
開講時期 ２年次前期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：医師　実務経験者

回 方法 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 講義　 試験

受講上の
注意

参考文献

まとめ

講義

講義

講義

授業目標

講義で学習したことについて教科書・参考資料をしっか
り読んで復習し、繰り返し学習により、自分自身のもの
としてください。

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　脳・神経（医学書院）　

評価方法

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　運動器（医学書院）
使用する
テキスト

疾患の理解
１．脳疾患　　　　　２．脊髄疾患
３．末梢神経障害　　４．神経・筋疾患
５．脱髄・変性疾患　６．脳・神経系の感染症

【運動器】
医療の動向と看護・患者の特徴
症状とその病態生理
診断・検査と治療・処置

疾患の理解
　Ⅰ外傷性（外因性）の運動器疾患
　　　１．骨折　　２．脱臼　　３．神経の損傷
　　　４．筋・腱・靭帯などの損傷

　Ⅱ内因性（非外傷性）の運動器疾患
　　　１．先天性疾患　　２．骨・関節の炎症性疾患
　　　３．骨腫瘍および軟部腫瘍　４．脊椎の疾患

（脳神経）
１．脳・神経系において正常機能が破綻して生じるさまざまな
　　症状の種類・特徴とその病態生理が理解できる。
２．脳・神経系の疾病の診断方法、検査法、治療法について
　　理解する。
（運動器）
１．運動器系において正常機能が破綻して生じるさまざまな
　　症状の種類・特徴とその病態生理が理解できる。
２．運動器系の疾病の診断方法、検査法、治療法について
　　理解する。

山家　滋（脳・神経）・
小倉医療センター医師

（運動器）

事前学習内容

授業参加や課題、筆記試験を総合的に評価　　試験配分：脳・神経系（50％）運動器（50％）

科目名
疾病と治療Ⅰ

（脳・神経／運動器）

講義担当者

事前学習は特に指示はありませんが、毎回の講義内容の復習を重ねることを大事にします。

人体の構造と機能をふまえ、脳・神経系/運動器系に
発生する疾病のしくみ、主な疾病の症状や病態生理、
検査の方法、治療法に関する基礎的知識を習得する。

科目のねらい

【脳・神経】
医療の動向と看護・患者の特徴
脳・神経系の構造と機能
症状とその病態生理
診断・検査と治療・処置

講義

この講義は２年次の受講時期となるため、１年次に学習したことをふまえ、基礎分野、専門基礎分野

DPとの関連 での既習内容からに理解を捉え、医療従事者を目指すための関係を築く力（倫理）、考え抜く力

（シンキング）、チームで働く力（協働）、探求する力（成長）と結びつけて構成しています。

学習内容と成果



開講時期 ２年次前期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：医師　実務経験者

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3

4

5

6

7

8 講義

9 講義

10 講義

11

12

13

14

15 試験

受講上の
注意

参考文献

評価方法

使用する
テキスト

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　呼吸器（医学書院）

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　循環器（医学書院）

気道疾患の病態・診断と治療

肺がんの病態・診断と治療

の既習内容からに理解を捉え、医療従事者を目指すための関係を築く力（倫理）、考え抜く力（シンキング）、

チームで働く力（協働）、探求する力（成長）と結びつけて構成しています。

人体の構造と機能をふまえ、呼吸器系、循環器系に
発生する疾病のしくみ、主な疾病の症状や病態生
理、検査の方法、治療法に関する基礎的な知識を学
ぶ。

呼吸器感染症の病態・診断と治療

学習内容と成果

【呼吸器】
 呼吸器系の主な疾患の①病態生理②症状③診断④治療につき、その概要
を習得する。呼吸器系に特有な検査ならびに治療手段につき、その概要を習
得する。
【循環器】人体の構造と機能をふまえ、循環器系に発生する疾病のしくみ、主
な疾病の症状や病態生理、検査の方法、治療法に関する基礎的知識を習得
する。
【呼吸器】①呼吸器疾患でみられる症状を習得する。②呼吸器系の検査（特
に呼吸機能検査、血液ガス分析、胸部X線検査、胸部CT、気管支鏡）の基礎
を習得する。③呼吸器に発生する病気のしくみ（感染症、悪性腫瘍、アレル
ギー、喫煙関連疾患、間質性肺炎等）を習得する。④呼吸器に発生する病気
の治療（薬物療法、胸腔ドレナージ、手術、放射線療法）を習得する。
【循環器】①循環器系において正常機能が破錠して生じるさまざまな症状の
種類・特徴とその病態生理が理解できる。②循環器系の疾病の診断方法、検
査法、治療法について理解できる。

（疾患の理解）
 ①虚血性心疾患
 ②心不全
 ③不整脈・血圧異常
 ④弁膜症・心筋疾患
 ⑤先天性心疾患・動脈疾患・静脈疾患

この講義は２年次前期の受講となるため、１年次に学習したことをふまえ、基礎分野、専門基礎分野で

講義で学習したことについて教科書・参考資料をしっかり読
んで復習し、繰り返し学習により、自分自身のものとしてく
ださい。

症状とその病態生理　検査と治療

授業目標

講義

呼吸不全の病態・診断と治療
酸素療法・人工呼吸

DPとの関連

まとめ

講義
間質性肺疾患の病態・診断と治療

胸水貯留をきたす疾患の病態、診断と治療
胸腔ドレナージ

小倉医療センター医師
（呼吸器）

加耒秀隆（循環器）

事前学習内容

【呼吸器】
呼吸疾患でみられる症状
呼吸器の構造、胸部X線写真、呼吸器の機能
呼吸機能検査、動脈血液ガス分析

【循環器】
医療の動向と看護・患者の特徴
循環器系の構造と機能

科目のねらい

授業参加や課題、筆記試験を総合的に評価
呼吸器：授業参加度（35％）終講試験（65％）　【試験配点】呼吸器（50点）　循環器（50点）

科目名
疾病と治療Ⅱ

（呼吸器／循環器）

講義担当者

事前学習は特に指示はありませんが、毎回の講義内容の復習を重ねることを大事にします。



開講時期 ２年次前期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：医師　実務経験者

回 方法 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 試験

受講上の
注意

参考文献
講師による配布資料など
は講義時に紹介する。

評価方法

【消化器】
医療の動向と看護・患者の特徴
消化器の構造と機能
症状・徴候とその病態生理
検査と治療・処置

この講義は２年次前期の受講時期となるため、１年次に学習したことをふまえ、基礎分野、専門基礎分野で

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　消化器（医学書院）

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　内分泌・代謝（医学書院）

学習内容と成果

チームで働く力（協働）、探求する力（成長）と結びつけて構成しています。

講義

内分泌疾患①（視床下部-下垂体前葉疾患・下垂体後葉疾
患）
内分泌疾患②（甲状腺疾患、副甲状腺疾患）
内分泌疾患③（副腎疾患、性腺疾患、消化管ホルモン
産生腫瘍、多発性内分泌腫瘍症、内分泌疾患の救急
治療）

代謝疾患①（糖尿病）
代謝疾患②（脂質異常症、肥満症とメタボリックシンド
ローム、尿酸代謝異常）

講義

（疾患の理解）
①食道の疾患　　　　②胃・十二指腸疾患
③腸および腹膜疾患　④肝臓・胆嚢の疾患

【内分泌・代謝】
機能と構造
症状とその病態生理・検査総論

まとめ

講義

授業参加や課題、筆記試験を総合的に評価　　試験配分：消化器（50％）　内分泌・代謝（50％）

科目名
疾病と治療Ⅲ

　（消化器／内分泌・代謝）

講義担当者

事前学習は特に指示はありませんが、毎回の講義内容の復習を重ねることを大事にします。

人体の構造と機能をふまえ、消化器系/内分泌・代謝
系に発生する疾病のしくみ、主な疾病の症状や病態
生理、検査の方法、治療法に関する基礎的知識を習
得する。

既習となる解剖学総論・各論、生理学Ⅰ・Ⅱ、生化学、病理学
などの知識に理解のもとに受講してください。

授業目標

使用する
テキスト

講義

小倉医療センター医師
（消化器／内分泌・代謝）

事前学習内容

科目のねらい

DPとの関連 の既習内容からに理解を捉え、医療従事者を目指すための関係を築く力（倫理）、考え抜く力（シンキング）、

（消化器）
１．消化器において正常機能が破綻して生じるさまざまな症状
    の種類・特徴とその病態生理が理解できる。
２．消化器系の疾病の診断方法、検査法、治療法について
    理解できる。
（内分泌・代謝）
１．内分泌・代謝系において正常機能が破綻して生じるさま
    ざまな症状の種類・特徴とその病態生理が理解できる。
２．内分泌・代謝系の疾病の診断方法、検査法、治療法に
    ついて理解できる。



開講時期 ２年次前期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：医師　実務経験者

回 方法 備考

1

2

3

4

5

6

7

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義 試験

受講上の
注意

参考文献
講師による配布資料などは講義
時に紹介する。

【試験配点】血液・造血（50点）　アレルギー・膠原病・感染症（50点）

④HIV感染症と日和見感染症

使用する
テキスト

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　血液・造血（医学書院）

評価方法

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　アレルギー・膠原病・感染症（医学書院）

講義

講義

小倉医療センター医師(血液・造血器）
尾上泰弘（アレルギー・膠原病・感染症）

事前学習内容

授業参加や課題、筆記試験を総合的に評価　

科目名
疾病と治療Ⅳ

（血液・造血／アレルギー・
膠原病・感染症）

講義担当者

事前学習は特に指示はありませんが、毎回の講義内容の復習を重ねることを大事にします。

講義で学習したことについて教科書・参考資料をしっかり読ん
で復習し、繰り返し学習により、自分自身のものとしてくださ
い。

人体の構造と機能をふまえ、血液・造血/アレルギー・膠原
病・感染症に発生する疾病のしくみ、主な疾病の症状や病
態生理、検査の方法、治療法に関する基礎的知識を習得す
る。

