
2019-802000A121-01薬のはたらき

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

大倉　義文

◎－－－　概要　－－－◎

　疾病の治療や回復過程に薬物は欠かすことができないものであ
る。安全で効果的な薬物治療には医師，薬剤師だけでなく、患者
と接する機会の多い看護師の役割が重要であり、正確で十分な薬
理作用の知識のもとで薬を取り扱うことが要求される。
　本科目ではスライドやプリントを使った講義形式により、以下
の項目について学ぶ。

1) 薬が体に及ぼす影響や、薬に対する体の反応
2) 薬とその使用法に関する基礎的知識（臨床で使用される薬の基
礎知識、医薬品情報収集の方法、処方箋・添付文書、投与方法な
ど）
3) 薬物療法における看護師の役割
4) 薬物療法における注意事項（有害作用、相互作用、誤薬防止な
ど）
5) 疾患別に治療に用いられる繁用医薬品の特性、使用法、副作用
など
6) 法律に基づいた薬物の管理
7) 薬害

　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　－－－◎

薬物の薬理作用、薬物動態について、自分の言葉で説明ができ
る。(知識・理解)

薬物の副作用、薬物中毒、薬害について、自分の言葉で説明がで
きる。(知識・理解)

主要な抗感染症薬、抗がん薬、免疫治療薬、抗アレルギー薬、抗
炎症薬、神経作用薬、循環器作用薬、消化器作用薬、生殖器作用
薬、内分泌作用薬について、自分の言葉で説明ができる。(知識・
理解)

感覚器作用薬について、自分の言葉で説明ができる。(知識・理解)

救命用薬物、輸液、血液製剤について、自分の言葉で説明ができ
る。(知識・理解)

漢方薬について、自分の言葉で説明ができる。(知識・理解)

看護実践を行う上で必要な知識、技能、態度を身につけ、必要な
課題を見いだし、対応ができる。(技能)

◎－－－　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。薬物の名称は理解不能なものが多い。繰り返しの復
習が必要である。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　　成績は、薬物と生体の相互作用、個々の疾患に使われる薬物
の作用機序、副作用や併用作用、服薬指導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
り評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

薬理学・疾病のなりたちと回復の促進[3]　第14版
　大鹿英世、吉岡充弘、他 著　
　医学書院、2018年
　2,300円+税
　ISBN978-4-260-03184-4

◎－－－　参考書　－－－◎

好きになる薬物治療学
　大井一也　著
　講談社　2010年
　2,160円
　ISBN978-4061541757

ビデオ教材「目で見る薬理学入門」全12巻が医学情報セン
ターAV資料室で利用できる。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

「疾病の成り立ちと回復の促進Ｉ、Ⅱ、Ⅲ」と重複すると
ころが多い。有機的な連携が必要である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

 1. オリエンテーション
 2. 総論 I-薬理作用・薬物動態
 3. 総論 II-副作用・薬物中毒・薬害
 4. 抗感染症薬
 5. 抗がん薬／免疫治療薬
 6. 抗アレルギー薬／抗炎症薬
 7. 末梢神経作用薬
 8. 中枢神経作用薬
 9. 抗高血圧薬・狭心症治療薬・心不全治療薬
10. 不整脈治療薬・利尿薬・脂質異常症治療薬
11. 呼吸器系・消化器系・生殖器系に作用する薬物
12. 内分泌系・代謝・皮膚・眼に作用する薬物
13.  救急用薬物・漢方薬
14. 輸液剤・輸血剤など
15. 薬物治療と看護

◎－－－　URL　－－－◎

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



2019-802000A101-01疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・３時限　　試験時間割：2019/07/24　５時限　　

兼岡　秀俊、大倉　義文

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では、初年次に学習修得した食と生活、からだの構造と機能
Ｉ、Ⅱ、からだの防御のしくみ、疾病の成り立ちと回復の促進Ｉの基
礎知識の上に、主要臓器の臨床医学を中心にした学習を行う。講義の
形態は、本科目では疾病の成り立ちと回復の促進Ｉに引き続き、疾病
の成り立ちと回復の促進Ⅲと並行して、教科書中心に講義を進める。
教科書中心の講義とする理由は特に復習の際、単に重要医学用語を覚
えるだけでなく、用語間のつながりを理解し、文章全体の流れを理解
し、からだ全体の機能障害の一部として各臓器の病変病態を理解し、
その相互の関連を理解することが必須であるからである。そのために
は抽出資料であるスライド等の画像資料のみでは、特に復習には不十
分である。また、看護職に就いた後の、実際の疾病に対応した場合、
スライド等の資料では疾病の体系的な理解はむずかしい。そのように
テキストの理解には、立ち返って学ぶための参考資料としての役割も
期待している。
　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て、
実際に携わった事例を含め、臨場感に満ちた講義を行う。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的循環器疾患について、その概念、病因、病態、症状、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)

代表的血液疾患について、その概念、病因、病態、症状、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)

代表的消化器疾患について、その概念、病因、病態、症状、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)

代表的腎疾患について、その概念、病因、病態、症状、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)

代表的代謝性疾患について、その概念、病因、病態、症状、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)

代表的内分泌疾患について、その概念、病因、病態、症状、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)

代表的免疫疾患について、その概念、病因、病態、症状、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)

上記疾患群について、課題を自ら発見し、対応できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

医学科の学生が４年間かけて学ぶ領域を、週に１コマ、疾病の成り立
ちと回復の促進Ｉ、Ⅲと併せて45回でカバーすることになる。予習復
習そして教員への積極的な質問態度が、極めて重要である。食と生
活、からだの構造と機能、からだの防御の仕組み、疾病の成り立ちと
回復の促進、薬のはたらきと統合した履修態度が必要である。
　初めて聞く疾患、なじめないカタカナの専門用語、これらにいち早
くなれるためには、特に復習が重要である。配られた追加資料をその
日のうちに整理し、理解できないことは学生間で話し合い、併せて担
当教員に対する積極的な質問を実行する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　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、学期末試験成績を100％
として評価する。その60点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・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①～⑦に使用）
・北村聖総編集、臨床病態学２第2版、ヌーベルヒロカワ
　2016年、本体3,000円、ISBN978-4-86174-050-3
（授業計画⑧～⑮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①～⑮に使用）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　講義は疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲと並行して行う。
但し試験を含む評価は、それぞれ独立して行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

① 循環器系疾患-1（循環器疾患の症候と検査）（大倉）

② 循環器系疾患-2（先天性心疾患の症候と検査）（大倉）
③ 循環器系疾患-3（虚血性心疾患の症状と検査）（大倉）
④ 循環器系疾患-4（血圧異常、不整脈、血管の病気）（大
倉）
⑤ 血液疾患-1（血液疾患の症状と検査-1）（大倉）
⑥ 血液疾患-2（血液疾患の症状と検査-2）（大倉）
⑦ 消化器系疾患（腸管疾患の症状と検査）（大倉）
⑧ 肝・胆道･膵疾患　（大倉）
⑨ 代謝性疾患（糖尿病、その他の代謝性疾患の症状と検
査）（大倉）
⑩ 内分泌系疾患（内分泌疾患の症状と検査）（大倉）
⑪ 腎疾患-1（腎疾患の症状と検査）（兼岡）
⑫ 腎疾患-2（腎疾患の治療、透析）（兼岡）
⑬ アレルギー疾患（喘息、アレルギー疾患、免疫不全の
症状と検査）（兼岡）
⑭ アレルギー・膠原病-1（膠原病の症状と検査）（兼岡）
⑮ アレルギー・膠原病-2（自己免疫疾患の症状と検査）
（兼岡）



2019-802000A111-01疾病の成り立ちと回復の促進Ⅲ

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　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　５時限　　

大倉　義文

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では、初年次に学習修得した食と生活、からだの構造と機能
Ｉ、Ⅱ、からだの防御のしくみ、疾病の成り立ちと回復の促進Ｉの基礎
知識の上に、疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱと併せて、器官特異的診療
科目を中心とした臨床医学の講義をゲストスピーカーを交え行う。本科
目では、疾病の成り立ちと回復の促進Ｉに引き続き、疾病の成り立ちと
回復の促進Ⅱと並行して、講義を進める。教科書を重点的に用いるが、
それは特に復習の際、単に重要医学用語を覚えるだけでなく、用語間の
つながりを理解し、文章全体の流れを理解し、各器官の傷害が、からだ
全体の機能障害の一部であり、疾患相互間の関連を理解することが必須
であるからである。そのためには抽出資料であるスライド等の資料のみ
では不足である。また、看護職に就いた後の、実際の疾病に対応した場
合、スライド等の画像資料のみでは、疾病の系統的な理解はむずかし
い。そのようにテキストには、立ち返って学ぶための参考資料としての
役割も期待している。
　大倉は、医師として大学病院などでの診療経験を活かして、実際に携
わった事例を含め、臨場感に満ちた講義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

代表的臨床検査（検尿、血算、血液生化学、心電図）について、その原
理と正常値を説明できる。(知識・理解)

上記検査について理解と意向を支える看護実践ができる。(知識・理解)

代表的整形外科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的皮膚疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予後、
看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的眼科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予後、
看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的耳鼻咽喉科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、
予後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的泌尿器科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的婦人科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治療、予
後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理解)

代表的歯科口腔外科疾患について、その概念、病因、病態、検査、治
療、予後、看護の要点について、自らの言葉で説明できる。(知識・理
解)

上記疾患群患者について、自ら課題を発見し、対応できる。(態度・志向
性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

医学科の学生が４年間かけて学ぶ領域を、週に１コマ、疾病の成り立ち
と回復の促進Ｉ、Ⅱと併せて45回でカバーすることになる。予習復習そ
して教員への積極的な質問態度が、極めて重要である。食と生活、から
だの構造と機能、からだの防御の仕組み、疾病の成り立ちと回復の促
進、薬のはたらきと統合した履修態度が必要である。
　初めて聞く疾患、なじめないカタカナの専門用語、これらにいち早く
なれるためには、特に復習が重要である。配られた追加資料をその日の
うちに整理する。
　当然、講義時間内に触れることができなかった分野領域についても、
教科書で確認することを求める。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

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、学期末試験成績を100％として
評価する。その60点以上を合格とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・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①に使用）
　※疾病の成り立ちと回復の促進Ⅰ③に用いたものであ
る。
・北村聖総編集、臨床病態学３第2版、ヌーベルヒロカ
ワ、2016年、本体3,000円、ISBN978-4-86174-051-0
（授業計画②～⑮に使用）

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・講義は疾病の成り立ちと回復の促進Ⅱと並行して行う。
但し評価は、それぞれ独立して行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

①オリエンテーション、臨床検査（検尿、血算、 血液生
化学、心電図）
②整形運動器系疾患-1（運動器疾患の症状と検査）
③整形運動器系疾患-2（関節疾患の症状と検査）
④整形運動器系疾患-3（骨疾患の症状と検査）
⑤婦人科疾患
⑥泌尿器科疾患-1
⑦ 泌尿器科疾患-2（腎移植を含む）
⑧ 眼科疾患-1（眼疾患の症状と検査）
⑨ 眼科疾患-2（主要な眼疾患）
⑩ 耳鼻咽喉科疾患-1（耳鼻科疾患の症状と検査）
⑪ 耳鼻咽喉科疾患-2（主要な耳鼻科疾患）
⑫ 皮膚科疾患-1（皮膚疾患の症状と検査）
⑬ 皮膚科疾患-2（主要な皮膚疾患）
⑭ 歯科・口腔外科疾患-1（歯科･口腔外科領域の症状と検
査）
⑮ 歯科・口腔外科疾患-2（主要な歯科口腔外科疾患）



2019-802000A131-01医療安全

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　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：2019/07/26　６時限　　

中嶋　恵美子、久木原　博子

◎－－－　概要　－－－◎

　人がなぜミスを起こすのか、また医療の中でのミスがどのよ
うな危険性を持つのか、現在医療に求められている医療安全の
基本的な考え方を学ぶ。特に日常生活の援助と安全では、大学
病院での看護実務経験を活かし、事例を用いた危険予知トレー
ニング（KYT)を行い、看護業務に潜むリスクとその対策につ
いて解説する。また、リスクの分析では、根本原因分析
（RCA）手法を使ってグループ学習で医療事故事例の分析を行
い、分析結果をもとに事故防止のために有効と思われる対策を
考える。
　さらに、医療安全と倫理および医療事故に対する法的問題で
は、看護師の責務と倫理について関連法規や過去の医療事故の
判例をもとに学んだり、直接薬害被害患者の話を聞き医療安全
について患者の立場から考える。医療安全に関わる他職種のゲ
ストスピーカーをむかえ、医療安全の必要性について多方面か
ら学ぶ。

◎－－－　到達目標　－－－◎

医療安全とリスクマネージメントの基本的な考え方を説明でき
る(知識・理解)

看護業務に潜むリスクとその対策を説明できる(知識・理解)

医療安全と倫理および法的対応について学び、看護専門職者と
しての責任を説明できる(知識・理解)

医療事故事例の分析を行い、分析結果を基に事故防止対策を列
挙できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　授業への参加にあたっては、事前に指定したテキストを必ず
読み予習を行うこと。講義中に資料などを紹介する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験（70％）、レポート等提出物（20％）グループワーク
への貢献度（10％）で総合的に評価する。

成績評価基準は以下の点である
１．医療安全とリスクマネージメントの基本的な考え方を説明
できるか
２．看護業務に潜むリスクとその対策が説明できるか
３．医療安全と倫理および法的対応について説明できるか
４．医療事故事例の分析のグループワークに積極的に参加し
て、分析結果を基に事故防止対策を列挙できるか
５．医療安全における看護専門職者としての責任を記述できる
か

◎－－－　テキスト　－－－◎

松下 由美子他著、ナーシング・グラフィカ、医療安全、
メディカ出版、ISBN 978-4-8404-5385-1（3240円）

◎－－－　参考書　－－－◎

医療安全　ISBN 978-4-260-00753-5
SBAR/TeamSTEPPS　ISBN 978-4-8180-1859-4
RCAの基礎知識と活用事例　ISBN 978-4-542-50370-0

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日常から医療の安全やリスクマネージメントに関心を持
ち、新聞やニュースなどで情報を収集しておくこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1 医療安全とリスクマネジメント（中嶋）
2 医療事故の発生要因（中嶋）
3 日常生活の援助と安全：転落転倒とKYT演習（中嶋）
4 日常生活の援助と安全：食事・栄養 ・熱傷とKYT演習
（中嶋）
5 医療安全とコミュニケーション（久木原）
6 医療機器の管理と操作（久木原）
7 院内感染とその対策（久木原）
8 薬と医療安全（久木原）
9 医療安全と倫理（中嶋）
10 医療事故に対する法的対応（中嶋）
11 患者の立場から医療安全を考える（中嶋）
12 リスクの分析と対応（中嶋）
13 リスクの分析①（グループワーク） （中嶋・久木原）
14 リスクの分析②（グループワーク） （中嶋・久木原）
15　発表・まとめ（中嶋・久木原）



2019-802000A091-01保健医療福祉行政論

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

長谷川　珠代、久本貴志

◎－－－　概要　－－－◎

わが国の社会、経済環境の変化、現状をとらえたうえで、保健
医療福祉の法的基盤である社会保障制度とその意義、仕組み、
現状の課題を学ぶ。
また社会福祉の実践方法、こども・障害者・高齢者などライフ
サイクルに応じた諸制度や生活保護、地域福祉・保健サービス
の需給体制について理解する。
そして政策形成のプロセスや保健医療福祉行政における看護職
の役割について学ぶ。
保健師として保健医療福祉行政に従事した実務経験を活かし、
実際に関わった事例などを参考に、保健医療福祉行政における
多職種連携と看護活動の実際について講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会保障の理念と仕組みを学び、保険・年金・公的扶助・福祉
について理解を深め、自分や家族の現状と将来を関連付けて理
解し、説明することができる。(知識・理解)

社会情勢の変化にともなう保健医療福祉行政の変遷及び現状を
理解し、説明することができる。(知識・理解)

保健医療福祉行政のしくみと関連する法律や関係機関について
理解を深め、その役割と課題について考察できる。(知識・理
解)

保健医療福祉行政の対象となる住民の多様化を理解したうえ
で、多様な文化や価値観に対応した制度の必要性を説明でき
る。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書と配布資料をもとに講義を行う。講義の進行に従い、予
習と復習をして講義に臨む（60分）。
適宜、課題を提示する。提示されたテーマに関する事柄につい
て文献等で理解を深め、客観的事実と自らの考えを結び付けて
明確に記述する（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
定期試験と課題による評価を行う。

定期試験は本科目を担当する教員がそれぞれ出題し、社会保障
の理念としくみ、保健医療福祉行政の変遷と現状や関係法律な
ど、講義で説明した各内容の要点について正しく記述できるか
を評価の基準とする。

課題は指示された内容やテーマについて、客観的事実と自らの
考えを自分の言葉で説明できているかを評価の基準とする。
　
２．評価方法
　定期試験、課題

３．評価割合
　定期試験80％、課題20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

１．木下武徳、吉田健三、加藤美穂子編、東京大学出版
会、日本の社会保障システム、2017年、本体2,500円：
ISBN978-4-13-042147-8　

２．藤内修二ら著、標準保健師講座　別巻1　保健医療福
祉行政論、医学書院、2017年、本体3,000円　ISBN　
978-4-260-02772-4

◎－－－　参考書　－－－◎

国民衛生の動向2018/2019　厚生労働統計協会

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．課題は提出期限を厳守する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

【社会保障制度】
１．社会保障とは何か（久本）
２．社会保険制度１　保険の仕組み，年金（久本）
３．社会保険制度２　医療保険，介護保険（久本）
４．社会保険制度３　雇用保険，労働者災害補償保険（久
本）
５．公的扶助制度（久本）
６．社会福祉制度　高齢者福祉，児童福祉，障害者福祉
（久本）
７．社会保障制度の現状と課題（久本）

【保健医療福祉行政】
８．保健医療福祉行政のめざすもの（長谷川）
９．保健医療福祉制度の変遷（長谷川）
１０．保健医療福祉行政・財政の理念としくみ（長谷川）
１１．公衆衛生に関する国際的な活動（長谷川）
１２．日本における医療提供体制（長谷川）
１３．地域保健の体系（長谷川）
１４．保健医療福祉の計画と評価（長谷川）
１５．保健医療福祉制度を振り返る（長谷川）



2019-802000C040-01学校保健

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・４時限　　試験時間割：2020/01/24　１時限　　

小柳　康子

◎－－－　概要　－－－◎

　養護教諭としての現場経験を活かして、「学校保健とは何
か」をテーマに具体的な学校保健の組織活動等について解説す
る。具体的には、学校保健の領域構造や学校保健関係者の役割
を理解し、保健管理と保健教育を関連付けた組織活動の展開に
ついて基礎的に理解できることをねらいとする。
１）学校保健の歴史や制度を踏まえて、学校保健（学校安全を
含む）の目的、意義、領域構造を概説し、家庭や地域の専門機
関との連携の重要性を理解する。
２）模擬学校を設定し、現場の具体的な事例に対する健康管
理・健康課題についてグループ学習を行い、それに関する保健
教育を行う。
３）学校保健会委員会の準備から開催までのシミュレーション
を通して、学校保健の組織的協働の実際をイメージすることが
できる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

学校保健の構造を理解して、説明できる。(知識・理解)

組織的に連携する重要性を理解し、学校保健委員会では、児童
生徒の健康課題解決のために、自分なりの意見を述べることが
できる。(技能)

積極的的に保健教育に取り組み、課題があれば自ら修正して、
学び続けようとする意欲を持つことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
１）健康診断に関する課題について、準備、実施、事後のレ
ポートを作成する。（第6-7回）
２）保健教育に関する課題を選び、教材研究や発表の練習をし
ておく。（第１－７回）
＜事後学習＞
１）発表シートについて、グループで考えをまとめて提出す
る。（第5-7回）
２）グループ討議の内容や実施後の感想を総合的にまとめる。
授業の最後にレポート提出できるようにしておく。（第8回）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・プレゼンテーション（保健教育）は、学校現場や学校保健関
係者をイメージして、わかりやすく指導できているかを評価の
基準とする。
・レポートは、複数の文献から情報収集して分析することがで
きるかを評価の基準とする。
・シミュレーションは、学校保健委員会に参加して、役割に応
じて発言することができるかを評価の基準とする。
・定期試験は、学校保健の意義、制度、領域、関係法規につい
て理解することができているかを主な評価の基準とする。

方法
・プレゼンテーション30％、シミュレーション（模擬体験）
10％、レポート提出10％、定期試験50％により総合的に評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

『教職エクササイズ第8巻　学校保健』ミネルヴァ書房、
2019年4月発刊

◎－－－　参考書　－－－◎

養護教諭のための学校保健　ISBN 978-4879814616

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

テキストは、４年生まで使います。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション（授業の到達目標の確認）、
学校保健とは―歴史的視点から　＊課題の決定
第２回　学校の特性―学校保健の意義、構造、制度
第３回　組織における保健関係者の役割と組織活動
第４回　学校内外の関係職種・関係機関との連携協働―学
校保健委員会の開催から
第５回　学校保健各論①―学校安全と危機管理
第６回　学校保健各論②―健康問題の把握と課題解決（健
康診断）＊課題実施
第７回　学校保健各論③―保健管理と保健教育の関連の実
際
第８回　保健教育の主体的取り組み―プレゼンテーション
＊課題の発表と提出



2019-802000D111-01小児看護学概論「前期　金－２」

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

宮城　由美子、松本祐佳里

◎－－－　概要　－－－◎

　生涯発達の視点から小児期について概説する。健康なこども
観、成長発達の原則、乳児期～思春期までの形態的･機能的成
長発達、心理社会的発達について、スライド・動画を用いてこ
どもをイメージできるように講義形式にて説明する。また事前
の課題を指示した授業日に持参し、授業内容を付記し知識の幅
を広げていく展開とする。看護師及び小児看護専門看護師とし
て小児看護の臨床経験や、地域や保育所における育児支援など
の実務経験をいかして、こどもの特性について解説する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

小児各期の成長発達(形態的･機能的･心理社会的）について述
べることができる。(知識・理解)

小児期の栄養と食生活についての基礎的知識が説明できる。
(知識・理解)

成長発達に必要な環境を理解し、その援助についての基礎的知
識を述べることができる。(知識・理解)

乳幼児期の成長発達の特性について、具体的に記述することが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

乳児期・幼児期の示す課題について、事前学習を行い授業に臨
み、授業内容も自己のレポートに追記していくこと。（90
分×2回乳児期・幼児期）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１，乳児期から学童期のこどもの成長発達についての基礎的知
識が身についているのかを定期試験で評価する。
２，小児期の栄養やこどもを取り巻く環境についての基本的知
識が身についているかを定期試験で評価する。（１，２を併せ
て90％）
３，乳幼児期の成長発達（形態的、機能的、心理社会的)につ
いて、事前学習を行い授業内容を膨らますことができているこ
とを評価基準とする。（10％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学
①．医学書院．2018【ISBN978-4-260-02002-2】2800円

◎－－－　参考書　－－－◎

ナーシング・グラフィカ
小児看護学①「小児の発達と看護」
ＩＳＢＮ：978-4-8404-4918-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の順番は変更する可能性あり

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．こどもとは（宮城）
２．成長発達の原則（宮城）
３．乳児期の成長発達とその支援①（宮城）
４．乳児期の成長発達とその支援②（宮城）
５．幼児期の成長発達とその支援①（宮城）
６．幼児期の成長発達とその支援②（宮城）
７．学童・思春期の成長発達とその支援（宮城）
８．こどもにとっての家族（松本）



2019-802000D151-01老年看護学概論「前期　木－２」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：2019/07/29　２時限　　

久木原　博子

◎－－－　概要　－－－◎

　人の一生における老年期の意義、身体的・心理的・社会的な
加齢現象、高齢者をとりまく我が国の保健・医療・福祉の動
向、および多岐にわたる看護の活動の場とその特徴について学
ぶ。老年看護の役割と今後の課題について考え、高齢者個々に
応じた健康生活を支える援助が展開できる基礎的能力を講義・
グループワークを通して学ぶ。
　大学病院（循環器内科病棟、整形外科病棟など）での勤務経
験を活かし、実際に携わった事例を参考に必要な知識や心構え
について講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

日本における高齢化の特徴と影響について概説できる。
(知識・理解)

社会の動向や特性（少子高齢化・多死社会）について説明でき
る。(知識・理解)

高齢者特有の身体的・精神心理的・社会的変化について説明で
きる。(知識・理解)

高齢者の健康と暮らしの現状について説明できる。(知識・理
解)

日本における社会保険制度の変遷と特徴について説明できる。
(知識・理解)

保健医療福祉システムの動向について説明できる。(知識・理
解)

高齢者を対象とした福祉施設（入所・通所）とその特性につい
て説明できる。(知識・理解)

高齢者を対象とした福祉施設（入所・通所）における看護のあ
り方について考えることができる。(知識・理解)

高齢者社会における権利擁護（高齢者虐待、身体拘束、権利擁
護のための制度）について説明できる。(知識・理解)

高齢者の尊厳を支える看護実践とは何かについて説明できる。
(知識・理解)

老年看護の役割と老年看護に役立つ理論・概念について概説で
きる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　次回授業範囲の教科書を事前に読み、専門用語の意味を調べ
ておいてください。授業で配布した資料や教科書を使用して、
30～60分程度は必ず復習してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

高齢者の身体的・心理的・社会的特徴、高齢者を取り巻く医療
福祉制度とその問題点と課題、高齢者の倫理的課題や人権問題
について説明できるかを評価の基準とする。
筆記試験90％（定期試験70％、小テスト20％）、課題・提出物
10%

◎－－－　テキスト　－－－◎

北川公子、他、編「系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護
学」医学書院　2019年　ISBN978-4-260-01815-9、￥2908
鳥羽研二、他、編「系統看護学講座 専門Ⅱ 老年看護 病
態・疾患論」医学書院　2019年　ISBN978-4-260-01804-3、
￥2484

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　新聞・テレビをはじめとする多くのメディアから発信さ
れる高齢者に関する制度・課題などに関心をもち、幸福な
高齢期を過ごすためにはどうすればよいのかを日頃から考
える習慣を身につけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.加齢による変化（身体的）-1
2.加齢による変化（心理的・社会的）-2
3.高齢社会の統計的輪郭-1
4.高齢社会の統計的輪郭-2
5.高齢社会における保健医療福祉の動向-1
6.高齢社会における保健医療福祉の動向-2
7.高齢社会における権利擁護
8.老年看護の基盤



2019-802000D171-01母性看護学概論「前期　木－２」

 期別：集中前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：2019/07/30　３時限　　

塚原　ひとみ、佐久間良子

◎－－－　概要　－－－◎

母性を様々な視点から説明し、女性及び家族のライフサイクル
とその特徴、身体的発達、心理発達、役割発達、母性を取り巻
く家族・社会環境などから「母性とは何か」を学ぶ。母性看護
の役割と課題について考え、女性の一生において健康な生活を
支える援助ができる基礎的能力を養う。

高度医療を提供する周産期病棟における助産師としての勤務経
験を活かし、母性看護の対象、母子の人権の保護、周産期医療
における生命倫理について、事例を参考に必要な知識や母性看
護の担当者としての倫理について講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

女性及び家族のライフサイクルについて生殖機能の側面からの
特徴として、身体的発達・心理発達・役割発達について説明で
きる。(知識・理解)

母性看護の役割と機能をリプロダクティブ・ヘルス／ライツを
基本として説明できる。 (知識・理解)

母性保健の動向と母子保健に関連する法律・施策を説明できる
(知識・理解)

