
2019年度看護学科第 4学年シラバス 

【前 期】 【後 期】 

ジェンダーの社会学 3 英語Ⅲ（英論文の読解） 27 

遺伝学 6 看護倫理Ⅱ（事例分析） 29 

医療経済学 8 代替補完医療と看護 32 

看護理論 11 統合援助技術Ⅰ 36 

看護システムマネジメント論 13 統合援助技術Ⅱ 38 

国際看護活動論 15 防災教育論 40 

地域看護学演習Ⅱ（地域看護活動） 19 【通 年】 

地域看護管理論 22 国際看護フィールドワーク 42 

地域看護学実習 24 看護課題ゼミ 46 

統合実習 49 

卒業研究 51 

生涯学習特別講義 53 
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シラバス閲覧に際しての特記事項 

 

1. オフィスアワー・場所について 

オフィスアワーとは、その科目の開講期間中に科目担当者が質問等を受けることが

できる時間のことです。オフィスアワーを利用したい学生はシラバスの「オフィスアワ

ー・場所」の欄を確認の上、その指示に従ってください。 

 

2. 事前学習・事後学習について 

 単位修得は事前学習・事後学習を前提としています。各科目の事前学習・事後学習は

シラバスに記載されていますので、確認の上、その指示に従ってください。 

 

3. 教員の実務経験について 

 看護学科では実習科目をはじめ、臨床での実務経験を活かした実践的な授業が数多

く設定されています。シラバスの教員名にリンクがある教員の実務経験は、大学ホーム

ページの教員紹介のページから確認することができます（シラバスに記載されている

教員名をクリックすることでアクセスできます）。 
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科目コード【1304】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

ジェンダーの社会学 
一般教育科目 2単位 

（15時間） 
選択 4年前期 講義 

社会を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]  裵智恵 

[担当教員]   裵智恵 

授業終了後、教室あるいは講師室。 

（オフィスアワー以外の連絡先：baejihey@yahoo.co.jp） 

授業のねらい 

この授業では、ジェンダーにかかわる多様な問題について、社会学的な視点か

ら講義します。ジェンダーに関連する基本的な概念・理論を学び、それらをも

とに、家族、学校、職場、戦争など様々なテーマから、ジェンダーをめぐる諸

論点について検討します。 

 授業は基本的に講義形式で進めますが、DVD 視聴、討論などを交えながら、

学生全員が積極的に、楽しく参加できる授業にしたいと思います。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

① ジェンダーに関連する社会学の基本的な概念と用語、理論について理解

し、説明することができる。 

② ジェンダーと関連する社会の様々な出来事について関心を持ち、社会学的

な視点から批判的に考えることができる。 

教科書 
千田有紀・中西祐子・青山薫，2013，『ジェンダー論をつかむ』有斐閣．

ISBN9784641177161 

参考図書 

加藤秀一，2017，『はじめてのジェンダー論』有斐閣ストゥディア．ISBN 

978-4-641-15039-3 

伊藤公雄・樹村みのり・國信潤子，2011，『女性学・男性学 改訂版―ジェンダ

ー論入門』有斐閣アルマ．ISBN 978-4641124288 
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科目コード【1304】 

評価方法 
レポート（60％）、授業への参加［質疑、討論への参加、リアクションペーパ

ーなど］（40％）の割合で評価します。 

課題に対する 

フィードバック 
レポートの提出後、採点とコメントを記入し、返します。 

事前学習 
事前学習：映画、小説、新聞記事などを、ジェンダーという視点で読むこと。

それがどのように分析できるかを考えてみること。 

事後学習 
事後学習：講義で学んだ内容を自分の言葉で整理し、考えをまとめておく。 

事後学習には 30 分以上の時間を充てること。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 イントロダクション 

授業の概要、日程、評価について説明する。 

現時点において、各自考えている「ジェンダ

ー」問題について話し合う。 

裵 智恵 

2 性別をとらえなおす 
セックスとジェンダー、セクシュアリティの

概念を確認 
裵 智恵 

3 家族とジェンダー（１） 

近代家族とジェンダーの概念 

ジェンダーの視点からみた未婚化・少子化問

題 

裵 智恵 

4 家族とジェンダー（２） 

近代家族とジェンダーの概念 

ジェンダーの視点からみた未婚化・少子化問

題 

裵 智恵 

5 労働とジェンダー 
女性の労働と賃金格差 

職務における男女格差 
裵 智恵 

6 教育とジェンダー 
かくれたカリキュラム 

教育における男女格差 
裵 智恵 

7 DVD 視聴 ジェンダーに関連する映画を視聴 裵 智恵 

8 小討論 映画の内容をもとにした討論  裵 智恵 

9 
日常生活とジェンダー （１） ストリートハラスメントとデート暴力 

ドメスティックバイオレンス  
裵 智恵 

10 
日常生活とジェンダー （２） ストリートハラスメントとデート暴力 

ドメスティックバイオレンス  
裵 智恵  

11 国家とジェンダー（１） 
国民国家・人権とジェンダー 

戦争と性暴力（従軍慰安婦の問題） 
裵 智恵 

12 国家とジェンダー（２） 
参政権と政治参加における男女格差 

グローバリゼーションとジェンダー 
裵 智恵 
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科目コード【1304】 

13 身体とジェンダー 

性と生殖に関する権利/買売春,セックスワ

ーク,ポルノグラフィ/クィアとトランスジ

ェンダー（レポート提出） 

裵 智恵 

14 フェミニズムとジェンダー 
フェミニズムの歴史/フェミニズムがめざす

もの 
裵 智恵 

15 まとめ 

全体討論 

：授業の前と後で、ジェンダーについての考

え方がどのように変わったのか、あるいは、

変わらなかったのか。 

質疑応答。レポートの返却とコメント。 

裵 智恵 

－ 定期試験 
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科目コード【2112】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

遺伝学 
専門基礎科目 1単位 

（15時間） 
選択 4年前期 講義 

病気と治療 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 沼部博直 

[担当教員] 林由起子、沼部博直、稲垣夏子、桐

林和代 

科目責任者のオフィスアワー：各講義の終了後 10 分。それ

以外は質問等に対してメールで対応（講義時にアドレスを周

知します） 

授業のねらい 

遺伝医学の発展により、個人の体質や病態に合わせたより精密なゲノム医療が

実現しつつあります。このような中で基礎的な遺伝学的は不可欠となっていま

す。また、ゲノム医療の現場においては、本人ならびに遺伝情報を共有する家

系内の人々への倫理的・法的・社会的配慮や心理的フォローも必要であり、こ

れを実践する遺伝カウンセリングについても知識を習得し、看護の役割を学

ぶ。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

① ゲノムと染色体と遺伝子、遺伝の基本的機序を説明できる。 

② ゲノムの多様性に基づく個体の多様性について概説できる。 

③ 疾病や障害の遺伝要因と環境要因について説明できる。 

④ 遺伝的多様性を踏まえた上で、環境と健康との関連について理解できる。 

⑤ 遺伝カウンセリングの役割を理解し、看護現場での応用ができる。 

教科書 聞いてみよう！ ゲノム医療の世界（初回講義までに受講者に配布します） 

参考図書 
トンプソン&トンプソン 遺伝医学（原著８版）（Roderick L. Nussbaum 他

著、福嶋義光 監訳）メディカル・サイエンス・インターナショナル、2017 

評価方法 講義時間内レポート 30%，定期試験 70% 

課題に対する 

フィードバック 
定期試験終了後、正解と解説を提示し、質問に関しては担当者が応対する。 
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科目コード【2112】 

事前学習 

ほとんどの病気が遺伝子レベルで解明されて来た今日、医療の現場では正しい

遺伝学の知識が求められている。遺伝カウンセリングは医師、遺伝カウンセラ

ー、看護師がチームで行うので、その重要性を理解した上で受講して頂きた

い。 

事前に教科書を通読しておくこと。疑問点がある場合には参考図書に挙げた

「遺伝医学への招待」や「遺伝医学」を参照して理解を深めておくこと。（講義

１コマに当たる各章の想定読解予習時間は約 30 分） 

事後学習 

講義毎に配布するレジュメを再読し、単なる暗記ではなく、疾患の遺伝学的原

因や、その変化が家系内で共有される可能性などを考える必要がある。また、

遺伝子疾患は想像力をもってその家族の立場に立って考えることも重要であ

る。 

レジュメに重要な遺伝医学用語やその定義なども含まれているが､曖昧な箇所は

参考図書に挙げた「遺伝医学への招待」や「遺伝医学」を参照して理解を深め

ておくこと。（講義 1 コマに当たる各章の想定復習時間は約 30 分） 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
未診断プロジェクト 

ゲノム、DNA、遺伝子 

ゲノムとは何か？ 遺伝子診断とは何か？ 

最新の遺伝子診断の実態の紹介。 
沼部 博直 

2 

生殖細胞と体細胞って何が違

う？ がんは遺伝子の病気？ 

単一遺伝子病 

精子や卵子と体の細胞との差は何か？ が

んの発症する原因を知る。 

病気の遺伝形式について。 

沼部 博直 

3 
遺伝子検査サービス 

多因子遺伝 

病院以外で行われている遺伝子検査サービ

スとは何か？ 多因子遺伝とは何か？ 
稲垣 夏子 

4 
遺伝子によって保険が変わって

くる？ 

遺伝子の変化により加入できる保険が変わ

ってくる可能性について。 
稲垣 夏子 

5 

新型出生前診断 

ゲノム解析と「赤ちゃんの権利」 

遺伝カウンセラー 

出生前検査とは何か？ 

出生前診断の問題点について。 

遺伝カウンセラーの果たす役割 

桐林 和代 

6 
着床前診断と着床前スクリーニ

ング 

ヒトの発生と生殖医療について。 

着床前検査とは何か？  
沼部 博直 

7 
3 人の親をもつこども 

ゲノム編集 

ミトコンドリア遺伝病とは何か？ 

遺伝子の編集は何を目的にどのように行

う？ 

林 由起子 

8 ゲノム医療の未来 遺伝学の今後の発展と未来への展望。 沼部 博直 

－ 定期試験 
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科目コード【2206】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

