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教育原理

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人を知る

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 教育原理

◆科目責任者 鯨井　俊彦

◆科目担当者 鯨井　俊彦

◆オフィスアワー・場所 授業終了後教室　および　講師室にて

◆授業のねらい

これからの人生において、或いは職業生活の上で自分を育て、また、人を育てると
はどういうことか、についての教育的専門知識や教育実践について考察する。①教
育とは何か　②教育の歴史　③教育の思想　④看護教育の視点　から「人間」への
理解、看護職者の教育への職業的意義はどこにあるのか、自分はどう成長すべき
か、などについてその教育原理・教育方法論を取り上げる。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標

人間（ヒト）が人間（人）に成るとはどういうことか、自己の存在をよりよい存在
（well-being）に創り上げていく過程を理解できる。②教育の歴史を特に日本に限
定、江戸期の教育、その後の近代国家成立後に進められた特徴などを理解すること
ができる。③4人の思想家・教育者たちが主張する教育的意義を理解できる。④看
護職者の教育の場での教育方法論を理解できる。

◆教科書 テキストは特に指定しません。資料は毎時間こちらで用意します。

◆参考図書
①『社会力を育てる―新しい学びの構想』門脇厚司著　②『ルソー　エミール』西
研著　③『学問のすすめ』福澤諭吉著　齋藤孝・現代語訳

◆評価方法 レポート60％　定期試験40％　により評価する。

◆課題に対するフィードバック レポートに対する評点に加えて、総評コメントを添付し、学生の成長を促す。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30分

◆事前学習（内容）
最近話題になっている教育問題で自分の関心のある記事などを読んで受講するこ
と。（予習時間60分）

◆事後学習（時間） 1時限あたり30分

◆事後学習（内容）
今後教育現場や看護の実践の場で生かしていくことを目指して教育的観点からの洞
察を継続すること。

◆【第1回】項目 教育とは何か①

◆【第1回】講義内容
子どもの教育：学校教育（子ども・教師・学校の三要素）／子どもとはどういう存
在か？

◆【第1回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第2回】項目 教育とは何か②

◆【第2回】講義内容 大人の教育：生涯学習（主に自己が自己の教師になるという自己教育）

◆【第2回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第3回】項目 教育とは何か③

◆【第3回】講義内容 人間（ヒト）が人間（人）に成る（werden）とは？
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教育原理

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第4回】項目 教育とは何か④

◆【第4回】講義内容 看護領域の場での「人間」の理解について

◆【第4回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第5回】項目 教育の歴史①

◆【第5回】講義内容 江戸時代の庶民／武家の教育の特徴（寺子屋／藩校／「武士道」など）

◆【第5回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第6回】項目 教育の歴史②

◆【第6回】講義内容 明治・大正・昭和前期の教育の特徴

◆【第6回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第7回】項目 教育の歴史③

◆【第7回】講義内容
第二次世界大戦後の教育の特徴（教育基本法／戦後のデューイ新教育思想の導入な
ど）

◆【第7回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第8回】項目 教育の歴史④

◆【第8回】講義内容 戦後の教育改革70年を振り返る／　世界の教育事情

◆【第8回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第9回】項目 教育の思想①

◆【第9回】講義内容 フランスの思想家ルソー（1712－1778）の「自然の教育」とは？

◆【第9回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第10回】項目 教育の思想②

◆【第10回】講義内容 スイスの教育家ペスタロッチー（1746－1827）の「３Hの教育」とは？

◆【第10回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第11回】項目 教育の思想③

◆【第11回】講義内容 ドイツの哲学者R.シュタイナー（1861－1925）の「自由への教育」とは？

◆【第11回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第12回】項目 教育の思想④

◆【第12回】講義内容
無着成恭（1927〔昭和２〕－　）著『山びこ学校』の教育実践の教育的意味や戦後
の新教育に与えた影響などを取り上げる。

◆【第12回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第13回】項目 看護教育①

◆【第13回】講義内容
看護職という仕事（労働）のもつ意味・意義（専門職としての教師および看護師の
比較などを取り上げる。）

◆【第13回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第14回】項目 看護教育②

◆【第14回】講義内容 専門職としての看護師に求められる資質・能力をどう育てるか？

◆【第14回】担当者 鯨井　俊彦

◆【第15回】項目 まとめ

◆【第15回】講義内容
ここで学んだことを振り返って、これからの職業人生にそれをどのように役立てる
べきか、各自の人間観・教育観・職業観などを構築する学びの設計案をつくる。

◆【第15回】担当者 鯨井　俊彦
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ジェンダーの社会学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/社会を知る

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 ジェンダーの社会学

◆科目責任者 裵　智恵

◆科目担当者 裵　智恵

◆オフィスアワー・場所 質問がある場合は、看護学科学務課を通して連絡してください。

◆授業のねらい

この授業では、ジェンダーにかかわる多様な問題について、社会学的な視点から講
義します。ジェンダーに関連する基本的な概念・理論を学び、それらをもとに、家
族、学校、職場、戦争など様々なテーマから、ジェンダーをめぐる諸論点について
検討します。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標

①　ジェンダーに関連する社会学の基本的な概念と用語、理論について理解し、説
明することができる。
②　ジェンダーと関連する社会の様々な出来事について関心を持ち、社会学的な視
点から批判的に考えることができる。

◆教科書 特になし。毎回資料を配布します。

◆参考図書

『はじめてのジェンダー論』、加藤秀一、2017、有斐閣ストゥディア．
『ジェンダー論をつかむ』、千田有紀・中西祐子・青山薫，2013、有斐閣．
『改訂版　女性学・男性学　ジェンダー論入門』、2011、伊藤公雄・樹村みのり・
国信潤子、有斐閣アルマ．

◆評価方法
レポート（60％）、授業への参加［討論への参加、リアクションペーパー］
（40％）の割合で評価します。

◆課題に対するフィードバック 最後の授業で質疑応答の時間をもち、レポートにつていのコメントもします。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
映画、小説、新聞記事などを、ジェンダーという視点で読むこと。それがどのよう
に分析できるかを考えてみること。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

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

◆【第1回】項目 １．イントロダクション―ジェンダーとは何か

◆【第1回】講義内容
授業の概要、日程、評価について説明する。現時点において、各自考えている
「ジェンダー」問題について話し合う。

◆【第1回】担当者 裵　智恵

◆【第2回】項目 ２．「女」「男」とは誰のことか─性分化とインターセックス

◆【第2回】講義内容 セックスとジェンダー、セクシュアリティの概念を確認します。
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ジェンダーの社会学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】担当者 裵　智恵

◆【第3回】項目 ３．性別という壁を乗り越える人々、ジェンダーは性と愛をも枠づける

◆【第3回】講義内容 LGBT、同性愛、異性愛の問題について学びます。

◆【第3回】担当者 裵　智恵

◆【第4回】項目 ４．家族とジェンダー（１）

◆【第4回】講義内容 近代家族とジェンダーの概念などについて学びます。

◆【第4回】担当者 裵　智恵

◆【第5回】項目 ５．家族とジェンダー（２）

◆【第5回】講義内容
男性の育児休業、女性の二重負担など、家族役割をめぐるジェンダー問題について
学びます。

◆【第5回】担当者 裵　智恵

◆【第6回】項目 ６．家族とジェンダー（３）

◆【第6回】講義内容 介護の視点から、家族とジェンダーの問題について学びます。

◆【第6回】担当者 裵　智恵

◆【第7回】項目 ７．教育とジェンダー

◆【第7回】講義内容
かくれたカリキュラム、メディアと教育におけるジェンダー問題について考えま
す。

◆【第7回】担当者 裵　智恵

◆【第8回】項目 ８．労働とジェンダー

◆【第8回】講義内容 性別職務分離と統計的差別などの問題について検討します。

◆【第8回】担当者 裵　智恵

◆【第9回】項目 ９．ドメスティック・バイオレンス

◆【第9回】講義内容
ドメスティック・バイオレンス（親密な関係における暴力）の原因と対策について
考えます。

◆【第9回】担当者 裵　智恵

◆【第10回】項目 １０．性暴力とジェンダー

◆【第10回】講義内容
「わいせつ」、「レイプ」などの性暴力について、被害者の視点と加害者の視点、
両方から考えます。

◆【第10回】担当者 裵　智恵

◆【第11回】項目 １１．国家とジェンダー

◆【第11回】講義内容 国民国家の概念と、人権、戦争と性暴力などについて検討します。

◆【第11回】担当者 裵　智恵

◆【第12回】項目 １２．開発とジェンダー

◆【第12回】講義内容 グローバリゼーションの中におけるジェンダー問題について学びます。

◆【第12回】担当者 裵　智恵

◆【第13回】項目 １３．身体とジェンダー

◆【第13回】講義内容
性と生殖に関する権利/買売春、セックスワーク、ポルノグラフィなどについて学
びます。

◆【第13回】担当者 裵　智恵

◆【第14回】項目 １４．フェミニズムとジェンダー

◆【第14回】講義内容 フェミニズムの歴史/フェミニズムがめざすものについて学びます。

◆【第14回】担当者 裵　智恵
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ジェンダーの社会学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】項目 １５．まとめ

◆【第15回】講義内容

全体討論
：授業の前と後で、ジェンダーについての考え方がどのように変わったのか、ある
いは、変わらなかったのか。
質疑応答。期末レポートについてのコメント。

◆【第15回】担当者 裵　智恵
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統計学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/問題解決

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 統計学

◆科目責任者 大久保　豪

◆科目担当者 大久保　豪

◆オフィスアワー・場所 講義の前後に直接ご質問いただくか、メール（suguruokubo@gmail.com）

◆授業のねらい
基本的な統計手法・考え方について、得られた標本データを解析・整理・要約する
ための記述統計学、その解析結果から母集団における状況を推測するための推測統
計学について、その基礎的内容を具体例を用いて教授する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標

・基本的な統計値の意味を理解する。
・基本的な統計値を用いて、看護学的な知識について説明できるようになる。
・記述統計と推測統計の違いを理解する。
・統計的仮説検定の意味を理解し、結果の解釈ができるようになる。

◆教科書
なし　必要に応じて、参考図書に示した『系統看護学講座　統計学』を参照しま
す。

◆参考図書 高木晴良. (2016)『系統看護学講座　統計学』7版. 医学書院.

◆評価方法 授業内小テスト50%　レポート課題50%

◆課題に対するフィードバック 適宜、講義内で実施する。Webアプリケーションやメールなども用いる。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

前回の内容の復習をしてから講義に臨むこと。また、日々、保健・医療・福祉につ
いて報道される定量的なデータについて、その意味するところやデータとしての価
値を意識すること。参考図書を読んでから臨んで頂く必要がある場合は、事前に知
らせます。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
講義の内容の復習、分からない点があればぜひ積極的に講師に質問してみて下さ
い。

◆【第1回】項目 統計学とは

◆【第1回】講義内容 統計学の基本的な考え方、算数・数学との違い　定量的研究における誤差

◆【第1回】担当者 大久保　豪

◆【第2回】項目 基本的な統計量（平均、中央値など）

◆【第2回】講義内容 定量的なデータの平均、標準偏差、中央値、四分位点、範囲など基本的な統計量

◆【第2回】担当者 大久保　豪

◆【第3回】項目 統計学におけるデータの種類
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統計学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】講義内容 統計学において使用するデータの種類（連続変量、カテゴリカル変数）

◆【第3回】担当者 大久保　豪

◆【第4回】項目 統計学における図表の使用　1

◆【第4回】講義内容 表の使い方について　特に基本属性の表、クロス集計表（2×2、n×n）の見方

◆【第4回】担当者 大久保　豪

◆【第5回】項目 統計学における図表の使用　2

◆【第5回】講義内容 グラフやヒストグラムの読み方、使い方について説明する。

◆【第5回】担当者 大久保　豪

◆【第6回】項目 統計学における推定

◆【第6回】講義内容
母集団と標本集団の考え方について　無作為抽出（random sampling）の意義と手
法　信頼区間の考え方

◆【第6回】担当者 大久保　豪

◆【第7回】項目 統計学的検定について

◆【第7回】講義内容 仮説検定の考え方　帰無仮説　統計学的検定の歴史

◆【第7回】担当者 大久保　豪

◆【第8回】項目 クロス集計表における検定

◆【第8回】講義内容 Fisherの直接確率検定、カイ2乗検定（対応のない場合、対応のある場合）

◆【第8回】担当者 大久保　豪

◆【第9回】項目 連続変量の群間比較（パラメトリック検定）

◆【第9回】講義内容
t検定（対応のない場合、対応のある場合）、一元配置分散分析（ANalysis Of
VAriance; ANOVA）

◆【第9回】担当者 大久保　豪

◆【第10回】項目 連続変量の群間比較（ノンパラメトリック検定）

◆【第10回】講義内容
なぜノンパラメトリック検定が必要なのか、マン・ホイットニーのU検定、クラス
カル・ウォリス検定

◆【第10回】担当者 大久保　豪

◆【第11回】項目 相関係数

◆【第11回】講義内容
相関係数の考え方、ピアソンの積率相関係数、スピアマンの順位相関係数、相関係
数の解釈における注意点

◆【第11回】担当者 大久保　豪

◆【第12回】項目 単回帰分析

◆【第12回】講義内容 単回帰分析の概念、手法　実際にデータをみせながら行う予定

◆【第12回】担当者 大久保　豪

◆【第13回】項目 重回帰分析

◆【第13回】講義内容 重回帰分析の概念、手法　実際にデータをみせながら行う予定

◆【第13回】担当者 大久保　豪

◆【第14回】項目 ロジスティック回帰分析

◆【第14回】講義内容 ロジスティック回帰分析の概念、手法　実際にデータをみせながら行う予定

◆【第14回】担当者 大久保　豪

◆【第15回】項目 これまでの内容の復習

◆【第15回】講義内容 14回までに話した内容をふり返る

◆【第15回】担当者 大久保　豪
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英語Ⅱ（会話）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/グローバルコミュニケーション

◆1単位当たりの時間 (30時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 演習

◆科目名 English II Conversation

◆科目責任者 林美穂子

◆科目担当者 Jim Henderson

◆オフィスアワー・場所 Please make enquiries by emailing me or asking the nursing staff.

◆授業のねらい

By the end of this course, students should be able to:
Identify and name most human body parts in English.
Pronounce and recommend major hospital departments for various medical problems in
English.
Recognize, name, and know the functions of common hospital objects in English.
Use basic prepositions of place to describe the location of items.
Initiate, sustain and conclude simple conversations with English-speaking foreigners.
Initiate, sustain and conclude simple conversations with English-speaking colleagues or
friends.
Summarize, introduce, and explain most international news in English.

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

●

◆到達目標

1. 医療現場における初歩的オーラル・コミュニケーションに習熟する。
2. 他の人たちと英語でコミュニケーションをとる積極的態度を身につける。
3. 文法の理解に基づき、英文の内容を正しく聞き、正しく話し、正しく読み書きすることが
できる。

◆教科書
Vital Signs: Essential English for Healthcare Professionals, Vivian Morooka, Terri Sugiura;
NAN’UN-DO

◆参考図書

Essential Grammar in Use: A Self-Study Reference and Practice Book for Elementary
Learners of English. Written by Raymond Murphy, published by Cambridge
Online Adaptive Learning course guaranteed to improve English reading, listening, and
grammar skills, as well as TOEIC Scores and CEFR levels: https://www.reallyenglish.com/
Two Online News Sites with thousands of simplified news articles for non-native English
speakers: https://breakingnewsenglish.com/ and https://www.newsinlevels.com/
Learn English with the World’s best Videos: https://www.englishcentral.com/videos

◆評価方法
Two Tests 50%
Class participation 30%
Homework 20%
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英語Ⅱ（会話）

シラバス項目名 シラバス内容

◆課題に対するフィードバック

Homework will be given every week and will include reviewing and completing sections in
the textbook, as well as some supplementary work sheets handed out to review
vocabulary and or grammar points. The supplementary sheets will be graded and returned
to students.

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
Prior to class, students should check unfamiliar vocabulary in the next unit of the text,
review the last units and complete any other assigned homework tasks.

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
After class, students should review the vocabulary and grammar covered in class and
complete any homework sheets assigned.

◆【第1回】項目 Orientation and Course Overview

◆【第1回】講義内容
We will look at how the classes will be conducted, the type of activities we will be doing,
and what we will be covering in the text book, along with how evaluation will be broken
down. This will be followed by some ice-breaking conversation starters.

