断までの過
程を理解することができる。
2．患者の病態にあった治療法の選択・決定の過程、実際の治療と有
害事象への対応の過程を理解することができる。
3．病態生理学、臨床薬理学の知識とフィジカルアセスメント技術を
用いて、救急患者および重症患者の症状と兆候をアセスメントするこ
とができる。
4． 救命救急、重症集中治療に使用する薬剤の選択と薬物動態につい
て理解することができる。
5．患者・家族の体験を理解し、診断・治療過程での看護援助につい
て検討できる。
6．治療カンファレンス、チームカンファレンスに参加し、検査・治
療が患者や家族に及ぼす影響を看護の立場から判断し、問題解決への
方略を検討できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

臨地実習の実践状況（40％）、カンファレンス・事例のプレゼンテー
ション(20％)、実習記録（30％）、実習終了後のレポート（10％）
実習評価は評価表に従って点数化する。レポートはテーマに沿ってい
るか、課題探求は充分か、根拠に基づいているか、文献を用いている
か、考えを自分の言葉で述べているかを評価基準とする。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

感染症対策（ワクチンプログラム遵守）、健康管理、個人情報の取り
扱い。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．実習期間：2週間（10日間）　4週間の期間に週2～3日
実習する
2．実習施設：福岡大学病院　救命救急センター
3．実習体制：実習指導教員、救命救急センター救命救急
医、病棟師長、急性・重症集中患者看護専門看護師が協力
して行う。
4．実習内容
1)救命救急センターの救命救急医に同伴し、初療室での診
断に必要な検査から確定診断、治療法の選択・決定、治療
の遂行と有害事象への対応の過程などの各段階について、
救命救急、重症集中治療に関わる身体管理と治療の遂行を
見学・実施する。（宮林、岩永、浦、牧）
2)救急搬送された患者の状態把握に必要な検査の必要性の
判断、検査の画像判読や検査結果について救命救急医の指
導を受ける。（宮林、岩永、浦、牧）
3)救急搬送された患者に現れている症状の原因と程度、予
測される状態についてアセスメントし、救命救急医の指導
を受ける。（宮林、岩永、浦、牧）
4)薬物投与の必要性の判断の根拠、薬剤の機序・病態・症
状・検査データに応じた薬剤の使用方法について確認し、
救命救急医の指導を受ける。（宮林、岩永、浦、牧）
5)侵襲的医療処置（人工呼吸器、大動脈バルンパンピン
グ、体外ペーシング、胸腔ドレナージなど）の判断基準
（ウイニングの判断、ドレーン抜去の判断など）について
救命救急医の指導を受ける。（宮林、岩永、浦、牧）
6)検査から確定診断までの過程における患者・家族の体験
を理解し、診断・治療過程における臨床看護判断と看護援
助について検討する。（宮林、石倉、岩永、浦、牧)
7)治療カンファレンス、チームカンファレンスに参加し、
検査・治療が患者や家族に及ぼす影響を看護の立場から判
断して、他職種と協働しながら問題解決できるよう発言す
る。（宮林、石倉、岩永、浦、牧）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21039-01クリティカルケア看護学実習Ⅲ（周手術期集中ケア実践実習）

通年 3  2 授業形態:実習宮林　郁子、岩永　和代、浦　綾子、牧　香里、松尾　邦浩
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　集中治療を要する周手術期患者とその家族に対して、クリティカル
期・ポストクリティカル期・急性期リハビリテーションケアを含め
て、専門的知識に基づく的確な臨床看護判断と適切な看護技術を用い
て高度な看護を実践する能力を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.集中治療を要する患者に対して、専門的知識に基づく病態生理の把
握を行い、病態に応じた適切な臨床看護判断ができる
2.集中治療を要する患者および家族に対し、有効な看護援助を実践す
るために、論理的に看護過程を展開できる
3.集中治療を要する患者・家族の苦痛を最小限にするために、適切な
看護技術を用いて看護実践ができる
4.集中治療を要する患者・家族の尊厳を守り、倫理的問題に対処でき
る
5.集中治療を要する患者・家族の治療環境の総合的な管理ができる
6.集中治療を要する患者・家族に対して行った看護援助を理論的・科
学的根拠に基づいて評価し、今後の課題を含めて考察できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

看護実践、プレゼンテーション、最終報告書で評価する。
臨地実習の実践（40%）、プレゼンテーション（30%）、実習最終報
告書（30%）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

感染症対策（ワクチンプログラム遵守）、健康管理、個人情報の取り
扱い

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.実習期間：3週間
2.実習施設：福岡大学病院　手術部SICU、ハートセンター
CCU、脳神経センターSCU（宮林、浦、岩永、牧）
福岡大学筑紫病院　ICU、HCU（宮林、岩永、浦、牧、松
尾)
3.実習体制：実習指導教員と各病棟師長、専門看護師ある
いは認定看護師が協力して行う
4.実習内容：実習要項参照
1) 集中治療環境におけるチームの組織的な課題を把握し、
専門看護師としての役割を実践する。
2) 集中治療を要する患者を受け持ちチームメンバーと共同
して看護ケアを提供する。
3) カンファレンスを企画し運営する。
(1)実践した看護と評価をまとめ報告し、担当教員、実習指
導者、熟練看護師らのアドバイスを受け、専門看護師とし
ての自己の課題を見いだす。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21040-01クリティカルケア看護学実習Ⅳ（救命救急看護実践実習）

通年 3  2 授業形態:実習宮林　郁子、岩永　和代、浦　綾子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　救命救急看護を受ける患者とその家族に対して、クリティカル期・
ポストクリティカル期・急性期リハビリテーションケアを含めて専門
的知識に基づく的確な臨床看護判断と適切な看護技術を用いて高度な
看護を実践する能力を養う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.救急搬送された患者に対して、専門的勅使に基づく病態生理の把握
を行い、病態に応じた適切な臨床看護判断ができる
2.救急搬送された患者および家族に対する有効な看護援助を実践する
ために、論理的に看護過程を展開できる
3.救急搬送された患者・家族の苦痛を最小限にするために、適切な看
護技術を用いて看護実践ができる
4.救急搬送された患者・家族の尊厳を守り、倫理的問題に対処できる
5.救急搬送された患者・家族の治療環境の総合的な管理ができる
6.救急搬送された患者および家族に対して行った看護援助を理論的・
科学的根拠に基づいて評価し、今後の課題を含めて考察できる

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

看護実践、プレゼンテーション、最終報告書で評価を行う。
臨地実習の実践（40%）、プレゼンテーション（30%）、実習最終報
告書（30%）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

感染症対策（ワクチンプログラム遵守）、健康管理、個人情報の取り
扱い

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.実習期間：3週間
2.実習施設：福岡大学病院救命救急センター、兵庫災害医
療センター。(宮林、浦、岩永）
3.実習体制：実習指導教員と各病棟師長、専門看護師ある
いは認定看護師が協力して行う
4.実習内容：実習要項参照
1) 救命救急センターの医療チームの組織的な課題を把握
し、専門看護師としての役割を実践する。
2) 救急搬送された患者を受け持ちチームメンバーと共同し
て看護ケアを提供する。
3)  実習のまとめの報告会を企画し運営する

実践した看護と評価の内容を報告し、担当教員、実習指導
者、熟練看護らとともに事例検討を行い、専門看護師とし
ての自己の課題を見出す。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21030-01クリティカルケア看護理論

前期 2  1 授業形態:講義宮林　郁子、浦　綾子、宗正　みゆき
◎－－－　授業の概要　－－－◎

クリティカル状況にある患者と家族に関連する概念・理論を理解し、
衝撃的な体験や持続するストレスなど人間の反応に対しての専門的な
看護の役割・機能と看護援助の実際について教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．クリティカル状況にある患者と家族に関連する概念・理論を説明
できる。
2．クリティカル状況にある患者と家族が陥りやすい危機状況を多角
的視点から説明できる。
3．クリティカル状況にある患者と家族を理解し、看護ケアを行うた
めの基盤となる理論やモデルの臨床での適用について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
・ディスカッションにおける事前準備状況、積極的な取り組み姿勢、
プレゼンテーションの構成、内容、および論理性を評価基準とする。
・課題レポートは、テーマに沿っているか、課題探求は充分か、根拠
に基づいているか、文献を用いているか、考えを自分の言葉で述べて
いるかを評価基準とする。
到達目標の達成度を、課題レポート（30％）と取り組み姿勢・プレゼ
ンテーション力（70％）を基準に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：パトリシア・ベナー他著、井上智子監訳：看護ケアの臨床
知　医学書院　ISBN：978-4-260-01634-6　￥5,900
シオバン・ネルソン著、スザンヌ・ゴードン編、井部俊子監訳、阿部
里美訳：ケアの複雑性　エルゼビア・ジャパン　
ISBN：978-4-86034-729-1　　￥3,000
参考文献：適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に提示された文献を丁寧に抄読し参加する。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．クリティカル状況にある患者と家族をケアする上での
諸問題（浦）
2．クリティカル状況にある患者と家族の心理（宮林）
3．クリティカル状況にある患者と家族に関連する概念・
理論（危機理論、ストレス・コーピング、喪失、悲嘆）の
変遷と研究の動向（宮林）
4-5．危機に関する概念と理論：危機理論（浦）
6-7．危機に関する概念と理論：ストレス・コーピング理
論（宗正）
8-9．危機に関する概念と理論：喪失、悲嘆（宗正）
10．高侵襲的な手術や治療を受ける患者と家族の危機分析
と看護ケア（浦）
11．急性呼吸不全および急性心筋梗塞患者と家族への危機
介入（浦）
（12講以降は、学んだ理論を用いて経験した事例を検討す
る）
12-14．クリティカル状況にある患者と家族の看護の事例
の分析①（宮林、浦、宗正）
15．まとめ（宮林）

授業内容及び順序は入れ替わることがあるので注意するこ
と。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21032-01クリティカルケア急性・重症患者管理論

