
2019年度

科目名
配当
学年

必修
選択

単位数

看護学概論 1 必修 2

看護リテラシーⅡ（看護基礎ゼミ） 1 必修 1

健康生活支援論 1 必修 2

健康生活支援論演習 1 必修 2

健康生活支援論実習 1 必修 1

看護初期実習 1 必修 1

看護倫理Ⅰ（基礎） 1 必修 1

看護援助論Ⅰ（コミュニケーション論） 1 必修 1

看護対象論Ⅰ（ライフサイクル） 2 必修 2

フィジカルアセスメント 2 必修 2

ヘルスプロモーション 2 必修 1

看護サービス提供論 2 必修 1

看護システム実習 2 必修 1

チーム医療論 2 必修 1

看護対象論Ⅱ（疾病の回復過程） 2 必修 2

看護援助論Ⅱ（看護課程の展開） 2 必修 1

看護援助論Ⅲ（EBN） 2 必修 1

健康教育論 2 必修 1

家族看護論 2 選択 1

看護基礎実習 2 必修 2

地域看護学概論 2 選択 2

学校保健論 2 選択 1

産業保健論 2 選択 1

在宅看護援助論 3 必修 2

治療看護技術論Ⅰ（成人・老年） 3 必修 3

治療看護技術論Ⅱ（こども・母性） 3 必修 3

治療看護技術論Ⅲ（精神） 3 必修 2

看護研究法 3 必修 2

医学部看護学科

実務経験のある教員による授業科目一覧



地域看護学演習Ⅰ（保健指導の理論） 3 自由 1

看護展開実習ⅠA（成人） 3 必修 2

看護展開実習ⅠB（成人） 3 必修 2

看護展開実習Ⅱ（老年） 3 必修 2

看護展開実習Ⅲ（こども） 3 必修 2

看護展開実習Ⅳ（母性） 3 必修 2

看護展開実習Ⅴ（精神） 3 必修 2

看護展開実習Ⅵ（在宅） 3 必修 2

看護理論 4 選択 2

看護システムマネジメント論 4 必修 2

国際看護活動論 4 必修 1

地域看護学演習Ⅱ（地域看護活動） 4 自由 1

地域看護管理論 4 自由 1

地域看護学実習 4 自由 4

看護倫理Ⅱ（事例分析） 4 選択 1

統合援助技術Ⅰ 4 選択 1

統合援助技術Ⅱ 4 選択 1

国際看護フィールドワーク 4 選択 2

看護課題ゼミ 4 必修 2

統合実習 4 必修 4

卒業研究 4 選択 2

生涯学習特別講義 4 選択 2

科目数 単位数

50 84
合計



科目コード【3101】 

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 

看護学概論 
専門科目 2単位 

（15時間） 
必修 1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 

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 

看護とは何か、看護の対象とは、社会における看護の価値や看護の専門性、と

はどのようなものかについて学生自身が深く考え、自らの看護観を構築する基

盤を養う。具体的には、日本と世界の看護の歴史、専門職としての看護の機能

や役割、看護を考える上で重要な概念、主要な看護理論の概略、看護援助の範

囲、看護の場と対象について、講義やグループディスカッションを通して学

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．看護とは、看護の対象とは何かについて理解できる。 

２．看護の専門性、看護の機能と役割を理解できる。 

３．世界および日本の看護の発展の歴史について理解できる。 

４．看護理論とは何か、代表的な理論家の理論の特徴が理解できる。 

５．自身の看護観を表現できる。 

教科書 

1） デジタルナーシンググラフィカ 18巻看護概論、2019年、メディカ出版 

2） 看護覚え書－対訳、フロレンス･ナイチンゲール、小林章夫他訳、1998年、

うぶすな書院 

3） 看護の基本となるもの、バージニア･ヘンダーソン著、湯槇ます他訳、2006

年、日本看護協会出版会、 

参考図書 ・筒井真由美編：看護理論改訂第 2版、南江堂、2015年 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html


科目コード【3101】 

評価方法 
定期試験 60％、確認テスト、事前･事後課題 40％ 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 

事前課題は、授業内の確認テストの正答率に基づいて、全体にフィードバック

する。事後課題については、グループおよび個人で提出したものに教員がコメ

ントする形でフィードバックを行うとともに、授業内で全体にもフィードバッ

クを行う。 

事前学習 
授業前に提示する事前課題を仕上げて授業に臨む。おおよその学習時間は 1 時

間。 

事後学習 

授業の中で行った確認テストの出来なかったところを重点的に復習する。授業

内に出された課題について個人またはグループで取り組む。1時間以上は復習

を行うこと。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
ガイダンス 

看護とは 

看護とは何か、看護の特性、定義、看護師の

イメージについて理解する 
阿部幸恵 

2 看護の対象とは 看護の対象とは誰かを理解する。 阿部幸恵 

3 看護の歴史①原始～中世 
古代から中世までの看護の歴史や成り立ち

について理解する。 
阿部幸恵 

4 看護の歴史②近代～現代 
近代から現代の看護の歴史や動向について

理解する。 
阿部幸恵 

5 看護理論とは① 
看護理論とは何か、看護理論の変遷について

理解する。 
阿部幸恵 

6 看護理論とは② 主な看護理論（ナイチンゲール、ヘンダーソ

ン、オレムなど）の理論について概要を理解

する。 

阿部幸恵 

7 看護理論とは③ 阿部幸恵 

8 看護実践の基盤とは 

看護技術とその特性、実践知とは何か、看護

技術を実践するプロセスとは何かを理解す

る。 

伊藤綾子 

9 

10 
看護の役割と機能 

看護の定義から見た看護の役割･機能とは何

か、看護の対象や看護の場とは、看護の組織

とその役割とは何かを理解する。 

阿部幸恵 

11 看護の提供システム 

多職種との連携とは何か、看護職者がとるべ

く役割とはどのようなものか、看護の提供シ

ステムとは何かを理解する。 

阿部幸恵 

12 
看護の専門性、専門職としての

看護 

看護の専門性とは何か、専門職としての看

護、根拠に基づく看護とは何かを理解する。 
阿部幸恵 



科目コード【3101】 

13 看護実践と倫理 
看護における倫理的問題や課題とは何かを

理解する。 
伊藤綾子 

14 多職種とその連携 

保健･医療･福祉の理念と看護、保健、医療副

詞の提供システムにおける看護や多職種と

の連携について理解する 

阿部幸恵 

15 看護･看護学の展望 
看護学の発展と課題、専門職者としての責務

について理解する。 
阿部幸恵 

－ 定期試験 

 



科目コード【3102】 

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Ⅰ（基礎） 
専門科目 1単位 

（15時間） 
必修 1年後期 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] 鈴木祐子 

[担当教員] 鈴木祐子 

講義日の授業終了後から放課後 

鈴木祐子(第一看護学科棟 404研究室) 

syuko410@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

本科目では、患者の権利とその擁護、人間の尊厳、看護職の責務と倫理原則など

看護を実践する上で必要な倫理に関する基本的な知識を習得することを目指す。

また、看護実践現場で看護職が直面する倫理的問題がどのようなものかを事例を

通して理解し、それらの倫理的問題に対処するための倫理的意思決定の考え方お

よび方法を学ぶ。そして、授業を通して看護の価値を追求し、倫理的感受性を高

め、倫理的思考を身につけることを目指す。 

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．看護における倫理の意義・重要性を述べることができる。  

２．患者の権利、人間の尊厳の尊重について理解できる。  

３．倫理原則および看護者の倫理綱領についてその意味を説明できる。  

４．看護における倫理的問題や倫理的ジレンマの意味を理解できる。  

５．倫理的意思決定の方法を理解できる。 

教科書 
DNG 2019 18巻 看護学概論 

随時、参考図書、資料を提示します。 

参考図書 

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 年 

小西恵美子編集；看護倫理 よい看護・よい看護師への道しるべ、改訂第２版、

南江堂、2014 年 

吉川洋子・杉谷藤子監修、医療人権を考える会著；学生のための患者さんの声に

学ぶ看護倫理、日本看護協会出版会、2011 年 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
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宮坂道夫他；系統看護学講座 別巻 看護倫理、医学書院、2018 年 

橋本和子；これからの看護倫理学、ふくろう出版、2014 年 

評価方法 
授業への取り組み・毎回のコメントカード（10 点）、課題レポート（30 点）、 

筆記試験（60 点） 

課題に対する 

フィードバック 
授業への取り組み・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 

「倫理学」「道徳」「生命倫理」といった言葉についてその意味を調べてみるこ

と。自分が生きていく上で、あるいは人と関わる中で大事にしていること（価値

観）について考えてみること。この科目は、看護専門職として身につけるべき重

要な倫理的感受性や倫理的思考を身につけることをねらいとしているので、人間

の尊厳や権利に関する著書を1冊選んで読んでおくこと。  

講義中に学習課題を提示します。 

事後学習 

授業で学習した用語や概念について、わからないものは必ず復習して理解するよ

うに努めること。 

倫理的感受性を高めるに、自己努力すること。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

倫理とは何か 

規範倫理学とは  

・「倫理とは何か」「価値とは何か」 

・日常生活の中にある倫理や道徳、それらに

関係する価値  

・徳の倫理、義務論、功利主義倫理学  

鈴木祐子 

2 

「看護倫理」とは何か  

 

・看護倫理を学ぶ意義 

・看護倫理の歴史的推移 

・看護実践にとって重要な倫理原則 

鈴木祐子 

3 

人間の権利、尊厳と倫理  

 

・患者の権利とは何か  

・人間の尊厳の尊重や患者の権利に関する宣

言  

・法と倫理の関係  

鈴木祐子 

4 

専門職における職業倫理 

「看護者の倫理綱領」 

 

  

・専門職と倫理 

・日本看護協会によって規定されている「 

看護者の倫理綱領」の各項目を熟読し、そ

の意味を理解する。 

（グループワーク） 

鈴木祐子 

5 

看護実践上の倫理的概念および

重要な言葉 

 

・ケアリング 

・アドボカシー 

・協力 

・責務・責任 

鈴木祐子 
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・パターナリズム 

・意思決定 

・倫理コンサルテーション 

 ＊課題の提示 

6 

インフォームド・コンセント  

 

・インフォームド・コンセントの定義  

・インフォームド・コンセントが生まれた経

緯  

・日本の医療におけるインフォームド・コン

セントの導入経緯  

・インフォームド・コンセントと看護師の責 

 任と役割 

・守秘義務・個人情報保護 

鈴木祐子 

7 

看護におけるジレンマ 

  

・倫理的ジレンマとは何か 

・ジレンマの状況で最善の方法を選択するに

はどうすればいいのかを事例を通して考え

る。 

鈴木祐子 

8 

倫理的意思決定の方法 

 

・倫理的意思決定のアプローチ方法  

・１つの倫理的問題事例に対して、倫理的意 

思決定の方法を用いてその対処を考える。  

鈴木祐子 

－ 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 

看護リテラシーⅡ 

（看護基礎ゼミ） 

専門科目 1単位 

（30時間） 
必修 1年前期 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] 鈴木祐子 

[担当教員]  担任教員、担当教員 

事前にアポイントメントをとって研究室に来てください。 

連絡先 鈴木祐子 (第一看護学科棟 404研究室 

syuko410@tokyo-med.ac.jp) 

講義開始後は、グループ担当教員から提示します。  

授業のねらい 

この科目は大学生としての基本的学習姿勢及び適切な受講姿勢を習得すること

を目的とする。学生は、看護リテラシーⅠとこの科目を通して、大学生に求めら

れるアカデミック・スキル(読み、書き、調べ、考え、聞き、討論、プレゼンテ

ーション)の基本的能力と授業に臨む学習行動・受講姿勢を身につける。この科

目は小人数グループによるゼミ形式の学習である。各グループに担当教員が配置

され、適宜調整しながら自己及びグループ学習を進める。グループ学習に臨むた

めの自己学習、グループ討議におけるリフレクティブ・シンキング、アサーティ

ブな自己表現、自分の考えの適切な表現、他者の意見を聴く技術等を高める。グ

ループメンバー同志が相互に理解し、協力し合うことを学ぶ。 

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）授業に臨む基本的な学習行動・受講姿勢を身につけられる。 

2）ゼミ学習にあたり自己で学習を進められる。 

3）教材を通して、読み、書き、考える姿勢を学ぶことができる。 

4）同じグループのメンバーと協力すること、協働すること、支援し合うことを

学ぶことができる。 

5）グループ討議において他人との建設的な議論の仕方を学ぶことができる。 

6）自己及びグループ学習成果の効果的なプレゼンテーションを学ぶことができ

る。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/index.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/index.html
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教科書 教材：推薦図書（別紙資料）参照 

参考図書 グループごとにテーマに関連した図書･資料を紹介する。 

評価方法 レポート 40％(授業中課題を含む)、学習参加度 40％、学生ピア評価 20％ 

課題に対する 

フィードバック 

各担当教員よりフィードバックを行う。 

学習成果については発表会時にフィードバックを行う。 

事前学習 

・大学生としての学習姿勢、学習方法、受講態度を身につけるよう、主体的に学

習に取り組んでください。 

・ゼミ学習におけるグループワークの意義や意味を理解して、積極的・主体的に

学習に取り組んでください。 

・別途、資料「2019年度看護リテラシーⅡ（看護基礎ゼミ）てびき」を配付し

ますので、「事前に学習内容、進め方を理解しておいてください。 

事後学習 

・大学生の読み、書き、考えるという基本的能力を身につけられるよう、主体的

に自分の学習内容や姿勢をリフレクションしながら、自分の学習を改善してくだ

さい。 

・グループワーク各回で個々に課された課題は責任をもって解決し、次のグルー

プワークにつなげてください。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

オリエンテーション 本科目の概要・目的、進め方について 

・グループ編成、担当教員の発表 

・グループごとに推薦図書(別紙一覧)1 冊の選定 

 各自、グループで選定した図書 1 冊を読む。 

・担当教員とともに学習計画の立案と確認 

◎課題の提示 

課題：2 回目までに教材（選定した図書）の「要約」を

作成する。 

・教材を「読み」、指定されたフォーマットに［要約］を

まとめる。 

・分からない、あいまいな言葉の意味を辞書で調べ、理解

する。 

・教材の主張を「読み」取り、自分の言葉でまとめる。 

※1 回目のオリエンテーションは 4 月初旬に実施。 

※2 回目以降は、看護リテラシーⅠが 1/3 進んだ時期から開始。 

科目責任者 

担当教員 
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2～3 

グループ学習①② 

・学習テーマの検討・

決定 

教材(選定した図書)の[要約] の「発表」と、グループの

学習テーマ（グループ学習で深めたい内容）の検討・決定 

次回からのグループ学習の進め方の確認 

担当教員 

4～11 

グループ学習③～⑩ 

・教材の[要約]の発表 

◎4～11回目までの学習の進め方(予習・宿題) 

【自己学習(事前学習)】 

・学習テーマにそって、その内容を深める学習を各自で行

い、次回の[発表資料]を作成する。 

・ [発表資料]をメンバー及び教員分印刷し、当日配付す

る。 

【グループ学習】 

・各自の学習内容を他者が理解できるように発表する。 

・他者の意見を聞き尊重し、建設的な議論を持って学習内

容を深める。 

・次回までの自己学習内容を明確にする。 

＊11回目までは自己及びグループで学習及び議論を深め

ることに集中する。 

【ピア評価 1回目】 7回目(グループ学習⑥)終了時 

担当教員 

12～

13 

グループ学習⑪⑫ 

・学習成果の「プレゼ

ンテーション」の準備 

 

グループ学習①～⑩の学習成果をクラス全体で共有する。

「プレゼンテーション」の準備を行う。 

・グループ全員で協力し準備する。 

・A4用紙 2枚に学習成果をまとめる。 

・内容は、選択書籍とその内容、グループの討議結果とす

る。抽象に留まらないよう、具体的な事象・現象を取り入れ

ながらまとめる。 

・発表者を決める。 

担当教員 

14～

15 

クラス全体で学習成

果の共有 

・学習成果の「プレゼ

ンテーション」と他グ

ループとの「討論」 

 

・まとめ 

グループ学習⑪⑫で作成した資料に基づき、ラス全員が各

グループの学習成果を共有する。 

・各グループのプレゼンテーション 

  OHCを用いて発表資料を提示する。 

・「討論」本科目の到達目標達成度の確認と課題の明確化 

・学生個々及びグループとして、目標達成度の確認と課題

の明確化 

【ピア評価 2回目】 15回目終了時 

◎最終レポートの提示 

・グループで取り組んだ学習テーマについて学んだこと 

(3,000字程度) 

・グループ学習を通して学んだこと（1,000字程度) 

担当教員 
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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 

健康生活支援論 

専門科目 
2単位 

（15時間） 
必修 1年前期 講義 生活環境と 

看護の対象 

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、清水典子 

随時(事前のアポイントによる)･教員研究室 

連絡先：伊藤  ayaito@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

健康や健康障害が人々の生活にどのように影響するのか、あるいは生活の破た

んが健康にどのように関連しているのかを考える。その上で、病気や障害だけ

でなく、病気や障害をもつ人々の生活を支援するための意味や、支援するため

の基本的な知識を学ぶ。 

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．人々を取り巻く環境が健康に与える影響について理解できる。 

２．人々の健康な生活を支援するための基本的な知識について理解できる。 

３．自発的に他者と協働しながら学習し、自身や周囲の生活を振り返ることが

できる。 

教科書 

1）デジタルナーシンググラフィカ 18巻看護概論、2019年、メディカ出版  

2）デジタルナーシンググラフィカ 20巻看護概論、2019年、メディカ出版 

3）看護形態機能学 生活行動からみる身体 第 4版、菱沼典子、2017年、日

本看護協会出版会 

参考図書 必要時提示する 

評価方法 定期試験 60％ 課題(確認テスト【30％】、事前・事後課題【10％】)40％ 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
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課題に対する 

フィードバック 
授業中および授業後に集団または個別にフィードバックを行う。 

事前学習 

授業ごとに事前課題を提示しますので、1時間程度かけて十分に取り組んだ上

で授業に臨んでください。「健康生活支援論実習」「健康生活支援論演習」へ繋

がるように学習してください。 

事後学習 

授業後には、1時間程度かけて授業資料を読むなど、次の授業とのつながりを

考えながら復習と予習を行ってください。また、授業内容から、自身や周囲の

人の生活や健康について考えることを習慣付けてください。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

2 

人々にとっての生活と健康 自分や身近な人々にとって、生活とは、 

健康とは何かを考える。 

健康の概念、QOL、ADLについて理解する。 

伊藤綾子 

3 
人々にとっての環境とは 人々の生活と、それを取り巻く環境とは 

何かを考える。 
阿部幸恵 

4 

5 

「生命を維持する」ということ 人にとって「生命を維持する」とは 

どのようなことかを考える。 

生命を維持する身体のメカニズムについて 

学ぶ。 

阿部幸恵 

6 

7 

「食べる」ということ 人にとって「食べる」とは 

どのようなことかを考える。 

食行動と身体のメカニズムについて学ぶ。 

消化･吸収･嚥下とは何かを学ぶ。 

伊藤綾子 

8 

9 

「排泄する」ということ 人にとって「排泄する」とは 

どのようなことかを考える。 

排泄の意義やメカニズムについて学ぶ。 

清水典子 

10 
「活動する」ということ 人にとって「活動する」とは 

どのようなことかを考える。 
伊藤綾子 

11 
「眠る・休息する」ということ 人にとって「眠る･休息する」とは 

どのようなことかを考える。 
伊藤綾子 

12 

13 

「清潔にする」ということ 人にとって「清潔にする」とは 

どのようなことかを考える。 
清水典子 

14 

15 

「安全を守る」ということ 生活する人々にとっての安全とはどのような 

ことか考える 
清水典子 

－ 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 

健康生活支援論演習 

専門科目 
2単位 

（30時間） 
必修 1年後期 演習 生活環境と 

看護の対象 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 清水典子 

[担当教員]阿部幸恵 伊藤綾子 渡邊裕見子  

川端愛 藤田厚美 

清水 211研究室 shimizu@tokyo-med.ac.jp 

演習時間終了後・教員研究室および演習場所 

授業のねらい 

対象者に応じた生活支援の方法について学習する。前期に学習した健康生活支援

論の内容を復習しながら、具体的な日常生活援助に必要な基礎的知識・技術・態

度を習得する。さらに、検査や与薬など診療や治療に伴う援助技術の必要性と方

法について理解する。 

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．基本的な日常生活援助について、根拠や留意点を理解しながら実践すること

ができる。 

２．看護者としての態度を考え対象と接することができる。 

３．身体的・精神的・社会的状況に応じて日常生活援助の方法を選択する必要性

を理解できる。 

４．診療や治療に伴う援助について、看護技術を体験することでその必要性と方 

法を理解することができる。 

教科書 
ナーシンググラフィカ 20巻 基礎看護技術、志自岐康子他編、2019年、メディ

カ出版 

参考図書 

看護形態機能学－生活行動からみるからだ 第 4版、菱沼典子、2017年、日本

看護協会出版会 

ナーシングスキル https://www.nursingskills.jp/ 

評価方法 
筆記試験 40％、実技評価 30％、課題 15％、確認テスト 15％とし、総合的に評価

する。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_3.html
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課題に対する 

フィードバック 
演習中・後に集団及び個人へフィードバックする。 

事前学習 

事前課題に沿ってポイントをまとめ、ナーシングスキルにて看護技術の方法を視

聴してから受講すること（想定予想時間 60 分程度）。講義の前に事前課題を提出

する。また、事前課題の内容については授業内で確認テストを行う。 

事後学習 
授業後はテキスト、配布資料をもとに復習に 30 分以上かける。 

学習した技術については実習室を活用し、練習をして習得する。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

オリエンテーション 

環境を整える技術 

 演習での学習方法と実習室の使い方を学ぶ 

 実習室の使い方、実習室の物品、シミュレータ

ーの使い方、環境を学ぶ 

 安全のための環境整備の技術を習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

2 

環境を整える技術 

 

・ リネン交換の技術を習得する 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

3 

4 

活動と休息を支える技術  ボディーメカニクスを考えた体位変換と安楽

な体位の保持の援助技術を習得する 

・臥床患者のリネン交換 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

5 

活動と休息を支える技術  車椅子への移乗と移送の技術を習得する 

 ストレッチャーへの移乗と移送方法の技術を

習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

6 

安全を守る技術 ・ 滅菌手袋装着・無菌操作の技術を習得する 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

7 

8 

対象を観察する技術 ・ バイタルサインズ（生命徴候）を測定する技術

を習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

9 

10 

食生活を支援する 

 

・ 対象に応じた経口摂取の援助技術を習得する 

・ 口腔ケアの技術を習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  
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 ・ 経管栄養の援助方法を習得する 渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

11 

看護技術の統合学習 

 