◆【第1回】担当者 Jim Henderson

◆【第2回】項目 Introductions: Starting and Maintaining Conversations, Introducing Others

◆【第2回】講義内容
Self-introductions, starting and keeping conversations going, and concluding
conversations with people you have just met. Introducing others to the class,

◆【第2回】担当者 Jim Henderson

◆【第3回】項目 Greeting/Parting from Colleagues and PersonalNews

◆【第3回】講義内容
Practicing greeting and parting from new people and colleagues/friends. Introduction to
personal news dialogues. Dialogue performances up front.

◆【第3回】担当者 Jim Henderson

◆【第4回】項目 Hospital Departments & International News Summarizing

◆【第4回】講義内容
Introduction to Unit One in the textbook. Exchanging information and appropriate
question forms and Hospital Departments in English.Introduction to a six-step National
news summarizing activity. Summarizing news and writing proper paragraphs.

◆【第4回】担当者 Jim Henderson

◆【第5回】項目 Hospital Departments & Medical Problems

◆【第5回】講義内容
Review and quiz contest on identifying hospital departments in English as well as an
activity to determine which medical problems belong to which hospital department.

◆【第5回】担当者 Jim Henderson

◆【第6回】項目 Human Body Parts & News Summarizing Task

◆【第6回】講義内容
Introduction to unit 3 in the text. Fill the blanks listening task on directing patients to
appropriate departments. Identifying human body parts. International news summarizing
activity based on a narrated English News article.

◆【第6回】担当者 Jim Henderson

◆【第7回】項目 Body Parts & Symptoms of Illnesses

◆【第7回】講義内容
Warm-up personal news activity. Review of body parts and introduction to Unit 4 of the
text: Illnesses. Fill the blanks listening task on dealing with patients. Using different
tenses to explain symptoms.

◆【第7回】担当者 Jim Henderson

◆【第8回】項目 Review & Mid-Term Test

10



英語Ⅱ（会話）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第8回】講義内容 Review & Mid-Term Test

◆【第8回】担当者 Jim Henderson

◆【第9回】項目 Test Results & Daily Routines

◆【第9回】講義内容
Students can look at the results of the mid-term test. We will start Unit 5 in the text:
Daily routines in the hospital and do a fill the blanks listening task on daily routines.
Explaining daily routines to patients.

◆【第9回】担当者 Jim Henderson

◆【第10回】項目 Hospital Routines & News Summarizing Task

◆【第10回】講義内容
Review of various verb tenses and personal routines. Asking and answering questions
about hospital rules and schedules. International News Summarizing Activity.

◆【第10回】担当者 Jim Henderson

◆【第11回】項目 Hospital Objects & Countable and Uncountable Nouns

◆【第11回】講義内容
Identifying hospital objects. We will start Unit 6 in the text: Hospital Objects and do a fill
the blanks listening task on hospital objects. We will also look at the importance of
identifying countable/uncountable nouns.

◆【第11回】担当者 Jim Henderson

◆【第12回】項目 Hospital Objects & Location of Objects

◆【第12回】講義内容
Review of hospital objects through a contest. Using prepositions of place to explain the
location of various hospital objects and an introduction to unit 7 in the text: Location of
Objects. Fill the blanks listening activity on prepositions of place and hospital objects.

◆【第12回】担当者 Jim Henderson

◆【第13回】項目 Hospital Directions & Instructions

◆【第13回】講義内容
We will start Unit 8 in the text: Hospital Directions and Instructions and do a fill the
blanks listening task on giving directions. We will also practice asking for and giving
directions and instructions in hospitals.

◆【第13回】担当者 Jim Henderson

◆【第14回】項目 More Hospital Directions & Instructions

◆【第14回】講義内容
We will continue with hospital directions and instructions and review Units 5-8 as well as
a quiz contest on body parts.

◆【第14回】担当者 Jim Henderson

◆【第15回】項目 Final Review and Reflections

◆【第15回】講義内容
We will review what has been covered in the text, look at what items will be on the final
test, and share final reflections on some of the primary objectives of the course.

◆【第15回】担当者 Jim Henderson
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英語Ⅱ（会話）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/グローバルコミュニケーション

◆1単位当たりの時間 (30時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 演習

◆科目名 英語Ⅱ（会話） 選択

◆科目責任者 林美穂子

◆科目担当者 横田まり子

◆オフィスアワー・場所 最初の授業でメールアドレスをお伝えします。

◆授業のねらい

日常生活、および医療現場で必要なコミュニケーション能力の基礎力をつける こ
とを目標とします。看護師は患者さんやそのご家族だけでなく、他のメディ カ
ル・ワーカーたちとも、さまざまなかたちで、心のこもった、また精確な意 思疎
通を図ることをせまられます．時に応じてそれを英語で行なう必要も出て きま
す。そういう将来像を思い描きながら、積極的な姿勢で英語の各種技能の 習得に
努めてもらいます。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

●

◆到達目標

1. 医療現場において必要な基本的な専門用語・英語表現を理解し、使うことが で
きる。
2. 積極的に他の人たちと英語でコミュニケーションをとることができる。
3. 文法の理解に基づき、英文の内容を正しく聞き、正しく話し、正しく読み書 き
することができ

◆教科書
Let’s Listen, Speak, and Learn 臨床看護英語（第６版）、著者 仁木久恵、
Nancy Sharts-Hopko, 横田まり子、発行年 2020 年 出版社 医学書院

◆参考図書 授業時に随時指示

◆評価方法

* 参加度（予習状況、授業態度など）：20%
* 会話パフォーマンス：30%
* 小テスト：30%
* レポート: 20%

◆課題に対するフィードバック
授業の性質上、会話パフォーマンス等の課題については毎回の授業時にその場で、
テストや課題については次回の授業時も含め必要に応じ、学生各自にフィ ード
バックを行う

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
次回の授業で扱う予定の Lesson の語彙・表現を調べ内容に目を通し、わからない
箇所・学ぶべきポイントを自ら把握しておく。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
その週に扱った Lesson の課題を行い、学んだ語彙・表現などを含めて復習をす
ることに加え、日常の生活の中でも英語に触れる習慣をつけていく。

◆【第1回】項目 Orientation

◆【第1回】講義内容 Orientation and classroom English

◆【第1回】担当者 横田まり子

◆【第2回】項目 Chapter 1: Checking In

◆【第2回】講義内容
Checking In
Registration Form

◆【第2回】担当者 横田まり子
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英語Ⅱ（会話）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】項目 Chapter 2: General Consultation

◆【第3回】講義内容
General Consultation
Clinical Department

◆【第3回】担当者 横田まり子

◆【第4回】項目 Chapter 3:Vital Signs

◆【第4回】講義内容
Vital Signs
The Human Body (1)

◆【第4回】担当者 横田まり子

◆【第5回】項目 Chapter 4: Admission and Orientation to the Hospital Routine

◆【第5回】講義内容
Admission and Orientation to the Hospital Routine
Hospital Unit

◆【第5回】担当者 横田まり子

◆【第6回】項目 Chapter 5: Data Collection from Patients

◆【第6回】講義内容
Data Collection from Patients
Severity and Types of Pain

◆【第6回】担当者 横田まり子

◆【第7回】項目 Chapter 6: Daily Activities

◆【第7回】講義内容
Daily Activities
The Human Body (2)

◆【第7回】担当者 横田まり子

◆【第8回】項目 Review

◆【第8回】講義内容 Review of Chapter 1-6, Extra Activity #1

◆【第8回】担当者 横田まり子

◆【第9回】項目 Chapter 7: Tests

◆【第9回】講義内容
Tests
The Human Body (3)

◆【第9回】担当者 横田まり子

◆【第10回】項目 Chapter 8: Procedures

◆【第10回】講義内容
Procedures
The Human Body (4)

◆【第10回】担当者 横田まり子

◆【第11回】項目 Chapter 9: Positioning the Patient in Bed

◆【第11回】講義内容
Positioning the Patient in Bed
Common Illnesses and Conditions

◆【第11回】担当者 横田まり子

◆【第12回】項目 Chapter 10: Bath and Comfort

◆【第12回】講義内容
Bath and Comfort
Prefixes (1)

◆【第12回】担当者 横田まり子

◆【第13回】項目 Chapter 11: Patient Teaching

◆【第13回】講義内容
Patient Teaching
Prefixes (2)

◆【第13回】担当者 横田まり子

◆【第14回】項目 Chapter 12: Small Talk

◆【第14回】講義内容
Small Talk
Common Abbreviations

◆【第14回】担当者 横田まり子

◆【第15回】項目 Review

◆【第15回】講義内容 Review of Lesson 7-12, Extra Activity #2

13



英語Ⅱ（会話）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】担当者 横田まり子
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栄養学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/病気と治療

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 栄養学

◆科目責任者 宮澤　靖

◆科目担当者 宮澤　靖

◆オフィスアワー・場所 講義終了後20分程度 非常勤講師控室または講義教室

◆授業のねらい

保健・医療・福祉の場面において多職種の協働は必須である。個人または集団の健
康の維持・増進あるいは患者の治療において、生活の基盤となる食と健康を考え、
看護の専門性をいかした責務を果たすことが求められる。本科目では、看護の基礎
となる栄養・代謝の基礎知識及び健康管理や臨床現場で必要となる栄養治療の基礎
を理解することをめざす。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標

1)保健・医療・福祉における栄養の意義を理解し、栄養・食事療法を介した疾患の
予防と治療において、看護師としての責務を果たそうとすることができる
2)栄養ケアおよび栄養サポートの意義及びそのプロセスを理解し、概説できる
3)ライフステージに応じた栄養と健康の基礎を理解し、概説できる
4)各疾病の栄養・代謝を学ぶことで、栄養と疾病の関連性を理解し、栄養状態を適
正化する方法を習得することができる

◆教科書

◆参考図書 キーワードでわかる臨床栄養　改訂版　大熊 利忠　2015　羊土社

◆評価方法 定期試験80％　課題への取り組み20％

◆課題に対するフィードバック 課題を実施の際、終了後に質問を受け付ける

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 教科書の該当箇所を30分程度学習し、受講することが望ましい

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 講義で学んだことを振り返り、自分の考えも整理しておくこと

◆【第1回】項目 看護と栄養

◆【第1回】講義内容

1) 栄養サポートにおける看護師の役割
2) 日本人の栄養状態と課題
3) 栄養関連指針
4) チーム医療・地域医療における栄養ケア
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栄養学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】担当者 宮澤　靖

◆【第2回】項目 栄養状態の評価・判定

◆【第2回】講義内容
1) 栄養素の代謝
2) 日本人の食事摂取基準
3) 栄養アセスメント・スクリーニング法

◆【第2回】担当者 宮澤　靖

◆【第3回】項目 ライフステージと栄養①

◆【第3回】講義内容
1) 乳児期・幼児期
2) 学童期
3) 思春期・青年期

◆【第3回】担当者 宮澤　靖

◆【第4回】項目 ライフステージと栄養②

◆【第4回】講義内容
1) 成人期
2) 妊娠期・授乳期
3) 高齢期

◆【第4回】担当者 宮澤　靖

◆【第5回】項目 臨床栄養

◆【第5回】講義内容
1) 栄養補給法
2) 病院食
3）低栄養・摂食障害

◆【第5回】担当者 宮澤　靖

◆【第6回】項目 疾患と栄養①

◆【第6回】講義内容
1) 糖尿病・内分泌疾患
2）肝疾患

◆【第6回】担当者 宮澤　靖

◆【第7回】項目 疾患と栄養②

◆【第7回】講義内容
1) 循環器・呼吸器疾患
2) 腎疾患

◆【第7回】担当者 宮澤　靖

◆【第8回】項目 疾患と栄養③

◆【第8回】講義内容

1) 血液疾患
2) 術前術後・救命救急
3) 治療を要する小児疾患
4）その他、特殊疾患栄養サポート

◆【第8回】担当者 宮澤　靖

◆【第9回】項目 定期試験
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シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/病気と治療

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 生化学

◆科目責任者 阿部　晃久

◆科目担当者 宮澤　啓介、高野　直治、森谷　昇太、阿部　晃久

◆オフィスアワー・場所 随時・生化学第一実験室（第一校舎一階）

◆授業のねらい

生化学は化学の立場から生命現象を探求する学問である。ヒトを含む生命体は、生
物の基本単位である細胞が外界との接触で様々な栄養素を取り入れ、同化（合成）
および異化（分解）作用を通して常に物質交代を行っている。この物質交代の過程
を代謝という。生化学では、栄養素を化学的な面から学び、生体内における代謝に
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

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力を身につける。

×

◆到達目標
栄養素を核酸、アミノ酸、タンパク質、糖質、脂質、ビタミンに分け、各々の基本
的な化学構造と代謝を説明できる。さらに、看護に必要とされる各栄養素の消化器
官を介した消化、吸収過程を説明できる。

◆教科書 系統看護学講座　生化学　人体の構造と機能②/医学書院

◆参考図書 授業時に提示する。

◆評価方法 定期試験100 %

◆課題に対するフィードバック 授業時に毎回確認問題を配布。授業終了時に質問を受け付ける。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
授業は教科書に沿って進めるので、教科書は毎回持参すること。授業前には、予定
されている講義内容の範囲に目を通してくることが望ましい。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 授業後には、記憶の新しいうちに講義内容を整理し文章化しておくことを進める。

◆【第1回】項目 生化学・栄養学を学ぶための基礎知識

◆【第1回】講義内容
〔概論〕細胞の構造と機能、栄養素の種類と働き、物質代謝（代謝異常）、セント
ラルドグマ、核酸代謝

◆【第1回】担当者 宮澤　啓介

◆【第2回】項目 核酸と遺伝

◆【第2回】講義内容 DNAとRNA:成分と働き、分解と合成、DNAの複製と校正、転写と翻訳

◆【第2回】担当者 高野　直治

◆【第3回】項目 アミノ酸・タンパク質　(I)

◆【第3回】講義内容
アミノ酸・タンパク質　(I) タンパク質の定義、構造、性質、必須アミノ酸-成分
分類
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シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】担当者 森谷　昇太

◆【第4回】項目 アミノ酸・タンパク質　(II)

◆【第4回】講義内容
タンパク質の役割（機能による分類）、アミノ酸代謝、食物中のタンパク質の消化
と吸収

◆【第4回】担当者 森谷　昇太

◆【第5回】項目 糖質 (I)

◆【第5回】講義内容
糖質の定義（単糖-二糖-多糖）、解糖系-クエン酸回路-電子伝達系、糖新生-グリ
コーゲン合成・分解、糖代謝異常と疾患

◆【第5回】担当者 高野　直治

◆【第6回】項目 糖質 (II)

◆【第6回】講義内容 ペントースリン酸経路、糖代謝に関わるビタミン、食物中の糖質の消化と吸収

◆【第6回】担当者 高野　直治

◆【第7回】項目 脂質 (I)

◆【第7回】講義内容 脂質の定義・種類、必須脂肪酸、β-酸化、ケトン体、脂質の合成

◆【第7回】担当者 阿部　晃久

◆【第8回】項目 脂質 (II)

◆【第8回】講義内容
コレステロール、コレステロールを材料とする成分、脂溶性ビタミン、食物中の脂
質の消化と吸収

◆【第8回】担当者 阿部　晃久
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臨床心理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/病気と治療

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 臨床心理学

◆科目責任者 中村有希

◆科目担当者 中村有希

◆オフィスアワー・場所 非常勤講師室　木曜午前中

◆授業のねらい

看護師は、身体疾患や精神疾患によるストレスや欲求不満を抱える患者に対して、患者
の心理的能力を協応させ、治療を促進するよう支援する必要がある。臨床心理学の中で
心の治療の中核に位置している「心理療法（psychotherapy）」は、患者の心理的能力の覚
醒と変化に向けた理論と技法を有している。本講義では、精神分析的心理療法の理論を
基盤とした人間の心の働きと精神病理、治療の実際を学ぶ。看護対象者の心の動きを捉
え、患者の能力及び精神病理に基づいた看護実践ができるための基礎知識を身につけ
ることが狙いである。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標
1.精神分析理論に基づいた心の働きを理解することができる。2.精神病理にはどのような
ものがあるかが分かる。3.看護対応の留意点を考察することができる。4.看護師として対
象者を支援する際の臨床的態度を学ぶことができる。

◆教科書
小谷英文(2020)精神分析的システムズ心理療法　−人は変われる−　第2刷 (ソフトカバー)
PAS心理教育研究所出版部

◆参考図書
宇佐美しおり・野末聖香(編)(2009)精神看護スペシャリストに必要な理論と技法　日本看護
協会出版会(中村有希 第5章「精神療法とカウンセリング」p.80-96)