前期 2  1 授業形態:講義宮林　郁子、浦　綾子、中島　充代、有田　久美、石倉　宏恭、岩朝　光利
◎－－－　授業の概要　－－－◎

クリティカル状況にある患者の全身管理を適切に行うために、脳循環
管理、循環管理、呼吸管理、体液管理、感染管理の方法と用いられる
医療機器の取り扱い、および安全管理を理解し、患者と家族を中心と
した看護を実践できるための基礎的知識を教授する。第2回高度侵襲
的治療を重松麻酔科講師、第5回循環不全・急性冠症候群の治療管理
を西川西新病院診療部長、第8回急性薬物中毒の病態を喜多村救命救
急副センター長、第9回消化器系疾患の治療管理を秋吉麻酔科教授、
第10回クリティカル状況における患者の栄養・輸液管理を麻酔科重松
講師がゲストスピーカーとして講義を担当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．クリティカル状況での侵襲に伴う生体反応とモニタリングの方法
を説明できる。
2．クリティカル状況にある患者の生命維持・回復に向けた治療管理
の原則と最新知見を説明できる。
3．クリティカル状況にある患者の呼吸管理、循環管理、脳循環管
理、体液・栄養管理を説明できる。
4．クリティカル状況にある患者の体液バランス、栄養・代謝管理方
法を説明できる。
5．呼吸・循環補助装置を装着した患者の治療管理と看護援助を説明
できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
・ディスカッションにおける事前準備状況、積極的な取り組み姿勢、
プレゼンテーションの構成、内容、および論理性を評価基準とする。
・課題レポートは、テーマに沿っているか、課題探求は充分か、根拠
に基づいているか、文献を用いているか、考えを自分の言葉で述べて
いるかを評価基準とする。
到達目標の達成度を、課題レポート（30％）と取り組み姿勢・プレゼ
ンテーション力（70％）を基準に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：リン－マッカーレ・ウィガン・J・D、カールソン・K・K
編、卯野木健監訳：AACCクリティカルケア看護マニュアル　エルゼ
ビア・ジャパン
ISBN：978-4860348847
参考文献：適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に提示された文献を丁寧に抄読し参加する。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．生体侵襲論（クリティカル状況での侵襲に伴う内分泌
系や体液・電解質の変化、急性期の反応、モニタリングの
方法）（石倉）
2．高度侵襲的治療における医療機器の原理と安全対策
（宮林）
3-4．呼吸不全の治療管理（石倉）
5．循環不全・急性冠症候群の治療管理（宮林）
6．脳血管障害の治療管理（岩朝）
7．ショック、免疫不全、多臓器不全の治療管理（石倉）
8．急性薬物中毒の病態生理と治療管理（石倉）
9．消化器系疾患の治療管理（宮林）
10．クリティカル状況にある患者の栄養・輸液管理（宮
林）
11．呼吸・循環補助装置を装着した患者・家族への精神的
支援（宮林、中島）
12．呼吸・循環補助装置を装着した患者の管理方法①（環
境特性と看護）（浦、有田）
13．呼吸・循環補助装置を装着した患者の管理方法②（感
染予防と看護）（浦）
14．呼吸・循環補助装置を装着した患者の管理方法③（リ
スクマネージメントと看護）（浦）
15．まとめ（宮林）

授業内容及び順序は入れ替わることがあるので注意するこ
と。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21031-01クリティカルケア病態生理学

前期 2  1 授業形態:講義宮林　郁子、浦　綾子、石倉　宏恭、山内　靖
◎－－－　授業の概要　－－－◎

クリティカル状況にある患者の身体侵襲に対する生体反応、代謝・病
態生理と治療方法を理解し、患者の全身状態の管理に必要な身体的情
報の観察とアセスメントするための基礎的知識を教授する。講義は第
3回・4回循環不全・急性冠症候群を秋吉麻酔科教授、西川西新病院診
療部長、9回腎不全の病態生理を川野救命救急センター講師がゲスト
スピーカーとして担当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．クリティカル状況にある患者の呼吸器疾患、循環器系疾患、脳血
管疾患、消化器疾患、多臓器不全、急性腎不全の病態・生理的変化を
理解し説明できる。
2．クリティカルケア状況にある患者の身体侵襲における代謝系・内
分泌系の生体反応および治療管理を理開し説明できる。
3．手術または外傷による身体侵襲における生体反応、治療管理を理
解し説明できる。
4．クリティカルケア状況にある患者の呼吸、循環、意識状態を観察
しアセスメントするために必要な基礎的能力を修得する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

【評価基準】
・ディスカッションにおける事前準備状況、積極的な取り組み姿勢、
プレゼンテーションの構成、内容、および論理性を評価基準とする。
・課題レポートは、テーマに沿っているか、課題探求は充分か、根拠
に基づいているか、文献を用いているか、考えを自分の言葉で述べて
いるかを評価基準とする。
到達目標の達成度を、課題レポート（30％）と取り組み姿勢・プレゼ
ンテーション力（70％）を基準に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：リン－マッカーレ・ウィガン・J・D、カールソン・K・K
編、卯野木健監訳：AACCクリティカルケア看護マニュアル　エルゼ
ビア・ジャパン
ISBN：978-4860348847
参考文献：適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に提示された文献を丁寧に抄読し参加する。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-2．呼吸不全の病態生理（石倉）
3-4．循環不全、急性冠症候群の病態生理
（宮林）
5-6．脳血管障害の治療管理（石倉）
7．ショック、免疫不全、多臓器不全の病態生理（石倉）
8．消化器系疾患の病態生理（山内）
9.腎不全の病態生理（石倉）
10．手術または外傷による身体侵襲に対する生体反応と治
療管理（山内）
11．身体侵襲に対する代謝系・内分泌系の生体反応と治療
管理（山内）
12．呼吸不全患者の観察とアセスメント（浦）
13．循環不全患者の観察とアセスメント（浦）
14．意識障害のある患者の観察とアセスメント（宮林）
15．まとめ（宮林、浦）

授業内容及び順序は入れ替わることがあるので注意するこ
と。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21013-01高齢者療養支援論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義久木原　博子、木村裕美、宗正みゆき、有田久美
◎－－－　授業の概要　－－－◎

わが国の高齢社会における課題や老年看護の学問的変遷を理解したう
えで、高齢者の特徴や高齢者のＱＯＬ、健康生活、高齢者を取り巻く
家族について理解する。また、高齢者ケアを実践するための理論や倫
理的課題について検討し、高齢者ケアにおける基礎的能力を身につけ
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.高齢社会や高齢者ケアの場における課題について理解することがで
きる。
2.高齢者ケアにおける概念や理論を理解することができる。
3.高齢者にとっての家族の存在を理解し、家族支援について探究する
ことができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

高齢社会や高齢者ケアの場における課題や高齢者ケアにおける概念や
理論、家族支援について等のレポート課題について十分なデータを集
め、そのデータに基づいて自分の見解を文書および口頭で発表できる
ことを評価の基準とする。
プレゼンテーション内容と授業への参加態度（50％）、高齢者の現状
と課題を自分の研究課題に関連させたレポート（50％）により総合的
に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト・資料はその都度提示する。
【参考図書】
・鈴木和子、渡辺裕子：家族看護学　理論と実践　第4版、日本看護
協会出版、2012、￥3456、ISBN978-4-8180-1697-2
・キャサリン・コルカバ著、大田喜久子（監訳）：コンフォート理論
　理論の開発過程と実践への適用、医学書院、2008、￥3456、
ISBN978-4-260-00565-4

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・事前に課題の提示を行うので、事前学習をしておくこと。
・講義はプレゼンテーション・ディスカッションを行う。
・状況により授業計画は部分修正する可能性がある。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.2高齢社会の現状と課題（久木原）
3.4:高齢者の加齢と健康生活（木村）
5.6:高齢者ケアに関連する概念（有田）
7.8:サクセスフルエイジング（久木原）
9.10:高齢者とその家族に関連する理論（宗正）
11.12:高齢者ケアの場における倫理的課題（宗正）　
13.14:高齢者の家族支援（木村）
15:まとめ（久木原）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21014-01高齢者療養支援論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義久木原　博子、木村裕美、宗正みゆき、有田久美
◎－－－　授業の概要　－－－◎

高齢者とその家族を取り巻く保健、医療福祉のシステムについて学
び、そこでの看護師の役割について考える。また、文献検討を通して
高齢者とその家族へ看護を提供するために必要な看護介入について探
究する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.高齢者と家族を取り巻く保健・医療・福祉のシステムと看護師の役
割について理解する。
2.文献クリティークを通して、高齢者と家族への看護実践について探
究する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

高齢者と家族を取り巻く保健・医療・福祉のシステムと看護師の役割
について十分に理解し、高齢者と家族への看護についてなどの課され
たレポート課題について十分なデータを集め、そのデータに基づいて
自分の見解を文書および口頭で発表できることを評価の基準とする。
プレゼンテーション、授業への参加態度（50％）、レポート（50％）
により総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストはその都度提示する。
【参考図書】
・鳥羽研二：高齢者の生活機能の総合的評価、新興医学出版社、
2010、￥4320、ISBN978-4-88002-710-4

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・事前に課題提示を行うので、事前学習をしておくこと。
・講義はプレゼンテーション・ディスカッションを行う。
・状況により授業計画は部分修正する可能性がある。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.2:高齢者のヘルスケアシステム（有田）
3.4:高齢者施設における看護師の役割（久木原、木村）
5.6:高齢者の総合機能評価（宗正）
7.8:治療を受ける高齢者とその家族に関する看護の文献検
討①（宗正）
9.10:認知症高齢者の看護に関する文献検討①（木村）
11.12:認知症高齢者の看護に関する文献検討②（木村）
13.14:高齢者の終末期ケア（久木原）
15.まとめ（久木原）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21015-01高齢者療養支援論演習

通年 4  2 授業形態:演習久木原　博子、木村裕美、有田久美
◎－－－　授業の概要　－－－◎

高齢者看護領域のテーマに関する国内外の研究論文を詳読し、最新の
研究テーマや知見、研究方法について学び、実践活動と理論とを統合
した研究課題について探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.高齢者看護の基礎となる論理について説明・記述できる。
2.高齢者健康支援の実際について情報収集と課題の明確化を行い、対
策について説明・記述できる。
3.高齢者看護領域のテーマに関する国内外の研究論文のクリティーク
ができる。
4.高齢者看護領域のテーマに関する国内外の研究論文についてプレゼ
ンテーションすることができる。
5.高齢者の健康に関する研究の動向を分析し，看護職の役割と専門性
について考究できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1.高齢者看護の基礎となる論理について説明・記述できるかを評価の
基準とする。
2.高齢者健康支援の実際について情報収集と課題の明確化を行い、対
策について説明・記述できるかを評価の基準とする。
3.高齢者看護領域のテーマに関する国内外の研究論文のクリティーク
ができるかを評価の基準とする。
4.高齢者看護領域のテーマに関する国内外の研究論文について、プレ
ゼンテーションすることができるかを評価の基準とする。
5.高齢者の健康に関する研究の動向を分析し，看護職の役割と専門性
について適切な資料を作成し、文章および口頭で発表できることを評
価の基準とする。

授業における取組状況および課題発表を50％、レポートの内容を50％
とし、総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特定のテキストは使用しない。
授業テーマに関連した文献等をその都度紹介します。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

演習では課題に対する学生の主体的な学習と発表のための準備が整っ
ていることが要求される。授業での討議をより充実したものとするた
め事前の学習は十分に行うこと。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-2.コースガイダンス
3-12.グループ討議、クリティーク
13-22.フィールドワークおよび課題の特定
23-32.課題解決のための研究方法を探り、研究計画書を立
案
32-52.計画の発表、ディスカッション
53-60.計画の見直しと修正、プレゼンテーション
　
＊1-60回の担当は、久木原、木村、有田が行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12014-01コンサルテーション論