母性看護の主要な概念について説明できる。(知識・理解)

母性看護領域における倫理的課題について説明できる。(知
識・理解)

国内外の女性を取り巻く現状から多様な文化や価値に関する課
題を説明できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

テキストを参考に、授業計画のテーマに関連した事前学習をし
て臨むこと。
提示される課題レポートは必ず提出すること。
授業で実施したグループワーク内容について振り返りを行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験では、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの概念を理
解し、母性とは、母性看護とは何か、目的・対象・方法論の視
点で正確に記述できているかを評価の基準とする。
課題レポートでは、①母子保健指標の正確なデータを用いて母
子保健の課題を説明できているか、②母子に関連する理論の資
料を読み、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。
授業では、毎回少人数グループワークを行うため、そのグルー
プワークの結果が的確に作成されているかを評価の基準とす
る。

定期試験60％、課題レポート30％、グループワーク参加度10％
を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

ナーシング・グラフィカ　母性看護学①概論・リプロダク
ティブヘルスと看護　中込さと子編　2019　2,400円　　
　ISBN978-4-8404-6517-5

◎－－－　参考書　－－－◎

森恵美編：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　母性看護学概論
　母性看護学①　医学書院　ISBN 987-4-260-01365-9
厚生労働統計協会：厚生の指標　増刊　国民衛生の動向　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自己の関心事を明らかにして、主体的に学習すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.母性の概念と母性の特徴（塚原）
「授業を振り返り母性看護の視点について、指定した教科
書を読みまとめておくこと。（60分）」
2.性と生殖（塚原）
「事前に性周期に関連するこれまでの学習を整理して臨む
こと。（60分）」
3.リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（塚原）
「世界の女性の性に関するニュースについて検索（検索
Word：女性、虐待、児童婚、性器切除）し、資料を読み
込んで参加すること。（90分）」
4.母性看護の歴史と母子に関連する理論（塚原）
「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）」
5.母子保健統計の動向と母性看護に関連する法律・施策
（佐久間）
「母子保健統計に関する動向を調べて授業に参加するこ
と。（60分）」
6.母性のライフサイクル各期の特徴（佐久間）
「女性の特徴に関連した小テストを行うので、復習してお
くこと。（60分）」
7.母性と倫理的課題（佐久間）
8.まとめ（塚原・佐久間）



2019-802000D082-01在宅看護概論「前期　金－２」

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

木村　裕美

◎－－－　概要　－－－◎

　疾病構造の変化による慢性疾患の増加、医療費の高騰、入院
期間の短縮化など社会的背景から、さまざまな疾病、障がいを
もつ人が在宅で療養生活を送っている。在宅看護は、在宅で生
活する療養者とその家族の自己決定や主体性を重視し、在宅療
養者と家族が望む生活を送れるように支援している。
　本科目においては、常に“生活の場”における看護を意識し
ながら学習をすすめていく。さらに、在宅療養環境をイメージ
し、在宅療養者とその家族を対象とする在宅看護の基本を学
ぶ。
　授業は主に講義形式で資料に基づいて行う。講義後に事後学
習を必ず行い、理解を深める。
　保健師での乳幼児および高齢者の家庭訪問の実践経験を活か
し、在宅ケア、多職種連携と地域医療の重要性について概要を
教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

在宅看護の歴史的変遷と在宅看護が求められる社会背景を理解
することができる。(知識・理解)

在宅看護の理論と基本概念を理解することができる。(知識・
理解)

在宅で生活する療養者と家族を対象とする、在宅看護活動を理
解することができる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・授業内容を理解し、十分な知識を得るためには自学自習は不
可欠
　であり、特に授業前後は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　－－－◎

 
1．評価方法
　　定期試験
2．割合
　　定期試験100％
3．評価基準
　・定期試験は筆記試験を行い、在宅看護の主要概念や歴史的
変遷、
　　在宅看護の展開や対象の特性、在宅看護に関わる社会資源
につ
　　いて正確に説明できているかを評価の基準とする。
 

◎－－－　テキスト　－－－◎

原礼子、プリンシプル　在宅看護学、医歯薬出版株式会
社、2017　ISBN 978-4-263-23675-8（2,600円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

在宅看護論：地域療養を支えるケア　ISBN
978-4-8404-4921-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　社会の動向に関心を持ち、日頃から在宅看護に関する情
報収集に努めること

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．在宅看護とは
2．在宅看護の歴史
3　在宅看護が求められる社会背景
4．在宅看護の理論と基本概念
5．地域療養を支える看護
6．在宅看護の特徴
7．在宅における看護活動
8．在宅療養者と家族



2019-802000D032-01看護過程展開技術

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　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　　
 授業時間割：前期：金・４時限　　試験時間割：2019/07/29　３時限　　

宗正　みゆき、吉川千鶴子、坂梨左織、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

看護過程とは、看護独自の知識体系に基づき対象のニードに的確に応えるた
めに、看護により解決できる問題を効果的に取り上げ、解決していくための
系統的、組織的に行う活動のことである（日本看護科学学会）。看護過程
は、看護活動における看護目標、看護の守備範囲、そして援助方法を理解
し、エビデンスに基づくよりよい看護を提供するために必要不可欠な方法で
ある。この科目では、健康障害を抱える人々のニーズを明らかにするために
V．ヘンダーソンの理論に基づく情報収集の枠組みを利用して、全人的理解
を試み、また、クリティカルシンキングや分析的方法を活用し、対象に応じ
た個別的・科学的な看護の展開方法を学習する。本来、看護過程を用いた実
践は患者－看護者関係の中で行われるが、この授業では関係形成のプロセス
ではなく、ペーパーぺイシェントを用いて情報の解釈・分析・統合を経て看
護問題の抽出、目標設定、計画立案までの一連の問題解決的アプローチを個
人ワークとグループワークを通して学習し、看護活動における看護過程の意
義と実際を理解する。
本科目で使用する教材は、実際の看護経験に基づく事例であり、より現実的
な患者情報に基づくアセスメントを通して看護問題の抽出、計画立案するま
での講義・演習を行う。演習では担当する教員の看護経験を活かした具体
的、かつ的確な看護過程展開方法について指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

看護過程の概念、構成要素とその特徴、看護過程に関連する概念(クリティカ
ルシンキング、リフレクション、倫理的配慮について説明することができる
(知識・理解)

看護過程の展開方法(情報収集、アセスメント、看護問題の明確化、目標設
定、計画立案、実施、評価）の要点について説明することができる
(知識・理解)

ヘンダーソンの理論に基づく情報収集の枠組みを理解し、全人的に情報を整
理し、対象の健康状態を説明することができる(知識・理解)

情報収集の枠組みを用いて整理した情報をエビデンスに基づき分析・統合
し、全体像から看護問題を抽出することができる
(知識・理解)

全体像から対象の看護問題を的確に捉え、優先順位を決定することができる
(知識・理解)

対象が抱えている看護問題に対応した看護目標を示し、問題を解決するため
の援助計画を立案することができる(技能)

グループワークを通してグループメンバーひとりひとりの見方、考え方を尊
重し、視野を拡げ、主体的に学習を進めることができる(態度・志向性)

看護活動における看護過程(問題解決的思考)の重要性について説明すること
ができる (知識・理解)

看護過程に関する記録とその方法、管理について説明することができる (知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

①テキスト、講義資料すべての予習・復習は不可欠である。
②講義資料すべてを復習し、事前課題に取り組むこと。
③グループワークや担当教員のコメントを参考に各自事前課題を修正し、修
正後は担当教員に必ず確認すること。
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①定期試験（45％）：到達目標の知識・理解について明確に説明記述してい
るかを評価の基準とする。
②事前課題（45％）：到達目標の知識・理解、技能について個人ワークで達
成できるよう取り組んでいるかを評価の基準とする。
③グループワーク参加度(10%)：到達目標の態度・志向性についてグループ
ワークの貢献度(司会、書記の役割を果たしている、進行に影響を与える意見
を述べる等)を評価の基準とする
①②③を総合的に評価する。
＊事前課題の評価については、課題内容により配点が異なる。その点につい
ては演習前に説明する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1．ヴァージニア・ヘンダーソン／湯槇ます・小玉香津
子：『看護の基本となるもの』日本看護協会出版会(900円＋
税)　
2．系統看護学講座専門分野Ⅰ基礎看護学[2]基礎看護技術Ⅰ
医学書院(2600円＋税)
3.適時講義資料を配布
4.看護過程に沿った対症看護、病態生理と看護のポイント
ISBN 4-05-152246-6(4200円+税)
 

◎－－－　参考書　－－－◎

看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践　ISBN
4-86174-056-5
　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・ヴァージニア・ヘンダーソン／湯槇ます・小玉香津
子：『看護の基本となるもの』日本看護協会出版会を読ん
で、理解し、授業に参加すること　
・グループワークの参加の条件として事前課題の提出期限を
守り、各自しっかり事前準備をすること、また、活用した参
考書を持参すること
・事前課題は、グループワークや教員のコメントを参考に必
ず修正すること

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．看護過程とは
　問題解決のプロセスと看護過程のプロセス
　看護過程とクリティカルシンキング、リフレク
　ション、看護倫理（宗正）
2.看護理論と看護過程、看護過程の構成要素（宗正）
3．看護過程の展開(1)ヘンダーソンの情報収集の枠組み、情
報収集・分類、解釈・分析（宗正）
4．看護過程の展開(2)14の看護の視点の分析結果の統合（関
連図）（宗正）
5．看護過程の展開(3)（健康上の問題の明確化、優先順位の
決定、目標設定・計画立案（宗正）
6．看護過程の展開(4)、優先順位の決定、目標設定・計画立
案
　 事例の解説、グループワーク・事前課題の説明（宗正）
7．事例の情報の解釈・分析(1)（宗正・吉川・坂梨・大村）
8．事例の情報の解釈・分析(2)（宗正・吉川・坂梨・大村）
9．事例の全体像（関連図）(1)
　　優先順位の決定（宗正・吉川・坂梨・大村）　
10． 事例の全体像（関連図）(2)
　　優先順位の決定（宗正・吉川・坂梨・大村）　
11．事例の看護問題の明確化・目標設定（宗正・吉川・坂
梨・大村）
12．事例の計画立案(1)（宗正・吉川・坂梨・大村）
13．事例の計画立案(2)（宗正・吉川・坂梨・大村）
14．グループワークの成果発表（宗正・吉川・坂梨・大村）
15．看護過程の評価、看護過程と記録について
　　事例の看護過程展開のまとめ （宗正）
第7回～第13回はグループワーク



2019-802000D041-01ヘルスアセスメント

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　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　　
 授業時間割：前期：水・１時限～２時限　　試験時間割：2019/07/31　３時限　　

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　－－－◎

身体・心理・社会的な存在である人を、看護の視点から全人的・多角的にとら
えることの重要性を学ぶ。生活者である対象と関係を構築できるコミュニケー
ションの基本を振り返り、確実に情報を得ることのできるインタビュー技術を
学ぶ。
身体的情報の収集・査定の方法としてフィジカルアセスメントを学習するとと
もに、心理的・社会的アセスメントの重要性を学ぶ。バイタルサインの測定に
関しては一人でできるレベルまで習熟を求める。
講義・演習では、ロールプレイやシミュレーションといったアクティブラーニ
ングを取り入れ、自ら意欲的に学ぶ姿勢を養う。学習過程においては、読む、
書く、話す、聞く、身体を使うことを重視するとともに、自律的、創造的、合
目的な参加を求める。また、事前準備や事後の振りかえりを通して、確実な看
護技術が実践できることをめざす。
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について事例を用
いながら、ヘルスアセスメント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　－－－◎

看護におけるヘルスアセスメントの意義と目的を説明できる。(知識・理解)

人間を身体・心理・社会的存在としてとらえる重要性を説明できる。(知識・理
解)

コミュニケーションの特徴と、医療におけるコミュニケーションの重要性を説
明できる。(知識・理解)

健康歴のインタビューの目的と方法、及びその根拠を説明できる。(知識・理
解)

バイタルサイン測定の目的と基本技術、及びその根拠を説明できる。(知識・理
解)

フィジカルアセスメント（呼吸器・循環器・消化器・脳神経系・筋骨格系）の
目的と方法、及びその根拠を説明できる。(知識・理解)

得られた情報を分析・解釈し、看護実践へ繋げることの重要性を説明できる。
(知識・理解)

看護の対象に応じて健康歴のインタビューを実践できる。(技能)

バイタルサイン測定技術が実践できる。(技能)

系統別フィジカルアセスメント技術（呼吸器・循環器・消化器・脳神経系・筋
骨格系）が実践できる。(技能)

フィジカルアセスメント実施時に適切なコミュニケーションがとれる。(技能)

安全・安楽・尊厳・プライバシーを配慮しながらヘルスアセスメントを行う態
度が身についている。(態度・志向性)

ヘルスアセスメント力を高めるために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)　－－－◎

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、授業・演習に参加すること。
演習を行った看護技術は、ひとりで実施できるように繰り返し練習を行うこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・ヘルスアセスメントの意義と目的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。
・系統別のフィジカルアセスメントの目的と方法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。
・バイタルサイン測定技術を正確に実践でき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、共同学習の中で看護の対象者に応じたコ
ミュニケーション、バイタルサイン測定、フィジカルアセスメントについて理
解を深めることができているかを評価の基準とする。
・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。
・定期試験50%、技術評価20%、レポート、授業・演習参加態度30%で総合的に
評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

松尾ミヨ子他編、ナーシング・グラフィカ基礎看護学②　ヘ
ルスアセスメント、メディカ出版、2018年、（3,200円+
税）、ISBN 978-4-8404-6132-0
茂野香おる、系統看護学講座　基礎看護技術Ⅰ第17版、医学
書院、2016年、（2,600円）ISBN978-4-260-03564-4

◎－－－　参考書　－－－◎

稲葉佳江、大日向輝美、看護ヘルスアセスメント、メヂカル
フレンド社、2011年、（3,500円+税）　ISBN
978-4-8392-1399-2
山内豊明、フィジカルアセスメントガイドブック－目と手と
耳でここまでわかる、医学書院、2011年、（2,400円+税）　
ISBN 978-4-260-01384-0
横山美樹、はじめてのフィジカルアセスメント、メヂカルフ
レンド社、2009年、（2,600円+税）　ISBN 978-4-8329-1353-4

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

遅刻や途中退室、携帯電話の使用を禁じる。また、演習等で
は指定の服装を着用し、授業開始前までに手洗いを済ませて
実習室に待機すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ヘルスアセスメントの概要（坂梨）
2.看護におけるコミュニケーション（吉川）
3.看護におけるコミュニケーション[演習]（吉川）
4.看護におけるコミュニケーション[演習]（坂梨・吉川・大
村）
5̃7.バイタルサイン（宗正）
8̃10.バイタルサイン[演習]（坂梨・中嶋・宗正・吉川・大
村）
11.健康歴のインタビュー（坂梨）
12.健康歴のインタビュー[グループワーク]（坂梨）
13.フィジカルアセスメントの基本技術（坂梨）
14.フィジカルアセスメントの基本技術[演習]（坂梨・中嶋・
宗正・吉川・大村）
15.16.健康歴のインタビュー［ロールプレイ］（坂梨・中
嶋・宗正・吉川・大村）
17.18.バイタルサイン技術テスト（坂梨・大村・中嶋・宗
正・吉川）
19.系統別フィジカルアセスメント①呼吸器系（坂梨）
20.系統別フィジカルアセスメント①呼吸器系[演習]（坂梨・
中嶋・宗正・吉川・大村）
21.系統別フィジカルアセスメント②循環器系（大村）
22.系統別フィジカルアセスメント②循環器系[演習]（大村・
坂梨・中嶋・宗正・吉川）
23.系統別フィジカルアセスメント③消化器系（坂梨）
24.系統別フィジカルアセスメント③消化器系[演習]（坂梨・
中嶋・宗正・吉川・大村）
25.系統別フィジカルアセスメント④脳神経系、筋骨格系（坂
梨）
26.系統別フィジカルアセスメント④脳神経系[演習]（坂梨・
中嶋・宗正・吉川・大村）
27.系統別フィジカルアセスメント④筋骨格系[演習]（坂梨・
中嶋・宗正・吉川・大村）
28.シミュレーション［グループワーク］（坂梨）
29.30.シミュレーション（坂梨・中嶋・宗正・吉川・大村）



2019-802000D062-01診療看護技術

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　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　　
 授業時間割：後期：金・３時限～４時限　　試験時間割：2020/01/16　３時限　　

吉川　千鶴子、中嶋恵美子、宗正みゆき、坂梨左織、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

　この科目は、診療の補助業務である診断・治療過程における看護技術と看護の役割
について学ぶ。診断･治療過程の意味を理解し、円滑に進めるための看護技術の基本
的な知識、技術を習得する。診療看護技術の実践に際しては、診断･治療過程の特徴
に応じた、安全･安楽・自立への配慮、身体的、精神的苦痛の緩和、倫理的配慮がな
されなければならない。無菌操作、創傷管理技術、罨法、吸入・吸引、与薬、検体採
取、導尿・浣腸の学習項目について、講義と併せて、視聴覚教材、デモンストレー
ション、シミュレーション学習による演習およびポートフォリオの活用により学ぶ。
 内科系、外科系病棟での臨床経験を活かし、基本と応用、さらに技術の発展的なこ
とにも及んで講義する。診療看護技術に関しては、近年、診療看護師が誕生するな
ど、社会のニーズが高い。これからの看護職に求められる、安全な医療の提供につな
がる援助技術について、科学的根拠を抑えつつ実態に即して講義・演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

診断・治療過程における看護の役割を説明できる。(態度・志向性)

診断・治療に伴う看護技術を安全・安楽に実施するための知識と判断、説明と同意、
プライバシーの保護、指示確認の必要性を説明できる。
(技能)

診断・治療に伴う看護技術のエビデンスを説明できる。(知識・理解)

診断・治療過程における患者の反応を捉え適切なコミュニケーションがとれる。(技
能)

創傷治癒の基礎知識を理解し創傷管理技術ができる。(技能)

呼吸の生理と、呼吸障害時の援助の基本を理解し、吸入・吸引ができる。(技能)

薬物を取り扱う法的責任、管理方法、作用・副作用と薬物療法の基本を理解し、薬物
の投与方法に応じた与薬ができる。
(技能)

検査の意義と看護の役割、安全・安楽に正確なデータを得るための基本を理解し、検
体採取と検体の取り扱いができる。
(技能)

標準予防策を用いて清潔不潔を区別して排泄困難時の看護技術ができる。(技能)

検査・治療過程における検査や処置に伴う人権や尊厳への影響を考えて倫理的問題を
考える姿勢がある。
(態度・志向性)

検査や処置に伴う苦痛や副作用、合併症を最小にし、予防するための援助方法を主体
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)　－－－◎

1．6つの学習項目からなるワークブックに予習課題、復習課題を掲載しているので、
授業の進行に合わせて課題を行い、1時間以上の予習･復習をしながら学ぶ。
2．各学習項目毎に到達目標を達成するための自己学習を行い、ポートフォリオを作
成し自己の学習成果を確かめつつ学ぶ。
3．Moodle（e-learning）で予習テストや復習テスト、演習課題を課すので予習・復習
をして授業に臨む。
4．無菌操作の基本、滅菌物の取り扱い、吸入・吸引、罨法、注射、採血、導尿、浣
腸に関しては、Moodleで動画コンテンツを配信しているので演習前に視聴して臨む。
前日までに視聴していなければ演習に参加できないので注意する。
5.演習科目なので、事前事後学習は必須である。事前課題を提示された場合は,課題を
学習して授業に参加する。演習後には事後課題で振り返り,ポートフォリオで自己の
経験をさらに発展させる学習過程で臨む。
6．技術評価項目は、教員の指導体制を組んだ自己練習期間を設ける。自己練習期間
の反復練習により技術到達を目指す。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1．定期試験（50％）、技術評価（20％）、ポートフォリオ・レポート（30％）で総
合的に評価する。
2．定期試験は、診断・治療過程で看護技術を実施するために必要な基礎的な知識･技
術について、想起、解釈、応用問題を出題し評価する。
3．技術評価は筋肉内注射の技術試験を行う。評価は、看護基本技術を支える態度や
行為の、知識と判断、実施、説明、安全・安楽確保、プライバシーの保護、指示確
認・報告を評価基準とする。
4．ポートフォリオは中間提出と最終提出の2回提出を求め評価対象とする。評価は、
ポートフォリオの作成基準に則って行う。具体的には、①作成要領に基づいた構成で
ある②学習過程に沿って系統的に整理されている③わかりやすく見やすい工夫がある
④自分の学習成果を客観的に振り返っている⑤文献を活用し自分の意見と比較して考
察している、の5つを評価基準とする。
　

◎－－－　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　
2019年　2600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18版　医学書院　
2019年　2900円＋税　ISBN978-4-260-02760‐1
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第4版　
ヌーヴェルヒロカワ　　2017年 2900円＋税　ISBN978-4-86174-059-6
4．竹尾恵子監修：看護技術プラクティス第3版　学研　2015年　5200円＋
税　ISBN978-4-7809-1202-9　

◎－－－　参考書　－－－◎

深井喜代子、前田ひとみ編、EBN志向の看護実践　基礎看護学テキスト、
南江堂　ISBN 978-4-524-26656-2
平田雅子、完全版ベッドサイドを科学する－看護に生かす物理学、学研　
ISBN 978-4-05-153022-8
深井喜代子監修、ケア技術のエビデンス、へるす出版　ISBN 4-89269-560-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1．講義中の遅刻、途中退席、携帯電話の使用は、学習環境を乱すので禁じ
る。
2．演習時は、ユニホームを着用し授業開始時間までに手洗いを済ませて実
習室に待機する。　　
3．Moodleはコンテンツ、課題だけでなく、授業時のリアクションペーパー
のフィードバックや授業方法･内容の掲示版としても活用するので留意す
る。
 

◎－－－　授業計画　－－－◎

1・2　診療の援助技術の基本　講義
　　（吉川）
　　　創傷管理技術
3・4　呼吸を整える援助技術　講義
　　（吉川）
　　　呼吸と快適性、呼吸障害時の援助　
5・6　呼吸を整える援助技術　演習
　　　酸素吸入、気道内加湿法
　　　一時的吸引
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
7・8　与薬の援助技術1　講義 （吉川）
　　　与薬の種類／経口的与薬、外用薬 、
　　　麻薬、輸血　
9・10　与薬の援助技術2　講義（吉川）
　　　注射法／血管外、血管内
11･12　与薬の援助技術3　演習
　　　筋肉内注射
 　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
13･14　与薬の援助技術4　演習
　　　経口的与薬法 、点滴静脈内注射法
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
15　検査時の援助技術1　講義（吉川）
　　　検体の採取と取り扱い 、採血
16　尿簡易検査　演習
　　（吉川、坂梨、大村）
17・18　筋肉内注射　技術テスト
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
19・20　検査時の援助技術2　演習
　　　採血
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
21　安楽への援助技術　講義　（吉川）
　　痛みのケア、罨法、リラクゼーション
22　シミュレーション学習グループワーク
　　（吉川）
23・24　シミュレーション学習
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
25・26　排泄困難時の援助技術1　講義（吉川）
　　　無菌操作、浣腸、導尿　
27・28　排泄困難時の援助技術2　演習
　　　無菌操作、浣腸　
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
29・30　排泄困難時の援助技術3　演習
　　　一時的導尿、持続的導尿　
　　（吉川、中嶋、宗正、坂梨、大村）
　　　　　



2019-802000D530-01健康行動科学入門「後期　金－２」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　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：2020/01/22　３時限　　

原田　春美

◎－－－　概要　－－－◎

　人々にとっての健康とは何か、健康行動とは何かを理解す
る。さらに、健康行動に導くことを目的とする行動変容理論を
学び、事例を通して理論についての理解を深めることによっ
て、健康行動を促す支援の基礎を学ぶ。
　授業内容に関しては、学習到達目標に関する学生の自己評価
を参考にして適宜、補足を行う。また、保健師としての勤務経
験を活かし、具体的な事例を用いて説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健康の概念と健康行動の概念を説明できる(知識・理解)

健康行動変容に関する看護の機能と役割を説明できる(知識・
理解)

行動変容に関する理論を説明できる(知識・理解)

行動変容理論を用いてニーズや健康課題を捉えることができる
(技能)

行動変容理論を用いて健康行動を促す支援方法を考えることが
できる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義の前には、該当のテキスト部分を読んでおく。講義後は
行動変容理論に関するワークシートを活用して、提示された事
例と行動変容理論とを結び付けて理解を深めるようにする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
１）定期試験では、健康の概念、健康行動の複数の分類に基づ
く概念、講義で扱った行動変容理論について考え方と構成概念
を明確に説明できるかを評価の基準とする。
２）提出課題では、講義で扱った行動変容理論を用いて提示し
た事例を捉え、適切で具体的な支援方法を記述できるか、提出
期限が守られているかを評価の基準とする。
２．評価方法と割合
定期試験60％、授業参加態度（質問への応答やミニッツペー
パー記載状況）等平常点20％、レポート等の提出課題20％とし
て総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

金川克子編：最新保健学講座 公衆衛生看護学概論 メヂカ
ルフレンド社 2017年 3100円：ISBN978-4-8392-2179-9　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・常に自分自身や自分の周りの人々の健康行動に関心を
持っておく。
・本科目で学んだことについての理解を深めるために、健
康行動科学方法論を併せて履修することが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.健康の概念と人々にとっての健康

2.健康行動とその変容

3.ヘルスビリーフモデルと健康行動

4.健康行動の準備性や段階性に関する理論と健康行動

5.合理的行為の理論等と健康行動

6.社会認知理論と健康行動

7.ソーシャルサポートと健康行動

8.まとめ



2019-802000D181-01基礎看護学実習Ⅰ

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

吉川　千鶴子、中嶋恵美子、宗正みゆき、坂梨左織、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

　看護の場と対象、役割について学ぶ初めての実習である。教員や指導者の
指導を受けながら、これまで学んだ看護の基礎理論や基礎看護技術を使っ
て、看護を実践する。看護の実践過程を通して、患者との関係形成や患者理
解について学ぶ。具体的には、入院患者を受け持ち、入院生活を送る患者の
生活環境と日常生活行動を観察し健康時と比較する。そこで、健康障害に
よってもたらされる日常生活上の問題を見出し、援助の必要性を考える。さ
らに、日常生活上の問題に対する解決方法を考え、基本技術や日常生活の援
助技術を活用して、その人に応じた援助を実施するための基礎的能力を習得
することを目的とする。
　実習を担当する教員は、豊富な臨床経験を活かし、学生と一緒に患者の日
常生活援助を行いながら教育的に関わる。難しい援助は、学生にロールモデ
ルを示しながら、学生に経験する機会を与え、経験から学べるように導く。

1.1週間の実習期間に、病院で入院治療を受けている患者を受け持ち、日常生
活の援助を計画、実施、評価し、実践過程を振り返る。
2.1病棟に学生6̃7名配置で、16グループを2クールに分かれて実習する。
3.実習カンファレンスを行い、看護実践過程を振り返って、より良い看護を
考え、学びを共有する場とする。
 

◎－－－　到達目標　－－－◎

患者を身体的、心理的、社会的側面から観察し、情報を分類・整理し、看護
に必要な情報は何かを説明できる。(知識・理解)

健康障害による基本的欲求の変化と日常生活上の問題を説明できる(知識・理
解)

健康障害による日常生活上の問題を解決するための援助の必要性をエビデン
スに基づいて説明できる。(知識・理解)

患者の話を聴き、自分の考えを伝えて、患者の反応の意味を考える双方向の
コミュニケーションがとれる。(技能)