医療経済学 

専門基礎科目 1単位 

（15時間） 
選択 4年前期 講義 保健医療福祉の 

しくみ 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 川渕 孝一 

[担当教員]  川渕 孝一 

看護学科学務課を通して質問を受ける。 

但し、緊急の場合は E-mail:kawabuchi.hce@tmd.ac.jp に連

絡頂けば回答。 

授業のねらい 

医療の役割は苦痛の除去のみならず、豊かな食生活、良好な人間関係といっ

た生活の質に深く及んでいる。文字通り「治し・支える医療」のあり方につい

て改めて考えるとき、これまでの議論があまりにも政治力学や医療関係者の利

害といった動機から出たものが多すぎた。その結果として、肝心の国民の実態

や医療が社会に還元したという最も基本的な視点が確立されていない。 

 そこで本授業では、看護に加えて、医学、歯学、介護、薬学などの「横串

し」を入れる。より具体的には、医療経済学の視点から忘れがちだった医療の

成果を学際的に再確認しながら、わが国の医療制度のあるべき姿を、国民の視

点から探る。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や語

学を身につける。 

到達目標 

すべてが不確実だと言われる時代においてわが国に未曾有の少子・高齢社会

が到来することは確実である。しかしながら、医療分野は、規制が多く産業構

造も複雑なので、未だ前近代的な部分が散見される。そこで本授業では、医療

の質の向上と経営の効率化の同時達成を実現する看護職の育成を目指して、ヘ

ルスケア分野における成功の鍵を探る。 

 より具体的には、医療界で起こっている現象を学際的にマクロ· ミクロ経済

の視点から分析する。到達目標は次の 3 点とする。 

①看護に加えて、医学、歯学、介護、薬学などを経済的視点から横断的に学習

できる。 

8



科目コード【2206】 

②効率的な医療· 介護· 福祉のあり方について政策提言ができる。 

③看護、医学、経済、経営、会計など各種の専門性の融合と相互発展をするこ

とができる。 

教科書 
川渕孝一著「“見える化”医療経済学入門」2014 年（医歯薬出版株式会社） 

（初回から使用するので事前に購入することを切願する。） 

参考図書 

「病院の品格」2008 年（日本医療企画）、「医療再生は可能か」2008 年（ちく

ま新書）、「第六次医療法改正のポイントと対応戦略 60」2014 年（日本医療企

画）、「地域包括ケアシステムの成功の鍵」2015 年（公益財団法人日本都市セン

ター）、「2040 年の薬局」2016 年（薬事日報社） 

評価方法 レポート 80％（4回×20％）＋事例研究 20％ 

課題に対する 

フィードバック 
レポートの添削を通じて参加学生に一定のフィードバックを行う。 

事前学習 

医療経済に関する双方向の講義に努めるが、学生諸君には単なる出席ではな

く積極的な授業参加を期待する。また、最終回に事例研究を通じた発表会を開

催するので上記に指定した教科書の章・参考図書を毎回 60 分以上事前学習す

ることを勧める。 

事後学習 
最終回に無償配布する拙著「国民皆保険はまだ救える（自由工房）」の精読を

期待する。 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

1）国民医療費の構造分析 

 

2）わが国の診療報酬制度の現状

と課題 

（教科書の第 1,2,11 章） 

①国民医療費の負担、②国民医療費の分配、

③国民医療費の使途を確認 

①混合診療禁止の原則、②保険外併用療養費

制度、③「一物一価」の功罪などを学習する。 

川渕 孝一 

2 

1）公的医療保険の守備範囲と医

療費分析 

 

 

 

 

2）予防政策と医療費適正化 

 

一体全体「どこまで公的医療保険で面倒見る

べきなのか」国民皆保険制度の持続可能性を

議論するとともに、①年齢階級別・疾病分類

別医療費分析、②終末期医療費の見える化、

③高齢者透析に関する医療経済分析を体得

する。 

①米国の MHS プロジェクトの結果、②無作

為比較化試験（RCT）による分析、③わが国

川渕 孝一 
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科目コード【2206】 

 

 

 

 

（第 3,4,12,13 章） 

における減量指導にみるメタボ対策の効果、

④OTC 国民調査から得た知見、⑤ワクチン

行政の現状と課題を紹介する。 

3 

1）DPC/PDPS の現状と課題へ

の示唆 

2）DPC 導入と外来抗がん剤治

療の変化 

（第 5,6 章） 

①DPC の功罪と、②解消すべき課題につい

て言及する一方、③DPC/PDPS による外来

シフトの有無、④外来抗ガン治療の現状と課

題について理解する。 

川渕 孝一 

4 

1）“医療の見える化”の現状と

課題 

 

 

2）クリニカルパスと医療の標準

化 

（第 7,8 章） 

①米国の P4P の先行事例、②本分野におけ

る“病院可視化ネットワークの試み”、③P4P

による行動変容などを通じて、質の向上と効

率化の同時達成の実現可能性を探る。 

①電子パスの課題とその解決策、②医療安全

に向けた可視化の試み、③医療事故防止対

策、④パスの科学的根拠を学習する。 

川渕 孝一 

5 

1）医療の量的効果 

 

2）診療報酬の国際比較 

（第 9,10 章） 

①“規模の経済”、②量的効果に関する先行

研究から得た知見を紹介する。 

診療報酬体系の日米比較を通じて「望まれる

適正な技術料とは何か」を考える。 

川渕 孝一 

6 

地域包括ケアシステムに見る

“範囲の経済”について救急医

療と精神医療を含めて総合的に

検討する。 

（第 14,15,16 章） 

地域包括ケアシステムの先進事例について

考察するとともに精神科の診療報酬の適正

性及び救急医療の現状と課題について一定

の考察を加える。 

川渕 孝一 

7 

グローバルヘルスサービスが抱

える諸課題を学習する。 

 

（第 17 章） 

①オバマケアの功罪、②北欧における構造改

革、③中国・タイにおける医療格差、④バン

グラディッシュにおける少額医療保険につ

いて学習する。 

川渕 孝一 

8 
事例研究 

 

第 6回目の講義で無償配布する拙著「国民皆

保険はまだ救える」の P.24～P.40の事例を

読んで「何が真因でどうすれば問題解決する

か」を参加者全員の前で口頭発表する。 

川渕 孝一 

－ 定期試験 
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科目コード【3104】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

看護理論 
専門科目 2単位 

（15時間） 
選択 4年前期 講義 

看護の基礎 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 阿部幸恵 

[担当教員] 伊藤綾子  

授業後または随時、事前のアポイントメントによる。 

阿部幸恵 y-abe@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

この科目では、看護理論とは何かを理解し、看護実践の基礎となる代表的な理

論について深く探求する。その上で、具体的な事例をいろいろな理論と関連付

けて考えてみることを通して看護理論を実践に応用することの意義を理解す

る。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ

る。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人 

  間関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１．理論とは何かが理解できる。 

２．代表的な看護理論を理解できる。 

３．看護理論の活用のプロセスを理解し、事例を展開できる。 

４．看護実践に看護理論を活用する意義を理解できる。 

教科書 
筒井真優美編集：看護理論改訂第 2版 看護理論 20の理解と実践への応用 南

江堂，2015.  

参考図書 

Julia B. George 編 南裕子・野嶋佐由美・近藤房恵 他 訳: 看護理論集 

第 3版 NURSING THEORIES The Base for professional nursing practice より

高度な看護実践のために 日本看護協会出版会，2013. 

その他授業内で紹介する。 

評価方法 授業内に提示した課題 100％。評価基準は、到達目標への達成度とする。 

課題に対する 

フィードバック 

発表時のディスカッションでグループにフィードバックを行う。また、個々の

提出課題についてはフィードバックコメントを記入する。個々のフィードバッ
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科目コード【3104】 

クについては、授業内でまとめて全体にもフィードバックする。 

事前学習 

事前に提示された課題についてまとめる。事例の場合には、情報を整理しまと

めて、授業内のグループディスカッションの準備をする。約 1時間の学習を行

う。 

事後学習 
授業内の発表時に得られたコメントアドバイスを整理して課題を再度まとめな

おし次回の授業の発表や課題提出の準備をする。約 1時間の学習。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

看護理論の活用と意義 

 

看護理論とは何か 

理論の種類・構成要素と機能要素 

看護理論と看護実践の関係 

阿部幸恵 

2 
代表的な看護理論の構造・内容 提示された看護理論家の理論をグループで

調べて概要を説明する。 
阿部幸恵 

3 

4 

5 

6 

事例への活用① 患者の情報を整理して、グループに提示さ

れた看護理論で情報を整理し看護過程を展

開し、発表する。 

阿部幸恵 

伊藤綾子 

7 

8 

9 

10 

事例への活用② 患者の情報を整理して、グループに提示さ

れた看護理論で情報を整理し看護過程を展

開し、発表する。 

阿部幸恵 

伊藤綾子 

11 

12 

13 

14 

事例への活用③ 患者の情報を整理して、グループに提示さ

れた看護理論で情報を整理し看護過程を展

開し、発表する。 

阿部幸恵 

伊藤綾子 

15 

看護理論の看護実践への応用の

意義 

３つの事例で扱った理論を振り返り、各理

論の特徴をまとめる。また、看護理論の看

護実践への応用についてまとめる。 

阿部幸恵 

－ 事後課題提出 
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科目コード【3401】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

看護システム 

マネジメント論 

専門科目 2単位 

（15時間） 
必修 4年前期 講義 

看護提供のしくみ 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]  阿部 祝子 

講義終了後または事前にアポイントメントをとり研究室に来

てください。 

連絡先  阿部祝子：abe-s@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 
看護を取り巻く環境の変化に応じた質の高い看護サービス提供のための組織運

営について考察する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1．効果的・効率的な組織運営と、組織の変化・変革を説明できる。 

2．看護職の雇用と、労働の特徴を説明できる。 

3．看護サービスの質の評価を説明できる。 

4．日本の保健医療福祉制度と看護の展望について、自分の考えを述べることが

できる。 

教科書 
系統看護学講座 統合分野 看護の統合と実践 1 看護管理：医学書院 

デジタルナーシンググラフィカ 38看護管理：メディカ出版 

参考図書 

デジタルナーシンググラフィカ 16社会福祉と社会保障：メディカ出版 

デジタルナーシンググラフィカ 17医療関連法規：メディカ出版 

デジタルナーシンググラフィカ 39医療安全：メディカ出版 

評価方法 

レポート 50％、復習試験 20％、ミニレポート 10％、受講態度 20％ 

3～4コマに 1回授業開始時に復習の試験を行う。試験問題配布時に不在の場合

は受験できない。 
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科目コード【3401】 

課題に対する 

フィードバック 
講義中に課題に対するフィードバックを行う。 

事前学習 
シラバスに基づき、テキストの該当箇所を読み、重要事項にマークしたりノー

トに記して講義に臨む。(想定予習時間：約 30分)  

事後学習 
授業とテキストを照らし合わせ、具体的に理解できるようこれまでの実習内容

と関連づけてノートに整理し復習する。(想定復習時間：約 30～60分) 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 マネジメントと管理 
サービスの概念、マネジメントと管理、組織