前期 2  1 授業形態:講義宮林　郁子、中島　充代、寺岡　征太郎、松本　祐佳里
◎－－－　授業の概要　－－－◎

看護職を含むケア提供者に対して実践的な問題を解決するのを助ける
ためのコンサルテーションについて必要な知識を教授する。また、
チーム医療における高度実践看護師のコンサルテーションの役割と機
能について文献や実践例から検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．基本的なコンサルテーションの概念や理論を理解する。
2．看護実践を踏まえコンサルテーションのモデルや、コンサルテー
ションのプロセス、またコンサルティとコンサルタントの関係形成と
その変化について理解する。
3．医療安全、倫理の観点からコンサルテーションの具体的な展開方
法および役割・機能を理解する。
4．コンサルテーションの事例検討を通してコンサルテーションの意
義や実践方法について理解を深める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

グループワーク・プレゼンテーション・ディスカッション(60%)、課
題レポート(40%)を基準とし、総合的に評価する。
【評価基準】
・ディスカッションによる成果発表の内容、およびプレゼンテーショ
ンの構成、論理性を評価基準とする。
・課題レポートは、テーマに沿っているか、課題探求は充分か、根拠
に基づいているか、文献を用いているか、考えを自分の言葉で述べて
いるかを評価基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：プロセス・コンサルテーション　E。H.シャイン　白桃書
房　2016　　　ISBN:978-4561131403
参考文献：授業において適宜提示する

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前課題を学習して授業に参加のこと。ディスカッションには主体的
に参加すること。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-2．コンサルテーションの概念と理論について
(宮林、中島)
高度実践看護師のコンサルテーションの意義と重要性につ
いて(宮林、中島)
3-4．コンサルテーションのモデルとコンサルテーション
のプロセスについて
(宮林、中島)
5-6．コンサルテーションにおけるコンサルティとコンサ
ルタントの関係形成とその変化
について
(宮林、中島)
7-8．コンサルテーションの課題と評価について
(宮林、中島)
9-10．高度実践において医療安全、倫理の視点から看護の
コンサルテーションの役割・機能について
(宮林、中島、寺岡)
1)病院施設内、関連部署内における具体的なコンサルテー
ションの展開
2)リスクマネジメントにおける具体的なコンサルテーショ
ンの展開
3)コンフリクトマネジメントにおける具体的なコンサル
テーションの展開
11-12．患者・家族のコンサルテーションの実際
(宮林、中島、寺岡)
個別事例から患者、家族中心のコンサルテーションを検討
する。
13. 組織におけるコンサルテーションの実際
(宮林、中島、寺岡)
14．組織におけるコンサルテーションの実際
(宮林、中島、松本)
コンサルテーションの事例からスタッフ、管理者との調
整、多職種間の調整等の組織の体制づくりを検討する。
15．まとめ
事例検討を通してコンサルテーション評価及び課題につい
て討議し、高度実践看護師のコンサルテーションについて
今後の方向性を見出す。
(宮林、中島、松本)

授業内容及び順序は入れ替わることがあるので注意するこ
と。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21017-01小児・家族の発達とセルフケアへの援助

後期 2  1 授業形態:講義松本　祐佳里
◎－－－　授業の概要　－－－◎

様々な健康レベルや状況に置かれた子どもと家族を理解するために活
用できる理論などを学び、今日的課題解決に向けた援助の在り方につ
いて学ぶ。特に、現代社会において問題とされる児童虐待や不登校な
どの課題に対し、他職種と協働して支援する方法を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・子どもと家族を理解するための理論およびその活用方法について説
明できる。
・多様な概念や理論を統合させ、子どもと家族の健康増進に向けた援
助方法を提案する。
・現代の子どもと家族を取り巻く課題に対し、医療・教育・地域など
が連携したシステム案を作成する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート課題50％，プレゼンテーション40％，授業における取組状況
10％から総合的に評価する。
・レポート課題について十分に資料を収集し、多面的に分析できてい
るか。また、分析した内容を元に自己の見解を明確に記述しているか
を評価の基準とする。
・プレゼンテーションにおいて、他学生や教員との討議参加状況や適
切な資料作成などを考慮して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・ＥＨエリクソン，仁科弥生訳：幼児期と社会Ⅰ，みすず書房，
2007，3,672円　【ISBN 4-622-0228】
・Ｊピアジェ著，谷村覚・浜田寿美男訳：知能の誕生，ミネルヴァ書
房，2006，6,000円，【ISBN 4－623－011518】
・ロバート・Ｓ・シーグラー，無藤隆・日笠摩子訳：子どもの思考，
誠信書房，1994，6,081円，【ISBN 4－414－30270－6】
・鯨岡峻：関係発達論の構築，ミネルヴァ書房，2005，3,600円，
【ISBN 4－623－030377】
・リチャード・Ｓ・ラザルス他，本明寛他監訳：ストレスの心理学，
実務教育出版，2007，5,437円，【ISBN 9-784-788960701】　
その他、必要に応じて紹介、配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業は学生のプレゼンテーションやディスカッションを中心に進め
るため、あらかじめテーマに即した資料をまとめておくこと（90分）
・状況により授業計画は部分修正する場合がある。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.ガイダンス
2.～4.子どもを理解する上で必要な発達理論　　
　　　（フロイト・エリクソン・ピアジェなど）
5.～8.親子の発達や関係を理解する上で必要な理論や概念
の活用　
　　　（ボウルビー・関係発達論・
　　　　　　　　　　　　家族エンパワメント）
9．～10.子どもと家族のセルフケア　
11.～12.子どものストレス　
13.～14.健康問題をもつ子どもと家族に対する他職種協働
支援システムの開発
15.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21028-01成人療養支援特論Ａ

通年 4  1 授業形態:講義及び演習宮林　郁子、兼岡　秀俊、緒方　久美子、岩永　和代、浦　綾子、吉川　千鶴子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

さまざまな健康問題を持つ成人期の患者および家族を対象として、回
復期、慢性期、終末期における看護、およびがん看護に関連する主要
な理論や概念、最新の知見を学ぶ。さらに修士論文作成に向けて学生
自身のResearch questionを明らかにし、研究方法についても関連文献を
用いてクリティークを深め、研究計画を立案する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.成人期の看護ケアの基礎となる思想や哲学、およびエビデンスにつ
いて理解を深めることができる。
2.成人期のケアにおける動向と課題を理解し、説明ができる。
3.看護科学論文のクリティークができる。
4.学んだ概念や理論、及び最新の知見について、ディスカッション
し、自己の研究課題を明らかにし、研究計画を立案できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

課題レポート40％、プレゼンテーション40％、クリティーク提出20％
により総合的に判断する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：後日提示
参考文献：後日提示

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前に提示された文献は丁寧に抄読し参加する。事前課題については
必ず期日までに提出すること。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１～２回：成人療養支援の基盤（緒方）
第３～５回：回復期、慢性期、終末期にある患者と家族の
QOL（緒方）
第６～１０回：危機理論、ストレス理論、コーピング理
論、家族論（兼岡、緒方）
第11～14回：慢性期、回復期、終末期患者に対する療養支
援（宮林、岩永、浦、吉川）
第15～20回：慢性期、終末期にある患者の障害受容（緒
方）
第21～23回：がん看護における症状マネージメント（緒
方）
第24～27回：終末期の患者・家族への援助（宮林、浦、岩
永、吉川）
第28～30回：重症患者の家族のニードに関する看護（緒
方）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21029-01成人療養支援特論Ｂ

通年 4  1 授業形態:講義緒方　久美子、宮林　郁子、岩永　和代、浦　綾子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

成人期以降に、様々な原因・要因により健康状態に急激な変化をきた
した対象者とその家族への看護の基盤となる考え方を理解し、エビデ
ンスを探究する。具体的には、緊急手術や集中治療など、高侵襲の治
療を必要とする対象者とその家族への、急性期から終末期に至るまで
の看護に関する主要な概念や理論、最新の知見を学び、臨床看護への
適用を検討する。国内外の文献レビューおよびクリティークを通し
て、自己の研究課題を明確にする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.急激に生じた健康問題を有する対象者とその家族の急性期から終末
期に至るプロセスを理解するための主要な概念・理論、ガイドライン
の内容について説明することができる。
2.救急・集中治療を受ける対象者やその家族に関する国内外の研究の
動向を把握し、各時限のトピックの文献抄読を通して最新の知見を述
べることができる。
3.学習した概念や理論、最新の知見を臨床看護で適用するための方略
について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1.授業時のプレゼンテーション内容を50％、ディスカッション時の発
言内容、参加態度について20％、文献検討のレポートを30％として総
合的に評価する。
2.評価基準
プレゼンテーションとディスカッションでは、関連する概念、理論、
ガイドラインを理解し、論理的に明確に説明しているか、臨床看護の
あり方について自己の考えを述べているかについて評価する。文献レ
ポートでは、テーマに沿った内容か、レポート形式で体裁の整った文
章になっているかを評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは特に指定しない。随時参考資料を提示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前課題を提示するので、準備してから授業に臨むこと。各回の事前
学習として、予習を2時間程度行うこと。また、授業後は事後学習と
して、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.オリエンテーション（緒方）
2.救急・集中治療を受ける対象者とその家族を対象とした
国内外の研究の動向（緒方）
3-4.急激に生じた健康問題を有する対象者とその家族への
看護に適応する概念・理論：危機理論（岩永）
5-6.急激に生じた健康問題を有する対象者とその家族への
看護に適応する概念・理論：ストレス・コーピング（岩
永）
7-8.急激に生じた健康問題を有する対象者とその家族への
看護に適応する概念・理論：悲嘆（浦）
9-10.急激に生じた健康問題を有する対象者とその家族への
看護に適応する概念・理論：不確かさ（宮林）
11-12.急激に生じた健康問題を有する対象者とその家族へ
の看護に適応する概念・理論：コンフォート（宮林）
13-14.急激に生じた健康問題を有する対象者とその家族へ
の看護に適応する概念・理論：意思決定（浦）
15.学習した概念・理論を臨床看護で適用するための方略に
関するプレゼンテーション（緒方）
16-17.移植医療を受ける対象者とその家族への看護：脳
死、臓器移植（緒方）
18-19.移植医療を受ける対象者とその家族への看護：多職
種連携（緒方）
20-21.救急・集中治療を受ける対象者とその家族への看
護：痛み・不穏・せん妄管理（緒方）
22-23.救急・集中治療を受ける対象者とその家族への看
護：Post-Intensive Care Syndrome（緒方）
24-25.救急・集中治療を受ける対象者とその家族への看護:
終末期ケア（緒方）
26-27.救急・集中治療を受ける対象者とその家族への看
護：多職種連携（緒方）
28-29.学習した最新の知見を臨床看護で適用するための方
略に関するプレゼンテーション（緒方）
30.まとめ（緒方）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21012-01成人療養支援論演習