◆評価方法 定期試験　100%

◆課題に対するフィードバック 試験終了後、必要な学生には問題別にフィードバックする。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 講義開始までにテキストの必要箇所を読んでくること。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
毎回授業で学んだことを整理し、ノートにまとめておくこと。不明な点はそのままにせず、テ
キストを読んで確認するか、次の授業までに質問すること。

◆【第1回】項目 臨床心理学とは

◆【第1回】講義内容 本講義の目的および到達目標の確認・臨床心理学の定義（教科書第3章）

◆【第1回】担当者 中村有希

◆【第2回】項目 臨床心理学の成り立ち①

◆【第2回】講義内容 フロイト以前・フロイト以降（教科書第6章 p.214-230）

◆【第2回】担当者 中村有希

◆【第3回】項目 臨床心理学の成り立ち②
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臨床心理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】講義内容 人間性回復運動・心理療法黄金期（教科書第6章 p.214-230）

◆【第3回】担当者 中村有希

◆【第4回】項目 心の働き：人格構造と人格機能

◆【第4回】講義内容 フロイトの局所論と構造論・自我の適応機能と防衛機制（教科書第2、3章）

◆【第4回】担当者 中村有希

◆【第5回】項目 心の発達理論

◆【第5回】講義内容 子どもと大人の発達課題（教科書第5章）

◆【第5回】担当者 中村有希

◆【第6回】項目 性格：人格理論

◆【第6回】講義内容 パーソナリティスタイルの基本図式（教科書第3章・付録2）

◆【第6回】担当者 中村有希

◆【第7回】項目 病理：精神病理とその治療

◆【第7回】講義内容 精神病・人格障害・神経症（教科書第3章）

◆【第7回】担当者 中村有希

◆【第8回】項目 現代の臨床心理学と看護

◆【第8回】講義内容 セルフケアプログラムとセルフケアセラピィ（第6章 p.190-194, p.207-210）

◆【第8回】担当者 中村有希
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診断治療学Ⅰ（内科・外科）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/病気と治療

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 診断治療学Ⅰ（内科・外科）

◆科目責任者 内田康太郎

◆科目担当者

大久保 ゆかり、肥田　敏、小菅　寿徳、福田　尚司、関根　秀介、石﨑　哲央、
河野　雄太、大平　達夫、沢田　哲治、立岩　俊之、杉本　光繁、吉益　悠、永川
裕一、三輪　隆、長井　美穂、佐竹　直哉、河手　敬彦、伊藤　良和、酒井　裕
幸、後藤　浩、西山　信宏、清水　聰一郎

◆オフィスアワー・場所
授業終了後に受ける。
講義後以外の質問は看護学科学務課を通して⾏うこと。

◆授業のねらい

健康障害をもつ対象者を観察し判断するために必要な医学的知識について学ぶ。具
体的には、器官系統別に解剖・⽣理を復習し、それらの機能に悪影響をおよぼす要
因、障害が起こるメカニズムについて理解し、代表的な疾患を中⼼に、診断・治
療・看かたを学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標
１．代表的な疾患の特徴と診断および治療⽅法を理解できる。
２．外科侵襲の定義とその⽣体反応、術前術後管理と合併症について理解できる。

◆教科書

【医学書院】
系統看護学講座 別巻 臨床外科看護総論 第11版
系統看護学講座 別巻 臨床外科看護各論 第9版
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学2 呼吸器
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学3 循環器
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学4 血液・造血器
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学5 消化器
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学6 内分泌・代謝
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学7 脳・神経
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学8 腎・泌尿器
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学10 運動器
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学11 アレルギー　膠原病　感染症
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学12 皮膚
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学13 眼
系統看護学講座 専⾨分野Ⅱ 成⼈看護学14 耳鼻咽喉
＊各回の該当教科書は別途資料を参照してください。

◆参考図書 なし

◆評価方法 定期試験100％

◆課題に対するフィードバック 各担当教員により必要時、適宜フィードバックする。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 事前に教科書や参考書の該当箇所を読み、ポイントを整理してから受講すること。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 配布資料と講義の内容と教科書等を参考にしてノートに整理して復習すること。
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診断治療学Ⅰ（内科・外科）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】項目 外科学  外科学総論

◆【第1回】講義内容
外科患者の病態の基礎、外科患者へのアセスメント、⼿術侵
襲、炎症、感染、腫瘍、外傷について学習する。

◆【第1回】担当者 石﨑　哲央

◆【第2回】項目
外科学
 ⿇酔学

◆【第2回】講義内容
⿇酔
周術期の管理

◆【第2回】担当者 関根　秀介

◆【第3回】項目
内科学
 循環器疾患(1)

◆【第3回】講義内容
⼼臓の構造と機能を理解したうえで、⼼臓疾患の病態、診
断、治療法について学習する。

◆【第3回】担当者 肥田　敏

◆【第4回】項目
内科学
 循環器疾患(2)

◆【第4回】講義内容
循環の原則、⾎管の各部位の構造と機能、⾎圧を規定する要
素について解説したうえで、動脈硬化、⾼⾎圧症病態、診断
および治療について学習する。

◆【第4回】担当者 小菅　寿徳

◆【第5回】項目 外科学  循環器疾患

◆【第5回】講義内容
冠動脈疾患、弁膜症、⼤動脈・末梢⾎管疾患、先天性⼼疾患
などの外科的治療に関する治療内容、術前術後管理、開胸⼿
術⽅法による影響の概略について学習する。

◆【第5回】担当者 福田　尚司

◆【第6回】項目 内科学  呼吸器疾患

◆【第6回】講義内容
呼吸とは何かをとらえ、その障害の種類によって呼吸機能障
害も異なることを理解する。疾患としては、閉塞性換気障害
と拘束性換気障害を中⼼に講義をおこなう。

◆【第6回】担当者 河野　雄太

◆【第7回】項目 外科学  呼吸器・胸部疾患

◆【第7回】講義内容
呼吸器の解剖、⽣理学的基本事項
肺腫瘍、縦隔腫瘍、胸膜疾患の診断と治療

◆【第7回】担当者 大平　達夫

◆【第8回】項目 内科学  免疫、アレルギー性疾患

◆【第8回】講義内容
膠原病およびその類縁疾患とアレルギー性疾患の概念、代表
的疾患（関節リウマチ、全⾝性エリテマトーデス、アナフィ
ラキシーなど）の診断と治療について概説する

◆【第8回】担当者 沢田　哲治

◆【第9回】項目
外科学
 運動器疾患

◆【第9回】講義内容
⾻粗鬆症、⼤腿⾻頚部⾻折、脊椎圧迫⾻折、脱⾅・捻挫、腰
椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱

◆【第9回】担当者 立岩　俊之

◆【第10回】項目
内科学
 ⽪膚科疾患

◆【第10回】講義内容

①接触⽪膚炎、アトピー性⽪膚炎、蕁⿇疹
②薬疹、乾癬、⽔疱症
③褥瘡、熱傷
④ヘルペス（帯状疱疹）、⽩癬、疥癬

◆【第10回】担当者 大久保 ゆかり

◆【第11回】項目 上部消化管

◆【第11回】講義内容 ⾷道癌、胃炎、胃・⼗⼆指腸潰瘍、胃癌

◆【第11回】担当者 杉本　光繁
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診断治療学Ⅰ（内科・外科）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第12回】項目 下部消化管

◆【第12回】講義内容 ⾍垂炎、クローン病、潰瘍性⼤腸炎、⼤腸癌

◆【第12回】担当者 石﨑　哲央

◆【第13回】項目 肝臓疾患

◆【第13回】講義内容

ウイルス肝炎(急性肝炎・慢性肝炎)の病態、診断、治療につ
いて概説する。劇症肝炎の病態について解説する。肝硬変の
病態、診断、治療について概説する。肝癌の診断、治療につ
いて解説する。

◆【第13回】担当者 吉益　悠

◆【第14回】項目
外科学
 腎・泌尿器疾患

◆【第14回】講義内容
泌尿器科悪性疾患（腎臓癌、尿路上⽪癌、前⽴腺癌、精巣腫
瘍等）、下部尿路閉塞症（前⽴腺肥⼤症、神経因性膀胱） 
尿路結⽯症、尿路感染症、副腎腫瘍、腎移植、男性不妊症

◆【第14回】担当者 佐竹　直哉

◆【第15回】項目 胆道・膵臓疾患

◆【第15回】講義内容 胆⽯症、急性膵炎、慢性膵炎、膵臓癌

◆【第15回】担当者 永川　裕一

◆【第16回】項目
内科学
 内分泌・代謝疾患(1)

◆【第16回】講義内容
糖尿病、低⾎糖症(含インスリノーマ)、脂質異常症、痛⾵・
⾼尿酸⾎症

◆【第16回】担当者 三輪　隆

◆【第17回】項目
内科学
 腎・泌尿器疾患

◆【第17回】講義内容 腎臓内科領域の疾患の病態・診断・治療の概要を学習する。

◆【第17回】担当者 長井　美穂

◆【第18回】項目
外科学
 乳腺疾患

◆【第18回】講義内容 乳癌の疫学、診断、治療およびその他の乳腺疾患

◆【第18回】担当者 河手　敬彦

◆【第19回】項目
内科学
 ⾎液・造⾎器疾患

◆【第19回】講義内容

⾻髄不全の診断と治療
造⾎器腫瘍の診断と治療、⽀持療法
造⾎幹細胞移植
出⾎性疾患の診断と治療

◆【第19回】担当者 伊藤　良和

◆【第20回】項目
内科学
 脳・神経疾患(1)

◆【第20回】講義内容

脳・神経は複雑な機能を営み、その障害は多彩な症状を⽣
む。このため、この機能局在を系統的に概説してこれらの理
解を深めるとともに疾患やその診断・治療との関連を解説す
る。

◆【第20回】担当者 清水　聰一郎

◆【第21回】項目
内科学
 脳・神経疾患(2)

◆【第21回】講義内容
脳・神経疾患の各論として、アルツハイマー病、パーキンソ
ン病、脳卒中、脳腫瘍、頭部外傷、感染症、脱髄性疾患、脊
髄疾患、末梢神経・筋疾患について概説する。

◆【第21回】担当者 清水　聰一郎

◆【第22回】項目
内科学
 内分泌・代謝疾患(2)
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診断治療学Ⅰ（内科・外科）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第22回】講義内容

下垂体疾患（先端巨⼤症、⾼プロラクチン⾎症、汎下垂体機
能低下症（シーハン症候群）、尿崩症）、甲状腺疾患（甲状
腺中毒症、甲状腺機能低下症）、副甲状腺機能亢進症（⾼カ
ルシウム⾎症）、副腎疾患（クッシング症候群、原発性アル
ドステロン症、褐⾊細胞腫）、副腎不全（アジソン病）、多
発性内分泌腫瘍

◆【第22回】担当者 酒井　裕幸

◆【第23回】項目
外科学
 眼疾患

◆【第23回】講義内容

視覚に関わる眼球、眼付属器、視中枢について解説する。視
覚障害の原因となる①⽩内障、②緑内障、③網膜剥離、④糖
尿病網膜症、⑤加齢⻩斑変性、⑥その他の眼疾患について、スライドで実
例を提⽰しながら解説する。治療の実際についても供覧し、
併せて周術期における看護のポイントを概説する。

◆【第23回】担当者 後藤　浩

◆【第24回】項目
外科学
 ⽿⿐・咽喉疾患

◆【第24回】講義内容
⽿⿐咽喉科領域の代表的な疾患である難聴、中⽿炎、めま
い、副⿐腔炎、⾳声障害、頭頸部腫瘍、感染症の病態、診
断、治療、予後について学ぶ。

◆【第24回】担当者 西山　信宏
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診断治療学Ⅱ（小児科）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/病気と治療

◆1単位当たりの時間 (15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 診断治療学Ⅱ（小児科）

◆科目責任者 小穴 信吾

◆科目担当者 柏木保代、山中岳、西亦繁雄、長尾竜兵、菅波祐介、森地振一郎、奈良昇乃助

◆オフィスアワー・場所 授業終了後・教務室

◆授業のねらい

新生児および小児に生じる健康障害について、発生の過程、回復促進の方法につい
て学習する。とくに新生児および小児特有の身体的特徴、検査データについて理解
する。そのうえでいくつかの代表的な疾患について、検査の目的・方法、必要な検
査データとその意味について理解したうえで、診断、治療について学習する。（全
8回）

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標
こどもの成長・発達を理解するとともに、こども特有の疾病に関する知識を習得す
る。

◆教科書 系統看護学講座　小児看護学2　小児臨床看護各論　医学書院

◆参考図書 系統看護学講座　解剖生理学　医学書院

◆評価方法 定期試験

◆課題に対するフィードバック 試験終了後、e自主自学により問題別にフィードバックをいたします。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 「小児看護学2　小児臨床看護各論」の該当箇所を予め読んでくる。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
講義資料は速やかにe-learningにアップしておくので、当日の講義内容を復習する
こと。

◆【第1回】項目 小児の主な疾患と診断･治療

◆【第1回】講義内容 先天異常・新生児疾患・染色体異常・低出生体重児の疾患

◆【第1回】担当者 菅波祐介

◆【第2回】項目 小児の主な疾患と診断･治療

◆【第2回】講義内容 ウイルス　細菌感染症・真菌感染症

◆【第2回】担当者 森地　振一郎

◆【第3回】項目 小児の主な疾患と診断･治療

◆【第3回】講義内容 小児に多い呼吸器・免疫・アレルギー疾患

◆【第3回】担当者 長尾竜兵

◆【第4回】項目 小児の主な疾患と診断･治療
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診断治療学Ⅱ（小児科）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第4回】講義内容 循環器疾患・先天性心疾患・川崎病

◆【第4回】担当者 奈良　昇乃助

◆【第5回】項目 小児の主な疾患と診断･治療

◆【第5回】講義内容 小児の消化器・腎・泌尿器疾患

◆【第5回】担当者 柏木　保代

◆【第6回】項目 小児の主な疾患と診断･治療

◆【第6回】講義内容 代謝疾患・内分泌疾患・糖尿病

◆【第6回】担当者 熊田　篤

◆【第7回】項目 小児の主な疾患と診断･治療

◆【第7回】講義内容 血液・悪性新生物

◆【第7回】担当者 西亦　繁雄

◆【第8回】項目 小児の主な疾患と診断･治療

◆【第8回】講義内容 神経・運動・痙攣・筋疾患

◆【第8回】担当者 山中　岳
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診断治療学IV（産婦人科）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/病気と治療

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 診断治療学IV（産婦人科）

◆科目責任者 野平知良

◆科目担当者 野平知良

◆オフィスアワー・場所 事前にtnohira@tokyo-med.ac.jpにメールして時間・場所を確認のこと。

◆授業のねらい
女性特有の疾患（ホルモン異常・腫瘍性病変・感染症）の医学知識を習得する。ま
た、周産期の正常・異常に関する知識を習得し、周産期医療が抱える社会的問題点
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

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力を身につける。

●

◆到達目標
女性特有の疾患（ホルモン異常・腫瘍性病変・感染症）、周産期の正常・異常に関
する医学的知識、および国内外における女性医学・周産期医学の特異性を列挙でき
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
系統看護学講座　成人看護学９　女性生殖器　医学書院

◆参考図書 系統看護学講座　解剖生理学　医学書院

◆評価方法
定期試験、プレテスト・ポストテスト、事前予習課題を8:1:1の比率で評価に用い
る。

◆課題に対するフィードバック 講義内の全体講義、e-learning上のコメントとして行う

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
前の講義で提示された課題やシラバスに掲載された次回講義範囲を教科書などで学
習し、疑問点などを自分で調べてから講義に臨むこと。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
講義で取り上げられた内容を資料・教科書で確認し、知識を整理しておくこと。ま
た、プレテスト・ポストテスト・講義内容を十分に復習し知識の定着を図ること。

◆【第1回】項目 女性生殖器の解剖・生理と診察

◆【第1回】講義内容
① 女性生殖器の解剖　② 性周期とホルモン
③ 婦人科の診察・処置（内診・膣鏡診）・画像診断（超音波断層法・子宮卵管造
影）

◆【第1回】担当者 野平知良

◆【第2回】項目 妊娠の成立・正常妊娠経過・母子保健

◆【第2回】講義内容
① 妊娠の成立（排卵・受精・着床）と分娩予定日　 胎児と胎児付属物の発育・評
価　③ 妊娠中の母体変化・妊婦健診・母子保健

◆【第2回】担当者 野平知良

◆【第3回】項目 分娩・産褥の生理

◆【第3回】講義内容 ① 分娩の３要素　② 正常分娩の経過　③ 正常分娩機転　④正常産褥

◆【第3回】担当者 野平知良
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診断治療学IV（産婦人科）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第4回】項目 妊娠中の異常１（妊娠初期・中期）

