
2019-802000A150-01スタディスキル（初年次教育）

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：無し　　
有田　久美、長谷川　珠代、古賀　綾

◎－－－　概要　－－－◎

 大学教育への適応を円滑にし、学習の動機付けをはかる。また、自主
的に学ぶ学生となるために必要な学習を支えるスタディスキルとし
て、資料検索方法、レポートの書き方、発表の仕方等について習得す
る。さらに、テーマ別学習によるディスカッションを通して、主体的
な課題解決能力やコミュニケーションスキルの育成を目指す。　
　授業は、集合教室での講義とクラス担任によるゼミ形式での学び合
い学習を行う。学び合い学習では、クラス担任毎のグループでテーマ
を選択し、資料や文献を収集し、ディスカッションを行う。また、学
び合いを通してテーマに関する理解を深め、引用した資料に対する自
分の意見を課題レポートとしてまとめ、クラス担任に提出し、個別的
な指導助言を受ける。さらに、学び合いの学習のまとめとして、ゼミ
毎のテーマに関する学習内容を共有するための発表を行う。
　この授業での学びは、レポート作成や今後のゼミ形式の授業を受け
るための準備、卒業論文作成といった大学での学びを充実させるため
に必要不可欠なものである。講義は、教員の臨地での医療、看護など
の実務経験を生かし、実践に活かせるよう講義、演習を実施する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

大学で学ぶ意味を理解できる。(知識・理解)

主体的学習を支えるスタディスキルの基盤として、資料検索方法、レ
ポートの書き方、発表方法等について理解できる。(知識・理解)

人の話を集中して聴き、自分自身で必要な情報を判断してノートに書
きとる。 (態度・志向性)

文章を読んで正しく理解し、適切な日本語表記で書く。 (態度・志向
性)

学習テーマに必要な文献（資料）を収集し、情報を整理する。(態
度・志向性)

文章（資料）の内容を把握した上で適切に要約し、自分の考えをレ
ポート作成法にそって書く。(態度・志向性)

文献（資料）を用いて、根拠のある意見を第三者が読んで理解しやす
い説得力のある文章で書く。 (態度・志向性)

主体的・効果的にグループ活動を行いメンバーとの学び合いを実践す
る。(態度・志向性)

テーマに沿った必要な情報を選択して発表資料を作成し、聞き手が理
解しやすい発表する。 (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義に関連した教科書の予習や提示された課題を行う。また、講義
資料、自己学習資料、課題等は、ファイルに整理して全て綴じる。全
講義の最終日にファイルの提出を行う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

試験による評価は行わない。学習への取り組みを重視する。
・授業への取組み（50％）：単に出席するだけでなく、積極的な授業
への参加を評価対象とする。そのため、各講義終了時の「ワークシー
ト」の提出や次の講義に向けての「事前課題」の取り組みは必須であ
る。提出物の未提出（提出遅れも含む）は、減点の対象とする。
・学び合い学習（20％）：レポートの書式・構成、わかりやすい文章
か、考えに説得力があるか、グループワークディスカッションでの貢
献度等の観点から評価する。
・学び合い学習の発表（10％）：発表の準備、内容、発表資料、質疑
応答、意見交換の参加度等の観点から評価する。
・自己学習状況（20％）：講義資料、自己学習資料、課題等が整理で
きているかを評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

吉原恵子、間渕泰尚、冨江英俊、小針誠：スタディスキル
ズ・トレーニング―大学で学ぶための25のスキル―，実教
出版，¥1296，ISBN：978-4-407-32243-9

◎－－－　参考書　－－－◎

藤田哲也編著　大学基礎講座、北大路書房　　ISBN
9784762824845
授業内容に関連したものを、授業内で紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

大学生活における学びを充実させる学習の基本的スキルを
習得する科目である。この授業では、授業に参加すること
を最も重視する。参加する際には、十分に予習（課題に取
り組む）や復習をした上で授業に出席し、積極的に学習活
動に参加して他学生との意見交換やグループで決めた作業
分担について個人の責任を果たすようにする。正当な理由
なく欠席・遅刻をすることのないよう留意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.オリエンテーション、大学生として学ぶことの意味（有
田・長谷川・古賀(綾)）
2．日本語能力基礎調査（有田・長谷川・古賀(綾)）
3.大学での学びの目標、講義の受け方 （有田・長谷川・古
賀(綾)）
4.演習に必要なスキル（有田・長谷川・古賀(綾)）
5.グループで学ぶ方法、テーマを決めよう（長谷川・有
田・古賀(綾)）
6.図書館の利用方法、資料（文献）の収集方法（有田・長
谷川・古賀(綾)）
7.必要な情報収集と文献の活用方法（有田・長谷川・古賀
(綾)）
8.文献や本の読み方、まとめ方（長谷川・有田・古賀
(綾)）
9.レポートの文章の特徴・レジュメの作成（長谷川・有
田・古賀(綾)）
10.レポート作成の基本（長谷川・古賀(綾)）
11.学びあい学習①（クラス担任ゼミ）
12.学び合い学習②（クラス担任ゼミ）
13.前半：学び合い学習③（クラス担任ゼミと全体講義）レ
ポート作成の実際：レポート返却と指導
　　後半：発表準備（有田・長谷川・古賀(綾)）
14.学びあい学習の発表（有田・長谷川・古賀(綾)）
15.まとめ（有田・長谷川・古賀(綾)）

＊クラス担任ゼミにおける担当教員
大倉義文、兼岡秀俊、木村裕美、久木原博子、塚原ひと
み、中嶋恵美子、原田春美、宮城由美子、宮林郁子、岩永
和代、浦綾子、緒方久美子、小栁康子、佐久間良子、中島
充代、長谷川珠代、馬場みちえ、宗正みゆき、吉川千鶴
子、有田久美、黒髪恵、坂梨左織、牧香里、松本祐佳里、
池田智、石橋曜子、上野珠未、大村由紀美、古賀綾、藤原
悠香



2019-802000A011-01からだの構造と機能Ⅰ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・３時限　　試験時間割：2019/07/24　４時限　　

大倉　義文、小川　皓一

◎－－－　概要　－－－◎

　人体の正常な構造と機能を知ることは、科学的根拠に基づく
看護実践の基礎となるものであり、「疾病の成り立ちと回復の
促進Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」、「薬のはたらき」、「からだの防御のしく
み」などの専門基礎科目や各領域看護学科目を学ぶためにも必
須である。　
本科目では、テキストに沿って人体を構成する細胞、組織、器
官 (骨格、筋肉、感覚器、循環器系、呼吸器系、消化器系、尿
路系など) の正常な形態や構造、および機能について学ぶ。さ
らに細胞や器官の働きを通して人間の生を可能にする条件、す
なわち日常生活の動く、話す、食べる、呼吸する、排泄する、
眠るなどが、どのような仕組みで成し遂げられているのかを理
解する。また生体を構成する有機化合物の生体における働き
や、それらの物質の体内での合成、分解など、生体を化学的に
理解することで、生きているとはどういうことかを学ぶ。
　大倉は、医師として大学病院などでの診療経験を活かし、実
際に携わった事例を含め、臨場感に満ちた講義をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ゲノム、遺伝子、染色体について、自分の言葉で説明ができ
る。(知識・理解)

細胞、細胞内小器官、組織、臓器について、自分の言葉で説明
し図示できる。(知識・理解)

血液を構成する細胞と液体成分について、自分の言葉で説明し
図示できる。(知識・理解)

循環器を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図
示できる。(知識・理解)

呼吸器を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図
示できる。(知識・理解)

消化肝を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図
示できる。(知識・理解)

尿路系を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図
示できる。(知識・理解)

運動器を構成する組織、臓器について、自分の言葉で説明し図
示できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　時間的な制約から、授業の内容は要点のみに絞らざるをえな
い。内容を理解し、十分な知識を得るためには自学自習が不可
欠であり、特に授業前後にテキストを熟読し予習・復習するこ
とが求められる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績は、人体を構成する細胞・組織・器官の基本的な構造と
機能をどの程度正確に説明できるかにより評価する。定期試験
の成績(100%)により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