の経営資源 
阿部祝子 

2 組織運営 1 組織論、組織タイプ、組織と意思決定 阿部祝子 

3 組織運営とリーダーシップ 
リーダーシップ論、組織の成熟・タイプとリ

ーダーシップ 
阿部祝子 

4 組織文化 
組織内コミュニケーション、通過儀礼、組織

の変化と変革、コンフリクト 
阿部祝子 

5 看護職の雇用と労働 1 
インフロー(募集、採用)-内部フロー(配置、

異動、昇進)-アウトフロー(退職、解雇) 
阿部祝子 

6 看護職の雇用と労働 2 
看護職のキャリア発達、クリニカルラダー、

キャリア発達支援 
阿部祝子 

7 看護職の雇用と労働 3 看護職の専門高度化、役割拡大 阿部祝子 

8 看護職の雇用と労働 4 労務管理、給与体系、目標管理 阿部祝子 

9 看護の質の保証 1 セーフティ・マネジメント、災害への対応 阿部祝子 

10 看護の質の保証 2 看護職の組織横断的な役割と業務 阿部祝子 

11 看護の質の保証 3 根拠に基づいたマネジメントと管理 阿部祝子 

12 看護の質の保証 4 医療・サービス・看護サービスの質の評価 阿部祝子 

13 看護の経済性 マーケティング、看護サービスと対価 阿部祝子 

14 看護に係る行政 
政策決定過程、看護に係る行政機関と関係組

織 
阿部祝子 

15 まとめ 看護システムとマネジメントの理解の深化 阿部祝子 

－ 定期試験 
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科目コード【3503】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

国際看護活動論 
専門科目 1単位 

（30時間） 
必修 4年前期 演習 

グローバルヘルス 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 成瀬 和子 

[担当教員] 成瀬 和子 

授業終了後および、授業日の昼休み 501 研究室 

あるいはメールで naruse@tokyo-med.ac.jp まで 

授業のねらい 

グローバル化社会のなか人々を取り巻く環境は変化しそれに伴い健康課題も変

化し健康格差は拡大している。その様な中での看護職のあり方を考えるために、

国際看護（及び国際保健）と異文化間看護に関する基本的概念を学ぶ。世界の

人々の健康と保健、医療の現状から、人々の健康に影響を与えている様々な要因

について理解を深め、グローバルな視野に基づき、日本国内外において、看護師

として異なる文化を持つ人々への看護や諸外国への国際看護実践について考え

る。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1. 国際看護を学ぶ意味を理解できる。 

2. 世界における健康格差の状況とその社会的要因を理解し、地域特性とあわ

せて健康課題と対策を考えることができる。 

3. 健康格差解消と社会開発のための取り組みについて知る。 

4. 国際保健で課題となっている主な疾病負担（burden of disease）とその対

策を知る。 

5. 他学生と協働して情報の集積・分析をおこない積極的に議論に参加しグル

ープに寄与することができる。 

教科書 
田村やよひ編、新体系看護学全書 看護の統合と実践3 国際看護学、メヂカルフ

レド社、2012.  
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科目コード【3503】 

参考図書 

日本国際保健医療学会編、 国際保健医療学 第3版、杏林書院、2015. 

丸井英二、森口育子、李節子編、国際看護・国際保健、弘文堂、2012.  

レイニンガー、稲岡文昭監訳、レイニンガー看護論 文化ケアの多様性と普遍

性、医学書院、1995.  

南裕子監修、国際看護学 グローバル・ナーシングに向けての展開、中山書店、

2013.  

徳永端子、内海博文編、国際看護学、クオリティケア、2014.  

近藤麻里、知って考えて実践する国際看護第2版、医学書院、2018.  

柳澤理子、国際看護学―看護の統合と実践 開発途上国への看護実践を踏まえ

て 改訂版、PILAR PRESS、2017. 

デビッド・ワーナー、医者のいないところで 村のヘルスケア手引書 2009年

版、シェア＝国際保健協力市民の会、2009. 

評価方法 

到達目標の達成度で評価する。 

配分：定期試験40％、確認試験15％（第1回-第7回の講義について、次の回に確

認テストをおこなう）、GW35％（ピア評価10％、発表内容20％、課題提出

5％）、学習態度10％  

20 分以上の遅刻は欠席として扱う。 

課題に対する 

フィードバック 
講義内でコメントする。試験結果については個別に対応する。 

事前学習 

教科書に掲載されていない項目もあるため、授業前に学習内容を自分で調べて

おくこと。GWの課題については英語の情報が必要になるため、事前に必要な単

語をチェックしておくこと。いずれも約 30分の時間を要する。 

事後学習 
授業後に各回の学習目標にそって授業内容をまとめておくこと。約 60分の時間

を要する。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

グローバルヘルスと国際看護

を学ぶ意義  

 

 

1) 国際保健・国際看護の概念  

2) 人口問題と疾病構造の変化 

3) グローバリゼーションと健康 

4) 人間の安全保障 

成瀬 和子 

2 

健康の社会的決定要因  1)健康の社会的決定要因 

2)重要な健康指標や健康状態と疾病負荷 

3)いくつかの健康の決定要因について学ぶ 

成瀬 和子 

3 

世界における健康格差 健康格差について健康課題を通して学ぶ  

 感染症(CDs) 

 非感染症(NCDs) 

成瀬 和子 
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科目コード【3503】 

 子どもの健康 

 リプロダクティブヘルツ/ライツ 

4 

国際的な健康格差是正のための

取り組み  

 

 

世界的枠組みでの取り組みについて学ぶ  

1) MDGs  

2) SDGs、UHC 

3) 世界AIDS、結核、マラリア対策基金  

4) EPI 

成瀬 和子 

5 

国際機関や多国間協定と役割  

 

グローバルヘルスに取り組む国際機関や民

間機関の役割について学ぶ  

1)UN 

2)WHO  

3)JICA  

4)NGO 

5)日本の国際協力政策 

成瀬 和子 

6 

文化と健康 1)文化の概念 

2)文化と健康 

3)レイニンガーの異文化間看護 

成瀬 和子 

7 
グローバル社会における看護活

動 

在日外国人への看護について学ぶ 
呉 珠響 

8 

開発途上国における健康課題と

対策(演習)① 

グループワーク 1: 世界の国について健康

の社会的決定要因をアセスメントし健康課

題と政策を決定する 

成瀬 和子 

9 

開発途上国における健康課題と

対策(演習)②  

グループワーク2: 世界の国について健康の

社会的決定要因をアセスメントし健康課題

と政策を決定する 

成瀬 和子 

10 

開発途上国における健康課題と

対策(演習)③ 

グループワーク3: 世界の国について健康の

社会的決定要因をアセスメントし健康課題

と政策を決定する 

成瀬 和子 

11 

開発途上国における健康課題と

対策(演習)④  

グループワーク4: 世界の国について健康の

社会的決定要因をアセスメントし健康課題

と政策を決定する 

成瀬 和子 

12 
開発途上国における健康課題と

対策(演習)⑤ 

発表 1 
成瀬 和子 

13 
開発途上国における健康課題と

対策(演習)⑥ 

発表 2 
成瀬 和子 

14 
開発途上国における健康課題と

対策(演習)⑦ 

発表 3 
成瀬 和子 

15 開発途上国における健康課題と 発表 4 成瀬 和子 
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対策(演習)⑧ まとめ 

－ 定期試験 
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科目コード【3706】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

地域看護学演習Ⅱ 

（地域看護活動） 

専門科目 
1単位 

（30時間） 
自由 4 年前期 演習 コミュニティ 

ヘルスケア 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 鈴木良美 

[担当教員]  鈴木良美、呉珠響、新井志穂 

講義終了後・507 研究室 

あるいは ysuzu@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 
地域における看護活動を展開するための基本技術である地域看護診断のプロセスを通

して、地域の健康問題を把握し施策化するための基礎的能力を養う。 

学位授与の方針(ディ

プロマポリシー)との

関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践できる。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や語 

学を身につける。 

到達目標 

1.地域における対象(個人・家族・集団・地域）をとらえる方法である地域診断の目

的と方法について説明できる。 

2.理論を用いて情報を包括的に収集・統合しアセスメントできる。 

3.地域診断のプロセスを通し地域の強みと健康課題を明確化できる。 

4.地域診断に基づく地域へのアプローチを検討できる。 

教科書 

・標 美奈子ほか：標準保健師講座１ 公衆衛生看護学概論 医学書院  

（購入済） 

・厚生労働協会編：国民衛生の動向・厚生の指標 増刊 最新刊 

参考図書 

・金川克子編：地域看護診断 技法と実際 第 2版、東京大学出版会、2011. 

・金川克子翻訳：コミュニティアズパートナー―地域看護学の理論と実際 第 2版、

医学書院、2007. 

・佐伯和子編著：地域保健福祉活動のための地域看護アセスメントガイド 第 2版 

医歯薬出版株式会社、2018 

評価方法 

・定期テスト（50%）グループワークでの態度･貢献度（20％）、地域診断レポート

（個人 20％、グループ 10％）により総合的に評価する。 

・30分以上の遅刻は欠席とみなす。 
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科目コード【3706】 

課題に対する 

フィードバック 
・情報収集やアセスメントの内容を個別にフィードバックする。 

事前学習 

・保健師関連科目を復習しておくこと。 

・乳幼児健診の視聴覚学習を行っておくこと。 

・地域の情報収集を積極的に行うこと（想定予習時間は 30~60 分程度）。 

事後学習 
・地域診断は実習でもおこなうので、理論を復習し各自で情報を整理し実習において

保健師に説明できるようにしておく（想定復習時間は 60 分程度）。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

地域診断の展開過程① 

地域診断のすすめ方 

オリエンテーション 

公衆衛生看護における地域診断の意義・ 

目的・理論について学ぶ 

鈴木良美 

2 
地域診断の展開過程② 

地域診断の方法 

地域診断の展開方法について学ぶ 
鈴木良美 

3 
グループワーク① 実習地域の情報収集とアセスメント。 鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

4 
グループワーク② 実習地域の情報収集とアセスメント。 鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

5 
地域診断経過発表① 地域の強みと健康課題を報告。 鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

6 
地域診断経過発表② 

 

地域の強みと健康課題を報告。 鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

7 
グループワーク③ 実習地域の情報収集とアセスメントに 

基づき、地域へのアプローチを検討する。 

鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

8 
グループワーク④ 実習地域の情報収集とアセスメント 

基づき、地域へのアプローチを検討する。 

鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

9 
グループワーク⑤ 実習地域の情報収集とアセスメントに 

基づき、地域へのアプローチを検討する。 

鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

10 
グループワーク⑥ 実習地域の情報収集とアセスメント 

基づき、地域へのアプローチを検討する。 

鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

11 
地区踏査① 

 