通年 4  2 授業形態:演習宮林　郁子、兼岡　秀俊、緒方　久美子、岩永　和代、浦　綾子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

健康問題を持つ患者、家族への支援のあり方・看護マネジメントにつ
いて、学習を深め、事例検討を通して、成人看護の専門的知識・技術
の向上、およびシステムの開発のための力を養うと共に研究課題を明
確にする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.健康問題を持つ患者、家族への支援のあり方・看護マネジメントに
ついて、フィールドワーク、あるいは事例検討を通して学習を深め
る。
2.演習を通して、成人看護の専門的知識・技術の向上、およびシステ
ム開発のための力を養うと共に研究課題を明確にする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

健康問題を持つ患者、家族への支援のあり方・看護マネジメントにつ
いて、フィールドワーク、あるいは事例検討したものについて発表す
る(50％)
研究課題を明確にしていったプロセスをレポートにまとめることがで
きる(50％)から総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

フィールドワーク予定者で、実習先の未定の者は早めに教員と相談の
こと。　授業内容については入れ替わることがあるので注意するこ
と。
各回の事前学習として、予習を30分程度すること。また授業後には事
後学習として、復習を30分程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．オリエンテーション

2-11．
　　関心のあるテーマ（実践的なテーマ）に関する文献検
索および検討

12-22．
　　関心のあるテーマの概念を整理し、探求すべき課題を
明確にして、プレゼンテーションと討議を行う

23-35．
　　上記課題を究明する方法を検討する。計画書作成

36-45．
　　フィールドワーク、あるいは実際に自分が行った実践
事例の検討を行い、ケースレポートにまとめる

46-55．
　　プレゼンテーション、討論

56-60．
　　演習・まとめ

第1回～第60回
　宮林・兼岡・緒方が各々で担当学生に対して演習を行
う。
　担当教員によって、岩永・浦が指導に入る。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21016-01成長・発達のアセスメントと看護

前期 2  1 授業形態:講義松本　祐佳里
◎－－－　授業の概要　－－－◎

現在、少子高齢化、子どもの貧困、児童虐待の増加など子どもを取り
巻く環境は大きく変化している。また、子どもの健康課題は多様化・
複雑化しており、解決が困難な課題が増加している。我が国の子ども
たちは、諸外国と比較して学力はトップレベルであるにも関わらず、
自己肯定感が低い状況にあるといわれている。よって、小児期におけ
る成長発達を理解するとともに、養育環境、保育・学校現場などから
子どもの置かれている状況を分析し、健康課題や社会問題を解決する
ための方策を探求する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

・子どもを包括的にアセスメントするための知識と技術を習得する。
・あらゆる健康課題をもつ子どもの特徴と健康課題を解決する方策を
説明できる。
・子どもを取り巻く健康課題や社会問題について分析し、課題解決に
向けた方策を考案する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

レポート課題50％，プレゼンテーション40％，授業における取組状況
10％から総合的に評価する。
・レポート課題について十分に資料を収集し、多面的に分析できてい
るか。また、分析した内容を元に自己の見解を明確に記述しているか
を評価の基準とする。
・プレゼンテーションにおいて、他学生や教員との討議参加状況や適
切な資料作成などを考慮して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

・ＣＲＣ日本＝子どもの権利条約日本監訳：子どもの権利条約ハンド
ブック，自由国民社，2017，1,836円【ISBN 4-426-120543】
・舟島なをみ：看護のための人間発達学　第5版，医学書院，2017，
3,240円，【ISBN 4-260-028758】
・上杉雅之監修：イラストで分かる人間発達学，医歯薬出版株式会
社，2018，4,536円，【ISBN 978-263-21945-4】
・ＷＨＯ編，ＪＫＹＢ研究会訳：ＷＨＯライフスキル教育プログラ
ム，大修館書店，2006，1,080円，【ISBN 4-469-26377X】
その他、必要に応じて資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・授業は学生のプレゼンテーションやディスカッションを中心に進め
るため、あらかじめテーマに即した資料をまとめておくこと（90分）
・状況により授業計画は部分修正する場合がある。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1.ガイダンス/子どもの権利
2.日本および世界の子どもを取り巻く環境の変遷
3.乳児期・幼児期の子どもの包括的アセスメント
4.ヘルスプロモーションにおけるライフスキル
5.～6.学童期の子どもの包括的アセスメント　
7.～8.思春期の子どもの包括的アセスメント　
9.配慮が必要な子どもの包括的アセスメント
　（発達障がい・医療的ケア児）
10.子どもを取り巻く健康課題への取り組み　　　（公的資
源・施策）
11.～12.子どもを取り巻く健康課題への取り組み　（養育
環境について）
13.～14.子どもを取り巻く健康課題への取り組み　（保
育・学校現場について）　
15.まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21018-01地域健康支援論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義原田　春美、長谷川 珠代　馬場 みちえ
◎－－－　授業の概要　－－－◎

地域看護活動の対象（個人・家族・特定集団・地域）の健康課題のア
セスメントおよび課題解決のために必要な支援技術・理論について探
求する。そして、現代社会において、家庭・学校、産業、地域におい
て浮き彫りになっている健康問題や、母子、思春期、青年期、成人
期、高齢期の各ライフステージにおける健康問題について理解を深
め、さらに保健福祉をめぐる社会状況とケアシステムについてヘルス
プロモーションの考えに基づいて理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．地域社会の健康課題と、その予防や解決のための活動を有機的に
機能させるために必要な理論や技術を明らかにできる。
２．子どもから高齢者までの健康問題、家庭・学校、産業、地域にお
ける健康問題について明らかにすることができる。
３．保健福祉をめぐる社会状況と制度システムについてヘルスプロ
モーションの考えに基づいて明らかにすることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．プレゼンテーション・授業への参加態度（60％）、レポート
（40％）から総合的に評価する。
１）地域保健の理論、エンパワメントと課題解決支援の方法につい
て、明確に論理的に述べることができているかを評価の基準とする。
２）保健福祉活動における先行研究のクリティークを行い、社会状況
からの現状分析や制度システムについて明確に自分の意見を述べるこ
とができているかを評価の基準とする。
３）授業参加態度は、積極的に発言し、その発言内容が論理的で適切
かを評価の基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】随時提示する。
【参考文献】
東京大学高齢社会総合研究機構・地域包括ケアのすすめ・在宅医療推
進のための多職種連携の試み・東京大学出版会、2014、東京・
ISBN；978-4-13-0604109　10260円

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には、提示された課題についてプレゼンテーションの準備をす
る。
授業後には、提示された課題の周辺課題も含めて検討し、理解を深め
る。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．健康と地域看護に関する概念の概観とWHOの健康政策
（原田）
2．地域保健及び地域看護活動の理論①ヘルスビリーフモ
デル（原田）
3．地域保健及び地域看護活動の理論②汎理論的モデル
（原田）
4．地域保健及び地域看護活動の理論③社会認知理論（原
田）
5．地域保健及び地域看護活動の理論④コーピングとソー
シャルサポート・合理的行為の理論（原田）
6．地域の健康課題抽出のプロセス（長谷川）
7．地域の健康課題解決に向けた支援方法（長谷川）
8．地域の健康課題と多職種連携（長谷川）
9．地域の健康課題解決支援のプロセス（長谷川）
10．地域エンパワメントの理論と実際（長谷川）
11.個人・家庭における保健福祉活動の現状分析と看護職の
役割（馬場）
12．地域におけるこどもの心と身体の発達段階と健康問題
（馬場）
13．地域における高齢者の保健医療福祉をめぐる現状と課
題（馬場）
14．地域包括ケア・コミュニティにおける現状分析と看護
職の役割（馬場）
15．地域包括ケア・コミュニティにおける実践活動（馬
場）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21019-01地域健康支援論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義馬場　みちえ、原田春美、長谷川珠代
◎－－－　授業の概要　－－－◎

WHOおよびわが国における健康政策を基本に、看護の対象者のすべて
の人々、特に一次予防の意義の理解と支援方策を学習し、健康の保
持、増進施策を学修する。健康支援ということを「ヘルスプロモー
ション」の理念を踏襲しつつ、医療と看護、保健、福祉というそれぞ
れの立場から様々な理論をもとに概観する。さらに地域でおこなわれ
ているライフステージに応じた健康支援対策、ケアについて、その対
象、方法、評価の先行研究および先行事例を通して考察する。これか
らの地域包括ケアシステムとともに健康な地域づくりについて考え
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．すべての人々の健康について概念を深く理解できる。
２、健康支援ということをヘルスプロモーション理念に基づいて考え
ることができる。
３．健康支援対策(生活習慣病予防、精神保健、介護予防など)の方法
論を理解することができる。
4.現在地域でおこなわれている健康支援対策、ケアについて、先行研
究をクリティークでき、これからの地域包括ケアシステムについて考
えることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準
1.課題への取組やプレゼンテーションによって60％、レポートで40％
評価する。
2.歴史や国内外の動向、理論を参考として、人々の健康ということ、
その健康を支援する概念をとらえなすことができる。
3．実際に行われている地域の健康づくり対策についてシステムにつ
いて考えることができる。
4.生活習慣病と健康増進対策、保健対策、感染症対策、疾病対策につ
いて明確に適切に論じることができるかを評価基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
１高橋紘士, 武藤正樹共編. 地域連携論 : 医療・看護・介護・福祉の協
働と包括的支援.オーム社2013　ISBN978-4-274-21464-6　3456円
参考文献
１．厚生労働省編.　厚生労働白書；　人口高齢化を乗り越える社会モ
デルを考える .東京.2018　ISBN978-4865790665　3402円　
２ジュディス A. スミス著 ; 都留春夫 訳.看護における健康の概念 .医学
書院.1997　978-4260342599　3250円
３サラ T.フライ, メガン-ジェーン・ジョンストン著 ; 片田範子, 山本あ
い子訳看護実践の倫理 : 倫理的意思決定のためのガイド第3版.日本看
護協会出版会.2010　ISBN978-4818015128　2376円
４東京大学高齢社会総合研究機構編. 地域包括ケアのすすめ : 在宅医療
推進のための多職種連携の試み.東京大学出版会.2014　
ISBN978-4130604109　3780円　

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

テキストおよび参考文献は適宜案内する。図書館利用をすすめる。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

原田春美
第１回　地域包括ケアとは
第２回　地域包括ケアとPHNの役割
第３回　地域づくりの理論
第４回　地域づくりの実際　
第５回　地域ケアにおける連携
長谷川　珠代
第6回　健康の概念とヘルスプロモーション
第7回　ノーマライゼーションと健康
第8回　地域障害保健福祉における健康支援と
　　　　多職種連携
第9回　地域障害保健・福祉の研究の動向に関する　　　
　クリティーク
第10回　地域障害保健・福祉と社会づくり
馬場みちえ
第11回地域における健康支援・ケアに関する理論
第12回地域における健康支援・ケアに関する理論のクリ
ティーク
第13回健康支援活動・ケアの実際と評価に関する論文クリ
ティーク
第14回地域における健康支援およびケアに関する倫理的課
題
第15回自分自身の看護活動実践を振り返り、看護理論を用
いて分析し、自己の看護課題について検討する