◆【第4回】講義内容 異所性妊娠、妊娠悪阻、流産・早産、血液型不適合妊娠

◆【第4回】担当者 野平知良

◆【第5回】項目 妊娠中の異常２（妊娠後期）

◆【第5回】講義内容 妊娠高血圧症候群（HDP）、HDP関連疾患、双胎、妊娠糖尿病

◆【第5回】担当者 野平知良

◆【第6回】項目 分娩・産褥期の異常、感染症

◆【第6回】講義内容 子宮復古不全、産科DIC、母子感染

◆【第6回】担当者 野平知良

◆【第7回】項目 生殖／内分泌

◆【第7回】講義内容 月経異常、無月経、性分化異常、不妊症

◆【第7回】担当者 野平知良

◆【第8回】項目 女性生殖器の腫瘍

◆【第8回】講義内容 子宮頸癌・子宮体癌、子宮筋腫・子宮腺筋症・子宮内膜症、卵巣腫瘍・卵巣癌

◆【第8回】担当者 野平知良
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看護対象論Ⅰ（ライフサイクル）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/生活環境と看護の対象

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 看護対象論Ⅰ（ライフサイクル）

◆科目責任者 鈴木祐子

◆科目担当者 小林　信　小室佳文　平井和恵　田所良之　鈴木祐子

◆オフィスアワー・場所

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

◆授業のねらい

人間発達学の観点から、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。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。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。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。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

●

◆到達目標

１．人間の発達について関心をもち、人間発達学の観点から対象者を理解する必要
性を説明できる。
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。
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）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。
４）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。
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）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。
４）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。

◆教科書
上田礼子,生涯人間発達学　改訂第2版増補版（三輪書店）
医学書院ｅテキスト　系統看護学講座2021年版

29



看護対象論Ⅰ（ライフサイクル）

シラバス項目名 シラバス内容

◆参考図書

・片田範子編集,こどもセルフケア看護理論（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）
・ナーシング・グラフィカ小児看護学①小児の発達と看護（メディカ出版）
・舟島なをみ,看護のための人間発達学　第4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）
・国民衛生の動向 2020/2021版(厚生の指標2020年8月増刊）（厚生労働統計協会）
・髙橋真理編集,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）
・久米美代子編著,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「老いを生きる」を支えることと
は 改訂第3版，2020（南江堂）

◆評価方法

定期試験　80％　　課題　20％
＊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1/2以上出席し、か
つ全体の2/3以上出席していることを要する。
＊この科目は「看護基礎実習」履修の前提科目です。

◆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（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

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（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
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。

◆【第1回】項目
授業オリエンテーション
人間の発達と概要

◆【第1回】講義内容
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

◆【第1回】担当者 小林　信

◆【第2回】項目 発達段階の概説

◆【第2回】講義内容
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

◆【第2回】担当者 小林　信

◆【第3回】項目 子どもの発達とは

◆【第3回】講義内容
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

◆【第3回】担当者 小室佳文

◆【第4回】項目 発達する子どもと家族の理解

◆【第4回】講義内容
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

◆【第4回】担当者 小室佳文

◆【第5回】項目 子どもの健康状態と発達への影響

◆【第5回】講義内容
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

◆【第5回】担当者 小室佳文

◆【第6回】項目 成人とは

◆【第6回】講義内容
1）成人とは
2）成人期（青年期・壮年期・向老期）の発達課題

◆【第6回】担当者 平井和恵

◆【第7回】項目 成人各期の特徴

◆【第7回】講義内容
成人期(青年期・壮年期・向老期)の身体・心理社会的特徴

◆【第7回】担当者 平井和恵
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看護対象論Ⅰ（ライフサイクル）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第8回】項目 成人の生活と健康①

◆【第8回】講義内容
1）成人保健の動向
2）生活習慣と健康

◆【第8回】担当者 平井和恵

◆【第9回】項目 成人の生活と健康➁

◆【第9回】講義内容
1）ストレスと健康
2）職業と健康

◆【第9回】担当者 平井和恵

◆【第10回】項目 老年期の特徴と発達課題

◆【第10回】講義内容
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

◆【第10回】担当者 田所良之

◆【第11回】項目 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

◆【第11回】講義内容 老年期の身体的変化と生活への影響

◆【第11回】担当者 田所良之

◆【第12回】項目 老年期における生活と健康問題、その支援２

◆【第12回】講義内容
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－

◆【第12回】担当者 田所良之

◆【第13回】項目 女性の生涯発達と身体、心理、社会

◆【第13回】講義内容

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

◆【第13回】担当者 鈴木祐子

◆【第14回】項目 現代女性の健康

◆【第14回】講義内容

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

◆【第14回】担当者 鈴木祐子

◆【第15回】項目 女性のライフサイクル各期の健康と課題

◆【第15回】講義内容

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

◆【第15回】担当者 鈴木祐子
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フィジカルアセスメント

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護援助の方法

◆1単位当たりの時間 （30時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 演習

◆科目名 フィジカルアセスメント

◆科目責任者 伊藤綾子

◆科目担当者
阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行、小室佳文、藤沼小智子、鈴木征
吾、岡本奈々子

◆オフィスアワー・場所
授業終了後または随時(事前のアポイントメントによる)、410研究室
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習得す
る。そして、その手技を用いて自覚症状やその経過などと照らし合わせながら面接
を行い、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

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力を身につける。

×

◆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）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、2020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
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30％(Online授業でのテストも含む）、事前・事後課題30％
(Online授業での課題を含む）

◆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（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
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（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
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。

◆【第1回】項目

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
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フィジカルアセスメント

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容

・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

◆【第1回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第2回】項目

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

◆【第2回】講義内容

・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

◆【第2回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第3回】項目 「食べる・栄養をとりこむ」機能のフィジカルアセスメント

◆【第3回】講義内容
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

◆【第3回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第4回】項目 「食べる・栄養をとりこむ」機能のフィジカルアセスメント

◆【第4回】講義内容
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

◆【第4回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第5回】項目 「排泄する」機能のフィジカルアセスメント

◆【第5回】講義内容
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

◆【第5回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第6回】項目 「排泄する」機能のフィジカルアセスメント

◆【第6回】講義内容
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

◆【第6回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第7回】項目 「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

◆【第7回】講義内容
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

◆【第7回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第8回】項目 「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

◆【第8回】講義内容
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

◆【第8回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第9回】項目 「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

◆【第9回】講義内容
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

◆【第9回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第10回】項目 「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

◆【第10回】講義内容
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

◆【第10回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行
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フィジカルアセスメント

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第11回】項目 「身体を守る」機能のフィジカルアセスメント

◆【第11回】講義内容
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

◆【第11回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第12回】項目 「身体を守る」機能のフィジカルアセスメント

◆【第12回】講義内容
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

◆【第12回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第13回】項目 「身体を守る」機能のフィジカルアセスメント

◆【第13回】講義内容
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

◆【第13回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第14回】項目 「身体を守る」機能のフィジカルアセスメント

◆【第14回】講義内容
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

◆【第14回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第15回】項目 「生命を維持する」機能のフィジカルアセスメント【循環】

◆【第15回】講義内容
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

◆【第15回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第16回】項目 「生命を維持する」機能のフィジカルアセスメント【循環】

◆【第16回】講義内容
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

◆【第16回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第17回】項目 「生命を維持する」機能のフィジカルアセスメント【循環】

◆【第17回】講義内容
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

◆【第17回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第18回】項目 「生命を維持する」機能のフィジカルアセスメント【呼吸】

◆【第18回】講義内容
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

◆【第18回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第19回】項目 「生命を維持する」機能のフィジカルアセスメント【呼吸】

◆【第19回】講義内容
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

◆【第19回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第20回】項目 「生命を維持する」機能のフィジカルアセスメント【呼吸】

◆【第20回】講義内容
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

◆【第20回】担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第21回】項目 「身体を動かす」機能のフィジカルアセスメント

◆【第21回】講義内容
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

◆【第21回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第22回】項目 「身体を動かす」機能のフィジカルアセスメント

◆【第22回】講義内容
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

◆【第22回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第23回】項目 「身体を動かす」機能のフィジカルアセスメント
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フィジカルアセスメント

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第23回】講義内容
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

◆【第23回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第24回】項目 「身体を動かす」機能のフィジカルアセスメント

◆【第24回】講義内容
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

◆【第24回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行

◆【第25回】項目 子どものフィジカルアセスメント①

◆【第25回】講義内容

【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

◆【第25回】担当者 藤沼小智子、小室佳文、鈴木征吾、岡本奈々子

◆【第26回】項目 子どものフィジカルアセスメント①

◆【第26回】講義内容

【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

◆【第26回】担当者 藤沼小智子、小室佳文、鈴木征吾、岡本奈々子

◆【第27回】項目 子どものフィジカルアセスメント②

◆【第27回】講義内容
【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

◆【第27回】担当者 藤沼小智子、小室佳文、鈴木征吾、岡本奈々子

◆【第28回】項目 子どものフィジカルアセスメント②

◆【第28回】講義内容
【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

◆【第28回】担当者 藤沼小智子、小室佳文、鈴木征吾、岡本奈々子

◆【第29回】項目
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

◆【第29回】講義内容

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。

◆【第29回】担当者
伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行、小室佳文、藤沼小智子、鈴木征
吾、岡本奈々子

◆【第30回】項目
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

◆【第30回】講義内容

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。

◆【第30回】担当者
伊藤綾子、阿部幸恵、杉原ひとみ、大和田信行、小室佳文、藤沼小智子、鈴木征
吾、岡本奈々子
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ヘルスプロモ―ション

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護援助の方法

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 ヘルスプロモ―ション

◆科目責任者 呉珠響

◆科目担当者 呉珠響　新井志穂

◆オフィスアワー・場所
対応可能な時間帯：午前9時00分～17時00分
場所：研究室（411）
※事前にメールにてアポイントをとる（ohchuhya@tokyo-maed.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

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力を身につける。

●

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

◆参考図書

1．健康格差対策の進め方 第1版　近藤尚己、2018年、医学書院
2. 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
3．公衆衛生看護テキスト2  公衆衛生看護技術、佐伯和子（編）、医歯薬出版株式
会社

◆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）（30％）、授業
参加への積極性（10％）により総合的に評価する。
2．遅刻・早退は2回で欠席1回とする。
3．授業開始時間から20分までは遅刻、20分以降は欠席とする。
4．再試験は実施しない。

◆課題に対するフィードバック 課題に対するフィードバックは、授業時間内にて行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり1.5～2時間以上

◆事前学習（内容） 講義の内容について予習し、不明な点を明確にする。

◆事後学習（時間） 1時限あたり1.5～2時間以上

◆事後学習（内容） 講義で学んだ内容を復習し、自身の考えを整理する。

◆【第1回】項目
オリエンテーション
人々の生活と健康

◆【第1回】講義内容 人々の生活と健康について考える

◆【第1回】担当者 呉珠響
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ヘルスプロモ―ション

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】項目 ヘルスプロモーションに関わる理念や理論、概念

◆【第2回】講義内容 公衆衛生の理念と活動の変遷、健康の定義について学ぶ

◆【第2回】担当者 呉珠響

◆【第3回】項目 ヘルスプロモーションの概念と動向

◆【第3回】講義内容 ヘルスプロモーションの概念と動向について学ぶ

◆【第3回】担当者 呉珠響

◆【第4回】項目 ヘルスプロモーション活動の実際

◆【第4回】講義内容 ヘルスプロモーション活動と看護職の役割について考える

◆【第4回】担当者 呉珠響

◆【第5回】項目 ヘルスプロモーションの実際①

◆【第5回】講義内容 事例を用いてヘルスプロモーションについて考える

◆【第5回】担当者 呉珠響　新井志穂

◆【第6回】項目 ヘルスプロモーションの実際②

◆【第6回】講義内容 事例を用いてヘルスプロモーションについて考える

◆【第6回】担当者 呉珠響　新井志穂

◆【第7回】項目 ヘルスプロモーションの実際③

◆【第7回】講義内容 事例を用いてヘルスプロモーションについて考える

◆【第7回】担当者 呉珠響　新井志穂

◆【第8回】項目 ヘルスプロモーションの実際④

◆【第8回】講義内容 事例を用いてヘルスプロモーションについて考える（発表）

◆【第8回】担当者 呉珠響　新井志穂
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看護サービス提供論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護提供のしくみ

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 看護サービス提供論

◆科目責任者 阿部　祝子

◆科目担当者 阿部　祝子

◆オフィスアワー・場所
講義終了後または事前にメール等で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

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力を身につける。

×

◆到達目標

1．看護サービスの提供のしくみを説明できる。
2．組織における看護職の位置づけを説明できる。
3．看護システム実習の学びとあわせて、組織としての効果的な看護サービスの提
供について自分の考えを述べることができる。

◆教科書 eテキスト系統看護学講座　看護の統合と実践[1]看護管理：医学書院

◆参考図書

eテキスト系統看護学講座　健康支援と社会保障制度[1]医療概論：医学書院
eテキスト系統看護学講座　専門基礎分野 総合医療論：医学書院
eテキスト系統看護学講座　看護の統合と実践[2]医療安全：医学書院
小六法(現代社会と法の履修者)

◆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％とする。数コマに
1回授業開始時に復習の試験を行う。試験配布開始時不在の場合は受験できない。
オンライン授業になった場合は、動画視聴履歴、毎回の確認テストの受験・ミニレ
ポートの提出をもって出欠を判断する。評価は最終テスト60%、確認テスト20%、ミ
ニレポート20%とする。

◆課題に対するフィードバック 講義中あるいは次回講義時に課題に対するフィードバックを行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
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。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）

はじめて学ぶ専門用語、概念等について、授業内容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。関連する
看護システム実習では、実習内容(実習中のメモ、実習記録)と関連づけて復習す
る。

◆【第1回】項目 オリエンテーション、看護サービスの基本

◆【第1回】講義内容 サービスとは、人々の生活のしくみと法・制度、システムの要件

◆【第1回】担当者 阿部　祝子

◆【第2回】項目 サービス提供の組織

◆【第2回】講義内容 組織の概念、組織図、病院組織の特徴、病院の看護部の位置づけ、看護部の組織

◆【第2回】担当者 阿部　祝子
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看護サービス提供論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】項目 マネジメント

◆【第3回】講義内容 マネジメントの概念、経営資源、組織の理念、看護マネジメントのレベル

◆【第3回】担当者 阿部　祝子

◆【第4回】項目 看護ケア提供システム

◆【第4回】講義内容 看護ケア提供システム、看護の継続性

◆【第4回】担当者 阿部　祝子

◆【第5回】項目 看護単位と看護職配置，看護師の勤務

◆【第5回】講義内容 看護単位、医療・看護必要度評価に基づく看護職配置、看護職の勤務

◆【第5回】担当者 阿部　祝子

◆【第6回】項目 看護職の労働

◆【第6回】講義内容 労働と雇用、看護職の人的マネジメント、WLB

◆【第6回】担当者 阿部　祝子

◆【第7回】項目 看護職のキャリア

◆【第7回】講義内容
看護職のキャリア発達と支援、職業人としての社会化(プロフェッショナリズム)、
看護職の専門高度化

◆【第7回】担当者 阿部　祝子

◆【第8回】項目 安全への組織の取り組み、まとめ

◆【第8回】講義内容 医療安全、労働安全、災害対応、診療情報(個人情報)の取り扱い

◆【第8回】担当者 阿部　祝子
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看護システム実習

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護提供のしくみ

◆1単位当たりの時間 （45時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 実習

◆科目名 看護システム実習

◆科目責任者 阿部　祝子

◆科目担当者 阿部　祝子、看護学科教員

◆オフィスアワー・場所
事前にメール等で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．患者に提供されている看護サービスの実際から、医療・看護サービスの継続性、制度
間・職種間の連携と看護の役割を学ぶ。
2．患者が健康問題に応じて受けている各種サービスについて、保健医療福祉システムの位
置づけを学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連
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力を身につける。

×

◆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．看護職が、病棟内、チーム内、他部署間、他部門間で、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対応について、組織(病院・病棟・チーム・
個々の職員)の観点から説明できる。
5．患者の療養生活を支える各種サービスの保健医療福祉システムとその根拠となる法・制
度を説明できる。