実習地域を歩き情報を収集する。 鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

12 

地区踏査② 

 

実習地域を歩き情報を収集する。 

 

 

鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 
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13 
地区踏査③ 実習地域を歩き情報を収集し分析する。 鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

14 
地区踏査④ 実習地域を歩き情報を収集し分析する。 鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

15 
グループワーク 

 

地域診断のまとめ。 鈴木良美、呉珠響 

新井志穂 

－ 定期試験 
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科目コード【3707】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

地域看護管理論 

専門科目 
1単位 

（15時間） 
自由 4年前期 講義 コミュニティ 

ヘルスケア 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]呉珠響 

[担当教員]呉珠響 

講義終了後、研究室（411）にて 

（事前にメールにてアポイントをとる） 

ohchuhya@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 
公衆衛生看護管理の目的や構造、機能について学び、さらに、看護職の立場か

ら自律について考える。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・理 

論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき 

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間関 

係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1．公衆衛生看護管理の目的と特徴ついて理解することができる。 

2．公衆衛生看護管理の構造と機能について理解することができる。 

3．看護職の立場から、自律について考察することができる。 

教科書 最新保健学講座 5 公衆衛生看護管理論 第 4版（メヂカルフレンド社） 

参考図書 
・標準保健師講座 1 公衆衛生看護学概論 第 5版（医学書院） 

・保健師業務要覧 第 3版 2019年版（日本看護協会出版会） 

評価方法 

1．定期試験（50％）、講義にて実施する課題（個人、グループ）（30％）、授業

参加への積極性（20％）により総合的に評価する。 

2．欠席および遅刻は減点とする。なお、授業開始後、出欠確認後から 20分ま

では遅刻、20分以降は欠席とする。 

3．原則として再試験は実施しない。 

課題に対する 

フィードバック 
課題の結果を学生に返却する。 
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科目コード【3707】 

事前学習 

講義の内容について予習し、不明な点を明確にする。 

※単位取得には、全 8回の講義出席時間に加え、30時間の事前・事後学習の時

間を必要とする。そのため、シラバスの内容をふまえて 1回の講義内容につい

て少なくとも 1.5～2時間の事前学習時間を設ける必要がある。 

事後学習 

講義で学んだ内容を復習し、自身の考えを整理する。 

※単位取得には、全 8回の講義出席時間に加え、30時間の事前・事後学習の時

間を必要とする。そのため、1回の講義内容について少なくとも 1.5～2時間の

事後学習時間を設ける必要がある。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 公衆衛生看護管理の目的と特徴 公衆衛生看護管理の目的と、特徴について 呉珠響 

2 
公衆衛生看護管理の基本となる

もの 

保健師が公衆衛生看護管理の機能を発揮す

るために前提として基本となることについ

て、地区管理、事例管理について 

呉珠響 

3 
公衆衛生看護管理の構造と機能 

 

組織運営・管理について（組織の理念・目

標の明確化と共有、組織体制の整備、人材

確保、他部門との連携・協働および情報の

共有、他） 

呉珠響 

4 公衆衛生看護管理の構造と機能 
事業・業務管理について（業務の計画・進

行管理・評価、業務委託の管理、他） 
呉珠響 

5 公衆衛生看護管理の構造と機能 
予算管理について（予算編成と確保、予算

の執行管理、評価） 
呉珠響 

6 公衆衛生看護管理の構造と機能 

人事管理・人材育成について（ジョブロー

テーション、労務管理、キャリアパス、キ

ャリアラダー、人事評価） 

呉珠響 

7 公衆衛生看護管理の構造と機能 

情報管理について（法制度、個人情報の保

護、ICT活用に伴う個人情報保護、情報公

開、他） 

呉珠響 

8 
公衆衛生看護管理の構造と機能 

まとめ 

地域ケアの質保障について（サービスの質

と量の評価、関係者との目的の共有や役割

分担、他） 

自律について（再考） 

呉珠響 

－ 定期試験 
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科目コード【3708】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

地域看護学実習 

専門科目 
4単位 

（45時間） 
自由 4年前期 実習 コミュニティ 

ヘルスケア 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]呉珠響 

[担当教員]鈴木良美 呉珠響 新井志穂 

実習期間中は、教員が各実習先を巡回訪問する。このためオ

フィスアワーは教員訪問時とし、場所は実習先の実習生控室

とする。 

授業のねらい 

健康問題を生活者としての視点からとらえ、地域社会で生活している個人、家

族、集団、地域を対象とした看護活動の展開方法を学ぶとともに、地域ケアシス

テムにおける看護職の役割を理解する。 

学位授与の方針(ディプ

ロマポリシー)との関連

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践できる。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1．地域の特性健康課題を明らかにする。 

1）地域の人々の生活と健康を多角的・継続的にアセスメントする。 

2）地域の人々の顕在的、潜在的健康課題を見出す。 

2．地域の人々と協働して、健康課題を解決・改善し、健康増進能力を高める。 

1）地域の健康課題に対する支援を計画・立案する 

2）地域の健康課題を解決・改善し健康増進能力を高めるための活動を展開す

る。 

3）地域の健康課題に対する活動を評価・フォローアップする。 

4）地域の健康課題を解決・改善し健康増進能力を高めるために、地域の

人々・関係者と協働する。 

3．地域の人々の健康を保障するために、生活と健康に関する社会資源の公平な

分配を促進する。 

1）地域の人々の健康にかかわる事業等を立案し管理する（施策化）。 

2）地域の人々の生活と健康ｎ関する社会資源の開発とその質を保証する。 

教科書 
標準保健師講座 １  地域看護学概論 医学書院 （購入済み） 

標準保健師講座 3   対象別公衆衛生看護活動 医学書院 （購入済み） 
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科目コード【3708】 

参考図書 

厚生の指標・増刊 国民衛生の動向．厚生労働統計協会． 

保健師業務要覧 2019年版．井伊久美子・荒木田美香子・松本珠実・堀井とよ

み・村嶋幸代・平野かよ子 編. 日本看護協会出版会． 

評価方法 

1．実習到達度（80%）、実習参加の態度・積極性（20％）、出席状況により評価す

る。実習到達度の評価には、事前課題、実習記録、事後レポートの内容等も含

まれる。 

2．出欠席は 4/5以上の出席を以て評価の対象とする。 

3．感染症による欠席については「臨地実習の手引き」を参照する。 

4．欠席、遅刻や早退は減点とする。オリエンテーション、担当教員との打ち合

わせなどの出欠状況も減点対象とする。 

5．実習記録（事前課題、事後課題を含む）の提出を単位認定の必要条件とす

る。 

6．提出された実習記録等の不備、所定外の提出方法で提出された場合も減点と

し、状況によっては再提出もしくは追加課題の対象とする。 

7．返却物チェックリストに記載されている資料や物品の返却時の状態も評価の

対象とする。 

8．評価は S、A、B、C、D の 5 段階で行い、S、A、B、C を合格とする。 

※原則として補習実習は行わない。 

課題に対する 

フィードバック 
実習中に実習記録等を確認し、フィードバックする。 

事前学習 

1．地域看護学演習Ⅱで実習先の地域ごとに地域看護診断を実施する。実習開始

前までに実習先の地域の概要について理解する。 

2．実習期間中に参加予定の事業や家庭訪問等について、根拠法令、目的、内

容、保健師の役割などについて、所定の記録用紙（様式 4）にて整理し、実習

期間中に新たな情報を適宜追加する。 

3．地域看護学実習の自己目標（学びたいこと）と主に取り組みたい分野につい

て、自身の考えを整理する。 

4．実習記録用紙の様式 3（実習日誌）を用いて、事前学習として「本日の目標」

と「計画」および「計画 or実施」を立案し、事後学習として「本日の学び

（考察）」を整理する。 

事後学習 
1．事前学習にて整理した内容（実習目標や取り組みたい分野など）をふまえ、

実習を通して学んだことについて、テーマを設定しまとめる。 
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科目コード【3708】 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

 

 
別途配付する実習要項に則り、実習を展開す

る。 

鈴木良美 

呉珠響 

新井志穂 
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科目コード【1503】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

英語Ⅲ（英論文の読解） 

一般教育科目 
2単位 

（15時間） 
選択 4年後期 講義 グローバル 

コミュニケーション 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 小島 多香子 

[担当教員]  ポピエル・ヘレナ明子 

事前に電話またはメールでアポイントメントを取ってくださ

い。 

ポピエル・ヘレナ明子 E-mail: hp@dimc-tmu.jp 

授業のねらい 

国際雑誌などを読解するために必要な基礎力をつけます。また、英語で自分の

意見を表現するための、コミュニケーションスキル及びにライティングスキル

を身につける練習をします。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ

る。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1. 医療・看護に関連するテキストを読み、読解力を身につける。 

2. 医療関連トピックについて英語で自分の意見を述べる力をつける。 

3. 医療関連トピックについて英語で文章を作成するスキルを身につける。 

教科書 
1. Stay Healthy: Paul Stapleton, Cengage Learning K.K. 2009 

2. その他に本学学生向けに当分野で作成された教材を使用する。 

参考図書 特になし 

評価方法 
Participation 40% 

Exam (report) 60% 

課題に対する 

フィードバック 
レポートは採点後、添削したものを返却します。 

事前学習 テキストを事前に読むこと。 

事後学習 講義でわからなかったところは質問すること。 
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科目コード【1503】 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Healthy Japan (Ch. 

1)Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

2 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Health and Evolutionary 

Psychology (Ch. 2) Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

3 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Natural Defense (Ch. 3) 

Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

4 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Race and Health (Ch. 

4)Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

5 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Understanding Medical 

Studies (Ch. 5) Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

6 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Cancer (Ch. 6) 

Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

7 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: The World’s Most Common 

Disease (Ch. 7) Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

8 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Instant Noodles (Ch. 

8)Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

9 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Supplements (Ch. 9) 

Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

10 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: The New Global Epidemic (Ch. 

10) Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

11 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Health and Genes (Ch. 11) 

Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

12 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Mental Health (Ch. 

12)Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

13 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Addictions (Ch. 13) 

Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

14 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: Antibiotics (Ch. 