患者に援助の必要性を説明し、患者の了解を得て日常生活の援助ができる。
(技能)

基本を疎かにせず、患者の状態や状況に応じた方法で、安全・安楽に日常生
活の援助ができる。(技能)

患者の個人情報を適切に管理し、人権や尊厳を損なわないよう守秘義務を遵
守する。(態度・志向性)

適切な言葉遣い、身だしなみ、時間やルールを守るなど看護専門職としての
基本的態度が身についている。(態度・志向性)

看護専門職として自己の言動に責任を持ち主体的・探究的に学習する姿勢が
ある。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

患者との関係形成に必要な人間関係論、コミュニケーション技術、看護倫理
を2時間以上予習しておく。生活看護技術およびヘルスアセスメントで学んだ
看護技術は受け持ち患者に実践できるように、実習開始までに2時間以上看護
実習室で練習し身につけておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1．実習要項の成績実習評価および単位認定の基準に則って成績評価を行う。
2．患者の身体的、心理的、社会的側面から情報を分類・整理し、健康障害に
よる日常生活の変化と問題、問題を解決するための援助の必要性について根
拠をもとに記録できているかを評価する。
3．患者との双方向のコミュニケーションがとれているかを評価する。
4．援助を実施する際は、患者の状況に応じた方法で、安全・安楽に配慮して
実施できているかを評価する。
5．患者の人権や尊厳を守る倫理的態度、専門職としての基本的態度、責任あ
る行動がとれているかを評価する。
6．受け持ち患者へ実施した援助を振り返り、文献を用いて学習を深め考察で
きているかを評価する。
7．実習全般については、カンファレンスへの参加姿勢、事前・事後学習を含
めた実習への取り組み姿勢、実習記録などにより総合的に評価する。

◎－－－　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　2019年　2600円+税　
ISBN978-4-260-01999-6
2．任　和子編： 系統看護学講座　基礎看護技術Ⅱ第18版
　医学書院　2019年　2900円＋税　
ISBN978-4-260-02761‐1
3．三上れつ、小松万喜子編：演習・実習に役立つ基礎看
護技術第4版　ヌーヴェルヒロカワ　　2017年 2900円＋税
　ISBN978-4-86174-059-6
4．竹尾恵子監修：看護技術プラクティス第3版　学研　
2015年　5200円＋税　ISBN978-4-7809-1202-9　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1．実習オリエンテーションは指定の日時に行う（学年暦
参照）。看護学科棟で教員によるオリエンテーション、病
院の臨床講堂で看護部長のオリエンテーションを行う。オ
リエンテーションの欠席者は、実習を認めない。
2．実習開始1週間前は、受け持ち患者の情報提供や、指導
担当教員との調整等が必要である。登校できるように、ス
ケジュール調整をしておく。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．実習期間：1週間
2．実習場所：福岡大学病院　16病棟
3．学生配置：16グループ 　
　１病棟に6̃7名を配置する。
4．スケジュール
　（1）1日目
　　　学科内実習：事前準備
　　　受け持ち患者の情報提供
　　　受け持ち患者についての事前学習
　　　受け持ち患者に提供する技術の練習
　（2）2日目
　　　病院内施設見学
　　　病棟オリエンテーション
　　　受け持ち患者の紹介
　　　実習行動計画に沿った実践
　　　カンファレンス
　（3）3日目以降
　　　実習行動計画に沿った実践
　　　カンファレンス
　（4）最終日（午前中のみ）
　　　学科内学習：実習のまとめ　



2019-802000D291-01基礎看護学実習Ⅱ

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

宗正　みゆき、中嶋恵美子、吉川千鶴子、坂梨左織、大村由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

健康障害をもつ人を身体的・心理的・社会的側面から全人的に理解
し、その人の発達段階・健康レベルに応じて、科学的根拠に基づいた
看護を実践し、計画的・意図的に展開する能力を養う。
1．2週間の実習期間に一人の患者を受け持ち、患者との関わりや看護
援助、ヘルスアセスメント等の実施を通して、アセスメント、看護問
題の明確化、計画立案、実施、評価、計画の追加・修正の一連の看護
のプロセスを体験し、患者のニーズに応じた日常生活援助の実践にお
いて看護過程を用いることの意義を学ぶ。
2．対象を理解するための情報収集では、ヴァージニア・ヘンダーソ
ンの基本的ニーズの14項目に基づくアセスメントの枠組みを活用す
る。
3.看護実践上の問題点を検討したり、各自の学びを共有する場とし
て、学生が主体的に運営するカンファレンスを行う
4.実習は、1グループ学生6～7名で編成し、8グループずつ2クールに
分かれて行う。
5.実習カンファレンスでは、看護実践過程を振り返るとともに学びを
共有し、より良い看護実践を考える場とする。

実習指導を行う教員は臨床での看護経験を活かして、看護問題の解決
に向けた患者と学生の関係形成や日常生活の援助において指導を行
う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健康障害を持つ人を看護の視点を用いて情報収集し、全人的に理解す
ることができる(知識・理解)

コミュニケーション技術やフィジカルアセスメント技術、生活援助技
術を用いて患者の健康状態を把握することができる (技能)

患者の健康上の問題を特定し、看護計画を立案することができる (知
識・理解)

看護計画に基づいて患者に応じた看護援助を実践し、評価することが
できる(技能)

言語的・非言語的コミュニケーションを用いた対象者との相互作用を
通して関係を築くことができる
(技能)

患者の尊厳や価値観、意思を尊重し、患者の権利を擁護することがで
きる(態度・志向性)

看護専門職として自己の言動に責任を持ち、主体的に学習することが
できる
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜実習準備＞
1．既習の知識(人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、薬
のはたらき、からだの防御のしくみ、医療安全、看護倫理、診療看護
技術）の復習
2.看護過程の事例展開や看護記録(SOAP記録)の振り返り
3．生活看護技術、ヘルスアセスメントの自己練習（看護技術の自己
評価記録参照）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1．実習内容、態度、実習記録を評価資料として知識・技術・態度の
17項目の評価内容を5段階で自己評価したものと合わせて教員が総合
的に評価する（85%）。
2．課題レポートは実習要項の評価表の中の5つの評価項目で評価する
（15％）。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1.実習要項
2.茂野香おる編：系統看護学講座　基礎看護技術Ⅰ第16版
　医学書院　2016　2600円+税　ISBN978-4-260-01999-6
3.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　2900円+税ISBN978-4-260-01579-0
4.三上れつ、小松万喜子編：演習・実習に役立つ基礎看護
技術第4版ヌーヴェルヒロカワ2015 2900円+税　
ISBN978-4-86174-059-6
5.竹尾恵子監修：看護技術プラクティス第3版　学研　
2015　5200円+税　ISBN978-4-7809-1202-9
 

◎－－－　参考書　－－－◎

看護過程に沿った対症看護、病態生理と看護のポイント　
ISBN 4-05-152246-6
看護過程を使ったヘンダーソン看護論の実践　ISBN
4-86174-056-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1．看護過程を展開するのに基礎的な形態機能学、病態学
に関連する知識を有することが望ましい。
2．入院患者を受け持つので、社会人としてのマナーや一
般常識、世事への関心などの素養があることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．実習期間：2週間
2．実習場所：福岡大学病院16病棟
3．学生配置：16グループ
　　1病棟に6～7名を配置する。
4．スケジュール
　　全体オリエンテーション(別日程で実施)
(1)1日目
　　学科内実習：事前準備
　　受け持ち患者の情報提供
　　受け持ち患者についての事前学習
　　受け持ち患者に提供する技術の練習
(2)2日目
　　病棟オリエンテーション
　　受け持ち患者の紹介
　　実習行動計画にそった実践
　　カンファレンス
(3)3日目以降
　　実習行動計画にそった実践
　　カンファレンス
（4）最終日
　　学科内学習：実習のまとめ



2019-802000D232-01健康なこどもの成長発達と生活支援

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　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　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/24　２時限　　

宮城　由美子、松本祐佳里・藤原 悠香

◎－－－　概要　－－－◎

　こどもと家族のおかれている状況、社会の中でこどもと家族が健
康な生活を送るために必要な支援について解説する。看護師及び小
児看護専門看護師として小児看護の臨床経験や、地域や保育所にお
ける育児支援などの実務経験をいかして、健康なこどもの支援につ
いて解説する。
１．乳児期・幼児期の基本的生活習慣および社会的生活習慣の獲得
について講義形式で説明する。
２．．演習において、乳幼児のこどもと母親とのコミュニケーショ
ンの実際を通して、母子関係・個人差などこどもの成長発達につい
て再考することが出来る。
３幼児期の基本的生活習慣化を図るために、幼児期のこどもと家族
に対する健康保育（保健指導）についてグループワークを取り入
れ、実際に展開する
４．学童期においては、学校保健に関することの知識理解を講義形
式で説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

小児各期のこどもの生活とその支援について具体的に述べることが
できる。(知識・理解)

こどもの言葉の獲得過程・認知能力を理解し、こどもとのコミュニ
ケーションについて考え実践することができる。(技能)

現代社会におけるこどもの健康に関する問題について述べることが
できる。(知識・理解)

こどもを取り巻く社会環境（法律･施策･育児環境）について述べる
ことができる。(知識・理解)

こどもと家族の基本的生活習慣の獲得･習慣化に向けた支援が実施
できる。(技能)

こどもの権利について理解し、こどもと家族への健康に関する支援
を考え実施することができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１、こどもの生活支援に必要な育児技術については事前課題（ワー
クブック）を行い授業に臨むこと（90分）。
２、グループワークにより、テーマに即した発表資料をまとめてお
くこと（90分）。
３、赤ちゃん先生において、担当のこどもの発達段階について調べ
ておくこと（90分）。
４、実施した健康保育について示す課題について作成すること（90
分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１，こどもと家族が健康な生活を送るための知識の理解を定期試験
で評価する。(70％)
２，グループワークによりグループでの成果をまとめ、作成し発表
することができ、他のグループの発表に対して適切な評価･批判が
できることを評価基準とする。(10％)
３，赤ちゃん先生の演習を通して、担当児の成長発達についてまと
め、こどもとのコミュニケーション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する。（10％）
４，こどもの権利を理解した上で健康保育のテーマに関連する「こ
どもと家族の基本的生活習慣」について、3文献以上活用し自分の
見解を記述しているかを評価基準とする。(10％)

◎－－－　テキスト　－－－◎

奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学
①．医学書院．2018【ISBN978-4-260-02002-2】2800円
　奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護
学②．医学書院．2018【ISBN978-4-260-01990-3】3300円

◎－－－　参考書　－－－◎

ナーシング・グラフィカ　小児看護学①「小児の発達と看
護」メディカ出版　【ISBN】978-4-8404-4918-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

小児の成長発達についての基礎的知識を復習しておくこ
と。
授業の順番は変更する可能性あり

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．乳幼児の生活援助①（宮城）
２．乳幼児の生活援助②（宮城）
３．こどもとのコミュニケーション（宮城）
４．こどもを守るための支援①　事故防止　　　　　　
（宮城）
５．こどもと家族とのコミュニケーション　演習
　　　（宮城・松本・藤原）
６．幼児期の基本的生活習慣への支援①　演習
　　　(宮城・松本・藤原）
７．こどもを守るための支援②　演習　　　　　　　（宮
城・松本・藤原）
８．こどもを守るための支援③　
　　　予防接種／健康診査　（宮城）
９．ネパールと日本のこどもの健康管理（宮城)
10．幼児期の基本的生活習慣への支援②　G発表
　　　（宮城・松本・藤原）
11．幼児期の基本的生活習慣への支援③　GW
　　　（宮城・松本・藤原）
12．家庭における子どもの健康管理（宮城）
13．こどもの権利と健康（松本）
14．幼児期の基本的生活習慣への支援④　発表
　　　（宮城・松本・藤原）
15．こどもを取り巻く社会施策（藤原）



2019-802000D132-01急性期の成人看護

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　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　　
 授業時間割：後期：木・３時限～４時限　　試験時間割：2020/01/16　２時限　　

緒方　久美子、岩永　和代、宮林　郁子、浦　綾子、牧　香里、石橋　曜子

◎－－－　概要　－－－◎

　健康状態の急激な変化により生命の危機状況にある患者や手
術療法を受ける患者の治療の特徴及び侵襲的治療による生体反
応の変化のプロセスを学ぶ。急性期から回復期にかけて展開さ
れる患者の救命とQOL向上を目指した全人的な看護の方法を学
ぶ。また、急性期看護に特徴的な倫理的問題や家族が抱える問
題についても学習する。
　授業は急性期の臨床現場での看護経験が豊富な教員が担当し
ており、現場で経験した実際の看護事例を紹介したり、実践に
即した看護技術を示しながら具体的に進めていく。方法は講
義・グループワーク・技術演習にて進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.わが国の救急医療の特徴及び救急現場で展開される看護につ
いて理解することができる。(知識・理解)

2.手術療法を受ける患者の代表的な疾患と治療及び集中治療を
支える医療機器の特徴と管理の方法を理解することができる。
(知識・理解)

3.手術療法を受ける患者の心理的変化と生体反応の変化のプロ
セスを踏まえた看護について理解することができる。(知識・
理解)

4.手術療法を受ける患者に対する看護の技術を習得することが
できる。(技能)

5.急性期看護に特徴的な倫理的問題や家族が抱える問題につい
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)　－－－◎

　既習科目であるからだの構造と機能、疾病の成り立ちと回復
の促進、薬のはたらき、看護過程展開技術、成人看護学概論に
関する知識を前提として授業を進めるので、授業範囲の予習・
復習をして臨むこと（90分）。
　グループワークや技術演習では事前課題を提示するので、準
備して臨むこと（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価は、救急医療・手術療法を受け、急性期にある患者の身
体的・心理的・社会的特徴と看護に関する知識を問う定期試験
を80％とする。手術療法を受ける患者の看護過程の展開技術演
習に関するレポート課題及びグループワーク参加態度を15％、
手術療法を受ける患者に対する看護技術の演習に関するレポー
ト課題及び参加態度を5％として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

林直子／佐藤まゆみ編集　成人看護学　急性期看護Ⅰ　概
論・周手術期看護　改訂第2版　南江堂　2015年　2800円
　ISBN 978-4-524-26136-9（改訂第3版が発行予定）　
佐藤まゆみ／林直子編集　成人看護学　急性期看護Ⅱ　救
急看護　改訂第2版　南江堂　2015年　2600円　ISBN
978-524-26137-6（改訂第3版が発行予定）　
T.ヘザー・ハードマン、上鶴重美 原書編集／日本看護診断
学会監訳　NANDA-I　看護診断　定義と分類　2018-2020
　医学書院　2018年　3000円　ISBN 978-4-260-02088-6（1
年次に購入済）

◎－－－　参考書　－－－◎

成人看護学　成人看護技術　改訂第2版　ISBN
978-4-524-58418-7
周術期の臨床判断を磨く　ISBN 978-4-260-00570-8
改訂第4版　救急蘇生法の指針(医療従事者用)　ISBN
978-4-89269-761-6
学習課題に関連した文献を講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中の私語や不要な教室の出入りは他の学生の迷惑に
なるのでしないこと。グループワーク・技術演習には予習
をもって臨み、主体的、積極的に参加すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.急性期看護の基本概念と特徴（緒方）
2.救急看護の基本概念と特徴・救命救急処置（緒方）
3.周手術期看護の基本概念と特徴（岩永）
4.手術前期の看護（岩永）
5.手術期の看護①：手術療法を受ける患者の周手術期管理
（緒方）
6.手術期の看護②：手術室看護（岩永）
7-8.手術後期の看護（岩永）
9.胃の手術を受ける患者の看護（岩永）
10.腸の手術を受ける患者の看護（岩永）
11-12.心臓の治療を受ける患者の看護（緒方）
13-14.周手術期患者の看護過程の展開技術と看護診断：冠
動脈バイパス術患者の看護過程の展開（緒方）
15-16.周手術期の看護技術演習（緒方・岩永・浦・牧・石
橋）
17-20.胃切除術患者の看護過程の展開技術演習：グループ
ワーク（緒方・岩永・浦・牧・石橋）
21.胃切除術患者の看護過程の展開技術演習：グループ発
表（緒方・岩永・宮林・浦・牧・石橋）
22.胃切除術患者の看護過程の展開技術：まとめ（緒方）
23.骨・関節の治療を受ける患者の看護（石橋）
24.術後の院内急変演習（石橋）
25.肺の手術を受ける患者の看護（岩永）
26.脳卒中の治療を受ける患者の看護（牧）
27-28.集中治療を受ける患者の看護（緒方）
29.大血管（胸部・腹部）の治療を受ける患者の看護（緒
方）
30.急性期の成人看護のまとめ（緒方・岩永）



2019-802000D142-01慢性期の成人看護

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　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　　
 授業時間割：後期：火・３時限～４時限　　試験時間割：2020/01/23　３時限　　

牧　香里、浦　綾子・宮林郁子・岩永和代・緒方久美子・石橋曜子

◎－－－　概要　－－－◎

　生活習慣の変化から慢性疾患をもつ成人期の患者は年々増加傾
向である。慢性看護学では、慢性期の概念を学び、代表的な疾患
について治療や特徴を理解し、慢性疾患が成人期のライフサイク
ルにどのように影響を及ぼしているかを学習する。また、慢性疾
患をもつ患者と家族が、自らの問題に気づき、病気と折り合いを
つけ生活を調整していくことができるよう支援する知識と技術を
学ぶ。
　授業は、講義・グループワーク・技術演習にて進める。演習で
は、シミュレーション学習を取り入れ、学んだ知識・技術を活用
して、臨床の看護場面における看護者の思考・判断・行動に関す
る技能習得を促す。また、授業は各担当教員が臨床での経験を生
かし、看護実践に必要な知識・技術・態度を教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

慢性期の概念を学び、慢性期を引き起こす代表的な疾患や治療の
特徴を理解する。(知識・理解)

慢性疾患を持つ成人期の患者とその家族の心理・社会的な特徴を
理解し、看護の役割について考える。(知識・理解)

慢性疾患による機能障害がライフサイクルに及ぼす影響について
考える。(知識・理解)

慢性疾患を持つ患者の生活の調整を支援する看護技術を習得でき
る。(技能)

慢性疾患を持つ患者の事例を用いた看護過程の展開ができる。
(技能)

障害受容、自己管理、セルフケアの確立、行動変容、QOLの向上
に配慮した慢性期の看護の特徴を理解し、療養の場における看護
実践とその倫理的な課題を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)　－－－◎

授業前に提示される課題を必ず自己学習して授業に参加する。
日々の自学自習全体としてのめやすは、予習＋復習4時間/1回を
取るように努める。
看護過程は紙上事例についてNANDA-I看護診断の枠組みを用い
て展開するが、必ず個人で事前に展開した学習内容とグループ学
習に必要な資料を準備して参加する。グループ学習の発表を通し
て疑問を解決し、個人の看護過程展開の内容を修正して提出す
る。また、看護技術演習においても事前に配布されたワークブッ
クにそって予習を行い参加すること。演習後にはリフレクション
を行い、ワークブックに指示された事項を記載し提出する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験85％、課題レポート・グループワークや演習などへの取
り組み状況15％を目安に評価する。

成績評価基準は以下の点である
・慢性期を引き起こす代表的な疾患や治療の特徴のついて理解で
きる。
・慢性疾患による機能障害がライフサイクルに及ぼす影響、患者
の生活の調整を支援する看護技術について理解し説明できる。
・事例による看護過程の展開ができる。
・慢性期疾患への看護の要点を理解し、様々な慢性疾患を持つ患
者への対応を考えることができる。

◎－－－　テキスト　－－－◎

鈴木志津枝/藤田佐和編集　慢性期看護論第3版NOUVELLE
HIROKAWA 2018年 ISBN 978-4861740237 2600円
宮脇美保子編集　新体系看護学全書　成人看護学①　成人看
護学概論　成人保健　メヂカルフレンド社 2018年　ISBN
978-4-8392-3275-7　（１年次成人看護学概論のテキスト）
T.ヘザー・ハードマン、上鶴重美　原書編集/NANDA-1 看護
診断　定義と分類　2018-2020　医学書院　ISBN
978-4-260-03443-2（１年次成人看護学概論のテキスト）

◎－－－　参考書　－－－◎

経過別成人看護③　慢性期看護　2017年　ISBN
978-4-8392-3327-3
ナーシンググラフィカ　成人看護学③　セルフマネジメント
　2015年　ISBN 978-4-8404-4917-5
学習課題に関連した文献を講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

成人看護学概論、からだの構造と機能、疾病の成り立ちと回
復の促進、急性期の成人看護で学んだ看護診断に基づく看護
過程展開の知識・技能を活用して、本科目の看護過程展開を
進める。予習・復習を行い、主体的に学習に臨み授業到達目
標に近づくことができるように努力すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．ガイダンス
　　慢性期看護の基本概念と特徴（牧）
2．慢性疾患と患者・家族の特徴（牧）
3．リハビリテーション看護の概念と特徴（浦）
4．リハビリテーションの実際（浦）
5．脳・神経機能障害のある患者の看護①（牧）
6．脳・神経機能障害のある患者の看護②（牧）
7. 循環機能障害のある患者の看護①（石橋）
8．循環機能障害のある患者の看護②（心リハ中　の看護）
（石橋）
9．がんの主な治療と看護（化学療法）（浦）
10．がんの主な治療と看護（放射線療法）（浦）
11．慢性期にある患者の看護援助①（看護診断に基づく看護
過程展開）（牧）
12.呼吸機能障害を持つ患者の看護①（病態、診断、治療）
（牧）
13. 呼吸機能障害をもつ患者の看護②（牧）　
14-15. 慢性期にある患者の看護援助②（自己管理を促す患者
教育、自己効力感、エンパワーメント）（浦）
16. 肝機能障害のある患者の看護①（病態、診断、治療）
（浦）
17．肝機能障害のある患者の看護②　看護診断（浦）
18. 糖代謝障害のある患者の看護①（病態、診断、治療）
（牧）
19-22．糖代謝障害のある患者の看護②～⑤　　看護過程展
開（牧、宮林、浦、緒方、岩永、石橋）
23．糖代謝障害のある患者の看護⑥　看護過程展開・発表
（牧、宮林、浦、緒方、岩永、石橋）
24．糖代謝障害のある患者の看護⑦まとめ・演習準備（牧）
25-26. 慢性期看護　技術演習①②（患者教育、フットケア、
SMBG）（牧、宮林、浦、石橋、緒方、岩永）
27-28．慢性期看護　技術演習③④（低血糖時の看護（牧、
宮林、浦、石橋、緒方、岩永）
29．腎機能障害のある患者の看護（牧）
30．慢性期看護のまとめ（牧）



2019-802000D162-01老化と看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　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　　
久木原　博子、有田　久美、上野 珠未

◎－－－　概要　－－－◎

　加齢による諸機能の低下に起因する高齢者の心身の変化や日常
生活への影響や高齢者に特有な生活上の問題、ならびに健康上の
問題を理解し、疾病の予防・回復への援助ができるための知識・
技術を学ぶ。あわせて、老年期に生じやすい疾患や症状を取り上
げ、高齢者のQOLを維持・向上するための看護援助の方法につい
て講義、グループワーク、演習を通して学ぶ。
　大学病院での勤務経験を活かし、実際に携わった事例を参考に
必要な知識や心構えについて講義します。
　

◎－－－　到達目標　－－－◎

高齢者の加齢変化について説明できる。(知識・理解)

高齢者のフィジカルアセスメントが実施できる。(技能)

高齢者の身体機能（運動機能、皮膚機能、視覚機能、聴覚機能な
ど）の特徴について説明できる。(知識・理解)

フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロームについて説
明できる。(知識・理解)

高齢者の健康危機（転倒、廃用症候群、せん妄、認知機能低下、
うつ、低栄養、褥瘡など）の特徴と予防、看護について説明でき
る。(知識・理解)

高齢者によくみられる身体症状（脱水、掻痒、痛み、浮腫など）
の特徴と予防、看護について説明できる。(知識・理解)

日常生活動作の評価、高齢者総合機能評価について説明できる。
(知識・理解)

高齢者の生活機能（排泄、清潔、食事など）の特徴と看護につい
て説明できる。(知識・理解)

高齢者の嚥下障害の影響と栄養状態についてアセスメントでき
る。(技能)

高齢者のコミュニケーションの特徴と関わり方について説明でき
る。(知識・理解)

高齢者の睡眠の特徴と生活リズムを整える看護について説明でき
る。(知識・理解)

高齢者のリスク要因とリスクマネジメント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)　－－－◎

　次回授業範囲の教科書を事前に読み、専門用語の意味を調べて
おいてください。授業で配布した資料や教科書を使用して、30～
60分程度は必ず復習してください。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　高齢者の健康障害・生活障害を加齢による機能低下と関連させ
て考えることができるか、高齢者のQOLを維持・向上するための
基本的なケアの方法を説明することができるかを評価の基準とす
る。
筆記試験90％（定期試験70％、小テスト20％）、課題・提出物
10%

◎－－－　テキスト　－－－◎

北川公子、他、編「系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護
学」医学書院　2019年　ISBN978-4-260-01815-9、￥2908
鳥羽研二、他、編「系統看護学講座 専門Ⅱ 老年看護学」
医学書院　2019年　ISBN978-4-260-01804-3、2484

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　新聞・テレビをはじめとする多くのメディアから発信さ
れる高齢者に関する制度・課題などに関心をもち、幸福な
高齢期を過ごすためにはどうすればよいのかを日頃から考
える習慣を身につけてください。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.高齢者のヘルス アセスメントの基本　(久木原)　　　　
　　　　　　　　
2.身体の加齢変化とアセスメント -1　(久木原)　
3.身体の加齢変化とアセスメント -2　(久木原)　
4.高齢者の生活機能を整える看護
日常生活を支える基本的活動　(久木原)　
5.高齢者の生活機能を整える看護
食事・食生活　(有田)　
6.高齢者の生活機能を整える看護
排泄　(久木原)　
7.高齢者の生活機能を整える看護
清潔　(久木原)　
8.高齢者の生活機能を整える看護
生活リズム　(久木原)　
9.高齢者の生活機能を整える看護
コミュニケーション　(有田、上野)　　
10.高齢者の生活機能を整える看護
セクシュアリティ・社会参加　(久木原)　
11.健康逸脱からの回復を促す看護 -1
症候のアセスメントと看護　(上野)　
12.健康逸脱からの回復を促す看護 -2
症候のアセスメントと看護　(上野)　
13.生活・療養の場における看護 -1　(有田)　
14.生活・療養の場における看護 -2　(有田)　
15.高齢者のリスク マネジメント　(久木原、上野)　



2019-802000D272-01女性の健康と看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　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　　
 授業時間割：後期：水・１時限　　試験時間割：2020/01/24　３時限　　

塚原　ひとみ、佐久間良子、古賀　綾

◎－－－　概要　－－－◎

女性の健康について、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの視点を
持ち、ライフステージ各期の発達と変化による健康課題の特徴と支
援を理解する。また、将来の次世代の健康を左右する女性の健康と
いう視点でも健康課題を学ぶ。以上の内容について主体的な学習を
基本にして女性のヘルスプロモーションの支援について学ぶ。 　
①思春期の月経を中心としたヘルスケア
②思春期から成熟期の健康課題と健康教育
③産む・産まない選択、育てることの選択に関する多様な価値の3
点に関する内容についてグループ学習を中心として授業を展開す
る。

高度医療を提供する周産期病棟・外来における助産師としての勤務
経験を活かし、母性各期の対象の事例を提示し必要な知識、健康教
育についてシミュレーション教育を含めて理解が深まるように講
義・演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

女性のライフサイクル各期の健康課題を説明できる。 (知識・理解)