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21020-01地域健康支援論演習

通年 4  2 授業形態:演習原田　春美、馬場 みちえ
◎－－－　授業の概要　－－－◎

地域の個人・家族・集団あるいは地域社会の健康課題について検討
し、取り組むべき課題を明らかにする。さらに、その課題解決のため
の一連の研究プロセスに取組み、成果を発表する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．系統的な文献検索ができる。
2．健康課題の概念を整理し、課題を明確化できる。
3．適切な研究計画を立案できる。
4．積極的にフィールドワークに取り組むことができる。
5．成果を明確かつ論理的に記述できる。
6．ディスカッションを通して成果をさらに充実させることができ
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1．評価方法
プレゼンテーションやレポート（60％）、授業参加態度（40％）等で
総合的に評価する。
2．評価基準
系統的な文献検索、健康課題の概念の整理と課題の明確化、適切な研
究計画の立案、積極的なフィールドワークへの取り組み、成果の明確
で論理的な記述、わかりやすいプレゼンテーション、ディスカッショ
ンとその後の成果の充実について評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

ポーリット＆ベック　看護研究-原理と方法　医学書院　
ISBN978-4-260-00526-5　10,260円
バーンズ＆グローブ　看護研究入門　エルゼビアジャパン　
ISBN978-4-86034-860-1　9,720円

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

授業前には、研究課題について、文献検討やフィールドワーク、デモ
ンストレーション等に主体的に取り組み、準備する。
授業後には、関連領域の文献も併せて検討し、理解を深めるようにす
る。
各回の事前学習として、予習を30分程度すること。また授業後には事
後学習として、復習を30分程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．オリエンテーション
2-11．関心のある地域保健・看護に関するテーマについ
て、系統的な文献検索を行い、文献を検討する。
12-21．関心のあるテーマの構成概念を整理し、探求すべ
き課題を明確にする。
22-31．上記課題を解決するための研究の方法を検討し、
研究計画書及び倫理申請書を作成する。32-51．研究計画
に基づいたフィールドワークを行い、レポートにまとめ
る。
52-60．プレゼンテーションやその後のディスカッション
を通して、レポートを修正する。

第1回～第60回
　原田・馬場が各々で担当学生に対して演習を行う。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I22001-01特別研究「地域健康支援論」

通年 6  2 授業形態:演習原田　春美
◎－－－　授業の概要　－－－◎

地域の個人・家族・集団あるいは地域社会の健康課題について検討
し、取り組むべき課題を明らかにする。さらに、それらの課題を解決
するための地域の仕組みづくりに焦点を合わせて、研究計画の一連の
プロセスにそって、研究に取り組む。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．明らかにした課題について研究をすすめ、修士論文として完成す
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1．評価方法
成果物としての論文（70％）、プレゼンテーション（30％）等で総合
的に評価する。
2．評価基準
研究成果としての論文の適切で明確で論理的な記述、わかりやすいプ
レゼンテーション、ディスカッションとその後の成果の充実について
評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

1．看護研究-原理と方法　ポーリット＆ベック　医学書院　
ISBN978-4-260-00526-5
2．看護研究入門　バーンズ＆グローブ　エルゼビアジャパン　
ISBN978-4-86034-860-1
3．その他研究テーマにそって随時提示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究課題に積極的・主体的に取り組む。また、関連領域の文献も併せ
て検討し、論文を充実させるようにする。
各回の事前学習として、予習を30分程度すること。また授業後には事
後学習として、復習を30分程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．オリエンテーション
2-5．研究テーマの探求
6-19．関連のある先行研究について、系統的に文献を検索
し、その検討を行う
20-30．研究テーマの構成概念を整理し、探求すべき課題
を明確にする
31-40．上記課題を解決するための研究の方法を検討し、
研究計画書を作成する
41．倫理申請し、審査を受ける
42-45．研究計画を修正する
46-85．研究計画書に基づいたフィールドワークを行い、
論文を作成する
86-90．プレゼンテーションやその後のディスカッション
を通して、修正する



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I22001-02特別研究「地域健康支援論」

通年 6  2 授業形態:演習馬場　みちえ
◎－－－　授業の概要　－－－◎

地域で生活している人として、個人、家族、集団の健康課題を多面的
に分析し、家族看護理論、健康行動変容理論、ＱＯＬを目指したヘル
スプロモーション理論を用いてアプローチ方法を様々な方向から検討
する。
日本の保健医療福祉のシステムや現状と世界の現状とも照らし合わせ
て考え、個人へのケアはもちろん社会資源も含め、地域における看護
職として何ができるかを探求し、模索する。それらの研究成果を修士
論文としてまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.先行研究を十分に検討したうえで、研究テーマや目的を明確にす
る。
2.研究計画書を作成し、倫理審査委員会の承認を得る。
3.研究計画に沿ったデータ収集ができる。
4．データ分析を行い、考察を行う。
5.修士論文として研究をまとめる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究の意義と研究方法の明確性、論旨の一貫性および体系性、看護学
への貢献について自分で考えることができる。
修士論文に向けた作成過程での学習状況で80％、公開発表会、最終試
験で口述発表、質疑応答20%を統合して評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト
ミルトン　メイヤロフ　ケアの本質　　ゆみる出版
波平恵美子　質的研究　STEP by STEPすぐれた論文作成をめざして第
2版　医学書院　ISBN978-4260028325　2600円
Ｖ・Ｂ・マーティン、Ａ・ユンニルド 編、志村　健一 、小島　通代
監訳
水野　節夫 監訳.グランデッドセオリー　バーニークレーザーの哲
学・方法・実践　ミネルヴァ書房　2017　ISBN9784623073726　8500
円

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

研究テーマに関する先行研究を十分分析検討し、現場での経験をリン
クさせて自分の言葉でまとめる。より深く探究する姿勢で学習をすす
める。
各回の事前学習として予習2時間、授業後には事後学習2時間として復
習の習慣をつけ、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1～20回　研究テーマに沿った文献について検討する。
第21～40回 データについて分析し、検討する。
第41～90回論文作成と統括　



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I22001-03特別研究「看護教育・管理論」

通年 6  2 授業形態:演習塚原　ひとみ
◎－－－　授業の概要　－－－◎

看護学教育や看護管理に関する研究課題を明らかにする。
特に、講義、演習で得た知識を研究に繋げ、研究テーマの選択、文献
の抄読、調査、実験などにより、データを収集し、結果の分析および
考察の一連の研究課程を学び、研究成果を修士学位論文としてまとめ
る。その過程を通して、看護師の人材育成、看護管理の高度な実践援
助を探究する。
看護学生及び看護職者の発達支援に関する教授・学習方法、学習組
織、キャリア開発に関する研究指導を行なう。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．看護教育・管理に関連する研究背景の検討を踏まえて、研究計画
書を作成し倫理審査申請ができる。
２．研究の実践ができる。
３．研究結果のデータを分析できる。
４．研究成果を修士論文としてまとめる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文、修士論文発表会、最終試験の結果を総合して審査する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

進行上で必要な参考資料等の提供を行う。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

課題は終了させて演習に臨む。
各回の事前学習として、予習を30分程度すること。また授業後には事
後学習として、復習を30分程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１回　　：オリエンテーション
２-10回：研究のデザインや方法を吟味し、研究計画書を
作成、倫理申請準備。
11-60回：研究実施、収集したデータ分析
61-90回：論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I22001-04特別研究「成人療養支援論」

通年 6  2 授業形態:演習兼岡　秀俊
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　慢性維持血液透析療法中の患者は、外見上健常人とほとんど同様な
社会生活を営みながらも、終生に渡って死と隣り合わせている。この
ようなリスクの高い医療が必要な患者が就労する場合、それに対する
看護職の役割を、医療、看護、栄養管理、介護、心理、就業、社会活
動、家族関係、家庭生活などから焦点を選び、その支援のあり方と方
法を探る研究について指導をし、修士論文作成を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

まず患者にとってその生命を大きく左右するような医療行為を選択す
る。その上で
①その医療行為の何が生命を大きく左右するか考えることができる。
②その原因と修飾要因を考えることができる。
③それに関わる患者と家族の役割を考えることができる。
④看護職の援助の内容を挙げることができる。
⑤社会の役割を考えることができる。
⑥さらに問題解決に必要な方策を考察し、修士論文にまとめることが
できる。
以上に加え、本研究分野は、看護職以外の他職種の知識と視点も必要
である。その理解も本研究で到達すべき重要な目標である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　学生の希望するテーマについて、研究の立案と研究計画書の作成
15％、データの収集と解析15％、指導教員を始め教員とのディスカッ
ション15％、研究発表20％、論文作成40％とする。100点満点で評価
し60点以上を合格とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは指定しない。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　常に死と向かい合わせの患者を対象とする研究であり、インタ
ビューなどでデータ収集を行うときには、細心の倫理的心理的配慮が
必要である。
　各回の事前学習として、予習を30分程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を30分程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-2，オリエンテーションとテーマ案の検討
3-10，関連文献の検索とディスカッション
11-12，テーマの決定（以後平行して関連論文の検索と読
解を行う）
13-16，研究フィールドの選択と解析方法の決定
17-20，研究計画書の作成
21-24，倫理審査の申請
25-32，データの収集
33-38，データの整理と検討
39-44，データの解析
45-50，データの解釈
51-60，データの討議
61-80，論文の作成
81-84，論文の点検と修正
85-86，研究発表の準備
87，研究発表
88，論文の出版
89-90，研究の反省と総括



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I22001-05特別研究「成人療養支援論」

通年 6  2 授業形態:演習宮林　郁子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

成人看護学の領域で、指導教員のもとで一連の研究プロセスを学ぶ。
成人領域にかかる様々な研究知見を理解すると共に、その知識や実践
結果を評価し、自己の研究テーマの選択に結びつける。また保健医療
に対する社会のニーズを的確に把握し、問題解決に必要な社会資源を
活用し、医療政策や組織の理論を踏まえた管理的能力の実践及び開発
を視野に入れた考察を行い修士論文を作成する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１）成人領域にかかる様々な研究知見を理解し、その知識や実践結果
を評価し、自己の研究テーマの選択に結びつけることができる。
２）保健医療に対する社会のニーズを把握し、医療政策や組織の理論
を踏まえた考察を行い修士論文を作成することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

論文論文審査規定に準ずる。
修士論文、論文発表、最終試験の結果を総合して審査する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