14)Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

15 
Issues in Global 

Health 

Selected Reading: The New Nutrition (Ch. 15) 

Discussion, Writing 
ポピエル・ヘレナ明子 

－ 定期試験 
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科目コード【3103】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

看護倫理Ⅱ（事例分析） 
専門科目 1単位 

（30時間） 
選択 4年後期 演習 

看護の基礎 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]小室佳文 

[担当教員]小室佳文、鈴木祐子 

講義日の授業終了後から放課後 

小室(第一看護学科棟 405 研究室) 

komuro@tokyo-med.ac.jp 

鈴木(第一看護学科棟 404 研究室) 

  syuko410@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

倫理的意思決定を行うための枠組みを学び、看護実践等で生じる倫理的課題の解

決に向けた介入のあり方を学ぶ。さらに、倫理的意思決定のスキルを習得する。

また看護実践において生じる倫理的課題について、具体的に学習する。授業は主

にグループワークおよび個人ワークで展開し、学生が主体的に議論できる機会を

多く提供する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1．看護の場での倫理的実践を支えるために必要な、理論や体制について理解す 

ることができる。 

2．看護の場における倫理上の意思決定と倫理上のジレンマ、意思決定に影響す 

る要因について理解することができる。 

3．具体的な事例に対し、倫理的意思決定モデルを活用し、倫理的な課題を検討

し、倫理的な側面から分析することができる。 

教科書 
特になし 

随時、資料を提示します。 

参考図書 

看護倫理Ⅰ（基礎）講義資料 

サラ T.フライ著、片田範子訳；看護実践の倫理（第 3版）、日本看護協会出版会、

2010 

アルバート・R・ジョンセン著、赤林朗他監訳；臨床倫理学(第 5版)、新興医学
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科目コード【3103】 

出版社、2006 

箕岡真子・稲葉一人著；わかりやすい倫理、ワールドプランニング、2011 

小西恵美子著：看護倫理 改訂第 2版、南江堂、2014 

吉武久美子著：看護者のための倫理的合意形成の考え方・進め方、医学書院、2017 

評価方法 

グループ学習の参加状況と成果、課題レポートで評価します。 

１．グループワーク（事例検討・個人ワークの共有）（40％） 

２．課題レポート①（20％） 

３．課題レポート②（40％） 

課題に対する 

フィードバック 
グループ発表、課題に対して、授業中に随時フィードバックする。 

事前学習 
「看護倫理Ⅰ（基礎）」の復習、および「看護展開実習Ⅰ～Ⅵ」の受け持ち事例

について実習記録を見直しておく。 

事後学習 

事例検討では、①臨床倫理４分割法や 4ステップモデルによる分析方法の理解②

事例に生じている倫理的葛藤の把握③解決方法の提案、ができているか振り返

り、整理して次回に臨む。専門職の実践からは、自己の実践にどのように生かす

ことができるかを考察する。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

オリエンテーション 1）本科目のねらいと到達目標の確認 

2）看護倫理の基本的理念、概念の確認 

3）本科目の学習方法と進め方 

4）グル－プ編成および学習計画の立案 

5）個人課題の提示 

6）日常的な臨床場面での倫理的問題に対処す

るための倫理的意思決定モデル 

小室、鈴木 

2 

臨床での倫理的問題の解決方法 

① 

1) 臨床倫理 4分割法について 

2）事例分析の進め方 

3）事例提示 

小室、鈴木 

3 事例検討Ⅰ(グループワーク) 事例の分析 

 

小室、鈴木 

 4 

5 
事例検討Ⅰ(グループワーク) 事例分析の発表 

 

小室、鈴木 

6 
臨床での倫理的問題の解決方法 

② 

事例検討Ⅰ(グループワーク) 

1) 4ステップモデルについて 

2）事例分析の進め方 

3）事例提示 

事例の分析 

小室、鈴木 
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科目コード【3103】 

 

8 
事例分析結果の共有 事例について、倫理的な側面から分析した 

内容を発表する。 

 

小室、鈴木 

9 

10 
事例検討Ⅱ（個人ワーク） オリエンテーション 

事例検討の進め方、事例の準備 

小室、鈴木 

11 

看護実践における倫理的問題 

 

現場で倫理的問題に直面している専門職か

ら、具体的な事例やその解決方法を学ぶ。 

（講義、事例検討会、研修会参加など） 

 

小室、鈴木 

12 

事例検討Ⅱ(個人ワーク) 

 

事例検討Ⅰの学びを参考にして、自身の実習

での体験から事例におこし分析をする。具体

的な対応や介入について検討する。 

 

小室、鈴木 

13 

個人ワークの共有と検討 

（グループワーク） 

 

1）事例検討Ⅰの学びを参考にして、自身の実

習での体験から事例におこし分析をする。具

体的な対応や介入について検討する。 

2)事例検討した内容をグループ内で共有する 

小室、鈴木 

14 個人ワーク検討結果の発表 

まとめ 

共有した内容を発表する 小室、鈴木 

 15 

－ 定期試験 
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科目コード【3312】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

代替補完医療と看護 
専門科目 1単位 

（15時間） 
選択 4年後期 講義 

看護援助の方法 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]  矢数 芳英 

[担当教員]    矢数 芳英 

月曜日（授業後･教室内にて） 12:10pm〜1:00pm 

火曜日，金曜日（授業後･教室内にて） 6:00pm〜7:00pm 

右記 Emailにて随時、質問を受け付ける yyakazu@gmail.com 

授業のねらい 

これまで技として継承されてきた，伝統的な代替補完医療のうち，主に漢方治療

について学習する．鍼灸治療についてはそのアウトラインを学ぶ．具体的には，

代替補完医療の実際，代替補完医療の看護への導入，活用について学習する． 

現在，「大学病院で行われている漢方薬による治療」を中心として，現代医学的

なスタンダードの治療と，漢方治療の違いや，その適応について学ぶ． 

また，臨床において注意すべき点（副作用など）についても学ぶ． 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連性 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解しキュアとケアを融合した看護が実践できる。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１．大学病院における代替補完医療(CAM)の位置づけと臨床応用を理解できる． 

２．看護におけるクリニカルパスに用いられる漢方薬について理解できる． 

３．各科の臨床現場において使用頻度の高い漢方薬について理解できる． 

教科書 各講義の開始時に配付する資料 

参考図書 『医学生のための漢方医学 基礎篇』安井広迪 (著) 

評価方法 
定期試験 100％ （①：マークシート，②：記述問題） 

20 分以上の遅刻は欠席として扱う． 

課題に対する 

フィードバック 

毎回の授業後のオフィスアワーでフィードバックする． 

定期試験終了後，正解と解説を提示し，質問に関しては担当者が応対する． 

事前学習 

事前学習は，基本的に必要ないが 

 毎回，「３つのキーワード（講義内容を参照）」を提示する． 

 このキーワードを事前に調べておくと理解が深まる．   
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科目コード【3312】 

  毎回，講義のはじめに「プレテスト」を配付する． 

  講義は，それを解きながら，進めていく． 

事後学習 

「ポストテスト」を解くと，授業の理解に役立つ． 

 講義で学んだ内容をノートに整理し「自分の考え」をまとめておくと更に良い． 

 尚，定期試験の問題は，「ポストテスト」の内容に準ずるため 

 こちらを繰り返し解いておくと良い． 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

【イントロダクション】 

看護と漢方の接点をさぐる 

【各論１】 

急性上気道炎と体温調節の 

メカニズム 

 

 

① 看護に必須の「検温」の重要性を考える 

② ウイルスに対する生体の反応を現代医学的に考える 

③ 何故，漢方薬がカゼ（急性上気道炎）や，インフルエン

ザに効果があるのか，そのメカニズムを理解する 

 

（＊）３つのキーワード 

体温調節とセットポイント，バイタルサイン 

温罨法と冷罨法 

【本日の処方】 

葛根湯（かっこんとう），麻黄湯（まおうとう） 

矢数 芳英 

2 

【各論２】 

大学病院で使用される 

消化器疾患に対する漢方薬 

 

① 看護の標準化・最適化に用いられるクリニカルパスにつ

いて学び，そこで用いられる漢方薬について理解する 

② 加齢に伴う身体的変化と便秘の関係について理解する 

③ 臨床で用いられる 2 大下剤について知る 

 

（＊）３つのキーワード 

クリニカルパス，便秘，イレウス（腸閉塞） 

【本日の処方】大建中湯（だいけんちゅうとう） 

矢数 芳英 

3 

 

【各論３】 

高齢者の特徴（前半） 

不眠・不穏に対する漢方薬 

① 加齢に伴う「身体的」機能低下を学ぶ 

② 加齢に伴う「精神的」機能低下と認知症の違いを知る 

③ 睡眠障害の４つのパターンを知り，高齢者には 

 どのタイプが多いのかを学ぶ 

④ 高齢者の不眠に対する薬物投与について学び 

 その注意事項を理解する 

 

（＊）３つのキーワード 

ベンゾジアゼピン， 認知症の周辺症状 

高齢者の転倒による大腿骨頸部骨折 

矢数 芳英 
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【本日の処方】抑肝散（よくかんさん） 

4 

【各論４】 

採血や静脈路確保による 

神経障害の対応とポイント 

〜 神経痛に対する漢方薬 

①採血や静脈路確保による神経障害について，これまでど

のような事例（裁判）があったのかについて知り，そこか

ら得られた貴重な教訓を学ぶ 

②採血や静脈路確保による神経障害を起こさないための大

原則を理解し，また起こってしまった場合の初期対応，看

護記録のポイントについて学ぶ 

③ 神経障害性疼痛に効果のある漢方薬について学ぶ 

 

（＊）３つのキーワード 

採血後の痛み，神経障害性疼痛，橈骨神経浅枝 

他，よく使われる痛み止め（リリカ，トラムセットなど） 

【本日の処方】抑肝散（よくかんさん） 

矢数 芳英 

5 

【各論５】 

高齢者の特徴（後半） 

腰下肢痛・頻尿に対する 

漢方薬 

 

① 高齢者の歩行，運動器の痛みを理解する 

② 高齢者で特に注意すべき薬の副作用について学ぶ 

③ 高齢者の転倒によって，その後どのような経過をたどる

ことが多いかを知る 

④ 過活動膀胱と尿失禁について理解する 

 

（＊）３つのキーワード 

NSAIDs，廃用症候群，OAB（過活動膀胱） 

【本日の処方】牛車腎気丸（ごしゃじんきがん） 

矢数 芳英 

6 

【各論６】 

呼吸器疾患における 

漢方薬の応用 

 

① 高齢者に多い慢性の咳と痰の病態を理解する 

② パルスオキシメータと酸素分圧の関係について理解し，

その臨床応用の実際を学ぶ 

② 急性上気道炎後によくみられる慢性咳嗽に対する漢方

薬について学ぶ 

 

（＊）３つのキーワード 

COPD，パルスオキシメータ，左心不全 他，弁膜症 

【本日の処方】麦門冬湯（ばくもんどうとう） 

矢数 芳英 

7 

【各論７】 

女性に使う漢方薬 

【総論】 

代替補完医療とは？ 

『病家須知』という本 

鍼灸治療について 

 