人体の構造と機能（第4版）
　佐藤昭夫、佐伯由香 編
　医歯薬出版、2018年
　2,800円+税
　ISBN978-4-263-23595-9　C3047

◎－－－　参考書　－－－◎

ネッター解剖学図譜　ISBN 4-621-04854-6
　上記参考書は図書館医学部分館で利用できる。その他ビ
デオ教材「目で見る解剖と生理」全16巻および「生体のし
くみ」全17集が図書館視聴覚資料室と医学情報センター
AV資料室で利用できる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. オリエンテーション、ゲノム、遺伝子、染色体（大
倉）
 2. 細胞・組織・臓器 （小川）
 3. 血液（小川）
 4. 循環器系 I-心臓（小川）
 5. 循環器系 II-血管系（小川）
 6. 循環器系 III-血圧・リンパ （小川）
 7. 呼吸器系 I-気道と肺（小川）
 8. 呼吸器系 II-呼吸（小川）
 9. 消化器系 I-消化管（小川）
10. 消化器系 II-肝臓・膵臓・消化腺 （小川）
11. 物質代謝（小川）  
12. 尿路系の構造と機能（小川）
13. 運動 I-骨・関節・筋の構造（小川）
14. 運動 II-運動の調節（小川）
15. 運動 III-骨格と骨格筋の機能（小川）

 

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-802000A021-01からだの構造と機能Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・４時限　　試験時間割：2019/07/27　６時限　　

大倉　義文、兼岡　秀俊、小川　皓一

◎－－－　概要　－－－◎

　人体の正常な構造と機能を知ることは、科学的根拠に基づく
看護実践の基礎となるものであり、「疾病の成り立ちと回復の
促進Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ」、「薬のはたらき」、「からだの防御のしく
み」などの専門基礎科目や各領域看護学科目を学ぶためにも必
須である。
　本科目では、テキストに沿って、細胞や器官、神経やホルモ
ン等の働きによる人間の内部環境の維持・調節や、新しい生命
が生まれ個体として育っていく過程などについて学ぶ。さらに
人体の構造と機能の関連を体験的に深く理解するために人体解
剖を見学する。また、人体構造の解析に有用な様々な画像診断
法についても学ぶ。
　大倉、兼岡は、医師として大学病院などでの診療経験を活か
し、実際に携わった事例を含め、臨場感に満ちた講義をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

中枢神経系、末梢神経系の構造と機能を自分の言葉で説明を
し、図示できる。(知識・理解)

視覚、聴覚、嗅覚、温痛覚を受容する臓器の構造と機能を自分
の言葉で説明をし、図示できる。(知識・理解)

皮膚の構造と機能を自分の言葉で説明をし、図示できる。(知
識・理解)

内分泌臓器の構造と機能を自分の言葉で説明をし、図示でき
る。(知識・理解)

生殖臓器の構造と機能を自分の言葉で説明をし、図示できる。
(知識・理解)

発生、青潮、老化について、自分の言葉で説明をし、図示でき
る。(知識・理解)

ホメオスタシスや生体リズムについて、自分の言葉で説明を
し、図示できる。(知識・理解)

人体構造を診断する画像検査について、自分の言葉で説明を
し、図示できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　時間的な制約から、授業の内容は要点のみに絞らざるをえな
い。内容を理解し、十分な知識を得るためには自学自習が不可
欠であり、特に授業前後にテキストを熟読し予習・復習するこ
とが求められる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績は、人体を構成する細胞・組織・器官の基本的な構造と
機能をどの程度正確に説明できるかにより評価する。定期試験
の成績(100%)により評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

人体の構造と機能（第4版）
　佐藤昭夫、佐伯由香 編
　医歯薬出版、2018年
　2,800円＋税
　ISBN978-4-263-23595-9

◎－－－　参考書　－－－◎

ネッター解剖学図譜　ISBN 4-621-04854-6
　上記参考書は図書館医学部分館で利用できる。その他ビ
デオ教材「目で見る解剖と生理」全16巻および「生体のし
くみ」全17集が図書館視聴覚資料室と医学情報センター
AV資料室で利用できる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. 神経系 I-神経系の構造と機能（小川）
 2. 神経系 II-中枢神経系（小川）
 3. 神経系 III-末梢神経系（小川）
 4. 感覚 I-視覚・聴覚・平衡感覚（小川）
 5. 感覚 II-味覚・嗅覚・体性感覚・痛覚（小川）
 6. 体温の調節・皮膚の構造と機能（小川）
 7. 内分泌系器官の構造と働き I-視床下部、下垂体、甲状
腺、上皮小体、副腎（小川）
 8. 内分泌系器官の構造と働き II-膵臓、消化器ホルモン、
性ホルモン（小川）
 9. 生殖器系（小川）
10. 発生・成長・老化（小川）
11. 解剖見学予習 （小川、大倉）
12. 解剖見学実習-筋、骨格、神経・感覚器の解剖（学籍番
号前半） （小川、兼岡、大倉）
13. 解剖見学実習-消化器、循環器、呼吸器、腎泌尿器の解
剖（学籍番号後半） （小川、兼岡、大倉）
14. ホメオスタシス・生体リズム（小川）
15. 人体構造と画像診断（大倉）   

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-802000A031-01疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・４時限　　試験時間割：2020/01/21　３時限　　

兼岡　秀俊、大倉　義文、久保　真一

◎－－－　概要　－－－◎

　「疾病の成り立ちと回復の促進Ｉ、Ⅱ、Ⅲ」はいわゆる臨床医学
を学ぶ一連の科目であり、分離して考えることはできない。その中
で本科目は、病因論と病態論を中心に構成されている。前半（①、
②）に配置された病因論では、発症要因を内因と外因に分け、疾患
は単一の要因で発症することはむしろまれで、それらがお互いに影
響を与えながら病態形成に関与することを学ぶ。病態形成を形態と
して捉えるのが病理学であり、本科目の中盤（③～⑧）をしめる。
後半（⑨～⑮）では臨床医学の中の、神経系疾患と呼吸器疾患を学
ぶ。病理学は形態学が中心であるので、その他の参考図書などから
も必要な図表を集め講義する。後半は臨床医学の講義であり、極め
て広い範囲を短時間でカバーする。また本学科は看護職に就いた
後、チーム医療を実施する際の他職種間との正確な医療情報の交換
や、実際の患者やその家族に対応する場合の拠るべき参考資料とし
ても重要である。
　兼岡、大倉は,医師として大学病院などでの診療経験を活かし、実
際に携わった事例を含め、臨場感に満ちた講義をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

形質や発現について理解し、遺伝形式を説明できる。(知識・理解)

遺伝性疾患の遺伝様式と代表的疾患について説明できる。(知識・理
解)

代表的公害や薬害をあげ、外的要因の疾病発症に果たす役割を理解
し説明できる。(知識・理解)

病理学で用いる肉眼的、顕微鏡学的観察法を理解し、説明できる。
(知識・理解)

細胞、組織、臓器、生体総体の病理学的変化について、説明ができ
る。(知識・理解)

死、脳死、死後変化について説明ができる。(知識・理解)

代表的神経疾患についてその概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。(知識・理解)

代表的呼吸器疾患についてその概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明ができる。(知識・理解)

代表的神経疾患、呼吸器疾患について、看護に必要な知識、技能、
態度を説明できる。(知識・理解)

代表的神経疾患、呼吸器疾患について、課題を自ら発見し、対応で
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