科目のねらい

DPとの関連 の既習内容からに理解を捉え、医療従事者を目指すための関係を築く力（倫理）、考え抜く力（シンキング）、

チームで働く力（協働）、探求する力（成長）と結びつけて構成しています。

学習内容と成果

【血液・造血】
１．血液・造血系において正常機能が破錠して生じるさまざまな症状の種類・特
徴とその病態生理が理解できる。
２．血液・造血系の疾病の診断方法、検査法、治療法について理解できる。

【アレルギー・膠原病・感染症】
１．アレルギー・膠原病・感染症において正常機能が破錠して生じるさまざまな
症状の種類・特徴とその病態生理が理解できる。
２．アレルギー・膠原病・感染症の疾病の診断方法、検査法、治療法について
理解できる。

授業目標

この講義は２年次前期の受講時期となるため、１年次に学習したことをふまえ、基礎分野、専門基礎分野で

【血液・造血】
血液の生理と造血のしくみ
検査・診断と症候・病態生理

疾患と治療の理解
①赤血球系の異常　　②白血球系の異常
③造血器官腫瘍　　　④出血性疾患

【アレルギー・膠原病・感染症】
（アレルギー）
医療の動向と看護・患者の特徴
症状と疾患の理解
①薬物のアレルギー　　②アナフィラキシー

まとめ

（膠原病）
医療の動向と看護・患者の特徴
自己免疫疾患とその機序
症状とその病態生理/検査と治療

疾患の理解
①膠原病　　　②膠原病類縁疾患

（感染症）
感染症とは/感染症の診断
疾患の理解
①消化器感染症　　②中枢神経感染症　　　③敗血症

⑤多剤耐性菌感染症



開講時期 ２年次前期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：医師　実務経験者

回 方法 備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9 講義

10 講義

11 講義

12

13

14

15 試験

受講上の
注意

参考文献
講師による配布資料などは講
義時に紹介する。

評価方法

の既習内容からに理解を捉え、医療従事者を目指すための関係を築く力（倫理）、考え抜く力（シンキング）、

チームで働く力（協働）、探求する力（成長）と結びつけて構成しています。

学習内容と成果

（腎・泌尿器）
１．腎・泌尿器において正常機能が破綻して生じるさまざまな症状の種類・特
徴とその病態生理が理解できる。
２．腎・泌尿器の疾病の診断方法、検査法、治療法について理解する。

（女性生殖器）
１．女性生殖器において正常機能が破綻して生じるさまざまな症状の種類・
特徴とその病態生理が理解できる。
２．女性生殖器の疾病の診断方法、検査法、治療法について理解する。

授業目標

この講義は２年次前期の受講時期となるため、１年次に学習したことをふまえ、基礎分野、専門基礎分野で

永田雅治（腎）・梅津大輔（泌尿器）
小倉医療センター医師（女性生殖

器）

事前学習内容

授業参加や課題、筆記試験を総合的に評価　　　【試験配点】腎（25点）泌尿器（25点）　女性生殖器（50点）

科目名
疾病と治療Ⅴ

（腎／泌尿器／女性生殖器）

講義担当者

事前学習は特に指示はありませんが、毎回の講義内容の復習を重ねることを大事にします。

人体の構造と機能をふまえ、腎・泌尿器/女性生殖器に
発生する疾病のしくみ、主な疾病の症状や病態生理、検
査の方法、治療法に関する基礎的知識を習得する。

科目のねらい

DPとの関連

使用する
テキスト

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　腎・泌尿器（医学書院）

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　女性生殖器（医学書院）

【泌尿器】
　１．泌尿器の構造と機能　②尿管　③膀胱　④尿道　⑤男性生殖器
　２．尿について（症状とその病態生理）
　　Ａ：尿の異常　Ｂ：排尿に関連した症状　Ｈ：疼痛　Ｉ：腫脹・腫瘤　Ｊ：そ
の他の症状
　３．検査と診断　Ａ：診察　Ｂ：検査　尿・分泌物検査　画像検査
　　　経尿道的操作および内視鏡検査　尿流動態検査　生検
　４．治療と処置　内科的治療　手術療法　排尿管理
　５．疾患の理解
　　Ｇ：尿細管機能異常　Ｆ：感染症　Ｊ：尿路の通過障害と機能障害
　　Ｋ：尿路損傷および異物　Ｌ：尿路結石症　Ｍ：尿路・性器の腫瘍
　　Ｎ：発生発育の異常　Ｏ：男性性機能障害　その他

まとめ

講義

講義

【女性生殖器】　医療の動向と看護・患者の特徴
症状とその病態生理
・出血・帯下・疼痛・発熱・下腹部膨満・腫瘤感・外陰部掻痒

【腎】
　１．腎臓の構造と機能　①腎臓
　２．尿について（症状とその病態生理）
　　　Ｃ：浮腫　Ｄ：脱水　Ｅ：循環器系の異常  Ｆ：血液の異常　Ｇ：尿毒症
　３．検査と診断　Ａ：診察　Ｂ：検査　腎機能検査　画像検査
　　　経尿道的操作および内視鏡検査 尿流動態検査　生検
　４．治療と処置　内科的治療　手術療法　透析療法　腎移植
　５．疾患の理解
　　　Ａ：腎不全　Ｂ：ネフローゼ症候群　Ｃ：糸球体腎炎
　　　Ｄ：全身性疾患による腎障害　Ｅ：尿細管間質性腎炎
　　　Ｆ：腎血管性病変

講義

治療・検査　・膣洗浄、タンポン、ダグラス窩穿刺・薬物療法・手術

疾患の理解
１．性分化疾患・半陰陽・性染色体異常
２．臓器別疾患　①外陰の疾患②膣の疾患③子宮の疾患（子宮
がん・子宮筋腫・子宮内膜症・純毛性疾患）④卵管の疾患（子宮
外妊娠）⑤卵巣の疾患（卵巣がん）
３．機能的疾患
①月経異常・月経随伴症状　②更年期障害　③不妊症
４．感染症（性感染症）

診察・検査　・理学的検査・病理検査（細胞診）・画像検査・内視鏡検査



開講時期 ２年次前期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：医師　実務経験者

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3

4

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10

11

12 講義

13

14

15

受講上の
注意

参考文献
講師による配布資料などは
講義時に紹介する。

評価方法

講義

【歯・口腔】
歯科総論、保存領域（修復、歯内治療）
・歯科概論、口腔内解剖、齲蝕ならびに歯内治療について理解できる。

疾患の理解
症状とその病態生理
  １．表皮性皮膚疾患　２．真皮・皮下脂肪組織および皮膚付属器の疾患
　３．脈管系の異常による皮膚疾患  ４．物理・化学的皮膚障害
　５．腫瘍および色素異常症　６．感染症

講義で学習したことについて教科書・参考資料をしっかり読
んで復習し、繰り返し学習により、自分自身のものとしてくださ
い。

使用する
テキスト

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　皮膚/眼/耳鼻咽喉/歯・口腔（医学書院）

講義

講義

【皮膚】
症状とその病態生理
  １．発疹　２．掻痒（かゆみ）　３．皮膚の老化
検査と治療
  １．検査　２．治療・処置

【眼】
検査と治療
  １．検査（眼底検査・眼圧検査・瞳孔検査・色覚検査）
  ２．治療（点眼法・光凝固・手術）
疾患の理解
  １．部位別の疾患（結膜の疾患・角膜の疾患・眼底（網膜・脈絡膜）の疾患・
水晶体の疾患・緑内障）

【耳鼻咽喉】
症状とその病態生理
  １．耳にあらわれる症状と病態生理　２．鼻にあらわれる症状と病態生理
検査と治療
  １．検査（聴力検査・平衡機能検査・副鼻腔検査・耳管通気検査・内視鏡検
査・嗅覚検査・味覚検査・画像検査・咽頭ストロボスコオピー）
  ２．治療（耳の処置・鼻の処置・口腔・咽喉頭の処置・気管・食道疾患・頸部
疾患の処置・手術療法）
疾患の理解
  １．耳疾患　２．鼻疾患　３．咽喉頭疾患