◆教科書 eテキスト系統看護学講座　看護の統合と実践[1]看護管理：医学書院

◆参考図書
eテキスト系統看護学講座　健康支援と社会保障制度[1]医療概論：医学書院
eテキスト系統看護学講座　専門基礎分野 総合医療論：医学書院
eテキスト系統看護学講座　看護の統合と実践[2]医療安全：医学書院
小六法(現代社会と法の履修者)

◆評価方法
1.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。
2.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。
3.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（時間） 1日あたり2時間以上
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看護システム実習

シラバス項目名 シラバス内容

◆事前学習（内容）

事前課題の詳細は実習要項を参照。
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。
3．実習期間中は、毎日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．毎日の実習内容を内容の理解を確実にし、所定の記録にまとめる。

◆事後学習（時間） 1日あたり2時間以上

◆事後学習（内容）

事後学習の詳細は実習要項を参照。
1.毎日実習終了後、見学・体験したことを、教科書、講義資料、参考書と照らし合わせ考察
し、実習記録にまとめる。考察は、必ず裏付けとなる知識を含め、出典を明記する。
2.指定期日までに、実習の事例・場面を通して、医療保健福祉システムをもとにした医療・
看護サービスの提供と、看護職が果たす役割について、自己の考えをレポートにまとめ提出
する。

◆実習内容と方法

　実習内容および方法の詳細は実習要項を参照。

1.実習前オリエンテーション(日程は時間割参照)
　実習要項の配布・説明するので、必ず出席すること。

2.実習場所　東京医科大学病院

3.実習方法
　1.病棟で看護職のシャドウィング実習
　2.日々のカンファレンスで学びの共有と課題の明確化
　3.実習最終日は学内実習とし、各グループの学びのまとめと共有

4.実習内容
　1.スタッフナース、リーダーナース、看護師長の機能と役割
　2.臨床講義-東京医科大学病院看護部の組織と理念、多職種連携

◎covid-19の影響により病院での実習が不可能となった場合は、代替方法(学内あるいはオ
ンラインなど)で実施する。
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健康と身体活動

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/人を知る

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 健康と身体活動

◆科目責任者 浜岡　隆文

◆科目担当者
浜岡　隆文、木目良太郎、黒澤　裕子、村瀬　訓生、布施沙由理、黒岩　美幸、杉
本　昌弘、遠藤　祐輝

◆オフィスアワー・場所

適宜
第一校舎3F、健康増進スポーツ医学分野　第一研究室
メールアドレス：whoccsm@tokyo-med.ac.jp
メールでアポイントを取ってから来室すること

◆授業のねらい

わが国では、世界的に類をみない平均寿命の延びに伴う急速な人口の高齢化が進ん
だ結果、生活習慣病保有率や要介護者の増加が大きな社会問題となっている。この
問題を解決するには、疾患の発症あるいは要介護の状態になる前の、より早い時期
における対策（一次予防）が必要である。具体的には、身体活動や食事などの生活
習慣を適切に維持することである。身体活動を安全かつ効果的に実施するには、地
域、職域、医療機関など多くの場における医療従事者、運動指導者など多くの職種
の連携が必須となる。ここでは、運動生理学の基本的事項と身体活動の疾病予防効
果について理解し、そのための指導法を学ぶ事を目標とする。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標

1．健康維持における運動の重要性について述べることができる。
2．身体状況（年齢、疾患保有状況）に応じた身体活動（運動）の種類、強度、時
間などとその評価基準について述べることができる。
3．運動時の筋エネルギー代謝や筋代謝に影響を及ぼす筋線維組成の種類について
説明できる。
4．運動中呼吸応答、ならびに心臓や臓器、骨格筋の循環調節について説明でき
る。
5．運動時に起こる疲労および疲労感の機序について説明できる。
6．環境条件や性・年齢による運動の注意点や問題点の相違について説明できる。
7．近年の子供の身体活動と生活習慣病の関係について説明できる。
8．不活動などの長期臥床や加齢による身体の変化とそれらを予防する運動の関係
について説明できる。
9．心疾患患者のリハビリテーションの効果や方法について説明できる。
10.　健康に関するデータ解析の活用について説明できる。

◆教科書 特になし

◆参考図書
入門運動生理学　勝田　茂ほか　第4版　杏林書院
健康・スポーツ科学講義　出村愼一ほか　第2版　杏林書院

◆評価方法 定期試験　100％

◆課題に対するフィードバック 定期試験の点数について質問がある場合は個別に対応する。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 参考図書の該当ページを中心に予習をすること。

42



健康と身体活動

シラバス項目名 シラバス内容

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
事後学習は、講義時に配布する資料を中心に復習すること。復習時に疑問点が生じ
た場合は担当教員までアポを取ったうえで質問に来ること。

◆【第1回】項目 スポーツ医学概論

◆【第1回】講義内容
健康維持における運動の重要性
体力の定義、身体の加齢変化

◆【第1回】担当者 浜岡　隆文

◆【第2回】項目 運動と生活習慣病

◆【第2回】講義内容 生活習慣病の増加の予防・改善における運動の役割

◆【第2回】担当者 浜岡　隆文

◆【第3回】項目 筋線維組成と筋エネルギー代謝

◆【第3回】講義内容
筋線維の種類とその生理的特徴　運動強度および運動継続時間と筋エネルギー代謝
との関係

◆【第3回】担当者 木目良太郎

◆【第4回】項目 運動中の呼吸応答、末梢循環

◆【第4回】講義内容

運動時における呼吸応答の機序
最大酸素摂取量や無酸素性作業閾値の測定方法やスポーツ医学的意義
運動時の骨格筋を中心とした血流再分配
血管内皮機能による血管拡張作用

◆【第4回】担当者 木目良太郎

◆【第5回】項目 運動中の中心循環

◆【第5回】講義内容
運動時の心機能特性と循環応答
運動能力に影響を及ぼす因子

◆【第5回】担当者 木目良太郎

◆【第6回】項目 運動と栄養、食事

◆【第6回】講義内容
健常者が運動を実施した時の栄養素摂取
スポーツ選手の栄養素摂取

◆【第6回】担当者 黒澤　裕子

◆【第7回】項目 トレーニング

◆【第7回】講義内容 様々なトレーニング方法とその運動療法への応用と注意点

◆【第7回】担当者 遠藤　祐輝

◆【第8回】項目 運動と環境

◆【第8回】講義内容
低圧環境、高圧環境、低酸素環境などで運動を実施する場合の注意点や問題点
暑熱環境での運動と熱中症

◆【第8回】担当者 木目良太郎

◆【第9回】項目 胎児・新生児・乳幼児と運動

◆【第9回】講義内容
感覚運動機能の初期発達にかかわる神経メカニズムと発達理論
胎児・新生児・乳幼児の運動機能の発達と特徴

◆【第9回】担当者 黒岩　美幸

◆【第10回】項目 運動処方

◆【第10回】講義内容
運動処方の理論
健康の維持・増進のための運動プログラム
各種疾患に対する運動プログラム
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健康と身体活動

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第10回】担当者 布施沙由理

◆【第11回】項目 女性と運動

◆【第11回】講義内容
女性の健康づくりに対するライフステージ毎の運動の役割と注意点
女性アスリートの健康障害

◆【第11回】担当者 布施沙由理

◆【第12回】項目 高齢者と運動

◆【第12回】講義内容
老化に伴うフレイル、サルコペニアの概念
日常生活動作と手段的日常生活動作　高齢者の運動実施効果

◆【第12回】担当者 黒澤　裕子

◆【第13回】項目 健康データの分析

◆【第13回】講義内容 運動時に観測できる様々なデータの解析とその解釈

◆【第13回】担当者 杉本　昌弘

◆【第14回】項目 健康障害とメディカルチェック

◆【第14回】講義内容
運動による健康障害の種類と特徴
生活習慣病者が運動療法をする場合や健常者がスポーツ競技に参加する場合のメ
ディカルチェックの要点

◆【第14回】担当者 村瀬　訓生

◆【第15回】項目 心臓リハビリテーション

◆【第15回】講義内容
虚血性心疾患や心臓手術後に行われる心臓リハビリテーションの対象疾患および有
効性や実施方法

◆【第15回】担当者 村瀬　訓生
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社会福祉

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 一般教育科目/社会を知る

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 社会福祉

◆科目責任者 薄井康紀

◆科目担当者 薄井康紀

◆オフィスアワー・場所
講義の内容等について質問等がある場合は、追って回答するので、学務課に文書で提出
すること。

◆授業のねらい

超高齢社会を迎え、保健医療と福祉のサービスを一体的・総合的に提供していくことが求
められている中で、看護・保健従事者には介護をはじめ幅広い福祉の知識が求められる。
また、臨床の現場で患者の置かれた立場を全人的に理解する上でも、関連する福祉の仕
組みを把握しておくことが有益である。本講座ではこうした社会的要請に応えられるように
福祉に関する基本的な知識の習得をめざす。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標
1.社会福祉の成り立ちと仕組みを理解することができる。2.患者や住民と接する際に社会
福祉の正しい知識を基に対応することができる。3.保健・医療と福祉の連携をいかに円滑
に進めるか、自ら主体的に考えることができる。

◆教科書
系統看護学講座　健康支援と社会保障制度③　社会保障・社会福祉　福田素生ほか
2020年(改訂の可能性あり)　医学書院／必要に応じ適宜資料配布

◆参考図書
1.社会保障入門　社会保障入門編集委員会　2020年(毎年改訂予定)　中央法規　2.国民
の福祉と介護の動向　厚生労働統計協会　3.厚生労働白書　厚生労働省　厚生労働省
HP　4.はじめての社会保障　椋野美智子・田中耕太郎　2020年(毎年改訂予定)　有斐閣

◆評価方法
定期試験の結果　60%, 授業への積極的な参加の度合い(確認テスト・課題への対応を含
む)　40%

◆課題に対するフィードバック 講義中に課した課題等については、適宜解説しフィードバックを行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

あらかじめ教科書の該当箇所と、事前配布資料がある場合は当該資料を読み、ポイント
を理解してから受講すること。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
講義内容及び課題についての説明について、教科書及び配布資料(必要に応じ参考図
書)で確認・整理しておくこと。

◆【第1回】項目 日本の社会保障制度

◆【第1回】講義内容 日本の社会保障制度の歴史、現状、課題

◆【第1回】担当者 薄井康紀

◆【第2回】項目 日本の社会福祉政策の概要

◆【第2回】講義内容 日本の社会福祉行政(政策)の歴史、現状、課題

◆【第2回】担当者 薄井康紀
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社会福祉

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】項目 低所得者施策(1)

◆【第3回】講義内容 貧困(格差)問題と生活保護、低所得者対策

◆【第3回】担当者 薄井康紀

◆【第4回】項目 低所得者施策(2)

◆【第4回】講義内容 生活保護制度の仕組み、現状、課題

◆【第4回】担当者 薄井康紀

◆【第5回】項目 児童家庭福祉(1)

◆【第5回】講義内容 児童家庭福祉制度の歴史、仕組み、現状、課題

◆【第5回】担当者 薄井康紀

◆【第6回】項目 児童家庭福祉(2)

◆【第6回】講義内容 少子化対策の歴史、仕組み、現状、課題

◆【第6回】担当者 薄井康紀

◆【第7回】項目 障害者福祉(1)

◆【第7回】講義内容 障害者施策の歴史、仕組み

◆【第7回】担当者 薄井康紀

◆【第8回】項目 障害者福祉(2)

◆【第8回】講義内容 障害福祉施策の現状と課題

◆【第8回】担当者 薄井康紀

◆【第9回】項目 高齢者福祉(1)

◆【第9回】講義内容 高齢社会対策、高齢者の生活福祉施策

◆【第9回】担当者 薄井康紀

◆【第10回】項目 高齢者福祉(2)

◆【第10回】講義内容 介護保険制度の歴史、仕組み、現状、課題

◆【第10回】担当者 薄井康紀

◆【第11回】項目 医療保険

◆【第11回】講義内容 公的医療保険制度の歴史、仕組み、現状、課題

◆【第11回】担当者 薄井康紀

◆【第12回】項目 医療と福祉

◆【第12回】講義内容 医療介護総合確保推進法と地域包括ケア、難病対策

◆【第12回】担当者 薄井康紀

◆【第13回】項目 年金

◆【第13回】講義内容 公的年金制度の歴史、仕組み、現状、課題

◆【第13回】担当者 薄井康紀

◆【第14回】項目 社会福祉の基盤

◆【第14回】講義内容 地域福祉と地域福祉計画、社会福祉の実施体制

◆【第14回】担当者 薄井康紀

◆【第15回】項目 まとめ

◆【第15回】講義内容 社会福祉と保健医療の関わり、地域共生社会、将来展望、まとめ
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社会福祉

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】担当者 薄井康紀
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感染免疫学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/病気と治療

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 感染免疫学

◆科目責任者 中村茂樹

◆科目担当者 中村茂樹・大楠清文・柴田岳彦・宮﨑治子

◆オフィスアワー・場所
メールアドレス：shigenak@tokyo-med.ac.jp; 中村茂樹、月曜・木曜　昼休み・
16:00〜17:00, 場所は第一校舎2階, 微生物学分野 集会室

◆授業のねらい

感染症の原因微生物の特徴を理解し、感染症を発症するに至るまでの各々のプロセ
スを知る。病原体に対抗する宿主の感染防御機構を理解し、免疫不全による日和見
感染の病態を学ぶ。感染症の診断・治療の基本を知り、感染症患者の看護と感染対
策について学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標

1. 各種微生物の特徴を理解することができる
2. 宿主の防御機構や免疫の役割について説明ができる
3. 患者の症状から感染症の病態について思考することができる
4. 感染症患者の看護の基本と技術を理解できる
5. 感染対策の具体的な方法を知り、態度や行動で示すことができる
6. ワクチンなど感染症予防に関心をもち、具体的に説明できる

◆教科書
eテキスト系統看護学講座　疾病のなりたちと回復の促進[4]　微生物学
第13版

◆参考図書
系統看護学講座 臨床検査 奈良信雄 他 2015年 医学書院
イラストレイテッド微生物学 第3版 舘田一博 他 2014年　丸善出版

◆評価方法 定期試験100%

◆課題に対するフィードバック 試験終了後、模範解答をe自主自学によりフィードバックします。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
事前に教科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
(想定予習時間は約30分)

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
配布資料で内容を復習し、講義で得られた内容のポイントをまとめ知識の整理を行
うこと
(想定復習時間は約30分)

◆【第1回】項目 感染と免疫

◆【第1回】講義内容 感染症の歴史と宿主の防御機構と免疫の役割を理解する

◆【第1回】担当者 中村　茂樹

◆【第2回】項目 伝播予防策と院内感染

◆【第2回】講義内容 各種病原体の伝播経路とその予防策の基本、ならびに院内感染の特徴を理解する

◆【第2回】担当者 中村　茂樹
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感染免疫学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】項目 ウイルス感染症

◆【第3回】講義内容 DNAウイルス、RNAウイルスの特徴を理解する

◆【第3回】担当者 柴田岳彦

◆【第4回】項目 感染症の予防

◆【第4回】講義内容 各種ワクチンを含めた感染予防全般の特徴を理解する

◆【第4回】担当者 柴田岳彦

◆【第5回】項目 細菌感染症

◆【第5回】講義内容 細菌感染症全般の特徴を理解する

◆【第5回】担当者 大楠　清文

◆【第6回】項目 特殊な感染症

◆【第6回】講義内容 抗酸菌、マイコプラズマ、クラミジア、リケッチア感染症の特徴を理解する

◆【第6回】担当者 大楠　清文

◆【第7回】項目 真菌感染症

◆【第7回】講義内容 感染症治療と薬剤耐性菌

◆【第7回】担当者 感染症治療と薬剤耐性菌

◆【第8回】項目 抗菌薬治療の基本と薬剤耐性菌について理解する

◆【第8回】講義内容 宮﨑　治子
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臨床薬理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/病気と治療

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 臨床薬理学

◆科目責任者 稲津正人

◆科目担当者 稲津正人

◆オフィスアワー・場所
授業日16:00〜18:00、第三校舎三階　稲津居室
事前にメールにてアポイントを取る事：inazu@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

薬物が、生体にどのような影響をおよぼすのか、生体と薬物の相互作用について学
習する。薬物の種類、性質、特徴、作用機序、薬理作用、副作用について理解し説
明できるようになる。また代表的な薬物療法の実際について学び、薬物療法実施時
の支援方法について理解する。さらに医薬品の種類や適用、医薬品に関連する法令
について学び、臨床で実践されている薬物療法に関する知識を理解する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標