「疾病の成り立ちと回復の促進Ｉ、Ⅱ、Ⅲ」は、いわゆる臨床医学
を学ぶ一連の科目であり、分離して考えることはできない。学生に
とっては初めて目にする漢字、カナ、外国文字による医学用語の正
確な理解が必須である。講義の前に教科書の該当項目に目を通し、
講義を受け、理解できないことについて質問をし、復習を怠らない
ことが必要である。得た資料をその日のうちに整理し、同級生とよ
く協力して、医学用語に慣れ親しむ努力が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　臨床医学の基礎としての病因論、病理学の基礎的な知識を自分の
言葉で正確に述べることができるか、また臨床医学各分野の疾病
名、病因、病態、症状、治療、看護について自分の言葉で正確に述
べることができるかを、学期末試験を100％として評価し、60点以上
を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・大橋健一　谷澤徹　藤原正親　柴原純二、系統看護学講
座専門基礎　疾病のなりたちと回復の促進［1］病理学第5
版、医学書院、2018年、本体2,400円、ISBN　
978-4-260-01986-6　（授業計画①～⑧に使用）
・奈良信雄、系統看護学講座　別巻　臨床検査第7版、医
学書院、2018年、本体2,200円、ISBN　978-4-260-01803-6
　（授業計画③に使用）
・北村聖総編集、臨床病態学１第2版、ヌーベルヒロカワ
　2016年、本体3,000円、ISBN978-4-86174-049-7　（授業
計画⑨～⑮に使用）

◎－－－　参考書　－－－◎

渡辺照男編集、カラーで学べる病理学第2版、ヌーヴェル
ヒロカワ、2005年、本体2,500円　ISBN 978-4-86174-062-6
笹野公伸他、シンプル病理学第7版、南江堂、2015年、本
体2,900円　ISBN 978-4-524-26154-3
宮坂和男　道谷英子、放射線科エキスパートナーシング改
訂第２版、南江堂、2007年,本体3,800円　ISBN
978-4-524-23801-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

医学科の学生が４年間かけて学ぶ臨床医学領域を、週に１
コマ、「疾病の成り立ちと回復の促進Ｉ、Ⅱ、Ⅲ」と併せ
てわずか45回でカバーすることになる。特に復習と教員へ
の積極的な質問態度が、極めて重要である。すでに履修し
た「食と生活」や「からだの構造と機能Ⅰ、Ⅱ」で得た知
識と連関して学習する必要がある。また「疾病の成り立ち
と回復の促進Ⅱ、Ⅲ」と連続した講義となる。しかし「疾
病の成り立ちと回復の促進Ⅱ、Ⅲ」とは独立して評価す
る。

◎－－－　授業計画　－－－◎

① オリエンテーション、病因論（内因、外因、メンデル
の法則、家系図）（兼岡）
② 遺伝と病気（単因子発症型疾患、多因子発症型疾患）
（兼岡）
③ 病理学で学ぶこと、病理学の検査方法（細胞診、生
検、術中迅速診断、固定法、染色法、光学顕微鏡の仕組
み、電子顕微鏡の仕組み、蛍光抗体法）（兼岡）
④ 体液の異常と代謝障害、変性、ネクローシス、アポ
トーシス（兼岡）
⑤ 循環障害と動脈硬化、ショック（兼岡）
⑥ 悪性化、がん遺伝子、腫瘍（兼岡）
⑦ 老化、死、脳死、死体現象（兼岡、久保）
⑧ 脳・神経系疾患-1（検査法、麻痺、末梢神経障害、高次
機能障害、意識障害）（大倉）
⑨ 脳・神経系疾患-2（脳血管障害）（大倉）
⑩ 脳・神経系疾患-3（感染症、腫瘍性疾患）（大倉）
⑪ 脳・神経系疾患-4（変性疾患、末梢神経疾患、筋疾患）
（大倉）
⑫ 呼吸器疾患-1（呼吸器症状と検査）（大倉）
⑬ 呼吸器疾患-2（検査）（大倉）
⑭ 呼吸器疾患-3（肺炎、アレルギー性疾患、閉塞性肺疾
患）（大倉）
⑮ 呼吸器疾患-4（拘束性肺疾患、換気障害、肺腫瘍）（大
倉）



2019-802000A061-01食と生活

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/30　６時限　　

近江　雅代

◎－－－　概要　－－－◎

　人間にとって食べることはどのような意味を持つのか、人間
栄養学を基本として、エネルギーと栄養素の働き、栄養と健
康・疾病との関係を理解し、食物や栄養についての基礎的知識
を得ると共に、社会と疾病構造の変化による健康・栄養問題に
ついて学びます。また、ライフステージと栄養・食生活につい
て学ぶことにより、食を総合的にとらえ、健康を維持・増進
し、QOL(生活の質)の向上を目指した望ましい食生活のあり方
に関する知識を修得します。また、傷病者のさまざまな病態や
栄養状態等に応じた総合的な栄養管理を学び、臨床栄養の基本
を学びます。
　本科目では、患者の生活を視野に置き、看護師として、患者
の栄養や食事の問題を検討することのできる知識と技術を総合
的に修得することを目標とします。

◎－－－　到達目標　－－－◎

栄養の意義および保健・医療における栄養の重要性を理解し、
栄養における看護の役割を述べることができる。(知識・理解)

人間栄養学を基本として、栄養と健康・疾病との関係を説明す
ることができる。(知識・理解)

各疾患における栄養管理の意義と原則を説明することができ
る。(知識・理解)

患者の生活を視野に置き、看護師として、患者の栄養状態や食
事の問題点を把握し、検討することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前学習として、自身の食生活や栄養および健康について関
心を持ち、これらに関する新聞記事や情報等を集め、整理して
ください(30分)。また、指定したテキストの次回授業内容を事
前に読んでください(30分)。
　事後学習として、講義内容の重要ポイントを整理し、理解を
深めてください(30分)。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　定期試験では、栄養と健康・疾病との関係を説明することが
できているか、患者の栄養状態や食事の問題点を把握し、各疾
患における栄養管理の意義と原則を説明することができている
かを評価の基準とします。レポート課題について、自分の見解
を明確に記述しているかを評価の基準とします。
　定期試験の成績を80％、提出されたレポートの評価を20％と
して、評価します。総合して、60点以上を合格とします。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・中村丁次著：系統看護学講座　専門基礎分野「栄養学」
人体の構造と機能3(第12版)、医学書院、2016年、本体
1,900円、ISBN978-4-260-01993-4
・日本糖尿病学会編：糖尿病食事療法のための食品交換表
(第7版)、日本糖尿病協会・文光堂、2016年、本体900円、
ISBN978-4-8306-6046-7

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　本科目は座学での講義形式で行うため、調理実習はあり
ません。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①人間栄養学と看護
②栄養素の種類とはたらき
③食物の消化と栄養素の吸収・代謝
④エネルギー代謝
⑤食事と食品(日本人の食事摂取基準を含む)
⑥栄養ケア・マネジメント
⑦栄養状態の評価・判定
⑧ライフステージと栄養①(乳幼児期・学童期・思春期・
青年期)
⑨ライフステージと栄養②(成人期・妊娠期・授乳期・更
年期・高齢期)
⑩臨床における栄養管理および栄養補給法
⑪循環器疾患・消化器疾患の栄養管理
⑫栄養・代謝疾患の栄養管理(糖尿病の食品交換表の使い
方を含む)
⑬腎疾患・血液疾患・小児および高齢期疾患の栄養管理
⑭術前・術後およびがんの栄養管理
⑮健康づくりと食生活



2019-802000A041-01からだの防御のしくみ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/25　４時限　　

大倉　義文

◎－－－　概要　－－－◎

　免疫システムは、生体内の自己と非自己を識別して非自己を
排除することによって生体の恒常性を保つ生体防御システムで
あり、病原微生物やがん細胞、ウイルス感染細胞、変異自己細
胞の排除に働いている。免疫システムの異常や変移は、感染症
やがんだけでなく、アレルギーや自己免疫疾患など様々な病気
をもたらす。一方、医療の進歩により旧態の感染症は減少した
が、日和見感染症や薬剤耐性菌感染症、新興感染症などが人類
の脅威になっている。
　本科目では、指定のテキストに画像や図表などの資料を加え
て、感染病原体の種類や特性、感染の機構、感染症とその薬物
治療、感染予防策、ワクチンによる予防などについて理解す
る。さらに免疫システムを構成する細胞とそれぞれの役割、免
疫系の異常とそれによる疾患などについて学ぶ。
　大倉は、医師として大学病院などでの診療経験を活かし、実
際に携わった事例を含め、臨場感に満ちた講義をする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ウイルス、細菌、真菌、寄生虫を説明できる。(知識・理解)