口腔ケア
・周術期を含めた口腔ケアについて理解できる。

口腔外科、歯科麻酔領域
・口腔外科、歯科麻酔領域の疾患について理解できる。

小倉医療センター医師
（眼科・皮膚科）

田中康隆（耳鼻咽喉）
村岡宏佑（歯・口腔）

事前学習内容

参加度、課題、試験など総合的に評価　試験配分：皮膚（25％）眼（25％）耳鼻咽喉（25％）歯・口腔（25％）

科目名
疾病と治療Ⅵ
（皮膚／眼／

耳鼻咽喉／歯・口腔）

講義担当者

事前学習は特に指示はありませんが、毎回の講義内容の復習を重ねることを大事にします。

人体の構造と機能をふまえ、感覚器系に発生する疾病のし
くみ、主な疾病の症状や病態生理、検査の方法、治療法に
関する基礎的な知識を学ぶ。

歯周病、ペリオドンタルメディシン、ブラッシング
・歯周病について、歯周病と全身疾患の関係、ブラッシングの方法について
理解できる。

科目のねらい

DPとの関連 の既習内容からに理解を捉え、医療従事者を目指すための関係を築く力（倫理）、考え抜く力（シンキング）、

チームで働く力（協働）、探求する力（成長）と結びつけて構成しています。

学習内容と成果

（皮膚）
１．感覚器系（皮膚）において正常機能が破綻して生じるさまざまな症状の種類・特
徴とその病態生理が理解できる。
２．皮膚の疾病の診断方法、検査法、治療法について理解する。
（眼科）
１．感覚器系（眼科）において正常機能が破綻して生じるさまざまな症状の種類・特
徴とその病態生理が理解できる。
２．眼科の疾病の診断方法、検査法、治療法について理解する。
（耳鼻咽喉）
１．感覚器系（耳鼻咽喉）において正常機能が破綻して生じるさまざまな 症状 の種
類・特徴とその病態生理が理解できる。
２．耳鼻咽喉に関する疾病の診断方法、検査法、治療法について理解する。
（歯科・口腔）
１．顎口腔機能障害の発生機序と病態生理を理解する。
２．看護を行う上で必要な基礎的知識を習得し、その原因・予防・病態・治療法などを
理解する。
３．患者のQOL向上のための口腔機能の維持・回復の知識を習得する。

授業目標

この講義は２年次前期の受講時期となるため、１年次に学習したことをふまえ、基礎分野、専門基礎分野で



開講時期 2年次後期

単位数 1

時間数 15時間（8回） 実務経験 無

回 方法 備考

1

2

3 講義

4

5

6

7

8 試験

受講上の
注意

参考文献

第４章　介護保障
　　　A　介護保険制度創設の背景と介護保障の歴史
　　　B　介護保険制度の概要
　　　C　介護保険制度の課題と展望

講義

使用する
テキスト

系統看護学講座　専門基礎分野　社会保障・社会福祉（医学書院）

評価方法
授業参加状況（30％）、終講試験（筆記70％）など総合的に評価

講義

講義

第２章　現代社会の変化と社会保障・社会福祉の動向
　　　A　現代社会の変化
　　　B　社会保障・社会福祉の動向

オリエンテーション（授業の進め方・評価の方法など）
第１章　社会保障制度と社会福祉
　　　A　社会保障制度
　　　B　社会福祉の法制度

まとめ

学習内容と成果

現代社会における社会福祉を必要とする人々へ生活を含めた医
療・看護の実践を理解できる。

授業目標

人々が生活するにあたって医療と社会福祉は密接に関係
しています。実践するうえで活用できる知識・技術を習得し
ましょう。

第３章　医療保障
　　　A　医療保障制度の沿革
　　　B　医療保障制度の構造と体系
　　　C　健康保険と国民健康保険
　　　D　高齢者医療制度

科目のねらい

DPとの関連

人は生まれてから死を迎えるまでの間に様々な困難に直面する。そうした困難に対し生活の安定化を

図るために社会保障制度がある。国民の最低限生活を保障するということは、人権の尊重や生活者と

みるために必要な知識となり看護展開に活かす能力が養われる授業構成としています。

して理解を深めていく必要がある。本授業では、その制度を理解し、看護者として病気ではなく病人を

現代社会における社会福祉のニーズを把握し、社会
保障制度を体系的に整理していきます。　看護師に
求められている社会保障の知識等を習得していきま
す。事例等を用いて、社会保障の知識等を実践にお
いて活かせるようにしていきます。

野中　勝治

事前学習内容

科目名 社会福祉Ⅰ
講義担当者

授業前にテキストを熟読し受講してください。



開講時期 2年次後期

単位数 1

時間数 15時間（8回） 実務経験 無

関係法規は2年後期に開講される15時間7コマの授業です。生活者を守るための基本的な法規を学ぶことや

関係職種と看護との関わりを通し自己の健康管理能力を獲得することを目指します。

ディプロマ・ポリシー(DP）の関係を築く力(倫理）、前に踏み出す力(アクション）、チームで働く力（協働）、

探求する力（成長）に関連づけられています。

回 方法 備考

1 講義

2

3

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義 試験

受講上の
注意

参考文献

保健衛生法①－共通保健法、分野別保健法

法律の世界は、最初は少し馴染みにくい世界です。
聞きなれない用語や言い回しがたくさん出てきますが、慣れる
しかないようです。理解に努めてください。講義を通じて、日常
生活にも職業生活にも不可欠な法を知り、将来、法を役立て、
安心して生活を営む基盤を作っていただきたいと思っていま
す。

使用する
テキスト

系統看護学講座　専門基礎分野　看護関係法令（医学書院）

評価方法
授業への積極的な参加度（10％）、課題レポート（50％）筆記試験（40％）によって評価します。

保健衛生法②－感染症および食品に関する法

まとめ

科目のねらい

DPとの関連

学習内容と成果

１．法の仕組み、基本的な考え方、役割を理解することができる。
２．保健医療福祉に関する法制度の内容、関係職種の果たすべき
役割を理解することができる。
３．保健医療福祉の仕事、生活者の健康を守るために必要な法規
の内容を理解することができる。

授業目標

保健師助産師看護師法①
－沿革、目的、定義、構造、免許要件、業務

講義
保健師助産師看護師法②
－試験、学校、養成所、医療過誤－看護師等の人材確保促進法につ
いて

科目名 関係法規Ⅰ

医師法、医療法、医療関係資格法①
－医師法、医療法（課題レポート）

医師法、医療法、医療関係資格法②
－公的医療機関、医療法人、医療関係資格法

小野　憲昭

事前学習内容

法とは何か
－法の性質、機能、分類、存在形式－衛生法、看護法につい
て

講義担当者

事前に教科書の学習内容に該当する部分を読んでおいて下さい。

テキストに沿って、法の概念、医療法、保健衛生法について
講義します。必要に応じて、受講者に発言を求め、積極的な
参加を促します。講義を通じて、保健医療福祉に関する法制
度の沿革、内容、役割を知り、従事者としてどうあるべきか、
職種間の関係はどうあるべきかを考える機会を提供するとと
もに、生活者の健康を守るために必要な知識を身につけて
いただきたいと思っています。



開講時期 ２年次通年

単位数 1

時間数 60時間（30回） 実務経験 有：看護師実務経験者

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義・演習 十二誘導心電図

5 講義

6

7

8

9 講義

10 講義

11 講義

12

13

14

15 講義

16 講義

17 講義

18 講義

19

20

21 講義

22 演習 モデルを活用

23 【特殊技術】自然排便ができない場合の基本技術と留意点 講義

24 演習 モデルを活用

25 【特殊技術】自然排尿ができない場合の基本技術と留意点 講義

26

27

28 講義

29 講義

30

受講上の
注意

参考文献

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅱ（医学書院）

【侵襲的処置の介助技術】洗浄の種類と基礎知識、介助技術と留意点

終講試験・まとめ

演習

【特殊技術】浣腸の実際

演習

【感染予防技術】滅菌法と無菌操作の基本技術と留意点

【感染予防技術】滅菌物の取扱いの実際

科目のねらい

DPとの関連

科目名 基礎看護技術Ⅴ

【検査と看護】静脈血採血の実際 演習

講義担当者

専門基礎分野人体の構造と機能や疾病の成り立ちと回復の促進、２年次に受講する疾病と治療の内容もすべて関連しています。
特に解剖学・生理学は基本です、しっかり復習しておきましょう。

診療の補助技術は、より高度な技術が必要となり、卒業時の到達レベルは「モデル人形で指導の下でできる」、また実習では
「見学できる」という項目も多い。基礎看護技術は２年次までの履修で、基礎看護技術の集大成でもあると考え、ディプロマ・ポ
リシー（ＤＰ）の関係を築く力（倫理）、考え抜く力（シンキング）、前に踏み出す力（アクション）、チームで働く力（協働）、探求する
力（成長）に関連づけられていることを念頭にしています。

１．診療に伴う看護の基本技術を習得できる。
２．診療の各場面における対象及び家族の心理が理解できる。

授業目標

【皮膚・創傷管理技術】創傷の分類と治癒過程

シミュレーターを活用

演習

野村　美由紀

事前学習内容

診療における看護師の役割を理解し、治療・検査・処置に必要な
基本的な知識・技術を習得する。治療・検査・処置は侵襲を伴うこ
と、事故防止対策を十分に理解する。また、患者役を体験すること
で治療・検査・処置を受ける患者の心理を理解できるようにする。

【診療の介助】　診察の介助

【検査と看護】検査時の意義と種類、看護師の役割

【検査と看護】生体検査、生体情報のモニタリングの概要と看護師の役割

【与薬の技術】注射法 の実際
皮下注射・筋肉内注射・静脈内注射

【検査と看護】検体検査の概要と看護師の役割、静脈血採血の基本技術と留意点

使用する
テキスト

評価方法

看護技術プラクティス（学研）

出欠状況・授業参加への意欲・課題レポート・筆記試験・実技試験などで評価します。

学習内容と成果

基本的無菌操作、滅菌手袋

モデルを活用

モデルを活用

【検査と看護】十二誘導心電図の基本技術と留意点

【皮膚・創傷管理技術】創傷治癒のための管理

治療・検査・処置は侵襲を伴うことを講義で十分に理解し、演習
では、個々が事故防止対策を行い安全に十分配慮する。特に
静脈血採血と注射の演習では、針刺し事故に留意する。