 看護技術の振り返り 実技評価 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

12 

清潔を保持する  足浴の技術を習得する 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

  13  

14  

清潔を保持する 

 

 

・ 仰臥位または座位での洗髪の技術を習得す

る。 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

15 

16 

清潔を保持する  身体の清潔を保持するための援助技術を習得

する 

・ 寝衣交換の技術を習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

17 

18 

排泄を支える ・排泄のアセスメントについて学ぶ 

・便器介助・おむつ交換の技術を習得する 

・陰部洗浄の技術を習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

19 

20 

排泄を支える ・導尿の技術を習得する 

・浣腸、摘便の技術について学ぶ 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

21 

22 

体温・呼吸・循環を整え

る技術 

・吸入・吸引・酸素療法の援助技術を習得する 

・罨法作成と貼用の技術を習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

23 

24 

看護技術の統合学習 ・看護技術の振り返り 実技評価 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

25 

26 

検査・治療の援助  検査や治療を支援する方法を学ぶ 

 検査の目的・意義と必要性、検査の種類と検

査介助の役割・援助方法について学ぶ 

 検体の適切な採取方法を理解する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 
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27 

28 

検査・治療の援助 ・ 採血の技術を学ぶ 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

29 

30 

検査・治療の援助  注射法（皮下・筋肉内）の技術を学ぶ 

 輸液法について学ぶ 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

－ 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 

健康生活支援論実習 

専門科目 
1単位 

（45時間） 
必修 1年前期 実習 生活環境と 

看護の対象 

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、清水典子、 

渡邊裕見子、川端愛、藤田厚美他 

伊藤綾子 410研究室 ayaito@tokyo-med.ac.jp 

実習時間終了後・教員研究室および実習場所 

授業のねらい 

本科目は、健康生活支援論および看護学概論などで学んだ「健康」や「看護」 の

概念について、人々が生活する場を通して多様な視点で考えることを目的とす

る。疾病や障害を持ちながら地域で暮らす人々の話を聞き、生活における行動や

環境が健康に及ぼす影響について考える。また、生活の支援を受けている人々に

対するケア場面の見学や、支援者とのコミュニケーションを通し、人々の健康を

保持・増進・回復するための看護が果たす機能や支援のあり方について考える。

生活を支援する場の特徴や体験した学びを学生間で共有し、より幅広い視点で 

「健康」や「看護」を捉える。  

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. 健康とは何かについて、自分の言葉で述べることができる。 

2. 人々の日常生活行動と健康との関連について理解することができる。 

3. 人々を取り巻く環境が健康にどのような影響を与えているか考えることが

できる。 

4. 人々の健康を支える看護の機能について考えることができる。 

5. 人々が地域で暮らす上で、生活を支援する施設が果たす役割について理解

することができる。 

6. 看護学生としての自覚のもとに人々と接することができる。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_3.html
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教科書 
看護学概論や健康生活支援論で使用したテキストおよび配布資料 

実習要項を別紙として配布する。 

参考図書 
実習担当教員が提示した資料 

看護学概論や健康生活支援論で使用した参考図書  

評価方法 

実習時間の 5 分の 4 以上の出席を以って、単位認定の評価の対象とする。 

実習要項の評価方法に則り、総合的に評価する。 

実習目的および到達目標の達成度 60％、実習への姿勢・態度 25％、記録・レポ

ート 15％。 

課題に対する 

フィードバック 

実習中やカンファレンス、実習終了後に集団または個別にフィードバックを行

う。 

事前学習 

実習前までに 1 時間以上かけて事前学習課題シートにそって、「健康」や「疾病・

障害」の定義や自分の考えをまとめる。また、実習施設の概要について調べまと

める。  

事後学習 
実習全体を振り返り、1 時間以上かけて後期の履修科目や、今後の実習に向けて

の自己の課題について考えをまとめておく。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
実習オリエンテーション 実習目標の確認や実習方法など 伊藤、阿部、清水、 

渡邊、川端、藤田他 

2 
臨地実習 各実習施設での実習 伊藤、阿部、清水、 

渡邊、川端、藤田他 

3 
臨地実習 各実習施設での実習 伊藤、阿部、清水、 

渡邊、川端、藤田他 

4 
臨地実習 各実習施設での実習 伊藤、阿部、清水、 

渡邊、川端、藤田他 

5 
実習のまとめ 実習目標の到達度の確認など 伊藤、阿部、清水、 

渡邊、川端、藤田他 

－ 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 

看護初期実習 

専門科目 
1単位 

（45時間） 
必修 1年前期 実習 生活環境と 

看護の対象 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]清水典子 

[担当教員] 阿部幸恵 伊藤綾子 清水典子  

渡邊裕見子 川端愛 藤田厚美他 

実習時間終了後･または随時(事前のアポイントによる) 

清水研究室および実習場所 shimizu@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

本科目では、療養生活を送る人が自身の疾患や治療をどう受け止め、どのような

思いで入院生活を送っているのかということを、患者とのコミュニケーションや

患者を取り巻く環境の観察などを通して理解する。また、看護師が実際にケアを

提供している場面を見ることで、看護師と患者の関係や患者の生活への支援、多

職種との連携等を理解し、看護の機能や役割について学ぶ。さらに、人々の健康

の回復を支える医療機関の果たす機能や役割、そこで働く様々な職種の仕事につ

いて理解する。 

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. 患者とコミュニケーションを図り、その人の入院への思いや、入院生活に

ついて自分の言葉で述べることができる。 

2. 療養生活を送る人が看護師や多職種からどのような支援をうけているの

か、また、それを通して看護師の機能や役割について説明することができ

る。 

3. 療養生活を送る人の生活の場である病院の機能や特徴、そこで働く様々な

職種について説明することができる。 

4. 実習生としての責任を自覚し適切な姿勢で行動し、学習活動を行うことが

できる。 

教科書 看護学概論・健康生活支援論で使用するテキスト 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_3.html
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参考図書 
必要時に指示する。 

看護初期実習要項を参照してください。 

評価方法 

実習時間の 5分の 4以上の出席を以って、単位認定の評価の対象とする。 

実習要項の実習目標と評価表の視点に基づいて総合的に評価する。 

療養生活とその支援の理解・看護実践の理解 60％、臨地の場における適切かつ

積極的な学習態度 20％、レポートと実習のまとめにおけるグループワークでの

討論・発表会への貢献度 20％ 

課題に対する 

フィードバック 
実習中及び実習後に集団または個別にフィードバックを行う。 

事前学習 

実習開始前までに 1時間以上かけて、健康生活支援論・看護学概論等で学習した

内容を復習して実習に臨んでください。臨地実習の手引き・実習要項をよく読み、

科目と自身の目標を明らかにして実習に出席してください。 

事後学習 

実習後に評価表や面談で明らかになった個々の課題について、教科書、参考書、

授業資料等を用いて 1時間以上かけて復習し、後期の授業で活用できるようにす

る。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
実習オリエンテーション 臨地実習における学習内容と方法 清水 

実習担当教員 

2 
臨地実習 

 

実習施設における実習 実習担当教員 

3 
臨地実習 

 

実習施設における実習 実習担当教員 

4 
臨地実習 

 

実習施設における実習 実習担当教員 

5 
実習のまとめ 

 

実習の振り返り、個別面接、レポート作成 実習担当教員 

－ 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 

看護援助論Ⅰ 

(コミュニケーション論) 

専門科目 
1 単位 

（15時間） 
必修 1 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] 小林 信 

[担当教員] 小林 信、上野 里絵 、神澤 尚利 

オフィスアワーは開講時に提示します。 

場所は、講義担当者の研究室となります。 

事前にアポイントをとってください。 

小林（506 研究室）：nkoba027@tokyo-med.ac.jp  

上野（504 研究室）：r-ueno@tokyo-med.ac.jp  

神澤（202 研究室）：kamizawa@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

 看護における対人関係の意味や対人関係理論について学ぶとともに、援助

関係とは何か、援助関係の構成要素としての重要概念などについて学習し、

看護における関係性構築の重要性について理解する。 

 また、関係性の構築に必要な看護援助技術としてのコミュニケーションの

理論と技法を学ぶ。 

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．看護実践の基盤としての対人関係の意味と主要な対人関係理論について

理解する。 

2．援助関係の特徴と関係性構築における看護者の役割について理解する。  

3．コミュニケーションの理論と技法を理解し、技法のいくつかを使えるよ

うになる。  

4．「信頼」、「共感的理解」、「傾聴」の概念を学び、患者-看護者関係に

おけるそれらの意味を理解する。 

5．看護場面での患者と看護者のコミュニケーションの例を通して、患者の

ニーズや感情に気づき、共感することができる。  

6．アサーティブなコミュニケーションとは何かを理解する。 

7．組織や職場における人間関係の特徴を理解する。 

教科書 随時資料を配布する。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/23.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/24.html
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参考図書 

・デジタルナーシンググラフィカ 36 巻「情緒発達と精神看護の基本」、37

巻「精神障害と看護の実践」 

・E. ウィーデンバック他著、池田明子訳；コミュケーション、日本看護協会

出版、1979 年 

・H.E.ペプロー著、稲田八重子他訳;人間関係の看護論、医学書院、1973 年 

・A.W.オトゥール他著、池田明子他訳；ペプロウ看護論、医学書院、 

1996年 

・平木典子著、改訂版アサーション・トレーニング、金子書房、2009年 

・平木典子他著、ナースのためのアサーション、金子書房、2002 年 

・石田光規著、産業・労働社会における人間関係－パーソナルネットワー

ク・アプローチによる分析、日本評論社、2009年 

・服部祥子著、人を育む人間関係論－援助専門職者として、個人として－、

医学書院 2003年 

評価方法 定期試験(90%)、課題レポート(10%) 

課題に対する 

フィードバック 
定期試験後の一定期間、問題と解答の閲覧および問題の解説を行う。 

事前学習 
 参考図書にある「コミュニケーション（E ウィーデンバック）」を読んでお

くことをお勧めする。また、項目および講義内容にあるキーワードに関し

て、参考図書および関連図書、WEBサイトなどを用いて参照しておく。 

事後学習 

 特定の教科書は使わないので、講義中に理解できなかった用語等について

は、必ず講義の後で調べて理解するように努めること。また、講義中に疑問

に感じたことなどは積極的に質問すること（リアクションペーパーを有効に

活用する）。分からないことをそのままにしておかないように復習に力を入

れること。自分の日頃の対人関係や実習での体験を振り返り、どんなコミュ

ニケーションをしていたか考えてみる。 

 

 
 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
授業概要の説明 

看護実践における対人関係 

授業内容、授業の進め方、目標についての 

簡単なオリエンテーション。 

看護実践の基盤としてのコミュニケーショ

ンを学ぶことの意味について理解する。 

小林 

2 対人関係論  

看護実践における患者-看護者関係の意味お

よび、患者-看護師関係に焦点を当てた看護 

理論の概要をペプローの対人関係論を用い

て学ぶ。  

小林 

3 
自分のコミュニケーションの 

傾向を知る 

東大式エゴグラム(TEG)を活用した自己 (学

生)のコミュニケーションの傾向を自 己洞察

する。  

小林 
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4 
基本的なコミュニケーションの

理論 

コミュニケーションの成立過程、構成要 

素、言語的コミュニケーションと非言語的 

コミュニケーションについて学ぶ。 
上野 

5 
コミュニケーション技術に関係

する主要な概念  

「信頼」「共感」「傾聴」の概念について 

学ぶ。  
上野 

6 
特徴的なコミュニケーション 1

防衛機制の基礎知識  

コミュニケーションに潜む防衛機制とは何 

か、防衛機制の種類と特徴を学ぶ。  
小林 

7 
特徴的なコミュニケーション 2

自己表現とアサーション  

アサーションの発展、自己実現のアサーシ 

ョン、看護師の特徴、基本的なアサーショ 

ン権について学ぶ。  

神澤 

8 
特徴的なコミュニケーション 3 

組織・職場における人間関係 

職場集団・組織、組織の目標、組織内のコ 

ミュニケーション、組織の機能、日本人・ 

看護師の集団の特徴について学ぶ。 

神澤 

－ 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 

チーム医療論 

専門基礎科目 
1単位 

（15時間） 
必修 2年後期 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]阿部幸恵 

[担当教員]伊藤綾子 清水典子 渡邊裕見子 

     瀬戸山陽子 

授業後または随時、事前のアポイントによる 

阿部幸恵 y-abe@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

この科目では、医学科、看護学科、薬学科の学生による多職種連携授業を行

う。多職種連携授業を通して、各職種の現象に対する視点や考え方の違いや共

通点に気付くことができ、協働作業を通して連携の重要性や、お互いの職種の

役割について理解できることを目指す。 

また、チーム医療が生まれた背景や、チーム医療の理念、要素、チームマネジ

メントについて学習し、チーム医療の効果や困難について理解し、チーム医療

における看護の役割を考えることができるようになることを目指す。 

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）チーム医療の背景、理念、要素について理解できる。 

２）チーム医療の効果や困難について理解できる。 

３）チーム医療における看護の役割について考えることができる。 

４）多職種連携授業を通して、各職種の考え方や視点の違いに気付くことがで

きる。 

５）多職種連携授業の協働作業を通して、連携の重要性が理解できる。 

教科書 
1）デジタルナーシンググラフィカ 18巻看護概論、2019年、メディカ出版 2）

デジタルナーシンググラフィカ 40巻看護管理、2019年、メディカ出版 

参考図書 必要時指示する。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_3.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/32.html
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評価方法 
授業態度 20%、ピア評価 20%、課題 60％(小テスト、事前事後課題、授業中の成

果物を含める) 到達目標への達成度を評価の基準とする。 

課題に対する 

フィードバック 

グループおよび個人で提出したものにコメントを記入する方法でフィードバッ

クする。また、個々にフィードバックした内容をまとめて授業中に全体にもフ

ィードバックする。 

事前学習 

第 2回から第 7回までの授業には、1時間程度をかけて事前課題を仕上げて多

職種連携授業に臨んで下さい。また、事後課題を課すので、授業で学習した内

容を振り返り、提出してください。 

事後学習 
事後課題を課すので、1時間程度をかけて授業で学習した内容を振り返り、提

出してください。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
ガイダンス 

チーム医療の歴史的背景と理念 

・チーム医療が生まれてきた背景と理念 

・多職種連携の意義 
阿部幸恵 

2 

3 

多職種連携授業（1回目・2回目） 

 医学科と東京薬科大学薬学科

の学生との合同授業 

医学科、看護学科、薬学科の学生からなるチーム

で協力して各学科での課題に取り組む。 

医学科の課題：在宅シミュレーション演習 

看護学科の課題：まちかど保健室シミュレーショ

ン演習 

薬学の課題：症例についてのディスカッション 

阿部幸恵 

伊藤綾子、清水典

子、渡邊裕見子、 

瀬戸山陽子 

4 

5 

多職種連携授業（3回目・4回目） 

 医学科と東京薬科大学薬学科

の学生との合同授業 

医学科、看護学科、薬学科の学生からなるチーム

で協力して各学科での課題に取り組む。 

医学科の課題：在宅シミュレーション演習 

看護学科の課題：まちかど保健室シミュレーショ

ン演習 

薬学の課題：症例についてのディスカッション 

阿部幸恵 

伊藤綾子、清水典

子、渡邊裕見子、 

瀬戸山陽子 

6 

7 

多職種連携授業（5回目・6回目） 

 医学科と東京薬科大学薬学科

の学生との合同授業 

医学科、看護学科、薬学科の学生からなるチーム

で協力して各学科での課題に取り組む。 

医学科の課題：在宅シミュレーション演習 

看護学科の課題：まちかど保健室シミュレーショ

ン演習 

薬学の課題：症例についてのディスカッション 

阿部幸恵 

伊藤綾子、清水典

子、渡邊裕見子、 

瀬戸山陽子 

8 チーム医療の実際と看護の役割 

・医療現場のチーム医療の実際（NST・褥創･感染

チームなど） 

・多職種連携における看護の役割と責任 

阿部幸恵 

－ 事後課題提出   
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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 

看護対象論Ⅰ 

（ライフサイクル） 

専門科目 
2単位 

（15時間） 
必修 2年前期 講義 生活環境と 

看護の対象 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 鈴木祐子 

[担当教員] 小林 信 平井和恵 小室佳文 

鈴木祐子 田所良之  

平井和恵（第一看護学科棟 406 研究室 k-hirai@tokyo-med.ac.jp） 

小林信（第一看護学科棟 506 研究室 nkoba027@tokyo-med.ac.jp） 

小室佳文（第一看護学科棟 405 研究室 komuro@tokyo-med.ac.jp） 

鈴木祐子（第一看護学科棟 404 研究室 yuko410@tokyo-med.ac.jp） 

田所良之(第一看護学科棟 505 研究室

taddy.via.tokyomed.ac.jp@gmail.com) 

授業のねらい 

人間発達学の観点から、看護の対象者である人間の理解を深める。ライフサイク

ルの各段階における心身の特徴および特徴的な健康課題を学ぶ。人間の発達を理

解し、看護の各領域の教員が教授する (オムニバス方式/全 15回）。人間の発達

について概説し、看護の対象である人間への理解を深める。さらに「ライフサイ

クル」理論を中心として、人間の発達に関する理論を学習する。子どもに関する

考え方の変遷と発達理論、子ども期各期の成長発達の特徴、および家族の理解を

通して、子どもが健やかに育つための支援のあり方を学習する。成人期における

成長発達の特徴と課題、特徴的な健康課題を理解し、支援のあり方を学習する。

女性のライフサイクルの特徴と思春期、成熟期、更年期、老年期における健康と

心理•社会的な特徴について理解し、必要な看護について学習する。老年期の特

徴と発達課題、さらに老年期における変化ならびに生活と健康課題を理解し、支

援のあり方を学習する。 

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．人間の発達について関心を持ち理解し、看護の対象について説明

できる。  

２．ライフサイクル各期における発達課題について説明できる。  

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/06.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/12.html
mailto:第一看護学科棟505研究室taddy.via.tokyomed.ac.jp@gmail.com
mailto:第一看護学科棟505研究室taddy.via.tokyomed.ac.jp@gmail.com
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１）子どもの形態的・機能的・心理社会的発達の原則を説明できる。 

２）成人期（青年期・壮年期・向老期）における身体的・心理社会

的特徴、発達課題について説明できる。  

３）思春期・成熟期・更年期・老年期における女性の身体的･心理

社会的特徴、発達課題について説明できる。  

４）老年期における身体的・心理社会的特徴、発達課題について説

明できる。  

３．ライフサイクル各期における特徴的な健康問題と必要な支援のあ  

り方について説明できる。  

１）子ども期各期に生じやすい健康問題と支援のあり方について説

明できる。  

２）成人期における生活習慣・生活ストレス・職業や社会的側面に

関連する健康課題と支援のあり方について説明できる。  

３）女性のライフサイクルにおける現状と課題および健康課題、女性性の発

達について説明できる。 

４）老年期における変化ならびに生活健康問題、その支援のあり方について

説明できる。 

教科書 
生涯人間発達学  改訂第 2 版増補版（三輪書店）  

デジタルナーシング･グラフィカ 2018（メディカ出版）  

参考図書 

・系統看護学講座 小児看護学Ⅰ 小児看護学概論 小児臨床看護総論（医学書

院） 

・新体系 看護学全書 小児看護学①小児看護学概論 小児保健（メヂカルフレ

ンド社） 

・看護学テキストシリーズ NiCE 小児看護学概論 子どもと家族に寄り添う援

助 改訂第 2版（南江堂） 

・舟島なをみ 看護のための人間発達学 第 4版（医学書院） 

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学 1 第 14版（医学書院） 

・エリクソン,E.H.著,西平直他訳,アイデンティティとライフ・サイクル, 2011

（誠信書房）   

・厚生統計協会編,国民衛生の動向 2014/2015 版 厚生の指標 2014（厚生労

働統計協会 

・ウィメンズヘルスナーシング 女性のライフサイクルとナーシング 第 2 版

（ヌーヴェルヒロカワ） 

・ウーマンズヘルス 女性のライフステージとヘルスケア（医歯薬出版） 

・看護学テキストシリーズ NiCE 老年看護学概論 改訂第 2版「老いを生きる」

を支えることとは，2016（南江堂） 

・看護学テキストシリーズ NiCE 老年看護学技術 改訂第 2版 最後までその

人らしく生きることを支援する，2016（南江堂） 
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評価方法 

定期試験  85％   課題  15％   

筆記試験の受験資格は、原則として各担当教員の授業回数の 2/3以上出席してい

ることを要する。 

課題に対する 

フィードバック 

授業時間内に、適宜、担当者からフィードバックします。 

試験終了後に、適宜、担当者からフィードバックします。 

事前学習 

この科目は、ライフサイクル各段階をオムニバスで授業をします。そ

れぞれ特徴的なことを取り上げますので、人間の一生について連続

性、関連性を十分に理解してください。  

事前学習については、各担当者が指示します。  

［参考図書］を十分に活用してください。  

事後学習 
事後学習については、各担当者が指示します。ライフサイクル各段階

について、復習して次の講義に出席してください。  

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
授業オリエンテーション 

人間の発達と概要 

1）授業の展開方法に関するオリエンテーシ

ョン 

2）発達に関する基本概念の理解と看護 

小林 信 

 

2 発達段階の概説 

ライフサイクルと発達課題 

フロイト、エリクソンの発達理論を中心に 

 

小林 信 

 

3 子どもの発達とは 
1）子どもの発達に影響する要因 

2）子どもの発達の原則と評価の原則 
小室佳文 

4 発達する子どもと家族の理解 

1）子どもと家族を理解するための理論 

愛着、認知発達、セルフケア 

2）子どもの発達への支援 

小室佳文 

5 
子どもの健康状態と発達への 

影響 

1） 現代の子どもの健康状態 

2） 子どもの健康や病気の理解  

3） 子どもとストレス 

小室佳文 

6 成人とは 

1）成人とは 

2）成人期（青年期・壮年期・向老期）の発達 

課題 

平井和恵 

7 成人各期の特徴 
成人期(青年期・壮年期・向老期)の身体・心 

理社会的特徴 
平井和恵 

8 成人の生活と健康① 
1）成人保健の動向 

2）生活習慣と健康 
平井和恵 
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9 成人の生活と健康② 
1）ストレスと健康 

2）職業と健康 
平井和恵 

10 
女性の生涯発達と身体、心理、 

社会 

1）女性のライフサイクルのステージ  

2）女性の身体（性周期、月経、性差）  

3）女性と栄養 

4）女性のライフコースの変化  

鈴木祐子 

11 現代女性の健康 

1）働く女性と健康 

2）女性を応援する健康プログラム 

3）女性性の発達、ジェンダー、性の多様化 

4）女性とメンタルヘルス 

鈴木祐子 

12 
女性のライフサイクル各期の健 

康と課題 

1）思春期の健康と課題 

2）成熟期の健康と課題 

3）更年期の健康と課題 

4）老年期の健康と課題 

鈴木祐子 

13 老年期の特徴と発達課題 
1) 老年期の身体・精神心理・文化社会的特徴 

2) 老年期における発達課題 
田所良之 

14 
老年期における変化ならびに 

生活と健康問題、その支援１ 

老年期の身体的変化と生活への影響 
田所良之 

15 
老年期における生活と健康問題、 

その支援２ 

1) 老年期の精神心理・社会文化的変化と生活

への影響 

2) 老年期における生活の場とそこでの支援

－高齢者の豊かな生を支える－ 

田所良之 

－ 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 

看護対象論Ⅱ 

（疾病の回復過程） 

専門科目 
2単位 

（15時間） 
必修 2年後期 講義 生活環境と 

看護の対象 

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]  小林信、小室佳文、田所良之 

平井和恵（第一看護学科棟 406 研究室 k-hirai@tokyo-med.ac.jp） 

小林信（第一看護学科棟 506 研究室 nkoba027@tokyo-med.ac.jp） 

小室佳文（第一看護学科棟 405 研究室 komuro@tokyo-med.ac.jp） 

田所良之(第一看護学科棟 505 研究室

taddy.via.tokyomed.ac.jp@gmail.com) 

授業のねらい 

疾病の回復過程に特徴的な健康・生活上の課題及び支援を行う上で必要な概念・

理論等について学ぶ。また、各発達段階にある看護の対象に特徴的な健康問題の

理解、健康問題が生活に及ぼす影響について学ぶ。 

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．疾病の回復過程を説明できる。 

２．疾病の回復過程に特徴的な健康・生活上の課題について説明できる。 

３．疾病の回復過程の各段階および発達段階に応じた援助の特徴を説明できる。 

４．疾病の回復過程の各段階および発達段階に応じた援助を展開するうえで必要

な基礎的な知識を説明できる。 

教科書 

デジタルナーシンググラフィカ（メディカ出版） 

成人看護学１．２．３．４．５．６． 

小児看護学１．  

老年看護学１．２. 