感染源、感染経路、その予防について説明し、実行できる。
(知識・理解)

代表的ウイルス感染症、細菌感染症、真菌感染症、寄生虫感染
症について、病態形成、症状、治療、予後、看護の要点につい
て、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

薬剤耐性や、日和見感染について自分の言葉で説明できる。
(知識・理解)

生体防御の仕組みを、自然免疫、獲得免疫別に自分の言葉で説
明できる。(知識・理解)

免疫の異常や変移による疾患、免疫の異常を来す疾患、自己免
疫疾患の病態形成について自分の言葉で説明できる。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　時間的な制約から、授業の内容は要点のみに絞らざるをえな
い。すでに高校生物で学習した内容も含むが、それらを軽視せ
ず、あらためて内容を理解する努力が必要である。十分な知識
を得るためには自学自習が不可欠であり、特に授業前後にテキ
ストを熟読し予習・復習することが求められる。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　成績は、免疫系による生体防御の機序とその異常、各種病原
微生物の特性、感染の予防法や治療法などについてどの程度正
確に説明できるかにより評価する。定期試験の成績(100%)によ
り評価し、60％以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1,微生物学・疾病のなりたちと回復の促進[4]　第13版
　編者：南嶋洋一、吉田真一他
　医学書院、2018年
　2,310円
　ISBN978-4-260-03183-7

2,人体の構造と機能（第4版）
　佐藤昭夫、佐伯由香 編
　医歯薬出版、2018年
　2,800円＋税
　ISBN978-4-263-23595-9
　1年前期「からだの構造と機能Ⅰ、Ⅱ」で用いた教科書
である。
  

◎－－－　参考書　－－－◎

好きになる微生物学
　渡辺　渡　著
　講談社　2015年
　2,160円
　ISBN978-4061541832
好きになる免疫学
　萩原清文　著
　講談社　2001年
　2,160円
　ISBN978-4061534353

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１. 病院内での感染の防止には、看護師が中心的な役割を
もつことを銘記して、学習に臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1.　微生物と免疫学（兼岡、大倉）　
 2.　細菌の性質
 3.　真菌・原虫・ウイルスの性質
 4.　感染と感染症
 5.　感染源と感染経路
 6.　感染症の予防と検査
 7.　感染症の治療
 8.　病原細菌と感染症
 9.　病原真菌・病原原虫と感染症
10.　病原ウイルスと感染症
11.　病原性マイコプラズマ、リケッチア、クラミジアと
感染症　
12.　生体防御：(i)　自然免疫系　
13.　生体防御：(ii)　適応免疫系-液性免疫
14.　生体防御：(iii)　適応免疫系-細胞性免疫
15.　アレルギー・自己寛容・自己免疫

◎－－－　URL　－－－◎

Moodle
(https://moodle.cis.fukuoka-u.ac.jp/)



2019-802000A080-01人間関係論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・４時限　　試験時間割：2019/07/25　６時限　　

黒髪　恵、中島　充代、池田　智

◎－－－　概要　－－－◎

　保健医療福祉における援助は、看護を含めた専門職者と援助
を必要とする人たちとの人間関係によって成り立つ。したがっ
て、コミュニケーションの知識とスキルを身につけることは重
要である。そこで、以下のテーマを取り上げ、学習を進めてい
く。
　臨床心理センター相談員として実践した経験を活かし、人間
関係とは何か、コミュニケーションとは何かについて解説しま
す。

1.人と人との関わり、コミュニケーションとは何か。
2.人間関係を効果的に発展させるもの、阻害するものは何か。
3.専門職者に求められる人間関係にはどのようなものがあるの
か。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間を心理的・社会的側面から捉えるための理論と方法を説明
できる(知識・理解)

専門職者に求められる人間関係構築のための知識をもつ(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

1．事前にシラバスで講義内容を確認し、テキストを精読して
受講すること。
2．講義終了後はワークブックを用いて整理し、復習をしてお
くこと。
3．ロールプレイを用いた演習後は、自分自身のコミュニケー
ションについて気づいたことを整理し、認識しながら受講する
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験では人間を心理的・社会的側面から捉えるための理論
と方法、人間関係構築に関する基本的な知識を正確に記述でき
ているかを基準として評価する。
課題では、取り組む態度、ワークブックの評価および人間関係
に係る演習において自分自身の気づきや課題を考察し、自分の
言葉で記述できているかを基準として評価する。
定期試験60％、課題40％として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

看護学生のための心理学　第2版　医学書院　2200円
ISBN　978-4260021876

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜紹介する

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の進行上、内容が前後することがある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.人間関係とは（黒髪）
2.コミュニケーションとは何か1（黒髪・中島・池田）3.コ
ミュニケーションとは何か2（黒髪・中島・池田）4.感
覚・知覚と記憶の心理（中島）
5.感情・動機の心理（池田）
6.性格・知能の心理（池田）
7.発達の心理（池田）
8.社会・集団の心理とグループアプローチ（黒髪）
9.行動する人間の理解（中島）
10.心理アセスメント（中島）
11.心理療法と看護（池田）
12.健康の心理と人間理解（黒髪）
13.人間関係力向上のための実践（黒髪・中島・池田）
14.家族療法（中島）
15.看護理論と人間関係（黒髪）



2019-802000A050-01公衆衛生学

 期別：集中前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
森口　哲史、重森　裕

◎－－－　概要　－－－◎

公衆衛生は人口集団の健康を守る仕組みであり、個々人に対し
て最善を尽くす臨床医療とはアプローチが異なる。臨床医療に
おける「検査」は公衆衛生では調査・情報収集に、「診断」は
統計解析・現状把握に、「治療」は行政計画・施策にあたる。
日本における公衆衛生の実際や国際協力活動における実践例を
通じ、公衆衛生学的考え方を学修する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健康と疾病の指標・統計、保健医療行政、感染症対策、環境保
健対策など人口集団に対する保健医療アプローチの考え方を理
解する。(知識・理解)

保健医療施設や地域、職域、学校など身近な人口集団において
公衆衛生活動を実施する基礎力を養うとともに、看護専門職と
して活動するための技術と態度を習得する。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１）テキストに記載してある関連事項に目を通し、理解を深め
る（予習として30分程度）。
２）公衆衛生学に関連するした健康・医療情報などを書きと
め、講義内レポート等に反映させる（復習として30分程度）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①公衆衛生学の基本的事項を正しく理解できているか、到達目
標に対する達成度を評価基準とする。
②平常点は、発言や授業参加態度が積極的かどうかを評価す
る。
③レポートは、公衆衛生学的視点で社会動向を分析し把握でき
ているかを評価する。
④定期試験（80％）、平常点・レポート（20％）で総合的に評
価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

厚生労働統計協会：国民衛生の動向（2019/2020）本体
2,315円+税
松本秀明編：よくわかる専門基礎講座　公衆衛生
（2019）金原出版、2,500円+税　
ISBN978-4-307-70231-7

◎－－－　参考書　－－－◎

適宜資料を作成して配布する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義は、PCスライドなどを用いてテキストに記載されてい
ない図表、イラスト、実例等を交えて解説していく。
各自、講義ノートなどを準備して、講義要点と自学内容を
まとめていくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．オリエンテーション・公衆衛生とは（森口・重森）
２．産業保健（重森）
３．地域保健と健康増進（重森）
４．母子保健（重森）
５．成人保健（重森）
６．高齢者保健（重森）
７．精神保健（重森）
８．難病支援・障碍者支援（重森）
９．健康概念と公衆衛生学（森口）
１０．人口統計と保健統計（森口）
１１．疫学（森口）
１２．感染症対策（森口）
１３．栄養と食品衛生（森口）
１４．環境保健（森口）
１５．学校保健（森口）



2019-802000A160-01情報学

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/26　４時限　　

瀬川　波子、内田　俊毅、志村 英生

◎－－－　概要　－－－◎

以下についてパソコン演習を行う。
・医療現場における情報の倫理と管理
・ネットワークでの情報の収集・検索・電子メールの送受信
・ドライブ、フォルダ、ファイルの操作
・ワープロによる文章作成
・スライド作成ソフトの操作
・表計算ソフトによる表・グラフ・集計表の作成