【皮膚・創傷管理技術】創傷処置の援助、包帯法

【与薬の技術】与薬の意義と看護師の役割

【与薬の技術】与薬法の種類と目的

【与薬の技術】注射法の基本技術と留意点、輸血管理

【特殊技術】経口摂取ができない場合の基本技術と留意点

【特殊技術】経管栄養法の実際

【特殊技術】一時的導尿の実際

【侵襲的処置の介助技術】穿刺の種類と基礎知識、介助技術と留意点



開講時期 2年次前期

単位数 1

時間数 15時間（8回） 実務経験 有：看護師実務経験者

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3 演習 シュミレーターを活用

4 講義

5 演習 シュミレーターを活用

6 講義

7 演習 シュミレーターを活用

8

受講上の
注意

参考文献
看護技術プラクティス（学研）
身体の地図帳

評価方法

使用する
テキスト

系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学　基礎看護技術Ⅰ（医学書院）

授業参加度、課題レポート、小テスト、筆記試験などを総合して評価します。

　基礎分野では人間生活・社会の理解の心理学・人間関係論、専門基礎分野では人体の構造と機能、疾病の成り立
ちと回復の促進は全て関連しています。特に解剖学・生理学は基本です。復習しておきましょう。

対象の身体をみるためのフィジカルアセスメントは、基本的
な看護技術です。系統的に患者さんの全身状態を把握する
方法を学習をします。今回の講義では、特に消化器系・呼吸
器系・循環器系のフィジカルイグザミネーションの習得を目
指します。

呼吸器系のフィジカルアセスメント

　診療の補助技術は、より高度な技術が必要となり、卒業時の到達レベルは「モデル人形で指導の下でできる」
また実習では「見学できる」という項目も多い。基礎看護技術は２年次までの履修であり、基礎看護技術Ⅵは基
礎看護技術の集大成でもあると考えます。ディプロマ・ポリシー（ＤＰ）の関係を築く力（倫理）、考え抜く力（シンキ
ング）、前に踏み出す力（アクション）、チームで働く力（協働）、探求する力（成長）に関連づけられていることを念
頭に授業を行っています。

授業目標
１．フィジカルアセスメントの目的が理解できる。
２．看護師が行うフィジカルアセスメントの意義が理解できる。
３．系統的にフィジカルアセスメントするための科学的根拠が理解できる。
４．各系統のフィジカルイグザミネーションが実施できる。
５．フィジカルアセスメントを受ける対象の心理を考え、実施することがで
きる。

腹部のフィジカルイグザミネーションの実際　（演習）

フィジカルアセスメントに必要な消化器系・呼吸器系・循
環器系臓器の構造と機能は、解剖学・生理学で学習しま
した。復習を確実に行っていてください。

呼吸器系のフィジカルイグザミネーションの実際　（演習）

循環器系のフィジカルアセスメント

循環器系のフィジカルイグザミネーションの実際　（演習）

DPとの関連

学習内容と成果

科目のねらい

終講試験

腹部のフィジカルアセスメント

中村　弘美

事前学習内容

フィジカルアセスメントとは

科目名 基礎看護技術Ⅵ
講義担当者



開講時期 2年次前期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：看護師実務経験者

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3 講義・ＧＷ

4 講義

5 講義・ＧＷ

6 講義

7 講義・ＧＷ

8 講義・ＧＷ

9 講義

10 講義

11 講義・ＧＷ

12 講義

13 講義・ＧＷ

14 講義・ＧＷ

15 試験・振り返り

受講上の
注意

参考文献
看護診断ハンドブック
（医学書院）

呼吸機能障害をもつ患者の看護 ②

科目のねらい

DPとの関連

授業目標

成人看護学方法論Ⅰは2年次、通年60時間30コマの授業です。健康問題を科学的根拠に基づき判断

することや疾病のメカニズム・症状アセスメントを学び、病期や機能に応じた看護を通しディプロマ・ポリ

（成長）に関連づけて授業を行っています。

シー(DP）の関係を築く力(倫理）、前に踏み出す力(アクション）、チームで働く力（協働）、探求する力

慢性疾患をもつ対象への看護活動について、考え方の基本となる
原理と理論について説明し、事例を解きながら看護実践のための
方法論を学びます。呼吸、内分泌・代謝、腎機能、肝機能障害を抱
える対象における看護学的に必要な情報や看護問題を解決するた
めに必要なアセスメントや看護計画、援助の方法等を学びます。

評価方法

　　　　　　　　　　　　成人看護学②呼吸器、成人看護学⑤消化器、成人看護学⑥内分泌・代謝、

中村　弘美
幸田　鳴美

事前学習内容

科目名 成人看護学方法論Ⅰ
講義担当者

1年次に学習した「解剖学・生理学・病理学」の科目を各自で復習し活用できるようにして下さい。

慢性疾患の自己管理に向けての指導技術
セルフマネジメント教育

肝機能障害をもつ患者の看護①

使用する
テキスト

 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学①成人看護学総論、

代謝機能障害の観察とアセスメント

代謝機能障害をもつ患者の看護

内分泌機能障害の観察とアセスメント

　　　　　　　　　　　　成人看護学⑧腎・泌尿器(医学書院）

内分泌機能障害をもつ患者の看護

肝機能障害をもつ患者の看護②

終講試験　　まとめ

腎機能障害をもつ患者の看護①

肝機能障害の観察とアセスメント

授業参加への意欲・課題レポート・筆記試験で評価します｡

限られた時間の中で広範囲にわたり講義を行ないますので、遅刻・欠
席をせず時間を有効に使用して下さい。生活習慣病などの慢性的な
病をもった成人が生活者として病気と家庭生活、社会生活の折り合い
をつけるためのセルフマネジメントの基本的な考え方から看護につい
て学びます。

腎機能障害の観察とアセスメント

１．成人期の慢性疾患患者の特徴や直面しやすい問題点について
理解できる。
２．慢性疾患の病態・特徴を理解し、セルフマネジメントを支援する
看護の方法ついて理解できる。

学習内容と成果

腎機能障害をもつ患者の看護②（血液透析・腎移植）

呼吸機能障害の観察とアセスメント

呼吸機能障害をもつ患者の看護 ①



開講時期 2年次前期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：看護師実務経験者

する力（成長）に関連づけて授業を行っています。

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3 講義・ＧＷ

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義・ＧＷ

14 講義

15 試験・振り返り

受講上の
注意

参考文献

小倉医療センター
看護師

中村弘美

事前学習内容

合併症予防と早期離床に向けて援助の実際①

主体的療養行動の促進と看護

重症集中治療室における看護

救急処置法の実際

侵襲的治療による合併症の予防と早期回復の看護

科目のねらい

DPとの関連

科目名

学習内容と成果

１．急性期および生命の危機状態の観察や看護判断、対象の回復
を促す看護に必要な基本的知識・技術を学ぶ。
２．侵襲的治療（手術）、検査、薬物療法を受ける対象の生命危機
のための救命救急方法、合併症予防方法について理解できる。

授業目標

成人看護学方法論Ⅱは2年前期に開講され、30時間15コマの授業です。急性期・回復期の看護の

理論を学び、様々な健康段階にある対象への看護活動を事例を基に考えることを通し、ディプロマ・

ポリシー(DP）の関係を築く力(倫理）、前に踏み出す力(アクション）、チームで働く力（協働）、探求

成人看護学方法論Ⅱ
講義担当者

成人看護学方法論Ⅰで学習した機能障害がある成人を社会生活と結びつけられるように、事前学習をして下さい

急性・回復期の健康段階にある対象への看護活動について、考え
方の基本となる原理と理論について 説明し、事例を基に看護実践
のための方法論を学びます。消化、循環機能障害を抱える対象に
おける看護学的に必要な情報や看護問題を解決するために必要な
アセスメントや看護計画、援助の方法等を学びます。

【試験配点】専任教員（50点）小倉医療センター看護師（50点）

周手術期の看護・手術前の看護

手術中の看護

手術後の看護①

手術後の看護②

限られた時間の中で広範囲にわたり講義を行ないます
ので、遅刻・欠席をせず時間を有効に使用して下さい。

使用する
テキスト

 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学①　成人看護学総論、成人看護学③循環器、

評価方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成人看護学⑤消化器

系統看護学講座　別巻　臨床外科看護総論、系統看護学講座　別巻　臨床外科看護各論

授業参加への意欲・課題レポート・筆記試験で評価します｡

ストーマ造設術の看護

循環機能障害患者の看護

消化機能障害患者の看護

合併症予防と早期離床に向けて援助の実際②

術後のフィジカルアセスメント技術と点滴・ドレーン管理の実際

終講試験　　まとめ



開講時期 2年次通年

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：看護師実務経験者

られていることを念頭に授業を行っています。

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義・ＧＷ

5 講義

6 講義・演習

7 講義

8 講義・ＧＷ

9 講義・ＧＷ

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義・ＧＷ

14 講義・ＧＷ

15 試験・振り返り

受講上の
注意

参考文献
 看護診断ハンドブック
（医学書院）

講義担当者

1年次に学習した臨床看護総論の科目を各自で復習し活用できるようにして下さい。

日常生活行動の仕組みと身体の機能について理解し、疾病による
身体機能の変化に伴う日常生活行動の変更を余儀なくされた対象
への看護について学びます。脳・神経、運動機能障害を抱える対象
における看護学的に必要な情報や看護問題を解決するために 必
要なアセスメントや看護計画、援助の方法等を学びます。