精神看護学１． 

参考図書 
生涯人間発達学 改訂第２増補版（上田礼子著）、三輪書店（看護対象論Ⅰで使

用） 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/06.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/12.html
mailto:第一看護学科棟505研究室taddy.via.tokyomed.ac.jp@gmail.com
mailto:第一看護学科棟505研究室taddy.via.tokyomed.ac.jp@gmail.com
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評価方法 

筆記試験（60%）、課題への取り組み（40%） 

筆記試験の受験資格は、原則として各担当教員の授業回数の 2/3以上出席してい

ることを要する。 

課題に対する 

フィードバック 
授業内でフィードバックする。 

事前学習 各担当教員より、その都度指示する。 

事後学習 各担当教員より、その都度指示する。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
精神的な健康の回復過程に必要

な視点①-1 

オリエンテーション 

精神力動論：意識と自我  
小林 信 

2 
精神的な健康の回復過程に必要

な視点①-2 

精神力動論：欲求と防衛機制 
小林 信 

3 
精神的な健康の回復過程に必要

な視点② 

ストレスとストレス・コーピング 
小林 信 

4 
精神的な健康の回復過程に必要

な視点③ 

危機理論と危機介入、悲嘆反応 
小林 信 

5 
疾病の回復過程に必要な視点① 疾病の回復過程と各期の特徴 

QOL 
平井 和恵 

6 
疾病の回復過程に必要な視点② 

 

病みの軌跡、アンドラゴジー 

セルフマネジメント、自己効力感 
平井 和恵 

7 
疾病の回復過程に必要な視点③ 

 

リハビリテーション、 

自己概念、ボディイメージ、障害受容 
平井 和恵 

8 
疾病の回復過程に必要な視点④ 

 

緩和ケア、全人的苦痛、死の受容過程 
平井 和恵 

9 
疾病の回復過程に必要な視点⑤ 

 

がんサバイバーシップ 
平井 和恵 

10 
高齢者の疾病の回復過程と健康

問題および援助の特徴① 

高齢者の疾病の回復過程 
田所 良之 

11 
高齢者の疾病の回復過程と健康

問題および援助の特徴② 

高齢者の生活・健康上の問題と援助の特徴 
田所 良之 

12 
高齢者の疾病の回復過程と健康

問題および援助の特徴③ 

高齢者への援助の展開における課題 
田所 良之 

13 
子どもの疾病の回復過程と援助

① 

疾病の回復過程にある子どもと家族の特徴 
小室 佳文 
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14 
子どもの疾病の回復過程と援助

② 

急性期にある子ども      
小室 佳文 

15 
子どもの疾病の回復過程と援助

③ 

慢性期にある子ども 

 
小室 佳文 

－ 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 

看護援助論Ⅱ 

（看護過程の展開） 

専門科目 1単位 

（15時間） 
必修 2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]伊藤綾子 

[担当教員]阿部幸恵、伊藤綾子 

授業後または随時、事前のアポイントによる 

伊藤 ayaito@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

対象の健康上の問題や日常生活におけるニーズを明らかにし、適切な援助を提供

する方法論である看護過程を理解し、具体的な問題解決のプロセスを学習する。

看護の専門的知識や経験に基づき、計画的に看護を実施･評価するための思考過

程の一連を理解し、活用できるようにする。 

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. 看護実践における、看護過程による問題解決の意義を説明できる。 

2. 事例の対象に対する、情報収集を行い、関連図を作成してみることで、必要

な情報の整理、アセスメントを行い、対象の全体像を把握した上で個別的な

看護問題を考えることができる。 

3. 事例の対象の看護問題に対する個別的な看護目標を立て、目標を達成するた

めの看護計画の立案ができる。 

4. 看護計画の実践と、その評価の必要性について理解することができる。 

教科書 

古橋洋子、はじめて学ぶ看護過程、医学書院、2016 

ナーシンググラフィカ  基礎看護技術 、メディカ出版、2016 

ナーシンググラフィカ  看護学概論、メディカ出版、2016 

参考図書 必要時に指示する。 

評価方法 定期試験 50％、確認テスト 20％、事前･事後課題 30％ 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
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課題に対する 

フィードバック 
授業中に個人または集団に対してフィードバックを行う。 

事前学習 

事前課題を提示するので、1時間程度は学習の上、授業に臨んでください。疾患

の知識など必要な内容については、指定されたテキストや参考図書に限らず、関

連する図書・資料を広く活用するようにしてください。2年前期までに学んだ知

識・技術を活用できるよう復習をして授業に臨んでください。 

事後学習 

授業の進行状況に合わせて、事後課題を提示します。1時間程度かけて事後課題

を仕上げ、授業の復習および、授業で学習した知識を整理し、次の授業に臨むよ

うにしてください。事後課題は、次の授業中にフィードバックを行いながら共有、

解説を行います。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

オリエンテーション 

看護過程と問題解決の意義 

情報収集と情報の整理 

関連図の描き方 

看護過程を看護実践に用いる意義と問題解決

の考え方を理解する。 

【事例 1】アセスメント、関連図の作成 

伊藤綾子 

2 

関連図と看護問題の抽出･看護問

題の表現方法 

看護計画立案と追加・修正 

SOAP記録の書き方 

関連図から看護問題を抽出し、看護計画立案

の方法と看護援助実施の記録方法、看護計画

の追加・修正の方法について理解する。 

【事例 1】看護問題抽出、看護計画立案、SOAP

記述、看護計画の追加・修正 

伊藤綾子 

阿部幸恵 

3 事例展開 
【事例 2】アセスメント、関連図の作成、看

護問題抽出 

伊藤綾子 

阿部幸恵 

4 事例展開 
【事例 2】看護計画立案、SOAP 記述、看護計

画の追加・修正 

伊藤綾子 

阿部幸恵 

5 事例展開 
【事例 3】アセスメント、関連図の作成、看

護問題抽出 

伊藤綾子 

阿部幸恵 

6 事例展開 
【事例 3】看護計画立案、SOAP 記述、看護計

画の追加・修正、短期目標・長期目標の評価 

伊藤綾子 

阿部幸恵 

7 事例展開 
【事例 4】アセスメント、関連図の作成、看

護問題抽出、優先順位の検討 

伊藤綾子 

阿部幸恵 

8 事例展開 
【事例 4】看護計画立案、SOAP 記述、看護計

画の追加・修正、短期目標・長期目標の評価 

伊藤綾子 

阿部幸恵 

－ 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 

看護援助論Ⅲ（EBN） 
専門科目 1単位 

（15時間） 
必修 2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] 瀬戸山陽子 

[担当教員] 瀬戸山陽子 

随時可能です。事前にメールでご連絡をお願いします。 

setoyama@tokyo-med.ac.jp 

研究室：第 2 看護学科棟 304 

授業のねらい 

科学的根拠に基づいた看護実践である Evidence Based Nursing の必要性や一連

のプロセスについて学ぶ。自ら問を設定して、その問にまつわるエビデンスを

入手し、批判的な吟味を行った上で統合して、看護実践への活用を考察する。 

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) EBNの背景や必要性を説明できる。 

2) 科学的に「効く」とは、どういうことか説明できる。 

3) 看護における問を定式化できる。 

4) 問を解決するために目的に沿った質の高い研究を入手できる。 

5) 入手した研究を批判的に吟味することができる。 

6) 複数の研究を統合し、実践への活用を検討することができる。 

7) 実践した看護の評価に関する視点を説明できる。 

8) EBNの一連のプロセスについて説明できる。 

教科書 
特になし。毎回資料を準備する。 

授業には必ず iPadを持参すること。 

参考図書 

 阿部俊子「看護のための EBN」中央法規、2001 

 高木廣文、林邦彦著「エビデンスのための看護研究の読み方・進め方」中山

書店、2006 

 別府宏圀「考える看護の基本 『EBN思考を身につける』」中山書店、2006 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/32.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/32.html
mailto:setoyama@tokyo-med.ac.jp
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 佐藤淑子他著「看護師のための Web検索・文献検索入門」医学書院、2013 

 大木秀一著「看護研究・看護実践の質を高める文献レビューのきほん」、医

歯薬出版, 2015 

評価方法 

・ 授業参加態度：16％ 

・ 小テスト（目標とする知識の獲得を確認する）：12% 

・ 個人課題（目標とする技術の獲得を確認する）：30％ 

・ 定期テスト（目標とする知識の習得を評価する）：42％ 

課題に対する 

フィードバック 

・ 小テストに関しては、授業内でフィードバックを行う。 

・ 個人課題に関しては、e自主自学上、もしくは紙面にてフィードバックを

行う。必要に応じて、授業内で全体へのフィードバックも行う。 

事前学習 
自分の関心がある「看護ケアにおける効果」について考え、調べる事前学習を

行う。詳細は、授業内で説明をする。 

事後学習 

自分の関心がある「看護ケアにおける効果」について、既存のエビデンスを調

べ、それらを批判的に読解して、複数のエビデンスを統合することを行う。詳

細は、授業内で説明する。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

・ オリエンテーション 

・ EBNの必要性、概要 

 

科目の全体スケジュール、進め方、出席、小

テスト、課題、成績について 

EBNという考えが生まれた経緯、必要性 

保健医療において「効く」とはどういうこと

か 

瀬戸山陽子 

2 

・ 問題の定式化 

・ 文献収集 

 

問題の定式化、先行研究の入手方法やエビデ

ンスのレベル、研究論文の種類 
瀬戸山陽子 

3 

【ワーク】 

・ 問題の定式化 

・ 文献収集 

実際に自分で問題を定式化し、それに沿った

文献の検索・収集を行う 
瀬戸山陽子 

4 
・ 文献の批判的吟味 

 
先行研究を批判的に吟味する視点 瀬戸山陽子 

5 
【ワーク】 

・ 文献の批判的吟味 

実際に自分が収集した文献について、批判的

吟味を行う 
瀬戸山陽子 

6 
・ 文献の統合 

・ 実践への適用 

先行研究を統合し問題に解を見出す方法、エ

ビデンスを実践に活用する 

 

瀬戸山陽子 

7 
【ワーク】 

・ 文献の統合 

実際に自分が収集し、批判した複数の文献に

ついて、統合し、実践的活用を考察する 
瀬戸山陽子 
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・ 実践への適用 

8 
・ 評価 

・ まとめ 

実践したケアを評価する方法、EBNの一連の

プロセス 
瀬戸山陽子 

－ 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 

フィジカルアセスメント 
専門科目 2単位 

（30時間） 
必修 2年前期 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、清水典子、 

渡邊裕見子、川端愛、藤田厚美、小室佳文、 

藤沼小智子、鈴木征吾 

授業後および随時(事前のアポイントによる)・教員研究室 

連絡先 伊藤 ayaito@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

健康レベル、生涯発達の段階に応じた対象の身体の状態を診査する手技を獲得

し、その経緯や自覚症状などと照らし合わせながら面接を行い、各手技を用い

て対象に何が起こっているのかをアセスメントするための技術を習得する。 

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．フィジカルアセスメントを行う意義と重要性について説明できる。 

２．対象の成長・発達の段階を考慮した基本的なフィジカルイグザミネーショ

ン技術を、正確かつ安全・安楽に実施できる。 

３．フィジカルイグザミネーションで得られた情報を正しく表現できる。 

４．得られた情報に基づいて、対象者に起こっていること・起こりうることを

アセスメントし、必要な援助を考え、記録することができる。 

教科書 

1） 写真でわかる看護のためのフィジカルアセスメント、村上美好監修他、

2016 年、インターメディカ 

2） ナーシンググラフィカ、第 19 巻ヘルスアセスメント 2019 年 

3） 系統看護学講座 小児看護学Ⅰ 小児看護学概論 小児臨床看護総論、奈良間

美保他、2015 年、医学書院 

参考図書 
1） はじめてのフィジカルアセスメント、横山美樹、メヂカルフレンド社、

2013 年 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_3.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/16.html
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2） 形態機能看護学－生活行動から見るからだ、菱沼典子、日本看護協会出版

会 

3） 症状別 病態生理とフィジカルアセスメント、阿部幸恵、照林社、2015 年 

4） こどものフィジカルアセスメント、小野田千恵子他、金原出版、2004 年 

評価方法 定期試験 40%、小テスト 20％、事前・事後課題 30％、ピア評価 10％(2 回) 

課題に対する 

フィードバック 
授業中に集団および個別にフィードバックを行う。 

事前学習 

各項目の授業開始時には、小テストを実施します。授業前や授業中に提示する

事前課題を 1 時間程度かけ、十分に学習して授業に臨んで下さい。実施内容・

提出方法は授業の際に説明します。 

事後学習 
前の時間の授業・演習内容が後の時間で反映され、積み上げられていくように

各授業の復習を 1 時間程度かけて必ず行ってください。 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

2 

イントロダクション 

問診の技法 

所見の記録方法 

身体診察技術 

・授業の進め方 

・TBL（Team-Based Learning）の方法 

・シミュレーションルームとシミュレータ

の機能と使用方法 

・フィジカルアセスメントの意義 

・フィジカルアセスメントを行うための基

本原則と準備 

・対象者に身体的な情報を聞き取る 

・医療面接で得られた情報を記録する 

・身体診察に必要な「視診」「触診」「打

診」「聴診」の技術を実践し、記録する 

伊藤 

阿部、清水、渡邊 

 

3 

4 

「食べる・栄養をとりこ

む」機能のフィジカルアセ

スメント 

栄養素を体にとりこみ生体の機能を維持す

る消化器系のフィジカルイグザミネーショ

ンの実施とアセスメントを学ぶ 

渡邊 

阿部、伊藤、清水 

5 

6 

「排泄する」機能のフィジ

カルアセスメント 

老廃物を体外に排泄する消化器系・泌尿器

系のフィジカルイグザミネーションの実施

とアセスメントを学ぶ 

渡邊 

阿部、伊藤、清水 

7 

8 

9 

10 

「見る・聴く・嗅ぐ・味わ

う・触れる・話す」機能の

フィジカルアセスメント 

見る・聴く・嗅ぐ・味わう・触れる・話す

といった頭頸部・神経系・感覚器系のフィ

ジカルイグザミネーションの実施とアセス

メントを学ぶ 

 

伊藤 

阿部、清水、渡邊 

11 

12 

13 

14 

「身体を守る」機能のフィ

ジカルアセスメント 

身体内部への異物や病原体の侵入を防ぐ外

表皮系（皮膚・爪）・リンパ系・甲状腺と乳

房のフィジカルイグザミネーションの実施

とアセスメントを学ぶ 

清水 

阿部、伊藤、渡邊 

15 

16 

17 

「生命を維持する」機能の

フィジカルアセスメント

【循環】 

生命を維持する循環器系のフィジカルイグ

ザミネーションの実施とアセスメントを学

ぶ 

阿部 

伊藤、清水、渡邊 

18 

19 

20 

「生命を維持する」機能の

フィジカルアセスメント

【呼吸】 

生命を維持する呼吸器系のフィジカルイグ

ザミネーションの実施とアセスメントを学

ぶ 

阿部 

伊藤、清水、渡邊 

21 

22 

23 

24 

「身体を動かす」機能のフ

ィジカルアセスメント 

人間の形態の保持と運動機能に大きく関与

する筋・骨格・神経・末梢循環系（神経反

射も含む）のフィジカルイグザミネーショ

ンの実施とアセスメントを学ぶ 

清水 

阿部、伊藤、渡邊 
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25 

26 

子どものフィジカルアセス

メント① 

【TBL】 

・子どものフィジカルアセスメントの意義 

・成長発達からみた解剖・生理学的特徴 

・使用する器具と測定方法 

・説明と同意 年齢に応じた接近法 

藤沼 

小室、鈴木 

伊藤、清水、渡邊 

 

 

27 

28 

子どものフィジカルアセス

メント② 

【グループワーク・タスクトレーニング】 

問診、一般状態（身体成長発達を含む）、全

身状態のフィジカルイグザミネーションの

実施とアセスメント 

藤沼 

小室、鈴木 

伊藤、清水、渡邊 

 

29 

30 

フィジカルアセスメント 

シナリオに基づいたフルス

ケールシュミレーション 

 

① シナリオ課題（成人事例） 

② シナリオ課題（成人事例） 

③ シナリオ課題（成人事例） 

④ シナリオ課題（子ども事例） 

それぞれのシナリオに沿ってグループ単位

でシミュレーション学習を行う。 

※この回は 4つの課題のローテーションを

行う統合的な授業内容とするので、27・28

回への出席を前提とする。 

伊藤 

阿部、小室、清水、

渡邊、藤沼、鈴木 

－ 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 

ヘルスプロモーション 
専門科目 1単位 

（15時間） 
必修 2年前期 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]呉珠響 

[担当教員]呉珠響 新井志穂 

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 

ヘルスプロモーションの考えや活動方法について、個人・家族・集団・地域それ

ぞれを単位として学ぶ。また、ヘルスプロモーションでの看護職の役割について

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．ヘルスプロモーションの考え（定義、目標、活動方法等）を理解することが

できる。 

2．ヘルスプロモーションの活動方法について、個人・家族・集団・地域それぞ

れを単位として理解することができる。 

3．ヘルスプロモーションでの看護職の役割について考えることができる。 

4．ヘルスプロモーションの実際について、事例を用いて考えることができる。 

教科書 標準保健師講座 1公衆衛生看護学概論 第 5版、標美奈子、2019年、医学書院 

参考図書 

・公衆衛生看護テキスト 2 公衆衛生看護技術、佐伯和子（編）、2014年、医歯

薬出版株式会社 

・健康格差対策の進め方 第 1版、近藤尚己、2018年、医学書院 

・事例分析でわかるヘルスプロモーションの「5つの活動」、健康社会学研究

会、2016年、ライフ出版社 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html
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評価方法 

1．定期試験（60％）、講義にて実施する課題（個人・グループ）（20％）、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 
講義中の課題の結果を学生に返却する。 

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 
オリエンテーション 

人々の生活と健康 

オリエンテーション 

人々の生活と健康について 
呉 珠響 

2 
ヘルスプロモーションに関わる理念や

理論、概念 

公衆衛生の理念と活動の変遷、健康の

定義について 
呉 珠響 

3 ヘルスプロモーションの概念と動向 
ヘルスプロモーションの概念と動向

について 
呉 珠響 

4 ヘルスプロモーション活動の実際 
ヘルスプロモーション活動と看護職

の役割について 
呉 珠響 

5 
ヘルスプロモーションの実際① 

 

事例を用いてヘルスプロモーション

について考える 

呉 珠響 

新井志穂 

6 
ヘルスプロモーションの実際② 

 

事例を用いてヘルスプロモーション

について考える 

呉 珠響 

新井志穂 

7 
ヘルスプロモーションの実際③ 

 

事例を用いてヘルスプロモーション

について考える 

呉 珠響 

新井志穂 

8 
ヘルスプロモーションの実際④ 

まとめ 

事例を用いてヘルスプロモーション

について考える 

呉 珠響 

新井志穂 

－ 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 

健康教育論 
専門科目 1単位 

（30時間） 
必修 2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]呉珠響 

[担当教員]呉珠響 新井志穂 

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 

公衆衛生看護活動のあらゆる場で実施される健康教育について、基本的な理論

やモデル、技術を習得する。また、公衆衛生看護活動として実施される健康教育

の意義について考える。 

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.保健行動や健康教育に関わる理論について理解することができる。 

2.個人や集団の健康課題解決に向けた健康教育の展開過程として、対象の理

解、アセスメント、課題の明確化、目的・目標の設定、計画立案、実施、評

価の一連を理解することができる。 

3．保健行動や健康教育に関わる理論を用いて、健康教育を実施することができ

る。 

4．健康教育の目的や目標、評価指標をふまえて評価をすることができる。 

教科書 標準保健師講座 2 公衆衛生看護技術 第 3版（医学書院） 

参考図書 

・健康行動と健康教育 理論，研究，実践 （医学書院） 

・標準保健師講座 1 公衆衛生看護学概論 第 5版（医学書院） 

・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） 

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

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html


科目コード【3306】 

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 
課題について、担当教員から適宜フィードバックする。 

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 15回の講義出席時間に加え、15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 30分～1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 15回の講義出席時間に加え、15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 30分～1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 