随時必要な参考資料を提示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

毎回、学生が取り組んできた内容についてゼミ形式ですすめる
授業前に指示された課題について、事前に2時間かけて学習し授業に
臨むこと。事後は指導中に指摘された課題・問題点を2時間かけて研
究し、次回の授業に臨むこと。受講者の発言、提出物等により事後学
習の成果を確認する。なお、授業の初回にガイダンスを行い、事前・
事後学習や報告の方法等、受講に必要な諸事項を説明する。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．オリエンテーション
2-10　先行研究クリティーク
11-20　研究デザインの明確化・計画書作成
21-30　フィールド調査・倫理申請準備
31-50　調整・調査実施
51-60　データ分析　中間発表
61-70　論文ラフドラフト作成
71-80　論文調整・追加修正
81-90　論文ファイナルドラフト作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I22001-06特別研究「成人療養支援論」

通年 6  2 授業形態:演習緒方　久美子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

　成人期以降に様々な健康障害により生命の危機状況にある対象者、
在宅にて慢性の経過をたどる対象者及びその家族の体験を理解し、全
人的苦痛や倫理的問題に対する看護援助、対象者のQuality of Lifeの向
上を目指したセルフケア支援、さらに対象者を援助する看護師への教
育的支援を明らかにするために、理論・概念を用いて現象を多角的に
分析し、検討する。
　これまでの講義、演習で得た知識を研究につなげ、一連の研究プロ
セスを経て、研究計画書をもとに調査したことを分析・考察し、研究
成果を修士論文としてまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.研究計画書を作成し、倫理審査に申請できる。
2.研究計画書をもとに、調査で得られたデータを分析できる。
3.データ分析結果を文献をもとに考察し、修士論文としてまとめるこ
とができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

修士論文完成にいたるまでの課題レポートを70％、課題への取組み・
プレゼンテーション力を30％として総合的に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

　テキストは指定しない。随時参考資料を提示する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

　フィールド調査にあたり、当該施設との調整や倫理申請書類の提出
など、事前に必要な準備は指導教員に相談して早めにとりかかるこ
と。
　各回の事前学習として、予習を60分程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を60分程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第1回：オリエンテーション
第2～10回：研究計画書の作成と倫理申請準備
第11～60回：研究課題に関するフィールド調査実施、収集
したデータの検討
第61～75回：データ分析・考察
第76～90回：論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I22001-07特別研究「高齢者療養支援論」

通年 6  2 授業形態:演習久木原　博子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

高齢者看護領域のテーマに関する研究課題を明らかする。研究テーマ
が高齢者看護学に寄与するものであることを確認した後、研究テーマ
にそった研究のデザインや方法を選定し研究計画書を作成する。立案
した研究計画に倫理的問題がないか、倫理審査を受ける。倫理委員会
の承認後、データを収集する。収集したデータを分析する。研究を論
文にまとめる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.高齢者看護領域のテーマに関する研究計画書を作成することができ
る。
2.倫理審査申請書類を作成し、承認を受けることができる。
3.自身が計画した研究方法に応じてデータを収集することができる。
4.収集したデータを分析することができる。
5.研究成果を修士論文としてまとめることができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

研究テーマと研究計画書の作成20％、データの収集と解析20％、教員
とのディスカッション10％、プレゼンテーション10％、論文作成40％
とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

特定のテキストは使用しない。
授業テーマに関連した文献など、その都度紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

自主的に研究プロセスを遂行する。不足している知識の習得に積極的
に取り組む。研究を進めるにあたって2時間程度の事前学習を行う。
特に、データの扱い方、解析方法、結果の表現方法、考察の書き方な
ど、研究に関する基礎的な力を身につけるため、多くの文献を熟読す
ることを勧める。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1-2.コースガイダンス
3-12.グループ討議、クリティーク、テーマの決定と研究方
法の検討
13-22. 研究計画書立案、倫理審査申請
24-60.データの収集と分析
61-90.論文作成



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12003-01人間発達論

前期 2  1 授業形態:講義小柳　康子、黒髪　恵、坂本　昭、林　幹男
◎－－－　授業の概要　－－－◎

人間を生涯にわたり発達する存在としてとらえ、胎児期から老年期を
経て死に至る人間発達の全体を見渡して、健康や看護に関連する現実
の問題にアプローチできるよう、多角的学際的に発達を学ぶ。
とくに、神経運動発達、人間関係発達、役割発達・移行と健康、キャ
リアの視点から人間の発達について考察する。
＜授業の流れ：オムニバス方式をとる＞
１回～７回：生涯発達の視点により、出生前から～死に至るまでの神
経運動発達と心身の健康課題について、文献講読を通して理解する
（小柳）。
８回～１０回：人間関係の発達に関する諸理論・アプローチ法につい
て授業参加を通して理解を深める（黒髪）。
１１回～１３回：役割移行に伴う心の問題とそのカウンセリングにつ
いて理解し、その応用についての論考する（林）。１４回１５回：
キャリア発達に関する諸理論・アプローチ法について理解し、その応
用について講義を通して考察を深める（坂本）。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．人間の心身の発達・理論、関係性の発達、役割発達、キャリア発
達の学びを通して、人間の発達を自分なりに説明できる。
２．関心のある研究対象あるいは自己の現在の発達課題を健康や看護
の視点から説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．人間を生涯にわたり発達する存在としてとらえ、自分自身や対象
の発達を振り返り、自分の言葉で人間の発達を説明できたかを評価の
基準とする。
２．関心のある研究対象あるいは自己の現在の発達課題を健康や看護
の視点から説明できたかを評価の基準とする。
＜評価方法＞
授業時間内（毎回）での発表40％、課題レポート（7回）の評価
50％、平素の活動状況（プレゼンテーション１回）１0％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

毎回の授業開始前に、各々の担当教員が役割の授業内容に関する資料
を配布する。遅くとも講義の１週間前に次週の授業資料を配布する
（第１回～第７回）。
【テキスト】
特定のテキストは使用しない。
【参考文献】
上田礼子「生涯人間発達学」三輪書店,ISBN978-4-89590-222-9

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

事前学習：担当教員が毎回の授業で提示する課題について（オムニバ
スのため、担当者によって授業課題は異なる）。毎回（第1回～第7
回）、A４で4～5枚程度のレジュメを作成する（毎時間レジュメ作成
及び発表）。
事後学習：講義での相互の討論内容を踏まえて課題の考察を深めたレ
ポートを作成する。よって、事前事後の2種類のレポートを毎回提出
する。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．発達理論の概観１：人間発達とは（小栁）
２．発達理論の概観２：発達段階と発達課題の理論（小
栁）
３．発達理論の概観３：非発達段階説（小栁）
４．神経・運動機能の発達１：胎児期・乳児期（小栁）
５．神経・運動機能の発達２：幼児期・学童期（小栁）
６．神経・運動機能の発達3：思春期、青年期～老年期
（小栁）
７．神経・運動機能の発達4：発表：人間発達と発達課題
（小栁）
８．人間関係発達１：人間関係とコミュニケーション（黒
髪）
９．人間関係発達２：対人援助の問題とアプローチ（黒
髪）
10．人間関係発達３：終末期の問題とアプローチ（黒髪）
　
11．役割発達・移行１：役割学習期・猶予期（林）
12．役割発達・移行２：役割遂行期（林）
13．役割発達・移行３：役割喪失期（林）
14．キャリア発達１：キャリア形成と確立（坂本）
15．キャリア発達２：キャリアの安定と衰退（坂本）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12013-01病態生理学

前期 2  1 授業形態:講義井上　隆司、兼岡秀俊、佐久間良子、本田啓、沼田朋大、市川純
◎－－－　授業の概要　－－－◎

対象の全身にわたる病態生理学的変化について的確な解釈及び臨床看
護判断を行い、より効果的かつ高度な看護実践を提供するために必要
な知識、技術を教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1. 器官系別に、主要な症候の病態の成り立ちを学ぶ
2. 病態が生じる機序を理解する
3. 病態生理学的根拠に基づいた臨床的判断能力を養う

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度を、課題レポート(30%)と取り組み姿勢・プレゼン
テーション力(70%)を基準に評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

参考資料を配布する。教科書は特に指定しない。参考文献は必要に応
じて適宜紹介する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

配布した資料の内容及び自分で作成した授業ノートを参照して理解を
深める。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．オリエンテーション／病態生理学総論（井上、佐久
間）
2． 循環器系機能障害1)：循環器系の解剖生理と障害の機
序・症状（井上）
3． 循環器系機能障害2)：代表的循環障害の病態（井上）
4． 呼吸器系機能障害1)：呼吸器系の解剖生理と障害の機
序・症状（市川）
5． 呼吸器系機能障害2)：呼吸不全の病態（市川）
6． 消化器系機能障害：消化器系の解剖生理と障害の病態
（井上）
7． 代謝・内分泌系機能障害：代謝・内分泌系の解剖生理
と障害の病態（本田）
8． 脳神経系機能障害1)：脳神経系の解剖生理と障害の機
序・症状（沼田）
9． 脳神経系機能障害2)：意識障害やせん妄の病態（沼
田）
10．泌尿器系機能障害：泌尿器系の解剖生理と障害の病態
（井上）
11．生殖器系機能障害：生殖器系の解剖生理と障害の病態
（本田）
12． 造血・血液凝固・線溶系機能障害：血液・凝固線溶系
障害の病態（市川）
13． 免疫系機能障害：免疫系の解剖生理と障害の病態（兼
岡）
14． 運動系機能障害：運動系の解剖生理と障害の病態（井
上）
15．病態生理学の知識を活用した高度な看護実践について
実例をもとに健康状態のアセスメント及び看護ケアの判断
について討論（井上、佐久間）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12011-01フィジカルアセスメント

前期 2  1 授業形態:講義及び演習宮林　郁子、兼岡　秀俊、岩永　和代、浦　綾子、吉川　千鶴子、牧　香里、石倉　宏恭、岩朝　光利、  山内　靖

◎－－－　授業の概要　－－－◎

理論、演習を通して各領域におけるフィジカルアセスメント技術を学
ぶ。複雑な健康問題をもった対象の身体状況について系統的に診査
し、臨床看護判断を行うために必要な知識と技術について教授する。
第4回～6回の講義演習に秋吉麻酔科教授、第17回～18回筋骨格系には
久保法医学教授、第30回臨床推論は武岡博多クリニック総合診療科が
ゲストスピーカーとして担当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1．高度看護実践におけるフィジカルアセスメントの意義を理解する
ことができる。
2．高度看護実践に必要な複雑な健康問題をもった対象の身体状況に
ついて系統的に診査し、臨床看護診断を行うために必要な知識と技術
を修得することができる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

試験(50%)、演習への取り組み状況(20%)、レポート(30%)
【評価基準】
・ディスカッションによる成果発表の内容、およびプレゼンテーショ
ンの構成、論理性を評価基準とする。
・課題レポートは、テーマに沿っているか、課題探求は充分か、根拠
に基づいているか、文献を用いているか、考えを自分の言葉で述べて
いるかを評価基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