脳血管疾患患者の看護①

日常生活行動のしくみとアセスメント①

リハビリテーションと看護

授業目標

成人看護学方法論Ⅲは2年次通年で開講される30時間15コマの授業です。回復期にある対象の

脳・神経機能障害の観察とアセスメント①

日常生活の自律への看護活動の必要性を考えることを通してディプロマ・ポリシー(DP）の関係を

排泄管理が必要な患者の看護

運動機能障害患者の観察とアセスメント

科目のねらい

中村　弘美

事前学習内容

回復期とは

 １．治療と機能訓練方法を理解しリハビリテーションにおける看護
の役割が理解できる。
２．セルフケア再獲得を支援するためのチーム医療、社会的資源に
ついて理解できる。
３．疾患により機能障害を有する対象と家族に必要な看護の視点が
理解できる。

セルフケアのアセスメント　自立から自律へ

成人看護学方法論Ⅲ科目名

使用する
テキスト

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学①　成人看護学総論、成人看護学⑦脳・神経、

評価方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成人看護学⑩運動器

系統看護学講座　別巻　臨床外科看護各論

DPとの関連

学習内容と成果

授業参加への意欲・課題レポート・筆記試験で評価します｡

限られた時間の中で広範囲にわたり講義を行ないますので、
遅刻・欠席をせず時間を有効に使用して下さい。解剖学・生理
学をもとに生活行動の仕組み（正常な機能）から、疾患からの
機能障害や事故などで傷害を負った成人に対して回復・リハビ
リテーションへの支援について学びます。

築く力(倫理）、前に踏み出す力(アクション）、チームで働く力（協働）、探求する力（成長）に関連づけ

日常生活行動のしくみとアセスメント②

終講試験　　まとめ

脳梗塞患者の看護（事例）

クモ膜下出血の患者の看護（事例）

栄養管理が必要な患者の看護

運動機能障害患者の看護（関節リウマチ）

運動機能障害患者の看護（脊髄損傷）



開講時期 2年次後期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：小倉医療センター看護師

られていることを念頭に授業を行っています。

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 試験・振り返り

受講上の
注意

参考文献

家族ケアと生命倫理

限られた時間の中で広範囲にわたり講義を行ないますので、
遅刻・欠席をせず時間を有効に使用して下さい。終末期医療の
現状を理解し、人生の最期のときを家族とともに有意義に送る
ことができ、尊厳ある生命を完結できるよう支援する内容を学
習します。

使用する
テキスト

ナーシンググラフィカ　成人看護学⑥緩和ケア

評価方法

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学①　成人看護学総論、成人看護学⑨女性生殖器

授業参加への意欲・課題レポート・筆記試験で評価します｡

科目名 成人看護学方法論Ⅳ
講義担当者

１年次に学習した「心理学」「生命倫理学」「老年看護学」も参考にしながら学びを深めてください。

終末期にある対象への看護活動について、考え方の基本となる原
理と理論について説明し、事例を解きながら看護実践のための方
法論を学びます。総合的にがんの特性について理解を深め、治療
に伴う看護学的に必要な情報や看護問題を解決するために必要な
アセスメントや看護計画、援助の方法等を学びます。

身体症状とその治療と看護④　呼吸困難・倦怠感の治療と看護

身体症状とその治療と看護⑤　リンパ浮腫

身体症状とその治療と看護⑥　乳がん患者の看護

がん治療に伴う苦痛の緩和（化学療法）

終講試験　　まとめ

学習内容と成果

１．緩和ケアの目的、苦痛の緩和と対象がもつ力を支える援
助と望みを実現するための援助について理解できる。
２．緩和ケアを受ける対象の安全・安楽な看護を提供するた
めに必要な援助について理解できる。

授業目標

成人看護学方法論Ⅳは2年後期に開講され、30時間15コマの授業です。苦痛の緩和、QOLの維持・

向上を目指しながら、終末期における看護師の役割を通し、ディプロマ・ポリシー(DP）の関係を

築く力(倫理）、前に踏み出す力(アクション）、チームで働く力（協働）、探求する力（成長）に関連づけ

精神症状とスピリチュアルケア

社会的ケア

臨死期のケア・エンゼルケア

小倉医療センター看護師

中村　弘美

事前学習内容

意思決定とは

退院支援と在宅ケアに向けて

緩和ケアとは

身体症状とその治療と看護①　身体症状

身体症状とその治療と看護②　疼痛治療と苦痛の緩和

身体症状とその治療と看護③　消化器症状の治療と看護

科目のねらい

DPとの関連



開講時期 2年通年

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：看護師実務経験者

（協働）、探求する力（成長）に関連づけられていることを念頭に授業を行っています。

回 方法 備考

1 講義

2 講義・ＧＷ

3 講義・ＧＷ

4 講義・ＧＷ

5 講義・ＧＷ

6 講義・ＧＷ

7 講義・ＧＷ

8 講義・ＧＷ

9 講義・ＧＷ

10 講義・ＧＷ

11 講義・ＧＷ

12 講義・ＧＷ

13 講義・ＧＷ

14 講義・ＧＷ

15 試験・振り返り

受講上の
注意

参考文献
看護診断ハンドブック

（医学書院）

糖尿病患者の看護過程の展開②

糖尿病患者の看護過程の展開③

科目のねらい

科目名 成人看護学方法論Ⅴ

ディプロマ・ポリシー(DP）の関係を築く力(倫理）、前に踏み出す力(アクション）、チームで働く力

講義担当者

1年次に学習した「解剖学・生理学・病理学・薬理学・栄養学」「基礎看護学」の科目内容を各自で復習し活用できるよ
うにしてください。

成人期に機能障害をもつ対象やその家族抱える健康
問題について「糖尿病」「胃がん」の事例をとりあげ看
護過程の技法を用いて、対象を理解するためのアセス
メント、看護問題の抽出、それに応じた看護計画と評
価、について学びます。

DPとの関連

糖尿病患者の看護過程の展開⑦

胃がん患者の看護

オリエンテーション

糖尿病患者の看護過程の展開①

１．成人期の対象とその家族が抱える健康問題を経過別にア
セスメント、看護問題の抽出、看護計画立案を行うことができ
る。
２．対象の個々の状況に応じた基礎的な看護技術を習得でき
る。

中村　弘美
幸田　鳴美

事前学習内容

授業目標

成人看護学方法論Ⅴは2年次通年で開講される30時間15コマの授業です。健康問題をもつ成人期

にある対象の事例で身体的・精神的・社会的な問題を抽出しながら看護過程を展開することを通して、

胃がん患者の看護過程の展開④

胃がん患者の看護過程の展開⑤

授業参加への意欲・課題レポート・筆記試験で評価します｡

学習内容と成果

糖尿病患者の看護過程の展開④

１年次に学習した「解剖
学・生理学・病理学・薬理
学・栄養学」「基礎看護
学」の科目内容を各自で
復習し活用できるようにし
て下さい。

胃がん患者の看護過程の展開②

糖尿病患者の看護過程の展開⑤

糖尿病患者の看護過程の展開⑥

胃がん患者の看護過程の展開①

「基礎看護技術Ⅲ」で習得した一連の看護過程を基に、
成人期の看護過程について説明しますので遅刻・欠席を
せず時間を有効に使用し、講義前の提出期限は必ず
守って下さい。

終講試験　　まとめ

胃がん患者の看護過程の展開③

使用する
テキスト

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　 成人看護学①　成人看護学総論、 成人看護学⑥　内分泌・代謝

評価方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成人看護学⑤　消化器 （医学書院）、臨床外科総論（医学書院）



開講時期 2年次前期

単位数 2

時間数 45時間（23回） 実務経験 有：看護師実務経験者

回 方法 備考

1 講義・GW

2
3
4

5 講義

6 講義

7 演習

8 講義

9 講義

10 演習

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

16 講義・GW

17 講義

18 講義

19 講義

20

21

22 GW・講義

23

受講上の
注意

参考文献

講義

施設見学

総合して評価します。また、指示された課題の提出をもって筆記試験の受験資格とします。

【担当】第5回・7回・9回
・10回（理学療法士）

第20回・21回施設見学

介護家族と支援ネットワークと施設見学のまとめ

老年症候群

検査・治療を受ける高齢者への看護ケア

エンドオブライフケア

保健医療福祉施設における看護の実際（介護老人福祉施設見学）

高齢者に多くみられる疾患と看護ケア

認知機能障害のある高齢者への看護ケア

高齢者とヘルスプロモーション

授業目標

中村まり子
理学療法士

この講義では、高齢者の実際の生活の場をイメージし、住まいや地域における社会参加などを考え、高齢者を生
活者として理解する視点を養います。そこで、本校のディプロマ・ポリシー（ＤＰ）の関係を築く力（倫理）、考え抜く
力（シンキング）、探求する力（成長）、前に踏み出す力（アクション）に関連づけられていることを念頭に授業を
行っています。

事前学習内容

障害を持つ高齢者へのケア２　

障害を持つ高齢者へのケア３

高齢者の生理的特徴

科目のねらい

高齢者を取り巻く環境が刻々と変化しています。人口の急速な
高齢化に伴い、社会保障制度のあり方を考える機会として繋
げられるよう老年看護の実際を学び、自己の生き方や人生を
考える場としていきましょう。

【試験配点】中村まり子（85点）・　理学療法士（15点）

使用する
テキスト

系統看護学講座　　専門分野Ⅱ　老年看護　病態　疾患論　（医学書院）

評価方法

　　　　　　　　　　　　 専門分野Ⅱ　老年看護学　（医学書院）

終講試験　　まとめ

出席状況、授業・演習・見学などへの参加意欲、課題レポート、グループワークや演習の成果、筆記試験を

障害を持つ高齢者のリハビリテーション

科目名 老年看護学方法論Ⅰ
講義担当者

高齢者の健康増進のための法関係や転倒、認知症の要因や危険因子を事前学習とし、学習準備を整えておきましょ
う。また、より良い方向を見出すための有用な理論を活用するため学習課題とする。