1-2 
オリエンテーション 

健康教育の目的、方法 

オリエンテーション 

健康教育の目的と実際について 
呉珠響 

3-4 
保健行動や健康教育に関わる理

論① 

保健行動に関わる理論について 

健康教育に関わる理論について 
呉珠響 

5 
健康教育の展開 健康教育の展開過程について 

健康教育の評価方法について 

呉珠響 

6 
健康教育の実際（演習） 対象の理解、アセスメント 呉珠響 

新井志穂 

7-8 
健康教育の実際（演習） 健康課題の明確化、健康教育企画書の作成 呉珠響 

新井志穂 

9-10 
健康教育の実際（演習） 健康教育の計画立案、原稿の作成 呉珠響 

新井志穂 

11-12 
健康教育の実際（演習） 健康教育の媒体作成、デモンストレーショ

ン 

呉珠響 

新井志穂 

13-14 
健康教育の実際（演習） 健康教育の実施（発表会） 呉珠響 

新井志穂 

15 
健康教育の実際（演習） 健康教育の評価について 呉珠響 

新井志穂 

－ 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 

家族看護論 
専門科目 1単位 

（15時間） 
選択 2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] 春日広美 

[担当教員] 春日広美 

春日広美 hkasuga@tokyo-med.ac.jp 

第 1看護学科棟５階 502研究室 

授業のねらい 

健康問題をかかえる家族の多様なありようを理解し、看護の対象として家族を捉

えることを学習する。家族機能を踏まえた家族アセスメントの方法を理解し、家

族支援の方法を習得する。 

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．健康問題が家族に及ぼす影響を多面的に理解できる 

２．家族看護モデルを概観し、家族アセスメントを理解できる 

３．家族に対する看護ケアを具体的に考えることができる 

教科書 
家族看護学 理論と実践 第 4版 鈴木和子・渡辺裕子 2012 日本看護協会出

版会 

参考図書 

変わる家族と介護  春日キスヨ 2010 講談社現代新書 

病の苦悩を和らげる家族システム看護 Lorraine M.Wright 他 小林奈美監訳 

2011日本看護協会出版会 

癒しのための家族看護モデル 病いと苦悩,スピリチュアリティ Lorraine 

M.Wright 森山美知子監訳 2005 医学書院 

家族生活力量モデル アセスメントスケールの活用法 家族ケア研究会 2008 

医学書院 

評価方法 定期試験 70％  レポートおよびグループワークの状況 30％ 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/25.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/25.html


科目コード【3307】 

課題に対する 

フィードバック 

家族アセスメントにおける個人提出物には eラーニングシステムで個々人にフ

ィードバックを行う。グループワークの提出物・発表内容に対しては発表の際に、

全体にフィードバックを行う。 

事前学習 

授業はあらかじめ e自主自学に提示するので、講義前に該当資料を読んでおくこ

と。グループワークでは、講義時間中にメンバーと検討できるまでに個人の学習

をすすめてから授業にのぞむこと。 

事後学習 講義で学んだ内容は教科書や配布資料で復習し、その都度理解しておくこと 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 家族看護概論１ 

１．オリエンテーション 

２．家族の概念と家族機能 

３．現代社会における家族（特徴・問題） 

４．家族看護の役割 

５．家族を理解するための諸理論 

春日広美 

2 家族看護概論２ 

看護の対象としての家族 

１）発達段階で捉える家族 

２）疾患特性および病期で捉える家族 

春日広美 

3 家族看護概論３ 

看護の対象としての家族 

１）介護負担とは 

２）介護離職を考える 

春日広美 

4 家族アセスメント１ 
１．家族アセスメントモデル 

２．事例の紹介 
春日広美 

5 家族アセスメント２ 

○家族アセスメントの方法１（事例展開） 

・情報収集および必要な情報の確認、家族ア

セスメントモデルを用いた家族像の形成 

春日広美 

6 
家族アセスメント３ 

（グループワーク） 

○家族アセスメントの方法２（事例展開） 

・家族ケア計画の作成 
春日広美 

7 
家族アセスメント４ 

（グループワーク） 

○家族アセスメントの方法３（事例展開） 

・家族ケア計画の完成 

・発表の準備 

春日広美 

8 

家族アセスメント５ 

（グループワーク発表） 

まとめ 

１．グループワークの成果発表と講評 

２．学習の振り返りと臨床での活用 
春日広美 

－ 定期試験 

 



科目コード【3313】 

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 

看護基礎実習 
専門科目 2単位 

（45時間） 
必修 2年後期 実習 

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、清水典子、 

渡邊裕見子、川端愛、藤田厚美、他 10名  

伊藤綾子  ayaito@tokyo-med.ac.jp 

実習時間終了後・教員研究室および実習場所 

授業のねらい 

｢健康生活支援論演習｣、｢フィジカルアセスメント｣、｢看護援助論Ⅱ(看護過程の

展開)｣などで学んだ内容を元にして、医療機関で療養生活を送っている患者の日

常生活を支援するために、受け持ち患者を通して、患者の個別性に応じた援助方

法についてアセスメントから看護計画を立案し、実施・評価を行う一連の過程を

実践する。 

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. 患者の情報を整理･アセスメントし、患者を理解する。 

2. 患者の関連図を作成し、全体像を把握したうえで看護問題の抽出が

できる。 

3. 看護計画を立案し、患者の安全･安楽を踏まえて援助を実施･評価で

きる。 

4. 実施した看護援助を SOAP でまとめられる。 

5. 患者や学生間、実習指導者や教員とのコミュニケーションが円滑に

行える。 

6. 看護者としての責任を自覚し、専門職業人として望ましいあり方を

考える。 

7. 看護実践を通して、看護の目的・役割・機能について考えを深める。 

教科書 
看護学概論・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・

看護対象論Ⅰで使用するテキスト  

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_3.html


科目コード【3313】 

参考図書 

看護学概論・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・

看護対象論Ⅰで使用する参考図書 

その他、必要時に指示する。  

評価方法 

実習時間の 5 分の 4 以上の出席を以って、単位認定の評価の対象とする。 

実習要項の到達目標と評価の視点に則って、総合的に評価を行う。 

実践 60％、記録 40％。 

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。 

課題に対する 

フィードバック 

実習中やカンファレンス、実習終了後に集団または個別にフィードバックをす

る。実習最終日には、担当教員による個別面接を実施する。 

事前学習 

日常生活行動の援助技術、バイタルサイン測定・フィジカルアセスメント技術、

看護過程、コミュニケーションについて実習中に活用できるようまとめておく。 

また、受け持ち患者に関する発達段階や課題、疾患に関する解剖生理学、病態生

理学、治療、検査、看護 について実習前、あるいは実習期間中に必要に応じて

日々学習をした上で実習に臨む。 

事後学習 

毎日、1日の学習目標が達成できたかどうかを、記録の記載を行いながら振り返

る。翌日の実習につながる必要な知識や技術について、実習までに学習した授業

内容などについて振り返りを行う。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 臨地実習 

病棟オリエンテーション 

患者決定、情報収集、アセスメント 

看護援助の見学 

伊藤綾子 

阿部幸恵 

清水典子 

渡邊裕見子 

他 13名 

2 臨地実習 アセスメント 

関連図作成、追加・修正 

看護計画立案 

看護援助の実践 

看護計画の評価・修正 

カンファレンス 

3 臨地実習 

4 臨地実習 

5 臨地実習 

6 臨地実習 

7 臨地実習 

8 臨地実習 
看護援助の実践 

看護計画の短期目標と長期目標の評価 

看護計画の振り返り、追加・修正 

カンファレンス 
9 臨地実習 

10 
実習のまとめ 

（学内） 

実習後シミュレーション 

実習目標に対する到達度の確認など 

自己評価・個人面接 

実習記録やレポートの整理 



科目コード【3313】 

－ 定期試験 

 



科目コード【3402】 

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 

看護サービス提供論 
専門科目 1単位 

（30時間） 
必修 2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 

日本における看護サービスの提供システムの基本を理解し、看護システム実習

での学びとあわせて、対象に提供される看護サービスの質の保証について考察

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．日本における看護サービス提供のしくみの基本を説明できる。 

2．組織における看護職の位置づけを説明できる。 

3．看護サービスの質の考え方を説明できる。 

4．看護システム実習の学びとあわせて、看護サービスの質の保証について自

分の考えを述べることができる。 

教科書 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。試験配布時不在の場合は受験

できない。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/31.html


科目コード【3402】 

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 

はじめて学ぶ用語、概念等が多いため、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自身の体験と関連づけてノートに整理し復習する。特に看

護システム実習以降は、実習内容(実習中のメモ、実習記録)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 日本における看護サービス 
サービスの概念、生活と法・制度、看護の専

門性 
阿部祝子 

2 サービス提供の組織 組織の概念、組織図、病院組織の特徴 阿部祝子 

3 病院の看護組織 1 
病院における看護部の位置づけ、看護部及び

各部署の組織、看護人員配置 
阿部祝子 

4 病院の看護組織 2 看護ケア提供システム、看護の継続性 阿部祝子 

【看護システム実習】 

5 組織のマネジメント 
マネジメントの概念、病院-看護部-看護職員

間の理念の共有 
阿部祝子 

6 看護職の労働の特徴 勤務体制・形態、給与体系、WLB 阿部祝子 

7 看護職のキャリア 
看護職のキャリア発達、看護職の専門高度

化、キャリア発達と支援 
阿部祝子 

8 療養生活への組織の取り組み 1 医療安全、労働安全 阿部祝子 

9 療養生活への組織の取り組み 2 診療情報の取り扱い 阿部祝子 

10 療養生活への組織の取り組み 3 多職種の直列連携業務 阿部祝子 

11 療養生活への組織の取り組み 4 物理的環境の整備、感染防止 阿部祝子 

12 療養生活への組織の取り組み 5 災害への組織的対応 阿部祝子 

13 看護サービスの質 1 サービスとホスピタリティ 阿部祝子 

14 看護サービスの質 2 看護サービスの質 阿部祝子 

15 まとめ 看護サービス提供システム 阿部祝子 

－ 定期試験 

 



科目コード【3403】 

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 

看護システム実習 
専門科目 1単位 

（45時間） 
必修 2年前期 実習 

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 

[担当教員]  看護学科教員 

事前にアポイントメントをとって研究室に来てください。 

連絡先 阿部祝子：abe-s@tokyo-med.ac.jp 

実習中は、担当教員から提示します。 

授業のねらい 

1．対象に提供されている看護サービスの実際から、看護の継続性、制度間・職

種間の連携と看護の役割、及び看護の継続性を学ぶ。 

2．対象はその健康問題に応じて、どのような保健医療福祉システムのもとで各

種サービスを受けているかを実際に学ぶ。 

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．病棟の看護組織について、構成、勤務体制、看護サービス提供システムを説

明できる。 

2．病棟内、チーム内、他部署間、他部門間で、看護職がどのように連携、協

力、継続して、患者に看護サービスを提供しているか説明できる。 

3．患者に関わる多職種それぞれの役割、多職種連携とチーム医療における看護

職の役割を説明できる。 

4．患者が安全で安楽な療養生活を送るための病院・病棟、職員の対応・連携を

説明できる。 

5．関わった患者の療養生活を支える保健医療福祉システムを説明できる。  

教科書 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 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/31.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/index.html


科目コード【3403】 

評価方法 

・実習時間の 1/5を超えて欠席した場合は単位認定の評価の対象にならない。 

・到達目標の達成度 60％、 学習姿勢・態度 20％、実習記録とレポート 20％

とし、総合的に評価する。 

・評価は、S、A、B、C、Dの 5段階とし、S、A、B、Cを合格とする。 

課題に対する 

フィードバック 

実習中、カンファレンス、実習終了後など適宜、グループまたは個別にフィー

ドバックを行う。 

事前学習 

事前課題：詳細は実習要項参照 

1．1年時の学びから得た自分自身の看護に対する見方や考え方をレポートにま

とめ、実習初日に提出する。 

2．対象に関わる各職種の役割、病院機能、医療保険制度などについて指定フォ

ーマットにまとめ、実習初日に提出する。 

実習中の学習：詳細は実習要項参照 

1．日々の実習計画を踏まえ、教科書、講義資料、参考書を活用し、実習で効果

的な学習ができるよう予習し、実習に臨む。 

2．日々の実習内容を教科書、講義資料、参考書と照らし合わせて内容の理解を

確実にし、所定の記録にまとめる。 

事後学習 

日々実習終了後、見学・体験したこと、その考察を実習記録に整理し復習す

る。考察は、必ず裏付けとなる知識を含め、出典を明記する。 

詳細は実習要項参照 



科目コード【3403】 

 

1）実習内容の詳細は、実習要項を参照すること。 

2）実習前オリエンテーションで、実習要項の配布・説明を行うので、必ず出席すること。  

3）実習先は東京医科大学病院である。 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
実習前オリエンテーション 日程は、時間割参照 阿部祝子 

瀬戸山陽子 

2 
実習 病院オリエンテーション 

病棟実習 

阿部祝子 

看護学科担当教員 

3 
実習 病棟実習 阿部祝子 

看護学科担当教員 

4 
実習 病棟実習 阿部祝子 

看護学科担当教員 

5 
実習 病棟実習 阿部祝子 

看護学科担当教員 

6 
実習 実習のまとめ(学内) 阿部祝子 

看護学科担当教員 



科目コード【3701】 

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 

地域看護学概論 

専門科目 
2単位 

（15時間） 
選択 2 年後期 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] 鈴木 良美 

[担当教員]  鈴木 良美、呉 珠響 

       新井 志穂 

・講義終了後 

・鈴木良美 507 研究室（ysuzu＠tokyo-med.ac.jp） 

・呉 珠響 411 研究室（ohchuhya@tokyo-med.ac.jp） 

授業のねらい 

公衆衛生看護学における主要な理念、概念、変遷を理解する。さらに公衆衛生看護

学においては、小児から高齢者まで、疾病の有無に関わらずすべての住民を対象と

し、平常時のみならず健康危機管理においても活動を行なう。そこで、多様な対象

と場への公衆衛生看護の動向と活動について理解する。 

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.公衆衛生看護学の基本的な理念を理解できる。 

2.地域で生活する個人・家族・特定集団・コミュニティについて、対象者の特徴と

支援の基本的な考え方を理解できる。 

3.多様な公衆衛生看護活動の対象と場への保健師の役割と活動内容を理解できる。 

教科書 

・標準保健師講座 1 公衆衛生看護学概論  最新版、標 美奈子、医学書院 

・標準保健師講座 3対象別公衆衛生看護活動  最新版、中谷 芳美、医学書院 

・公衆衛生がみえる 最新版、医療情報科学研究所、メディックメディア 

＊初回の講義から使用するので必ず用意し、毎回持参すること。 

参考図書 ・公衆衛生マニュアル 最新版、柳川 洋、中村 好一、南山堂 

評価方法 

・定期試験（70％）、確認テスト・課題への取り組み（30％）により総合的に評価

する。 

・開始より 5～30分は遅刻、それ以降は欠席と見なす。 

・遅刻・早退は 2回で欠席 1回と見なす。 

再試験は実施しません。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html
javascript:%20mailViewer.addAddress('',%20'ohchuhya',%20'tokyo%252Dmed.ac.jp');


科目コード【3701】 

課題に対する 

フィードバック 
・講義中に提出した課題に関するコメントは、口答でフィードバックする。 

事前学習 
・事前に教科書や参考書の該当箇所を読み、ポイントをノートにまとめてから 

受講すること（想定予習時間は 30~60 分程度）。 

事後学習 
・配布資料した資料と講義の内容を教科書・参考書を使用してノートに整理し、 

復習しておくこと（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 
オリエンテーション 

地域看護・公衆衛生看護とは 

地域看護とは、公衆衛生看護の理念と概念 
鈴木 良美 

2 
公衆衛生看護活動の変遷 

公衆衛生看護の対象と場 

日本における公衆衛生看護活動の変遷 

多様な公衆衛生看護活動の対象と場 
鈴木 良美 

3 母子保健活動① 母子保健の動向、母子保健活動 鈴木 良美 

4 母子保健活動② 乳幼児健診、発達障害への保健活動 鈴木 良美 

5 母子保健活動③ 児童虐待への保健活動 鈴木 良美 

6 成人保健活動① 成人保健の動向 新井 志穂 

 7 成人保健活動② 成人保健活動 新井 志穂 

8 高齢者保健活動② 高齢者保健の動向、高齢者保健活動 呉 珠響 

9 高齢者保健活動② 高齢者虐待、認知症、地域包括ケアシステム 呉 珠響 

10 精神保健活福祉活動① 精神保健福祉の動向、精神保健福祉制度 鈴木 良美 

11 精神保健福祉活動② 精神保健福祉活動、依存症、自殺対策 鈴木 良美 

12 感染症保健活動① 感染症保健の動向、感染症保健活動 鈴木 良美 

13 感染症保健活動② 疾患管理、予防接種 鈴木 良美 

14 難病保健活動 難病保健の動向、難病保健活動 鈴木 良美 

15 健康危機管理 健康危機管理対策、災害発生時の保健活動 鈴木 良美 

－ 定期試験 

 



科目コード【3702】 

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 

学校保健論 

専門科目 
1単位 

（15時間） 
選択 2年後期 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] 鈴木 良美 

[担当教員]  鈴木 良美、小室 佳文 

講義終了後 

鈴木良美（507 研究室・ysuzu＠tokyo-med.ac.jp） 

小室 佳文（405 研究室・komuro@tokyo-med.ac.jp） 

授業のねらい 

学校保健の定義、歴史、組織について教授する。さらに、学校保健の場におけ

る養護教諭の役割、活動について考え、子どもたちの健やかな発達と健康な生

活をサポートする方法を学習する。 

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.学校保健の定義、歴史、組織について理解できる。 

2. 学校安全・危機管理、環境衛生、学校給食について理解できる。 

3.学校保健の場における養護教諭の職務、保健師の機能を理解できる。 

4.学校保健における健康課題を理解できる。 

5.特別支援学校での看護活動を理解できる。 

6.講義や演習を通じて学齢期の児童・生徒、教職員の健康課題とその対応に関

する関心を高めることができる。 

教科書 

・標準保健師講座 3対象別公衆衛生看護活動  最新版、松田正巳、医学書院 

・公衆衛生がみえる 最新版、メディックメディア 

＊初回の講義から使用するので必ず用意し毎回持参すること。 

参考図書 

・学校保健マニュアル 改訂 8版 南山堂 

・学校における養護活動の展開 改訂 2版 ふくろう出版 

・改訂版「特別支援学校看護師のためのガイドライン」 日本小児看護学会

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html


科目コード【3702】 

「特別支援学校に勤務する看護師の支援」プロジェクト 

評価方法 

・定期試験（60％）、受講態度（10％）、確認テスト、グループワーク、課題

（30％）により総合的に評価する。 

・開始より 5～30分は遅刻、それ以降は欠席と見なす。 

・遅刻・早退 2回で、欠席 1回と見なす。 

・再試験は実施しません。 

課題に対する 

フィードバック 
・講義内に提出した課題に関しては口頭でフィードバックする。 

事前学習 
・事前に教科書や参考書の該当箇所を読み、ポイントをノートにまとめて 

から受講すること（想定予習時間は 30~60 分程度）。 

事後学習 
・配布資料した資料と講義の内容を教科書・参考書を使用してノートに整理 

し、復習しておくこと（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 
オリエンテーション 

学校保健とは 
学校保健の定義、歴史、組織 鈴木 良美 

2 学校安全・環境・給食 学校安全・危機管理、環境衛生 鈴木 良美 

3 養護教諭の職務と保健室 養護教諭の職務と保健室の機能 鈴木 良美 

4 学校保健における健康課題① 
学校保健における健康課題への対策① 

現代的な健康課題、定期健診の結果 
鈴木 良美 

5 特別支援学校での看護活動 

特別支援教育とは 

特別支援学校での健康課題と 

看護職の取り組み 

小室 佳文 

6 学校保健における健康課題② 
学校保健における健康課題への対策② 

感染症予防、学校給食 
鈴木 良美 

7 
小・中・高校における 

学校の概要と健康課題① 
出身校等の概要と健康課題を各自で調べる 鈴木 良美 

8 
小・中・高校における 

学校の概要と健康課題② 

出身校等の概要と健康課題をグループで 

共有する 
鈴木 良美 

－ 定期試験 



科目コード【3703】 

 

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 

産業保健論 

専門科目 
1単位 

（15時間） 
選択 2年後期 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]鈴木良美 

[担当教員] 新井志穂、鈴木良美 

講義終了後・507研究室 

あるいは ysuzu＠tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 
産業保健の定義や動向、制度、機関･組織、さらに看護職の役割と活動、産業の場

で働く労働者の健康に関する様々な健康課題と看護職の役割について概説する。 

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.産業保健の定義、動向、制度について理解できる。 

2.産業保健における機関・組織について理解できる。 

3.産業保健の場における看護職の活動を理解できる。 

4.産業保健の主要な健康課題について理解できる。 

5.産業保健における各健康課題について、積極的なグループでの調査・まとめ・発

表・討議を通して学びを深める。 

教科書 

・標準保健師講座 3 対象別公衆衛生看護活動  最新版、松田正巳、医学書院 

・公衆衛生がみえる 最新版、メディックメディア 

・産業看護学 河野啓子 最新版、日本看護協会出版会 

＊初回の講義から使用するので必ず用意し毎回持参すること。 

参考図書 ・産業保健マニュアル 最新版 南山堂 

評価方法 

・定期試験（60％）、受講態度（10％）、グループワークへの参加と発表内容

（30％）により総合的に評価する。 

・開始より 5～30分は遅刻、それ以降は欠席と見なす。 

・遅刻・早退 2回で、欠席 1回と見なす。 

・再試験は実施しません。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
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課題に対する 

フィードバック 
・発表時にフィードバックを行う。 

事前学習 
・事前に教科書や参考書の該当箇所を読み、ポイントをノートにまとめてから受講

すること（想定予習時間は 30~60 分程度）。 

事後学習 
・配布資料した資料と講義の内容を教科書・参考書を使用してノートに整理し、復

習しておくこと（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 
オリエンテーション 

産業保健、産業看護とは 
産業保健の定義と動向、制度 新井 志穂 

2 産業保健における機関・組織 
産業保健における関係機関・社会資源、 

産業保健を担う職種･組織、労働衛生管理 
新井 志穂 

3 産業看護活動の展開方法 産業看護活動の位置づけ、活動の実際 新井 志穂 

4 
産業保健における主要な 

健康課題 

過重労働対策、がん対策、多様な雇用形態への

支援、治療と職業生活の両立支援、ハラスメン

ト対策 

新井 志穂 

5 産業保健における健康課題① 
グループごとに担当を決め健康課題の発表準備

に取り組む（VDT作業、熱中症、粉じん障害） 

鈴木 良美 

新井 志穂 

6 産業保健における健康課題② 
グループごとに担当部分の健康課題を発表 

 

鈴木 良美 

新井 志穂 

7 産業保健における健康課題③ 
グループごとに担当を決め健康課題の発表準備

に取り組む（放射線電離障害、腰痛、ストレス） 

鈴木 良美 

新井 志穂 

8 産業保健における健康課題④ 
グループごとに担当部分の健康課題を発表 

 

