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シラバス閲覧に際しての特記事項 

 

1. オフィスアワー・場所について 

オフィスアワーとは、その科目の開講期間中に科目担当者が質問等を受けることが

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

ー・場所」の欄を確認の上、その指示に従ってください。 

 

2. 事前学習・事後学習について 

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

シラバスに記載されていますので、確認の上、その指示に従ってください。 

 

3. 教員の実務経験について 

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

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

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

教員名をクリックすることでアクセスできます）。 
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科目コード【1103】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

生物と進化 
一般教育科目 2単位 

（15時間） 
選択 1年前期 講義 

自然を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 篠田 章 

[担当教員] 篠田 章、河西亜希子、田中千香也 

 篠田：月・火 16:30～18:00、生物学第 2研究室 

 河西：火・木 16:30～18:00、生物学第 2研究室 

 田中：月・木 16:30～18:00、生物学第 2研究室 

授業のねらい 

生物であるヒトを理解するために、生物とは何かについて知ることが必要であ

る。「生物と進化」では、現在この地球上に生きている生物だけではなく、かつ

て生きていた生物も対象として、途切れることなく続いてきた生命の歴史といま

生きているとはどういうことかを学ぶ。 

そこで、生物の体を構成する基本的単位である細胞の共通性と多様性について

理解する。また、生物が示す多様性を生む機構の共通性がＤＮＡに記された遺伝

情報に基づいていることを理解する。さらに、ヒトの進化の過程を分子生物学や

理論的な立場から総合的に学び、生物としてのヒトを理解する。 

本科目では、高校「生物」の履修歴は問わない。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

①細胞の誕生と細胞内構造の発達とその機能を説明できる。 

②性の獲得の利点と細胞の増殖の仕組みとの関係を説明できる。 

③ＤＮＡの複製とそのエラーの仕組み及び遺伝子発現と細胞の役割について説

明できる。 

④遺伝の仕組みを説明できる。 

⑤進化とその仕組みを説明できる。 

⑥ヒトが進化した過程を説明できる。 

教科書 スター生物学（原著第 4版）、八杉貞雄監訳、2013年、東京化学同人 
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科目コード【1103】 

参考図書 

キャンベル生物学 原書 11版、池内昌彦他監訳、2018年、丸善出版 

アメリカ版 大学生物学の教科書 第 4巻、石崎泰樹他監訳、2014年、講談社 

カラー図解 進化の教科書 第 1巻、更科功他訳、2016年、講談社 

カラー図解 進化の教科書 第 2巻、更科功他訳、2017年、講談社 

カラー図解 進化の教科書 第 3巻、更科功他訳、2017年、講談社 

評価方法 中間試験 40％、期末試験 40％、レポート 20％ 

課題に対する 

フィードバック 
答案、レポートは採点後に個別に開示する。 

事前学習 

・講義項目と内容を確認して該当する教科書の項目を予習し、疑問点をまとめて

おく（30分程度）。 

・教科書・配布資料に沿って、スライドを中心とした講義を行うが、板書等を書

き留めるためのノートを用意する。 

事後学習 

・教科書・講義資料・ノートをふりかえり、復習するとともに、予習で抽出した

疑問点が解決できたかを確認する（60分程度）。 

・もう少し詳しい内容を学びたいときは、参考図書などを利用することを勧める。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
ガイダンス 