思春期から成熟期の女性の健康を保持増進するために健康教育計画
案を説明できる。(知識・理解)

思春期の月経を中心としたヘルスケアについて説明できる。(知
識・理解)

生命倫理、出生前診断に関する知識や多様な価値について説明でき
る。(知識・理解)

思春期から成熟期の女性の健康教育発表に主体的に取り組むことが
できる(技能)

産む・産まない選択、育てることの選択に関する多様な価値を知
り、発表案の作成に主体的に取り組むことができる。 (技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

15回分の授業ワークブックを初回授業時に資料提供する。ワーク
ブック内に次回授業範囲の予習は示す。
グループワークを中心に授業を進めるため、「シラバスに示すテー
マごとに各自が文献を検索し、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）」

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・定期試験60％、課題レポート・グループワーク参加度30％、自己
学習状況10％を目安として総合的に評価する。
・定期試験では、女性のライフサイクル各期の身体的・心理社会的
健康問題とその対処を正確に記述できているか、を評価の基準とす
る。
・課題レポートでは①働く女性に関する資料の正確なデータを用い
て、働く女性の課題を記述しているか、②月経が女性の健康に及ぼ
す影響を正確にとらえているかを評価の基準とする。
・グループワーク学習参加度では①女性のライフサイクル各期の健
康課題と取り組み、②女性の健康教育計画について明確に記述して
いるか、③グルーワーク学習参加度を評価の基準とする。
・自己学習状況（ワークブック提出）では、事前学習内容を含め、
授業中に理解した女性の健康問題に関する内容をまとめて整理し記
述できているか、を評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

橋真理、村本淳子編：女性のライフサイクルとナーシング　
第2版　2018　2200円　ヌーヴェルヒロカワ　
ISBN978-4-86174-041-1

◎－－－　参考書　－－－◎

ナーシング・グラフィカ　母性看護学①　概論・リプロダク
ティブヘルスと看護　ISBN 978-4-8404-6517-5
日本性教育協会編　「若者の性」白書　ISBN 978-4-0-840147-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業ではグループワークを中心に行うので主体的に取り組む
こと。
グループワークや発表・討論に積極的に参加すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.授業概要と進め方、ライフサイクルの特徴と各期の健康問題
とヘルスプロモーション（塚原）
2.月経に影響を及ぼす因子と健康課題（塚原・佐久間・古賀）
「授業時に示す課題についてレポートを作成すること。（60
分）」
3.月経に関する健康課題とヘルスケア（塚原・佐久間・古賀）
4.思春期から成熟期女性の健康と看護①：性感染症、望まない
妊娠（佐久間）
5.思春期から成熟期女性の健康と看護②：女性と労働、不妊治
療に関する健康問題（塚原）
「授業時に示す課題についてレポートを作成すること。（60
分）」
6.思春期から成熟期女性の健康と看護③：DVに関する健康問
題（古賀）
7.思春期から成熟期女性の健康と看護④：健康教育テーマの決
定と課題背景の検討（塚原・佐久間・古賀）
8.ヘルスプロモーション活動の展開①：健康教育計画案の作成
＜テーマの焦点化＞（塚原・佐久間・古賀）
9.ヘルスプロモーション活動の展開②：健康教育計画案の作成
＜健康教育の対象と必要性、目的、目的、方法＞（塚原・佐
久間・古賀）
10.ヘルスプロモーション活動の展開③：健康教育計画案の作
成＜健康教育実施計画＞（塚原・佐久間・古賀）
「次回、健康教育発表の準備をグループで最終調整を行うこ
と。（90分）」
11.ヘルスプロモーション活動：健康教育計画発表①（塚原・
佐久間・古賀）
12.ヘルスプロモーション活動：健康教育計画発表②（塚原・
佐久間・古賀）
13.＜前半＞更年期・老年期女性の健康：更年期障害とヘルス
ケア、骨粗しょう症・婦人科腫瘍（佐久間）
＜後半＞産む・産まない選択、育てることの選択①：意思決
定と討論準備（塚原・佐久間・古賀）
14.産む・産まない選択、育てることの選択②：討論準備（塚
原・佐久間・古賀）
「次回討論までにグループメンバーと討論の進め方のワーク
行うこと。（90分）」
15.産む・産まない選択、育てることの選択③：討論の実施.ま
とめ（塚原・佐久間・古賀）



2019-802000D102-01こころの健康と看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　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　　
黒髪　恵、中島　充代、池田　智

◎－－－　概要　－－－◎

　21世紀はこころの時代ともいわれ、家庭、学校、職場、地域
などの個人や集団におけるメンタルヘルス対策が重要になって
いる。そこで、以下のテーマを取り上げ、現代社会を生きるた
めのメンタルヘルスについて考えていく。
　大学臨床心理センターでの相談員の経験や病院精神科病棟で
の実践経験をを活かし、社会生活をしている人々のこころの健
康と社会問題について解説をします。

1.　こころの発達と危機
2.　ストレスと危機
3.　こころの健康に影響をおよぼす要因とその対策
4.　心身相関と看護の役割
5.　地域・社会におけるこころの健康と看護の役割

◎－－－　到達目標　－－－◎

人間を身体的・心理的・社会的側面からとらえ、メンタルヘル
スについて説明できる(知識・理解)

メンタルヘルスに影響を及ぼすストレスとその対処について説
明できる(知識・理解)

国内外の社会の動向を踏まえてメンタルヘルスの課題となる要
因とその対策について説明できる(知識・理解)

社会の精神保健医療福祉のニーズと看護の機能と役割について
説明できる(知識・理解)

メンタルヘルスの問題について、情報を踏まえてその対応につ
いて考えられるようになる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各発達段階におけるこころの健康と課題について、事前に情報
収集してグループワークに臨む。他グループの発表に対して
は、適切に評価ができるように事前の資料を熟読して参加する
こと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
定期試験でこころの健康に関する基本的な知識を正確に記述で
きているか、看
護の役割を説明できているかを評価の基準とする。
レポートの課題について、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。
グループワークにより、グループ内での成果をまとめ、適切な
資料を作成し、文章および口頭で発表できたかを評価基準とす
る。
②評価方法
定期試験、課題（レポート・ワークブック）、グループワーク
と発表を総合的に判断する。

③評価の割合
定期試験60％、レポート20％、グループワークと発表20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

新体系看護学全書　精神看護学1　精神看護学概論・精神
保健（1年次購入分）メヂカルフレンド社　2300円
ISBN　978-4-8392-3305-1

◎－－－　参考書　－－－◎

精神保健医療福祉白書　ISBN 978-4-8058-5261-3
精神保健マニュアル　ISBN 978-4-525-38134-9
その他、厚生白書、警察白書など。

◎－－－　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.こころの健康（黒髪）
2.こころの発達と危機（黒髪）
3.ストレスと危機（池田）
4.こころの健康グループワーク1（黒髪・中島・池田）
5.こころの健康グループワーク2（黒髪・中島・池田）
6.ライフサイクルとこころの健康
（乳幼児期・学童期）（池田）
7.ライフサイクルとこころの健康
（思春期・青年期）（黒髪・中島）
8.ライフサイクルとこころの健康（成人期）（池田）
9.ライフサイクルとこころの健康（老年期）（黒髪・中
島）
10.自殺とその予防（池田）
11.事故・災害とメンタルヘルス（黒髪・中島）12.アディ
クションとメンタルヘルス（黒髪・中島）
13.心身相関とこころの健康（黒髪・中島）
14.看護職のこころの健康（池田）
15.看護に活かす心理療法（黒髪、中島、池田）



2019-802000D461-01在宅看護実践論

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　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　　
木村　裕美、大村　由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

　団塊の世代が75歳以上となる2025年にむけて、病院再編や地
域包括ケアシステムの構築が進められている。家族の介護力が
一段と弱まるなか、高齢者の夫婦世帯や一人暮らし世帯が増加
している。介護は、地域全体での支え合いが求められる時代と
なっている。このような社会背景のもと、住み慣れた地域や自
宅での療養生活を支援する訪問看護は、重要な看護活動として
より期待されている。
　在宅看護の目的と在宅療養者とその家族の特性をふまえ、地
域での暮らしを支える在宅看護活動である訪問看護師の役割と
療養生活支援について学ぶ。今後の社会情勢を見据え、地域包
括ケアのシステムについて理解する。また、在宅療養生活を支
える介護保険制度については理解を深める。授業は主に講義形
式で行う。
　さらには、在宅看護活動に必要な看護過程の展開と、療養者
と家族全体を対象とした生活ニーズの捉え方を個人およびグ
ループワークで学ぶ。ペーパーペイシェントをとおして、ケア
ニーズを抽出し、ケアプランを立案しケアの実践をロールプレ
イ形式にて実施する。講義後に、事後学習を必ず行い、学びを
深める。
　保健師での乳幼児および高齢者の家庭訪問の実践経験を活か
し、在宅ケア、多職種連携と地域医療の重要性と実践を教授す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地域における在宅療養者及び家族の生活ニーズを理解し、在宅
ケアを踏まえた在宅看護の基本を学ぶ。(知識・理解)

保健・医療・福祉の面から療養生活者を支えている、在宅ケア
サービスや多職種との連携について学ぶ。(技能)

地域における在宅療養者および家族の生活ニーズに応じたケア
プランを立案し、実践的な在宅看護技術を習得する。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　1）受講前には必ずテキストを読み予習をし，受講後は自己
学習にて学びを深めること。 　
　2）学習課題については、各自で情報収集を行い、指定され
た様式を用いてレポートを作成すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1．評価方法
　　定期試験

2．割合
　　定期試験100％

3．評価基準
　　・定期試験は筆記試験を行い、在宅看護に必要な知識・技
術に
　　　ついて正確に説明できているかを評価の基準とする。
　　

◎－－－　テキスト　－－－◎

プリンシプル　在宅看護学　原礼子　医歯薬出版株式会
社、2017　ISBN 978-4-263-23675-8（2,600円＋税）

◎－－－　参考書　－－－◎

在宅看護論：地域療養を支えるケア　ISBN
978-4-8404-4921-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1) 積極的な姿勢で学習に臨むこと。
2) 社会の動向に関心を持ち、日頃から在宅看護に関する情
報収集に努めること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1．在宅看護の対象の特性
　　　　　　　　　　　　　　（木村）
2．退院支援・調整とケアマネジメント　　
　　　　　　　　　　　　　　（木村）
3．療養者と家族が暮らすコミュニティ　
　　　　　　　　　　　　　　（木村）
4．地域での暮らしを支えるためのシステム
　　　　　　　　　　　　　　（木村）
5．社会保険の概要―医療保険制度と介護保険制度―（木
村）
6．訪問看護の提供体制（木村）

7．生活の場への訪問　信頼関係の形成・意思決定の支援
（木村）
8．療養者・家族への生活支援（食事・排泄・清潔・移
動・呼吸）（木村）
9．対象別看護：ターミナル期にある療養者と家族の支援
（木村）
10．対象別看護：精神疾患の療養者と家族の支援　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（木村）
11．対象別看護：難病による療養者と家族の
支援（木村）
12．対象別看護：小児の療養者と家族の支援（木村）
13．在宅看護特有の看護過程（木村）
14．療養者・家族のアセスメントの視点（木村）
15  在宅看護の展開　　　（木村）
16　在宅における看護過程展開の実際（木村）
17－18　在宅看護の展開　　（木村）
19－20　在宅看護のケアニーズの抽出（木村）
21－22　在宅看護のケアプランの立案（木村）
23－28　在宅看護技術の実践（演習）（木村・大村）
29　在宅看護におけるリスクマネジメントの考え方（木
村）
30　在宅看護と倫理（木村）



2019-802000D471-01公衆衛生看護学総論

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・２時限　　試験時間割：2019/07/31　５時限　　

原田　春美

◎－－－　概要　－－－◎

　看護における公衆衛生看護の位置付けや歴史、理念、意義、健
康の捉え方、対象が多様であること、構成領域、理論等について
学ぶことを通して、予防的視点を持ち、生活の営みの中で対象自
らが健康を保持・増進し、健康課題に気付き、解決できるように
するというアプローチの基本を理解する。
　本講義は授業の中で、視聴覚教材を用いたり、保健師経験のあ
る教員が実際に係った具体的事例を引用しながら説明したり、公
衆衛生において経験豊富な専門職の話を聞いたり、その経験を跡
付けたりすることによって、地域住民を対象とした看護活動のイ
メージ化が促され、理解が深まるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

公衆衛生看護の歴史・理念・構成領域・役割を説明できる(知
識・理解)

公衆衛生看護活動を支える法・制度を説明できる(知識・理解)

公衆衛生看護活動の基盤となる理論を説明できる(知識・理解)

公衆衛生看護の対象は個人、集団、組織、そして地域社会である
ことを説明できる(知識・理解)

生活者として対象を捉え、その営みの中で健康生活を支える看護
の在り方を説明できる(知識・理解)

地域社会に顕在するあるいは潜在するニーズや健康課題に対応す
る公衆衛生看護実践の在り方を説明できる(知識・理解)

少子高齢社会における地域密着型ケアを重視した実践活動の重要
性を説明できる(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　講義の前には、該当のテキスト部分を読んでおく。講義後は提
示された事例や具体的な展開方法とテキストの内容とを結び付け
て、理解を深めるようにする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
１）定期試験では、公衆衛生看護の理念・意義・対象・構成領
域・役割、公
　衆衛生看護活動を支える法･制度、公衆衛生看護活動の基盤と
なる理
　論、日常生活の営みの中での健康生活の支援方法や地域密着型
ケアを
　重視した実践活動について明確に説明できるかを評価基準とす
る。
２）提出課題では、地域社会に顕在するあるいは潜在する健康課
題や
　ニーズに対応する公衆衛生看護実践の在り方を自分の言葉で明
確に
　記述できるか、提出期限が守られているかを評価基準とする。
３）平常点では時間中に提示した課題に主体的に取り組み、自分
の考え
　や意見を述べることができるかを評価基準とする。
２．評価方法と割合
　定期試験60％、提出課題20％、授業参加態度等平常点20％とし
て総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

金川克子編：最新保健学講座 公衆衛生看護学概論 メヂカ
ルフレンド社 2017年 3100円：ISBN
978-4-8392-2179-9c3347　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

地域で暮らす人々のニーズや諸制度は社会と共に変化する
ものなので、常に社会の動向に関心を持ち、健康課題や制
度の課題を考えるようにする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．公衆衛生看護学の位置付けと理念、目的、意義、構成
領域
２．公衆衛生看護活動の歴史
３．健康の捉え方と公衆衛生看護の理論
４．公衆衛生看護の対象としての地域住民の特性と捉え方
５．地域保健に係わる法律と公衆衛生看護活動
６．学校保健に係わる法律と養護教諭活動
７．労働安全衛生に係わる法律と産業看護活動
８．保健指導の意味と機能
９．公衆衛生看護における個人･家族を対象とした支援方
法
10．公衆衛生看護における集団･組織を対象とした支援方
法
11．公衆衛生看護における地域を対象とした支援方法
12．公衆衛生看護活動方法（公衆衛生看護管理を含む）‐
行政保健師の立場から考える
13．公衆衛生看護活動方法－住民の立場から考える
14．公衆衛生看護活動方法－地域の中の支援者の立場から
考える
15．まとめ



2019-802000D540-01ヘルスプロモーション実習

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：無し　　
長谷川　珠代、原田春美、馬場みちえ、石橋曜子、大村　由紀美、福岡市城南区保健所長

◎－－－　概要　－－－◎

さまざまな生活背景を持つ人々の健康意識と健康行動の実際を知
り、自らの健康を改善する活動の重要性を考える。
本実習は公衆衛生看護活動や臨床看護に従事した実務経験を活かし
て、教員が人々の健康支援に対する知識や技術を教授する。
また、様々な立場で地域のヘルスプロモーション活動の実際に携
わっている方が、具体的な活動事例を参考に、人々の生活や健康意
識に基づいた支援と環境づくりのあり方について講義する。
様々な地域社会活動への参加や学習を通して、人々の健康を支援す
るための環境づくりや保健サービスの必要性を考え、健康的な公共
政策の確立をめざすヘルスプロモーションの意義や概念を理解す
る。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国内外の社会的動向を踏まえて、ヘルスプロモーションとは何かに
ついて理解できる。(知識・理解)

ヘルスプロモーション活動に参加している人々の健康意識や健康行
動を観察し、人々の健康と健康を高める支援について考えることが
できる。(技能)

ヘルスプロモーション活動に携わる様々な専門職種とその役割につ
いて理解できる。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前オリエンテーションで提示された学習課題について、既習科目
資料や文献等を用いて学習する（90分）。
各グループの実習プログラムに基づき、翌日に経験・学習する内容
について各自あるいは各グループで学習し、実習記録やレポートを
作成する（90分）。
住民による地域社会活動に参加する際、学生主体のプログラムが提
供できるよう企画と準備（デモンストレーション等含む）をグルー
プで協力して行う（180分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
実習態度は、事前学習から実習終了までの期間における、主体的に
取り組む姿勢、カンファレンスでの積極的な発言、個人情報への配
慮等を評価の基準とする。
　
実習課題は、事前実習課題と記録が①～⑤の視点で記述・作成され
ているかを評価する。
①実習要項の目的目標を理解し、実習体験や意見交換を通してヘル
スプロモーションの概念と活動が理解できているか
②人々の健康意識や行動を観察し、人々の健康と健康を高める支援
について考えられているか
③校区踏査や講義・実践を通して人々の健康支援を理解できている
か
④グループで十分なディスカッションができているか
⑤ヘルスプロモーション活動における他職種連携と役割理解ができ
ているか

実習レポートは、経験の羅列ではなく、事前学習を含む実践を通し
てヘルスプロモーション活動において人々の健康を支援するという
ことへの考察ができ、自らの考えが述べられているかを評価する。

２．評価方法
グループあるいは個人で取り組む姿勢や態度、記録やレポートを評
価の対象として総合的に評価する。

３．評価割合
実習課題（グループおよび個人　70％）、個人レポート10％、実習
態度20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

公衆衛生学、公衆衛生看護学総論、保健医療福祉行政論で
使用したテキスト・講義資料を参照する。必要に応じて文
献を活用する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．事前オリエンテーションを実施し、事前学習と事前課
題などを説明する。実施日は事前に掲示するので必ず出席
をする。
２．学外実習では移動に伴う交通費が発生する。実習開始
前にも実習施設確認のための移動が生じる。
３．学外実習では、社会人としての態度が求められる。挨
拶、整容、時間など、看護職として相応しい態度やマナー
を厳守する。
４．積極的な態度で学習する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.実習期間：1週間

2.実習内容
　1日目オリエンテーション
　　　（福岡市城南区保健所長講義含む）
　2日目～4日目
　各グループの実習計画に基づき行動する。
　　　　(0.5日）福岡大学病院メディカル
　　　　　　　　フィットネスセンター見学
　　　　(2.5日）公民館・コミュニティ
　　　　　　　　センターなどでの実習
　5日目 グループカンファレンス
　　　　全体まとめ



2019-802000D560-01災害看護「後期　月－３」

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

岩永　和代、長谷川　珠代

◎－－－　概要　－－－◎

　災害は“非現実的”なものではなく、常に身近にあるもので
ある。災害や災害医療について学ぶことは、人々の命を守り、
健康を保持・増進することを役割とする医療者にとって重要で
ある。本科目は、災害時の看護について、理念から実践方法ま
で学ぶことを目的とする。
　災害看護の基礎的知識として、災害の種類と被害・疾病の特
徴や災害医療に関する国の政策と法律について教授する。災害
看護を災害サイクルから捉え、発災～災害急性期～亜急性期～
慢性期～復興・リハビリテーション期の看護について教授す
る。また、災害時配慮を必要とする人への看護や被災者、援助
者の心理の理解と援助について教授する。
　講義は、臨床での看護実践豊富な教員が行い、実際を想起で
きるように視聴覚教材を利用し、資料にそって進める。実際の
災害現場で活動経験のあるDMATにも担当してもらう。また、
机上でのトリアージ演習や災害時の倫理的問題についてのディ
スカッションを行う。講義内容に関するレポートを課する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

人々に生命の危機と健康の破綻をもたらす災害について理解す
る。(知識・理解)

災害時の看護の特性と役割を理解する。(知識・理解)

災害サイクルに沿った看護実践方法を理解する。(知識・理解)

被災者・援助者の心理の理解と看護について理解する。(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　日ごろより災害に関心を持って、ニュース、新聞、インター
ネットなどを活用し、日本を含む世界中の災害に関して情報を
得ておく。（60分程度）
　自分の居住地区の防災について、ハザードマップ等を確認し
ておく。（30分程度）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

＜評価基準＞
・演習では、START法にそってトリアージを実施し、トリアー
ジ・タッグに記載しているかを評価する。
・課題レポートでは、災害看護の現状や課題について理解し、
自分の意見を述べているかを評価する。
・定期試験では、災害について理解し、災害看護の役割、災害
サイクルに沿った看護について理解しているかを評価する。　
＜方法＞
・演習や課題レポート20％、定期試験80％で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

書名：ナーシンググラフィカ　看護の統合と実践③　災害
看護 2,800円＋税
編集：酒井明子　永田恵子　三澤寿美　
発行所：MC メディカ出版　
発行年：2018年
価格：2800円＋税
ISBN 978-4-8404-5797-2

◎－－－　参考書　－－－◎

石巻赤十字病院の100日間　ISBN ISBN978-4-09-388207-1
ルポ・そのとき看護は　ナース発　東日本大震災レポート
　ISBN ISBN978-4-8180-1611-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

演習を実施し、講義内容に関してレポートを課すので、遅
刻・欠席しないようにする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１. 災害医療と看護の役割（岩永）
２. 災害医療に関する国の政策と法律／災害危機：減災・
防災マネージメント（長谷川）
３. 災害サイクル各期の看護活動：急性期①（岩永）
４. 災害サイクル各期の看護活動：急性期②
（トリアージ演習を含む）（岩永）
５. 災害サイクル各期の看護活動：亜急性期（岩永）
６. 災害サイクル各期の看護活動：慢性期／配慮を必要と
する人への看護援助（岩永）
７．被災者と援助者の心理の理解と看護（岩永）
８．災害への備え：中長期／災害対応のジレンマ（岩永）
／災害看護まとめ（岩永・長谷川）



2019-802000D570-01国際保健看護「後期　月－３」

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

宮林　郁子、黒髪　恵

◎－－－　概要　－－－◎

　授業は講義とディスカッションで構成される。
　講義では、世界の健康問題とその背景にある多様な文化、環
境、政治、経済、社会制度などの講義を通して、健康問題を包
括的に捉える必要性を学ぶ。また、現在、世界が抱える健康問
題の動向と対策を概説し、国際保健医療活動において、活動の
必要性、実行可能性、継続性を考えることの重要性を学ぶ。
ディスカッションでは、現在の国際保健・看護分野のトピック
スについて討議し、個人の見解やその解決方法を考える。講義
は英語で行うことがある。
　担当は国際社会での看護実務経験の豊富な看護教員がそれぞ
れの専門領域で実践してきたことを通して講義を進めていく。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国際的な観点から、人々の健康問題をとらえ、人間の生命、生
活、文化による違いについて学び、理解する。(知識・理解)

国際社会の状況を踏まえて、保険医療福祉のニーズや健康問題
を理解し、看護の役割について知識を得る。(知識・理解)

多様な文化や価値観、社会を理解するための知識を得る(知
識・理解)

レイニンガーの理論に基づき国際社会での看護の実践を理解
し、説明できる。(知識・理解)

内乱や紛争で、難民となった人々や、外国で生活する人たちの
生命や人間の権利を守るといった看護職の役割、倫理的判断や
倫理的行動や姿勢が身につく。(態度・志向性)

国際社会の動向を知り、グローバルな視点で看護を考える姿勢
がとれる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

常に国際社会の動向に関心を持っておくこと。また、講義の前
には、該当のテキスト部分を読んで、内容を理解したうえで受
講すること。
各講義内容について予習、復習に1時間程度の準備をするこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・人々の健康問題を国際的な視野で捉え、取り組み、解決方法
を具体的に考え、自分の言葉で表現できることを評価基準とす
る。
・世界の健康問題の解決のため、看護の貢献を説明し、グロー
バルな視点から考察し、自分の言葉で表現できることを判断基
準とする。
　以上のことを踏まえて、定期試験70％、課題レポート30％を
目安に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

国際看護学　(著者)徳永瑞子/(出版社)クオリティケ
ア/(ISBN)9784904363409/2014/2500円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

人類生態学 (著者)大塚 柳太郎、河辺 俊雄、高坂宏一/(出版
社)東京大学出版会/(ISBN)9784130523004
国際看護学入門　(著者)国際看護研究会編/(出版社)医学書
院/（ISBN)9784260330145
国際保健医療学　(著者)日本国際保健医療学/(出版社)杏林
書院/(ISBN)9784764405271

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の順序は入れ代わることがあるので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.国際保健・看護とは（なぜ国際保健・看護を学ぶのか？
世界の健康問題に関連するものは？）（宮林）
2.世界の健康問題と人口・食糧（宮林；ゲストスピー
カー）
3.American Health Care system:-ANP:Education and
Policy-（宮林）
4.世界の健康問題と文化・ジェンダー（宮林）
5.世界の健康問題とグローバリゼーション・貧困（宮林：
ゲストスピーカー）
6.世界の健康問題の動向１（母子保健）（黒髪）
7.世界の健康問題の動向２（感染症、生活習慣病）（黒
髪）
8.まとめ（宮林）

 



2019-802000E080-01チーム医療

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

久木原　博子、原田 春美、木村 裕美

◎－－－　概要　－－－◎

　チーム医療とは「医療に従事する多種多様な専門職が、それ
ぞれの高い専門性を前提に、目的・到達目標・手段に関する情
報を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患
者の状況に的確に的確に対応した医療を提供すること」と定義
されている。本科目では大学病院で行われているチーム医療活
動の実際とチームにおける看護師の役割についてゲストスピー
カーの話を通じて理解し、これからの医療に求められるチーム
医療について考える力を養う。大学病院での勤務経験を活か
し、実際に携わった事例を参考に必要な知識や心構えについて
も講義します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

チーム医療の成り立ちと役割を説明できる。(知識・理解)

チーム医療における看護師の役割を説明できる。(知識・理解)

チーム医療におけるチーム構成員の役割を説明できる。(知
識・理解)

チーム医療の実際の活動を説明できる。(知識・理解)

チーム医療の課題について説明できる。(知識・理解)

保健医療福祉の場において、チームの人々と協働・連携して
コーディネートする力を養う。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　テレビや新聞などのマスメディアに、チーム医療がどのよう
に取り上げられているかにも関心をもち、学友とディスカッ
ションする機会をもつこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　学期末の筆記試験80点、グループワークでの討議と発表内容
を20点として評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

水本清久、岡本牧人、石井邦雄、土本寛二/編著、実践
チーム医療論　実際と教育プログラム、医歯薬出版、2019
年、本体3,000円、ISBN978-4-263-23557-7

◎－－－　参考書　－－－◎

恒藤暁、内布敦子/編集、系統看護学講座別巻　緩和ケ
ア、医学書院、2014年、本体2,200円　ISBN
978-4-260-01818-0
篠田道子、多職種連携を高めるチームマネジメントの知識
とスキル、医学書院、2013年、本体2,400円　ISBN
978-4-260-01347-5
細田満和子、「チーム医療」の理念と現実、日本看護協会
出版会、2003年、本体2,000円　ISBN 978-4-8180-1020-8

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.チーム医療とは（久木原）
2.在宅におけるチーム医療（木村）
3.地域におけるチーム医療（原田）
4.緩和ケアとチーム医療（久木原）
5.チーム医療の実際（GS、久木原）
6.チーム医療の実際（GS、久木原）
7.グループワーク（久木原、原田、木村）
8.グループワーク発表、まとめ（久木原、
　　原田、木村）