鈴木 良美 

新井 志穂 

－ 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 

在宅看護援助論 
専門科目 2単位 

（30時間） 
必修 3年前期 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]春日広美 

[担当教員］小室佳文、小林信、田所良之、上野里

絵、藤沼小智子、神澤尚利、岩田尚子、鈴木征吾、

久長正美、田中貴大 

春日広美 hkasuga@tokyo-med.ac.jp 

岩田尚子 n_iwata@tokyo-med.ac.jp 

久長正美 hisanaga@tokyo-med.ac.jp 

Ⅱ．在宅看護援助技術の各事例の授業回が開始される際は、

担当教員の連絡先を提示する。 

授業のねらい 

Ⅰ．在宅看護の概要（全 11 回） 

１．在宅看護とは何か、社会的、歴史的背景を踏まえた概念を理解する。 

２．病院とは異なる生活の場での療養の特徴を踏まえて、その看護の特徴を理解す

る。 

３．在宅看護の対象者（療養者、家族）と、家族による介護を理解する。 

４．在宅における他職種を理解し、看護との違いを認識して連携のあり方を知る。 

５．居宅療養を支える制度（介護保険）の運用を理解する 

６．在宅看護を提供する上で必要とされる倫理的な態度と知識を理解する。 

Ⅱ．在宅看護援助技術（全 17 回） 

在宅療養者の様々な療養状況の中で、健康問題の管理を支援する在宅看護の技術

を、在宅療養の特徴と在宅看護の援助技術の要素を盛り込んだ事例にて、オムニバ

ス形式のシミュレーション演習で学習する。在宅の特徴を踏まえ、「生活の場におけ

る看護」「療養者を支える家族への援助」「訪問看護の技術」「在宅他職種との連携」

を軸に問題解決的に学習する。 

Ⅲ．在宅看護の発展と課題（全 2 回） 

訪問看護の経営管理と職員教育の現状を理解する。諸外国における在宅看護の実際

について、その国の文化的、社会的背景を考慮して理解する。在宅看護がかかえる

課題と展望について多方面から理解する。 

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。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/25.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/12.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/23.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/23.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/16.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/24.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/26.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/27.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_4.html
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到達目標 

Ⅰ．在宅看護の概要の学習目標 

１．在宅看護の歴史、医療社会的な役割を理解する。 

２．在宅看護の対象者がその人らしい日常生活をおくる上での、健康および生活の

障害の特性を理解する。 

３．在宅看護の対象者の健康障害および障害が及ぼす生活の障害をとらえる視点を

理解する。 

４．在宅看護の提供者とその活動、活動の特徴、専門性について理解する。 

５．在宅ケアシステムおよび在宅ケアチームを理解する。 

Ⅱ．在宅看護援助技術の学習目標 

１．「在宅」という療養の場で看護を提供する状況を理解する。 

２．在宅療養者の健康障害、健康管理、生活状況について観察・アセスメントを実

施し、療養者に必要な看護援助を考え、提供できる。 

３．在宅療養者の家族の生活を理解し、家族の状況に応じた支援を考え提供できる。 

４．在宅療養者とその家族を中心とした関連他職種との連携を考えることができ

る。 

５．自身や他者が実施した看護援助を、療養者・家族の安全・安楽、自立、倫理の

側面から評価できる。 

Ⅲ．在宅看護の発展と課題の学習目標 

１．訪問看護ステーションの運営および経営を理解する。 

２．諸外国の在宅療養者と在宅看護を理解する。 

３．わが国の在宅看護の課題を考察し、将来の展望を述べることができる。 

教科書 

１．在宅看護学 第 5刷増補新訂版 波川京子他編 2016（クオリティケア） 

２．デジタルナーシンググラフィカ 2017（メディカ出版）  

・在宅看護論 地域療養を支えるケア 

・小児看護学 ①小児の発達と看護 ②小児看護技術 

・成人看護学 ⑥緩和ケア 

参考図書 

・写真でわかる訪問看護アドバンス 押川眞喜子監修 2016（インターメディカ） 

・生命・生活の両面から捉える-訪問看護アセスメント・プロトコル 山内豊明監修 

2015（中央法規） 

・パーフェクト臨床実習ガイド‐ライフステージに沿った看護技術と看護の展開‐

在宅看護実習ガイド 山田雅子編 2011（照林社） 

・新体系 看護学全書 小児看護学②健康障害をもつ小児の看護（メヂカルフレン

ド社） 

・看護学テキストシリーズ NiCE 小児看護技術 子どもと家族の力をひきだす技 

改訂第 2版（南江堂） 

・前田浩利 地域で支えるみんなで支える 実践 小児在宅医療ナビ（南山堂） 

・こよみの会編 はじめまして重症児 私たちの在宅生活の体験と知恵（ぶどう社） 
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評価方法 
居宅介護サービス計画書の作成とプレゼンテーション 10％ 

演習時の提出物 30％ 定期試験 60％ 

課題に対する 

フィードバック 
授業内発表、演習時の提出物についてはその都度フィードバックする。 

事前学習 

１．Ⅰ．在宅看護の概要の理解はⅡ．在宅看護援助技術の学習に関連している。Ⅰ．

においては、適宜 e 自主自学小テストを実施するので、常に復習をしておくこと。 

２．関連する既習科目（診断治療学Ⅰ、社会福祉、家族看護論、人体の構造と機能、

社会保障制度論、健康生活支援論・演習、看護基礎実習、治療看護技術論Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ、地域看護学概論など）の自分の知識の獲得状況を常に確認すること。 

事後学習 １．演習後は、各事例の生活の特徴、看護援助の根拠について復習しておくこと。 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

Ⅰ．在宅看護の概要（全 11回） 

1 
在宅看護の概念、役割、 

社会的意義 

１．「在宅」とはどこか 

２．「在宅療養者」とは誰か 

３．「在宅看護」とは何か 

４．在宅看護が社会の中で果たす役割（在宅療養と看護の

歴史を含む） 

春日 

2 
生活の場で療養することと

在宅看護アセスメント 1 

１．在宅療養者の生活 

２．在宅で介護を行う家族とその生活 

３．家族による介護でおきること（虐待、介護離職／自己

達成感、自己成長） 

春日 

3 
生活の場で療養することと

在宅看護アセスメント 2 

１．在宅における看護師の観察とアセスメント 

２．在宅におけるケア提供の特性 

３．在宅療養にかかる費用（医療費、介護費、その他） 

春日 

4 
在宅看護の種類と 

多職種連携 

１．在宅での療養生活をサポートする人々／在宅における

他職種の理解 

２．訪問看護サービスとは／他職種と比較して理解する訪

問看護の専門性 

３．在宅看護で求められる倫理的な態度と知識 

久長 

春日 

5 

居宅療養を支える 

制度の運用 

１．居宅介護サービス計画書（ケアプラン）の立案 

○事例による個人学習およびグループワーク 

1)各自、居宅介護サービス計画書を使用して限度額範囲内

のサービスを組み立てる。 

2)上記 1)の内容をグループで検討して統合する。 

２．グループで検討して統合した計画書を発表する。 

春日 

岩田 

久長 

6 

7 

8 

9 

10 退院調整の役割と現状 

１．退院調整と医療社会背景 

２．急性・慢性期病院における退院調整と患者の状況 

３．退院調整と訪問看護との連携（退院時共同指導） 

岩田 

春日 

11 

外来看護と看看連携 

Ⅱ．在宅看護援助技術の 

ガイダンス 

１．外来看護の役割 

２．診療所（クリニック）における看護 

３．外来部門と訪問看護の連携 

春日 

Ⅱ．在宅看護援助技術（全 17回） 

12 

 

 

 

 

 

○講義 

1)自宅で療養する認知症高齢者の生活 

2)生活を支援する体制（地域包括支援センター、地域連携） 

田所 

田中貴 

春日 

岩田 

久長 
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13 
 

在宅看護アセスメント演習① 

－生活の場における 

健康の状態の把握－ 

○訪問看護のシミュレーション学習 

事例：認知症を患い自宅に一人で暮らす緒方八重さん 

1)事例に関する知識の確認 

2)訪問時の観察（身体・生活）とそのアセスメント 

春日 

岩田 

久長 

田所 

田中貴 

14 

15 
○訪問看護計画の作成 

1)シミュレーション学習をふまえての訪問看護計画を作

成（グループワーク） 

2)療養者の生活を理解することに関する小テスト 

春日 

岩田 

久長 

田所 

田中貴 

16 

17 

在宅看護アセスメント演習② 

－在宅での医療管理の

実際と家族支援－ 

 

○講義 

1)自宅で療養する医療的ケアが必要な子どもの健康状態 

2)自宅で療養する医療的ケアが必要な子どもの生活 

3)ケアを行う家族への支援 

小室 

藤沼 

鈴木征 

春日 

岩田 

久長 

18 ○在宅における医療技術のトレーニング 

事例：自宅で家族による医療的ケアを受けるまあちゃん 

1)在宅における医療処置技術と管理（経管栄養) 19 

20 

〇講義 

1)生活を支援する体制（社会資源の活用・調整、ネットワ

ークとケアシステム） 

2)在宅での医療処置を支える体制（在宅療養指導管理料、

医療材料に関する診療報酬と自宅での管理） 

21 

〇シミュレーション学習 

事例：自宅で家族による医療的ケアを受けるまあちゃん 

22 

訪問看護過程演習 

－在宅での看取り－ 

○講義 

1)在宅で看取ること（退院～看取りまで） 

2)在宅での緩和ケア 

3)看取りを支える体制（緊急訪問看護体制、在宅療養支援

診療所との連携） 

4)家族ケア（意思決定支援、予期悲嘆、グリーフケア） 

春日 

岩田 

久長 

23 

○訪問看護計画の作成（個人） 

事例：肝臓がん臨死期の大久保栄子さん 

1)事例の説明と知識の確認 

2)個々人で訪問看護計画を立案 

春日 

岩田 

久長 

24 
○訪問看護計画の作成（グループ） 

グループワークで訪問看護計画を統合 
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25 
○訪問看護のシミュレーション学習 

○全体の振り返り（訪問看護計画の評価） 

春日 

岩田 

久長 

外部講師 
26 

27 
精神障がいを持ちなが

ら地域で生活する人へ

の看護 

○講義 

1)精神科訪問看護とは 

2)実際の訪問看護事例を用いて、精神科訪問看護の特徴

を学ぶ 

小林 

上野 

神澤 

外部講師 
28 

○演習 

精神障がいを持ちながら地域で生活する人の事例検討 

事例の説明、訪問看護計画の立案とグループ発表 

Ⅲ．在宅看護の発展と課題（全 2回） 

29 
訪問看護ステーションの 

管理経営 

１．訪問看護ステーションの経営と課題 

1)訪問看護ステーションの開設と運営 

2)労務管理とスタッフ教育 

春日 

30 在宅看護の将来 

１．諸外国における在宅看護の実際 

２．わが国の在宅看護の展望 

３．小レポート作成（授業内） 

春日 

－ 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 

治療看護技術論Ⅰ 

（成人・老年） 

専門科目 3単位 

（30時間） 
必修 3年前期 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] 平井和恵  

[担当教員] 小林万里子 田所良之 

西塔依久美 田中貴大 

(新任教員) 

事前にメールでアポイントをとってください。 

平井和恵（第一看護学科棟406研究室 k-hirai@tokyo-med.ac.jp） 

小林万里子（第一看護学科棟413研究室 koba-ma@tokyo-med.ac.jp） 

田所良之（第一看護学科棟505研究 taddy.via.tokyomed.ac.jp@gmail.com） 

西塔依久美（第一看護学科棟 402 研究室 ikumi@tokyo-med.ac.jp） 

田中貴大（第一看護学科棟 416 研究室 ttanaka@tokyo-med.ac.jp） 

授業のねらい 

様々な健康問題をもち、様々な健康レベルにある成人期・老年期の対象およびそ

の家族に対し、療養生活を支えるための看護援助について学ぶ。健康問題とその

治療、健康レベル、成人・老年期の特徴を踏まえた統合的な判断およびそれに基

づく援助方法を学ぶ。実際の臨床場面を想定しながら思考過程を強化するため、

事例を用いた看護過程の展開、シミュレーション学習の実践を通して学ぶ。 

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．慢性的な健康問題をもつ人、治療（手術・化学療法・放射線療法）により身

体侵襲を受ける人、生命の危機状態にある人、緩和ケアを受ける人、終末期にあ

る人とその家族に対する援助の特徴が説明できる。 

２．治療により身体侵襲を受ける人、生命の危機状態にある人の生命維持、回復

促進に向けた看護に必要な知識が説明でき、技術を実践できる。 

３．慢性的な健康問題をもち、長期にわたる自己管理や生活の再構築が必要な人、

症状を抱えて生活する人を支援する看護に必要な知識が説明でき、技術を実践で

きる。 

４．緩和ケアを必要とする人、終末期にある人の全人的理解に基づき、苦痛を緩

和し、その人らしく生きることを支援するための看護に必要な知識・技術が説明

できる。 

５．様々な機能低下をもつ高齢者が QOLを保持し、最適な健康状態を維持するた

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/06.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/07.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/12.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/11.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_4.html
mailto:ikumi@tokyo-med.ac.jp
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めの看護に必要な知識が説明できる。 

６．対象の特徴を踏まえた看護過程の展開方法を説明できる。 

教科書 

臨床外科看護総論、臨床外科看護各論（医学書院） 

成人看護学 周手術期看護論（ヌーヴェルヒロカワ） 

成人看護学 慢性期看護（南江堂） 

看護学テキストシリーズ NiCE 老年看護学概論 改訂第 2版「老いを生きる」を支

えることとは，正木治恵・真田弘美編，2016，南江堂． 

デジタルナーシンググラフィカ（メディカ出版） 

・成人看護学①②③④⑤⑥ 

・老年看護学①② 

参考図書 

T.ヘザー・ハードマン編：NANDA-I 看護診断定義と分類 2018-2020（医学書院） 

周手術期看護 インターメディカ 

看護学テキストシリーズ NiCE 成人看護学 急性期看護Ⅰ－概論・周手術期看護 

南江堂 

経過別成人看護学②周手術期看護 メヂカルフレンド社 

パーフェクト臨床実習ガイド 老年看護 第 2版，正木治恵編，2017，照林社． 

適宜提示する 

評価方法 

筆記試験（50％）：中間試験 3回と定期試験 1回の合計 4回の筆記試験を行う。 

各中間・定期試験の受験資格は、出題範囲となる授業回数の 2/3以上の出席を要

する。 

課題への取り組み（50％） 

課題に対する 

フィードバック 

全ての課題は到達目標達成に必要なもので、個人またはグループで主体的に取り

組むことが前提となります。基本的にはその授業のねらいに沿って各自が振り返

られるよう、授業時間内に全体にフィードバックします。 

事前学習 

授業内で提示された事前学習は行っていることを前提に授業を進めます。 

予習には、提示する教科書、参考図書以外にも、これまでに学習した知識・技術

を活用できるよう準備して授業に臨んでください。 

事後学習 提示された事後学習は行っていることを前提に授業を進めます。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

慢性的な健康問題を持

つ人への看護①～⑨ 

 

オリエンテーション 

慢性疾患をもつ人・家族の理解、援助の基本 

長期に渡る自己管理が必要な人への看護 

  事例）血糖コントロール不良の 2 型糖尿病患者 

平井 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

2 
身体的側面からの理解 

 演習①病態関連図、身体観察の視点 

平井 

3 
疾患と自己管理に関するアセスメント 

演習②情報収集の視点、情報収集、アセスメント、 

全体像、看護上の問題点の明確化 

疾病の受容、自己概念の修正、アドヒアランス向上への支援 

平井 

4 
平井 

5 
療養法を生活に組み入れ、長期に渡り継続することへの支援 

 ～アンドラゴジーの活用、自己効力感の向上への支援の実際 

演習③看護計画の立案、実施 

様々な慢性疾患とセルフマネジメント 

平井 

6 
平井 

7 

セルフモニタリングを支える技術 

演習④自己血糖測定（SMBG） 

平井 

小林 

田所 

西塔 

田中 

8 
症状を抱えながら生活する人への看護 

  事例）慢性閉塞性肺疾患患者 

平井 

9 
生活の再構築を必要とする人への看護 

  事例）人工透析を導入する慢性腎不全患者 

平井 

10 

検査・処置を受ける人へ

の看護 

 

・検査・処置を受ける人への看護の特徴 

・侵襲により一時的にリスクが予測される人への支援 

事例）ERCP、EIS などを受ける患者 

平井 

- 中間試験①   

11 
手術を受ける人への看

護 

①②③④ 

 

・周手術期にある人の特徴の理解   

・がん患者のアセスメントに必要な知識 

・がん治療における看護の役割 

・周手術期の流れと看護の特徴 

・手術および麻酔による身体侵襲と生体反応 

・身体侵襲および生体反応から考える術後合併症  

事例）大腸がんで手術を受ける患者 

・部位による手術の特徴 

小林 

12 
小林 

13 
小林 

14 
小林 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

15 

 手術を受ける人への看

護 

⑤⑥ 

手術前の特徴に合わせた援助 

・術前アセスメントと術後リスクアセスメント      

・術後合併症の標準看護計画を立案（呼吸器合併症のリスク） 

・計画実施： 

 演習① 術前指導（呼吸・排痰訓練） 

小林 

平井 

田所 

西塔 

田中 

16 

 

17 

手術を受ける人への看

護 

⑦⑧⑨ 

手術中・術後の特徴に合わせた援助 

・術直後・術後の観察 

・術後の看護計画立案 

 

演習②シミュレーション：術後の身体観察 

小林 

平井 

田所 

西塔 

田中 

18 

19 

20 

手術を受ける人への看

護 

⑩⑪⑫ 

術後の回復を促す援助：術後合併症と予防・対処 

・早期離床の効果 

・進め方と注意点 

・回復意欲を高める援助 

演習③術後の早期離床  

 

退院に向けた援助 

手術に伴う変化に応じた生活の再構築 

小林 

平井 

田所 

西塔 

田中 

21 

22 

23 
手術を受ける人への看

護⑬ 
ボディイメージ・セクシュアリティへの援助 

小林 

24 

生命の危機状態にある

人への看護 

・クリティカルケア看護の概要 

・クリティカルケア領域における主要病態と看護 

小林 

 

― 中間試験②   

25 

がん治療を受ける人へ

の看護、緩和ケア①②③

④⑤ 

 

放射線療法の概要 

放射線療法を受ける人への看護 

平井 

26 
化学療法の概要 

治療開始前～治療中のアセスメントと援助 

事例）術後補助化学療法を受ける大腸がん患者 

演習①抗がん剤投与中の人への看護計画 

 

平井 

27 
平井 

28 
治療後のアセスメントと援助 

 演習②易感染状態にある人への看護計画、評価 

平井 

29 
平井 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

30 
緩和ケアを受ける人へ

の看護①②③ 

苦痛な症状のマネジメント 

疼痛緩和 

平井 

31 
苦痛な症状を抱える人に安楽を提供する援助 

事例）腹満・呼吸困難・掻痒感のある肝硬変末期患者 

演習③ 苦痛を抱える人の全体像、看護計画 

 

平井 

32 
平井 

33 
終末期にある人・家族へ

の看護 

全人的苦痛のアセスメント、 

臨死期の看護、家族の悲嘆への援助、終末期における倫理的課題 

平井 

34 

様々な健康レベルに応

じた看護 

健康レベルの変化に応じた看護の特徴 

事例）心筋梗塞発症後、手術やリハビリ、慢性期を経て心不全を

呈する患者 

小林 

— 中間試験③   

35 
高齢者に特有な健康問

題を持つ人への看護①

②③ 

認知症をもつ高齢者の看護（事例提供） 

・高齢者の全体像および自我発達の開示パターンの把握 

・脳血管疾患により日常生活上の支援を要する高齢者の看護 

田所 

田中ほか 

36 
田所 

田中ほか 

37 

38 高齢者に特有な健康問

題を持つ人への看護④

⑤ 

高齢者にとっての豊かな生についての検討 

認知症をもつ方の一人称視点での理解（VR 認知症体験） 

田所 

田中ほか 

39 

40 
高齢者に特有な健康問

題を持つ人への看護⑥

⑦ 

高齢者の看護計画の立案 

・高齢者の豊かな生の支援に向けた看護上の着目点とその根拠・

原因・帰結、および、それらの関連性 

・様々な機能障害を抱える高齢者の生活のアセスメントと援助 

田所 

田中ほか 

41 

42 高齢者に特有な健康問

題を持つ人への看護⑧

⑨ 

高齢者の看護計画の立案 

・高齢者の豊かな生、看護目標、看護援助の方針 

田所 

田中ほか 

43 

44 

高齢者に特有な健康問

題を持つ人への看護⑩

⑪ 

高齢者の看護計画の立案 

・高齢者の豊かな生の支援に向けた看護活動の目的と具体的方

法・注意点 

田所 

田中ほか 

45 
高齢者の看護計画の評価 

－ 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 

治療看護技術論Ⅱ 

（こども・女性） 

※こども看護学領域分 

専門科目 
3単位 

（30時間） 
必修 3年前期 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] 小室佳文 

[担当教員] 小室佳文 藤沼小智子 鈴木征吾 

授業終了後各担当教員研究室 

小室 佳文（第 1看護 405）komuro@tokyo-med.ac.jp 

藤沼小智子（第 2看護 210）fujinuma@tokyo-med.ac.jp 

鈴木 征吾 

授業のねらい 

子どもの発達段階、健康状態とその家族のおかれている状況を総合的に捉えて適

切な援助を実践するために、子どもの看護に必要な看護技術の根拠となる理論や

知識について理解する。そして、シミュレーション学習を通して個々の子どもと

その家族に適した援助を展開するための思考過程を強化するとともに、子ども看

護の特徴的な基本的技術を習得する。 

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．子どもの健全・健康な生活を支援する方法やシステムを理解できる。 

２．子どもが健康障害を持つこと、入院することが、子どもや家族にとってどの

ような体験であるかを理解できる。 

３．子どもの成長発達、健康障害の段階に応じた援助の特徴と方法について理解

できる。 

４．子どもの成長発達、健康状態をアセスメントする技術を習得する。 

５．子どもの日常生活援助に関する基礎的知識を理解し、基本的な看護技術を習

得する。 

６．医療を受ける子どもと家族の診断・治療過程に伴う看護援助に必要な知識を

理解し、適切な看護援助がシミュレーション学習の中で実践できる。 

７．事例に基づき、子どもの健康段階や疾患特有の知識を理解し、その子どもの

成長発達の特性、健康状態、家族のニーズを考慮した、より具体的で効果的な看

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/16.html
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護援助の方法を自ら考えることができる。 