生物の世界 

生命系の階層 

生物の共通性 

自然の科学 

篠田 

2 細胞の構造と機能 
生物の基本単位としての細胞 

オルガネラの構造と機能 
田中 

3 エネルギーと代謝 

ＡＴＰ 

浸透圧 

膜の機能 

田中 

4 ＤＮＡの構造と機能 
ＤＮＡの構造 

半保存的複製 
田中 

5 遺伝子発現とその調節 
遺伝情報の流れ（転写・翻訳） 

遺伝子の発現調節 
河西 

6 細胞の増殖 
細胞周期 

有糸分裂 
河西 

7 生殖の仕組みと配偶子形成 

生殖と性 

減数分裂 

配偶子形成 

動物の初期発生 

河西 
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科目コード【1103】 

8 
前半のまとめと総括 

中間試験と解説 

まとめと総括 

中間試験とその解説 

篠田 

河西、田中 

9 遺伝の様式 

メンデル遺伝 

形質の多様性 

ヒトの遺伝解析 

篠田 

10 進化の証拠 
進化論 

化石記録・大陸移動・比較生物学 
篠田 

11 
進化の過程 1 

小進化 

遺伝子プール 

自然選択の様式 

遺伝的浮動・遺伝子流動 

篠田 

12 
進化の過程 2 

大進化 

種分化 

外適応・大量絶滅・適応放散 
篠田 

13 系統と分類 
系統樹 

分岐分類 
篠田 

14 地球の初期の生命 

生命の起源 

細菌と古細菌 

原生生物 

篠田 

15 動物の進化 

動物の起源 

無脊椎動物・脊索動物 

ヒトの進化 

篠田 

－ 定期試験 
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科目コード【1104】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

生体の化学 
一般教育科目 2単位 

（15時間） 
選択 1年前期 講義 

自然を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]  北原 恵一 

[担当教員]   北原 恵一 

授業開始前と授業終了後の各 30分間 

非常勤講師室（第一看護学科棟） 

授業のねらい 

私たちの身体は多様な生体分子から構成され、生命現象は生体分子の化学反応に

より維持されている。同時に、私たちはプラスチック・繊維・医薬品など、さま

ざまな化学物質・化学製品の恩恵を受け暮らしている。したがって、私たちの健

康を守り、日々の生活を安全で豊かにするためには、化学的な視点から分子や物

質への理解を深めることが必要である。「生体の化学」では、化学の基本的考え

方・理論的背景、さらに、有機化合物の構造と性質などを中心とした化学の基礎

概念を学習する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1. 原子の構造、放射線と放射能の違い、放射線の医療への応用を説明できる。  

2. 原子の構造と原子の電子配置を理解し、元素の性質を説明できる。 

3. 原子同士がどのように結合するかを説明できる。 

4. 原子量、分子量、物質量（mol）を説明できる。 

5. 物質の状態を表す気体・液体・固体の性質を説明できる。 

6. 溶液の濃度の表し方を理解し、溶液の調製法、溶液の性質を説明できる。 

7. 酸化と還元の定義を理解し、酸化還元反応を説明できる。 

8. 化学反応が起こる仕組みを理解し、反応速度、化学平衡を説明できる。 

9. 酸と塩基の定義を理解し、酸・塩基の強弱、pH、緩衝作用を説明できる。 

10. 有機化合物の炭素−炭素結合、有機化合物の構造と性質を説明できる。 

11. 分子を立体的に捉え、有機化合物の立体異性について説明できる。 

12. 糖質、アミノ酸・タンパク質、脂質、核酸について構造と性質を説明できる。 
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科目コード【1104】 

教科書 
「コ・メディカル化学−医療・看護系のための基礎化学」齋藤勝裕・荒井貞夫・

久保勘二、2018（裳華房） 

参考図書 
「医・薬・看護系のための化学」原 博・荒井貞夫訳、2010（東京化学同人） 

必要に応じて講義資料を配布する。 

評価方法 
定期試験（学期末に実施 60％）、小テスト（実施日は予定表に記載 30％）、授

業中の課題への取り組み（毎回実施 10％）  

課題に対する 

フィードバック 
授業中の課題の解答をプリントで配布する。 

事前学習 
教科書の該当箇所を事前に読み、授業に参加すること（想定予想時間は 30〜60 

分程度）。 

事後学習 
教科書や授業中に作成したノート、配布された資料をもとに復習し、演習問題を

解いて、疑問点を解決すること（想定予想時間は 30〜60 分程度）。 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
生体の構成元素 