Lym S. Bickley 著、福井次矢、井部俊子監修：“Bates’ Guide to
Physical Examination and History Taking”メディカル・サイエンス・イ
ンターナショナル　
ISBN：978-4-89592-798-7　￥9,000

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

・毎回の予習、復習、予行演習を怠らないこと。
・20回～30回までにクイズ、オスキーを行うので、徹底した学習を心
掛けておくこと。
・各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後に
は事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

【演習内容】
1．大学院教育におけるフィジカルアセスメント
(浦、牧、宮林)
2．高度実践看護におけるフィジカルアセスメント
(宮林、岩永、牧)
3．フィジカルアセスメントの面接技法・基本技術と演習
(宮林、岩永、浦、吉川、石倉)
4-6．フィジカルアセスメント循環器系
機能・診察方法、検査データの読み方　講義・演習及び
フィジカルアセスメント血液造血器系
機能・診察方法、検査データの読み方①②　講義・演習
(宮林、岩永、浦、吉川、牧、石倉)
7-8．フィジカルアセスメント呼吸器系
機能・診察方法、検査データの読み方①②　講義・演習
(宮林、岩永、浦、吉川、牧)
9-10．フィジカルアセスメント内分泌、代謝系
機能・診察方法、検査データの読み方①②　講義・演習
(宮林、山内、岩永、浦、吉川、牧)
11-12．フィジカルアセスメント消化器系
機能・診察方法、内視鏡等検査データの読み方　講義・演
習
(11回担当:山内)
(12回担当:宮林、岩永、浦、吉川、牧、山内)
13-15．フィジカルアセスメント感覚、神経系機能・脳神
経診察法　講義・演習
(宮林、岩永、浦、吉川、牧、岩朝)
16．フィジカルアセスメント腎泌尿器系機能・診察方法、
検査データの読み方　講義
(兼岡)
17-18.　フィジカルアセスメント筋骨格系機能・診察方
法、検査データの読み方　講義・演習
(宮林、岩永、浦、吉川、牧)
19．フィジカルアセスメント精神状態
メンタルヘルス全般のアセスメント　講義・演習
(宮林、岩永、浦、吉川、牧)
20-21．系統的なフィジカルアセスメント
事例への展開例の検討(オスキーを含む)
(宮林、岩永、浦、吉川、牧、山内)
22-23．系統的なフィジカルアセスメント
事例への展開例の検討(オスキーを含む)
(宮林、岩永、浦、吉川、牧)
24-26．系統的なフィジカルアセスメント
事例への展開例の検討(オスキーを含む)
(宮林、岩永、浦、吉川、牧)
27-29．フィジカルアセスメントの実践への適用
循環器、呼吸器、消化器疾患患者(オスキーを含む)
(宮林、岩永、浦、吉川、牧)
30．臨床推論 まとめ　演習
(宮林、岩永、浦、吉川、牧)
【レポート】
フィジカルアセスメントを３例、実践に適用しレポートを
作成する。
講義の順番は変更になることがあるので、注意をするこ
と。



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12002-01保健医療福祉政策論

後期 2  1 授業形態:講義馬場　みちえ、木村裕美、久本貴志
◎－－－　授業の概要　－－－◎

日本の歴史的変遷から保健医療福祉システムの成立を社会保障関連法
規でとらえ、保健医療福祉政策の動向や現状、課題を分析する。その
うえで政策のあり方や、専門職としての自己の課題について考察す
る。さらに保健医療福祉の実践現場で安全で安心な行為の提供のあり
方を組織化する視点で分析し考察する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．保健医療福祉システムを社会保障関連法規でとらえ、実践現場の
現状と今後の課題を分析することができる。
２．専門職としての観点から、政策過程への提言を明確にすることが
できる。
３．保健医療福祉の実践現場で自己の課題について考察することがで
き、安全で安心な行為の提供、組織化について分析、考察することが
できる。
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

社会保障制度と現代の政策過程について明確に述べることができる。
保健医療福祉制度と実践現場での課題について考察することができ
る。
講義・演習への参加状況（40％）とレポート（60％）で評価する。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト；
井部俊子・中西睦子監修.看護制度・政策論.日本看護協会出版社2017
978-4818020474　2484円
渋谷博史.社会保障と地域.学分社.2008 ISBN978-4762022258　2160円　
参考文献
見藤隆子他.看護職者のための政策過程入門.日本看護協会出版社
ISBN978-4818012585　1944円
村上須賀子、医療福祉総合ガイドブック2016年度、医学書院　
ISBN978-4260025195　4454円

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

これまでの講義や討議内容から、実践の場における看護職の保健医療
福祉分野における医療看護の提供について討論し、レポートを作成す
る。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

久本貴志
第１回　社会保障制度とシステムの歴史的変遷
第２回　社会保障政策の基礎と政策過程
第３回　保険制度の仕組みと国民医療費と介護費用
第４回　社会保障制度の実践現場との課題分析

馬場みちえ
第５回　社会保障制度と保健医療福祉制度
第６回　医療法の改正と医療機能分化、診療報酬制度にお
ける看護の評価
第７回　保健医療福祉制度における施策の取組と現状分析
第８回　母子、児童分野における保健医療福祉政策の取り
組みの現状分析と課題　
第９回　障害者・難病における保健医療福祉政策の取り組
みの現状分析と課題
第10回 高齢者における保健医療福祉政策の取り組みの現状
分析と課題①

木村裕美　　
第11回　地域在宅ケア分野における保健医療福祉政策の取
り組みの現状分析と課題②　
第12回　地域在宅医療分野における保健医療福祉政策の取
り組みの現状分析と課題

馬場みちえ
第13回　地域包括ケアに携わる社会資源の政策と現状　
①ケアに関わる医療・看護職員、介護職員
第14回　地域包括ケアに携わる保健医療福祉を取り巻く人
材の政策と現状　
②福祉職および地域組織活動および住民
第15回　保健医療福祉現場における安全で安心できるため
の政策　まとめ



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21001-01母子健康支援論Ⅰ

前期 2  1 授業形態:講義佐久間　良子、小柳　康子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

母子保健関連指標や統計の動向を踏まえて、近年の母子保健医療の現
状や課題への理解を深める。また母子の健康や健全な成長・発達に影
響を及ぼす食生活と栄養、社会環境と家庭環境、集団保健の重要性に
ついて理解する。さらに地域母子保健活動や医療現場での課題解決方
法を進めるための実践的な内容について検討する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．母子保健の概要、母子保健関連指標や統計を分析し、近年の動向
を踏まえて、母子保健医療に関する現状と課題について考察し、理解
を深める。
２．対象となる母性、子どもと家族を適切に理解するために必要な理
論を説明できる。
３．周産期及びその前後における母体の健康、胎児期から思春期まで
の各発達段階における健康問題およびそれに関連する日常生活や家庭
環境・社会環境、集団保健についての課題を理解し、効果的な健康支
援の在り方について考察し説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

プレゼンテーション及び授業参加度：50％、レポート50％から総合的
に評価する。
授業参加度およびプレゼンテーションについては、①各授業課題への
取り組みと、②理解度、③授業・討論を通して自己の意見を根拠に基
づき多角的に表現できているか、を評価の基準とする。また、レポー
トにおいては、提示した課題について、①十分なデータを収集してい
るか、②データの解釈は適切か、③自身の見解を明確に記述している
か、を評価基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキスト：特に指定しない。
参考書・参考資料等：
　・わが国の母子保健　平成30年　母子衛生研究会、
ISBN：978-4894300705、1800円＋税　
　その他、必要に応じて適宜資料を配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

講義は、プレゼンテーション、討議を中心に進める。
事前に課題の提示を行うので、事前学習をして授業に参加すること。
各回の事前学習として、予習を90分程度すること。また授業後には事
後学習として、復習を60分程度行い、理解を深めること。
授業終了時に示す課題についてレポートを作成すること。（2時間）

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

１．オリエンテーション・母子保健の歴史（小栁）
２．子どもの心身の今日的健康課題と支援：身体面（小
栁）
３．こどもの心身の今日的課題と支援：心理面（小栁）
４．学校管理課における志望・障害自己と事故防止：幼稚
園・保育所・学校（小栁）
５．機能形態学的な視点からみた女性の特徴（佐久間）
６．現代社会における女性のメンタルヘルスの動向（佐久
間）
７．女性とヘルスプロモーション：わが国の予防医療の現
状（佐久間）
８．女性と出産をめぐる今日的健康課題と支援：身体面
（佐久間）
９．女性と出産をめぐる今日的健康課題と支援：心理面
（佐久間）
10．胎児期から新生児期の生育環境が母子の健康に与える
影響（佐久間）
11．母子の健康支援に必要な理論（佐久間）
12．女性の健康への自己決定とその支援（佐久間）
13．課題発表①：発達障害について（小栁）
14．課題発表②：小児保健の今日的課題と支援（小栁）
15．課題発表③：母子の健康支援における看護の役割につ
いて（佐久間）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21002-01母子健康支援論Ⅱ

後期 2  1 授業形態:講義小柳　康子、佐久間　良子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

母子の健康を成長発達、健康、家族・社会環境の観点から概観し、母
性・小児の今日的な健康課題を吟味する。また、リプロダクティブ・ヘ
ルス/ライツ及び小児看護の視点から母と子の健康に関する課題を分析す
る。そして、この課題解決に向けた具体的なケア方法およびケアの開発
を検討する。母性と小児に関わる看護現象の構造を多角的にとらえ、ケ
アを開発する糸口を探求する。
（オムニバス形式/全15回）

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．小児と母親の健康を生涯発達、社会環境の観点から概観し、母性・
小児の今日的な健康課題について説明できる。
2.母子の健康に関する健康課題解決に向けた具体的なケア方法およびケア
の開発について自分の考えを論じることができる。
3.学校保健看護学分野における健康課題について、子どもの権利を踏まえ
て健康課題解決方法を提案できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1.小児と母親の健康を生涯発達、社会環境の観点から概観し、母性・小児
の今日的な健康課題について説明できたかを評価の基準とする。
2.母子の健康に関する健康課題解決に向けた具体的なケア方法およびケア
の開発について自分の考えを論じることができたかを評価の基準とす
る。
3.学校保健看護学分野における健康課題について、子どもの権利を踏まえ
て健康課題解決方法を説明できたかを評価の基準とする。
＜評価方法＞
授業取組状況（毎授業時間の間か状況・発表）20％、授業時間内でのプ
レゼンテーション（2回）40％、課題レポート（第２回～第14回）50％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】特に指定しない。
【参考文献】
・Ｍ・ラスティン、Ｅ・カグリアータ、木部則雄監訳：こどものこころ
のアセスメント,岩崎学術出版社2007,ISBN4753307093,（3,996円）
・小此木啓吾：「次世代を育む心」の危機―ジェネラティビティクライ
シスをめぐって,慶應義塾大学出版会2004,ISBN4766410599,（1,994円）
・西條剛央：母子間の抱きの人間科学的研究,北大路書房2004,
ISBN4762823643,（2,592円）
・Benner,Patricia;Wrubel judith難波卓志訳:現象学的人間論と看護,医学書院
1999、ISBN4260343637,（4,968円）
・M,Mayeroff：ケアの本質，ゆみる出版1987,ISBN4946509119,（1,620
円）
・ヴェレナ・チューディン、井部俊子監修：境界を超える看護,エルゼビ
アジャパン2006,ISBN4860348761,（2,000円）
・田中哲郎：子育て支援における保健相談マニュアル,日本小児医事出版
社2013,ISBN4889242252（1,831円）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