健康障害をもつ高齢者の生活機能を整えるケアを安全や安
楽、自立を考えた個別性の高い老年看護を学びます。また、
地域で暮らす高齢者と支える家族についても学べるように施
設見学や介護家族の体験談を含め、老年看護の場の広がり
や必要に応じ看護業務の適用範囲を拡大していく方向性も
理解できる内容としています。

学習内容と成果

１．高齢者に特有な症候や障害を学び、高齢者の生活機能を整え
るケアが理解できる。
２．健康レベルに応じた老年看護の基本について理解できる。
３．高齢者の望む生活を支える看護について理解できる。

DPとの関連

障害を持つ高齢者へのケア１

高齢者のフィジカルアセスメント

運動器系、中枢神経系のフィジカルアセスメント

高齢者の生活機能について

高齢者のリハビリテーション



開講時期 2年次後期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：看護師実務経験者

回 方法 備考

1 講義 看護過程グループ編成

2 講義・GW 事例紹介・情報収集

3 講義・演習 ММSEの実践

4 講義・演習 看護過程(追加情報)演習

5 講義・GW①

6 講義・GW

7 講義・GW②

8 講義・GW

9 講義・GW③

10 講義・GW

11 講義・GW④

12 講義・GW

13 講義

14 演習・GW⑤
看護計画発表～保健指導の
実践まで

15

受講上の
注意

参考文献
 看護診断ハンドブック
（医学書院）

使用する
テキスト

系統看護学講座　　専門分野Ⅱ　　老年看護学（医学書院）　

評価方法

系統看護学講座　　専門分野Ⅱ　　老年看護　病態　疾患論（医学書院）

出席状況、授業参加への意欲、課題レポート、グループワークや演習の成果、筆記試験を総合して評価

します。また、指示された看護過程の提出をもって筆記試験の受験資格とします。

老年看護学方法論Ⅰに引き続き、高齢者に多い疾患の中か
ら、大腿骨頸部骨折患者のリハビリテーション期看護を紙上事
例とし展開していきます。事例展開は講義と重なるため、計画
的に学習していきましょう。GWは課題に対し準備を整えて臨ん
でください。

授業目標

科目名 老年看護学方法論Ⅱ
講義担当者

治療を受ける高齢者のもてる力をいかす目標志向型思考を学ぶ。それに関連する基本情報や治療及び看護などの
事前学習をもち、個人・グループで看護過程を展開できるように準備をしましょう。

高齢者に特有な疾患や病態を理解し、高齢者や家族への看護や予
防・指導教育の必要性を看護過程の展開を通して学びます。専門
基礎分野である「 疾患と治療 」を履修した上で、老年看護学の専
門性を学びやすくしています。また、老年看護に用いられるセルフケ
ア理論やエンパワーメントの概念などを活用し、看護過程を展開し
ていきましょう。

DPとの関連

高齢者の安全な薬物治療

大腿骨頸部骨折患者（リハビリテーション期）の看護過程の実際 

中村まり子

事前学習内容

高齢者に多い皮膚・感覚器疾患の特徴と看護

高齢者に多い歯・口腔の疾患、感染症の特徴と看護

高齢者に多い運動器系疾患の特徴と看護

大腿骨頸部骨折患者（リハビリテーション期）の看護過程の展開
（事例紹介と展開方法）

高齢者に多い呼吸器系疾患の特徴と看護

高齢者に多い消化器系疾患の特徴と看護

高齢者に多い内分泌・代謝系疾患の特徴と看護

高齢者に多い自己免疫疾患の特徴と看護

高齢者に多い精神・神経疾患の特徴と看護

高齢者に多い循環器系疾患の特徴と看護

科目のねらい

終講試験　　まとめ

学習内容と成果

１．高齢者のおかれている環境を含め、健康状態をアセスメントする方法に
ついて理解できる。
２．高齢者に特有な疾患や治療から、看護の留意点が理解できる。
３．回復期における高齢者の看護過程が展開できる。

この講義では、高齢者の意思決定への支援を中心に、人の尊厳や倫理的課題、具体的な生活支援に
ついて学ぶ。そこで、本校のディプロマ・ポリシー（ＤＰ）の関係を築く力（倫理）、考え抜く力（シンキン
グ）、探求する力（成長）、前に踏み出す力（アクション）に関連づけられていることを念頭に授業を行っ
ています。

高齢者に多い血液疾患の特徴と看護

高齢者に多い腎・泌尿器系疾患の特徴と看護



開講時期 2年次前期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験
有：小医療センター小児科医師

看護師実務経験者

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義

11
（個人学習）
TBL

事前学習：P195-214、資
料　客観テスト

12 ＴＢＬ 5人/G

13 TBL

14 RPG 発表・RPGビューイング投票

15 RPG まとめ

受講上の
注意

評価方法

出席状況・授業参加への意欲・
グループワーク及び発表・筆記
試験などで評価します。
【試験配点】
医師（80点）
教員（ルーブリック20点）

小倉医療センター医師
原田　美和子

事前学習内容

子どもによくみられる症状と看護（発熱・脱水・けいれん・痛み・発疹・呼吸困難・浮腫・熱傷）

子どもによくみられる症状と看護（事例検討）

【代謝性疾患】先天性代謝異常症　糖尿病（Ⅰ型）

【免疫疾患・アレルギー性疾患・リウマチ性疾患】アレルギーの
分類と発症機序　気管支喘息

【感染症】ウイルス感染症・細菌性感染症

【染色体異常・新生児】染色体異常と未熟児について

科目のねらい

DPとの関連

子どもによくみられる症状と看護（事例検討）

子どもによくみられる症状と看護（発表）

子どもによくみられる症状と看護（発表）

学習内容と成果

１．子どもに多い疾患・症状を理解できる。
２．各疾患・症状に合わせた援助を考えることができる。

授業目標

小児看護学方法論Ⅰは2年前期に開講され30時間15コマの授業です。臨床医師による講義・演習を通し、

子どもに多い疾患・症状を理解して援助を考えます。ディプロマ・ポリシー（DP）の考え抜く力（シンキング）、

前に踏み出す力（アクション）、探求する力（成長）に関連づけられているこを念頭に授業を行っています。

科目名 小児看護学方法論Ⅰ
講義担当者

子どもの疾患・症状は多く、選別した講義内容でスピード感もあるため、事前にテキストは必ず熟読し把握しておくこ
と。

健康障がいをもちながら入院・外来・在宅で療養している子どもと家族に対
する看護の方法を身につける。 特にこの科目では、子どもに多い疾患・症状
を理解する。疾患は、小児科臨床医による診断・治療等の実際を学ぶ。さら
に症状は、子どもによくみられる症状のある事例を複数用い、疾患や症状、
成長発達や生活背景等に合わせた援助について個人及びグループで考え
討論することを通し、子どもと家族への多様で個別的な看護の方法について
理解を深める。

小児看護学概論　子どもと家族の寄り添う援助（南江堂）

【循環器疾患】ファロー四徴症・動脈管開存症・川崎病・感染性心内膜炎

【循環器疾患】ファロー四徴症・動脈管開存症・川崎病・感染性心内膜炎

【消化器疾患】肥厚性幽門狭窄症・腸重積症・胆道閉鎖症・急
性乳幼児下痢症・急性胃腸炎

【神経疾患】けいれん性疾患・神経系の奇形・神経皮膚症候
群・心身症・発達障害　など

【悪性新生物】白血病・神経芽腫

【腎・泌尿器・生殖器】ネフローゼ症候群・尿路感染症　など

・子ども特有の疾患・症状について学び、子どもと家族に
必要な援助を考える。
・学習相談は口頭やレスポンスカードで受付、次回の授
業内で回答する。

使用する
テキスト

ナーシング・グラフィカ　小児看護学③　小児の疾患と看護　（メディカ出版）

参考文献

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学概論 小児臨床看護総論(小児看護学①)第13版　[医学書院]



開講時期 2年次後期

単位数 2

時間数 45時間（23回） 実務経験 有：小倉医療センター看護師・看護師実務経験者

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 グループ学習

6 グループ学習

7 発表会

8 講義

9 講義

10 講義

11 講義

12 講義

13 講義

14 講義

15 講義

16 講義

17 講義

18 講義

19 講義・グループ学習

20 グループ学習

21 発表会

22 講義

23

受講上の
注意

子どもの日常生活援助・小児看護技術

授業目標

病気が子どもと家族におよぼす影響と看護

入院・外来における子どもと家族の看護 【担当】
第8～11回：

小倉医療センター看護師
第12・13回：

北九州市立総合療育セン
ター看護師

第1～7回、第14～23回：
原田　美和子

小児看護技術の特徴　(コミュニケーション・子どもの安全)

小児看護技術の特徴(検査・処置・隔離を受ける子どもと家族の看護)

子どもの日常生活援助・小児看護技術

子どもに多い感染症
感染症をもつ子どもと家族の看護

科目のねらい

学習内容と成果

科目名 小児看護学方法論Ⅱ

１．概論・方法論Ⅰで身につけた基礎的知識を活かし、さまざまな健康レベ
ルにある子どもと家族が最善の健康・生活状況を維持できる看護の方法に
ついて考えることができる。
２．身につけた基礎的知識及び看護の方法を統合して自己の子ども観をも
つことができる。