薬物の作用機序、作用点や薬効発現について説明できる。
薬物相互作用の要因となる吸収、分布、代謝、排泄などの薬物動態について説明で
きる。
主な疾患の成因・病態を理解し、薬による治療戦略（治療効果）を説明できる。
用いられる薬の作用機序と副作用、禁忌などの薬物治療学的知識を習得できる。
各薬物の効果的な使用方法について説明できる。

◆教科書 疾病のなりたちと回復の促進［3］薬理学、医学書院

◆参考図書 図解 薬理学―病態生理から考える薬の効くメカニズムと治療戦略、医学書院

◆評価方法 定期試験100％

◆課題に対するフィードバック 授業後に課題を与えて次回の授業時にフィードバックを行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
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（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
講義で学んだ内容をハンドアウト、教科書および参考書等を参考にして、
ノートに整理しておくこと（想定予習時間は30～60分程度）。

◆【第1回】項目 薬理学総論

◆【第1回】講義内容 薬物の生体での反応、薬物の作用様式および薬物動態を理解する

◆【第1回】担当者 稲津　正人

◆【第2回】項目 自律神経系作用薬

◆【第2回】講義内容
自律神経系支配を受ける各種効果器官に作用する伝達物質ならびに薬物の働きを理
解する

50



臨床薬理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】担当者 稲津　正人

◆【第3回】項目 消化器系作用薬

◆【第3回】講義内容 消化性潰瘍の病態と治療薬の作用機序および主な副作用を理解する

◆【第3回】担当者 稲津　正人

◆【第4回】項目 呼吸器系作用薬

◆【第4回】講義内容
気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患の病態と治療薬の作用機序および主な副作用を理解
する

◆【第4回】担当者 稲津　正人

◆【第5回】項目 循環器系作用薬（１）

◆【第5回】講義内容
高血圧、虚血性心疾患、・脂質異常症の病態と治療薬の作用機序および主な副作用
を理解する

◆【第5回】担当者 稲津　正人

◆【第6回】項目 循環器系作用薬（２）

◆【第6回】講義内容 心不全・不整脈の病態と治療薬の作用機序および主な副作用を理解する

◆【第6回】担当者 稲津　正人

◆【第7回】項目 中枢神経系作用薬（１）

◆【第7回】講義内容
統合失調症、うつ病・神経症・心身症の病態と治療薬の作用機序および主な副作用
を理解する

◆【第7回】担当者 稲津　正人

◆【第8回】項目 中枢神経系作用薬（２）

◆【第8回】講義内容
パーキンソン病・アルツハイマー病の病態と治療薬の作用機序および主な副作用を
理解する

◆【第8回】担当者 稲津　正人

◆【第9回】項目 抗炎症薬

◆【第9回】講義内容
炎症反応について理解し、解熱性鎮痛薬、抗炎症薬および抗アレルギ-薬の作用機
序および主な副作用を理解する

◆【第9回】担当者 稲津　正人

◆【第10回】項目 鎮痛薬

◆【第10回】講義内容
痛みの神経機構を学び、脳内オピオイド受容体を介する麻薬性鎮痛薬の薬理作用、
作用機序および主な副作用を理解する

◆【第10回】担当者 稲津　正人

◆【第11回】項目 血液作用薬

◆【第11回】講義内容
血液凝固系を理解し、抗凝固薬、血栓溶解薬、抗血栓薬の作用機序および主な副作
用を理解する

◆【第11回】担当者 稲津　正人

◆【第12回】項目 抗感染症治療薬（１）

◆【第12回】講義内容 抗生物質および抗真菌薬の作用機序および主な副作用を理解する

◆【第12回】担当者 稲津　正人

◆【第13回】項目 抗感染症治療薬（２）

◆【第13回】講義内容 抗ウイルス薬の作用機序および主な副作用を理解する

◆【第13回】担当者 稲津　正人

◆【第14回】項目 抗悪性腫瘍治療薬

◆【第14回】講義内容 各種抗悪性腫瘍薬の作用機序および主な副作用を理解する

◆【第14回】担当者 稲津　正人

◆【第15回】項目 内分泌治療薬
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臨床薬理学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】講義内容 糖尿病、甲状腺機能異常症の病態と治療薬の作用機序および副作用

◆【第15回】担当者 稲津　正人
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診断治療学Ⅲ（精神科）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護援助の方法

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 3年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 診断治療学Ⅲ（精神科）

◆科目責任者 桝屋 二郎

◆科目担当者 井上 猛、市来 真彦、桝屋 二郎、佐藤 光彦、松本 恭典、大野 浩太郎、館 千歌

◆オフィスアワー・場所
メールで適宜質問は受付。来室希望時はアポイントメントを取ること。
seisinka@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい
ひとのこころの仕組みや働きを理解し、精神の健康、精神障害おおび精神疾患につ
いて学ぶ。代表的な精神疾患について、主要な症状、検査の目的・方法、診断、治
療について学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標
１．精神医学の基本概念を理解する。
２．代表的な精神疾患について症状や診断、治療法を理解する。
３．精神保健福祉法の理念と運用を理解する。

◆教科書 特に指定しない。授業中に資料を配布する。

◆参考図書 精神科 (Simple Step SERIES) 海場書房

◆評価方法 定期試験(100%)であるが、適宜、出席状況を加味して判断する。

◆課題に対するフィードバック リアクションペーパーの回答に対して、適宜フィードバックする。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） e自主自学にて事前テストを必ず受験してから授業に臨むこと。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） e自主自学の事前テストと授業資料にて復習すること。

◆【第1回】項目 精神科序論

◆【第1回】講義内容 精神医学、精神科臨床とは。精神症状について。

◆【第1回】担当者 市来 真彦

◆【第2回】項目 診断・治療概論＆睡眠障害

◆【第2回】講義内容 精神科診断について。精神科治療について。

◆【第2回】担当者 大野 浩太郎

◆【第3回】項目 精神科医療を取り巻く法律

◆【第3回】講義内容 医療法、精神保健福祉法、心神喪失者等医療観察法

◆【第3回】担当者 佐藤 光彦

◆【第4回】項目 精神疾患各論
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診断治療学Ⅲ（精神科）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第4回】講義内容 器質性精神障害（せん妄を含む。認知症は除く）、物質依存

◆【第4回】担当者 大野 浩太郎

◆【第5回】項目 精神疾患各論

◆【第5回】講義内容 気分障害と類縁疾患

◆【第5回】担当者 館 千歌

◆【第6回】項目 精神疾患各論

◆【第6回】講義内容 統合失調症と類縁疾患、摂食障害

◆【第6回】担当者 館 千歌

◆【第7回】項目 精神疾患各論

◆【第7回】講義内容 ストレス関連性精神障害、パーソナリティー障害

◆【第7回】担当者 松本 恭典

◆【第8回】項目 精神疾患各論

◆【第8回】講義内容 児童・思春期の精神疾患

◆【第8回】担当者 桝屋 二郎
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保健統計学

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/保健医療福祉のしくみ

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 保健統計学

◆科目責任者 倉田誠

◆科目担当者 倉田誠

◆オフィスアワー・場所 倉田：m-kurata@tokyo-med.ac.jpに連絡してください。

◆授業のねらい

この授業では、疫学や公衆衛生学の考え方を学ぶとともに、それにもとづいた保
健・医療・福祉領域の統計指標のもつ意味や活用方法などを習得します。まず前半
は疫学研究の基礎的な方法論を学びます。そして、後半は実際の保健統計資料を活
用しながら、有病率や罹患率、致命率や死亡率といった各指標の意味と日本社会の
現状や課題を把握します。このような過程を経て、保健活動に関わるうえで必要と
なる基礎知識の習得を目指します。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標

(1) 疫学研究で用いられる基礎的な概念や方法論を説明できる。
(2) 保健統計資料で用いられる各指標の意味を説明できる。
(3) 実際の保健統計資料から対象社会の現状や課題を把握することができる。
(4) 保健関連の調査や分析を行ううえで、関連資料を正確に読み込み、各指標や方
法を適切に用いることができる。

◆教科書
看護学生のための疫学・保健統計　浅野嘉延　南山堂
国民衛生の動向(最新年度版)　厚生労働統計協会(＊図説版ではない)

◆参考図書 ＊参考図書は、授業時間に適宜指示します。

◆評価方法
グループワークへの参加　30％
相互評価・復習テスト　　20％
期末試験　　　　　　　　50％

◆課題に対するフィードバック
グループワーク等の成果に対して講評を行います。課題がある場合はe自主自学を
用いて提出し、教員が評価を行います。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

すでに「統計学」を履修していることが望ましいですが、履修していない場合でも
教科書の該当部分を使って予習をすれば問題ありません。授業前に予定されている
課題を読み、必要な情報や関連する統計資料などを自主的に収集・整理してきてく
ださい。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）

授業中に検討した内容を整理してノートに記入しておいてください。また、復習用
のプリントも配布しますので、そこに記載されているキーワードがすべて理解でき
ているか確認してください。授業内容やプリントについて不明な点がある場合は、
オフィスアワー等を活用して教員に質問してください。

◆【第1回】項目 オリエンテーション

◆【第1回】講義内容
看護・保健分野における保健統計学の位置づけを解説し、今後の授業方針を説明し
ます。

◆【第1回】担当者 倉田　誠
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保健統計学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】項目 標本抽出

◆【第2回】講義内容
「単純無作為抽出」「系統抽出」「多段抽出」「層化抽出」といった標本抽出の方
法を示し、様々な実例を挙げながらそれぞれの利点や特徴を解説します。

◆【第2回】担当者 倉田　誠

◆【第3回】項目 コホート研究

◆【第3回】講義内容
「横断研究」と「縦断研究」の違いを説明したうえで、事例にもとづいて「コホー
ト研究(前向き／後向き)」を紹介し、「相対危険」と「寄与危険」の意味や求め方
を習得します。

◆【第3回】担当者 倉田　誠

◆【第4回】項目 症例対照研究

◆【第4回】講義内容
事例にもとづいて「症例対照研究」を紹介し、「オッズ比」の意味と求め方を習得
します。

◆【第4回】担当者 倉田　誠

◆【第5回】項目 因果関係の推定

◆【第5回】講義内容
「必要条件」と「十分条件」を用いて因果関係の考え方を整理します。また、因果
関係を推定するうえで陥りやすい各種の「バイアス」についても具体的な事例を挙
げ紹介します。

◆【第5回】担当者 倉田　誠

◆【第6回】項目 スクリーニングのねらいと精度

◆【第6回】講義内容
スクリーニングのねらいや手順を解説したうえで、具体的な事例から「偽陽性率」
「偽陰性率」「陽性反応的中立」「陰性反応的中立」といった各種の数値を算出し
てみます。

◆【第6回】担当者 倉田　誠

◆【第7回】項目 スクリーニングレベルの設定

◆【第7回】講義内容
具体的な事例から「敏感度」と「特異度」を算出し、より適切なスクリーニングレ
ベルの設定を考えます。

◆【第7回】担当者 倉田　誠

◆【第8回】項目 有病率と罹患率

◆【第8回】講義内容
疾病関連の指標のうち、「有病率」と「罹患率」を取り上げ、実際の統計からそれ
らを算出してみます。また、それらの相互関係についても考えます。

◆【第8回】担当者 倉田　誠

◆【第9回】項目 致命率と死亡率

◆【第9回】講義内容
疾病関連の指標のうち、「致命率」と「死亡率」を取り上げ、実際の統計からそれ
らを算出してみます。また、「死亡率」に「年齢調整」を加える方法や予防効果に
よる各指標の変化についても学びます。

◆【第9回】担当者 倉田　誠

◆【第10回】項目 統計資料の活用(1)：人口統計

◆【第10回】講義内容
保健統計資料のうち、「人口静態統計」と「人口動態統計」の概要と活用方法を学
びます。実際の統計資料から、各種の「人口指数」や「出生／死亡率」や「平均余
命／平均寿命」を算出してみます。

◆【第10回】担当者 倉田　誠

◆【第11回】項目 統計資料の活用(2)：死因統計

◆【第11回】講義内容
保健統計資料のうち、「死因統計」の概要と活用方法を学びます。実際の統計資料
から、各種の「死亡率」を算出してみるとともに、主要な疾病に関してはその推移
や動向についても解説します。

◆【第11回】担当者 倉田　誠

◆【第12回】項目 統計資料の活用(3)：その他統計
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保健統計学

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第12回】講義内容
保健統計資料のうち、「国民生活基礎調査」「国民健康・栄養調査」「患者調査」
「医療施設調査」などを取り上げ、その概要と活用方法を学びます。また、各指標
に関連する日本社会の現状も解説します。

◆【第12回】担当者 倉田　誠

◆【第13回】項目 感染症(1)：感染症の疫学

◆【第13回】講義内容
主要感染症の「感染要因」を概説し、複数の事例から感染症拡大のメカニズムを示
し、適切な予防と介入の手段を考えます。

◆【第13回】担当者 倉田　誠

◆【第14回】項目 感染症(2)：感染症関連法規

◆【第14回】講義内容
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」「予防接
種法」「検疫法」等を紹介し、日本社会における感染症対策の実情を解説します。

◆【第14回】担当者 倉田　誠

◆【第15回】項目 まとめ

◆【第15回】講義内容 いくつかの具体的な課題を考えながら、これまでの学習内容を整理します。

◆【第15回】担当者 倉田　誠
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チーム医療論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/保健医療福祉のしくみ

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 チーム医療論

◆科目責任者 阿部幸恵

◆科目担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行　他

◆オフィスアワー・場所
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

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
いて理解する。また、医学科、看護学科、薬学科の学生による多職種連携授業を通
して、各職種の現象のとらえ方、考え方の違いや共通点に気付き、シミュレーショ
ンでの協働作業を通して連携の重要性や、お互いの職種の役割とチーム医療におけ
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

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力を身につける。

×

◆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. 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。
4. 多職種連携授業の協働作業を通して、連携の重要性や看護の役割について考え
ることができる。

◆教科書
1.e-テキスト看護管理、2021年度版、医学書院
2.e-テキスト医療安全、2021年度版、医学書院

◆参考図書 必要時指示する。

◆評価方法
学科での事前・事後課題10％、グループワーク成果物5％、シミュレーション
15％、医学科と薬学科でのシミュレーション60％、シミュレーション後のピア評価
10%

◆課題に対するフィードバック
グループワークの成果物や個人で提出した事前・事後課題にコメントを記入する方
法でフィードバックする。また、全体へのフィードバックも授業中に行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
第1回から7回の授業では、医学科、看護学科、薬学科からそれぞれのシミュレー
ションのテーマに沿った事前課題（疾患と治療、生活での注意事項などをまとめる
もの）が出される。提出期限を守って提出する。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
シミュレーションでの学びを振り返りまとめる。また、授業で出された事後課題に
取り組み提出期限を守って提出する。

◆【第1回】項目 ガイダンス、チーム医療の背景と意義     対面もしくはオンデマンドで行う。
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チーム医療論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容 チーム医療の歴史的背景と現代社会における意義を理解する。

◆【第1回】担当者 阿部幸恵

◆【第2回】項目
多職種連携シミュレーション➀　  対面もしくはオンラインで行う。

◆【第2回】講義内容
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、薬学科の課題：症例についてのディスカッション。

◆【第2回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行　他

◆【第3回】項目 多職種連携シミュレーション➀    対面もしくはオンラインで行う。

◆【第3回】講義内容
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、薬学科の課題：症例についてのディスカッション。

◆【第3回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行　他

◆【第4回】項目 多職種連携シミュレーション②   対面もしくはオンラインで行う。

◆【第4回】講義内容
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、薬学科の課題：症例についてのディスカッション。

◆【第4回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行　他

◆【第5回】項目 多職種連携シミュレーション②   対面もしくはオンラインで行う。

◆【第5回】講義内容
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、薬学科の課題：症例についてのディスカッション。

◆【第5回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行　他

◆【第6回】項目 多職種連携シミュレーション③   対面もしくはオンラインで行う。

◆【第6回】講義内容
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、薬学科の課題：症例についてのディスカッション。

◆【第6回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行　他

◆【第7回】項目 多職種連携シミュレーション③   対面もしくはオンラインで行う。

◆【第7回】講義内容
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、薬学科の課題：症例についてのディスカッション。

◆【第7回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行　他

◆【第8回】項目 チーム医療の実際と看護の役割   対面で行う。

◆【第8回】講義内容
医療現場のチーム医療の実際（NST・褥創・感染チームなど）と多職種連携におけ
る看護の役割と責任。

◆【第8回】担当者 阿部幸恵
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医療安全管理論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/保健医療福祉のしくみ