教科書 

・デジタルナーシンググラフィカ（メディカ出版）「小児の発達と看護」「小児看

護技術」 

・系統看護学講座 小児看護学Ⅱ 小児臨床看護学各論（医学書院）奈良間美保

著 第 13版 

参考図書 

・系統看護学講座 小児看護学Ⅰ 小児看護学概論 小児臨床看護総論（医学書

院）奈良間美保著 第 13版 

・こどものフィジカルアセスメント（金原出版）小野田千枝子監修． 

・チームで支える！子どものプレパレーション‐子どもが「嫌」「怖い」を乗り

越え、達成感を得るために（中山書店）及川郁子監修 

評価方法 

定期試験 50％、 

課題への取り組みと内容 50％（うち IRAT  15％、ピア評価 5％を含む） 

＊遅刻は演習進行の妨げとなるため特別な事情がない限りは認めない 

課題に対する 

フィードバック 

授業時間中に、事前学習内容、事前学習に基づいて行った援助技術、提出物に対

するフィードバックを行う。 

事前学習 

授業は、TBLとシミュレーション学習により実施する。 

演習項目に沿って各フェーズの 1週間前に事前課題をｅ自主自学に掲示するの

で、配布する課題に沿って必ず授業毎に実施すること。実施内容・提出方法は授

業のイントロダクションで説明する。 

事後学習 
演習項目に沿って事後課題を提示するので実施すること。指示された内容以外に

も、授業で使用した資料と内容を復習しておくこと。 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

「授業ガイダンス」 

 

 

＜授業の進め方＞ 

・TBL シミュレーション学習の意義と方法 

・課題事例と事前事後学習の説明 

＜子どもの看護援助の基本＞ 

・子どもと家族への看護援助の考え方 

小室佳文 

藤沼小智子 

鈴木征吾 

 

2 

「子どもの看護の場におけ

る環境と管理」 

 

＜課題１：小児病棟を設計してみよう＞ 

グループワーク 

・子どもの生活と医療の場を考える 

藤沼小智子 

小室佳文 

鈴木征吾 

 

3 

<課題１の成果発表> 

・各グループで設計した病棟を発表 

・子ども看護の場の環境と管理 

4 

「急性期にある子どもと家

族の看護」 

 

 

 

<課題２：外来受診時から入院直後の看護> 

TBL  

・子どもの日常生活援助技術 

・子どもの観察とアセスメント 

藤沼小智子 

小室佳文 

鈴木征吾 

5 
<課題２：外来受診時から入院直後の看護> 

 

シミュレーション学習 

・子どもの日常生活援助技術 

・子どもの観察とアセスメント 

6 

7 

「検査を受ける子どもと家

族の看護」 

 

 

 

 

＜課題 3：入院中の子どもと家族の看護     

：検査時の援助＞ 

TBL  

・検査を受ける子どもと家族への援助技術 

藤沼小智子 

小室佳文 

鈴木征吾 

8 
＜課題 3：入院中の子どもと家族の看護 

：検査時の援助＞ 

シミュレーション学習 

・検査を受ける子どもと家族への援助技術 
9 

10 

「治療・処置を受ける乳幼児

期の子どもと家族の看護①」 

 

 

 

＜課題４：入院中の子どもと家族の看護 

：治療・処置時の援助＞ 

TBL  

・治療援助技術（輸液管理・与薬） 

藤沼小智子 

小室佳文 

鈴木征吾 

11 

＜課題４-1：入院中の子どもと家族の看護 

：与薬＞ 

タスクトレーニング 

・治療援助技術（与薬） 
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12 
＜課題４-2：入院中の子どもと家族の看護 

：輸液管理＞ 

タスクトレーニング 

・治療援助技術（輸液管理） 13 

14 

「治療・処置を受ける乳幼児

期の子どもと家族の看護②」 

 

＜課題５：子どもの症状に応じた看護 

：治療・処置時の援助＞ 

TBL  

・治療援助技術：吸引、酸素療法、 

薬液吸入 

藤沼小智子 

小室佳文 

鈴木征吾 

15 

16 
＜課題５：子どもの症状に応じた看護 

：治療・処置時の援助＞ 

タスクトレーニング 

・治療援助技術（吸引、酸素療法、薬液吸入） 
17 

18 

「低出生体重児の看護技術」 ＜課題 6： NICU に入院している子どもと家

族の看護＞ 

演習 

・NICU 看護の基本 

・低出生体重児の看護技術 

藤沼小智子 

小室佳文 

鈴木征吾 

19 

「子どもの看護援助技術の

統合①：アセスメントから必

要な援助を導き出す」 

 

＜課題７-1：課題事例のアセスメントと必要

な援助＞ 

グループワーク・討議 

・課題事例のアセスメントシートから全体像

を作成、必要な看護援助を検討する。 

小室佳文 

藤沼小智子 

鈴木征吾 

20 

21 

「子どもの看護援助技術の

統合②：必要な援助の実践」 

 

＜課題 7-2：課題事例に対し必要な援助を実

践する＞ 

シミュレーション学習 

・課題事例に対し必要と考えられる援助をモ

デル人形に実施し振り返りを繰り返し行う。 

藤沼小智子 

小室佳文 

鈴木征吾 

22 

－ 定期試験 



科目コード【3310】 

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 

治療看護技術論Ⅱ 

（こども・女性） 

※母性看護学領域分 

専門科目 
3単位 

（30時間） 
必修 3年前期 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] 鈴木祐子 

[担当教員]  鈴木祐子・成田みゆき・田村知子 

講義担当者の研究室（いつでも可） 

鈴木（研究室 404 syuko410@tokyo-med.ac.jp)  

成田（研究室 412 miyukin@tokyo-med.ac.jp)   

田村（研究室 408 tamura@tokyo-med.ac.jp)   

授業のねらい 

女性のライフステージにおける発達課題や健康課題、女性特有の健康障害（性

差医療）など、女性の生涯を通じた健康と看護について理解する。マタニティ

サイクルにおける母子とその家族のケアとより健康な生活に向けた看護を実践

するために必要な知識および看護技術を理解する。また、母子に看護援助を提

供する上で必要な思考過程について、グループ学習、シミュレーション学習に

より理解する。 

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．女性の健康を「生涯を通じた健康」ととらえることができる。 

２．女性のライフステージにおける発達課題や健康課題、女性特有の健康障害

（性差医療）など、女性の生涯を通じた健康と看護について理解できる。 

３．妊娠、分娩、産褥期の女性の生理的変化及び、新生児の生理的特徴を 

理解できる。 

４．周産期の母子とその家族の健康課題をアセスメントし、看護援助を実践す

るために必要な基本的知識・技術について理解できる。 

５．良好な母子関係、家族関係再構築に向けた看護を理解できる。 

教科書 
・系統看護学講座 母性看護学各論 母性看護学２ 医学書院 

・デジタルナーシンググラフィカ 2017 母性看護実践の基本、母性看護技術 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/18.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/20.html
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参考図書 

・病気が見える 10 産科 第 4版 メディックメディア 

・ウェルネス看護診断にもとづく母性看護過程 第 3版 医歯薬出版 

・ウェルネスからみた母性看護過程 第 3版 佐世正勝ほか 医学書院 

・根拠と事故防止からみた母性看護技術 第 2版 石村 由利子ほか 医学書院 

・写真でわかる母性看護技術 ―褥婦・新生児の観察とケア、母乳育児を理解し

よう! 平澤美恵子 インターメディカ 

・写真でわかる助産技術 ―妊産婦の主体性を大切にしたケア、安全で母子に優

しい助産のわざ 平澤美恵子 インターメディカ 

評価方法 定期試験 60%   課題や演習の取り組み・課題提出物・小テスト 40％ 

課題に対する 

フィードバック 

提出された課題については担当教員が確認し返却します（e自主自学上に提出

されたものについては確認のみ）。看護過程の課題については最終提出課題のみ

をコメントを添えて返却します。必要に応じて個別対応をします。 

事前学習 

・関連科目については事前に復習しておく。 

・授業ごとに課題を提示するので取り組んで授業に臨む。 

・授業内容については事前に教科書を読み、把握しておく。 

・事前学習には１時間以上の時間を充てる。 

事後学習 

・授業資料はファイリングして、前後のつながりがわかるように整理してお

く。 

・学んだことを見直し、疑問点・不明な点等はオフィスアワーを利用し理解を

深める。 

・事後学習には１時間以上の時間を充てる。 

・全授業終了後に提示する夏期課題に取り組む。 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

オリエンテーション 

正常な妊婦のアセスメント

と看護１ 

オリエンテーション 

１）妊娠初期の身体的、心理・社会的変化のア

セスメント 

２）胎児の発育・健康状態のアセスメント 

３）妊娠初期の看護 

鈴木 

成田 

2 

正常な妊婦のアセスメント

と看護２ 

１）妊娠中期・後期の身体的、心理・社会的変

化のアセスメント 

２）胎児の発育・健康状態のアセスメント 

３）妊娠中期・後期の看護 

成田 

3 

正常な褥婦のアセスメント １）全身状態のアセスメント 

２）退行性変化のアセスメント 

３）進行性変化のアセスメント 

４）心理・社会的変化のアセスメント 

田村 

4 
褥婦における看護過程１ １）ウェルネス型の看護診断 

２）「退行性変化について」の初期アセスメント         

田村 

5 

正常な褥婦の看護 1 １）退行性変化促進にむけた看護 

２）母乳育児にむけた看護 

３）児との関係確立に向けた看護 

成田 

6 

正常な褥婦の看護 2 

 

 

４）育児不安に対する看護 

５）家族関係再構築に向けた看護 

６）セルフケアに向けた看護 

成田 

7 

分娩の経過と胎児の健康状

態のアセスメント 

１）分娩進行状態のアセスメント(分娩 3 要素) 

２）胎児の健康状態のアセスメント  

 （胎児の well-being の判断・胎児モニタリン

グ・胎児機能不全） 

田村 

8 

分娩期の看護１（演習） １）妊産婦の看護に必要な技術 

①レオポルド触診法と児心音聴取 

②分娩監視装置（CTG）の装着と判読 

③腹囲・子宮底測定/妊婦体験ジャケット 

田村、成田、鈴木 

9 

分娩期の看護２（演習） １）シミュレーション学習：分娩進行に伴う産

婦の看護 

①産痛緩和・破水・医療介入 

②分娩期における基本的欲求に対する 

看護 

③産婦および家族の心理と看護 

田村、成田、鈴木 
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10 
褥婦における看護過程２ １）進行性変化の初期アセスメント 

２）心理社会的変化の初期アセスメント 

田村 

11 

褥婦における看護過程３ １）看護過程（初期計画立案） 

 ①退行性変化 

 ②進行性変化（授乳を含む） 

 ③心理・社会面 

２）看護過程（実施・評価） 

 ①退行性変化 

田村 

12 
正常な経過をたどっている

褥婦の看護１（演習） 

１）正常褥婦のフィジカルアセスメント 

①シミュレーション学習：子宮復古の観察 

田村、鈴木 

13 

正常な経過をたどっている

褥婦の看護２（演習） 

１）授乳の援助 

①タスクトレーニング：乳房の観察、 

授乳姿勢（ポジショニング） 

吸着（ラッチオン） 

成田 

14 

新生児の観察と看護 １）出生直後の看護 

２）新生児の全身観察と看護（バイタルサイン

測定） 

成田 

15 

新生児のアセスメント 

 

１）新生児の初期アセスメント 

２）新生児の看護（沐浴、抱っこ、着替え、お

むつ交換） 

成田 

16 

正常な経過をたどっている

新生児の看護（演習） 

 

１）沐浴、 

２）抱っこ、着替え、おむつ交換 

３）バイタルサイン測定 

成田、田村、鈴木 

17 

新生児の日々の看護 １）新生児の看護（演習の振り返り） 

２）看護計画 

３）実施評価 

成田 

18 
切迫早産妊婦のアセスメン

トと看護 

１）切迫早産 

２）切迫早産事例 

成田 

19 
帝王切開術後褥婦のアセス

メントと看護 

１）帝王切開術 

２）帝王切開事例 

成田 

20 

褥婦における看護過程４ 

（グループワーク） 

１）看護過程（実施・評価） 

①退行性変化 

 ②進行性変化（授乳を含む） 

 ③心理・社会面  

田村、成田、鈴木 

21 

ハイリスク妊娠と異常 １）ハイリスク妊娠とは 

２）糖代謝異常合併妊娠 

３）妊娠高血圧症候群 

４）前置胎盤 

鈴木 
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５）常位胎盤早期剥離 

６）出血 

22 

女性の健康と看護 １）女性の健康とヘルスプロモーション 

２）リプロダクティブヘルス/ライツ 

３）女性の健康と制度・法律 

４）女性特有の問題、予防・看護 

 ①家族計画・望まない妊娠の防止 

 ②性感染症の予防と看護 

③不妊症看護 

鈴木 

23 

女性の健康と看護 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

④女性特有の疾患と QOL（子宮がん、 

乳がん） 

⑤社会的ハイリスク（貧困、特定妊婦 

など） 

５）周産期における看護の役割 

 ①母子保健施策 

 ②母児分離状態にある褥婦への看護 

 ③死産時・新生児死亡時の看護 

 

まとめ 

鈴木 

－ 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 

治療看護技術論Ⅲ（精神） 
専門科目 

2 単位 

（30時間） 
必修 3 年前期 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] 小林信 

[担当教員] 小林信、上野里絵、神澤尚利、 

       藤平輝明、武藏真希、非常勤講師 

オフィスアワーは開講時に提示します。場所は、講義担当者

の研究室となります。事前にアポイントをとってください。 

小林（506 研究室）：nkoba027@tokyo-med.ac.jp  

上野（504 研究室）：r-ueno@tokyo-med.ac.jp  

神澤（202 研究室）：kamizawa@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

精神障がいをもちながら生活する人を対象として、これまで学んだ精神医学 （診

断治療学Ⅲ（精神科））や精神保健（看護対象論Ⅱ（疾病の回復過程））などの知識

を基盤に、エビデンスに基づく看護援助を提供するために必要な知識・技術を学習

する。特に、その人のストレングスを活かし、リカバリーを達成する環境を整える

ために、看護の対象と治療的援助関係を形成する方法、精神障がいをもちながら生

活する人々と その家族を支えるケアシステムについて、講義・演習を通して学習す

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．精神の健康とは何か理解する 。 

2．精神疾患・障がいの回復過程に応じた看護について理解する 。 

3．精神科における治療的アプローチとしての看護、および治療的コミュニケーシ

ョンについて考えることができる。 

4．精神科における医療安全と人権擁護について理解し、看護の役割を認識でき

る。 

5．当事者の体験を理解し、入院時だけでなく地域で生活している当事者の視点を

もった看護について関心をもつことができる。 

6．精神障がいをもつ人の家族への看護について理解する 。 

 

以上をもとに、当事者のストレングスおよびリカバリーをふまえた看護について

考えることができる。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/23.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/24.html
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教科書 随時、資料や文献を配布する。 

参考図書 

・デジタル ナーシング・グラフィカ 精神看護学①②、メディカ出版  

・リカバリー・退院支援・地域連携のための ストレングスモデル実践活用術、

萱間真美、2016年、医学書院 

・こころの病を生きる 体験者からの 11 のメッセージ、若林菊雄（編集）、 

2005年、萌文社 

・こころのバリアフリー 体験者からの 14 のメッセージ、若林菊雄（編集）、

2008年、萌文社  

・精神病院はいらない! イタリア・バザーリア改革を達成させた愛弟子 3 人の証

言、大熊一夫、2016年、現代書館  

・【DVD】カッコーの巣の上で（1975 年，アメリカ）＜視聴を希望する場合

は、担当教員に申し出てください＞ 

・【DVD】ベリーオーディナリーピープル～とても普通の人々～（全 7 巻）＜

図書館分館所蔵＞  

評価方法 中間テスト（20%）、定期試験（70%）、提出物（10%） 

課題に対する 

フィードバック 

中間試験および定期試験後の一定期間、問題と解答の閲覧ができるようにし、問題

への質問に対して解説を行う。 

事前学習 
・参考図書の該当箇所を読んでおくこと。  

・看護援助論Ⅰ（コミュニケーション論）、診断治療学Ⅲ（精神科）および看護

対象論Ⅱ（疾病の回復過程）で学んだことを復習しておくこと。  

事後学習 

・講義で学んだ内容は参考図書や配布資料で復習し、その都度理解しておくこ

と。 

・不明な点、理解できない部分については、リアクショペーパーおよびオフィス

アワーを利用して担当教員に確認すること。 

 
 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 精神の健康と精神看護の対象 

精神の健康の基本的な考え方 精神医療および 

精神看護の対象の理解 

バイオ・サイコ・ソーシャルモデル 

リカバリー（回復）、ストレングス（強み） 

小林 

2 
精神機能と 

症状のアセスメント(1) 
精神機能および精神症状の種類と特徴（1） 小林 

3 
精神機能と 

症状のアセスメント(2) 
精神機能および精神症状の種類と特徴（2） 小林 



科目コード【3311】 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

4 精神医療の歴史  
精神医療の歴史的背景 

わが国の精神医療に関する政策の動向と課題 
小林 

5 
オレム・アンダーウッドの 

セルフケア理論 
対象の自己決定と自律を促す看護 小林 

6 精神の健康の客観的指標  
健康な人格とは 

主な心理検査とその特徴 
小林 

7 
神経症やストレス関連障害と 

その看護 

不安障害、身体表現性障害、強迫性障害、 

心因反応、解離性障害の特徴と治療および 

その看護 

小林 

8 物質関連障害とその看護 
物質関連障害の特徴と治療およびその看護 

（アルコール関連障害を中心に） 
小林 

9 発達障害とその看護 
発達障害の特徴と治療およびその看護 

（自閉症スペクトラムを中心に） 
上野 

10 気分障害とその看護（1） 気分障害の特徴と治療およびその看護 神澤 

11 気分障害とその看護（2） 

気分障害患者へのセルフケア支援 

（バイオ・サイコ・ソーシャルモデルを使っ

てのアセスメント） 

神澤 

12 
パーソナリティ障害と 

その看護 

パーソナリティ障害の特徴と治療およびその

看護（境界性パーソナリティ障害を中心に） 
神澤 

13 統合失調症とその看護（1） 統合失調症の特徴と治療およびその看護 小林 

14 統合失調症とその看護（2） 

統合失調症患者へのセルフケア支援 

（オレム-アンダーウッドモデルを使ってのア

セスメント） 

小林 

15 －中間試験－、その他 
中間試験（60分） 

（その他の精神障がいとその看護） 
小林、上野、神澤 

16 
統合失調症とその看護 

（3）、（4） 

〔演習〕シミュレーション学習 

統合失調症の特徴的な症状を呈する患者への 

セルフケア支援の実際 

小林、上野、神澤 

武藏 

17 

18 当事者との対話（1） 当事者の体験の語りを聴く 小林、上野、神澤 

19 当事者との対話（2） 
当事者と語り、当事者主体の視点をもった 

看護のあり方を考える 
小林、上野、神澤 



科目コード【3311】 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

20 摂食障害とその看護 摂食障害の特徴と治療およびその看護 神澤 

21 
精神科で行われる治療と看護 

（1） 

社会復帰に向けて行われる治療（デイケア・ 

作業療法等）・認知行動療法・社会技能訓練

等 の実際とその看護  

上野 

22 
精神科で行われる治療と看護 

（2） 
薬物療法の実際と看護の役割：抗精神病薬 小林 

23 
精神科で行われる治療と看護 

（3） 
薬物療法の実際と看護の役割：抗うつ薬 小林 

24 
地域精神保健福祉活動の実際 

（1） 
精神障がい者の地域生活を支える制度と 

支援事業の実際 

小林、上野、神澤 

藤平、非常勤 

25 
地域精神保健福祉活動の実際 

（2） 

26 リエゾン精神看護 リエゾン精神看護と精神専門看護師の役割 武藏 

27 

事例演習（1） 
〔グループワーク〕 

地域生活に移行するための退院支援について 
小林、上野、神澤 

28 

29 家族支援・家族看護 精神障がいを持つ人の家族に対する看護 上野 

30 事例演習 （2） 〔グループ発表〕 小林、上野、神澤 

－ 定期試験 

 



科目コード【3314】 

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 

看護展開実習ⅠA（成人） 
専門科目 2単位 

（45時間） 
必修 3年後期 実習 

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] 小林万里子 

[担当教員] 西塔依久美  

平井和恵 

（新任教員） 

随時 

小林万里子（第一看護学科棟 413研究 koba-ma@tokyo-med.ac.jp） 

西塔依久美（第一看護学科棟 415研究室 ikumi@tokyo-med.ac.jp） 

平井和恵（第一看護学科棟 406研究室 k-hirai@tokyo-med.ac.jp） 

 (新任教員) 

授業のねらい 

様々な健康問題をもつ成人期の人（・家族）に対して、個別性を尊重した根

拠に基づく看護を実践できる能力を養うことを目的とする。看護展開実習ⅠA

では、周手術期（術前、術中、術後）にある人（・家族）を身体的・心理的・

社会的側面から理解する。さらに、その人にとって最適な健康状態をめざした

根拠に基づいた援助を実践し、行った看護について考察する。 

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. 手術を受ける人（・家族）を身体的、心理的、社会的側面から理解し、そ

の特性について説明できる。 

2. 術前の心身の準備をととのえる援助について説明できる。 

3. 心身の回復を促進するための援助を行うことができる。 

4.対象者の退院後の生活を踏まえて、退院に向けた援助について説明できる。 

5.保健医療チームにおける看護師の役割を理解し、看護者としての基本的な態

度を身につけることができる。 

教科書 

デジタルナーシンググラフィカ（メディカ出版） 

 ・成人看護学①②③④⑤⑥⑦ 

 ・老年看護学①② 

 ・健康の回復と看護①②③④⑤⑥⑦ 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/07.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/11.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/06.html
mailto:ikumi@tokyo-med.ac.jp


科目コード【3314】 

 ・疾病の成り立ち①②③④ 

 ・人体の構造と機能①② 

 ・健康支援と社会保障①②③④ 

他、これまでの学習で使用したテキスト、資料すべて 

参考図書 
病気がみえるシリーズ vol.1-9 （メディックメディア） 

他、必要に応じて紹介する。 

評価方法 

・評価表(別紙)に則り、実習目標の達成度（90%)、レポート（10%)の割合で評

価する。実習目標の達成度については、実習に取り組む姿勢・態度、実習記録

の内容、カンファレンスへの参加度、面接などから各到達目標の達成状況を総

合的に評価する。 

・2/3以上出席したものを評価の対象とする。 

課題に対する 

フィードバック 

実習期間中の日々の課題に対しては、随時フィードバックを行う。 

実習最終日の学内面接時に、実習目標への到達についてフィードバックを行

う。 

事前学習 実習オリエンテーション時（7月）に提示する。 

事後学習 個別の課題に沿って随時行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目コード【3314】 

実習内容と方法 

＊詳細については看護展開実習Ⅰ（成人）実習要項を配布し、実習オリエンテーション時に説明を行う。 

 

実習期間）平成 31 年 9 月 24 日～平成 32 年 1 月 31 日までの期間で配属された 2 週間 

実習施設）東京医科大学病院 

実習場所）病棟実習を基本とする 

＊実習スケジュールに応じて受け持ち対象者の手術に同行する。 

＊受け持ち対象者が術後に集中治療室（ICU）に転床する場合は、学生も ICU で実習する。 

＊その他、受け持ち対象者の状況に応じて外来・透析室・リハビリ室・各種検査室・栄養相談室等に同行す

ることがある。 

 