◎－－－　到達目標　－－－◎

生活・職場環境の中で倫理的な情報の扱い方を理解する(知
識・理解)

情報の検索・収集・整理・表現などについて手法を習得する
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、わからないことをしらべておくこと
（６０分）。
毎回の授業は前回の内容を踏まえて行うので特に演習の場合
は、授業ノートと配布資料をもとに授業内容を十分理解復習を
しておくこと（６０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・情報の取り扱いにおける倫理を理解しているか。
・ワープロを用いて整った文書が作成できるか。
・スライド作成ソフトを用いて、整ったスライドが作成できる
か。
・表計算ソフトを用いて、簡単な計算・グラフの作成を行える
か。

定期試験の成績を６０％、提出されたレポートの評価を３０％
（レポートの提出状況２０％、完成度１０％）、受講態度の評
価を１０％（積極的な授業参加度・授業における発言の積極
性）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

毎時間、演習資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

特に指定はしない、各自一般書で整理するのが望ましい。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

複数の教員が担当するため、講義の順番が入れ替わること
がある。

◎－－－　授業計画　－－－◎

板書による講義および演習はPC教室で行う
1. ハードウェアとソフトウェア（OS、アプリケーション
等）、認証、記憶装置、初期化、ディレクトリー、ファイ
ル形式、ファイル／フォルダの整理、デジタルとアナロ
グ、マウスとキーボードの基本操作、日本語入力(FEP)、
印刷 (内田)
2. リボンタブとグループタブ、Fキー、ショートカット
キー、シャットダウン、ページ設定、フォント、ポイント
サイズ、案内状、ワードアート、クリップアートの挿入
(内田)
3. 写真やイラストの挿入、画像の加工、縦書き文 (内田)
4. Excelのグラフの挿入、段落とインデント、ヘッダーと
フッター、ページ番号、箇条書き (内田)
5. タブ、縁取り、インターネットとメールのしくみ、ネッ
トワーク・ブラウザの基本操作、セキュリティーの概念と
ウイルス対策 (内田)
6. 医療現場における情報の倫理と取扱い (志村)
7. 表の作成、表の計算式、写真・画像の保存形式、ビット
マップとベクトル、圧縮フォルダ (内田)
8. 図形・地図の作成、グループ化、外部メモリ装置の取り
扱い方(USBメモリ、CD、DVD)、字数とスペルチェック、
テンプレートの応用、画像ソフト(Picasa)、テキストボック
スの挿入、グリッド (内田)
9. スライド作成１：基本レイアウトからの作成 (瀬川)
10. スライド作成２：自由なレイアウトの作成 (瀬川)
11. 表作成１：基本操作 (瀬川)
12. 表作成２：計算式(1) (瀬川)
13. 表作成３：計算式(2) (瀬川)
14. 表作成４：グラフの作成 (瀬川)
15. 表作成５：簡単な集計表の作成 (瀬川)



2019-802000A170-01看護統計学

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：金・３時限　　試験時間割：2020/01/21　４時限　　

瀬川　波子

◎－－－　概要　－－－◎

これまで看護や保健業務は経験や直観による方法が主流であっ
たが、現在では根拠に基づいた対処の必要性が高まってきた。
このとき、統計学を基礎とした判断が必要となる。ここでは、
板書とパソコンによる演習を併用し、具体的な資料の取り扱い
を通じて、統計学の基本的な考え方・扱い方を身につけ、資料
の整理・解析・判定を行えるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

エビデンスを評価するための知識を身につける(知識・理解)

統計学的用語を用いて現象を説明できる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

次回の授業範囲を予習し、わからないことをしらべておくこと
（６０分）。
毎回の授業は前回の内容を踏まえて行うので特に演習の場合
は、授業ノートとテキストをもとに授業内容を十分理解復習を
しておくこと（６０分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・資料の収集における注意点を理解しているか。
・データの形式に合わせて、適切な整理・分析が行えるか。

定期試験の成績を７０％、提出されたレポートの評価を２０％
（レポートの提出状況１０％、完成度１０％）、受講態度の評
価を１０％（積極的な授業参加度・授業における発言の積極
性）で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ナースのための統計学第２版、高木廣文著、医学書院、
2009年、2376円
ISBN: 978-4-260-00772-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

特になし

◎－－－　授業計画　－－－◎

板書による講義および演習はPC教室で行う
１．データの種別とグラフ表現（瀬川）
２．基本統計量（瀬川）
３．演習：度数分布表とグラフ（瀬川）
４．母集団と標本との関係（瀬川）
５．演習：基本統計量の計算（瀬川）
６．標本平均、標本割合の予測（瀬川）
７．１）標本検定（平均値と割合）（瀬川）
８．２）グループの比較（平均値と割合）（瀬川）
９．対応のある場合の母平均の差の検定（瀬川）
１０．演習：母比率と母平均の推定と検定（瀬川）
１１．回帰直線と相関係数（瀬川）
１２．クロス集計と検定（瀬川）
１３．その他の分析法（瀬川）
１４．演習：回帰直線、相関係数、クロス集計表の算出と
検定（瀬川）
１５．まとめ（瀬川）



2019-802000D010-01看護学概論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/31　４時限　　

中嶋　恵美子、宗正みゆき、吉川千鶴子、坂梨左織、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

看護の主要概念である「人間」「環境」「健康」「看護」の各
概念の理解を進め、看護の目的・対象・方法を概観し、看護学
の学習を深めるための基盤となる知識と態度を学習する。また
看護の歴史的的変遷や専門職としての看護の機能や役割につい
て学び、看護の専門性から見た今日的課題についての検討を通
し、看護学の本質を学ぶ。
授業は、大学病院看護師としての実務経験を活かし、いろいろ
な看護実践場面を紹介しながら「看護とは何か」を考える。授
業方法は講義、文献抄読、グループワーク、メディア活用等に
よって行うとともに、看護実践の場の見学として福岡大学病院
見学を予定している。学習内容の理解を深めるために、様々な
看護文献を主体的・自律的に読むことを期待する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間を身体的・心理的・社会的・スピリチュアルの側面から説
明できる(知識・理解)

健康の定義を基に社会環境の変化と関連させて、国民のライフ
サイクルと健康問題について説明できる(知識・理解)

看護の歴史的変遷と、看護理論家による看護のとらえ方、看護
職能団体による看護の定義を基に看護の本質は何か記述できる
(知識・理解)

看護の継続性と多職種の連携について、その重要性を説明でき
る(知識・理解)

看護サービスの提供の場と、それぞれの場における看護サービ
スについて説明できる(知識・理解)

日本の看護職の資格と養成制度について説明できる(知識・理
解)

健康と保健医療の世界的課題について説明できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１．授業計画をシラバスで確認し、テキストの該当する部分を
読んで授業に臨み、授業後には自分でポイントをまとめるなど
1時間程度の学習習慣をつけてください。
２．抽象的で理解できない用語や表現、専門用語等は、必ず自
分で調べ理解してください。　
３．復習として講義内容に関連するレポート課題（所要時間1
時間程度）を課すので指定日までに作成し、提出してくださ
い。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験では、上記の到達目標１～７について理解しているか
を評価の基準とする。
課題レポート・提出物では、課題についてテキスト・文献等か
ら十分に情報収集・検討を行い、他者にわかる文章で自分の考
えを述べているか、を評価の基準とする。
定期試験60％、課題レポート及び提出物40％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

茂野かおる他著：系統看護学講座「看護学概論」、医学書
院、2017．（2400円＋税）　 ISBN 978-4-260-01362-8
フロレンス・ナイチンゲール著、小玉香津子・尾田葉子
訳:看護覚え書き、本当の看護とそうでない看護、日本看
護協会出版会、2015（1400円＋税） 　ISBN
978-4-8180-1076-5
ヴァージニア・ヘンダーソン著、湯槇ます・小玉香津子
訳:看護の基本となるもの、日本看護協会出版会、2014
［1000円＋税） 　ISBN 978-4-8180-1226-4