① 婦人科で使用される 3 大処方について理解する 

② 日本と世界の代替補完医療の位置づけを比較する 

③ 江戸時代における看護の歴史を知る 

④ 鍼灸治療のアウトラインを知る 

 

（＊）３つのキーワード 

月経困難症，更年期障害，CAM 

矢数 芳英 
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【本日の処方】当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん） 

       桂枝茯苓丸（けいしぶくりょうがん） 

       加味逍遙散（かみしょうようさん） 

8 
【各論８】 

漢方薬の副作用 

① 漢方薬による副作用：「頻度」の高いものを理解する 

ここで，アレルギー性鼻炎（花粉症）に使われる 

漢方薬についても解説する． 

② 漢方薬による副作用：「重症度」の高いものを理解する 

 

（＊）３つのキーワード 

ナイシトール，偽アルドステロン症，低カリウム血症 

【本日の処方】小青竜湯（しょうせいりゅうとう） 

       芍薬甘草湯（しゃくやくかんぞうとう） 

       防風通聖散（ぼうふうつうしょうさん） 

矢数 芳英 

－ 定期試験  2020 年 1 月上旬を予定 
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科目コード【3321】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

統合援助技術Ⅰ 
専門科目 1単位 

（15時間） 
選択 4年後期 講義 

看護援助の方法 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]阿部幸恵 

[担当教員]伊藤綾子、清水典子、渡邊裕見子 

研究室にて、授業後等随時、事前のアポイントによる。 

阿部 y-abe@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

本科目では、既習の授業・演習・臨地実習で得た知識や技術の統合を図ること

を目指す。具体的には、毎回の授業で援助技術に関するテーマを設定し、その

テーマに沿った臨床事例を提示する。提示された事例の情報を整理・分析・ア

セスメントから看護問題をあげる。そして、看護問題の中から立案される各回

のテーマに沿った援助に焦点をあてて、個別性や効果的な援助とは何かについ

てグループで討議を重ねる。さらに最終の授業では、臨床で活躍している認定

看護師・専門看護師による最新の看護援助について紹介していただく。各回の

事例での援助技術を判断する思考の流れについての学びや専門・認定看護師の

講演から「人を援助する技術とは」「看護の専門性とは」についての深く考える

機会としたい。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や語 

学を身につける。 

到達目標 

１．看護過程・看護援助の基本的な知識を用いて、個別性のある看護援助につ

いてグループメンバーとの議論を通して考えることができる。 

２．個別性を踏まえた看護援助から看護の専門性について考えることができ

る。 

教科書 
健康生活支援論、健康生活支援論演習、フィジカルアセスメントで使用した資

料やテキスト。 

参考図書 必要時紹介し、資料を配布する。 
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科目コード【3321】 

評価方法 
確認テスト 60％、各授業中でグループに課せられた課題 40％。到達目標への達

成度を評価基準とする。 

課題に対する 

フィードバック 

確認テストについては、各問題の正答率に基づいて全体にフィードバックを行

う。課題については、グループおよび個人が提出したものにフィードバックコ

メントを記入する。個々のフィードバックコメントをまとめて授業内に全体に

フィードバックする。 

事前学習 
授業前に提示する事例をよみ、疾患や看護についてわからないところを調べてく

る。 

事後学習 

各授業で学習した内容を振り返り、複合的な内容の疾患や対象者のアセスメン

トの仕方について考える。国家試験につながるような内容の事後課題を提示す

ることもある。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
オリエンテーション 

呼吸の苦しい患者の援助 

毎回の授業展開を説明する。 

呼吸器系疾患患者の看護援助 
阿部幸恵 

2 
循環のフィジカルアセスメント

と援助 

循環器系疾患患者の事例から状態の急変を

予測した呼吸・循環のフィジカルアセスメン

トを学ぶ。 

阿部幸恵 

3 発熱時の援助 

体温に異常のある疾患の患者の事例から発

熱のメカニズムと発熱が及ぼす心身への影

響とその援助を学ぶ。 

阿部幸恵 

4 食事の援助 

嚥下障害のある高齢患者の事例から様々な

背景の食文化と個別性のある食事の援助に

ついて学ぶ。 

伊藤綾子 

5 排泄の援助 
ストーマ造設中の患者の事例から排泄への

援助を学ぶ。 
渡邊裕見子 

6 環境を整える援助 
長期療養中の患者の事例から、看護師が行う

環境を整える援助について学ぶ。 
清水典子 

7 最期の看護 
亡くなった患者の事例からエンゼルケアの

実際と日本の文化を学ぶ。 
阿部幸恵 

8 看護の専門性 
最近の看護トピックにおける最新の看護援

助を学ぶ。 

阿部幸恵 

専門・認定看護師 

－ レポート 

 

37



科目コード【3322】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

統合援助技術Ⅱ 
専門科目 1単位 

（30時間） 
選択 4年後期 演習 

看護援助の方法 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]伊藤綾子 

[担当教員] 阿部幸恵、伊藤綾子、春日広美、 

清水典子、渡邊裕見子、川端愛、藤田厚美、 

岩田尚子、久長正美 

授業時および随時（アポイントによる） 

伊藤 ayaito@tokyo-med.ac.jp 

春日 hkasuga@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

臨地での看護実践力につながるようフィジカルアセスメントの技術を想起し、

統合的な知識をシミュレーションを通して学習する。また、看護実践力に必要

な知識と技術を再確認し、卒後看護実践の場で必要とされる実践力の基盤づく

りを行う。 

なお、本科目は 40名を履修の上限人数とします。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・理 

論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき 

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間関 

係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や語 

学を身につける。 

到達目標 

1. 知識と技術を統合して、基本的な援助技術が実践できる。 

2. シミュレーション学習を通して、対象に必要な看護援助技術を実践できる。 

3. 看護実践力に必要な知識と技術を再確認し、卒後での看護実践力の基盤づ

くりができる。 

教科書 必要時にこれまでに使用したテキストや資料を提示する。 

参考図書 必要時に紹介する。 

評価方法 課題への取り組み 70％、小テスト 30％ 

課題に対する 

フィードバック 
授業中および授業後に個人および集団に対してフィードバックを行う。 
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事前学習 
授業内容に応じた国家試験問題を中心とする事前課題を 1時間程度はかけて必

ず仕上げてから授業に臨んでください。毎回確認テストを実施します。 

事後学習 

各回の看護シミュレーションや配布資料を 1時間以上かけて復習し、看護実践

に必要なフィジカルアセスメントや解剖生理学について振り返りを行ってくだ

さい。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

2 

3 

ガイダンス 
授業の進め方と学習方法 

ディブリーフィングの方法と実践 
阿部、伊藤、清水、渡

邊、川端、藤田 成人期・老年期の看護援助方法

① 

成人期・老年期の看護援助方法の実践① 

・呼吸器・循環器疾患の看護シミュレーショ

ン 

4 

5 

6 

成人期・老年期の看護援助方法

② 

成人期・老年期の看護援助方法の実践② 

・消化器・内分泌系疾患の看護シミュレーシ

ョン 

阿部、伊藤、清水、渡

邊、川端、藤田 

7 

8 

9 

在宅看護場面の看護援助方法 

在宅看護場面での統合的な看護援助方法の

実践 

・ALSで在宅人工呼吸器を装着した療養者の

身体と生活の観察と、家族へのケア提供のシ

ミュレーション 

春日、岩田、久長 

10 

11 

12 

成人期・老年期の看護援助方法

③ 

成人期・老年期の看護援助方法の実践③ 

・脳神経系疾患の看護シミュレーション 

阿部、伊藤、清水、渡

邊、川端、藤田 

13 

14 

15 

基本的援助技術の実践 

成人期・老年期の看護援助方法の知識 

・内分泌系疾患 

統合的な課題に応じた看護援助方法の実践 

・輸液管理、採血、ドレーン管理 

・与薬：注射法、その他の与薬方法 

阿部、伊藤、清水、渡

邊、川端、藤田 

－ 定期試験 
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科目コード【3504】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

防災教育論 
専門科目 1単位 

（15時間） 
選択 4年後期 講義 

グローバルヘルス 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 大村 誠 

[担当教員] 大村 誠 
随時メールにて対応  omura@cc.u-kochi.ac.jp 

授業のねらい 

今後の日本列島でも、地殻活動の活発化や地球温暖化の影響と社会の変化もあ

って、地震、津波、火山災害、気象災害、土砂災害などが、頻繁に起こり続ける。   

この科目では、まず、自然災害について、大都市圏での事例を中心に、理解を

深める。つぎに、これまで学んだ被災者支援の知識・技能を生かすため、自分を

含めた住民、病院、学校、企業、行政など社会の各方面での防災教育について考

察する。その前提として、「災害時に、まず自分が生き抜き、そして医療専門職

として周囲を支援する」ことの重要性を理解する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

災害・防災の基礎を学び、地域住民と医療専門職の両方の立場で、災害への実

効的な備えができ、それを防災教育によって広めることができる。 

1. 今後の日本で想定される自然災害の概要を理解できる。 

2. 災害時に、大都市圏で「命と暮らしを守る」ための方策を考察できる。 

3. 災害時に、医療専門職が直面する課題と対策を考察できる。 

4. 個人と社会が「備え」を着実に進めるための防災教育を考察できる。 

教科書 授業に必要な印刷資料は、授業開始時に配布します。 

参考図書 

①東京都オリジナル防災ブック「東京防災」H27年に東京都下全世帯に配布済み 

または、下記のサイトからダウンロードできます。  

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/08/20p8l300.htm 
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②女性視点の防災ブック「東京くらし防災」 

または、下記のサイトからダウンロードできます。  

http://www.bousai.metro.tokyo.jp/1005427/1005746.html 

③平田 直：首都直下地震、岩波新書（新赤版）1592、岩波書店、2016． 

④河田惠昭：日本水没、朝日新書 571、朝日新聞出版、2016． 

⑤山岡耕春：南海トラフ地震、岩波新書（新赤版）1587、岩波書店、2016． 

⑥巽 好幸：富士山大噴火と阿蘇山大爆発、幻冬舎新書 419、幻冬舎、2016． 

⑦鎌田浩毅 (監修・著)：せまりくる「天災」とどう向き合うか、ミネルヴァ書房、2015． 

評価方法 
定期試験等（60％）、小レポート(20%)、出席等受講態度（20％）により、総合的

に評価する。 

課題に対する 

フィードバック 

小レポートの回答については次回の授業で講評し、回答を考慮して授業の内

容・方法を逐次修正する。期末課題の回答については、講評を通知する。 

事前学習 「東京防災」、「東京くらし防災」の導入部分に目を通す。（想定：30分程度） 

事後学習 
授業で視聴した映像と配布した資料とを関連づけて復習し、自ら集めた資料も

参考にしてレポートを作成・提出する。（想定：60分程度） 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 防災・減災の基礎 
災害とは、「助かる防災」と「助ける防災」、