原子の構造と放射線 

生体を構成する元素、原子の構造、放射線、

放射線の医療への応用について学ぶ。 
北原 恵一 

2 原子の電子構造と周期表 
原子の電子配置、元素の性質の周期性につい

て学ぶ。 
北原 恵一 

3 化学結合と分子 
原子がイオンや分子を形成する化学結合とし

て、イオン結合と共有結合について学ぶ。 
北原 恵一 

4 
物質の量と物質の状態 

小テスト（第 1回〜第 3回） 

原子量、分子量、物質量（mol）を学ぶ。 

物質の状態である気体・液体・固体の性質に

ついて学ぶ。 

北原 恵一 

5 溶液の化学 
溶液の濃度の表し方、水の構造と性質、水溶

液の性質について学ぶ。 
北原 恵一 

6 酸化と還元 
酸化と還元、酸化剤と還元剤、酸化還元反応

について学ぶ。 
北原 恵一 

7 
化学反応速度と化学平衡 

小テスト（第 4回〜第 6回） 

反応機構、反応速度に影響を及ぼす因子、化

学平衡について学ぶ。 
北原 恵一 

8 酸と塩基 
酸・塩基の定義と強弱、水溶液の pH、体液の

緩衝作用について学ぶ。 
北原 恵一 

9 
有機化合物の構造と性質 

炭化水素の構造と性質 

有機化合物の構造と性質について学ぶ。 

炭素と水素だけから成る有機化合物の構造、

名称、性質について学ぶ。  

北原 恵一 

10 
酸素を含む有機化合物 

小テスト（第 7回〜第 9回） 

アルコール、ケトン、アルデヒドについて、

構造と性質を学ぶ。 
北原 恵一 
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科目コード【1104】 

 

 

 

11 酸性および塩基性有機化合物 
カルボン酸とその誘導体、アミンについて、

構造と性質を学ぶ。  
北原 恵一 

12 有機化合物の立体化学 
有機化合物を立体的に捉え、配座異性、シス−

トランス異性、鏡像異性について学ぶ。 
北原 恵一 

13 
糖質（炭水化物） 

小テスト（第 10回〜第 12回） 
糖質の構造と性質について学ぶ。 北原 恵一 

14 アミノ酸・タンパク質 
アミノ酸、タンパク質について、構造と性質

を学ぶ。 
北原 恵一 

15 脂質と核酸 
脂質の構造と性質について学ぶ。 

核酸の構造について学ぶ。 
北原 恵一 

－ 定期試験（教科書・ノート・プリントの持ち込み不可、関数電卓必携） 
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科目コード【1201】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

文学 
一般教育科目 2単位 

（15時間） 
選択 1年前期 講義 

人を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 林美穂子 

[担当教員]  仲島陽一 松井一馬 内田賢太郎 

林美穂子 

（仲島・松井・内田）授業終了後非常勤講師室 

（林） 授業終了後医学科英語教室 

授業のねらい 

文学作品を通して、文学作品が生まれた背景とそこに登場する人間の生き方や

考えを学び、豊かな感性、理知的な視点が構築されるよう、できるだけ多彩な

文学作品に触れていく。さらには、現代を生きる人間として問題意識を高め、

幅広い視野と表現力を養い、培うことをめざす。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1． 作品を鑑賞する中で、作品のテーマを把握することができる。 

2． 作品を鑑賞する中で、登場人物の行為や考え方に共感をおぼえたり、また

それらを批判したりできる。 

3． 作品が扱う諸々の問題について、共感できたり、批判的な視点から感想を

述べたりすることができる。 

4． 自分の感想や見解を分かりやすく人に説明できる。 

5． 自分の感想や見解をわかりやすく文章にまとめることができる。 

6． 他の人の意見を聞き、その言わんとするところを理解することができる。 

7． 異なる意見のぶつかり合いの中から、より深い理解をめざそうとすること

ができる。 

8． 文学作品には様々な視点からの鑑賞法、分析法があることを理解する。 

教科書 

（仲島）ルソー『孤独な散歩者の夢想』（今野一雄訳岩波文庫、他） 

（松井）なし 

（内田）「蜘蛛」ハンス・ハインツ・エーヴェルス、前川道介訳、『怪奇小説精
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科目コード【1201】 