講義担当者

小児看護概論、方法論Ⅰ、領域横断科目で身につけた基礎的知識及び看護の方法を想起できるよう復習し臨むこと。

さまざまな健康レベルにある子どもと家族への看護の方法を考えます。

小児看護学全ての講義を通して、自分が考える子どもと家族
の最善の利益を守るための支援について言葉で表現できる
ことを目指します。

小倉医療センター看護師
北九州市立総合療育センター看護師

原田　美和子

事前学習内容

使用する
テキスト

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児臨床看護各論(小児看護学①)第13版　[医学書院]

参考文献

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学概論 小児臨床看護総論(小児看護学①)第13版　[医学書院]

手術を受ける子どもと家族の看護

先天性障がいを持つ子どもと家族の看護

終講試験・まとめ

小児看護学　小児看護技術　メディカ出版

終講試験70点・小児看護技術10点・看護過程10点・レポート10点　(授業出席2/3以上)

小児看護学方法論Ⅱは2年後期に開講され30時間15コマの授業です。臨床看護師の講義・演習を通し、

DPとの関連

学習相談、質問等は授業後、口頭やレスポンスカードで
受け付け、次回の授業内で回答します。

ディプロマ・ポリシー（DP）の考え抜く力（シンキング）、前に踏み出す力（アクション）、チームで働く力（協働）、

子どもの日常生活援助・小児看護技術

探求する力（成長）に関連づけられていることを念頭に授業を行っています。

急性期にある子どもと家族の看護
未熟児看護

重症心身障がい児と家族の看護

長期療養が必要な子どもと家族の看護

事例展開「川崎病の子どもと家族の看護」

子どもとは②

災害時の子どもと家族の看護

在宅療養が必要な子どもと家族の看護

事例展開「川崎病の子どもと家族の看護」

事例展開「川崎病の子どもと家族の看護」



開講時期 2年次通年

単位数 2

時間数 45時間（23回） 実務経験 有：看護師・助産師実務経験者

回 方法 備考

1 講義

3

4

5

6

7 講義

8 講義

9 講義

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

受講上の
注意

参考文献

系統看護学講座　専門分野Ⅱ
母性看護学概論（医学書院）
系統看護学講座　専門分野Ⅱ
母性看護学各論（医学書院）

母性看護学方法論Ⅰは2年次の通年をとおして受講する45時間23回の講義です。母性看護学概論で

習得した概念をもとに、親になる過程である妊娠・分娩・産褥期および新生児の正常経過や、対象の

前に踏み出す力(アクション）、探求する力（成長）に関連づけられています。

生活をふまえた保健指導について学びます。関係を築く力（倫理）、考え抜く力（シンキング）、

この授業では、子どもを産み育てるにあたり、親になることや遺伝、
不妊の問題を踏まえた母性看護を理解するとともに、妊娠・分娩・
新生児・産褥期の正常経過を学びます。その上で、対象を総合体と
して捉えるためにアセスメントや看護の実際を学びます。また、母性
看護に必要な保健指導や看護技術が習得できるよう演習を行い理
解を深めていきます。

新生児期における看護/新生児のアセスメントと看護

田原　ゆう子

事前学習内容

科目名 母性看護学方法論Ⅰ
講義担当者

特になし

母性の発揮を促す看護とは

科目のねらい

DPとの関連

試験、授業参加状況、課題提出状況などで総合的に評価

分娩期における看護/分娩の要素、分娩経過

学習内容と成果

１．女性が母親になる前から女性・家族への支援の必要性が理解で
きる。
２．妊娠・分娩・産褥期および新生児の正常経過が理解できる。
３．母子および家族に必要な援助が理解できる。
４．母性看護に必要な保健指導および看護技術が習得できる。

授業目標

教科書および講義資料を中心に学習するとともに、演習
や体験学習にも積極的に取り組みましょう。
広く文献等を活用して妊娠・出産・産褥・育児について、正
常に経過するための看護を理解しましょう。

遺伝相談・不妊治療と看護

妊娠期における看護/
妊娠期の身体的特性、心理・社会的特性

妊娠期における看護/
妊婦と胎児、妊婦と家族のアセスメントと看護

分娩期における看護/産婦・胎児、家族のアセスメントと看護

新生児期における看護/新生児の生理

母性看護技術演習（新生児ケア、沐浴など）

正常な経過をたどる褥婦の看護/保健指導とその実際

使用する
テキスト

評価方法

まとめ

講義

講義

講義

講義

講義

講義

講義・演習

産褥期における看護/産褥経過

産褥期における看護/褥婦・家族のアセスメントと看護

2

講義・演習 看護過程など



開講時期 2年次通年

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：小倉医療センター助産師

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8

9

10

11 講義

12
13
14

15 講義

受講上の
注意

参考文献
系統看護学講座
専門分野Ⅱ　母性看護学
各論（医学書院）

講義

講義

まとめ

ハイリスク妊娠とは

妊娠期の感染症について

妊娠疾患
１）妊娠悪阻　２）妊娠高血圧症候群
３）血液型不適合妊娠　４）他児妊娠　５）流・早産
６）前置胎盤　７）妊娠糖尿病　８）子宮外妊娠

正常経過を振り返りながら授業を進めていきます。
母性看護学方法論Ⅰの資料・ノートを参考にしてくださ
い。

帝王切開術をうけた褥婦の看護

ハイリスク状態にある対象の看護とその実際

分娩期の異常と看護
１）産道の異常　２）娩出力の異常　３）分娩時出血
４）ハイリスクな状況にある新生児の看護

新生児の異常と看護
１）新生児仮死　２）高ビリルビン血症
３）ハイリスクな状況にある新生児の看護

産褥期の異常と看護
１）子宮復古不全　２）産褥期の発熱　３）精神障害
４）ハイリスクな状況にある褥婦の看護

評価方法
試験、授業参加状況、課題提出状況などで総合的に評価

使用する
テキスト

科目のねらい 授業目標

この授業では、妊娠・分娩・産褥期および新生児にみられる
異常と起こりうる問題を捉え、健康状態のアセスメントと看護
について学びます。また、ハイリスク状態にある対象の看護
展開と保健指導の必要性を学び、実際のかかわりや援助に
つなげていきます。

１．妊娠・分娩・産褥期および新生児のそれぞれの異常を学び、
　　対象の状態に応じた看護を理解できる。
２．異常のある褥婦の事例を通して看護計画を立案し、
　　基本的看護が理解できる。
３．ハイリスク状態にある対象に必要な保健指導が理解できる。

DPとの関連

学習内容と成果

母性看護学方法論Ⅱは2年後期に開講する30時間15回の授業です。正常な周産期の看護をふまえ、

逸脱した状態とその原因、健康状態のアセスメント、およびその看護について学びます。

ディプロマポリシーである関係を築く力（倫理）、考え抜く力（シンキング）、前に踏み出す力（アクション）、

チームで働く力（協働）、探求する力（成長）に関連づけられています。

科目名 母性看護学方法論Ⅱ
講義担当者 小倉医療センター　助産師

事前学習内容

特になし



開講時期 ２年次通年

単位数 1

時間数 45時間（23回） 実務経験 有：看護師実務経験者

回 方法 備考

1 講義

2 講義

3 講義・演習

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義 中間確認テスト

11 講義

12 講義・演習

13 講義

14 講義

15 講義

16 ＧＷ

17 ＧＷ

18 講義

19 講義

20 講義

21 講義

22 講義

23 講義 試験

受講上の
注意

参考文献

精神看護学Ⅱ　臨床で活かすケ
ア改訂第２版（南江堂）精神看護
学②精神障害と看護の実践（メ
ディカ出版）

まとめ

１６．統合失調症患者のアセスメントと観察

１７．統合失調症患者の看護計画立案

４．関係の中の個人

学習内容と成果

精神看護学方法論Ⅱの医師の分野で疾患や検査、治療につ
いて学びます。その内容と並行して看護に内容を説明していく
ので、精神看護学方論Ⅱで習得した知識を活用してください。

使用する
テキスト

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　第１巻　精神看護の基礎　第２巻　精神看護の展開　（医学書院）

評価方法
事前学習や課題内容、筆記試験などで総合的に評価します。

１．アセスメントに用いられる主な理論

２．精神看護におけるコミュニケーション方法

３．プロセスレコードの活用について　プロセスレコードの実際

科目名 精神看護学方法論Ⅰ
講義担当者

講義前に資料を配布し、その課題をして講義に臨んでください。

この授業では、精神看護の基本技術や精神に障害を
もつ人とその家族の生活を支える看護や人間の関係
性や疾患・症状に伴う看護について学習します。

財津　理枝

事前学習内容

１．患者－看護者の治療的関係と関係性の成立・発展方法を知る。
２．対象の入院の意味について理解できる。
３．治療的環境と安全の基本的な考え方、リスクマネジメントを学ぶ。
４．心の健康やその人らしく生きる権利や患者、家族の尊厳について学ぶ。
５．対象の疾患、症状に応じた基本的看護、基本的技術を学ぶ。