実習 

実習時間） 8：30～16：00（受け持ち対象者の状況により早まることがある。） 

実習方法） 

1) 周手術期にある対象者 1 名以上を受け持ち、看護過程を展開する。 

2) 日々の学習課題（看護目標・学習目標）について予め行動計画を作成し、教員・指導者の助言のもと実習をす

すめる。 

3) 必要な看護技術の習得に努める。 

4) カンファレンスを通して学ぶ。 

実習方法） 

 

実習スケジュール） 

＊2 週間のうちに祝日がある場合はスケジュールの変更がある。 

 

1 週目 内容 2 週目  内容 

月 オリエンテーション、受け持ち開始 月 病棟実習 

火 病棟実習 火 病棟実習 

水 学内日 水 病棟実習 

木 病棟実習 木 病棟実習・病棟最終カンファレンス 

金 病棟実習 金 学内日 

 



科目コード【3315】 

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 

看護展開実習ⅠB（成人） 
専門科目 2単位 

（45時間） 
必修 3年後期 実習 

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]平井和恵  

[担当教員] 西塔依久美  

小林万里子 

（新任教員） 

随時 

平井和恵（第一看護学科棟 406研究室 k-hirai@tokyo-med.ac.jp） 

西塔依久美（第一看護学科棟 415研究室 ikumi@tokyo-med.ac.jp） 

小林万里子（第一看護学科棟 413研究 koba-ma@tokyo-med.ac.jp） 

 (新任教員) 

授業のねらい 

様々な健康問題をもつ成人期の人（・家族）に対して、個別性を尊重した根拠に

基づく看護を実践できる能力を養うことを目的とする。看護展開実習ⅠAでは、

周手術期（術前、術中、術後）にある人（・家族）を身体的・心理的・社会的側

面から理解する。さらに、その人にとって最適な健康状態をめざした根拠に基づ

いた援助を実践し、行った看護について考察する。 

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.慢性的な健康問題や障害を持ちながら生活する人とその家族を身体的、心理

的、社会的側面から理解し、その特性について説明できる。 

2.対象の置かれた状況、セルフケア能力をアセスメントしながら、生活と療養の

折り合いをつけることを支援できる。 

3.症状、機能障害、ADLのレベルに合わせた日常生活の援助を行うことができる。 

4.長期的な視点を持って、退院支援について説明できる。 

5.保健医療チームにおける看護師の役割を理解し、看護者としての基本的な態度

を身につけることができる。 

教科書 

デジタルナーシンググラフィカ（メディカ出版） 

 ・成人看護学①②③④⑤⑥⑦ 

 ・老年看護学①② 

 ・健康の回復と看護①②③④⑤⑥⑦ 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/06.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/11.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/07.html
mailto:ikumi@tokyo-med.ac.jp


科目コード【3315】 

 ・疾病の成り立ち①②③④ 

 ・人体の構造と機能①② 

 ・健康支援と社会保障①②③④ 

他、これまでの学習で使用したテキスト、資料すべて 

参考図書 
病気がみえるシリーズ vol.1-9 （メディックメディア） 

他、必要に応じて紹介する。 

評価方法 

・評価表(別紙)に則り、実習目標の達成度（90%)、レポート（10%)の割合で評価

する。実習目標の達成度については、実習に取り組む姿勢・態度、実習記録の内

容、カンファレンスへの参加度、面接などから各到達目標の達成状況を総合的に

評価する。 

・2/3以上出席したものを評価の対象とする。 

課題に対する 

フィードバック 

実習期間中の日々の課題に対しては、随時フィードバックを行う。 

実習最終日の学内面接時に、実習目標への到達についてフィードバックを行う。 

事前学習 実習オリエンテーション時（7月）に提示する。 

事後学習 個別の課題に沿って随時行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目コード【3315】 

実習内容と方法 

＊詳細については看護展開実習Ⅰ（成人）実習要項を配布し、実習オリエンテーション時に説明を行う。 

 

実習期間）平成 31 年 9 月 24 日～平成 32 年 1 月 31 日までの期間で配属された 2 週間 

実習施設）東京医科大学病院 

実習場所）病棟実習を基本とする 

＊その他、受け持ち対象者の状況に応じて外来・透析室・リハビリ室・各種検査室・栄養相談室等に同行す

ることがある。 

実習時間） 8：30～16：00 

実習方法） 

1) 慢性的な健康問題を持つ人/リハビリテーションの必要な人/緩和ケアの必要な人 1 名以上を受け持ち、看護過 

程を展開する。 

2) 日々の学習課題（看護目標・学習目標）について予め行動計画を作成し、教員・指導者の助言のもと実習を

すすめる。 

3) 必要な看護技術の習得に努める。 

4) カンファレンスを通して学ぶ。 

 

実習スケジュール） 

＊2 週間のうちに祝日がある場合はスケジュールの変更がある。 

 

1 週目 内容 2 週目  内容 

月 オリエンテーション、受け持ち開始 月 病棟実習 

火 病棟実習 火 病棟実習 

水 学内日 水 病棟実習 

木 病棟実習 木 病棟実習・病棟最終カンファレンス 

金 病棟実習 金 学内日 

 



科目コード【3316】 

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 

看護展開実習Ⅱ（老年） 
専門科目 2 単位 

（45 時間） 
必修 3 年後期 実習 

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] 田所良之 

[担 当 教 員] 田所良之 

田中貴大 他 

田所良之（第一看護学科棟 505 研究室：taddy.via.tokyomed.ac.jp@gmail.com） 

田中貴大（第一看護学科棟 416 研究室：ttanaka@tokyo-med.ac.jp） 

上記に加え、実習オリエンテーション時に実習クール毎の連絡先を提示予定 

授業のねらい 

看護展開実習Ⅱ（老年）では、以下を目的とした実習を行う。 

1. 健康上ならびに生活上の支援を要する高齢者への看護実践を通して、老年期

にある人々への看護のあり方を理解する。 

2. 高齢者の特徴をふまえた看護を計画・実施・評価する基礎的能力を養い、適

切なアセスメントと看護の方法を修得することができる。 

3. 高齢者とその家族への支援における保健・医療・福祉の多職種連携、ならび

に、看護の役割・機能と専門性について理解を深める。 

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）高齢者の全体像を 5 つの側面（からだ、こころ、かかわり、暮らし、生きが

い）から統合して理解できる。 

2）高齢者の健康で心豊かな生活を支援する看護実践を通して、適切な援助につ

いて理解できる。 

3）高齢者を支援する多職種の役割と連携、ならびに、多職種連携における看護

の役割・機能と専門性について理解できる。 

4）生活の場の変化に応じた高齢者とその家族へのケアや社会資源の活用、継続

看護の必要性を理解できる。 

教科書 

DNG（デジタルナーシンググラフィカ）に加えて、以下の書籍を使用する。 

・看護学テキストシリーズ NiCE 老年看護学概論 改訂第 2 版「老いを生きる」

を支えることとは，正木治恵・真田弘美編，2016，南江堂．（3 年前期指定済） 

・パーフェクト臨床実習ガイド 老年看護 第 2 版，正木治恵編，2017，照林社． 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/12.html
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参考図書 

●その他参考となる図書を以下に例示する。 

・看護学テキストシリーズ NiCE 老年看護学技術 改訂第 2 版 最後までその人

らしく生きることを支援する，真田弘美・正木治恵編，2016，南江堂． 

・生活機能からみた老年看護過程 第 3 版：＋病態・生活機能関連図，山田律子

編，2016，医学書院． 

・エンド・オブ・ライフを見据えた“高齢者看護のキホン”100－看護管理者と創

る超高齢社会に求められる看護とは，岡本充子編，2015，日本看護協会出版

会． 

・認知症ケアガイドブック，日本看護協会編，2016，照林社． 

・地域医療の暮らしのゆくえ：超高齢社会をともに生きる，高山義浩，2016，

医学書院． 

・日本で老いて死ぬということ－2025 年、老人「医療・介護」崩壊で何が起こ

るか，朝日新聞迫る 2025 年ショック取材班，2016，朝日新聞出版． 

・パーソン・センタード・ケアでひらく認知症看護の扉，鈴木みずえ・酒井郁子

編，2018，南江堂． 

●その他、学修をすすめる上での参考書籍やプリントを実習中に適宜示す。 

評価方法 

実習の目的・到達目標に基づき、以下の視点で総合的に評価する。 

①実習状況（出席／欠席日数、遅刻・早退、実習到達度、実習態度、実習記録の

内容、カンファレンスでの発言、実習への努力・積極性、学内 GW の内容と

参加状況など） 

②教員との相互評価面接による評価 

③ケーススタディ（実習レポート） 

評点配分は、①②合わせて 80 点、③20 点。合計 100 点満点。ただし、③ケー

ススタディが提出されない場合は、総合評価の対象とならない。 

課題に対する 

フィードバック 

実習期間中のグループおよび個別での面接やカンファレンス、ケースカンファレ

ンス、実習最終日の相互評価面接において実習状況や内容について適宜フィード

バックを行う。また、ケーススタディについては評価後に個別に返却する。 

事前学習 

1. 実習では、看護学的知識と技術、医学的知識、保健医療福祉制度の知識に加

え、学際的な知識を総合して活用する必要がある。特に高齢者の特徴や支援

に関連するこれまでの学習内容を十分復習しておくこと。既習の高齢者に関

する授業、特に、①看護対象論Ⅰ（ライフサイクル）の成人・老人部分、②

看護対象論Ⅱ（疾病の回復過程）の成人・老人部分、③在宅看護援助論の認

知症高齢者部分、④治療看護技術論Ⅰ（成人・老人）については確実に身に

つけて実習に臨むようにすること。特に、治療看護技術論Ⅰ（成人・老人）

の老人部分の講義で取り扱った、高齢者の全体像把握用紙（様式 1）、自我発

達の開示パタン（様式 2）、看護計画（様式 3-1および 3-2）の各記録用紙を

用いて、受け持ちの高齢対象者理解とアセスメント、看護計画の立案を、実

際に行っていくことになる。授業資料を見直し、不明な部分は教員に確認す
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る等して、記録用紙の書き方は「確実に分かる・出来る」レベルにまで到達

してから実習に臨むこと。実習では、それらは既に行ったものであり、出来

るものとしてはじめる。 

1.に関する想定予習時間  90 分×4 コマ分 

2. 教科書に事前に目を通しておくこと。①パーフェクト臨床実習ガイド 老年

看護 第 2 版（照林社）および、②看護学テキスト NiCE 老年看護学概論「老

いを生きる」を支えることとは 改訂第 2 版（南江堂） 

2.に関する想定予習時間  90 分×4 コマ分 

3. 日常生活上の支援にかかわる看護技術を、机上の学習およびシミュレーショ

ン等で予習・練習しておくこと。例えば、杖や車椅子の構造と理解（部位、

名前、様々な種類、簡単なメンテナンスや正しい使い方など）、車椅子への

移乗介助（姿勢を自身で保持できない高齢者、筋力が低下したり股関節・膝

関節・足関節等下肢の関節が拘縮した高齢等）、杖利用する高齢者の歩行介

助や車椅子での移送（室内・屋外、段差や坂道、道路状況の悪い場所、車の

行き来の激しい場所含む）、足浴・手浴・整容（車椅子に座った状態での方

法、上下肢の関節拘縮がみられる場合など）、加齢や疾病による感覚器の障

害がある高齢者とのコミュニケーション方法、認知障害がある高齢者とのコ

ミュニケーション方法、高齢者の栄養アセスメントや食事介助・口腔ケア（義

歯含む）など食にまつわる支援方法、高齢者の排泄状況のアセスメントと支

援、活動（アクティビティやレクリエーション含む）と休息（睡眠含む）の

アセスメントと支援など。 

3.に関する想定予習時間  90 分×4 コマ分 

4. 高齢者の生きてきた時代背景・歴史・当時の生活についての予習。例えば、

それらが分かるような資料や情報、映画・画像を用いて自己学習する等。 

4.に関する想定予習時間  90 分×2 コマ分 

5. 「看護展開実習Ⅱ（老年） 実習の手引 2019 年度版」（e 自主自学上に事前

にアップロード予定）および「臨地実習の手引 2019」（事前にオリエンテー

ション等で配布予定）に事前に初日オリエンテーションまでに目を通して、

よく内容を理解しておくこと。 

5.に関する想定予習時間  90 分×1 コマ分 

事後学習 

受け持ち高齢者の看護を通して興味をもった学習課題について探究的発展的な

自己学習を行うこと（ケーススタディ含む）。また、学位授与の方針（ディプロ

マポリシー）に照らして、本科目を通した自己の到達状況を振り返り、今後の自

己の課題を明らかにすること。想定復習時間 1 日間：90 分×5 コマ分 

実習内容と方法 

1. 実習場所 

介護老人保健施設（老健）、あるいは、サービス付き高齢者向け住宅（サ高住） 
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2. 実習方法 

介護老人保健施設入所中、あるいは、サービス付き高齢者向け住宅利用中の高齢者を受け持ち、看護計画を立て、

看護にあたる。また、ケアの実践を通して、他職種の役割・機能、ならびに多職種連携について理解を深める。 

 

3. 実習期間 

平成 31 年 9 月 24 日（火）～平成 32 年 1 月 31 日（金）のうちの 2 週間／グループ 

 

4. 実習スケジュール（例） 

○1 週目 

月：オリエンテーション・演習（学内実習） 火～金：臨地実習（介護老人保健施設あるいはサービス付き高齢

者向け住宅） 

○2 週目 

月～木：臨地実習（介護老人保健施設あるいはサービス付き高齢者向け住宅） 金： 実習の統合まとめ・個人面

接（学内実習） 

※祝日が入る場合はスケジュールを調整する予定。 

参考：平成 31 年度看護展開実習週の祝日 9/23(月):1 週目、10/14(月)2 週目、11/4(月):2 週目、1/13(月):2 週目 

 

5. 実習内容 

 実習初日は、高齢者の生きてきた時代背景・歴史・生活様式・文化風俗に関する GW、ならびに、生活の場に

おける高齢者への看護についての演習を行い、質疑応答や討議を通して高齢者とその看護について理解を深める。 

実習 2 日目以降の臨地においては、受け持ち高齢者の情報取集、アセスメント、看護計画立案、看護実践の展開

と評価に関して、臨地の実習指導者および教員の指導を受けつつ、受け持ち高齢者の看護援助を展開していく。 

また、実習 2 週目には、臨地の実習指導者および教員をまじえてケースカンファレンスを行い、学びを深める。 

実習最終日の統合まとめにおいては、介護老人保健施設およびサービス付き高齢者向け住宅における高齢者の

特徴・特性、看護の実際と看護のあり方について、GW、質疑応答、討議を通して、場を超えた高齢者看護ならび

に将来的な高齢者看護についての学びを得る。 

 

6. 実習記録 

1) 高齢者全体像把握用紙【様式 1】，自我発達の開示パタン【様式 2】，対象者の疾病・症状・治療の情報【様式

自由】，看護計画用紙【様式 3-1 および 3-2】（以上、実習 3 日目以降毎日提出） 

2) 日々のワークシート【様式 4】（実習 2 日目以降毎日提出） 

3) 実習サマリー【様式 5】（臨地でのケースカンファレンス当日朝までに提出） 

4) 自己評価表【様式 6】（相互評価面接で使用） 

5) プロセスレコード【様式 extra】（教員の指示に応じて記入・提出） 

6) ケーススタディ（実習終了後提出。提出期限はグループ毎に別途設定。様式は実習の手引内で別途指定） 
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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 

看護展開実習Ⅲ（こども） 
専門科目 2単位 

（45時間） 
必修 3年後期 実習 

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] 小室佳文 

[担当教員] 小室佳文 藤沼小智子 鈴木征吾 

実習期間中随時：各担当教員研究室・各実習施設内 

小室 佳文（第 1看護 405）komuro@tokyo-med.ac.jp 

藤沼小智子（第 2看護 210）fujinuma@tokyo-med.ac.jp 

鈴木 征吾 

授業のねらい 

成長発達する子どもとその家族の健康生活ならびにニーズ、健康問題を理解

し、個々の子どもの発達段階や健康段階に応じた基本的な看護方法を体験し習得

する。 

また、子どもや家族に関わる看護の場を体験することで、保健、医療、福祉、教

育における子どもの看護の機能を学ぶ。 

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.子どもの健康状態と発達の状況を把握できる。 

2.子どもの生活背景や家族の状況を把握できる。 

3.子どもの身体的・心理的・社会的な看護上の問題を把握し援助を実施できる。 

4.子どもの発達段階、生活歴、個性、疾病や治療を考慮した生活の援助ができる。 

5.子どもが生活するあらゆる場における看護の機能を考察できる。 

教科書 
・デジタルナーシンググラフィカ（メディカ出版）「小児の発達と看護」「小児看

護技術」 他巻の小児に関する内容も活用すること。 

参考図書 

・系統看護学講座 小児看護学Ⅰ 小児看護学概論 小児臨床看護総論（医学書

院）奈良間美保著 第 13版 

・系統看護学講座 小児看護学Ⅱ 小児臨床看護学各論（医学書院）奈良間美保

著 第 13版 

・看護学テキストシリーズ NiCE 小児看護学概論 子どもと家族に寄り添う援

助 改訂第 3版（南江堂）二宮啓子編 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 
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・看護学テキストシリーズ NiCE 小児看護技術 子どもと家族の力をひきだす

技 改訂第 3版（南江堂）二宮啓子編 

・新体系 看護学全書 小児看護学①小児看護学概論 小児保健（メヂカルフレ

ンド社）松尾宣武編 第 5版 

・新体系 看護学全書 小児看護学②健康障害をもつ小児の看護（メヂカルフレ

ンド社）松尾宣武編 第 5版 

・重症心身障害児・者診療・看護ケア実践マニュアル(診断と治療社) 北住映二

編 

・重症心身障害児のトータルケア 新しい発達支援の方向性を求めて 改訂第 2

版（へるす出版）浅倉次男監修 

・ケアでわかる重症心身障害児の看護（へるす出版）倉田慶子編 

・ケアでわかる重症心身障害児の看護計画（へるす出版）倉田慶子編 

評価方法 

目標の到達度（自己評価表参照）80％ 

統合シミュレーション学内実習の態度・討議内容 10％ 

最終レポート 10％ 

課題に対する 

フィードバック 
実習内容と方法について、教員からのフィードバックを随時受ける。 

事前学習 

・3年前期までの学習内容を復習して臨んでください。 

・見学・実施する可能性のある看護技術に関しては、予習を行っておくこと。 

・実習室を使用したい場合には事前に教員へ相談する。 

・自己の課題をもって実習に臨みましょう。 

事後学習 

・文献を活用して実習内容を振り返り、自分の行った看護援助や観察したことを

意味づけ、考察しましょう。 

・次の実習でとりくむ自己の課題を明確にしましょう。 

実習内容と方法 

実習期間 

 2019年 9月 24日（火）～2020年 1月 31日（金）における 2週間 

実習場所 

東京医科大学病院、社会福祉法人日本心身障害児協会島田療育センター、心身障害児総合医療療育センター 

実習方法 

1.小児病棟や障害児施設において健康障害のある子どもを受け持ち、全体像の把握、看護計画立案・実施・評価

の過程において、可能な限り子どもへの看護援助を実践する。 

2.小児科外来において、子どもや家族とコミュニケーションをとり、可能な範囲で診察・処置に参加する。 

3.小児科外来と障害児施設では、可能ならば訪問看護に参加する。 

4.各実習施設での学びをグループ全体で共有し、援助過程を整理・統合するためにシナリオシミュレーションを

実施する。 

 



科目コード【3317】 

 

 

実習スケジュール 

 2週間の実習において、小児病棟、小児科外来、障害児施設をローテーションし、最終金曜日は学内で統合シミ

ュレーションを行う。 

＊実習スケジュールの詳細については、実習前オリエンテーションで提示する。 
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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 

看護展開実習Ⅳ（母性） 
専門科目 2単位 

（45時間） 
必修 3年後期 実習 

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]鈴木祐子 

[担当教員] 鈴木祐子・成田みゆき・田村知子 

いつでも可、事前にメールでの連絡が望ましい 各研究室 

鈴木（研究室 404 syuko410@tokyo-med.ac.jp)  

成田（研究室 412 miyukin@tokyo-med.ac.jp)  

田村（研究室 408 tamura@tokyo-med.ac.jp) 

授業のねらい 

ライフスタイルの多様性をふまえ、女性のライフサイクルにおける支援の実際

に参加し、母性看護の役割を考察する。特に、周産期における母子とその家族

を対象として、より健康な生活を目指した看護実践能力を養い、加えて母子と

家族に必要な母性看護の役割を考察することを目的とする。 

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．褥婦・新生児、妊婦およびその家族をアセスメントし、基本的な看護を実

践できる。 

２．妊婦、産婦およびその家族の看護実践に参加し、基本的な看護を理解でき

る。 

３．ハイリスク児とその家族への看護を理解できる。 

４．母性看護における健康教育や保健指導の意義を考察できる。 

５．地域で生活する女性の健康支援や子育て支援を考察できる。 

６．性や生命の尊重について考える機会とする。 

教科書 

・系統看護学講座 母性看護学２ 母性看護学各論 医学書院 

・デジタルナーシング・グラフィカ 2017 母性看護実践の基本、母性看護技  

 術 

参考図書 
・病気が見える 10 産科 第４版 メディックメディア 

・病気がみえる９ 婦人科・乳腺外科 第４版 メディックメディア 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/18.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/20.html


科目コード【3318】 

・ウエルネス看護診断にもとづく母性看護過程 第３版 太田操 医歯薬出   

 版 

・ウエルネスからみた母性看護過程 第３版 佐世正勝ほか 医学書院 

・カラー写真で学ぶ妊産褥婦のケア 第２版 櫛引美代子 医歯薬出版 

・カラー写真で学ぶ周産期の看護技術 第２版 櫛引美代子 医歯薬出版 

・カラー写真で学ぶ新生児の観察と看護技術 第２版 櫛引美代子 医歯薬 

出版 

・根拠と事故防止からみた母性看護技術 第２版 石村由利子ほか 医学書院 

・治療看護技術論Ⅱ（女性）で使用した資料、自己学習ノートなど全て 

評価方法 

実習目標の到達度 75％、実習への取り組み 20％、課題レポート 5％ 

評価指標については、看護展開実習Ⅳ（母性）実習要項の「学生評価表」なら

び「教員評価表」を参照してください。 

 