2019-802000F020-01健康行動科学方法論「後期　金－２」

 期別：集中後期　　単位数：1　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：2020/01/20　５時限　　

原田　春美、長谷川 珠代

◎－－－　概要　－－－◎

　全てのライフステージおよび健康レベルの個人や家族を生活
者としてアセスメントし、それぞれの対象に適応した健康の保
持増進・疾病予防・健康課題についての解決支援の方法を学
ぶ。
　授業は学生参加型とし、健康や疾病に関する知識や行動変容
に関する理論等、既習の様々な知識を授業の中で示す事例と結
び付けて考え、支援のありかたについて理解を深めるようにす
る。
　授業内容に関しては、学習到達目標に関する学生の自己評価
を参考にして適宜、補足を行う。また、保健師としての勤務経
験生かし、具体的事例とその支援の実際について説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

保健師が行う保健指導について説明できる(知識・理解)

行動変容を支援する上で必要な理論や知識を説明できる(知
識・理解)

行動変容理論を活用して対象事例のニーズや健康課題を捉える
ことができる(技能)

行動変容理論や保健指導のスキルを活用して対象事例の健康の
保持増進や健康課題解決のための行動変容を支援できる(技能)

人々の権利を尊重し、擁護する姿勢で、支援を展開できる(態
度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　適宜、授業到達目標に沿って学習課題を提示する。学習課題
については、各自で情報収集を行い、指定された様式に内容を
整理し、期限内に提出すること。講義前には、該当部分のテキ
ストを読んでおくこと。講義後は、学習課題（事例）に関する
具体的な展開方法とテキストの内容とを結び付けて、理解を深
めるようにすること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
１）定期試験では、健康相談の意義や特徴について明確に説明
できるか、事例の特徴や課題を捉えて健康相談という場での支
援方法を明確に記述できるかを評価の基準とする。
２）学習課題では、①健康行動科学入門で学んだ理論を用いて
事例を捉え、その特徴や課題を明確に記述できるか、②事例に
対する支援計画を立案して健康相談の場で適切で具体的な支援
を展開できるか、③提出期限が守られているかを評価の基準と
する。
３）グループワークでは、参加態度や役割遂行状況を評価の基
準とする。
２．評価方法と割合
　定期試験60％、学習課題30％、グループワーク10％として総
合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

村嶋幸代編：最新保健学講座 公衆衛生看護支援技術 メヂ
カルフレンド社 2017年 4300円：
ISBN978-4-8392-2180-5c3347

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　健康行動科学入門で学んだ理論と結び付けて、理解を深
めるようにする。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．保健指導とは（原田）
　　保健師が行う保健指導

２．健康相談とは（原田）
　　保健師が行う健康相談とその展開方法

３．健康相談演習（原田）
　　オリエンテーション/事例提示
　　保健指導に必要な知識技術の確認

４．健康相談演習（原田）
　　事例に関する情報収集/アセスメント

５．健康相談演習（原田）
　　支援計画の立案

６．健康相談演習（原田）
　　ロールプレイ学習

７．健康相談演習（原田）
　　ロールプレイ学習

８．ロールプレイ発表会（原田、長谷川）



2019-802000F040-01公衆衛生看護活動論Ⅰ

 期別：後期　　単位数：2　　開講年次： 2 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：初級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：月・４時限　　試験時間割：2020/01/21　５時限　　

長谷川　珠代

◎－－－　概要　－－－◎

臨床看護から地域での健康や生活とのつながりを視野に入れ、
地域における個人・家族の健康レベル、保健行動の特性、ライ
フステージによって異なる潜在あるいは顕在している多様な健
康課題について学ぶ。また、公衆衛生の場における看護職の役
割と内容、活動の根拠となる法や制度を基盤とした活動実践過
程における課題と展望について学ぶ。
保健師として公衆衛生看護活動に従事した実務経験を活かし、
実際に関わった事例等を参考に、多様な生活背景や価値観をも
つ対象に対する法律や制度に基づく支援について講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

発達段階における健康課題の特徴を理解し、説明することがで
きる(知識・理解)

ライフステージ別の健康管理活動や疾病予防活動のための地域
看護活動を理解し、対象別の要点を説明できる。(知識・理解)

健康課題を有する対象が地域社会生活を継続するための保健活
動と社会制度、制度の実施主体を正確に説明できる。(知識・
理解)

学校保健・産業保健活動における、看護職の基本的な役割と内
容を理解し、その特徴を説明できる。(知識・理解)

対象となる住民の多様化について理解し、個別性に応じた制度
の必要性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)　－－－◎

教科書を中心に授業を行い、適宜、課題を課す。講義の進行に
従って、予習（30分）と復習（30分）に努める。
課題は、テーマに関する事柄について文献等で理解を深め、客
観的情報と自らの考えを結び付けて明確に記述する（60分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
①～③を評価の基準とする。
①地域で生活する人々のライフステージに応じた健康課題およ
び各病態に対応した予防や支援制度とその意義を正しく理解
し、記述することができるか
②学校保健や産業保健での看護職の役割について理解できたか
③講義での学びや学生自身の考えが明確に記述されているか
　
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70％、課題30％
　

◎－－－　テキスト　－－－◎

松田正巳ら著、標準保健師講座3.対象別公衆衛生看護活
動、医学書院、2018年、本体3,400円： ISBN
978-4-260-03187-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．公衆衛生学（1年次必修科目）と結びつけながら学習
する。
２．課題は提出期限を厳守する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.母子保健の動向
２.乳幼児期の保健指導とリスクへの対応
３.成人保健の動向と成人期の保健活動
４.高齢者保健の動向と健康課題への支援
５.精神障害者の生活を支える施策
６.障害者(児）保健医療福祉の動向と保健活動
７.難病保健施策と患者・家族への支援
８.感染症対策の変遷と保健活動
９.感染症対策における疾病管理と保健活動
１０.歯科保健活動の意義
１１.学校保健の基本と看護職の役割
１２.産業保健の基本と看護職の役割
１３.地域包括ケアの意義と保健師活動
１４.健康危機管理対策
１５.対象別地域看護活動のまとめ



2019-802000A180-01看護研究入門

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：月・５時限　　試験時間割：2019/07/25　１時限　　

木村　裕美、原田春美

◎－－－　概要　－－－◎

　看護研究は、看護ケアの質の向上に重要な役割を果たす。4
年次の看護研究の先行科目として、看護における研究の意義、
目的・方法など、一連の研究プロセスを概観する。学術論文の
レビューを通して、論文の構成を理解する。研究計画書の作成
の基本を学び、看護研究の基礎的知識を身につける。また、研
究に係る倫理的課題を学び、看護研究を実施する上での基本的
知識を講義、グループワークを通して習得する。
　大学での研究者として、研究の在り方、研究の実際について
概要を教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

看護研究の意義と必要性について説明できる。(知識・理解)

文献検索の目的と方法を理解し実践できる。 (技能)

学術論文の構成を理解し文献をレビューすることができる。
(技能)

学術論文の量的データおよび質的データの解析を理解できる。
(技能)

研究計画書の基本的内容と倫理的配慮の重要性を理解し概説で
きる。 (知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に提示する資料や論文を精読して授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1.看護研究の基本的知識について説明できるかを評価の基準と
する。（定期試験）。
2.文献検索の方法を理解し実践できることを評価の基準とす
る。
3.関心のある研究テーマについて文献レビューし、表として作
成できることを評価の基準とする。
4.グループワークにより、グループ内での成果をまとめ、文章
および口頭で発表できることを評価の基準とする。
5.定期試験70％、学術論文レビューレポート課題30％

◎－－－　テキスト　－－－◎

南裕子編、看護における研究、日本看護協会出版会、2008
年、ISBN：978-4-8180-1364-3、￥3024

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

日頃から健康問題に対する人々の反応に関心をもち、より
良い看護とは何かを考える姿勢をもつこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.看護研究とは（意義・目的・プロセス）（木村）
2.文献検索の方法・文献レビュー （木村）
3.学術論文の構成と研究デザイン（木村）
4.量的データの解析 （木村）
5.質的・帰納的研究方法とは （原田）
6.質的・帰納的研究の実際（原田）
7.看護研究の倫理 （原田）
8.看護研究入門のまとめ（木村）



2019-802000C030-01疫学・保健統計

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：木・１時限　　試験時間割：2019/07/27　２時限　　

馬場　みちえ

◎－－－　概要　－－－◎

健康現象を生物学的・生態学的視点から学び、集団の健康現象
を究明するために必要な原理と方法を学ぶ。健康情報の収集と
解析の方法を系統的に習得し、人間と環境の関わりや保健医療
福祉関連行為の有効性を観察し、評価する知識・技術を学ぶ。
講義においては、ほぼ毎回テキストに応じたオリジナル資料を
用いて概要を説明する。その後に、実際自身での計算を実施
し、理解する。事後学習のために練習問題も用意しているので
それに取り組みながら、理解を深める。さらに小テストで確実
に自身で説明できるように授業を進めていく。疫学の内容その
ものが、医療や看護、保健のエビデンスとして洗練され、凝縮
されており、健康事象の説明に役立っている。実際の保健師活
動の経験から、日常業務における健康教育、健康相談はもとよ
り、保健福祉事業計画、介護保険計画、データヘルス計画の基
礎としてきた。その経験を軸に疫学、保健統計について医療や
看護、保健への具体例を示しながら説明する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

国内外の保健医療福祉の指標を理解し、人々の健康、生活およ
びQOLについて理解できる。(技能)

健康や医療に関する保健指標から専門的知識をもって現代の課
題と解決策を理解することができる(技能)

疫学の定義や基本的な考え方を学び、疾病やその要因、因果関
係について説明することができる(知識・理解)

疫学ででてくる言葉や用語を理解するとともに罹患率、相対危
険度、寄与危険度、オッズ比などの計算ができる(知識・理解)

疫学で使用する研究方法、スクリーニングについて理解し、違
いについて説明することができる(知識・理解)

疾病や健康事象に対する効果を測定する方法を習得する。政策
や保健事業、看護活動へ応用できる基本的能力を習得できる。
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

講義前に専門用語の理解と演習問題について予習しておく(20
分）
講義終了後に復習を兼ねてわからなかった部分を再学習する
(20分）
演習問題の課題はまとめ、提出を求める(20分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験は、疫学に関する基本的な用語や考え方、計算方法の
意味を理解し、その解が求められることと、疫学での評価方
法、応用について理解できているかどうかを評価の基準とす
る。保健統計は現在の日本の統計について基本的な動向を理解
し、正確に説明できているかを評価の基準とする。
課題レポートは、疫学・保健統計に関する基本的な用語、計算
方法を理解し、解が求められていることを評価の基準とする。
定期試験60％、課題レポート30％、小テスト10％とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

・公衆衛生がみえる　　医療情報科学研究所　
3888円 ISBN 978-4-896-32687-1
・大木秀一　基本からわかる看護疫学入門第3版医歯薬出
版株式会社　3240円 ISBN 978-4-23698-7
・国民衛生の動向　2018-19年度　978-4-87511-777-3

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

公衆衛生看護活動論（地区診断）とリンクする部分がある
ため、先に保健統計を学ぶ。
毎回、学生の進度に合わせて進めていくが、わからないと
ころはそのままにしないで質問してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１看護と統計の考え方
　保健統計の活用と主な衛生指標
２人口静態統計（国勢調査）
３人口動態統計
　健やか親子２１の母子保健対策と統計
４人口動態統計
　健康日本２１の生活習慣病対策と統計
５平均余命と受療状況及び医科診療医療費
６保健行政・看護活動に生かす保健統計
７疫学とは何か
８因果関係の考え方とその指標
９疾病頻度の表し方
10曝露の効果を表す指標
11看護と統計の解析法
12疫学のさまざまなデザイン
13バイアス
14スクリーニング
15疫学の応用、EBN



2019-802000C020-01養護概説

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：金・３時限　　試験時間割：2019/07/29　１時限　　

小柳　康子

◎－－－　概要　－－－◎

　養護教諭としての現場経験を活かして、「養護教諭の専門性と
は」をテーマに、歴史的、制度的観点から養護教諭の職務の基礎的
理解についてアプローチする。養護教諭の職務内容である健康診
断、救急処置、疾病予防などの保健管理、保健教育、健康相談、保
健室経営、保健組織活動については、現場の実践や事例を交えなが
らその要点の確実な理解を目指す。

１）学校看護婦からの職務の歴史的変遷を概観し、それを踏まえて
「養護とは何か」についてディスカッションを行う。
２）個々の発達段階における保健統計や学校種別の児童生徒の健康
の実態を学生自身が分析することを通して、健康課題を把握する方
法を理解する。
３）養護教諭の職務や求められる資質について、学校保健安全法等
を適用させながら主体的に学習する。
４）保健組織活動の実践事例から、養護教諭のコーディネーター的
役割について思考を深める。
５）保健室経営計画の作成、実践、評価、改善のPDCAサイクルを活
用する意義を理解する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

社会的背景や健康課題の変化と養護教諭の職務の関連について自分
なりに説明できる。(知識・理解)

社会的背景の下にある児童生徒の現代的な健康課題について、説明
することができる。(知識・理解)

チーム学校として連携、協働すべき専門職者を述べることができ
る。(技能)

養護教諭の職務を理解し専門性を向上させるために、学び続けよう
とする意欲を持つことができる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
・毎時間終了後に個人別の学習テーマを提示するので、事前学習と
資料収集を行う。（第1-14回）

＜事後学習＞
・事前の自己学習と授業におけるグループ学習結果をまとめてお
く。授業の最後にレポート提出できるようにしておく。（第15回）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・課題レポートは、複数の文献から資料を収集し、養護教諭の視点
で記載することができているかを評価の基準とする。
・プレゼンテーションは、主体的に健康課題の情報収集に取り組
み、その解決に向けた実践方法を具体的に示すことができるかを評
価の基準とする。
・グループ学習は、グループメンバーで協力して教材を作成し、活
用できているかを評価の基準とする。
・定期試験は、学校保健安全法等の制度、学校保健の領域構造、具
体的な健康課題に対する保健指導、養護教諭の役割について正確に
説明できるかを評価の基準とする。

方法
・課題レポート（10％）、プレゼンテーション（30％）、グループ
学習（10％）、定期試験（50％）により総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

植田誠治『新版養護教諭執務のてびき』東山書房
最新版

◎－－－　参考書　－－－◎

養護教諭活動の実際　ISBN 978-4-8278-1487-3
学校保健・安全法令必携　ISBN 978-4-324-08842-5
新養護概説　ISBN 978-4-87981-301-5

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・履修を妨げるものはない。ただし、学校保健に関する基
礎的知識として「学校保健」履修している、またはそのテ
キストを持っていることが望ましい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

＜講義のタイトル：キーワード＞

第１回　オリエンテーション
　：学校看護師からの職制及び関係制度の歴史的変遷　＊
課題の提示
第２回　学校保健と養護教諭
　：保健医療・福祉教育の動向と養護教諭の役割
第３回　組織的計画的な保健室経営
　：ＰＤＣＡサイクルに基づく保健室経営＊グループ課題
提示
第４回　特別な配慮が必要な児童生徒の理解
：発達障害等のアセスメントと支援
　：保健室経営計画の立案の実際
第５回　保健管理①
　：健康観察、保健調査
第６回　保健管理②
　：健康診断の準備、実施、事後措置
第７回　保健管理③
　：感染症の予防と対策
第８回　保健管理④
　：健康状態のアセスメント
第９回．保健管理⑤
　：救急体制と救急処置
第10回　保健管理⑥
　：事件・事故災害における危機管理
第11回．保健管理⑦
　：学校環境衛生　＊課題プリント
第12回．保健教育①
　：保健指導　＊課題の実施
第13回．保健教育②
　：保健学習―休養と健康など　
第14回　健康相談の概要
　：事件・事故災害後等の心のケア
第15回　学校における他職種連携と協働
　：チーム学校
　　（まとめ）＊課題発表



2019-802000C050-01健康相談活動

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

小柳　康子

◎－－－　概要　－－－◎

　養護教諭としての現場経験を活かし、「健康相談の専門性と
保健室の機能を生かす」をテーマに、児童生徒の発達段階や個
別性、心身の健康課題に合わせた相談のあり方についてアプ
ローチする。
講義のねらいは以下の3点である。
（１）養護教諭の健康相談における倫理的配慮ついて、グルー
プディスカッションを通して自分の考えを表現できる。
（２）事例検討を踏まえて、健康相談における養護教諭の職務
の専門性と保健室の機能とは何かについて思考を深める。
（３）児童生徒の心身の健康問題や葛藤を伴う事例のロールプ
レイを行うことにより、児童生徒の問題背景を踏まえる重要性
に気付くことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

多様な社会生活背景や発達段階にある児童生徒を理解するため
に、心身のアセスメントを行う重要性を説明できる。

(知識・理解)

子どもの心身の状態に応じて、どのような専門家・専門機関に
コーディネート・連携をすべきか自分なりに説明できる。(技
能)

子どもの心身の健康相談に関するロールプレイに積極的に参加
し、学び続けようとする意欲をもつことができる。(態度・志
向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前学習＞
・児童生徒にみられる健康課題について、普段から関心を持ち
情報を集めておく。（第1-９回）
・指定した事例資料を事前に読んでおく。（第1-９回）

＜事後学習＞
・健康相談を振り返り、相談シートにまとめておく。授業の最
後に提出できるようにしておく。（第10-15回）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・プレゼンテーションは、複数の文献を用いて調べ、メンバー
と協力して積極的に発表できたかを評価の基準とする。
・課題レポートは、考察を交えて事例分析ができているかを評
価の基準とする。
・グループ学習（ロールプレイ）は、配役になりきって積極的
に参加できたかを評価の基準とする。
・定期試験は、健康相談の目的、対象者、留意点と養護教諭の
役割、カウンセリング的対応が望ましくない場合、事例の対応
と支援、養護教諭のアセスメントを理解しているかを主な評価
の基準とする。
方法
・プレゼンテーション2０％、課題レポート２０％、グループ
学習２０％、定期試験40％

◎－－－　テキスト　－－－◎

森田光子『養護教諭の健康相談ハンドブック』東山書房

◎－－－　参考書　－－－◎

学校保健実務必携第4次改訂版　ISBN 978-4-474-05673-2

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

教育職員免許法施行規則第９条に、養護教諭養成における
養護に関する専門科目として「健康相談活動の理論及び方
法」が定められていることに従い、本科目の名称を「健康
相談活動」としています。

◎－－－　授業計画　－－－◎

第１回　オリエンテーション（授業の到達目標の確認、資
料の説明）健康相談の基本―話す・聴く＊課題の決定
第２回　ストレスの要因とストレス対処法―系統的な保健
学習における指導
第３回　発達段階により生じやすい心理的健康課題の特徴
第４回　健康相談における見立て（子どもの成長発達と社
会背景の理解）
第５回　アセスメントのプロセス（健康相談・救急処置活
動場面における見立て）
第６回　健康相談の技術―他職種連携のコーディネート
第７回　健康相談の技術―境界性人格障害などの対応の留
意点
第８回　健康相談の技術―カウンセリング
第９回　健康相談の技術―自殺予防
第10回　事例研究①頻回来室の事例　＊課題の実施
第11回　事例研究②いじめ、虐待
第12回　事例研究③発達障害
第13回　事例検討④自傷行為・摂食障害
第14回　事例検討④不登校、保健室登校
第15回　健康相談の見立てと支援の研究
　＊課題の発表　　　　まとめ―ディスカッション



2019-802000D242-01病気をもつこどもと家族の看護

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
松本　祐佳里、宮城　由美子、古賀　綾、藤原　悠香

◎－－－　概要　－－－◎

　小児の主要な疾患の病態･症状･診断･治療を概説し、病態･経過に
そった看護を解説する。症状を示すこどもの看護、様々な状況にあ
るこどもと家族に対して、小児看護が果たす役割について概説す
る。さらに、こどもの看護技術の特徴、ケアを受けるこどもへの説
明と同意、家族への援助について説明し、小児看護技術の演習を行
う。
　担当教員の臨床経験を活かし、実際に関わった事例を参考に、個
別性のある看護実践が学べるように講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

疾病の経過に応じたこどもと家族についてのアセスメントと必要な
ケアについて説明できる。(知識・理解)

小児の主要な疾患の病態･経過別の看護をエビデンスに基づいて説
明できる。(知識・理解)

特別な支援を必要とするこどもと家族への看護師の役割について説
明できる。(知識・理解)

こどもの発達段階･健康状態を把握し、看護過程の思考プロセスを
概括する事ができる。(知識・理解)

発達段階に応じたこどもとのコミュニケーション方法を考えること
ができる。(知識・理解)

演習において、提示した事例を多面的にアセスメントし、こどもや
家族の気持ちを想定したコミュニケーションや看護実践を行うこと
ができる。(技能)

アセスメントに基づき、こどもの発達段階や状況にあった看護技術
が実施できる。(技能)

こどもと家族の最善の利益を守ることを意識し、実際の場面をイ
メージしながら演習ができる。(技能)

こどもに関わる看護師の倫理観と医療処置を受けるこどもの特徴を
ふまえた演習ができる。(態度・志向性)

グループディスカッションにおいて、他者の意見を尊重しながらこ
どもと家族にとって最善のケアを導き出すことができる。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

教科書の該当ページをよく読み、分からないことは調べておくこ
と。（60分）
授業後は教科書および配布資料をもとに復習しておくこと。（60
分）
演習項目では、提示した事例について疾患やこどもに必要な看護援
助、観察内容について考えて臨むこと（ワークブック）（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

1.病気を持つこどもの健康段階･発達段階に適した看護についての
知識と理解を定期試験で評価する。(80％)
2.事前課題の事例について、こどもと家族の健康レベルに応じたア
セスメントができ、全体像の把握が記述されているかを評価基準と
する。(10％)
3.小児看護技術の特性を理解し、こどもを尊重し、実際の場面をイ
メージしながら演習ができる。（10％）

◎－－－　テキスト　－－－◎

奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学
②　小児看護各論．医学書院．2018
【ISBN978-4-260-01990-3】3300円
奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学
①．医学書院．2018【ISBN978-4-260-02002-2】2800円

◎－－－　参考書　－－－◎

ナーシング・グラフィカ　小児看護学③　「小児の疾患と
看護」【ISBN　978-4-8404-5796-5】
ナーシング・グラフィカ　メディカ出版　2019　小児看護
学②　「小児看護技術」メディカ出版　2019【ISBN　
978-4-8404-6516-8】

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の順番は変更する可能性あり

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.小児看護とは/病気のこどもと家族の特徴（松本）
2.こどもと家族の看護（松本）
3.こどものフィジカルアセスメント（松本）
4.こどもの症状別看護（松本）
5.外来・入院におけるこどもと家族の看護（宮城）
6.検査・処置、手術を受けるこどもの看護（宮城）
7.こどもに特有な疾患の病態と治療①（松本）
8.急性期にあるこどもの看護（宮城）
9.慢性期にあるこどもの看護（宮城）
10.こどもに特有な疾患の病態と看護②（松本）
11.こどもに特有な疾患の病態と看護③（松本）
12.こどもに特有な疾患の病態と看護④（松本）
13.こどもに特有な疾患の病態と看護⑤（松本）
14.循環器疾患をもつこどもと家族の看護（宮城）
15.CLSからみたこどもと家族への支援（松本）
16.小児がんをもつこどもと家族への看護（松本）
17.こどもに特有な疾患の病態と看護⑥（松本）
18.終末期にあるこどもと家族の看護（松本）
19.医療的ケアが必要なこどもと家族の特徴（松本）
20.在宅におけるこどもと家族への看護（松本）
21.小児看護技術①（藤原）
22.小児看護技術②（藤原）
23～28.（演習）小児看護技術/看護過程（宮城、松本、藤
原、古賀(綾)）
29.災害時におけるこどもと家族への看護（松本）
30.被虐待児と家族への看護/まとめ（松本）



2019-802000D252-01終末期の成人看護

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

浦　綾子、牧　香里、石橋曜子

◎－－－　概要　－－－◎

　生命を脅かす疾患に直面している患者とその家族への看護は、
診断の早期からの緩和ケアが重要である。従って、本授業ではホ
スピス・緩和ケアの歴史的変遷を通して、概念の変化や終末期医
療の現状と対策を学ぶ。また、緩和ケアに関する知識と主ながん
患者の経過を関連させて終末期の看護を学ぶ。そして、終末期に
ある患者・家族の生と死をめぐる倫理的課題について考え死生観
を深める。 さらに、終末期看護では成人期女性に多く発症する乳
がん、西日本に多い肝がんについて、標準的な治療と経過に伴う
看護を学ぶ。また、終末期の紙上事例を用いて看護過程を展開
し、成人期における全人的苦痛の理解を深め、臨床場面で多くみ
られる症状のアセスメントとコントロールをはかる看護方法、看
取りの看護について学ぶ。
　授業は、テキストと配布資料を用いて、講義、ディスカッショ
ンを混じえて進める。また、終末期の患者や家族、ホスピス等の
映像や写真を活用しながら解説し理解を深める。看護過程展開
は、NANDA-I 看護診断の枠組みを用いて展開し、個人ワークで
課題学習に取り組む。倫理的課題では、紙上事例を生命倫理の原
則を用いて分析し、ディスカッションを通して学びを深める。
　担当教員は、臨床での看護実践経験が豊富で、それぞれの専門
領域で実践してきたことや看護研究を通して得られた知見を基に
講義を進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

終末期にある成人期の患者・家族の全人的苦痛とQOL向上に向け
た緩和ケアを理解する。(知識・理解)

終末期と緩和ケアに関する概念を学び、終末期の療養の場におけ
る倫理的課題を考える。(態度・志向性)

終末期にある患者の看護診断を行い、症状マネジメントを要する
患者の看護過程を展開できる。(技能)

最期の時を迎える成人期の患者、家族の身体的・心理的特徴と看
取りのケアを理解する。(知識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　事前課題はワークシートで提示し、自己学習を前提にして講
義・学習活動を進める。（60分）ワークシートは講義終了後に提
出し出席状況の確認を行う。また、課題レポートは紙上事例で看
護過程を展開するが、講義で学んだ知識を活用して個人で展開す
る。（180分）

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準　
・終末期と緩和ケアに関する概念は、定義や社会的な解釈の違い
を説明できる。
・終末期の倫理的課題は、簡単な事例の場面について生命倫理の
原則を用いて説明できる。
・終末期の症状マネジメントは、個人課題で看護過程を展開し、
根拠に基づくアセスメント、関連図、看護問題、看護計画が記載
されている。　
・終末期にある患者・家族の緩和ケアと看取りでは、身体的・心
理的特徴や生活活動の変化に伴う苦痛とニーズを捉え、看護ケア
の在り方を説明できる。

評価方法
・定期試験80％、課題レポート20％として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

田村恵子編集：経過別成人看護学終末期看護：エンド・オ
ブ・ライフ・ケア　メディカルフレンド社、2017年　3000
円　ISBN9784839233280
T.ヘザー・ハードマン，上鶴重美編集：NANDA-1 看護診
断　定義と分類　医学書院　2015年　3000円　ISBN
9784260008648（1年次の成人看護学概論のテキスト　購入
済み）

◎－－－　参考書　－－－◎

ナーシング・グラフィカ成人看護学⑦緩和ケア　メディカ
出版　ISBN 9784840436991
がん看護学　NOUVELLE HIROKAWA 　ISBN
9784861740466
緩和ケア　大切な生活・尊厳ある生をつなぐ技と心　南江
堂　ISBN 978452425082