◎－－－　参考書　－－－◎

志自岐康子他　ナーシング・グラフィカ基礎看護学①　看
護学概論　メディカ出版　ISBN 978-4-8404-4528-3
高橋照子　看護学テキストNiCE　看護学原論 看護の本質
的理解と創造性を育むために　南江堂
ISBN 978-4-524-24761-5
松木光子　看護学概論－看護とは･看護学とは　ヌーヴェ
ルヒロカワ
ISBN 978-4861740398

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や途中退室、携帯電話・スマートフォン等の使用を禁
じる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．オリエンテーション（中嶋）
2．健康のとらえ方（中嶋）
3-4．人々の生活と国民の健康状態 （中嶋・坂梨・田島・
大村）
5．人間のとらえ方（中嶋）
6　看護の対象の理解（中嶋）
7．近代看護の成立と看護の本質（中嶋）
8-9．看護実践の場（病院見学）（中嶋・宗正・吉川・坂
梨・大村）
10．看護の役割と機能（中嶋）
11．看護の継続性と連携（中嶋）
12．看護サービス提供の場（中嶋）
13．看護の提供者の教育・現状（中嶋）
14．現代における看護の動向（中嶋）
15．まとめ（中嶋）



2019-802000D510-01看護の基礎理論とケアリング

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：火・３時限　　試験時間割：2020/01/20　２時限　　

宗正　みゆき

◎－－－　概要　－－－◎

1.看護理論とは何か、理論の定義や構成要素、種類、分析の視
点について学ぶ。具体的には、ニード論、セルフケア理論、シ
ステム理論、適応理論、相互作用理論、ケアリング理論を講
義、グループ学習を通して健康・人間・環境・看護に関する概
念を理解する。
2.看護活動の倫理的基盤となるケアリングについて代表的な看
護理論をグループワークを通して学習し、各々の理論家の考え
方や看護実践におけるケアリングの意味と価値について教員の
看護経験による事例を解説し、それらを基に考える。
3.看護理論の実践への活用方法について、事例を通して考え
る。
4.授業は課題学習やグループ学習の形態で行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

看護学の発展における看護理論の意義とその役割について説明
することができる(知識・理解)

看護学の知識構造、看護理論の構成要素、範囲、全体像につい
て説明することができる(知識・理解)

看護科学、看護理論の発達史について説明することができる
(知識・理解)

代表的な看護理論家の理論における主要な概念、構造や機能、
理論の活用について説明することができる(知識・理解)

代表的な看護理論家の理論における主要な概念、構造や機能、
理論の活用について説明することができる
(知識・理解)

看護理論におけるケアリングの意味を理解し、ケアリング実践
の重要性について考えることができる (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

予習：次回の授業範囲のテキストを事前に読み込み、わからな
いところは調べておく（60分）
復習：授業範囲のテキストと配布資料をもとに授業内容を振り
返り、ノート（各自で用意）にまとめる（60分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①課題レポート・小テスト等　20％：到達目標1、2、3番目につ
いて授業中の小テスト等の設問で明確な記述をしているか、到
達目標4番目についてグループで担当する看護理論家の参考書を
1冊熟読し、課題レポートで理論の概要、理論の活用について明
確に記述しているか、理論の理解に応じて自身の考察を述べて
いるかを評価の基準とする　　
②グループ討論・プレゼンテーション　10％：到達目標4.5番目
について各自課題レポートを参考に、グループワークを通して
理論の背景、源泉、主要な概念、理論家の主張をまとめて、具
体例を挙げて簡潔、かつ明快なプレゼンとなるように役割を果
たしているかを評価の基準とする
③定期試験　70％：到達目標知識・理解について明確に説明
し、記述することができる
①②③を総合的に評価する

◎－－－　テキスト　－－－◎

野嶋佐由美編集：看護学基礎テキスト第1巻看護学の概念
と理論的基盤　日本看護協会出版会2015(2400円+税)

◎－－－　参考書　－－－◎

看護理論家とその業績　ISBN 4-260-33339-9
看護理論の分析と評価　ISBN 4-260-00634-7
看護理論家の業績と理論評価　ISBN 4-260-02085-5C3047

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

この科目は、看護学概論と関連があるため、復習して授業
に臨むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業のアウトライン及びイントロダクション
２．看護学を構成する主要概念と看護理論
３．看護理論の定義、構成要素、種類
４．看護理論の歴史的発展
５．看護理論の分類、看護理論の分析と評価
６．代表的な看護理論　１
７．代表的な看護理論　２
８．　9名の看護理論家の理論について
　　　グループに分かれて討論　１
９．　9名の看護理論家の理論について
　　　グループに分かれて討論　２
１０．9名の看護理論家の理論について
　　　グループに分かれて討論　３
１１．～１４．グループ発表と講義
１５．　グループ発表とまとめ



2019-802000D121-01成人看護学概論「後期　火－２」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2020/01/27　１時限　　

宮林　郁子、浦　綾子　岩永　和代　牧　香里

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目では、ライフサイクルにおける成人期の「人」と
「生活」を多面的・総合的に理解し、成人期における健康課題
と看護のエッセンスを学ぶことをおもなねらいとする。
　学習内容は、２年次以降に学ぶ成人看護学のベースになる知
識である。また成人を対象にする看護学実習においてもアセス
メントや看護方針を考える際の基本となるものでもある。授業
には上記の到達目標を確実にクリアできるように、授業計画を
参考に予習・復習し、自ずから取り組む態度を養う。
　また、成人期はライフサイクルの中で最も長い時期を占め、
青年、壮年、中高年と幅広く大勢の対象者がいる。自分自身や
親世代など周囲の成人期にある人々の発達、健康、生き方・生
活に関心を向けつつ、関連科目での学びと統合しながら学びを
深めてくれることを期待する。
　授業は主に講義形式で行うが、トピックスによってはグルー
プ討論をして、プレゼンテーションを行う。

担当教員は臨床実務経験が豊富な看護教員が其々の専門領域で
実践してきたことを通して授業を進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

ライフサイクルの成人期における人と生活を多面的、総合的に
理解する(知識・理解)

国内外の医療福祉の動向を踏まえ、成人期における多様な健康
課題を理解し、看護の役割を説明できる(知識・理解)

すべての看護介入は　Evidence based Practice であることを理解
し、看護専門職としての知識を持つ(知識・理解)

幅広い対象者である成人期に対応するために、多様な価値観を
理解し、それを理解する必要な知識がある(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキスト等を使用し、毎授業の事前・事後学習を行うこと。
・授業の進行に伴い課題を行うが、詳細は随時説明する。
・各講義の予習復習は1時間程度の準備をしておくこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・成人期の特徴と健康課題を理解し、正確に説明と記述ができ
ることを評価基準とする。
・成人期におこる健康障害の経過に応じた看護を計画でき、看
護師の役割を明確に理解して説明し、記述することができるこ
とを評価基準とする。
　以上のことを踏まえて、定期試験(筆記)７０％、課題発表・
レポートの提出３０％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

宮脇美保子、臨床看護総論　メヂカルフレンド　
ISBN978-4-83923132-3/平成26年/3200円+税
成人看護学概論・成人保健　メヂカルフレンド　
ISBN978-483923276-4/平成26年/2500円＋税　 NANDA-1　
看護診断　医学書院　最新版/2015/3000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

国民衛生の動向（最新版）　
成人看護学概論　ISBN 9784840441261

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業は順序が入れ替わることがあるので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．イントロダクション：コースアウトライン
　　成人期にある対象者の理解（１）(宮林)
　　・ライフサイクルにおける成人期
　　・成人期の発達の特徴
２．成人期にある対象者の理解（２）(宮林)
　　・成人と生活を理解する視点と方法
　　・健康観の多様性
　　・成人への看護に有用な概念
　　・セルフケア、ストレス、危機、適応、
　　　自己効力、ヘルスプロモーションほか
３．成人期の健康課題（１)（牧）
　　・成人人口の動向
　　・成人の死亡率と主要死因、疾病構造と
　　　受療動向
　　・成人各期における健康上の問題
４．成人期の健康課題（２）(宮林)
　　・生活習慣に関連する健康障害
　　・生活ストレスに間連する健康障害
　　・職業に関連する健康障害
５. 健康障害の経過からみた看護（１）(岩永)
　　・急性期,回復期を経験している患者の
　　　看護
６．健康障害の経過からみた看護（２）(浦)
　　・慢性期、ターミナル期、リハビリ
　　　テーション期
７．成人期にある人への看護アプローチの基
　　本（１）(宮林)
　　・看護診断の歴史
８．成人期にある人への看護アプローチの基
　　本（２）(宮林)
　　・ケアすることの意味
　　・看護の役割