実習日数の 4/5以上の出席をもって単位認定の評価の対象とする。 

課題に対する 

フィードバック 

e自主自学に提出された事前課題については内容を確認します。実習中は適宜

フィードバックします。実習終了時には個別面接を実施し振り返りをします。 

事前学習 

「治療診断学Ⅱ（産婦人科）」、「治療看護技術論Ⅱ（女性）」など母性看護学実

習に関連する科目について十分復習しておく。 

実習時に役立つよう整理し、理解した上で実習に臨む。 

夏期休暇中にデジタルナーシング・グラフィカのグラフィカ 問題集〈母性看護

学該当部分〉を解き、理解を深める。 

事後学習 
実習後は、自身の学習課題を整理し明確にする。 

母性看護学の国試問題を解いてみる。 

実施内容と方法 

◎実習内容の詳細については、実習要項を参照してください。 

【実習期間】2019 年 9 月 24 日（火）～ 2020 年 1 月 31 日（金） 2 週間 

 

【実習場所】病   院：①東京医科大学病院（産科病棟、産科外来、ＮＩＣＵ) 

            ②東京医科大学八王子医療センター（産科病棟、産科外来） 

③武蔵野赤十字病院（NICU)       

          病院外施設：①性を語る会  ②助産師訪問 PAM  ③たらちね助産院  ④あかり助産院  

⑤八千代助産院おとわバース  ⑥助産所ねりじょはうす Luna   

⑦おやこカフェほっくる  ⑧子育てママ応援塾ほっこりーの  

⑨有限会社モーハウス  

 

【実習スケジュール】2 週間の中で Aおよび Bの実習を行う。 

※A・B の順番はグループにより異なる 
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※2 週目の実習最終日については以下を参照のこと 

   A. 月曜日～金曜日： 産科病棟における受け持ち実習、カンファレンス（中間・最終）  

   B．月曜日～金曜日： NICU 実習、産科外来実習、病院外施設における実習 

実習最終日：グループワーク、学内発表、個人面接、記録物提出 

 

【実習方法】 

  １）産科病棟 

   ・1～2 名の学生で、分娩および帝王切開術後に正常経過をたどると予測される一組の母子、または切迫早

産等の妊婦を受け持ち、看護過程に基づき看護を実践する。 

   ・1～2 名の学生で、褥婦・新生児、妊婦の健康診査および基本となる看護技術を実践する。 

・妊婦、産婦の看護実践に参加する。 

２）産科外来 

   ・妊婦健康診査、助産師外来、妊婦相談など妊婦に実施される健康診査や保健指導を見学する。 

   ・産後１か月健診で産科外来を受診される褥婦の診療や保健指導を見学する。 

  ３）NICU 

   ・ハイリスク児やその家族に対する看護を見学する。 

  ４）病院外施設 

   ・病院外施設における女性の健康支援や子育て支援を見学・参加する。 

   ・施設ごとに学習内容をまとめて発表し合い、学びを共有する。 

 

【留意事項】 

・実習時は毎朝「健康チェックリスト」（実習要項参照）を基に健康確認を行ないます。 

流行性角結膜炎、口唇ヘルペス、腸炎（下痢・嘔吐）などの感染症罹患（疑い含む）の場合、実習はできませ

ん。実習前から体調を管理しておきましょう。 

・麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎については、抗体価が陽性であることが求められます。 

 陰性の場合はワクチン接種を受け、その後の抗体価検査でも陰性の場合は、追加接種していなければ実習はで

きません。自身の抗体価やワクチン接種状況については自己管理し、確認しておきましょう。 
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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 

看護展開実習Ⅴ（精神） 
専門科目 

2 単位 

（45時間） 
必修 3 年後期 実習 

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] 小林信 

[担当教員] 小林信、上野里絵、神澤尚利 

随時、教員研究室および実習場所 

小林（506 研究室）：nkoba027@tokyo-med.ac.jp 

上野（504 研究室）：r-ueno@tokyo-med.ac.jp 

神澤（202 研究室）：kamizawa@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

治療看護技術論Ⅲ（精神）で学んだことを基盤に、精神障がいをもつ人を

全人的に理解する。また、その人の「ストレングス」や「リカバリー」をふ

まえ、その人らしく生きるための支援について理解を深め、実践することが

できる。これらの過程を通して、患者-看護師間の治療的援助関係について理

解し、精神看護における基礎的な看護実践能力を養う。さらに、地域で生活

する精神障がいをもつ人への支援の実際を通して、多職種と協働する看護師

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．生育歴、生活歴、病歴などを統合し、現在の対象のありのままの存在を

理解できる。 

2．患者-看護師関係を通して、治療的援助関係について理解し、実践でき

る。 

3．精神障害をもちながら地域資源を活用して生活している人の支援の実際

について学び、精神障がい者にとってのリカバリーとは何か、多職種との

協働の中での看護師の役割を考えられる。 

教科書 
・デジタルナーシング・グラフィカ 精神看護学①② メディカ出版 

・診断治療学Ⅲ、治療看護技術論Ⅲのレジュメおよび配付資料 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/23.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/24.html
mailto:r-ueno@tokyo-med.ac.jp
mailto:kamizawa@tokyo-med.ac.jp
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参考図書 

・今日の治療薬 2017解説と便覧 2017年 南江堂 

・精神看護学-学生-患者のストーリーで綴る実習展開 田中美恵子（編著） 

2015年 医歯薬出版 

・児童青年期精神看護学-セルフケアへの支援 宇佐美しおり、岡田俊（編

著） 2012年 医歯薬出版 

・精神障害者の退院計画と地域支援 田中美恵子（編著）2009 年 医歯薬

出版 

・精神看護実習ガイド (パーフェクト臨床実習ガイド-ライフステージに沿

った看護技術と看護の展開) 萱間真美（編集） 2007年 照林社 

・改訂 2版 精神科看護の知識と実際 (臨床ナースのための Basic & Stand-

ard) 村井俊哉、平澤久一、吉田佳郎（編著） 2015年 メディカ出版 

・看護師・看護学生のためのなぜ?どうして?9: 精神看護 (看護・栄養・医療

事務・介護他医療関係者のなぜ?どうして?シリーズ) 2015 年 医療情報

科学研究所 

・精神科の薬がわかる本 第 3版 姫井昭男 2014 年 医学書院 

・行って見て聞いた 精神科病院の保護室 三宅薫 2013年 医学書院 

 

その他、必要時提示する。 

評価方法 
実習内容（実習目標到達度・実習態度・実習記録・記録提出状況）90％ 

レポート 10％ 

課題に対する 

フィードバック 

実習期間中、日々のカンファレンスや記録へのコメントなどを通して 

フィードバックを行う。また、必要に応じて担当教員との個別面談を行う。 

事前学習 

診断治療学Ⅲ（精神科）、治療看護技術論Ⅲ（精神）、看護援助論Ⅰおよび

看護対象論Ⅱ、在宅看護援助論の精神看護学に関する内容を中心に復習して

おくこと。 

また、事前課題として、精神科の主要な疾患や法律等について再学習し、

オリエンテーションにて発表する場を設ける。なお、事前課題の詳細は、実

習前に e 自主自学へ掲示、周知する。 

事後学習 
実習後に評価表や面談、指導者のコメントなどで明らかになった個々の課

題について、教科書、参考書、授業資料などを用いて復習する。 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

 【実習場所】東京医科大学病院、長谷川病院、東京武蔵野病院の精

神科病棟および地域精神保健福祉活動を行っている施設 

【対象】精神科病院に入院し療養生活を送っている人、地域で生活

する精神障がいをもつ人 

【実習時間】9：00～16：00 

【実習内容】 

Ⅰ．実習初日オリエンテーション 

1．実習にあたり留意事項の確認 

2．事前課題のプレゼンテーション 

3．再構成の演習 

Ⅱ．実習の進め方 

1．ストレングスやリカバリーをふまえた看護の展開（学生一人に

つき一人の患者を受け持つ） 

2．精神科リハビリテーション（作業療法、SST など）への参加 

3．地域精神保健福祉活動を行っている施設（地域活動支援センタ

ー、就労継続支援 B型など）での体験実習 

4．患者との治療的援助関係の構築および発展、援助者としての自

己の課題の明確化 

5．カンファレンスの実施 

 

＊別途、精神看護学実習要項を配布し、実習オリエンテーション時

に詳細を説明する。 
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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 

看護展開実習Ⅵ（在宅） 
専門科目 2単位 

（45時間） 
必修 3年後期 実習 

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] 春日広美 

[担当教員] 岩田尚子 久長正美 

春日 広美 hkasuga@tokyo-med.ac.jp 

岩田 尚子 n_iwata@tokyo-med.ac.jp 

久長 正美  hisanaga@tokyo-med.ac.jp 

実習期間中は専用の携帯電話・携帯メールで連絡をする。番

号・アドレスは実習オリエンテーションで提示する。 

授業のねらい 

健康障害を持って在宅で療養する人とその家族の生活を理解し、安全、安楽に自

身の生活をおくることを支える看護の実際を理解する。これらは訪問看護サービ

スの実際において、療養者と家族の生活、看護の展開方法を知ることで学ぶ。ま

た、他職種との連携の実際から在宅ケアシステムにおける看護の役割と専門性を

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）療養者の健康障害と生活、および家族の生活への影響が理解できる。 

2）在宅で安全、安楽に療養生活をおくることを支える看護の援助を理解できる。 

3）療養者や家族をサポートするケアシステムと在宅におけるチームケアの実際

が理解できる。 

4）在宅で看護を提供する上での適切な態度がとれる。 

教科書 

ナーシンググラフィカに加えて、家族看護論、在宅看護援助論におけるテキスト

を使用する。 

・在宅看護学第 5版増補版,波川京子編,2016,クオリティケア． 

・家族看護学 理論と実践 第 4版,鈴木和子他,2012,日本看護協会出版会． 

参考図書 

・根拠がわかる在宅看護技術第２版 岡崎美智子編 メジカルフレンド社 2013 

・写真でわかる訪問看護改訂第２版 押川眞喜子監修 インターメディカ 2013 

・訪問看護のフィジカルアセスメントと急変対応 日本訪問看護財団監修 中央

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/25.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/26.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/27.html
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法規 2016 

・認知症訪問看護 日本訪問看護財団監修 中央法規 2016  他、必要時提示。 

評価方法 

・実習日数の 4/5 以上の出席をもって単位認定の評価の対象とする。 

・評価の指標は、到達目標の達成度、自身の実習目標の達成度、実習への取り組

みの姿勢、日々の学習の成長度・・・100％ 

上記指標について、実習記録、ケース記録、最終レポートの記述内容から読み取

り評価する。 

課題に対する 

フィードバック 
実習記録へのフィードバックは、e自主自学および教員ラウンドにて行う。 

事前学習 

在宅看護論は統合分野の科目であるため、実習ではこれまでに学んだ医学や看護

の知識と技術が必要である。実習前には、家族看護論、在宅看護援助論に加え、

基礎、成人、精神、小児、老年、地域看護学での学習を復習して実習に臨む。 

実習開始時には「事前学習課題」がある。e 自主自学内に提示された実習オリエ

ンテーション資料を確認して課題について調べて提出すること。 

事後学習 
実習後に明らかになった個々の学習課題について、テキスト、文献等で復習し、

他の実習や次の学習へ発展させる。 

 

実習内容と方法 

◎詳細は実習要項参照のこと 

 

■実習場所：東京都内の訪問看護ステーション 

 

■実習方法 

 各実習場に学生 1～2 名を配置し、看護師や理学療法士と在宅療養者宅へ同行して学習する。 

 

■実習期間 

 平成 31 年 9 月 24 日（火）～平成 32 年 1 月 31 日（金）のうちの 2 週間 

 

■実習スケジュール 

１週 内 容 ２週 内 容 

月 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ・演習（学内実習） 月 臨地実習（訪問看護） 

火 臨地実習（訪問看護） 火 臨地実習（訪問看護） 

水 臨地実習（訪問看護） 水 臨地実習（訪問看護） 

木 臨地実習（訪問看護） 木 臨地実習（訪問看護・臨地でのｶﾝﾌｧﾚﾝｽ） 

金 臨地実習（訪問看護） 金 合同カンファレンス・面接 (学内実習) 

※実習期間中に祝日が入る場合は、実習第 1 日目の午後は臨地での実習になる。 
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実習内容と方法 

 

■実習内容 

①臨地の実習においては、実習指導者より訪問看護ステーションの運営・管理、療養者や家族に対する配慮など

の説明を受け、在宅看護実習を行うための基本的な準備を身につける。 

②一人の療養者（ケース）を中心に、在宅療養者とその家族への理解を深める。また、それ以外にも様々な在宅

療養者への訪問看護に同行し、多様な療養者と家族の生活を学ぶ。 

③訪問する療養者に関する情報（主要疾患名、その症状、療養状況、介護状況、居宅サービスの受給状況）は、

あらかじめ看護記録から収集し、自己で収集が困難な情報は看護師より得、これから訪問するための準備を整え

る。 

④訪問先では、在宅療養者への看護援助の実際に同席し、ときに指導者・看護師の指導のもとで積極的に実践し

て、在宅看護の実際を学ぶ。 

⑤在宅療養者への在宅ケアチームの活動に同席し、地域包括ケアシステムを基盤とした在宅ケアシステムの中で

の看護師の役割と専門性、関連職種、関連機関との連携の実際を学ぶ。 

 

■実習記録 

1．【訪問看護ステーション実習記録（日誌）】：その日の実習で学んだことを記載する・・毎日提出 

2．【訪問看護ステーション実習記録（ケース記録）】：ケースの療養者について記載する・・実習中間・終了時提

出 

3．【レポート】：このレポートにおいて、看護展開実習Ⅵ（在宅）の到達目標の達成度、自身の実習目標の達成

度を、根拠を示して説明する。 

※記録は e 自主自学に提出し、教員のフィードバックは e 自主自学で閲覧する。 
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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 

看護研究法 
専門科目 2単位 

（15時間） 
必修 3 年前期 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] 上野里絵 

 

事前にアポイントをとってください。メールで質問・意見は

いつでも受け付けます。 

上野里絵（第一看護学科棟504研究室  

r-ueno@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

この科目では、看護学における研究過程を学習し、研究の基礎的な知識を習得

する。また、看護における研究の意義や役割を認識し、看護理論や看護実践との

関係について考え、看護専門職に必要な研究的思考に基づき、課題を解決する過

程を体験する。 

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. 看護研究に用いられる基礎的な用語が理解できる。 

２．研究課題の明確化、文献検索、研究方法の選定、データ収集・分析、結果・

考察という一連の研究過程が理解できる。 

３．研究の倫理的問題とその対応について説明できる。  

４．看護における研究の意義や役割を理論や実践との関係性について自分の考え

を表現できる。  

５．研究論文を読解する基礎的知識を基に、関心のある課題に対する文献を様式

に沿って整理できる。  

６．関心のある課題について研究計画書を作成できる。 

教科書 
看護における研究 第４版 南裕子・野嶋佐由美編集 2017年 日本看護協会出版 

会 

参考図書 

・黒田裕子の看護研究 Step by Step第４版 黒田裕子著 2012年 医学書院 

・看護研究のすすめ方、よみ方、つかい方第２版 数間恵子・岡谷恵子・河正子

著 1997年 日本看護協会出版会 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/23.html
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・これからの看護研究 基礎と応用第３版 小笠原知枝・松木光子編集 2012年 

ヌーベルヒロカワ 

・はじめての看護研究 計画書の書き方編 及川慶浩著 2013年 メディカ出版 

評価方法 
試験：小テスト（10％）、定期試験（40％） 

課題提出物：文献検討（15％）、研究計画書（35％） 

課題に対する 

フィードバック 

授業のねらいに沿って各自で振り返りができるよう授業時間内に全体にフィー

ドバックする。提出物についてはできるだけ速やかに確認し返却する。 

事前学習 
・必要な学習課題は授業終了前や e自主自学掲示板で提示するので確認の上、予

習をして授業に臨むこと。 

事後学習 
・3年生実習科目や 4年生統合実習などと関連付けられるように教科書・授業資

料を整理し振り返ること。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

授業科目のオリエンテーション 

看護における研究 

 

・看護研究とは何か 

・研究と看護実践の関係、研究が看護実践に

果たす役割 

・研究過程の概観 

・研究論文の構造 

上野 

2 

研究課題の選択 

研究方法の選定 

・研究課題の見つけ方、絞り方 

・概念枠組み 

・研究の問いと研究デザイン 

上野 

3 
文献検討 １ 

 

・文献検討の意義 

・研究論文の読み方、整理の方法 
上野 

4 

 

文献検討 ２ 

 

・研究論文の活用 

・研究課題に関連する文献選定とまとめ 
上野 

5 

 

データの収集・分析 １ 

 

・変数の明確化 

・変数の種類（名義尺度、順序尺度、間隔尺

度、比尺度） 

・データ収集方法と注意点 

 ①質問：質問紙法、面接法 

②観察：参加観察、非参加観察 

上野 

6 

データの収集・分析 ２ 

 

・データの分析とは何か 

・データの集計方法 

・変数の種類による分析方法の違いと示し方 

・データの信頼性と妥当性  

上野 

7 データの収集・分析 ３ ・データ収集と分析の実際 上野 
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 ①質問：質問紙法、面接法 

②観察：参加観察、非参加観察 

上野 

8 

データの収集・分析 ４ ・データ収集と分析の実際 

 ①質問：質問紙法、面接法 

②観察：参加観察、非参加観察 

上野 

9 

研究計画書作成の過程 ・研究計画書の意義 

・研究計画書の構成 

・作成上の注意点 

上野 

10 

研究と倫理 

 

・研究における倫理的問題 

・看護研究における倫理的配慮 

・研究の倫理指針 

・研究倫理審査 

上野 

11 
研究論文の抄読 １ 

 

・提示研究論文（量的研究）の特徴 

・研究論文のクリティーク  
上野 

12 
研究論文の抄読 ２ 

 

・提示研究論文（質的研究）の特徴 

・研究論文のクリティーク  
上野 

13 

研究成果のまとめ方・発表のしか

た 

 

・結果と考察の違い 

・研究発表の形式と発表時の注意点 

・研究論文の書き方 

上野 

14 研究計画書作成の実際 １ ・必要な内容を網羅し研究計画書を作成する 上野 

15 

研究計画書作成の実際 ２ 

 

・研究計画書の内容を他者がわかるように説

明する 

・自分の研究計画書をクリティークする 

上野 

－ 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 

地域看護学演習Ⅰ 

（保健指導の理論） 

専門科目 
1単位 

（30時間） 
自由 3 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 

地域で生活するすべての人を対象とし、健康を保持・増進し、健康障害を予防

し、健康増進に寄与する公衆衛生看護活動の基礎を理解する。 

対象を考慮した保健指導について理論と方法を学習する。 

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.主に個人とその家族に対する健康問題のアセスメントについて習得し、模擬

的に展開することができる。 

2.対象を考慮した健康相談・家庭訪問・健康診査・健康危機管理等における支

援方法について習得し、模擬的に展開することができる。 

3.対象を考慮した保健指導を自ら模擬的に展開すること、他学生の保健指導場

面を見学することにより、保健指導についての関心・学びを深め、真摯な態

度で振り返りができる。 

教科書 

・標準保健師講座 １  公衆衛生看護学概論 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） 

・標準保健師講座 2 公衆衛生看護技術 医学書院  

参考図書 ・公衆衛生がみえる 最新版、メディックメディア 

評価方法 

・定期試験（50％）、態度･グループワークの貢献度（20％）、演習の課題

（30％）の総合評価 

・30分以上の遅刻は欠席と見なす。再試験は実施しません。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html
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課題に対する 

フィードバック 
・演習における発表・技術の内容を、その場でフィードバックする。 

事前学習 
・事前に地域看護学概論、産業保健論、健康教育論で学んだ内容を復習してお

くこと（想定予習時間は 30~60 分程度）。 

事後学習 
・配布資料した資料と講義の内容を教科書・参考書を使用してノートに整理

し、復習しておくこと（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 
オリエンテーション 

健康相談を通じた支援① 

オリエンテーション、地域における健康相談の方法

について学ぶ 

鈴木良美 

新井志穂 

2 
健康相談を通じた支援② 母子健康手帳交付時の面接を通じた支援 

方法について学ぶ。 

鈴木良美 

新井志穂 

3 
家庭訪問を通じた支援① 家庭訪問の目的と方法について学ぶ 鈴木良美 

新井志穂 

4 
家庭訪問を通じた支援② 新生児訪問の手順と計画立案について学ぶ。 鈴木良美 

新井志穂 

5 
家庭訪問を通じた支援③ 新生児訪問の技術を習得する。 鈴木良美 

呉珠響、新井志穂 

6 
家庭訪問を通じた支援④ 新生児訪問の技術を習得する。 鈴木良美 

呉珠響、新井志穂 

7 
健康診査を通じた支援① 乳幼児健診での支援方法について学ぶ。 鈴木良美 

新井志穂 

8 
健康診査を通じた支援② 乳幼児健診での問診の取り方を学ぶ。 鈴木良美 

新井志穂 

9 
家庭訪問を通じた支援⑤ 新生児訪問の技術を確認する。 鈴木良美 

呉珠響、新井志穂 

10 
精神保健福祉分野に 

おける支援 

精神保健福祉分野における家庭訪問を 

通じた支援方法について学ぶ。 

鈴木良美 

新井志穂 

11 
バイオテロへの保健活動

① 

バイオテロへの保健活動について机上演習を通して

学ぶ。 

鈴木良美 

呉珠響、新井志穂 

12 
バイオテロへの保健活動

② 

バイオテロへの保健活動について机上演習を通して

学ぶ。 

鈴木良美 

呉珠響、新井志穂 

13 
成人への保健指導① 成人への保健指導方法について学ぶ。 新井志穂 

鈴木良美 

14 
成人への保健指導② 成人への保健指導方法について学ぶ。 新井志穂 

鈴木良美 
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15 
成人への保健指導③ 成人への保健指導方法について学ぶ。 新井志穂 

鈴木良美 

－ 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

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
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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 

 

 

 
7 
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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 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

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
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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 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。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_3.html
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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 

 



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。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/25.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_3.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/26.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/27.html


科目コード【3322】 

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 

 



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。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/31.html


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 

 



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.  

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/30.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/30.html


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 



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 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

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/30.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/30.html
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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。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/30.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/31.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/30.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/06.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/23.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/25.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/07.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/07.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/12.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/20.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/18.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/24.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/24.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/32.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/16.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/26.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/26.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/11.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_4.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/27.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_3.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_3.html
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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。 
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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 

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 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/31.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/02.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/26.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/23.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/25.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/24.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/07.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/11.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/11.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/04.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/32.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/12.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_4.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/20.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/18.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/30.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/27.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/06.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/16.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_3.html


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。 

 



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 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/31.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/index.html


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 



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。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/06.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/31.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/01.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/22.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/14.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/17.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/30.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/06.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/23.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/25.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/07.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/12.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/20.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/20.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/24.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/16.html


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 



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 

 



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。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html


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 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。 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html
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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 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） 

※この科目は実務経験のある教員による授業科目である。 

https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/28.html
https://www.tokyo-med.ac.jp/nursing/staff/post_1.html
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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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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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