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

成人看護学概論、急性期の成人看護、慢性期の成人看護で
学んだ知識、からだの構造と機能、疾病の成り立ちと回復
の促進等で学んだ知識と関連させ、自分の頭で考えて表現
し主体的に取り組むことこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．ガイダンス
　　終末期と緩和ケアの概念（浦）
２．終末期医療の現状と緩和ケア（浦）
３．緩和ケアにおけるチームアプローチ（浦）
４．終末期にある成人患者の全人的苦痛と看護（浦）
５．終末期にある成人患者の家族への看護（牧）
６．終末期におけるがん患者のリハビリテーションと看護
（石橋）
７．乳がん患者の経過と終末期看護（牧）
８．肝細胞がん患者の経過と終末期看護（浦）
９．終末期にある患者の症状マネジメント①（浦）
10-11．終末期にある患者の症状マネジメント②③（石
橋，牧，浦）
12-13．終末期にある成人患者の生と死をめぐる倫理的課
題（浦）
14．看取りの看護（浦）
15．まとめ（浦）



2019-802000D262-01病気をもつ高齢者の看護

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
有田　久美、久木原　博子、上野　珠未

◎－－－　概要　－－－◎

「老年看護学概論」、「老化と看護」で学んだことを活用し、病気や障
害をもつ高齢者の特徴や個別性をふまえた看護が展開できる基礎的能力
を身につけることをねらいとする。高齢者に多い身体疾患をおさえ、治
療を必要とする高齢者の看護について学ぶ。特に認知機能障害のある高
齢者の増加は、現在社会問題化しており、療養の場、生活の場において
も看護が重要となることから、臨床で従事してきた実務経験を生かし、
具体的なコミュニケーションやケアについて、実際に関わった事例を参
考にし実践について学ぶ。看護過程については、高齢者の持てる力を最
大限に発揮できるように、生活行動モデルによる看護過程を展開し、個
別性のある看護計画を立案する。
　授業は、講義、個人ワーク、グループワーク、演習を組み合わせた講
義を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高齢者に特有な疾患・障害に応じた看護が説明できる。(知識・理解)

高齢者の健康状態や受療状況に応じた検査、治療（薬物療法、化学療
法、放射線療法、手術療法）とその看護について説明できる。(知識・理
解)

認知機能の低下した高齢者の理解を深め、必要なケア、コミュニケー
ションなど看護実践の基礎を習得する。(技能)

加齢による身体機能の低下した高齢者の生活機能を整える看護実践の基
礎を習得する。(技能)

地域医療支援病院の高齢者看護の実際を通して、継続看護について理解
できる。(知識・理解)

高齢者の余暇活動の必要性を理解し、レクリエーション計画を記述でき
る。(技能)

高齢者のエンドオブライフケアのあり方についてQOLの観点から理解で
きる。(知識・理解)

ケアの対象としての高齢者がどのような生活を望んでいるか、「目標志
向型思考」で考えることができる。(知識・理解)

治療が必要な高齢者へ「生活行動モデル」を基盤とした考え方で看護過
程を展開できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

各講義の到達目標に沿って適宜課題を提示する。課題の内容を読み取
り、時間外の時間を使用して課題に取り組み、指示された時間に提出す
る。
また、次回の授業範囲の教科書を事前に読み、専門用語の意味を予習
し、授業で配布した資料や教科書を使用して復習をする。各講義前後に
予習復習の時間を1時間以上とることが望ましい。
 

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
・講義中に提示される課題への取り組み。
・健康レベルに応じた安全で安楽な看護援助を理解し、実践できたか。
また、実践結果について振り返りはできたか。
・認知機能の低下した高齢者を理解し、その看護援助について理解し、
コミュニケーションやケアの実践ができたか。また、実践結果について
振り返りはできたか。
・病気や障害をもつ高齢者の全体像を捉え、目標志向型思考で個別的な
看護計画の立案ができたか。
・グループワークでは、参加度と貢献度を中心に評価する。

評価方法、割合：
・筆記試験60％、課題・提出物40%

◎－－－　テキスト　－－－◎

北川公子、他：「系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学」，医学
書院，2018，￥2,916，ISBN：978-4-260-03186-8
鳥羽研二他：「系統看護学講座 専門Ⅱ 老年看護学」，医学書院，
2017，￥2,484，ISBN：978-4-260-03172-1
山田律子編：生活機能からみた老年看護過程，医学書院，2018，
¥3,888，ISBN:978-4-260-02836-3

◎－－－　参考書　－－－◎

根拠と事故防止からみた老年看護技術　ISBN 978-4260-01139-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

配布資料は老年実習でも使用するため、ファイリングすること。
グループワークの評価や講義中のミニテスト、課題も多いため、
欠席、遅刻は評点に影響するので注意すること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.　高齢者の看護過程展開①情報収集（有田・久木原・上野）
2.　認知機能障害のある高齢者の看護①　病態・診断・治療(有
田）
3.　身体疾患のある高齢者の看護①（久木原・有田・上野）
4．認知機能障害のある高齢者の看護②（久木原・有田・上野）
4．認知機能障害のある高齢者の看護　看護の原則(有田・久木
原・上野）
5.　高齢者の看護過程展開②アセスメント（有田・久木原・上
野）
6.　高齢者の看護過程展開③アセスメント（有田・久木原・上
野）
7.　検査/薬物療法を受ける高齢者の看護（久木原・有田・上野）
8.　入院治療(手術療法・化学療法・放射線療法）を受ける高齢者
の看護（久木原・有田・上野）
9.　高齢者の看護過程展開④看護の焦点と全体像（有田・久木
原・上野）
10.　認知機能障害のある高齢者の看護②看護の原則（有田・久木
原・上野）
11.　認知機能障害のある高齢者の看護③認知症の理解（有田・久
木原・上野）
12.　認知機能障害のある高齢者の看護④グループワーク（有田・
久木原・上野）
13.　認知機能障害のある高齢者の看護⑤コミュニケーション（有
田・久木原・上野）
14.　認知機能障害のある高齢者の看護⑥ケアの実践（有田・久木
原・上野）
15.　高齢者の生活機能を整える看護実践①口腔ケア（上野・有
田・久木原）
16.　高齢者の生活機能を整える看護実践②嚥下評価（上野・有
田・久木原）
17-18.　演習：口腔ケア・義歯洗浄・嚥下評価（上野・有田・久木
原）
19-20．エンドオブライフケア（久木原・有田・上野）
21.　高齢者の看護過程展開⑤看護の焦点と全体像　(有田・久木
原・上野）
22.　リハビリテーションを受ける高齢者の看護（上野・有田・久
木原）
23.　高齢者の看護過程展開⑥看護計画立案と評価(有田・久木原・
上野）
24.　演習：移動の援助（上野・有田・久木原）
25．高齢者とレクリエーション１　概要(有田・久木原・上野）
26.　高齢者の看護過程展開⑦　看護計画立案と評価(有田・久木
原・上野）
27.　高齢者とレクリエーション２　計画立案・実践方法(有田）
28.　高齢者の看護過程展開⑧　施設で過ごす高齢者の看護過程１
(有田）
29.　地域医療支援病院における高齢者看護（有田）
30.　高齢者の看護過程展開⑨　施設で過ごす高齢者の看護過程２
(有田）



2019-802000D282-01周産期の看護

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
佐久間　良子、塚原 ひとみ、古賀 綾

◎－－－　概要　－－－◎

母性看護の対象は、主として周産期にある母子とその家族であり、基本的に健
康な人である。
対象理解に必要な基礎的知識に関する授業は、テキストおよび講義資料を用
い、スライドや動画を活用しながら講義形式で行う。
看護の実際については、模擬事例の看護過程演習を、ウェルネス看護診断を用
いて展開し、母性看護の基礎的能力を養う。授業は、自己の課題学習とグルー
プワーク形式で行う。また、母性看護に必要な看護技術については、援助の根
拠を踏まえて技術演習を実施し、対象に適した看護援助についての理解を深め
る。

高度医療を提供する周産期病棟・外来における助産師としての勤務経験を活か
し、知識の理解にとどまらず、現状のニーズを踏まえた実践的な看護の考察力
を高める講義・演習を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

妊娠の成立と受精卵の器官形成の過程、妊娠経過に応じた胎児の成長や生理的
特徴について説明できる(知識・理解)

妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期の生理的特徴について説明できる(知識・
理解)

愛着形成、母子相互作用、親性の発達、家族関係形成など、周産期の母親とそ
の家族が抱える発達課題を支える看護の役割について説明できる(知識・理解)

妊娠期・分娩期・産褥期にある対象のヘルスプロモーションを理解し、対象の
健康生活を支えるための看護の機能と役割について説明できる(知識・理解)

母子を取り巻く社会や母子保健の動向を踏まえて、母子とその家族が抱える健
康課題と必要な看護支援について説明できる(知識・理解)

妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期にある対象の正常からの逸脱について、そ
のメカニズムと対象に及ぼす影響を理解し、健康の回復を促す看護支援につい
て説明できる(知識・理解)

周産期医療の現場における倫理的課題の特徴を理解し、対象の文化的環境を踏
まえて、対象の価値観や信念を尊重した倫理的意思決定を促す看護支援につい
て考察できる(技能)

紙上事例の看護過程を展開し、周産期における母子及び家族の特性や経時的な
変化をアセスメントし、健康課題を明確にし、その優先順位を考えることがで
きる(技能)

紙上事例の健康課題に対する看護目標を挙げ、実践的な看護計画（具体的な援
助方法が考察されている）が立案できる(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・講義の前には、授業範囲に該当するテキスト部分を読み、予習して臨むこ
と。特に、産科用語はその定義を理解しておくこと（60分）。
・適宜、到達目標に沿って事前課題を提示するので、各自自己学習を行い講義
に臨む。また、課題を用いたグループワークも行うので、必要に応じて資料を
準備し積極的に臨むこと(60分）。
・講義の進度に応じて小テストを実施する。講義受講後は、ワークシート等を
用いて学習内容を振り返り理解を深める(60分）。
・事例を用いた看護過程展開においては、対象の状況を適正に解釈・判断し、
看護方針の理解を深めるよう、事前の自己学習および振り返りの学習が必要で
ある(90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

評価基準：
・定期試験では、周産期にある母子の身体的・心理的・社会的変化に関する知
識と、それらへ適応するために必要なセルフケアや看護援助、および健康障害
を生じた場合の治療・看護について適切に説明できるか否かを問い、評価の基
準とする。
・事前課題への取り組みについては、適宜提出を求め、正確な説明の記述の是
非を評価の基準とする。
・看護過程展開の課題においては、①提出期日の遵守、②事前学習の内容、③
最終到達度(アセスメントの内容、対象の捉え方、看護方針、具体的で実践可
能な看護計画)を評価の基準とする。
・小テストにおいては得点率で評価を行う。
評価方法：定期試験60％、提出課題および小テスト40％として総合的に評価す
る。

◎－－－　テキスト　－－－◎

医療情報科学研究所 (編集)　 病気がみえる vol.10 産科（第４
版）メディックメディア
2018年発行　3,888円
ISBN 978-4-89632-713-7

小林 康江ら (著)　 ナーシング・グラフィカ　母性看護学(2)：
母性看護の実践　メディカ出版　2019年1月　3,888円
ISBN 978-4-8404-6518-2

◎－－－　参考書　－－－◎

ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程　第2版　ISBN
4-263-23473-1

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

本講義の受講前には、「からだの構造と機能」で履修した、女
性生殖器の形態学・生理学に関する知識を復習し、十分に理解
して臨んでほしい。また、各時間の講義内容の進行も速いの
で、欠席すると講義についていけなくなる可能性もあるので毎
時間必ず出席し、授業にも主体的に取り組んでほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．授業ガイダンス・妊娠の生理・胎児の発育と生理的特徴
（佐久間・塚原・古賀）
２．妊娠各期の妊婦の心身の生理的変化（佐久間）
３．妊婦と胎児及び家族を支えるための看護（佐久間）
４．マタニティサイクルにおける看護過程（ウエルネス型看護
診断）：妊娠期（佐久間）
５．分娩の生理：分娩の経過と機序（佐久間）
６．分娩各期における看護師の役割（佐久間）
７．ハイリスク妊娠・異常妊娠と看護（塚原）
８．合併症妊娠・母子感染症と看護（塚原）
９．分娩期の異常と看護（塚原）
10．産科処置と産科手術を受ける産婦とその家族に必要な看護
（塚原）
11．褥婦の身体的特徴（退行性変化・進行性変化）の理解と看
護（古賀）
12．褥婦の心理的・社会的特徴の理解と看護（古賀）
13．新生児の生理的特徴（古賀）
14．新生児の健全な成長発達に必要な看護（古賀）
15．産褥期の異常と看護（塚原）
16．新生児の異常と看護（塚原）
17．母性看護過程展開①：切迫早産妊婦のアセスメント（佐久
間）
18．母性看護過程展開②：切迫早産妊婦の看護計画立案（佐久
間）
19．母性看護技術オリエンテーション（佐久間・塚原・古賀）
20．母性看護技術演習ＧＷ①：沐浴デモンストレーションとＧ
Ｗ（佐久間・塚原・古賀）
21．産科の医療安全と周産期医療システム・出生と死をめぐる
生命倫理（佐久間）
22．母性看護技術演習GW②：演習技術の実施計画立案（佐久
間・塚原・古賀）
23．特殊なニーズを持つ妊産婦とその家族に必要な看護（佐久
間）
24．母性看護技術演習GW③：演習の実施調整及び事前レポー
ト提出（佐久間・塚原・古賀）
25～27．母子の看護に必要な基本的看護技術の演習（佐久間・
塚原・古賀・藤原）
28．演習の振り返りとまとめ（佐久間・塚原・古賀・藤原）
29．ペリネイタル・ロスとその看護（塚原）
30．まとめ（佐久間・塚原・古賀）



2019-802000D321-01小児看護学実習

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

宮城　由美子、松本祐佳里、藤原　悠香

◎－－－　概要　－－－◎

　こどもの成長発達を理解し、あらゆる健康レベルのこどもとその家族に対して
尊重され安寧に生活できるための看護が実践できる基礎的能力を身につけること
を目的とし、２週間の実習を展開する。
　看護師及び小児専門看護師として小児看護における臨床経験、地域や保育所に
おける育児支援、医療的ケアを必要とするこどもと家族への支援などの実務経験
を活かし実習指導を行う。
１、実習初日は、乳幼児の身体計測・バイタルサイン測定の学内演習を行う。
２、保育所実習において、乳幼児期の成長発達・コミュニケーション・生活支　
　援を実践し、健康なこどもの理解を図る。
３、地域で生活する障害をもったこどもの発達支援、多職種による支援の実際　
　を学ぶために障害児施設での見学実習を行う。
４、小児病棟においては、健康障害を有したこどもと家族の全体像を把握し、　
　健康状態回復に必要な日常生活援助を実践する。さらに毎日の実施した援　　
助を評価し、翌日の実習計画に反映していくプロセスを学ぶ。
５、実習最終日には、実習を振りかえり「こどもの権利」をもとに、尊重した　
　こどもとのかかわりなど自己の学びをまとめ、グループディスカッション　　
を行い自己の「こども観」を明らかにし、小児看護のあり方について考え示
　　すことができる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

こどもの成長発達を理解し、影響を与える諸因子を理解することができる。(知
識・理解)

健康障害･医療行為がこどもと家族に及ぼす影響について述べることができる。
(知識・理解)

こどもと家族の病気のとらえ方や受け止め方を把握し、根拠に基づいた看護実践
が出来る。(知識・理解)

こどもの成長発達における年(月)齢差、個人差を理解し年齢に応じたコミュニ
ケーションができる。(技能)

こどもの成長発達および健康段階に応じた日常生活や遊び（学習）の援助ができ
る。(技能)

こどもの成長発達を把握した上で、こどもを取り巻く危険因子をとらえ、安全確
保が適切に実践できる。(技能)

小児看護専門職の役割を理解し、小児医療チームの中で協働連携する知識・技能
を活用し実習の中で学生として実践できる。(技能)

こどもの発達段階および健康段階に応じた生活援助を考え実施し、日々ふりかえ
りを行いよりよい援助を形成できる。(技能)

受け持ち患児や家族の全体像についてグループメンバーの意見を尊重した議論を
行うことができる。(態度・志向性)

実習を通して、様々な状況にあるこどもに対して、こどもの権利を尊重した看護
について考えを示すことができる。(態度・志向性)

自己の「こども観」を明らかにし、小児看護のありかたについて考え示すことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

「健康なこどもの成長発達と支援」「病気をもつこどもと家族の看護」の講義資
料を整理し自己学習を行い実習に臨むこと。
実習期間中は、日々の振り返りを行い、次の看護実践に活かすための実習記録と
すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１，実習評価表に基づき、①受け持ち患児の看護に必要な知識を活用して根拠に
基づいた看護が展開できているか。②こどもと家族を尊重し良好な人間関係が築
けているか。③こどもと家族の全体像を把握し、実施する看護を抽出できている
か。④こどもの安全を配慮して発達段階に応じ、さらに個別性のある関わりがで
きているかを評価基準とする。
２，保育所･障害児施設･小児病棟での実習記録の内容のもれがなく記述でき、提
出されることも評価する。
３，最終日には、様々な状況にあるこどもに対して、こどもを尊重した支援につ
いて発表及びディスカッションを行い学びの共有を図る(10％）
４，以上学生自己評価と教員(指導者)評価を合わせ（50％)、記録内容評価
（40％）、発表内容（10％）をもとに総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

「小児看護学概論」「健康なこどもの成長発達と生活支
援」「病気のこどもと家族の看護」で使用したテキスト及
び配布資料

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

こどもへの感染を防止するため、学生自身の健康管理を十
分に行う。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実習期間と実習場所　　2週間
　保育所実習　2～3日　
　　　福岡大学近隣保育所
　障がい児施設見学実習　1日
　　　あいあいセンター、にこちゃんのいえ等
　病棟実習　４日間　
　　　福岡大学病院小児医療センター
　　　福岡大学筑紫病院こどもにゅういんフロア　

＊実習方法の詳細については、実習要項参照。



2019-802000D331-01成人看護学実習Ⅰ

 期別：集中後期　　単位数：3　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

岩永　和代、宮林郁子・浦綾子・緒方久美子・牧香織・石橋曜子

◎－－－　概要　－－－◎

臨地での実習およびシミュレーション学習、看護過程個別指導、カンファレンスを含む。実習
では、臨床での看護実践経験豊富な教員が、実習指導者と協力して「知識」「技術」「態度」
の指導に関わる。
＜周手術期看護のシミュレーション学習・技術演習＞
・周手術期看護を実践するための診療の援助技術および日常生活の援助技術について、実習グ
ループごとに課題に沿ったシミュレーション学習を行う。
・シミュレーション後は、学生と指導教員でデブリーフィングを行う。
・シミュレーション学習後に自己の課題を明確にし、グループで技術演習を行う。
＜救命救急センター＞
・救急患者の受け入れから入院までの実際を学ぶ。
・集中治療を受ける患者の看護を学ぶ。
・カンファレンスで学びを発表する。
＜手術部実習＞
・手術を受ける患者の入室から退室までを通して、手術室看護の実際を学ぶ。
・カンファレンスで学びを発表する。
＜外科系病棟＞
・手術療法を受ける成人期の患者（老年期患者の場合がある）を受け持ち、看護を展開する。
・手術を受けることによる身体的、心理的、社会的侵襲を統合的に理解し、侵襲を最小限にし
て回復する過程を援助する。また、手術に伴う身体変化や日常生活行動の変化に対して適応を
促進する援助を行う。これらの過程を、成人期の特性を考慮して全人的に援助する。
・看護過程について指導を受け、看護計画発表・追加・修正・評価を行う。
・週2回程度テーマカンファレンスを開催する。　　
・実習最終日は、実習のまとめとして、個別指導を受ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．救命救急センターに入院して治療を受ける患者の援助を行う。(技能)

 1) 救急看護の特徴を理解する。  (知識・理解)

 2) 集中治療が必要な患者の特徴を理解する。(知識・理解)

 3) 集中治療の場で行われる看護を理解する。(知識・理解)

２．手術療法を受ける患者の手術室入室から退室までの援助を行う(技能)

 1) 手術部の環境の特徴を理解する。(知識・理解)

 2) 手術患者の入室から退室までに行われる手術室看護の概要を理解する。(知識・理解)

３．手術を受ける患者と援助的な人間関係を成立させる。(技能)

４．周手術期における倫理的な問題を理解する。(態度・志向性)

５．周手術期のプロセスに応じて、看護を展開する。(知識・理解)

 1) 周手術期における身体的・心理的・社会的変化を観察する。(知識・理解)

 2) 手術を受ける患者・家族の心理を理解する。(態度・志向性)

 3) 手術や麻酔の侵襲による生体の反応を理解し、生命徴候の観察を行う。(技能)

 4) 術後合併症を予防し、回復を促す援助を行う。(技能)

 5) 心身の苦痛を理解し、緩和するための援助を行う。(技能)

 6) 回復状況に応じて、日常生活を拡大するための援助を行う。(技能)

 7) 発達課題より患者が家族や社会で果たす役割を理解し、社会復帰にむけての援助を行う。
(技能)

 8) 看護過程を記録する。(知識・理解)

６．医療チームにおける看護の役割を理解し、チームメンバーとしてふさわしい行動をとる。
(技能)

７．カンファレンスに積極的に参加し、実習における各自の学びを共有する。(態度・志向性)

８．実践した看護を振り返り、意味づけし、自己の今後の課題を見出す。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前に、周手術期および実習病棟の患者の健康障害に応じた学習課題を課す。解剖生理、病
態、看護について学習し、A4用紙に項目ごとにまとめ、ファイリングしておく。学習はテキス
ト、参考書、関連文献を使用して行い、Web記事のコピー＆ペーストはしない。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・出席回数が実施授業回数の4分の3に満たない場合、原則として成績評価を受けることができ
ない。
・救命救急センター実習および手術部実習では、実践を通して救急看護・手術室看護について
の知識を整理し記録できているかを評価する。
・病棟実習では、受け持ち患者を通して周手術期看護を実践し、実施した看護について文献等
で学習し考察できているかを評価する。
・救命救急センター実習および手術部実習はそれぞれ7%、病棟実習は61%、実習全般について
はカンファレンスへの参加状況10%、実習への取り組み・態度15%を目安として総合的に評価
する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

急性期の成人看護、慢性期の成人看護で使用したテキス
ト、講義資料を活用する。
NAND-I　看護診断　定義と分類　2015-2017　医学書院　
2018年　ISBN978-4-260-03443-2
3,000円＋税

◎－－－　参考書　－－－◎

急性期看護実習ガイド　ISBN 978-4-278-12100-9
周術期の臨床判断を磨く―手術侵襲と生体反応から導く看
護－　ISBN 978-4-260-00570-8
実習病棟、受け持ち患者の状況に応じて参考書や文献を紹
介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１．「成人看護学実習要項」を常に携帯する。
２．臨床の場にふさわしい身だしなみ・態度・行動をと
る。
３．受け持ち患者の状態を把握し、ケアを実践するための
学習を毎日行う。看護学生として自覚を持ち受け持ち患者
への責任を果たす。
４．自己の生活や心身の健康管理を十分に行い実習に臨
む。
５．提出物は実習要項で指示された体裁を整え、期限厳守
で提出する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実習期間：3週間
２．実習場所：福岡大学病院
３．学生配置：別途配布
４．実習のすすめかた　　　　　
　＜第1週＞
　　・周手術期看護のシミュレーション学習
　　・周手術期の基本的看護技術演習
　　・救命救急センター実習
　　・手術部実習
　　・救命救急センター実習および手術部実習合　　　同
カンファレンス
　　・病棟実習：病棟オリエンテーション・受け
　　　持ち患者の情報収集
　＜第2・3週＞
　　・病棟実習
　　＊受け持ち患者の手術日は、手術室実習



2019-802000D341-01老年看護学実習

 期別：集中後期　　単位数：3　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

有田　久美、久木原　博子、上野　珠未

◎－－－　概要　－－－◎

　
　病院や高齢者施設で、老年期にある高齢者の健康状態や生活機能を総合的
に理解し、高齢者の尊厳を支えながら、個人の最大化と危険因子の最小化を
はかり、高齢者の強みやその人らしい生活の実現に向けた高齢者看護を実践
するための基礎的能力を養う。また、高齢者の療養生活を支える地域包括ケ
アシステムについての学びを深め、関係職種・機関との連携・協働から看護
職の役割について学ぶ。実際の指導に際しては、臨床勤務経験のある教員が
指導に同行し事例を通した高齢者へのアセスメントや看護計画について指
導、実習現場との調整や疑問に対応する。また、病院や施設の現場の看護師
から高齢者のケアについて直接指導を受ける。

◎－－－　到達目標　－－－◎

高齢者施設で生活する高齢者とその家族の全体像をとらえ、生活機能の維
持、向上に向けた看護過程を展開できる。(知識・理解)

高齢者施設で生活する高齢者の残存機能や潜在能力を生かした看護援助を実
施できる。(技能)

高齢者施設で生活する高齢者の認知症など様々な健康障害に応じたコミュニ
ケーションを図ることができる。(技能)

高齢者施設での高齢者の余暇活動について考え、安全に考慮したレクリエー
ションを実施できる。(技能)

高齢者施設での関係職種の活動と連携、看護師の役割を説明できる。(技能)

入院中の治療を必要とする高齢者とその家族を健康障害、加齢変化、ライフ
ストーリーから全体像をとらえ、強みを生かした個別性のある看護過程を展
開できる。(技能)

入院中の治療を必要とする高齢者への必要な看護援助を科学的根拠に基づ
き、安全安楽に実施できる。(技能)

入院中の治療を必要とする高齢者の退院後の生活を考慮した看護援助を述べ
ることができる。(知識・理解)

病院内における医療チームの活動を通して、多職種の活動と役割チーム連携
の必要性について述べることができる。(知識・理解)

高齢者の長い人生の中で培われた価値観を尊重した態度で関わることができ
る。(態度・志向性)

実習を通して、自己の行動を内省的に振り返り、学習課題を述べることがで
きる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・実習オリエンテーション期間の老年実習オリエンテーションで老年看護実
習概要の詳細を説明するため、必ず出席する。
・講義「老年看護学概論」、「老化と看護」、「病気をもつ高齢者の看護」
の復習を行う。
・実習目標に応じて課題を提示するため、実習開始前、中、後に学習し、決
められた書式でレポートとして提出する。
・特に実習中は、日々の看護実践を振り返りレポートとしてまとめ、翌日の
看護実践に活かす。
・受け持ち利用者・患者の看護過程を展開する。実践後は評価修正を行う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準：
　・高齢者の全体像を理解し、アセスメントを行い、強みを生かし個別性に
応じた看護過程の展開ができたか。
　・安全安楽に看護援助を実施できたか。
　・医療福祉チームの一員としての看護師の役割について説明できるか。
　・看護倫理をふまえ、主体的に実習に取り組むことができたか。
②評価方法：看護援助の実施場面、実習記録・課題レポート、実習に対する
意欲・態度、カンファレンス運営および参加状況を総合的に評価する。
③割合：実習記録・実施80％、実習態度20％を目安とし総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