2019-802000D091-01精神看護学概論「後期　火－２」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2020/01/20　６時限　　

中島　充代

◎－－－　概要　－－－◎

　2011年、厚生労働省は医療計画に盛り込むべき疾患として新
たに精神疾患を加えた。現代社会の精神保健医療福祉に関する
ニーズは高まり、精神看護学の果たす役割は大きくなってい
る。そこで、世界における精神保健医療福祉の歴史的変遷と我
が国の現状を通して、精神看護の社会的役割と課題について考
察する。精神看護の対象、目的、役割などの精神看護学に係る
基本的な考え方を学ぶ。一般科および精神科看護を実践してき
た看護教員が担当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間を身体的・心理的・社会的な側面からとらえる理論を活用
して説明できる(知識・理解)

国内外の社会の動向と精神保健医療福祉の変遷について説明で
きる(知識・理解)

精神科看護の対象となる人々について説明できる(知識・理解)

精神看護の目的および社会的役割と課題について考察できる
(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

精神を題材にしたDVDを視聴したり、精神保健医療福祉に係る
社会的な問題を調べたりする予習・復習の時間を4時間として
考えている。そして、精神障がいを有する人と精神看護のあり
方について自分の考えを課題レポートとして提出する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
定期試験において、精神保健医療福祉の歴史的変遷および法
律、精神看護の基盤となる理論及び精神看護に関する知識を正
確に身につけているか、精神看護の果たす役割を自分の言葉で
考え、記述できているかを基準として評価する。
課題では精神障がいとは何か、精神看護の基本的な考え方を自
分の言葉で述べられているかを評価する。
②評価方法
定期試験、課題（レポート等）を総合的に判断する。
③評価の割合
定期試験80％、課題20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

精神看護学概論　精神保健（精神看護学1）メヂカルフレ
ンド社　最新版　2300円
ISBN　978-4-8392-3305-1

◎－－－　参考書　－－－◎

明解看護学双書3　精神看護学第３版　金芳堂　ISBN
978-4-7653-1573-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分の感じたこと、考えを述べること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.精神とは何か
2.精神保健医療福祉の歴史的変遷
3.精神保健医療福祉に関する法律と看護
4.精神看護の基盤となる理論
5.精神看護における対象の理解
6.社会における精神医療福祉と看護の役割
7.精神科以外の精神看護
8.精神看護の果たす役割



2019-802000D361-01家族看護論

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・３時限　　試験時間割：2020/01/27　２時限　　

坂梨　左織、牧香里

◎－－－　概要　－－－◎

看護の対象である家族を、円環的に影響し合うシステムとして
捉え、そこに生じる相互作用や健康・疾病が及ぼす影響につい
て学び、多様な家族の姿を理解する。さらに、家族を理解する
ための諸理論や家族看護アセスメントの視点について学び、家
族が自らセルフケア機能を高め、家族機能を維持・向上するた
めの家族支援について理解する。
臨床経験を活かし、家族との関わりの事例を用いながら、家族
看護に必要な知識について講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

看護学における家族の概念と機能について説明できる。(知
識・理解)

家族をシステムとしてとらえることの意義を説明できる。(知
識・理解)

家族看護学の定義と目的、主要な理論について説明できる。
(知識・理解)

家族看護における看護者の役割と援助について説明できる。
(知識・理解)

多様な家族の姿を理解し、それへの援助について説明できる。
(知識・理解)

国外との比較から日本における家族の特徴と、それへの援助に
ついて説明できる。(知識・理解)

家族看護アセスメントの目的とカルガリー家族アセスメントモ
デルの概要が説明できる。(知識・理解)

病の苦悩と家族の関係を理解し説明できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前課題を指示された場合は、課題を学習して授業に参加する
こと。
前回の授業内容を復習して授業に参加すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・看護学における家族の概念と機能について自分の言葉で正確
に説明できているかを評価の基準とする。
・家族看護学の定義と目的、主要な理論について自分の言葉で
正確に説明できているかを評価の基準とする。
・カルガリー家族アセスメントモデルについて自分の言葉で正
確に説明できているかを評価の基準とする。
・レポート及びグループワークの課題について、十分なデータ
を集めたか、そのデータに基づいて自分の見解を明確に記述し
ているかを評価の基準とする。
・グループワークに主体的に参加し、共同学習の中で家族につ
いて必要な情報、支援について理解を深めることができている
かを評価の基準とする。
・定期試験70%、レポート、授業・グループワーク参加態度
30%で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

鈴木和子・渡辺裕子、家族看護学－理論と実践　第4版、
日本看護協会出版会、2016年、（3,200円+税）ISBN
978-4-8180-1697-2

◎－－－　参考書　－－－◎

山崎あけみ、原礼子編、家族看護学第2版、南江堂、2015
年、（2,300円+税）　ISBN 978-4-524-25708-9
小林奈美、グループワークで学ぶ家族看護論第2版　
ｶﾙｶﾞﾘｰ式家族看護モデル実践へのファーストステップ、医
歯薬出版、2011年、（2,400円+税）　ISBN
978-4-263-23546-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や途中退席、携帯電話・スマートフォン等の使用を禁
じる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．家族の概念と機能（坂梨）
2．家族を観る①、家族看護学の定義と目的（坂梨）
3.家族を理解するための主要な理論（家族発達理論・家族
システム理論・家族ストレス対処理論）（坂梨）
4.家族を観る②（坂梨）
5.家族を観る②、家族を理解する視点（坂梨）
6．家族看護アセスメントの概要、グループワーク（牧）
7．グループワーク（牧）
8．発表・まとめ（牧・坂梨）



2019-802000D052-01生活看護技術

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 1 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
坂梨　左織、中嶋恵美子、宗正みゆき、吉川千鶴子、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

生活者である対象の日常生活行動を理解し、看護の視点から援助す
ることの重要性を学ぶ。本授業では、講義・演習・視聴覚教材によ
り日常生活援助において活用する看護技術について学ぶ。
学習過程においては、「知る」「わかる」だけでなく、「身体で表
現できる」「状況に応じて工夫できる」ようになることを重視し、
自律的、創造的、合目的な参加を求める。事前準備や事後の振り返
りを通して、科学的根拠を踏まえた確実な看護技術の獲得を目指
す。
臨床経験を活かし、看護の場の実態の説明や患者との関わりの事例
を用いながら、日常生活援助に必要な知識や技能、態度について講
義・演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

その人らしい日常生活を送る意義や日常生活行動の特徴について説
明できる。(知識・理解)

援助を受ける患者の心理状況を説明できる。(知識・理解)

生活援助技術の目的と基本技術、及びその根拠を説明できる。(知
識・理解)

根拠に基づいた確実な援助技術を実践できる。(技能)

適切なコミュニケーションによって状態や反応を確認しながら援助
を実践できる。(技能)

援助実施時に、安全・安楽の確保、自立の促進、プライバシーの保
護、尊厳を守る態度・姿勢が身についている。(態度・志向性)

患者の立場に立った援助を実践する姿勢が身についている。(態
度・志向性)