自助・共助・公助、医療専門職への期待 
大村 誠 

2 近年の日本における大災害(1) 
首都直下地震、南海トラフ巨大地震・津波に

よる災害、首都圏で「命と暮らしを守る」 
大村 誠 

3 近年の日本における大災害(2) 

気象災害、土砂災害、大規模水害、火山噴火

による災害、首都圏で「命と暮らし」を守る 

・事後に、１～３回に対する小レポート 

大村 誠 

4 近年の日本における大災害(3) 首都圏における複合災害 大村 誠 

5 災害時の人間の心理学と行動 
災害心理（正常性バイアス、同調バイアスな

ど）、防災教育の課題 
大村 誠 

6 防災教育の事例 
おもに児童・生徒、住民に対する防災教育 

・事後に、４～６回に対する小レポート 
大村 誠 

7 
医療関係機関の防災ほか 

全体の補足説明 

医療関係機関の防災ほか、近年の災害の教訓、

全体の補足説明 
大村 誠 

8 まとめ 今後の日本の防災の課題と防災教育 大村 誠 

－ 定期試験 

 

41



科目コード【3505】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

国際看護 

フィールドワーク 

専門科目 2単位 

（30時間） 
選択 4年通年 演習 

グローバルヘルス 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 成瀬和子 

[担当教員] 成瀬和子 ほか 
金曜日 13：00～14：00 

授業のねらい 

世界で起きている国内外の健康問題について、生理学的要因だけでなく、社

会・文化的要因や環境的要因について、事前学習や海外でのフィールドワーク

を通して考える。そして、異なる国や文化をもつ人々の生活を理解し、グロー

バルな視点から健康問題を捉え、国際社会における看護活動および看護の果た

す役割について考える。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連(□に

チェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

A student will be able  

- to explain the health system in the Philippines. 

- to describe the health situation and health problems in the Philippines. 

- to explain the social determinants of health in the Philippines including 

the People’s attitudes toward health.  

- to describe in which areas nursing is provided and what are nurse’s role 

in the area.  

- to communicate with students, tutors, nurses, and people of the 

Philippines in English. 

教科書 Nil 

参考図書 
丸井英二、森口育子、李節子編、国際看護・国際保健、弘文堂、2012.  

レイニンガー、稲岡文昭監訳、レイニンガー看護論 文化ケアの多様性と普遍
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性、医学書院、1995.  

田村やよひ編、新体系看護学全書 看護の統合と実践3 国際看護学、メヂカル

フレド社、2012.  

南裕子監修、国際看護学 グローバル・ナーシングに向けての展開、中山書

店、2013.  

徳永端子、内海博文編、国際看護学、クオリティケア、2014.  

近藤麻里、知って考えて実践する国際看護第2版、医学書院、2018.  

柳澤理子、国際看護学―看護の統合と実践 開発途上国への看護実践を踏まえ

て 改訂版、PILAR PRESS、2017. 

デビッド・ワーナー、医者のいないところで 村のヘルスケア手引書 2009年

版、シェア＝国際保健協力市民の会、2009. 

評価方法 

Study Attitude 40% (Class room 10%, Field work 20%, self-evaluation 

10%), Group Work and Presentation 30% (15%×2)、 

Field work record 15%, Final Report 15％ 

課題に対する 

フィードバック 
Comment at a lecture and on a report. 

事前学習 

 フィリピンの健康課題について調べる(30－60分を要する)。 

 フィリピンでの SDGsの達成状況を調べる（60－120分を要する）。 

 渡航前に学内での学びを復習しておく(30－60分を要する)。 

事後学習 

フィリピンの人々の健康の社会的決定要因と、それへの対策を各自で考える。

(60分を要する)。 

Final reportの英語をきちんと校正し、フィリピンの人々に失礼のない表現・

内容にすること。 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

Orientation,  

Study on the society and 

health status of 

Philippines ①  

Orientation, Group work on the 

allocated theme.  

Naruse K. 

2 

Study on the society and 

health status of 

Philippines②  

Gather and analyze the information 

regarding Philippines (Group work).  

 

Naruse K. 

3 

Study on the society and 

health status of 

Philippines  ③  

Gather and analyze the information 

regarding Philippines (Group work). 

 

Naruse K. 

4 
Summary presentation of 

the learning① 

Present study results (Group 

presentation). 

Naruse K. 

5 
Knowledge for Global 

health nursing  

Learn the life of people in the world Naruse K. 

6 
Field work in the 

Philippines①  

Orientation on the Philippines health 

system. 

Naruse K. 

7 
Field work in the 

Philippines② 

College tour Naruse K. 

8 
Field work in the 

Philippines③  

Team building Naruse K. 

9 
Field work in the 

Philippines④  

Team building Naruse K. 

10 
Field work in the 

Philippines⑤ 

Replacement at health institutions.  Naruse K. 

11 
Field work in the 

Philippines⑥  

Replacement at health institutions.  Naruse K. 

12 
Field work in the 

Philippines⑦  

Review of the day Naruse K. 

13 
Field work in the 

Philippines⑧  

Replacement at health institutions. Naruse K. 

14 
Field work in the 

Philippines⑨  

Replacement at health institutions.  Naruse K. 

15 
Field work in the 

Philippines⑩ 

Review of the day Naruse K. 

16 
Field work in the 

Philippines⑪ 

Replacement at health institutions. Naruse K. 
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17 
Field work in the 

Philippines⑫  

Replacement at health institutions. Naruse K. 

18 
Field work in the 

Philippines⑬ 

Review of the day Naruse K. 

19 
Field work in the 

Philippines⑭ 

Replacement at health institutions. Naruse K. 

20 
Field work in the 

Philippines⑮  

Replacement at health institutions.  Naruse K. 

21 
Field work in the 

Philippines⑯  

Review of the day Naruse K. 

22 
Field work in the 

Philippines⑰ 

Replacement at health institutions. Naruse K. 

23 
Field work in the 

Philippines⑱  

Replacement at health institutions.  Naruse K. 

24 
Field work in the 

Philippines⑲ 

Review of the day Naruse K. 

25 
Field work in the 

Philippines⑳ 

Visiting institutions (tentative) Naruse K. 

26 
Field work in the 

Philippines ○21  

Visiting institutions (tentative) Naruse K. 

27 
Field work in the 

Philippines ○22  

Visiting institutions (tentative) Naruse K. 

28 
Review of the study① Group discussion Naruse K. 

29 
Review of the study② Group discussion Naruse K. 

30 
Presentation  Summary of learning. Naruse K. 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

看護課題ゼミ 
専門科目 2単位 

（30時間） 
必修 4年通年 演習 

看護の統合 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 成瀬 和子 

[担当教員] 阿部祝子、小室佳文、小林信、鈴木

祐子、鈴木良美、成瀬和子、平井和恵、伊藤綾

子、上野里絵、呉珠響、春日広美、小林万里

子、田所良之、田村知子、成田みゆき、神澤尚

利、清水典子、瀬戸山陽子、藤沼小智子、岩田

尚子、西塔依久美、田中貴大、久長正美、渡邊

裕見子、新井 志穂、藤田 厚美、川端 愛 

鈴木 征吾、ほか 

各担当教員より別途提示する。 

授業のねらい 

一連の研究プロセスを通し、看護現象に関する問題・課題を科学的・系統的

に探求する力を習得すると共に、論文を作成し看護研究に取り組むための基礎

的能力を修得する。 

学位授与の方針(ディプ

ロマポリシー)との関連

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１．看護学における自己の関心や疑問、実践上の課題から研究課題を設定でき

る。 

２．研究課題に関する文献検索を行い、文献検討を行うことができる。 

３．研究目的とその意義を明確にすることができる。 

４．適切な研究方法を選定し、研究計画を作成できる。 

５．研究計画に従って、データ収集ができる。 

６．データに基づき、適切に分析できる 

７．分析結果を適切に考察できる 

８．一連の研究プロセスから論文を作成できる。 
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９．論文を効果的にプレゼンテーションできる。 

10．一連の研究プロセスを通して、研究に取り組む際に求められる態度・倫理

を理解できる。 

11．各自のテーマを持ち寄りゼミナール形式で討論を重ね探求を深める態度を

身につけることができる。 

教科書 担当教員から随時提示する 

参考図書 担当教員から随時提示する 

評価方法 

評価表(研究計画書作成まで 24％、データ収集～分析 20％、論文作成 10％、発

表 10％、倫理的態度 6％、ゼミへの参加態度 30％)を用いて、取り組み状況、

目標に対する到達度を担当教員が評価する。評価表はオリエンテーション時に

周知する。 

課題に対する 

フィードバック 
各担当教員より随時フィードバックを行う。 

事前学習 

・自分の関心や疑問について、最新の知見などの情報を収集しまとめ、ゼミ発

表資料を作成する（120分以上を要する）。 

・ゼミ資料はホチキスで止め、ゼミの人数分を前日までに準備しておく。 

・各自のタイムスケジュールに沿って、研究プロセスのタスクに取り組む。 

事後学習 

・ゼミでの議論をふまえ関連する文献等をあたる、分析・考察をするなどし

て、自分の研究疑問や取り組むべき課題を明確化していく（60－120分を要す

る）。 

 

授業

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 オリエンテーション  学習の進め方 
成瀬和子ほか 

科目担当教員 

2～5 文献の検索・検討 
興味ある分野・テーマに関する先行研究を読み、ゼミ

での討論を通して研究疑問に関する理解を深める。 
各担当教員 

6 倫理教育 
統合実習および研究を実施するにあたり、配慮すべき

倫理的諸問題について再確認する。 
成瀬 和子 

7～

26 

文献の検索・検討 

研究計画作成 

データ収集・分析 

論文作成 

担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収

集、分析、論文作成をおこない、研究の一連のプロセ

スを学ぶ。 
各担当教員 

27 発表会 所定の方法に則って、論文を口頭で発表する。 科目担当教員 
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28 発表会 所定の方法に則って、論文を口頭で発表する。 科目担当教員 

29 発表会 所定の方法に則って、論文を口頭で発表する。 科目担当教員 

30 発表会 所定の方法に則って、論文を口頭で発表する。 科目担当教員 

 
演習は基本的にゼミナール形式でおこなうが、学生の学習状況により個別指導もおこなう。 

看護課題ゼミ、統合実習は同じ看護分野・教員のもとで実施するので計画的に学習すること。 

 