老年看護学概論、老化と看護、病気をもつ高齢者の看護で
使用したテキストおよび講義資料

◎－－－　参考書　－－－◎

生活機能からみた老年看護過程　ISBN 978-4-260-00623-1
根拠と事故防止からみた老年看護技術　ISBN
978-4-260-01139-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・実習施設が遠方のこともあるため、事前に公共交通機関
での通学経路を調べておくこと。交通費は自己負担とな
る。
・病院および施設の高齢者は免疫力の低下から感染症に罹
患しやすい状態である。自己の健康管理に留意し、常に感
染予防を心がけて行動する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実習期間および実習場所：3週間で2ヶ所
　　・介護保険施設（1.5週）
　　・医療施設　　（1.5週）
　　*2か所の実習は連続の場合とそうでない場合がある。
２．実習配置：オリエンテーション時配布
３．実習内容
1）介護保険施設実習
　・入所中の利用者を一人受け持ち、看護過程の展開を行
う。
　・指導者やスタッフの指導のもとで、利用者の生活援助
の実施やケアの見学を行う。
　・通所リハビリテーション（デイケア）での実習を半日
～１日行う。
　・利用者の認知機能やADLレベルに応じた安全なレクリ
エーションを企画し、実施する。
　・高齢者とのコミュニケーションを通して施設で生活す
る対象の理解を深める。
　・施設の特徴や機能から地域包括ケアシステムの理解を
深める。
　・学際的チームにおける協働と看護の役割を学ぶ。
　
2）医療施設実習：福岡大学筑紫病院
　・治療が必要な高齢患者を一人受け持ち、看護過程の展
開を行う。
　・高齢者のニードに応じ、科学的根拠と個別性　のある
看護援助を行う。
　・高齢者とのコミュニケーションを通して、疾患や障害
を持つ対象の理解を深める。
　・医療チーム活動の実際を見学し、看護の役割を学ぶ。
　
　



2019-802000D351-01母性看護学実習

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

佐久間　良子、塚原 ひとみ、古賀 綾

◎－－－　概要　－－－◎

周産期にある対象および新生児を受け持ち、看護を展開することによ
り、妊産褥婦・新生児の身体的、心理的、社会的特徴および生理的な
変化を統合的に理解し、ウェルネス志向で対象の理解を深める。ま
た、対象のよりよい健康状態の維持や回復に必要な日常生活援助を実
践する。さらに、毎日実施した援助を考察し評価する。実習最終日に
は、妊産婦・新生児とのかかわりを通して自己の学びをまとめ、グ
ループディスカッションを行い、母性看護の理解を深める。

高度医療を提供する周産期病棟・外来における助産師としての勤務経
験を活かし、対象の理解を促進し、講義で学んだ知識・技術を統合し
て看護実践につなげる能力を培う指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期にある対象の特性について説明で
きる(知識・理解)

周産期の母子とその家族の健康状態や発達課題を理解し、保健医療福
祉と関連させた社会資源の活用における看護の役割について説明でき
る(知識・理解)

妊娠期・分娩期・産褥期にある対象を観察・アセスメントし、健康課
題を明確にできる(知識・理解)

妊娠期・分娩期・産褥期にある対象のヘルスプロモーションを理解
し、対象の健康生活を支えるために必要な看護が展開できる(知識・理
解)

対象の社会的背景を踏まえ、対象の価値観、意思や意向を尊重した看
護が実践できる(知識・理解)

看護実践を通して人間関係を発展させ、対象者と良好な援助的人間関
係を築くことができる(技能)

生命、人の尊厳を尊重し、人権の擁護に配慮した行動をとる重要性を
理解し、対象と関わることができる(技能)

学習した看護学の知識・技術を統合し、個別性のあるケアを、根拠を
考えて実施できる(技能)

安全・安楽な看護を実践するために、ケアの質と安全に配慮した行動
をとることができる(技能)

実施した看護について、その意味や課題を振り返り、評価できる(技能)

周産期にある母子の看護を深められるように主体的・継続的に学習
し、実習に取り組むことができる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

＜事前レポート＞
事前レポートは、原則手書きであること
妊娠・分娩・産褥期の急激な変化を学ぶためには、母性看護学（周産
期の看護）の復習をして実習に臨むこと。学習項目は実習要項および
実習記録を参照のこと。
ワークブックによる自己学習を行って実習に臨むこと。

＜事後レポート＞
　看護実践に関する「自由テーマ」レポートを作成すること

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

実習記録（事前学習、看護過程を通した対象理解、事後レポート含
む）および看護実践：80％、実習への取り組み・態度：20％を目安に
評価する。課題や実習記録については、記述内容に関して母性看護学
実習評価表を用いて評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

医療情報科学研究所 (編集)　 病気がみえる vol.10 産科（第
４版）メディックメディア
2018年発行　3,888円
ISBN 978-4-89632-713-7

小林 康江ら (著)　 ナーシング・グラフィカ　母性看護学
(2)：母性看護の実践　メディカ出版　2019年1月　3,888円
ISBN 978-4-8404-6518-2

◎－－－　参考書　－－－◎

ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程　第2版　
ISBN 4-263-23473-1
根拠がわかる母性看護技術　ISBN 978-4-8392-1465-4
新生児の観察と看護技術、未熟児をはぐくむディベロップ
メンタルケア、NICUでよく使うME機器　等

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

母性看護学実習では、感染防止行動の実践が重要であり、
学生自身の健康管理が大切である。特に、新生児や乳児へ
関わる実習であるため、健康に関する自己管理を厳しく求
める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．実習期間：2週間
２．実習場所：
　周産期母子医療センター　新生児部門
　女性診療センター（外来）
　周産期母子医療センター　産科部門
３．スケジュール・実習内容：
１）1週目：
①オリエンテーション
②新生児部門：1̃2日
　・GCU収容中のローリスクの新生児を受け持ち、沐浴・
授乳・新生児の特徴の観察などを見学、および一部実施す
る
③女性診療センター（外来）：1̃2日
　・妊婦健康診査及び胎児スクリーニング検査とその看護
場面の見学、および一部実施する
　・助産師外来における、助産師の保健指導の実際を見学
する
２）2週目：
産科部門：1週間
・母性病棟において、妊産褥婦や新生児を受け持ち、看護
を実践する
　・可能であれば分娩を見学し、生命の誕生の瞬間に立ち
会い、命の尊さを実感する



2019-802000D222-01こころの病と看護

 期別：前期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：講義及び演習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
中島　充代、黒髪　恵　　池田　智

◎－－－　概要　－－－◎

精神障がいを有する人への看護を展開する基礎的な知識と実践
能力を身につける。まず、精神障がいに係る疾病の診断、病
態、症状、治療方法の講義を受け、基本的な知識を学ぶ。次
に、精神に障がいを有して生活する人を全人的にとらえ支援す
るため、ペーパーシミュレーションを用い看護過程を展開す
る。その中で、精神症状の観察、精神看護の専門的な臨床判断
に基づく個別的な看護が実践できる基礎的能力を身につける。
また、事例を用いて治療的コミュニケーションをロールプレイ
し、プロセスレコードを用いてリフレクションする。加えて、
精神障がいを有する人を支えるためのチーム医療およびソー
シャルサポートを知り、地域精神保健医療福祉活動についての
理解を深める。精神保健医療・看護の臨床経験をもつ教員が担
当する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

精神に障がいを有する人を身体的・心理的・社会的な側面から
総合的にとらえる理論とその活用について説明できる(知識・理
解)

精神障がいに係る疾病の診断、病態、症状、治療について説明
できる(知識・理解)

ペーパーシミュレーションにおいて、精神看護を提供するため
の情報の収集・分析と健康問題の判断が記述できる(技能)

ペーパーシミュレーションにおいて、精神看護を提供するため
の問題の明確化と、解決のための方法を選択し目標および計画
を記述できる(技能)

精神に障がいを有する人への治療的コミュニケーションを実践
し振り返ることができる(技能)

精神に障がいを有する人への看護について自分の考えをもち他
者と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)　－－－◎

ワークブックを用いて精神障がいに係る疾病の診断、病態、症
状、治療を復習する。
ペーパーシミュレーションを用いた看護過程記録を提出する。
コミュニケーション演習場面の振り返りをプロセスレコードと
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、小テストにおいて、精神障がいに関する基本的な知
識と看護について理解して記述できるかを評価の基準とする。
看護過程の課題は、精神障がいを有する人を全人的にとらえ、
アセスメントを理解し看護を記述できたかを評価の基準とす
る。
プロセスレコードの演習課題では、場面と自己の振り返りが記
載できているかを評価の基準とする。
②評価方法
定期試験、小テスト、看護過程記録、演習課題を総合的に判断
する。
③評価の割合
定期試験50％、小テスト10％、看護過程および演習課題40％。

◎－－－　テキスト　－－－◎

1）精神看護学1　精神看護学概論　精神保健　メヂカルフレ
ンド社　1年次購入分
2）精神看護学2　精神障害をもつ人の看護　メヂカルフレン
ド社　最新版　4000円
ISBN　978-4-8392-3306-8

◎－－－　参考書　－－－◎

精神看護学第３版　ISBN 978-4-7653-1573-9
看護診断のためのよくわかる中範囲理論第2版　ISBN
978-47809-1192-3
NANDA-I看護診断2018-2020　ISBN 978-4-260-02088-6

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義の進行上、講義内容が前後することがある。
ペーパーシミュレーションによる看護過程の展開を行うの
で、看護過程を復習しておく。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.精神障がいとは・精神症状の観察とアセスメント（中島）
2.気分障害（中島）
3.統合失調症（中島）
4.精神科薬物療法（中島）
5.入院施設における精神科看護（安全管理、行動制限、人権
擁護など）（黒髪）
6.精神科急性期の看護（黒髪）
7.パーソナリティ障害（中島）
8.物質関連障害、てんかん（中島）
9.精神科回復期と慢性期の看護（池田）
10.精神障がいをもつ人への身体的援助（池田）
11.器質性および症状性精神障害、睡眠障害（中島）
12.認知症（中島）
13.神経症、心因反応、解離性・転換性障害（中島）
14.児童における精神障害、知的障害、発達障害（中島）
15.心身症、摂食障害（中島）
16.精神科リハビリテーションと看護（黒髪）
17.地域における精神科看護（ケアマネジメント、ACT、精
神科訪問看護等）（中島）
18.治療的コミュニケーションとプロセスレコード1（中島・
黒髪・池田）
19.治療的コミュニケーションとプロセスレコード2（中島・
黒髪・池田）
20.治療的コミュニケーションとプロセスレコード3（中島・
黒髪・池田）
21.精神看護に関連する理論と看護診断（中島）
22.幻覚・妄想状態にある人の看護過程1（中島・黒髪・池
田）
23.幻覚・妄想状態にある人の看護過程2（中島・黒髪・池
田）
24.幻覚・妄想状態にある人の看護過程3（中島・黒髪・池
田）
25.気分障害を有する人の看護過程1（中島・黒髪・池田）
26.気分障害を有する人の看護過程2（中島・黒髪・池田）
27.不安障害を有する人への看護（中島・黒髪・池田）
28.発達障害を有する人の看護（中島・黒髪・池田）
29.アディクションと看護（中島・黒髪・池田）
30.精神科看護と精神看護・臨地実習へ向けて（中島・黒
髪・池田）



2019-802000D311-01精神看護学実習

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中後期　　試験時間割：定期試験なし　　

中島　充代、黒髪　恵　　池田　智

◎－－－　概要　－－－◎

精神および心の健康問題を有する人を理解し看護を実践する。
入院している人を受け持ち、看護過程を展開し、日常生活の自
律に向けて個別性のある看護を展開する基本的な知識と実践能
力を身につける。学生は対象者と関わるなかでプロセスレコー
ドを用いて、看護者の治療的な自己活用のあり方についても理
解を深め、治療的コミュニケーションを実践し、リフレクショ
ンする。また、地域における精神保健医療福祉の理解を深める
ため、デイケア実習、多職種カンファレンスにも参加する。各
施設の臨地実習指導者とともに精神科看護の臨床経験をもつ教
員が実習指導を行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

受け持った対象者を心理的・社会的・身体的・スピリチュアル
な側面から総合的にとらえ、説明できる(知識・理解)

精神機能をアセスメントする知識と方法について説明できる
(知識・理解)

受け持った対象者について臨床判断に基づいた看護過程を展開
できる(技能)

コミュニケーション能力をもち、治療的なコミュニケーション
が実践できる(技能)

看護専門職者として生命や人間の権利を尊重・擁護し、倫理的
な判断と行動する態度が身についている(態度・志向性)

実習を通して自己を振り返り、学習を深める姿勢が身について
いる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

事前課題を学習して実習に臨む。
日々の実施記録、看護過程記録一式、プロセスレコードの記
録、社会復帰施設での実習記録、精神看護学実習での学びをレ
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
日々の実習記録、プロセスレコードを含めた看護過程等の記録
において、対象者の精神機能をアセスメントし、臨床判断に基
づき個別性のある看護を考え、実際に提供できていたかどうか
を基準として評価する。
患者および臨地実習指導者との関わりを通して、看護過程の実
践、治療的コミュニケーション、実習への取組・態度が適切で
あったかどうかを基準として評価する。
②評価方法
実習評価表をもとに、実習記録、看護過程の実践、実習への取
組・態度を総合的に判断する。
③評価の割合
実習記録40％、看護過程の実践40％、実習への取組・態度20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業で使用した教科書、配布した資料
精神看護学実習ワークブック

◎－－－　参考書　－－－◎

精神看護学実習要項に記載する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

実習オリエンテーション時に説明するが、個人情報の取り
扱いには注意する。
実習施設への交通費は自己負担となる。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.実習期間：2週間
2.実習場所：福岡大学病院等
3.スケジュール：
　1週目　病棟オリエンテーション、受持ち患者決定、看
護過程の実践、治療的コミュニケーションの実践、作業療
法への参加
　2週目　看護過程の実践、治療的コミュニケーションの
実践、作業療法への参加、
デイケアでの実習、総合反省会



2019-802000D501-01在宅看護論実習

 期別：集中後期　　単位数：2　　開講年次： 3 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：無し　　
木村　裕美、大村　由紀美

◎－－－　概要　－－－◎

　在宅で生活する療養者と、その家族の健康状態および生活環境を
総合的にアセスメントし、対象の特性に応じた在宅看護を展開する
基礎的能力を養う。在宅療養を支える社会資源と、在宅ケアシステ
ムを理解し、関連機関・多職種の連携の実際と、在宅における看護
のあり方を学ぶ。
　実習は、訪問看護ステーションや在宅ケアサービスで実施する。
療養者・家族のかかわりや地域で生活する療養者の生活ニーズを学
ぶ。学内では、グループディスカッションを通して在宅看護の理解
を深める。
　保健師での乳幼児および高齢者の家庭訪問の実践経験を活かし、
在宅ケア、多職種連携と地域医療の重要性と実践を教授する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

地域で療養する人々や家族が、健康の回復や維持を図るために活用
する社会資源およびケアシステムについて述べることができる。
(知識・理解)

地域で療養生活をする人々の疾病・障害の予防、および改善の過程
を訪問看護の特性を通して述べることができる。(態度・志向性)

保健・医療・福祉行政の基礎知識をふまえ、健康問題の解決に必要
な多職種・多機関との連携について述べることができる。(技能)

地域で療養する人々とその家族の特性から、健康状態および生活環
境を総合的にアセスメントし、健康問題を解決するための援助方法
について立案できる。(技能)

看護学生として、責任ある行動と態度を実践できる。(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　到達目標に沿って、事前及び事後の学習課題を提示する。学習課
題については、指定された様式を用い記録・レポートを作成するこ
と。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価方法
　　実習記録及び事前・事後課題、実習態度
２．割合
　　実習記録及び事前・事後課題80％、実習態度20％を目安として
　　総合的に評価する。
３．評価基準
　・実習記録や事前・事後課題は、在宅看護論実習評価表に沿っ
て、
　　在宅における療養者と家族の特性や支援の実際が自分の言葉で
　　考察できているか、受け持ち事例の看護過程が展開できている
　　か、在宅ケアシステムにおける看護師の役割や多職種・機関と
　　の連携・協働の意義について自分の言葉で記述できているかを
　　評価の基準とする。
　・実習態度については、実習への積極性、実習中の態度、カン
ファ
　　レンスでの発表内容等を評価の基準とする。
 

◎－－－　テキスト　－－－◎

授業で使用したテキスト・配布した資料

◎－－－　参考書　－－－◎

在宅看護学 原礼子　ISBN 978-4-263-23675-8
在宅看護論：地域療養を支えるケア　　ISBN
978-4-8404-4921-2
国民衛生の動向2019/2020　

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

・実習目標を明確にして積極的に実習すること
・実習においては、必ず実習指導者の指導・
　許可のもと行動すること
・グループメンバーでよく話し合い、連絡事項
　などが漏れることのないようにすること
・常に挨拶を忘れずに、学生として責任のある行動をとる
こと
・実習施設や訪問先での備品の取り扱いには、
　十分注意すること
・実習に相応しい言葉づかいや服装を心がけ、
　時間厳守など社会的マナーを守ること

◎－－－　授業計画　－－－◎

　実習開始前にオリエンテーションを実施し、実習施設、
実習スケジュール等について説明する。
　実習は、「在宅看護論実習の臨地実習要項」に沿って展
開する。

１．実習期間：２週間
２．実習場所：
　（１）訪問看護ステーション（福岡市内）
　（２）在宅ケアサービス施設（ホームヘルプサービス、
デイサービス、居宅介護支援事業所、グループホーム等）
３．実習内容：
①実習施設の管理者及び実習指導者より、施設の概要及び
特徴について オリエンテーションを受け、同行訪問の予
定、実習中のスケジュールを確認する。
②受け持ち事例は、基本情報を収集し、療養者と家族の特
性を把握し、アセスメントを深め看護過程を展開する。
③同行訪問の事例について、療養者の基本情報と主たるケ
アを事前に確認し、ケアの内容や手順、留意点を十分に学
習したうえで訪問時における自らの行動計画を立てる。
④在宅ケアシステムを理解し、多職種・多機関との連携の
実際を見学する。
⑤在宅療養者とその家族にとって、在宅ケアサービスの役
割を学ぶ。
⑥学内にて実習施設の特徴及び受け持ち事例の看護計画を
発表する。



2019-802000D550-01看護管理

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

中嶋　恵美子、吉川千鶴子

◎－－－　概要　－－－◎

大学病院の看護師長として看護管理を実践してきた経験を活か
し、看護サービスとは何か、これを管理することとはどのよう
なことかについての基礎的な考え方を、経営管理に関する既存
の理論・概念と、医療・看護に関するいくつかの事例に沿って
講義する。これらの学習を通して、看護サービスの質の保証
と、看護職員の労働の質を保証できるような看護提供システム
の在り方を考える。

◎－－－　到達目標　－－－◎

保健・医療・福祉の様々な分野における看護専門職の役割と機
能について説明できる(知識・理解)

個人・集団・組織を動かすための基礎理論を学び、看護管理の
スキルについて説明できる(知識・理解)

看護職者の人的資源・物品・情報の管理における重要性につい
て、医療安全および看護の質保証と関連づけて説明できる(知
識・理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

社会、経済状況についても平素から関心を持ち、授業内容に関
連する文献や記事を読んでおくこと。事前課題が授業前に提示
された場合は、課題を学習（1時間程度）して授業に臨むこと
を課する。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

定期試験では、看護ケア管理、看護サービス管理の視点から、
看護専門職の役割や機能を説明できること、個人・集団・組織
を動かすための基礎理論について説明できること、看護職者の
人的資源・物品・情報の管理における重要性について、医療安
全および看護の質保証と関連づけて説明できることを評価の基
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しているかを評価
の基準とする。
グループワークへの貢献度では、参加態度・発言状況・リー
ダーあるいはメンバーシップの発揮状況が積極的で主体的であ
るかを評価の基準とする。
定期試験70％、レポート・グループワークヘの貢献度30％を評
価割合とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

村島さい子他編　ナーシング・グラフィカ　看護の統合と
実践①　看護管理　2017（2600円＋税）　ISBN
978-4-8404-4142-1

◎－－－　参考書　－－－◎

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

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

講義内容は、系統だっているので内容の理解の点からも遅
刻・欠席しないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.看護専門職とケア（中嶋）
2.看護管理の概念、目的、対象（中嶋）
3.保健医療組織の理論と組織文化（中嶋）
4.グループダイナミックス・集団の意思決定（吉川）
5.チーム医療、看護提供システム（中嶋）
6.看護職者の人的資源管理（吉川）
7.物品管理、情報管理（中嶋）
8.看護の質保証（中嶋）
　　　　　　　　　　　



2019-802000F050-01公衆衛生看護活動論Ⅱ

 期別：前期　　単位数：1　　開講年次： 3 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：中級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：前期：火・３時限　　試験時間割：2019/07/24　５時限　　

原田　春美、長谷川 珠代　馬場 みちえ

◎－－－　概要　－－－◎

　本科目では、公衆衛生看護活動のうち、地域住民の健康課題
の解決や疾病予防を目的とした個人－家族－地域（集団）を対
象とする家庭訪問と健康教育の展開方法及び支援技術について
学ぶ。
　授業は、学生参加型の講義及び演習形式とする。演習では、
疾病に関する知識や行動変容に関する理論等の既習の様々な知
識を活用して、対象者の生活に即した支援の方向性を学生間で
ディスカッションし、実際の支援活動のロールプレイを行う。
　授業内容に関しては、学習到達目標に関する学生の自己評価
を参考にして適宜、補足を行う。また、保健師としての実務経
験を活かし、実際にかかわった事例を示して、保健指導案の立
案や展開がスムーズに進められるようにする。

◎－－－　到達目標　－－－◎

公衆衛生看護活動における保健指導の目的を説明できる(知
識・理解)

予防的支援の必要性を説明できる(知識・理解)

対象者の生活に着眼した支援が展開できる(技能)

住民（家族）を対象とした家庭訪問について、支援の方向性を
決定し、実施し、評価することができる(技能)

住民（集団）を対象とした健康教育について、支援の方向性を
決定し、実施し、評価することができる(技能)

自己決定権を尊重して保健指導を行う姿勢が身に付いている
(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

演習をスムーズに進めるために、保健指導の理論や方法は勿
論、提示された事例を理解し、分析するために必要な専門知識
について調べておく。また、演習終了後は、それらの専門知識
と演習内容を結び付けて理解を深めるようにする。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１.評価基準
１）定期試験
公衆衛生看護活動で健康課題の解決や疾病予防を目的とした保
健指導に関する考え方、方法論について基本的理解ができてい
るかを評価の基準とする。
２）演習課題（グループ・個人）や演習態度
演習課題とした保健指導技術を用いた家庭訪問計画の立案、実
施、評価のプロセス及び健康教育の企画、実施、評価のプロセ
スを評価する。提出課題は、十分な情報収集をし、そのデータ
に基づいて個人あるいはグループでの見解を明確にすることが
できたかを評価基準とする。演習時に積極的に取り組む姿勢や
グループワークへの積極的な参加・協力態度についても随時評
価表で評価する。
２.評価方法と割合　
定期試験60％、演習・課題レポート30％（グループ20％、個人
10％）、演　習態度10％

◎－－－　テキスト　－－－◎

金川克子編最新保健学講座　公衆衛生看護学概論　メジカ
ルフレンド社2017年 3100円　ISBN978‐4‐8392‐2179‐
9c3347
村嶋幸代編　最新保健学講座　公衆衛生看護支援技術：メ
ジカルフレンド社2017年 4300円：ISBN978‐4‐8392‐
2180‐5c3347

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

適宜演習レポートの提出を求める。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．公衆衛生看護活動とは（原田）　
　・保健師が行う保健指導の展開方法と技術
２．家庭訪問とは（原田）
　・保健師が行う家庭訪問の展開
３．家庭訪問演習（原田）
　・オリエンテーション/事例提示
　・事例に関する情報収集/アセスメント
４．家庭訪問演習（原田）
　・家庭訪問計画の作成
５．家庭訪問演習（原田）
　・ロールプレイ学習
６．家庭訪問演習（原田）
　・ロールプレイ学習
７．家庭訪問演習（原田・長谷川・馬場）
　　ロールプレイ発表会
　　家庭訪問の評価
８.健康教育とは(長谷川）
９．健康教育演習(長谷川）
　・オリエンテーション/テーマ提示
　・テーマに関する情報収集
10．健康教育演習(長谷川）
　・健康教育指導案の作成
11．健康教育演習(長谷川）
　・健康教育媒体の作成
12．健康教育演習(長谷川）
　・健康教育媒体の作成
13．健康教育演習(長谷川）
　・ロールプレイ学習
14．健康教育演習(長谷川）
　・ロールプレイ学習
15．健康教育演習（長谷川・原田・馬場）
　・ロールプレイ発表会
　・健康教育の評価



2019-802000F060-01公衆衛生看護活動論Ⅲ

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

馬場　みちえ、原田　春美、長谷川　珠代

◎－－－　概要　－－－◎

　授業は講義と演習で構成される。演習は少人数のグループで行う
ため積極的な参加と協力が必要である。
　講義においては、健康と健康の決定要因（生物学的、物理的、社
会文化的、政治経済的要因）の関連や、これらが複雑に相互作用し
ながら個人の健康レベルを決定することを最新の知見をもとに概説
する。また、集団に対する健康支援が、地域診断をもとにした計画
立案、実施、評価の一連のプロセスによって行われることを、公衆
衛生看護分野における実際の健康支援プロセスを紹介しながら講義
する。
　演習では、地域診断の理論としてコミュニティーアズパートナー
モデルを使用し、既存の統計資料や地域の情報を活用しながら実際
に地域診断を行う。
　保健師の経験を踏まえ、地域全体の健康を向上するために必要な
要因をつないで考える能力を養えることと、ソーシャルキャピタル
の考え方をもって地域での保健師活動の情報収集・計画・実行・評
価できる視点をもてるよう講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．人の健康が個人要因に加え、様々な環境要因によって影響され
ることを理解し、内容を具体的事例で説明することができる。(知
識・理解)

２．保健活動に必要な地域診断の理論と技術を修得する。(知識・
理解)

３．既存の統計資料の収集や住民インタビューを通して、地域特性
や地域に住む人々の健康状態を把握・分析し、健康課題の特定と優
先度の決定を行う。 (知識・理解)

４．地域診断の結果をもとに保健活動計画が立案され、実施、評価
がなされる集団健康支援の一連のプロセスを理解する。 (技能)

５．公衆衛生看護管理・健康危機管理・地域ケアシステムづくり、
多職種連携における保健師の役割を理解する。 (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　適宜、授業到達目標に沿って学習課題を提示する。学習課題につ
いては、各自で情報収集を行い、指定された様式に内容を整理し、
期限内に提出すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

①評価基準
　　定期試験に関しては、地域診断の理論と技術、対象別に収集す
べき
　統計資料やデータを分析し、健康課題の抽出と優先度の決定およ
び計
　画立案と評価について理解し、明確に記述しているかを評価の基
準と
　する。提出課題に関しては地域診断の方法やプロセスについて、
理解した
　ことや自ら情報収集を行い学習した内容を記述しているかを評価
の基
　準とする。グループワークに関しては、参加度や役割遂行状況を
評価の基
　準とする。
②評価方法　定期試験、提出課題、グループワーク内容
③評価の割合　定期試験50％、提出課題30％、グループワーク内容
20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