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 医療安全管理論

◆科目責任者 三木　保

◆科目担当者 三島史朗，浦松雅史，高橋恵，大坪陽子

◆オフィスアワー・場所 日時は毎月ｅ自主自学で公開する．場所は大学病院８階医療安全管理室

◆授業のねらい

医療における安全管理の理論を理解するとともに、臨床現場における取り組みの実
際を知り、医療安全に関する考え方を理解する。また、いくつかの事例を用いて、
安全で゙信頼される医療を提供するための行政の取り組み、医療チームの一員として
の行動について学習する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標
医療事故について説明できる．事故発生のメカニズムを理解する．安全文化の醸成
を考察することができる．看護における医療事故と安全対策について理解する．

◆教科書 e-テキスト 系統看護学講座　看護の統合と実践[2]　医療安全　第4版

◆参考図書 WHO患者安全カリキュラムガイド他職種版／東京医科大学　医療安全管理学

◆評価方法 定期試験100%

◆課題に対するフィードバック 課題は無し

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 教科書の該当項目を読み，質問を想定しておくと良い．

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 講義内容を教科書の該当項目に照らして整理すると良い．

◆【第1回】項目 医療安全と看護の理念

◆【第1回】講義内容 医療安全の意味とその重要性（改行）看護職の法的規定と医療安全

◆【第1回】担当者 三島史朗

◆【第2回】項目 医療安全への取り組みと医療の質の評価

◆【第2回】講義内容 国の医療安全への取り組み（改行）医療事故の定義と分類

◆【第2回】担当者 三島史朗

◆【第3回】項目 事故発生のメカニズム

◆【第3回】講義内容 事故分析（改行）事故対策

◆【第3回】担当者 高橋　恵

60



医療安全管理論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第4回】項目 患者・家族との協同と安全文化の醸成

◆【第4回】講義内容 医療安全管理者（改行）全員参加の医療安全

◆【第4回】担当者 高橋　恵

◆【第5回】項目 看護における医療事故と安全対策

◆【第5回】講義内容 看護業務と事故発生要因（改行）医療事故の種類

◆【第5回】担当者 浦松雅史

◆【第6回】項目 在宅看護における医療事故と安全対策

◆【第6回】講義内容 在宅看護における医療事故（改行）在宅看護におけるリスク管理

◆【第6回】担当者 浦松雅史

◆【第7回】項目 医療従事者の安全を脅かすリスクと対策

◆【第7回】講義内容 病原体への暴露（改行）標準予防策と経路別予防策

◆【第7回】担当者 大坪陽子

◆【第8回】項目 医療事故の対応（改行）看護学生の実習と安全

◆【第8回】講義内容 初期対応の考え方（改行）実習中の事故予防と発生時の対応

◆【第8回】担当者 大坪陽子
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保健医療福祉ネットワーク論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門基礎科目/保健医療福祉のしくみ

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 保健医療福祉ネットワーク論

◆科目責任者 伊奈川秀和

◆科目担当者 伊奈川秀和

◆オフィスアワー・場所 看護学科学務課を通して、質問等を受け付けます。

◆授業のねらい
医療のみならず介護、障害者福祉等の福祉分野にも広がるネットワークの重要性を理解
する。特にネットワークの中での看護専門職の役割を理解する。高齢化・少子化等を引き
起こす現代的課題に対する対応能力を身につける。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

●

◆到達目標

１．保健医療福祉ネットワークの基本的な仕組みを複眼的に理解できる。
２．保健医療福祉ネットワーク、特に多職種協働の中での看護専門職の役割が理解でき
る。
３．保健医療だけでなく地域包括ケアシステムも含めた現代的課題への対応力及び実務
に必要な基礎力を身につけ、役立てることができる。

◆教科書 『図説国民衛生の動向2020/2021』（厚生労働統計協会、2020年）

◆参考図書
更に理解を深めるためには、伊奈川秀和『＜概観＞社会福祉・医療運営論』（信山社、
2020年）

◆評価方法
１．課題による理解度　３０％
２．定期試験の結果　７０％

◆課題に対するフィードバック 課題に対する答は、事後的に提示する。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

教科書の該当部分をよく読み理解できないことは調べておくこと 。日頃から、新聞の報道
にも関心を持ち、問題意識を高めること。

教科書の該当部分をよく読み理解できないことは調べておくこと

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 授業で理解できなかった点、関心のある点を更に調べて理解を深めること。

◆【第1回】項目 保険医療福祉に関する主要指標の動向

◆【第1回】講義内容 変化する保健医療及び社会福祉の動向を各種指標から理解する。

◆【第1回】担当者 伊奈川秀和

◆【第2回】項目 保健医療と福祉の概要

◆【第2回】講義内容
ネットワークの前提として錯綜する保健医療と福祉の制度体系を理解する。 特に社会保
障制度の中での看護の位置付けを理解する。

◆【第2回】担当者 伊奈川秀和

◆【第3回】項目 行政計画制度
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保健医療福祉ネットワーク論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】講義内容
ネットワーク化に重要な保健医療と福祉に関連する計画の概要と相互関係、そのPDCAを
理解する。 その中での看護職種の役割を理解する。

◆【第3回】担当者 伊奈川秀和

◆【第4回】項目 財政制度

◆【第4回】講義内容
保健医療と福祉に必要な財源の流れ、それに関係する地方制度を把握する。 看護等の
保健医療分野への資源配分を理解する。

◆【第4回】担当者 伊奈川秀和

◆【第5回】項目 保健医療と福祉のマンパワー

◆【第5回】講義内容
増大するニーズに対応するためのサービスに不可欠なマンパワーの制度と実態を把握す
る。 その上で、多職種協働等の中での看護職が初役割を理解する。

◆【第5回】担当者 伊奈川秀和

◆【第6回】項目 保健医療と福祉のサービス提供主体

◆【第6回】講義内容
サービス提供に必要な事業者、施設等に対する規制等の仕組みと実態を把握する。 特に
各種サービスにおける看護職の配置等を理解する。

◆【第6回】担当者 伊奈川秀和

◆【第7回】項目 社会保障改革から見たネットワーク

◆【第7回】講義内容
地域医療構想、地域包括ケアシステム等の社会保障改革から見えてくるネットワーク化の
流れを理解する。

◆【第7回】担当者 伊奈川秀和

◆【第8回】項目 人生100年時代における課題

◆【第8回】講義内容
前回までの講義を踏まえた事例（地域包括支援センター等）を分析することにより、将来に
向けたネットワーク化の課題と方向性を理解する。

◆【第8回】担当者 伊奈川秀和
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看護対象論Ⅱ（疾病の回復過程）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/生活環境と看護の対象

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 看護対象論Ⅱ（疾病の回復過程）

◆科目責任者 平井和恵

◆科目担当者 小林信、平井和恵、田所良之、小室佳文

◆オフィスアワー・場所

小林信（第一看護学科棟506研究室nkoba027＠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）
田所良之(第一看護学科棟505研究室taddy.via.tokyomed.ac.jp＠gmail.com)
小室佳文（第一看護学科棟405研究室komuro＠tokyo-med.ac.jp）

◆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

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力を身につける。

×

◆到達目標

１．疾病の回復過程を説明できる。
２．疾病の回復過程にまつわる精神的な諸反応について理解できる。
３．疾病の回復過程に特徴的な心身の健康・生活上の課題について説明できる。
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の特徴を説明できる。
５．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

系統別看護学講座（医学書院 eテキスト）
専門分野Ⅱ：精神看護の基礎（精神看護学①）
専門分野Ⅱ：成人看護学総論（成人看護学①）
別巻：リハビリテーション看護
別巻：緩和ケア
別巻：クリティカルケア看護学
別巻：がん看護学
専門分野Ⅱ：小児看護学概論　小児臨床看護総論（小児看護学①）
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看護対象論Ⅱ（疾病の回復過程）

シラバス項目名 シラバス内容

◆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）
こどもセルフケア看護理論（片田範子編集）、医学書院

◆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1/2以上出席し、かつ
全体の2/3以上を出席していることを要します。
＊この科目は「看護基礎実習」履修の前提科目です。

◆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（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 各担当教員より、その都度指示する。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 各担当教員より、その都度指示する。

◆【第1回】項目 精神的な健康の回復過程に必要な視点①-1

◆【第1回】講義内容
オリエンテーション
精神力動論：意識と自我

◆【第1回】担当者 小林信

◆【第2回】項目 精神的な健康の回復過程に必要な視点①-2

◆【第2回】講義内容 精神力動論：欲求と防衛機制

◆【第2回】担当者 小林信

◆【第3回】項目 精神的な健康の回復過程に必要な視点②

◆【第3回】講義内容 ストレスとストレス・コーピング

◆【第3回】担当者 小林信

◆【第4回】項目 精神的な健康の回復過程に必要な視点③

◆【第4回】講義内容 危機理論と危機介入、悲嘆反応

◆【第4回】担当者 小林信

◆【第5回】項目
疾病の回復過程に必要な視点①

◆【第5回】講義内容 疾病の回復過程と各期の特徴

◆【第5回】担当者 平井和恵

◆【第6回】項目 疾病の回復過程に必要な視点②

◆【第6回】講義内容 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

◆【第6回】担当者 平井和恵

◆【第7回】項目 疾病の回復過程に必要な視点③

◆【第7回】講義内容 リハビリテーション、自己概念、ボディイメージ、障害受容

◆【第7回】担当者 平井和恵

◆【第8回】項目 疾病の回復過程に必要な視点④
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看護対象論Ⅱ（疾病の回復過程）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第8回】講義内容  緩和ケア、全人的苦痛、死の受容過程

◆【第8回】担当者 平井和恵

◆【第9回】項目 疾病の回復過程に必要な視点⑤

◆【第9回】講義内容 がんサバイバーシップ

◆【第9回】担当者 平井和恵

◆【第10回】項目 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

◆【第10回】講義内容 高齢者の疾病の回復過程

◆【第10回】担当者 田所良之

◆【第11回】項目 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

◆【第11回】講義内容 高齢者の生活・健康上の問題と援助の特徴

◆【第11回】担当者 田所良之

◆【第12回】項目 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

◆【第12回】講義内容 高齢者への援助の展開における課題

◆【第12回】担当者 田所良之

◆【第13回】項目 子どもの疾病の回復過程と援助①

◆【第13回】講義内容 疾病の回復過程にある子どもと家族の特徴

◆【第13回】担当者 小室佳文

◆【第14回】項目 子どもの疾病の回復過程と援助②

◆【第14回】講義内容 急性期にある子ども

◆【第14回】担当者 小室佳文

◆【第15回】項目 子どもの疾病の回復過程と援助③

◆【第15回】講義内容 慢性期にある子ども

◆【第15回】担当者 小室佳文
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看護援助論Ⅱ（看護過程の展開）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護援助の方法

◆1単位当たりの時間 (15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 看護援助論Ⅱ(看護過程の展開)

◆科目責任者 伊藤綾子

◆科目担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆オフィスアワー・場所
授業終了後または随時(事前のアポイントメントによる)、410研究室
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

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力を身につける。

×

◆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
茂野香おる他著、系統看護学講座専門分野Ⅰ　基礎看護学②　基礎看護技術Ⅰ　第
17版【電子版】、2020年
任和子他著、系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学③　基礎看護技術Ⅱ　第17
版【電子版】、2020年

◆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％

◆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（時間） 1時限あたり60分

◆事前学習（内容）

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（時間） 1時限あたり60分

◆事後学習（内容）

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。
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看護援助論Ⅱ（看護過程の展開）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】項目

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

◆【第1回】講義内容
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

◆【第1回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第2回】項目
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

◆【第2回】講義内容
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

◆【第2回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第3回】項目 事例展開

◆【第3回】講義内容 【事例2】アセスメント、関連図の作成、看護問題抽出

◆【第3回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第4回】項目 事例展開

◆【第4回】講義内容 【事例2】看護計画立案、SOAP記述、看護計画の追加・修正

◆【第4回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第5回】項目 事例展開

◆【第5回】講義内容 【事例3】アセスメント、関連図の作成、看護問題抽出

◆【第5回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第6回】項目 事例展開

◆【第6回】講義内容
【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

◆【第6回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第7回】項目 事例展開

◆【第7回】講義内容 【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

◆【第7回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第8回】項目 事例展開

◆【第8回】講義内容
【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

◆【第8回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵
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看護援助論Ⅲ（EBN)

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護援助の方法

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 看護援助論Ⅲ（EBN)

◆科目責任者 伊藤綾子

◆科目担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆オフィスアワー・場所
授業終了後または随時(事前のアポイントメントによる)、410研究室
ayaito@tokyo-med.ac.jp

◆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の必要性について学
ぶ。看護における科学的根拠がどのように確かめられ、看護実践や看護実践に至る
までの看護過程の中で活用されているかを、看護の研究論文を用いながら考察す
る。看護援助論Ⅱ（看護過程の展開）で用いる事例と関連させながら、EBNの看護
実践への適用を学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関連

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力を身につける。

×

◆到達目標

1.	EBNの背景や必要性を説明できる。
2.	科学的に「根拠がある」とはどういうことか説明できる。
3.	看護研究論文から、科学的根拠がどのように看護実践に活用されているかを言語
化できる。
4.	看護過程の中でEBNを取り入れた看護計画を立案し、実施・評価に結び付けられ
るかを机上で体験できる。

◆教科書 看護援助論Ⅱで使用した看護過程の資料。他に必要時に提示する。

◆参考図書

・大木秀一：基本からわかる　看護疫学入門　第3版、医歯薬出版、2017
・村中陽子他編：学ぶ・活かす・共有する　看護ケアの根拠と技術　第3版、医歯
薬出版、2018
・江口正信：根拠から学ぶ基礎看護技術、サイオ出版、2015

◆評価方法 事前・事後課題50％、課題レポート50％

◆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。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
事前に提示する看護研究論文や課題を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。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
授業中に示した資料、取り組んだ課題、もしくは事後課題について復習し、振り返
りを行ってください。

◆【第1回】項目
オリエンテーション
EBNの必要性と変遷

◆【第1回】講義内容
授業の進め方、評価方法、課題
EBNという考えが生まれた経緯、看護実践における必要性について理解する。

◆【第1回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵
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看護援助論Ⅲ（EBN)

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】項目 EBNと看護過程

◆【第2回】講義内容
EBNと看護過程と看護実践がどのように結び付けられ、活用されているかを研究論
文から読み取る。

◆【第2回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第3回】項目 EBNの看護実践への応用①

◆【第3回】講義内容
看護過程の中に、EBNがどのように活用されているかを文献から考察する。
【事例1】

◆【第3回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第4回】項目 EBNの看護実践への応用②

◆【第4回】講義内容
看護過程の中に、EBNがどのように活用されているかを文献から考察する。
【事例2】

◆【第4回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第5回】項目 EBNの看護実践への応用③

◆【第5回】講義内容
看護過程の中に、EBNがどのように活用されているかを文献から考察する。
【事例3】-①

◆【第5回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第6回】項目 EBNの看護実践への応用④

◆【第6回】講義内容
看護過程の中に、EBNがどのように活用されているかを文献から考察する。
【事例3】-②

◆【第6回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第7回】項目 EBNの看護実践への応用⑤

◆【第7回】講義内容
看護過程の中に、EBNがどのように活用されているかを文献から考察する。
【事例4】-①

◆【第7回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵

◆【第8回】項目
EBNの看護実践への応用⑥
EBNの考え方を用いた看護と今後の展望

◆【第8回】講義内容
看護過程の中に、EBNがどのように活用されているかを文献から考察する。
【事例4】-②

◆【第8回】担当者 伊藤綾子、阿部幸恵
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健康教育論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護援助の方法

◆1単位当たりの時間 (30時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 演習

◆科目名 健康教育論

◆科目責任者 呉珠響

◆科目担当者 呉珠響　新井志穂

◆オフィスアワー・場所
対応可能な時間帯：午前9時00分～17時00分
場所：研究室（411）
※事前にメールにてアポイントをとる（ohchuhya@tokyo-maed.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

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力を身につける。

●

◆到達目標

1.健康教育に関わる理論やモデル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．理論やモデルを用いて、健康教育を企画・計画することができる。
4．健康教育の目的や目標、評価指標をふまえて評価することができる。

◆教科書

1．標準保健師講座2 公衆衛生看護技術 第4版、中村裕美子ら、2020、医学書院
2．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、佐伯和子、
2018、医歯薬出版株式会社
3. 標準保健師講座1 公衆衛生看護学概論 第5版、標美奈子ら、2019、医学書院
（購入済）
4. 標準保健師講座3  対象別公衆衛生看護活動 第4版、松田正己ら、2018、医学書
院　（購入済）