48



科目コード【3603】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

統合実習 
専門科目 4単位 

(45時間) 
必修 

4年次 

通年 
実習 

看護の統合 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]小室佳文  

[担当教員] 阿部幸恵 阿部祝子 新井志穂 伊

藤綾子 岩田尚子 上野里絵 春日広美 川端愛 

神澤尚利 小林信 小林万里子 小室佳文 西塔

依久美 清水典子 鈴木征吾 鈴木祐子 鈴木良

美 瀬戸山陽子 田所良之 田中貴大 田村知子 

成田みゆき 成瀬和子 久長正美 平井和恵 藤

田厚美 藤沼小智子 渡邊裕見子 

臨地実習期間の前後は担当教員が個別に指示 

臨地実習時は実習施設、あるいは担当が指定する連絡先 

授業のねらい 

これまでの看護の学習や自身の体験の中で関心を持ち、深めたいことや達成した

いことなど自身の学習課題を明確にし、実践および、付加的な方法によって探求す

る。この過程において、これまでに得た知識、技術、態度を自律的に統合する。 

学位授与の方針(ディ

プロマポリシー)との

関連(□にチェックす

る) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・理論

化し、 

科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践できる。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や語学を 

身につける。 

到達目標 

１．自己の学習課題を明確にすることができる。 

２．自己の学習課題に焦点をあてた実習計画を立案できる。 

３．知識、技術、態度を自律的に統合した活動ができる。  

４．実習における活動を考察し、記述してまとめることができる。 

５．自身の学習課題に関する今後の展望を述べることができる。  

教科書 なし 

参考図書 ナーシンググラフィカ他、各領域より提示されたもの 
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科目コード【3603】 

評価方法 

実習の到達目標に基づき、評価表で評価する。 

 

評価の視点 

実習計画の立案、実習状況（出欠席、実習態度、カンファレンスの参加）、 

実習記録、実習レポート 

 評価の割合は実習指導教員が実習要項等に提示する。 

課題に対する 

フィードバック 
各担当教員より随時フィードバックを行う。 

事前学習 

選択した専門分野および関連分野のこれまでの講義、演習の資料やテキスト、各論

実習での実習記録などを復習して、習得した知識の確認を行う。各専門分野から出

された事前課題を遂行する。 

事後学習 

大学における最終実習であるため、臨床看護の実践において未だ不十分な知識、技

術を明確にし、今後の自己学習、自己演習へとつなげること。 

＊看護課題ゼミ、統合実習、卒業研究は同じ看護分野・教員のもとで実施するので、

計画的に学習すること 

 実習内容と方法 

実習期間 

・2019年 5月～10月のうちの 20日間 

・実習期間を複数回にわけることもある。 

 

実習場所 

・学生の学習課題に適した実習施設で実習を行う。 

（東京医科大学病院、東京医科大学八王子医療センター、病院、訪問看護ステーション、福祉施設など。） 

・複数施設での実習も可能である。 

 

方法 

・実習場との調整は教員が行うが、学生は教員の助言を得ながら自己の学習課題に沿って実習計画を立案し、主体

的に実習をすすめる。 

・実習期間の 3/5以上（108時間＝12日）は臨地での実習とする。2/5（72時間＝8日）は情報収集や学内日とし

てよい（自習時間を含む）。 

・自己の学習課題によっては、平日以外、日中以外の実習も可能である。 
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科目コード【3604】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

卒業研究 
専門科目 2単位 

（30時間） 
選択 4年通年 演習 

看護の統合 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 阿部祝子 

[担当教員] 看護学科教員 
各担当教員が個々に提示する。 

授業のねらい 

一連の研究プロセスを通し、看護現象に関する問題・課題を科学的・系統的に

探求する力を習得すると共に研究論文を作成し、看護研究に取り組むための基

礎的能力を修得する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連(□に

チェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき 

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１．看護学における自己の関心や疑問、実践上の課題から研究課題を設定でき

る。 

２．研究課題に関する文献検索を行い、文献検討を行うことができる。 

３．研究目的とその意義を明確にすることができる。 

４．適切な研究方法を選定し、研究計画を作成できる。 

５．研究計画に従って、データ収集ができる。 

６．データに基づき、適切に分析できる。 

７．分析結果を適切に考察できる。 

８．一連の研究プロセスから研究論文を作成できる。 

９．研究論文を効果的にプレゼンテーションできる。 

10．一連の研究プロセスを通して、看護研究に取り組む際に求められる態度・

倫理を学ぶ。 

教科書 
「看護研究方法」の教科書、参考図書、講義資料など 

各担当教員の指示に従う 
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科目コード【3604】 

参考図書 各担当教員の指示に従う 

評価方法 評価表を用いて、取り組み状況、目標に対する到達度を担当教員が評価する。 

課題に対する 

フィードバック 
各担当教員より随時フィードバックを行う。 

事前学習 

・自分の関心や疑問について、今まで学習してきたことや、最新の知見などに

ついて情報収集しておく。 

・各自のタイムスケジュールに沿って、課題を明らかにし、それに取り組む。 

＊看護課題ゼミ、統合実習、卒業研究は同じ看護分野・教員のもとで実施する

ので、計画的に学習すること 

事後学習 
事前学習とゼミナールの学習内容を関連づけられるようまとめる。また、次回

のゼミナールの学習に結び付ける課題を見出し自己学習を行う。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1-30 

オリエンテーション 

文献の検索・検討 

研究計画作成 

データ収集・分析 

研究論文作成 

研究論文提出 

研究発表会 

各担当教員の指導の下、研究計画を作成

し、 

研究論文をまとめ、発表会でプレゼンテー

シ 

ョンを行う。 

発表会は 12 月中旬を予定している。 

各担当教員 

－ 定期試験 
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科目コード【3605】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

生涯学習特別講義 
専門科目 2単位 

（15時間） 
選択 4年通年 講義 

看護の統合 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]  平井和恵 

[担当教員]  阿部祝子、阿部幸恵、小林信、小室

佳文、鈴木祐子、鈴木良美、成瀬和子、平井和恵、

上野里絵、春日広美、小林万里子、田所良之、田

村知子、神澤尚利、藤沼小智子 

メールでアポイントをとってください。 

阿部祝子 ＊407 研究室 abe-s@tokyo-med.ac.jp 

阿部幸恵 ＊403 研究室 y-abe@tokyo-med.ac.jp 

小林信  ＊506 研究室 nkoba027@tokyo-med.ac.jp 

小室佳文 ＊405 研究室 komuro@tokyo-med.ac.jp 

鈴木祐子 ＊404 研究室 syuko410@tokyo-med.ac.jp 

鈴木良美 ＊507 研究室 ysuzu@tokyo-med.ac.jp 

成瀬和子 ＊501 研究室 naruse@tokyo-med.ac.jp 

平井和恵 ＊406 研究室 k-hirai@tokyo-med.ac.jp 

上野里絵 ＊504 研究室 r-ueno@tokyo-med.ac.jp 

春日広美 ＊502 研究室 hkasuga@tokyo-med.ac.jp 

小林万里子＊413 研究室 koba-ma@tokyo-med.ac.jp 

田所良之 ＊505 研究 taddy.via.tokyomed.ac.jp@gmail.com 

田村知子 ＊408 研究室 tamura@tokyo-med.ac.jp 

神澤尚利 ＊＊202 研究室 kamizawa@tokyo-med.ac.jp 

藤沼小智子＊＊210 研究室 fujinuma@tokyo-med.ac.jp 

    （＊第一看護学科棟、＊＊第二看護学科棟） 

授業のねらい 

幅広い分野における看護学実践者、研究者の活動の実際から、専門職として看護

の質向上を目指し学び続けることの意義を学ぶ。将来看護職に就く者として視野

を拡げると共に、生涯にわたる自己研鑽のあり方について考察する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 
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科目コード【3605】 

到達目標 

1. 様々な分野における看護学の実践や研究を通して、専門職としての視野を拡

げる。 

2. 専門職として看護の質向上を目指し学び続ける意義が考察できる。 

3. 生涯にわたる自己研さんのあり方について考察できる。 

教科書 なし 

参考図書 各教員の指示に従う 

評価方法 レポート（100%） 

課題に対する 

フィードバック 
各教員の指示に従う 

事前学習 各教員の指示に従う 

事後学習 各教員の指示に従う 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

オリエンテーション 

がん看護の質向上に向けた 

研究と実践の融合 

 

がん患者の倦怠感とそのマネジメント 

抗がん薬の職業性曝露から看護師を守る 

平井和恵 

2 
日本文化型老人看護学 日本人看護師が用いる対人援助関係上の看護 

技術、日本文化に根ざした老人看護学 

田所良之 

3 
精神疾患を有する親と家族

への看護 

研究・実践に関する世界の動向、日本におけ 

る研究と実践、課題と将来展望 

上野里絵 

4 

気分障害からのリカバリー 気分障害の回復を支える看護 

認知行動療法の技法を用いた看護実践とその 

効果 

神澤尚利 

5 
健康な子どもの健康増進と

家族への看護 

予防接種教育 

研究の動向と日本における課題 

藤沼小智子 

6 
産後ケアと育児支援 アウトリーチ型産後ケアと育児支援の現状 

助産師の専門性と育児支援活動 

田村知子 

7 
統合失調症の「再発」につい

て 

統合失調症の再発をどうとらえるか 

～障がい受容過程の側面から～ 

小林信 

8 
地域における健康危機管理 地域における看護職による健康危機管理の現 

状とコンピテンシー向上のための方策 

鈴木良美 
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科目コード【3605】 

9 

クリティカルケアを必要と

する患者の看護 

 

クリティカルケアを必要とする患者・家族の健康

問題の概要と看護の特徴 

 

小林万里子 

10 
看護管理～看護サービスの

質向上をめざす～ 

看護にかかる政策および管理の課題と研究の 

～2025年問題を踏まえて～ 

阿部祝子 

11 
看護職の国家間移動 先進国および途上国の人口高齢化とそれに伴 

う看護職をめぐる世界的な動き 

成瀬和子 

12 
看護師の実践力向上を支え

る生涯学習 

看護師にとっての生涯学習 

多様な生涯学習の実際 

阿部幸恵 

13 
介護と仕事が両立できる社

会に向けて 

介護離職の問題について 

現状と対策、将来への影響、看護職の役割 

春日広美 

 

14 
障がいのある子どもの学校

生活支援 

障がいのある子どもの学校生活への支援 

～多職種による協働と看護職の課題～ 

小室佳文 

15 
生殖補助医療における倫理

的問題 

生殖補助医療における倫理的問題や課題、および

倫理的ジレンマ 

鈴木祐子 
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