授業目標

この講義は2年次の受講時期となるため、専門基礎分野で疾患や検査・治療についての学習を積み、看護学

６．回復を支援する　リカバリーとは

科目のねらい

DPとの関連

事前学習をして講義時の演習に臨む探究する力（成長）身につくことと関連づけて構成しています。

の学習も進んでいると考え、多くのことをふまえてしっかり考え抜く力（シンキング）、チームで働く力（協働）、

７．入院の意味　精神に障害をもつ人の家族への看護

５．ケアの人間関係　1）ケアの原則・方法　2）患者－看護者の関係

11．精神科における安全管理

８．身体をケアする①　薬の有害反応　疾患や症状に伴う看護

９．身体をケアする②　身体合併症　睡眠の援助

１４．災害時のメンタルヘルスと看護

１３．メンタルヘルスと看護　感情労働

１２．安全をまもる

２１．アルコール症の患者の看護

２２．自閉症スペクトラム障害　知的障害　注意欠如・多動症

１５．統合失調症の患者

10．日常から気をつけたい身体合併症

１９．気分障害の患者の看護

２０．強迫性障害・パーソナリティー障害患者の看護　

１８．認知症患者の看護



開講時期 ２年次前期

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験 有：医師・看護師実務経験者

回 方法 備考

1 講義
【担当】

2 講義

3 講義

4 講義

5 講義

6 講義

7 講義

8 講義

9 講義

10 講義
第10回（小倉医療センター看
護師）

11 講義

12 講義

13 ＧＷ

14 講義

15 講義

受講上の
注意

参考文献

精神看護学Ⅰ精神保健・多
職種のつながり　精神看護
学Ⅱ臨床で活かすケア改訂
第２版（南江堂）

【試験配点】小倉医療センター精神科医師：（80点）財津:（20点）

使用する
テキスト

小倉医療センター
精神科医師・看護師
　　財津　理枝

事前学習内容

学習内容と成果

１．精神症状の現れ方の特徴と疾病分類について学ぶ。
２．精神症状に応じた治療内容が理解できる。
３．地域で生活する精神障害者へのサポートシステムを考える。
４．精神疾患や精神症状に伴う看護について学び、治療内容と結びつける
ことができる。
５．リエゾン精神看護、地域で生活する際のサポートについて学ぶ。

授業目標

３年次の実習へと展開できるように医師からの視点を学び、関係を築く力（倫理）、対象に合わせたケア

ができる考え抜く力（シンキング）、チームで働く力（協働）と結びつけて構成しています。

科目名 精神看護学方法論Ⅱ

４．精神障害の診断と疾病分類
1）統合失調症
2）気分障害（単極型うつ病性障害）
3）気分障害（双極型気分障害）
4）神経症　　5）ストレス関連障害　　　6）身体表現性障害
7）恐怖性不安障害　　　8）重度ストレス反応
9）生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群
10）パーソナリティ障害
11)器質性精神障害　認知症（アルツハイマー型認知症）
12)精神作用物質使用による精神および行動の障害
　　アルコール症　薬物依存症

1）思考の障害　2）感情の障害　3）意欲の障害　4）知覚の障害
5）意識とその障害　　6）記憶とその障害　　7）局在症状

まとめ

地域におけるケアと支援
1)地域で生活するための原則
2)生活を支える制度
3）地域での看護の実際・コミュニティにおける精神保健・
精神看護

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　第１巻　精神看護の基礎　第２巻　精神看護の展開　（医学書院）

精神看護学方法論Ⅰ分野の内容と並行して講義が進むため、
精神看護学方論Ⅰで習得した知識も活用してください。

講義担当者

精神看護学方法論Ⅰで学習した看護や日常生活支援と治療や検査などが結びつけられるように、事前学習に限らず、毎回の講義
内容の復習を重ねることを重視します。

この授業では精神障害の診断と分類、治療を学び対象
の理解を深めることで、精神に障害のある方が地域で
生活する際の自立支援にも関連づけて学べるよう精神
障害のある方への関わりや看護を学びます。

１．精神症状とは何か　　　　　２．状態像とは何か
３．さまざまな精神症状と状態像

科目のねらい

DPとの関連

評価方法

この講義は２年次の受講時期となるため、精神看護学方法論Ⅰで学習したことを応用し、看護専門職を目指し、

精神科で行われる治療　精神療法　修正型電気けいれん療法　など

リエゾン精神看護　多職種とのつながり

精神科リハビリテーションと地域における精神看護

提出物や課題内容、筆記試験などで総合的に評価します。

第1回～第9回
（小倉医療センター精神科医
師）

第11回～第15回（財津理枝）



開講時期 2年次前期

単位数 1

時間数 15時間（8回） 実務経験 有：看護師実務経験者

回 方法 備考

1 講義・視聴学習・ＧＷ

2

3 講義・視聴学習・ＧＷ

4

5 講義・視聴学習・ＧＷ

6

7

8

受講上の
注意

参考文献

系統看護学講座専門分野
地域・在宅看護論（医学書院）
厚生労働白書（厚生労働省）
国民衛生の動向（厚生統計協
会）

筆記試験　

吉塚　由美

事前学習内容

科目のねらい

基礎分野での学びを活かして学習をしましょう。

授業目標

科目名 在宅看護論概論

使用する
テキスト

系統看護学講座　統合分野　在宅看護論　（医学書院）

評価方法

資料配布　

１．日本の在宅看護の変遷とその社会的背景について説明できる。
２．在宅看護の目的と基本理念、関連する概念について理解できる。
３．在宅看護の対象者の特性とその支援の基本を理解できる。

４．現在の訪問看護制度の基本を理解できる。

２年次通年で授業が行われる。在宅看護という「暮らしの場」で行う看護実践は、まずは個人のプライ

バシーに立ち入ることを念頭に、在宅看護の概念や看護倫理、人権の尊重、尊厳を守ることの重要さ

出す力、４．チームで働く力、5．探究する力に関連する構成にしました。

第1章　在宅看護の目的と特徴　②

講義担当者

基礎看護学、および既習学習内容を復習し授業に臨んでください。

我が国の現状をふまえた地域・在宅看護の展望と今後の課
題を学ぶ。また、在宅看護の対象となる在宅療養者とその家
族の理解を中心に、対象が暮らす「地域」在宅での生活を維
持するために必要な支援と医療ケアを必要とする在宅療養
者への医療的支援である訪問看護について学ぶ。

DPとの関連
を講義とＧＷで学ぶ機会となります。ディプロマポリシー1．関係を築く力、２．考え抜く力、３．前に踏み

第1章　在宅看護の目的と特徴　①

まとめ

第2章　在宅看護の対象者　①

学習内容と成果

第2章　在宅看護の対象者　②

第4章　在宅にかかわる法令・制度とその活用　①

第4章　在宅にかかわる法令・制度とその活用　②

第4章　在宅にかかわる法令・制度とその活用　③



開講時期 2年通年

単位数 1

時間数 30時間（15回） 実務経験
有：看護師（訪問看護師）

実務経験者

回 方法 備考

1 講義

2

3 講義・ＧＷ

4

5

6 講義・ＧＷ・演習

7

8

9

10

11

12

13

14

15 まとめ

受講上の
注意

参考文献

第５章　在宅看護の展開
　　　　Ａ　在宅看護過程の展開のポイント　　Ｂ  在宅看護過程の展開
方法
　　　　Ｃ　療養上のリスクマネジメント　　　Ｄ　在宅看護における権利
保障

第６章　在宅看護技術
　　Ａ　在宅で看護を展開するにあたって
　　Ｂ　在宅で求められる技術
　　　　①呼吸に関する在宅看護技術
　　　　②食生活・嚥下に関する在宅看護技術
　　　　③排泄に関する在宅看護技術
　　　　④移動・移乗に関する在宅看護技術
　　　　⑤清潔に関する在宅看護技術
　　　　⑥認知機能のアセスメント法と援助技術
　　　　⑦コミュニケーションの支援
　　　　⑧在宅におけるエンドオブライフケア

基礎看護技術Ⅳで学んだ「健康上のニーズを持つ生活者と家
族」「継続看護」「在宅ケア」や老年看護学概論で学んだ「介護
保険制度」の内容を深めていきます。しっかり、復習をしておい
てください。グループワークやディスカッションを行いますので
積極的に取り組んでください。

使用する
テキスト

系統看護学講座　統合分野　在宅看護論　（医学書院）

評価方法

必要時、資料を配布します。

出席状況、授業参加度、筆記試験を総合し評価します。

在宅療養者に見られる疾患と状態を事例に在宅における医療的ケアを、既習、視覚教材を活用し、

ＧＷで思考・整理・課題の明確化を行い学びます。ディプロマポリシー

２．考え抜く力３．前に踏み出す力、５．探求する力に関連する構成にしました。

科目名 在宅看護論方法論Ⅰ
講義担当者

基礎看護学、および既習学習内容を復習し授業に臨んでください。

在宅看護の対象である在宅療養者とその家族・介護者の特徴やニーズ、発
達段階、疾患、障害等を理解した上で、在宅看護活動について学びます。ま
た、在宅看護を支える社会資源の種類やその活用方法を実際に調べながら
理解し、援助に活かせるように学びます。地域での療養生活がスムーズに
送れるための、退院 支援・継続看護や他（多）職種連携におけるマネジメン
トの必要性と在宅ケアチームでの看護師の役割を考えます。

第３章　在宅療養の支援
Ａ　在宅看護の提供方法　 Ｂ　療養の場の移行
Ｃ　在宅看護の基本となるもの

吉塚　由美

事前学習内容

科目のねらい

DPとの関連

学習内容と成果

１．在宅看護の対象と対象のもつ健康障害が理解できる。
２．在宅看護の看護活動が理解できる。
３．社会資源の種類やその活用方法が理解できる。
４．関連職種との連携・協働と看護師の役割が理解できる。

授業目標