◆参考図書
1．健康行動と健康教育 理論，研究，実践、Karen Glanz et al.(編著）、曽根智
史ら（翻訳）、2006、医学書院

◆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）（40％）、授業
参加への積極性（10％）により総合的に評価する。
2．遅刻・早退は2回で欠席1回とする。
3．授業開始時間から20分までは遅刻、20分以降は欠席とする。
4．再試験は実施しない。

※本科目は、COVID-19の状況により授業形態等が変更となることがある。

◆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（時間） 1時限あたり1時間以上

◆事前学習（内容） 講義の内容について予習し、不明な点を明確にする。

◆事後学習（時間） 1時限あたり1時間以上

◆事後学習（内容） 講義で学んだ内容を復習し、自身の考えを整理する。

◆【第1回】項目
オリエンテーション
個人および集団の健康問題の構造について
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健康教育論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容
個人の健康問題の構造について考える
集団・地域の健康問題の構造について考える

◆【第1回】担当者 呉珠響

◆【第2回】項目 健康教育の目的と実際

◆【第2回】講義内容
健康教育の目的について学ぶ
健康教育の実際について学ぶ

◆【第2回】担当者 呉珠響

◆【第3回】項目 保健行動や健康教育に関わる理論やモデル①

◆【第3回】講義内容 健康教育の企画、計画、実施、評価にて活用する理論やモデルを学ぶ

◆【第3回】担当者 呉珠響

◆【第4回】項目 保健行動や健康教育に関わる理論やモデル②

◆【第4回】講義内容 健康教育の企画、計画、実施、評価にて活用する理論やモデルを学ぶ

◆【第4回】担当者 呉珠響

◆【第5回】項目 健康教育の展開

◆【第5回】講義内容
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、評価の一連を学ぶ

◆【第5回】担当者 呉珠響

◆【第6回】項目 健康教育の実際（演習①）

◆【第6回】講義内容
演習オリエンテーション
対象の理解、アセスメント

◆【第6回】担当者 呉珠響　新井志穂

◆【第7回】項目 健康教育の実際（演習②）

◆【第7回】講義内容 対象の理解、アセスメント

◆【第7回】担当者 呉珠響　新井志穂

◆【第8回】項目 健康教育の実際（演習③）

◆【第8回】講義内容 対象の理解、アセスメント

◆【第8回】担当者 呉珠響　新井志穂

◆【第9回】項目 健康教育の実際（演習④）

◆【第9回】講義内容 健康課題の明確化

◆【第9回】担当者 呉珠響　新井志穂

◆【第10回】項目 健康教育の実際（演習⑤）

◆【第10回】講義内容 健康課題の明確化

◆【第10回】担当者 呉珠響　新井志穂

◆【第11回】項目 健康教育の実際（演習⑥）

◆【第11回】講義内容 健康教育の企画立案

◆【第11回】担当者 呉珠響　新井志穂

◆【第12回】項目 健康教育の実際（演習⑦）

◆【第12回】講義内容 健康教育の企画立案

◆【第12回】担当者 呉珠響　新井志穂

◆【第13回】項目 健康教育の実際（演習⑧）

◆【第13回】講義内容 健康教育の計画立案

◆【第13回】担当者 呉珠響　新井志穂
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健康教育論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第14回】項目 健康教育の実際（演習⑨）

◆【第14回】講義内容 健康教育の計画立案

◆【第14回】担当者 呉珠響　新井志穂

◆【第15回】項目 健康教育の実際（演習⑩）

◆【第15回】講義内容 健康教育の目的と意義について考える（発表）

◆【第15回】担当者 呉珠響　新井志穂
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家族看護論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護援助の方法

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 家族看護論

◆科目責任者 春日広美

◆科目担当者 春日広美

◆オフィスアワー・場所
基本的には授業時間内および授業終了直後。それ以外はe自主自学の質問コーナー
へ質問を入力するか、下記のアドレスに連絡後、研究室まで来ること。
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

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力を身につける。

×

◆到達目標
１．患者／在宅療養者の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５版　鈴木和子・渡辺裕子・佐藤律子　2019　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％　　提出物およびグループワークの状況　30％

◆課題に対するフィードバック 開講中の提出物は、個人およびグループごとにフィードバックする。

◆事前学習（時間） 1時限あたり60分

◆事前学習（内容）
e自主自学に事前に事業資料を提示するので、当日の講義内容を読んでおくこと。
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よう個人の学習をすすめ
てから授業にのぞむこと。

◆事後学習（時間） 1時限あたり60分

◆事後学習（内容）
その日の講義で学んだ内容で、理解できなかったことを教科書、参考書で復習し、
それでもわからないことは教員へ質問すること。

◆【第1回】項目 家族看護概論１－家族看護に関連する理論－
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家族看護論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容

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

◆【第1回】担当者 春日広美

◆【第2回】項目 家族看護概論２－家族看護の対象の理解１－

◆【第2回】講義内容
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

◆【第2回】担当者 春日広美

◆【第3回】項目 家族看護概論３－家族看護の対象の理解２－

◆【第3回】講義内容
１．健康障害が家族へ及ぼす影響
１）家族の介護負担
２）介護離職

◆【第3回】担当者 春日広美

◆【第4回】項目 家族アセスメント１

◆【第4回】講義内容
１．家族アセスメントとは
２．家族アセスメントモデルについて
３．事例の紹介

◆【第4回】担当者 春日広美

◆【第5回】項目 家族アセスメント２

◆【第5回】講義内容
１．家族アセスメントの実際（事例展開）
１）家族アセスメントモデルを用いた家族像の形成

◆【第5回】担当者 春日広美

◆【第6回】項目 家族看護計画の作成１（グループワーク）

◆【第6回】講義内容
１．家族看護計画の立案（事例展開）
１）家族を看護する方法
２）家族看護計画の作成

◆【第6回】担当者 春日広美

◆【第7回】項目 家族看護計画の作成２（グループワーク）

◆【第7回】講義内容
１．家族看護計画の立案（事例展開）
１）家族看護計画の完成
２）発表の準備

◆【第7回】担当者 春日広美

◆【第8回】項目 家族看護計画の発表（グループワーク）　まとめ

◆【第8回】講義内容
１．グループワークの成果発表と講評
２．家族看護の臨床での活用について

◆【第8回】担当者 春日広美
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看護基礎実習

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護援助の方法

◆1単位当たりの時間 （45時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 実習

◆科目名 看護基礎実習

◆科目責任者 伊藤綾子

◆科目担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、杉原ひとみ、大和田信行他13名

◆オフィスアワー・場所
実習時間終了後・教員研究室および実習場所
ayaito@tokyo-med.ac.jp

◆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)｣、「看護援助論Ⅲ（EBN)」等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。そのために、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

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力を身につける。

×

◆到達目標

1．患者の情報を収集・整理しアセスメントできる。
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OP・TP・EPに分けて立案できる。
4．計画に沿って患者の安全・安楽・自立を踏まえた援助を実施できる。
5．看護援助を評価し、計画の修正・追加などができる。
6．短期目標と長期目標の評価ができる。
7．患者とのコミュニケーションを円滑に図ることができる。
8．看護学生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。
9．看護実践を通して、看護過程および個別性のある看護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

◆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以上出席した学生を、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％。

◆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（時間） 1日あたり1時間以上
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看護基礎実習

シラバス項目名 シラバス内容

◆事前学習（内容）

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。技術
については、事前練習を十分に行った上で実習に臨む。
また、既習の人体の構造と機能、病理病態学、診断治療学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、看護対象論
Ⅰ・Ⅱなど、受け持ち患者に関する発達段階や課題、疾患に関連する器官・臓器の
解剖生理のなどの知識、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（時間） 1日あたり1時間以上

◆事後学習（内容）
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。

◆実習内容と方法

実習の詳細については,看護基礎実習要項を配布し、実習オリエンテーションにて
説明を行う。

実習期間：2022年2月21日～2022年3月4日
実習施設：東京医科大学病院
実習時間：8:00～15:30
実習方法：
　　1)病棟にてオリエンテーションを受ける。
　　2)対象者1名を受け持ち、看護過程を展開し、それに基づき日常生活援助を
　　　実践する。
　　3)カンファレンスを行い、看護過程の展開について情報を共有したり、
　　　意見交換を行い、看護実践を行うまでの思考過程について学びを深める。
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地域看護学概論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/コミュニティヘルスケア

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 地域看護学概論

◆科目責任者 鈴木良美

◆科目担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆オフィスアワー・場所
・講義終了後
・鈴木良美　507研究室（ysuzu＠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、子どもから高齢者まで、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

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力を身につける。

×

◆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 ・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

◆評価方法

・定期試験（70％）、確認テストと課題への取り組み（30％）により総合的に評価
する。
・（対面講義の場合）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。
・（オンラインの場合）定められた期限内に、課題や確認テストの提出をもって出
席とみなす。1コマの中で確認テストと課題の両方を課したり、2つの課題を課すこ
とがあるが、この場合、指定されたテストや課題をすべて提出した場合に出席とみ
なす。
・再試験は実施しない。

◆課題に対するフィードバック
・講義中に提出した課題に関するコメントは、次回以降の講義でフィードバックす
る。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
・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

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
・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

◆【第1回】項目
オリエンテーション、地域看護・公衆衛生看護とは

◆【第1回】講義内容 地域看護とは、公衆衛生看護の理念と概念

◆【第1回】担当者 鈴木良美

78



地域看護学概論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】項目 公衆衛生看護の歴史、場と対象

◆【第2回】講義内容 日本の公衆衛生看護の歴史、多様な公衆衛生看護活動の対象と場

◆【第2回】担当者 鈴木良美

◆【第3回】項目 母子保健活動①

◆【第3回】講義内容 母子保健の動向、母子保健活動

◆【第3回】担当者 鈴木良美

◆【第4回】項目 母子保健活動②

◆【第4回】講義内容 乳幼児健診

◆【第4回】担当者 鈴木良美

◆【第5回】項目 母子保健活動③

◆【第5回】講義内容 児童虐待への保健活動

◆【第5回】担当者 鈴木良美

◆【第6回】項目 成人保健活動

◆【第6回】講義内容 成人保健の動向、成人保健活動

◆【第6回】担当者 新井志穂

◆【第7回】項目 高齢者保健活動①

◆【第7回】講義内容 高齢者保健の動向、高齢者保健活動

◆【第7回】担当者 鈴木良美

◆【第8回】項目 高齢者保健活動②

◆【第8回】講義内容 高齢者虐待、認知症、地域包括ケアシステム

◆【第8回】担当者 鈴木良美

◆【第9回】項目 精神保健福祉活動①

◆【第9回】講義内容 精神保健福祉の動向、精神保健福祉制度

◆【第9回】担当者 鈴木良美

◆【第10回】項目 精神保健福祉活動②

◆【第10回】講義内容 精神保健福祉活動、依存症、自殺対策

◆【第10回】担当者 鈴木良美

◆【第11回】項目 感染症保健活動①

◆【第11回】講義内容 感染症保健の動向、感染症保健活動

◆【第11回】担当者 鈴木良美

◆【第12回】項目 感染症保健活動②

◆【第12回】講義内容 疾患管理、予防接種

◆【第12回】担当者 鈴木良美

◆【第13回】項目 難病保健活動

◆【第13回】講義内容 難病保健の動向、難病保健活動

◆【第13回】担当者 新井志穂

◆【第14回】項目 健康危機管理

◆【第14回】講義内容 健康危機管理対策、災害発生時の保健活動
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地域看護学概論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第14回】担当者 鈴木良美

◆【第15回】項目 公衆衛生看護活動の実際

◆【第15回】講義内容 現場の保健師の活動から公衆衛生看護活動の実際を学ぶ

◆【第15回】担当者 呉珠響、新井志穂、鈴木良美
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学校保健論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/コミュニティヘルスケア

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 学校保健論

◆科目責任者 鈴木良美

◆科目担当者 鈴木良美、小室佳文

◆オフィスアワー・場所
・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、組織について学ぶ。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

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力を身につける。

×

◆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、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

・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
「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％）、課題への取り組み・確認テスト（40％）により総合的に評価
する。
・（対面講義の場合）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。
・（オンラインの場合）定められた期限内に、課題や確認テストの提出をもって出
席とみなす。1回の講義の中で確認テストと課題の両方を課したり、2つの課題を課
すことがあるが、この場合、指定されたテストや課題をすべて提出した場合に出席
とみなす。
・再試験は実施しない。

◆課題に対するフィードバック
・講義中に提出した課題に関するコメントは、次回以降の講義でフィードバックす
る。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
・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

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
・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

◆【第1回】項目 オリエンテーション、学校保健とは
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学校保健論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容 ・学校保健の定義、歴史、組織

◆【第1回】担当者 鈴木良美

◆【第2回】項目 養護教諭の職務と保健室

◆【第2回】講義内容 ・養護教諭の職務と保健室の機能

◆【第2回】担当者 鈴木良美

◆【第3回】項目 学校保健担当者、環境、給食

◆【第3回】講義内容 ・学校保健担当者、環境衛生、給食

◆【第3回】担当者 鈴木良美

◆【第4回】項目 学校保健における健康課題１

◆【第4回】講義内容 ・現代的な健康課題

◆【第4回】担当者 鈴木良美

◆【第5回】項目 学校保健における健康課題２

◆【第5回】講義内容 ・健康危機管理

◆【第5回】担当者 鈴木良美

◆【第6回】項目 学校における健康課題３

◆【第6回】講義内容 ・養護教諭が対応する事例の検討

◆【第6回】担当者 鈴木良美

◆【第7回】項目 養護教諭の活動の実際

◆【第7回】講義内容 ・学校における養護教諭の活動の実際

◆【第7回】担当者 鈴木良美

◆【第8回】項目 特別支援学校での看護活動

◆【第8回】講義内容 ・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

◆【第8回】担当者 小室佳文
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産業保健論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/コミュニティヘルスケア

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 2年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 産業保健論

◆科目責任者 鈴木良美

◆科目担当者 鈴木良美、新井志穂

◆オフィスアワー・場所
・講義終了後
・鈴木良美　第一看護学科棟　507研究室（ysuzu＠tokyo-med.ac.jp）
・新井志穂  第二看護学科棟　204研究室（arai-s＠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

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力を身につける。

×

◆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2020－2021、メディックメディア
・産業看護学 第2版 2021年版　河野啓子、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
・産業保健ハンドブック　森晃爾　最新版（2021年9月頃発行予定）、労働調査会
・職場の健康が見える　産業保健の基礎と健康経営　第1版、メディックメディア

◆評価方法

・定期試験（60％）、課題への取り組み・確認テスト（40％）により総合的に評価
する。
・（対面講義の場合）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。
・（オンラインの場合）定められた期限内に、課題や確認テストの提出をもって出
席とみなす。1回の講義の中で確認テストと課題の両方を課したり、2つの課題を課
すことがあるが、この場合、指定されたテストや課題をすべて提出した場合に出席
とみなす。
・再試験は実施しない。

◆課題に対するフィードバック
・講義中に提出した課題に関するコメントは、次回以降の講義でフィードバックす
る。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
・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

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
・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

◆【第1回】項目 オリエンテーション、産業保健、産業看護とは
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産業保健論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容 産業保健の定義と動向、制度

◆【第1回】担当者 鈴木良美

◆【第2回】項目 産業保健における機関・組織

◆【第2回】講義内容 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

◆【第2回】担当者 新井志穂

◆【第3回】項目 労働衛生管理、産業保健における健康課題①

◆【第3回】講義内容 労働衛生管理、労働衛生の現状

◆【第3回】担当者 新井志穂

◆【第4回】項目 産業保健における健康課題②

◆【第4回】講義内容 職業性疾病、作業関連疾患

◆【第4回】担当者 新井志穂

◆【第5回】項目 産業保健における健康課題③

◆【第5回】講義内容 過重労働対策、メンタルヘルス対策

◆【第5回】担当者 新井志穂

◆【第6回】項目 産業保健における健康課題④

◆【第6回】講義内容 多様化する労働者および雇用形態への支援1

◆【第6回】担当者 新井志穂

◆【第7回】項目 産業保健における健康課題⑤

◆【第7回】講義内容 多様化する労働者および雇用形態への支援2（グループワーク）

◆【第7回】担当者 鈴木良美、新井志穂

◆【第8回】項目 産業保健における健康課題⑥

◆【第8回】講義内容 多様化する労働者および雇用形態への支援3（グループワーク）

◆【第8回】担当者 鈴木良美、新井志穂
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