平野かよ子編、最新保健学講座　公衆衛生看護管理論、メ
ヂカルフレンド社、2015年、本体3,300円：
ISBN978-4-8392-2175-1

◎－－－　参考書　－－－◎

コミュニティアズパートナー　地域看護学の理論と実際　
ISBN 978-4-260-33246-0
2年次「公衆衛生看護学Ⅰ」のテキスト

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

自分が暮らす街、実家など、住んでいる街を時には乳児の
母のつもりで、時には高齢者のつもりで歩いたり、広報誌
にも目を向けて地域で何が行われて、どこに人は集まるか
を常に意識して生活してみること。また、地区踏査時は、
現地への旅費に関して相応の負担が必要である。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１．公衆衛生看護活動における地域診断とは（馬場）
２．地域診断の過程（馬場）
３．地域診断を生かした看護活動の実際（馬場）
４．事業計画と予算、評価、公衆衛生看護管理（馬場）
５．地域診断演習１：既存資料からの情報収集（馬場）
６，７．地域診断演習２：地区踏査による情報収集（馬
場）
８．地域診断演習３：アセスメント（馬場）
９．地域診断演習４：課題の検討（馬場）
１０．地域診断演習５：健康課題の抽出（馬場）
１１．地域診断演習６：追加すべき情報の検討（馬場）
１２．地域診断演習7：発表会準備（馬場）
１３．地域診断演習8：発表会（馬場・原田・長谷川）
１４．健康危機時の管理（馬場）
１５．地域ケアシステムづくりのポイント、まとめ（馬
場）



2019-802000D421-01成人看護学実習Ⅱ

 期別：集中前期　　単位数：3　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：集中前期　　試験時間割：定期試験なし　　

牧　香里、宮林郁子・岩永和代・浦綾子・緒方久美子・石橋曜子

◎－－－　概要　－－－◎

成人・老年期にある慢性的な疾患を持つ患者とその家族が、病ととも
に生きていく姿を捉え、様々な療養の場において自身の生活を調整・
再構築するための個別性のある看護を実践する。
1.慢性期の患者の援助に必要な知識と技術をシミュレーション学習を
通して　学ぶ。
2.外来通院中の患者とその家族の受診に同行し、健康問題を持つ患者
とその家族の生活についてインタビューの実施および治療場面の見学
を行う。
3.慢性期で長期コントロールを必要とする患者/リハビリテーションを
必要と　する患者/緩和ケアを必要とする患者を受け持ち、対象に応
じた看護過程を　展開する。
4.実習カンファレンスを行い、受け持ち患者の看護過程の検討や看護
実践上　の問題について話し合い、よりよい看護を考える機会とす
る。

　実習では、臨床での看護実践の経験豊富な教員が、実習指導者と協
力して「知識」「技術」「態度」面の指導に関わる。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健康問題をもつ患者ととその家族の生活を理解し、外来における支援
と看護の継続性が説明できる。(知識・理解)

患者およびその家族と援助的な人間関係が成立できる。(技能)

慢性期における倫理的な問題を理解し患者の権利を尊重する。(態
度・志向性)

患者を身体的・心理的・社会的側面から全人的に理解できる。(知
識・理解)

慢性的な疾患をもつ患者の病態・検査・治療過程を説明できる。(知
識・理解)

慢性期の様々な健康状態にある患者とその家族の健康問題を明らかに
し、長期コントロールを必要とする患者/リハビリテーションを必要
とする患者/緩和ケアを必要とする患者の看護を展開することができ
る。(技能)

医療チームにおける看護の役割を理解し、チームメンバーとしてふさ
わしい行動をとる。(技能)

カンファレンスに積極的に参加し、実習における各自の学びを共有す
る。(態度・志向性)

実践した看護を振り返り、意味づけし、自己の今後の課題を見出す。
(技能)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

実習オリエンテーション時に実習全体に関する学習課題を提示する。
事前学習したものは項目ごとにファイリングしておく。実習期間中
は、学生の実習内容や学習状況に応じて、病棟実習終了後に担当教員
による個別指導を行う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

到達目標の達成度を成人看護学実習Ⅱの評価表に沿って評価し、60点
以上の評価を得た者を合格とする。ただし、出席回数が実習時間の4
分の3に満たない場合、原則として成績評価を受けることができな
い。
受け持ち患者への看護の展開・実習記録70％、カンファレンスへの参
加状況、実習への取り組み・態度15％、看護の振り返り（課題レポー
ト）15％を目安として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

慢性期の成人看護、終末期の成人看護で使用した以下のテ
キストを使用する。
鈴木志津江/藤田佐和編集　慢性期看護論第２版
NOUVELLE HIROKAWA 2010年　2600円
ISBN9784861740237
緩和・ターミナルケア看護論　第２版　2012年2200円　
NOUVELLE HIOKAWA　ISBN 978-4861740442
T.ヘザー・ハードマン、上鶴重美　原著編集　NANDA-Ⅰ
看護診断　定義と分類　2015-2017 医学書院 2015年 3000円
　ISBN 978-4-260-02088-6

◎－－－　参考書　－－－◎

慢性疾患患者の看護　ISBN 978456758532
リハビリテーション看護論　ISBN 978486174-014

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

1.実習開始までに履修した専門科目の講義内容について復
習しておく。
2.臨床の場にふさわしい身だしなみ・態度・行動をとる。
3.受け持ち患者の状態に応じて日々学習を行う。看護学生
として自覚を持ち患者への責任を果たす。
4.患者教育の実施では、必ず教員と実習指導者のチェック
を受ける。パンフレットを作成する際は早目に準備し、患
者に渡す際には師長の許可を得る。
5.生活や心身の健康管理を十分に行い、実習に臨む。
6.提出物は実習要項で指示された体裁を整え、期限厳守で
提出する。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.実習期間：3週間
2.実習場所：
　　福岡大学病院
　　福大筑紫病院
3.実習のすすめ方（詳細は実習要項参照）
実習第1週：
・実習オリエンテーション
・シミュレーション学習
・外来実習（2日間）
・病棟オリエンテーション、実習に関する看護技術演習
実習第2・3週：病棟実習
・慢性期の患者を受け持ち、看護過程の展開を行う
・週2回程度カンファレンスを開催する
・最終日は実習のまとめを行う



2019-802000D381-01看護研究

 期別：通年　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：演習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
久木原　博子、他

◎－－－　概要　－－－◎

　前期は看護学領域から看護の発展及び看護実践上における技術
開発や、エビデンスに基づいた看護を追及するための研究テーマ
を決める。研究テーマの探索や科学的に研究を進めていくため
に、文献レビューの必要性を理解し、系統的文献レビューを実施
する。また、研究テーマについて倫理的配慮を行い、研究デザイ
ンや方法を選択し、研究計画書を立案する。研究テーマによって
担当教員を決定する。担当教員の指導のもとに主体的に学習し研
究計画書を作成する。
　後期は立案した研究計画に沿って担当教員の指導のもと、研究
を自律的、積極的に実施する。実施にあたっては計画性・科学
性・創造性・倫理性を重視する。また、個別的な学習やグループ
内でそれぞれの研究について討議し、研究への理解を深める。さ
らに、中間発表や最終発表によってプレゼンテーションの方法お
よび論文・抄録の書き方を学習する。
　尚、研究計画書、抄録、論文などの成果物は個別に作成し、提
出する。看護研究発表会における発表についても個別に行う。
　病院での勤務経験、研究の実務経験を活かし、実際に携わった
事例を参考に研究に必要な知識について支援します。

◎－－－　到達目標　－－－◎

研究テーマを探索し、決定できる。(知識・理解)

研究デザインの特徴を理解しデザインを選択できる。(知識・理
解)

具体的で実践可能な研究計画を立案し、研究計画書を作成でき
る。(知識・理解)

研究計画案のプロセスで文献検索し活用できる。(技能)

研究計画に基づいて正確に研究データの収集ができる。(技能)

収集した研究データの分析ができる。(技能)

研究論文としてまとめることができる。(知識・理解)

研究の抄録を作成することができる。(知識・理解)

研究結果を発表することができる。(態度・志向性)

研究プロセスにおいて倫理的配慮ができる。(態度・志向性)

研究プロセスにおいて主体的、自律的、創造的に取り組むことが
できる。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　適宜、指導教員の指導を受け、研究計画にそって自主的に進め
る。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　評価表に基づき、研究テーマの探索、研究デザインの決定、研
究計画書の作成、データの収集と分析、研究論文や抄録の作成、
研究成果の報告、研究プロセスにおける倫理的配慮、演習参加態
度を含めた研究への取り組み姿勢などについて看護研究指導教員
が総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

なし

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

研究計画書を立案し自律的に進めること。
先行研究の論文（文献）をよく読むこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.看護研究の倫理に関する事前講義
2.ガイダンス
　 ゼミ、中間発表、研究発表、成績評価、抄録、　　看護
研究ワーキンググループについて
3～25.看護研究ゼミ
　　個々の課題に基づき、研究計画書の立案、
　　データの収集と分析、論文と抄録の作成
26～30.看護研究の成果発表
　　発表会（学会形式にて実施）、研究論文と
　　抄録の提出

＊担当教員
大倉義文、兼岡秀俊、木村裕美、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



2019-802000D452-01総合実習

 期別：集中前期　　単位数：2　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
宮城　由美子、他

◎－－－　概要　－－－◎

　各領域の隣地実習で獲得してきた看護実践能力をさらに高め拡大
することを目的に、主体的・創造的な実習を行う。それにより既習
の知識と技術の統合を図るとともに看護の役割と専門性、事故の看
護観に対する考察を深め、看護を統合的・探求的に学ぶ。助教以上
の教員が、各領域における専門職(看護師・助産師・保健師・養護
教諭）の臨床経験を活かし臨地実習指導を行う。
１、１つの実習領域を選択し実習する。
２、総合実習の目的・目標にそって、主体的に自己の取り組む課題
と学習計画　　を設定し、実習領域の担当教員と相談しながらすす
める。
３、各実習領域の目的・目標・実習場所・実習展開については、実
習要項を参　　照の上、オリエンテーションに必ず出席し理解を深
める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

総合実習で対象とする人を全人的に捉え、対象の特殊性・個別性を
説明できる。(知識・理解)

課題を解決する実習を行った結果を考察し、求められる看護の役割
を説明できる。(知識・理解)

課題に関連する看護の専門知識に関する内容を包含して実習計画を
立案できる。(知識・理解)

実習でかかわる人々とコミュニケーションをとり、良好な人間関係
を形成し看護実践できる。(技能)

隣地実習の場や状況に対応して計画した援助の修正をして看護実践
ができる。(技能)

実習領域でのチームの一員として協働する場において自身の役割を
自覚した行動ができる。(技能)

課題に関連する内容について学習し実習計画作成に主体的に取り組
むことができる。(技能)

看護専門職者として生命や人間の尊厳や擁護する姿勢を看護実践時
に態度として示す。(態度・志向性)

実習計画や実習の成果をまとめるにあたり、看護の諸理論や文献を
活用し主体的・継続的に学習する姿勢が身についている。(態度・
志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・学習計画に基づいて、実習前の学習ならびに看護技術練習を担当
教員と相談　しながらすすめ、十分な準備をして実習に臨む。
・自己の実習課題を明確にして実習計画を立案し、実習の場との事
前調整を行　うための準備を行う。
・実習中、および終了後は十分なリフレクションを行う。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１、実習内容および課題レポートにより総合的に評価する。
２、評価基準
　１）実習内容では、①本実習で取り組む自己の課題を探求し、明
確に述べる　　　ことができるか、②実習方法を計画立案し、その
計画に沿って看護実践　　　を行うことができるかを評価基準とす
る。
　２）課題レポートでは、事前学習や実習での体験をもとに理論及
び文献を活　　　用して実習の成果をまとめ、自己の看護に対する
見方・考え方を深める　　　ことができるかを評価の基準とする。

◎－－－　テキスト　－－－◎

総合実習要項

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

１、必ず実習オリエンテーションに出席し、主体　　的に
学習を行い、指定日までに教員と相談し　　て学習計画及
び実習計画を提出すること。
２、実習中は掻く実習施設の指導者、担当教員と　　相談
しながら実習をすすめること。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１、４月初旬　オリエンテーション

２、４月以降～６月
　　自己の課題と学習計画の設定・提出
　　実習領域の担当教員との連絡・相談、事前準　　備

３、７月　実習（２週間）
　　実習は４月に決定する各実習領域で実践

４、実習終了後、課題レポート提出

※「総合実習」における担当教員は、以下のとおりです。

木村裕美・久木原博子・塚原ひとみ・中島恵美子・原田春
美・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
政みゆき・吉川千鶴子・有田久美・黒髪恵・坂梨佐織・牧
　香里・松本祐佳里・池田智・石橋曜子・上野珠美・大村
由紀美・古賀　綾・藤原悠香



2019-802000E050-01感染看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　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　３時限　　

宮城　由美子

◎－－－　概要　－－－◎

　病院や施設内感染防御に必要なスタンダードプリコーショ
ン、感染予防技術について概説する。さらに看護専門領域とし
て、その活躍や期待されるインフェクションコントロールナー
スの役割について解説する。既習の日ごろよく見られる感染症
とその対策については、グループワークにより知識の定着を図
る。また看護師国家試験の必修問題である「感染看護」に関す
ることも概説する。臨床における看護師としての実務経験をい
かし、感染の基礎的知識を解説する。またゲストスピーカーと
して、感染看護認定看護師による医療機関・地域における感染
看護の実際を講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

感染防御機構のしくみについて述べることができる。(知識・
理解)

感染症とその対策の基本について述べることができる。(知
識・理解)

感染経路別、感染予防について述べることができる(知識・理
解)

医療機関における看護師の役割と活動の実際について述べるこ
とができる。(知識・理解)

耐性菌、薬害など社会的問題における看護師の役割について考
えることが出来る。(態度・志向性)

感染症対策の知識が自分自身の身を守り、倫理観に基づいて患
者の安心、安全を守ることになることに関心を示すことができ
る。(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

１、グループワークにより、テーマに即した発表資料をまとめ
ておくこと（90分）。
２、提示する課題レポートを、最終講義終了１週間後に提出す
ること（90分）。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１，感染対策に関する基本的な知識と理解について定期試験に
て評価する。(80％)
２，グループワークにより、グループ内での成果をまとめ、適
切な資料を作成し、発表できることを評価基準とする。
(10％）
３、倫理観に基づいた感染対策について3文献以上活用し自分
の見解を記述できていることをレポートの評価基準とする。
(10％)

◎－－－　テキスト　－－－◎

大口　祐也；看護の現場ですぐに役立つ　感染症対策のキ
ホン、秀和システム【ISBN978-4-7980-4896-3】1500円

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

授業の順番は変更する可能性あり
グループワークでは積極的な発言が求められます。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１，感染症の基礎知識①
２，感染症の基礎知識②
３，よくみられる感染症とその対応①
　　グループワークでの成果プレゼンテーション
４，よくみられる感染症とその対応②
　　グループワークでの成果プレゼンテーション
５，医療機関における感染管理認定看護師の役割と活動の
実際①
６，医療機関における感染管理認定看護師の役割と活動の
実際②
７，地域、在宅における感染管理認定看護師の役割と活動
の実際
８，これからの感染看護の課題と展望



2019-802000E060-01先端医療と看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・２時限　　試験時間割：2020/01/16　５時限　　

緒方　久美子、兼岡　秀俊

◎－－－　概要　－－－◎

　わが国の先進医療の概要を理解し、iPS細胞や遺伝子治療と
いった先端医療の現状を学ぶ。また先端医療を受けることによ
る患者・家族に関する倫理的課題と看護の方法を学ぶ。臓器移
植を受ける患者や集中治療を受ける終末期患者とその家族への
看護のあり方を学ぶとともに、他職種との連携についても学習
する。授業は先端医療の現場での経験が豊富な教員が担当し、
方法は講義・ディスカッションにて進める。

◎－－－　到達目標　－－－◎

1.わが国における先端医療の概要を説明できる。(知識・理解)

2.iPS細胞による先端医療について、自分の言葉で説明できる。
(知識・理解)

3.遺伝子導入修復改変について、自分の言葉で説明できる。(知
識・理解)

4.先端医療における倫理課題と支援の必要性を理解できる。(知
識・理解)

5.臓器移植を受ける患者・家族の特徴を理解し、QOL向上を目
指した看護の方法を理解できる。(知識・理解)

6.集中治療を受ける終末期患者家族の特徴を理解し、看護のあ
り方を説明できる。(知識・理解)

7.先端医療に関わる多職種との連携方法を理解できる。(知識・
理解)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　既習科目であるからだの構造と機能、疾病の成り立ちと回復
の促進、薬のはたらき、からだの防御のしくみ、急性期の成人
看護、慢性期の成人看護、終末期の成人看護に関する知識を前
提として授業を進める。日々主体的に先端医療に関する情報を
集め、自分なりの考えをもって授業に臨むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

　わが国の先端医療の特徴、iPS細胞による先端医療、遺伝子
導入修復改変、先端医療の孕む倫理問題および臓器移植を受け
る患者・家族の特徴と看護に関する知識を問う定期試験を
80％、先端医療を受ける患者・家族に関する自分の考えを述べ
るレポート課題を20％として総合的に評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

　特に指定しない。講義資料を配布する。

◎－－－　参考書　－－－◎

いのちを伝える臓器移植看護　ISBN 978-4-8404-1797-6
適宜講義中に紹介する。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　授業中の私語や不要な教室への出入りは他の学生の迷惑
になるのでしないこと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.わが国の先端医療の概要（緒方）
2.iPS細胞による先端医療（病因の解明、病態の再現、移植
治療、創薬）（兼岡）
3.遺伝子導入、遺伝子修復、遺伝子改変（兼岡）
4.先端医療の孕む倫理問題（兼岡）
5-6.臓器移植と看護（緒方）
7.移植コーディネーターの役割と実践（緒方）
8.集中治療を受ける終末期患者家族への看護の実際（緒
方）



2019-802000E090-01リハビリテーション看護

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：水・３時限　　試験時間割：2020/01/16　４時限　　

宮林　郁子、岩永　和代　久木原　博子　古賀　佳世子

◎－－－　概要　－－－◎

リハビリテーションとは脳卒中後遺症や廃用症候群などで障害
を受けた機能を再び訓練により障害前の状態に回復させること
をいう。そしてリハビリテーション看護の目標は、他職種（医
師、理学・作業療法士、言語療法士など）と連携しながら障害
を持つ人のセルフケアの再構築を促すことである。この科目で
は脳卒中の後遺症である運動機能障害、高次機能障害、嚥下障
害を中心にリハビリの視点での評価や介入を通してリハビリ看
護の役割について学ぶ。
　講義はリハビリテーション領域で臨床経験が豊富な看護教員
ならびに実務者がそれぞれの専門領域での実践を通して行う。

◎－－－　到達目標　－－－◎

リハビリを必要とする患者の疾病だけでなく、社会的、霊的な
側面から理解できる知識を学び、その人らしく生きるとはどの
ようなことであるかについて説明できる(知識・理解)

国内外の疾病、治療の動向を学び、その中で看護の役割を説明
できる(知識・理解)

正確なアセスメントを基にどのような看護介入が考えられる
か、その知識を理解し、身につける(知識・理解)

リハビリテーション看護認定や回復期リハビリテーション専門
看護師とはどのような役割をもち、活躍できるのかを考える姿
勢がとれる(態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

・テキスト・参考書等を使用し、毎授業の事前・事後学習を1
時間30分程度行　うこと。特に、各講義中に提示された重要な
トピックスについてはノートに
　まとめる等、復習を1時間程度かけて行うこと。
・上記以外に適宜提示する課題に取り組むこと。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

・リハビリテーションの意味と意義を理解し、自分の言葉で表
現することができる。また、運動機能、高次機能障害、嚥下障
害を理解し、それぞれの評価と介入計画を立案することができ
る。
・リハビリ看護師の役割について説明でき、正確に記述するこ
とを基準とする。
　以上のことを踏まえて、定期試験(70％)、提出レポート
(30％)で評価する。

◎－－－　テキスト　－－－◎

セルフケアの再獲得　(著者)安酸 史子(編)、鈴木純恵(編)、
吉田澄恵(編)/(出版社)メディカ出版/(ISBN)
9784840441285 /2017/3600円＋税
リハビリナース別冊セルフケア再構築の成功事例から学ぶ
　(著者)日高艶子 監修/(出版社)メディカ出版/(ISBN)
9784840436533/2011/2800円+税

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

スケジュールは入れ替わることがあるので注意をしておく
こと。

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.ガイダンス、リハビリテーションの定義、目標　（宮
林・岩永）
2.リハビリテーション看護の歴史、目標およびリハビリ看
護の専門性、脊髄損傷患者の看護（宮林）
3.運動機能障害の評価と介入（久木原）
4.嚥下障害の評価と介入（岩永）
5.高次機能障害の評価と介入１（宮林；ゲストスピー
カー）
6.高次機能障害の評価と介入２（宮林・古賀）
7.症例検討（宮林・岩永）
8.まとめ　（宮林・岩永）



2019-802000F030-01健康政策論

 期別：後期　　単位数：1　　開講年次： 4 　　授業形態：講義　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：有り　　
 授業時間割：後期：木・３時限　　試験時間割：2020/01/20　５時限　　

馬場　みちえ

◎－－－　概要　－－－◎

行政における保健医療福祉活動の法的、科学的根拠のある健康
政策の意義、ねらい政策策定プロセスから評価過程を学び、行
政での実践例による地域の健康問題解決方法を理解する。さら
に地域の健康問題を改善するために施策化の必要性を理解し、
住民組織の主体的活動を支援する方法を学ぶ。
講義においては、健康とは、政策とはについて概略を説明し、
我が国が置かれている健康課題の現状について概説する。現在
必要とされているヘルスプロモーションやヘルスリテラシーな
考え方について講義する。そのうえで、最近の健康政策のト
ピックスの企画、立案、実施方法について理解し、さらに他職
種との役割の違い、連携、チームで考えることができるよう、
具体的な事例で講義する。学生自身再度「健康とは」「健康政
策に結び付けるには」が考えることができるようすすめてい
く。
行政保健師の経験を踏まえ、健康にかかる政策がどのように立
案、施策化、法律化、周知、活動の流れがあるのか、保健医療
福祉活動がどのように動いているのか、今後の人々の健康がど
う変わっていき、どのような状態がいいのかについて視点を持
つことができるよう講義する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

健康とは何か、社会保障と健康政策とは何かについて理解でき
る(知識・理解)

保健医療福祉分野でのヘルスプロモーション活動実践に役立て
ることを目的とした人々の健康課題を解決するための科学的根
拠を理解できる(知識・理解)

現代の社会情勢とともに変化してきている健康政策、施策化の
必要性について理解できる(知識・理解)

保健医療福祉の場における健康政策としての多職種での協働連
携について理解できる(知識・理解)

健康政策に活かしていくための方法について学び、これからの
健康政策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)　－－－◎

今までに学んだ知識を応用して考察する場面が多い。
よって既習した内容（保健医療福祉行政論、各看護学実習等で
学んだこと、公衆衛生看護学関連科目）を復習をして講義に臨
むこと。
講義後の事後学習で再確認すること。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

地域における保健医療福祉活動の法的制度について理解できて
いるかどうか、健康政策が科学的根拠に基づいており、意義、
ねらいとともに政策策定プロセスから評価過程が理解できてい
るかどうかを課題レポート(個人）、定期試験で評価する。
地域のあらゆる健康問題と施策化の必要性を理解し、住民組織
の主体的活動を支援することが理解できているかどうか、これ
からの健康施策を考えることができているかどうかを課題レ
ポート（個人）で評価する。
課題レポート(個人） 　　　　20％
定期試験　　　　　　　　　　80％

◎－－－　テキスト　－－－◎

厚生労働統計協会、国民衛生の動向　2500円2018-2019版
　9784875117773

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

レポートではこれまでに既習した学習内容を踏まえて作成
する

◎－－－　授業計画　－－－◎

1.日本の健康政策における意義
　　健康政策とは、社会保障とは
2.日本の保健医療福祉に関する目的と法律―
　　健康とは、我が国がおかれている健康課題
3.日本における保健医療福祉政策１
　　ヘルスプロモーションとヘルスリテラシー
4.日本における保健医療福祉政策２
　　地域包括ケアシステム
5.国、県、市町村における健康政策の企画・立案
　施策化
6.科学的根拠を活かした公衆衛生看護活動
7.健康政策からみた多職種との協働連携と公衆衛生看護活
動の実際
8.保健医療福祉の場における看護職の役割



2019-802000F070-01公衆衛生看護学実習

 期別：通年　　単位数：5　　開講年次： 4 　　授業形態：実習　　実務経験：有り　　科目水準：上級　　試験実施：無し　　
 授業時間割：通年　　試験時間割：定期試験なし　　

馬場　みちえ、原田　春美、長谷川　珠代

◎－－－　概要　－－－◎

　本実習では、あらゆる発達段階，健康レベルにある個人、家
族、集団、組織、さらにはそれらを含む地域を対象とした健康
の保持増進、疾病の予防と回復を目指す公衆衛生看護活動とそ
れらを担う保健師の役割や支援方法について、保健所や市町村
等の行政機関における保健活動に実際に参加し、学内で学んだ
ことと結びつけながら理解を深める。また、行政機関で展開さ
れている制度の活用やニーズの施策化を跡づけることを通し
て、その必要性や難しさ、実際のプロセスについて理解を深め
る。
　保健師経験を踏まえ、保健師の活動そのものとその考え方、
あり方について理論と実際の理解が深められるよう指導する。

◎－－－　到達目標　－－－◎

１．地域を構成する人々の健康状態と地域の特性を連動させて
アセスメントし、地域の健康課題に対するPDCAの展開を理解
する。 (知識・理解)

２．地域の健康の保持増進、疾病の回復と予防をねらいとした
地域ケアシステムについて理解する。(知識・理解)

３．地域の健康課題の解決や健康増進能力を高めるための公衆
衛生看護活動の実際を理解し、保健師の役割を理解し、指導に
より実践できる。 (技能)

４．実習地域の地区診断を行うとともに、対象に即した健康教
育を実践できる。 (技能)

５．実習に関する個人情報を保護し、真摯な態度で積極的に実
習に臨むことができる。  (態度・志向性)

◎－－－　授業時間外の学習(予習・復習)　－－－◎

　実習前には、公衆衛生看護学ノートの作成と実習テーマの設
定それらにそった公衆衛生看護学の授業の復習、コミュニ
ティ・アズ・パートナーモデルを用いた地区診断の充実、実習
テーマの準備等を行っておく。

◎－－－　成績評価基準および方法　－－－◎

１．評価基準
　１）実習態度については、実習や事前事後学習に主体的に取
り組んでいるか、カンファレンスで積極的に発言しているか、
個人情報について配慮しているか等を評価の基準とする。
　２）実習課題については、①記録は実習要項の目的目標を理
解し、公衆衛生看護活動やその中での保健師の役割・地域ケア
システム・公衆衛生管理や危機管理体制等に関する実習中の体
験や学びを自分の言葉で適切かつ明確に記述しているか、②地
域や対象の特性をとらえた効果的な健康教育計画の立案と実施
ができているか、③地域住民と地域そのものをアセスメントし
てその健康課題と考え得る支援方法を明確に述べているか、④
実習テーマの設定とその理由および実習テーマに関する学びに
ついて適切かつ明確に述べているか、⑤公衆衛生看護学ノート
での事前課題への取り組み、⑥提出期限が守られているか等を
評価の基準とする。
２．評価方法　実習課題、実習態度を総合的に評価する。
３．評価割合　実習課題80％、実習態度20％

◎－－－　テキスト　－－－◎

公衆衛生学、公衆衛生看護学総論、公衆衛生看護活動論
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、健康行動科学入門、健康行動科学方法論、疫
学・保健統計のほか、専門分野で使用したテキストを十分
に活用し、実習すること。

◎－－－　履修上の留意点　－－－◎

　学外での実習であり、学生は住民や利用者から社会人と
みられるため、よりいっそう相応しい言葉使い、服装、マ
ナー、時間厳守が求められる。実習態度も評価されるので
留意してほしい。

◎－－－　授業計画　－－－◎

１.実習期間：５週間

２．実習場所：保健所とその管轄市町村、政令指
　定都市、中核市等の行政機関

３．スケジュール
　各実習施設で異なるので、実習オリエンテーションで説
明する。