患者に応じた根拠に基づく援助技術の熟知に向けて、主体的に学習
し探求する姿勢がある。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・指示された事前課題を必ず学習して授業に参加すること。
・演習授業は、Moodleの動画コンテンツ視聴及び事前課題を演習の
参加条件としている。指定の時間までに視聴していない場合は、演
習に参加できないので注意すること。
・授業で演習した看護技術は、ひとりで実施できるようになるまで
自己の時間を利用して反復練習をすること。
・自己学習内容や自己練習については、ポートフォリオとして整理
し、可視化すること。
・技術評価項目は、自己練習によって技術到達を目指すこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験では、人々の日常生活行動の特徴、看護の必要性、援助
方法および留意点に関して、安全・安楽や自立を促す視点で原理原
則を理解しているか、を評価の基準とする。
・ポートフォリオでは、各生活看護技術を「身体で表現できる」
「状況に応じて工夫できる」ようになるための反復練習の成果と成
長が可視化できているか、を評価の基準とする。
・レポートでは、課題についてテキスト・文献等から十分に情報収
集・検討を行い、自己の見解を明確に記述できているか、を評価の
基準とする。
技術評価では、指示された技術の実施状況がチェックリストの6割
以上の達成状況であるか、を評価の基準とする。
定期試験(50%)、ポートフォリオ・レポート(20%)、技術評価(30%)
で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

１．茂野香おる編：系統看護学講座　基礎看護技術Ⅰ第17版
　医学書院　2016（2,600円+税）
ISBN978-4-260-03564-4
２．任和子編：系統看護学講座　基礎看護技術Ⅱ　第17版　
医学書院　2017　(2,900円+税)
ISBN　978-4-260-02760-1
３．三上れつ、小松万喜子編：演習・実習に役立つ基礎看護
技術－DVD付［第4版］根拠に基づいた実践をめざして－　
ヌーヴェルヒロカワ　2016（2,900円+税）
ISBN 978-4-86174-059-6
４．竹尾恵子監修：看護技術プラクティス　第3版　学研　
2015(5,200円+税）
ISBN978-4-7809-1126-8

◎－－－　参考書　－－－◎

実践的看護マニュアル共通技術編　ISBN 4-905628-99-7
基礎看護技術Ⅰ/Ⅱ　ISBN 4-260-33362-3
看護実践の根拠を問う　ISBN 978-524-24302-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自律的、創造的、合目的的な参加を求める。また、事前準備
や事後の振り返りを通して、確実な看護技術が実践できるこ
とを目指す。
演習等は指定された服装をし、授業開始時間前に手洗いを済
ませて、指示された実習室等に集合し大気すること。
授業では遅刻や途中退室、携帯電話・スマートフォン等の使
用を禁じる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.生活看護技術の概要（坂梨）
2.感染防止の技術（吉川）
3.4.標準予防策演習［演習］（吉川・坂梨・中嶋・宗正・大
村）
5.環境調整技術（大村）
6.病床環境の観察［講義・演習］（大村・坂梨）
7.8.ベッドメーキング［演習］（大村・坂梨・中嶋・宗正・吉
川）
9．安楽確保の技術、活動・休息援助技術（中嶋）
10.体位保持、体位変換、ボディメカニクス［演習］（中嶋・
坂梨・宗正・吉川・大村）
11.活動・休息援助技術（中嶋）
12.移動・移送［演習］（中嶋・坂梨・宗正・吉川・大村）
13.14.臥床患者のリネン交換・環境整備［演習］（大村・坂
梨・中嶋・宗正・吉川）
15.16.清潔・衣生活援助技術（中嶋）
17.18.足浴・背部清拭［演習・グループワーク］（中嶋・坂
梨・宗正・吉川・大村）
19.20.全身清拭・寝衣交換・手浴［演習］（中嶋・坂梨・宗
正・吉川・大村）
21.22.洗髪・整容［演習］（中嶋・坂梨・宗正・吉川・大村）
23.食事援助技術（坂梨）
24.排泄援助技術［講義・演習］（坂梨・大村）
25.26.生活看護技術テスト（坂梨・中嶋・宗正・吉川・大村）
27.28.食事介助・口腔ケア［演習］（坂梨・中嶋・宗正・吉
川・大村）
29.30.生活看護技術の統合（排泄の援助・陰部洗浄）、まとめ
［演習・グループワーク］（坂梨・中嶋・宗正・吉川・大
村）



2019-802000D520-01看護倫理

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 1 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：入門　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・２時限　　試験時間割：2020/01/24　６時限　　

宗正　みゆき

◎－－－　概要　－－－◎

医療の高度化や入院患者の高齢化、患者の安全の確保や権利意識の
向上、看護ニーズの複雑化と多様化など、医療を取り巻く状況が大
きく変化している。看護者は対象者の人としての尊厳を維持し、健
康の保持増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和を行い、生涯
を通してその最後まで、その人らしく生を全うできるように最良の
ケアを提供する必要がある。そうしたヒューマンケアを可能にする
ためには実践の基盤となる看護職者としての倫理観の醸成が必要で
ある。この科目では、医療・看護において倫理が重視されるように
なった歴史的経緯、倫理に関する基本理論や倫理的概念、倫理的問
題、臨床の場で直面するジレンマについて講義やグループディス
カッションを通して理解を深める。また、教員の看護経験を活かし
て倫理的問題や倫理的ジレンマの事例を提供し、具体的解決方法に
ついて様々な視点から検討し、講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

倫理とは何か、倫理と法の違い、職業倫理、看護倫理について説明
することができる
(知識・理解)

医療倫理、看護倫理の歴史的変遷を理解し、倫理の重要性を説明で
きるすることができる (知識・理解)

医療・看護における倫理に関する規範や指針(看護者の倫理綱領、
ニュールンベルグ綱領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言）について
説明できる (知識・理解)

看護実践上の倫理的概念や倫理原則を事例を通して理解し、意識づ
けができる (態度・志向性)

倫理的ジレンマについて説明することができる (知識・理解)

看護実践における倫理的ジレンマを、事例をもとに総合的に理解
し、その状況を説明できる
(知識・理解)

倫理的ジレンマの事例について、倫理原則を踏まえてその対処につ
いて考えを述べることができる
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

第1回目の講義で授業資料を配布するので、次回の授業範囲の資料
を事前に読み、わからないことや専門用語の意味を調べておく(予
習60分）。
また、授業終了後は授業中に使用した事例や倫理的概念について資
料やテキストから振り返り、まとめて復習しておく(復習60分)

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①定期試験（60％）：到達目標1、2、4、5番目について設問を理解
し、講義や自身の学習を活かして明確に記述することができるかを
評価の基準とする
②課題レポート等（20％）：到達目標1,3,4番目について授業中の設
問を理解し、提示した課題に対する明確な記述ができているかを評
価の基準とする
③グループワークへの参加度、プレゼンテーション（20％）：到達
目標3､4.5番目について個人の課題レポートを参考にグループワー
クを通して事例に関連した倫理問題の解決に向けて要点をまとめる
作業に参加してるか、簡潔で、明快なプレゼンテーションになるよ
う役割を果たしているかを評価の基準とする
①②③で総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

茂野香おる他著：系統看護学講座 専門分野Ⅰ看護学概論
　基礎看護学１　医学書院　ISBN978-4-260-01362-8(2400
円＋税)
野嶋佐由美編著：看護学基礎テキスト第1巻看護学の概念
と理論的基盤　日本看護協会出版会ISBN978-4-8180-1557-9
(2400円+税)
 

◎－－－　参考書　－－－◎

看護実践の倫理－倫理的意思決定のためのガイド　ISBN
4-8180-1146-0
看護倫理学　ISBN 4-86174-037-4
看護の倫理学　ISBN 4-621-04987-9

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・自身の生活態度を振り返り、謙虚に学習してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス、倫理とは何か、看護倫理を学ぶ必要性につ
いて、職業倫理について
2.医療をめぐる倫理の歴史的経緯について、医療・看護に
おける患者の権利とインフォームド・コンセントについて
3.看護実践上の倫理的概念と倫理的行動基準についてーそ
の１ (患者中心、アドボカシー、協働）
4.看護実践上の倫理的概念と倫理的行動基準についてーそ
の２(責務、ケアリング、4つの倫理原則)
5．看護実践における倫理的意思決定について
　　 倫理的ジレンマ、倫理的意思決定モデル
6.看護実践における倫理的ジレンマへの取り組みについて
(事例を用いてグループワーク)
7.グループ発表・討議
8.まとめ