＜事前学習＞講義において次の週の授業の課題を提示するので、複数の
文献で課題のレジュメを作成してくる。（第2回～第14回）
＜事後学習＞講義での相互討論内容を踏まえて、事前学習のレポートを
修正して次の授業までに提出する。よって、事前事後の2種類のレポート
を毎回提出することになる。
各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。また授業後には事後
学習として、復習を2時間程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　健康に問題のある母子の健康支援とは（佐久間）
第２回　周産期の健康問題アセスメントと看護ケアの事例
検討（佐久間）
第３回　安全・安心な出産・育児への援助の看護実践にお
ける課題　事例検討（佐久間）
第４回　思春期の生徒の健康と母性性の涵養（佐久間）
第5回　思春期の女子生徒の栄養の現状と課題（佐久間）
第6回　思春期の女子生徒に必要な栄養教育―骨粗鬆症の
予防の観点から（佐久間）
第7回　性に関する指導の在り方を考える―思春期の生徒
と親の視点から（佐久間）
第8回　母親観（フェミニズム）・父親観と健康支援－社
会文化的観点から（小栁）
第9回　小児医療・学校保健における子どもの権利（小
栁）
第10回　障害を持つ子どもの母親の障害受容と支援（小
栁）
第11回　慢性疾患患児の健康課題と看護ケアの改善（小
栁）
第12回　小児看護における看護実践の有効性の検証（小
栁）
第13回　小児生活習慣病の実態と予防策（小栁）
第14回　子どもの飲酒・喫煙・薬物乱用・不適切なＩＣＴ
利用と健康教育（小栁）
第15回　小児看護における地域医療連携（小栁）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I21003-01母子健康支援論演習

通年 4  2 授業形態:演習小柳　康子、佐久間　良子
◎－－－　授業の概要　－－－◎

本授業の流れは、看護実践事例の分析や文献のクリティークを行い、
次に、それを討論しながら、母子看護領域や学校保健領域における自
己の課題解決の実践力を育成することをねらいとしている。フィール
ドワーク等によりできるだけ実践事例を捉え、学んだ理論や知識と統
合させながら考察へと展開するのが本授業の概要である。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．母子看護領域、学校看護領域における関心あるテーマについて、
国内外の研究論文を講読し、最新の知見や研究方法について説明でき
る。
２．妊娠・出産・子育てをめぐる問題について、フィールドワークを
通して母子や健康上の課題を持つ小児とその家族の健全な発達支援に
おける看護の課題を探求し、研究課題を深めて論理的に説明できる。
3.学校保健における課題について、特別支援学校における医療的ケア
の現状と課題を説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．母子看護領域、学校看護領域における関心あるテーマについて、
国内外の研究論文を講読し、最新の知見や研究方法について説明でき
るか。
２．妊娠・出産・子育てをめぐる問題について、フィールドワークを
通して母子や健康上の課題を持つ小児とその家族の健全な発達支援に
おける看護の課題を探求し、研究課題を深めて論理的に説明できる
か。
3.学校保健における課題について、特別支援学校における医療的ケア
の現状と課題の要点を説明できるか。
＜評価方法＞
授業におけるフィールドワークの取組状況30％、授業時間内での成果
発表40％、提出された課題レポート30％

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

【テキスト】
特定のテキストは使用しない。講義の1週間前に、次週の授業資料を
配布する。
【参考文献】
M,Simone(1996)：アクト・オブ・ケアリング，ゆみる出版, ISBN-13:
978-4946509056,（4,079円）
H,Kuhse(2000)：ケアリング－看護婦・女性・倫理，メディカ出版,
ISBN: 4-89573-999-6 3400（954円）
V,Tschudin(2006)：境界を超える看護－倫理学へのアプローチ，エルゼ
ビア・ジャパン,ISBN：978‐4‐860‐3487―62（2,000円）

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

＜事前学習＞研究テーマに基づく課題研究を主体的に行い、レポート
作成して授業に参加する（第２回～第26回）。
＜事後学習＞講義での相互の討論を踏まえて、自己の研究課題に関連
する研究方法や内容に照らして修正したレポートを作成する。
講義最後にレポートを提出する。
　各回の事前学習として、予習を30分程度すること。また授業後には
事後学習として、復習を30分程度行い、理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

第１回　オリエンテーション　目的目標（小栁）　　　　
第２回　看護実践・現象の検討方法（小栁）
第３回　看護過程の展開とその分析・評価（佐久間）
第４回　母親を取り巻く健康課題を捉える方法（佐久間）
第５回　子どもを取り巻く健康課題を捉える方法（小栁）
第６～8回　母親の健康問題に関する課題発見の方法－文
献クリティーク（佐久間）
第9～10回　産児の健康問題に関する課題発見の方法－文
献クリティーク（佐久間）
第11～12回　母性の健康支援の研究テーマに関する文献ク
リティーク　母性（佐久間）
第13～14回　母子健康支援の研究テーマに関するクリ
ティーク　小児（小栁）
第15～16回　母性の健康問題に関する課題発見の方法－文
献クリティーク（佐久間）
第17～18回　小児の健康問題に関する課題発見の方法（小
栁）
第19～20回　母子健康支援に関する概念整理①　母性（佐
久間）
第21～22回　母子健康支援に関する概念整理②　小児（小
栁）
第23～26回母親の健康課題に関するフィールドワーク　オ
リエンテーション（佐久間）
第27～30回　母親の健康課題に関するフィールドワーク：
病棟第一段階（佐久間）
第31～33回　母親の健康課題に関するフィールドワーク：
病棟第三段階　（佐久間）
第34～36回　母親の健康課題に関するフィールドワークの
まとめ（佐久間）
第37～39回　小児の健康支援に関するフィールドワーク：
特別支援学校　オリエンテーション（小栁）
第40～42回　児童生徒の健康支援に関するフィールドワー
ク：特別支援学校　医療的ケア①（小栁）
第43～45回　児童生徒の健康支援に関するフィールドワー
ク：特別支援学校　医療的ケア②（小栁）
第46～48回：児童生徒の健康支援に関するフィールドワー
ク：特別支援学校　医療的ケア④（小栁）
第49～51回：児童生徒の健康支援に関するフィールドワー
ク：特別支援学校　保健室（小栁）
第52回：フィールドワークのまとめ（小栁）
第53回：フィールドワークの発表：母性（佐久間）
第54回：フィールドワークの発表：小児（小栁）
第55回：フィールドワークより母性の健康課題と支援につ
いて検討（小栁）
第56回：フィールドワークより小児の健康課題と支援につ
いて検討（小栁）
第57回　フィールドワークの事例検討　母性（佐久間）
第58回　フィールドワークの事例検討　小児（小栁）
第59回　研究の信頼性・妥当性の確認する方法の学習（佐
久間）
第60回　フィールドワークや事例検討のまとめ。
　　　　ープレゼンテーションと討論（小栁）



期別: 単位数: 開講年次:

2019-I030I12012-01臨床薬理学

前期 2  1 授業形態:講義神村　英利、今給黎修、岩崎克典、遠城寺宗近、三島健一、大江賢治、緒方憲太郎、桂林秀太郎、松尾宏一、吉川千鶴子

◎－－－　授業の概要　－－－◎

効果的な薬物治療のための看護介入には、薬物療法の基礎と臨床を理
解することが必須である。この科目では緊急応急処置、症状調整、慢
性疾患管理に必要な薬剤を中心に、薬理作用、副作用、薬剤使用の判
断、投与後のモニタリング、生活調整、回復力の促進、対象の服薬管
理能力の向上を図り、対象の負担が少なく、より効果的な薬物治療を
行うための知識を教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．薬力学、薬物動態学、薬物相互作用等、薬理学の基礎的内容を説
明できる。
２．代表的で最新の疾患別治療薬の作用機序、有害作用等を学び、看
護職者として薬の適正な使用法について説明できる。
３．特に注意が必要な患者の薬物治療について概説できる。
４．薬物治療のための看護介入に必要な患者モニタリング、生活調
整、回復力の促進、服薬管理について説明できる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．薬力学、薬物動態学、薬物相互作用等、薬理学の基礎的内容の理
解度を課題レポートまたはプレゼンテーションの内容で評価する。
２．代表的で最新の疾患別治療薬の作用機序、有害作用等を学び、看
護職者として薬の適正な使用法についての理解度を課題レポートまた
はプレゼンテーションの内容で評価する。
３．特に注意が必要な患者の薬物治療についての理解度を課題レポー
トまたはプレゼンテーションの内容で評価する。
４．薬物治療のための看護介入に必要な患者モニタリング、生活調
整、回復力の促進、服薬管理についての理解度を課題レポートまたは
プレゼンテーションの内容で評価する。
評価比率は、課題レポート・プレゼンテーション内容を60%、取り組
み姿勢を40%を基準とする。

◎－－－　テキストおよび参考文献　－－－◎

テキストは使用しない。
必要に応じて参考文献などを配布する。

◎－－－　履修上の留意点、準備学習（事前・事後学習）　－－－◎

各回の事前学習として、予習を2時間程度すること。指定した文献お
よび資料に目を通し、事前に要旨をまとめておくこと。また授業後に
は事後学習として、復習を2時間程度すること。授業終了時に示す課
題について、まとめておくなどして理解を深めること。

◎－－－　授業計画および内容等　－－－◎

1．薬理学の基礎1) 薬力学・薬物動態学　(三島)
2．薬理学の基礎2) 薬物相互作用と副作用　(三島)
3．心臓血管系作用薬1)　(今給黎)
4．心臓血管系作用薬2)　(今給黎)
5．末梢神経作用薬　(桂林)
6．中枢神経作用薬　(岩崎)
7．呼吸器系作用薬・消化器系作用薬　(遠城寺)
8．抗がん薬　(緒方)
9．抗感染症薬　(松尾)
10．抗炎症薬・抗アレルギー薬　(緒方)
11．脂質代謝治療薬・糖尿病治療薬　(神村)
12．生殖器系作用薬・内分泌系作用薬　(大江)
13．高齢者の薬物療法と服薬管理　(松尾、吉川)
14．成人期の薬物療法と服薬管理　(神村、吉川)
15．妊婦・小児の薬物療法と服薬管理　(神村、吉川）