華 世界幻想文学大全』東雅夫（編）ちくま文庫 所収 

（林）なし 

参考図書 

（松井）『吸血鬼ドラキュラ』ブラム・ストーカー、田内志文訳、角川文庫 

  （または 平井呈一訳、創元推理文庫）および映画『ドラキュラ』（1992

年）フランシス・フォード・コッポラ監督 

（内田）必要に応じて紹介する 

（林）『病院スケッチ』ルイーザ・メイ・オルコット、『ハリー・ポッター』シ

リーズ、J・Kローリング 

評価方法 
（仲島・内田）リアクションペーパー、あるいはレポート 

（松井・林）各回の授業の最後に書いてもらうリアクション・ペーパー 

課題に対する 

フィードバック 
レポートの提出物はコメントをつけて返却する。 

事前学習 あらかじめ翻訳テキストないし原典を読んでおいてください。 

事後学習 再度作品を読み直し、感想、考えをまとめてみる。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 フランス文学 ラブレー：「ヒューマニズム」と笑いの文芸 仲島陽一 

2 フランス文学 パスカル：「人間の条件」の探求 仲島陽一 

3 フランス文学 ルソー：自分とは何者か、自伝の文芸 仲島陽一 

4 フランス文学 スタンダール：「情熱恋愛」と社会 仲島陽一 

5 フランス文学 サルトル：現代思想と人生の意味 仲島陽一 

6 

英文学 メタファーで読み解く『吸血鬼ドラキュ

ラ』① 

吸血鬼退治と近代医療の発展 

松井一馬 

7 

英文学 メタファーで読み解く『吸血鬼ドラキュ

ラ』② 

吸血行為とセクシュアリティ 

松井一馬 

8 
英米文学 アメリカ小説に見る看護師像 －ルイー

ザ・メイ・オルコットより 
林美穂子 

9 
英米文学 イギリス小説に見る看護師像 － J・Kロ

ーリングより 
林美穂子 

10 

ドイツ文学 イントロダクション: 

ドイツ文学の特徴 

エーヴェルス「蜘蛛」の時代背景 

内田 賢太郎 
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11 

英文学 メタファーで読み解く『吸血鬼ドラキュ

ラ』③ 

吸血鬼の政治性 

松井一馬 

12 
ドイツ文学 テクストの構成 

語りについて 
内田 賢太郎 

13 ドイツ文学 視覚と欲望 内田 賢太郎 

14 ドイツ文学 視覚と狂気 内田 賢太郎 

15 ドイツ文学 怪奇・幻想小説と科学思想 内田 賢太郎 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

現代社会と法（憲法） 
一般教育科目 2単位 

（15時間） 
必修 1年前期 講義 

社会を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 和泉澤千恵 

[担当教員] 和泉澤千恵 

原則：講義前後・非常勤講師室 

（必要がある場合：質問事項を文書にして書面に記載した上

で、当該書面を学務課に預けて下さい。） 

授業のねらい 

国の基礎法・根本法である日本国憲法を通読することによって、日本国民の権

利義務の内容を把握すること、加えて、現代社会の仕組みや看護と法の関わり

について理解することを目的とする。例えば、①法についての基礎的知識と法

令の構造や法の解釈、法の考え方や仕組みなどの基本事項、②日本国憲法と医

療などをめぐる法制度との関係、③裁判の仕組みと看護の業務に関連する裁判

例、④労働に関連する法令等について学ぶ。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１． 法についての基本的知識や法の仕組み等の法令に関する基本事項について

理解し、自身で法令を読むことができる 

２． 日本国憲法の内容について把握し、自分なりの考察をすることができる 

３．裁判の仕組みや看護と法との関連を理解し、問題点などを考察することが

できる 

教科書 

「ポケット六法 平成 31年度版」山下友信・宇賀克也編、2018（有斐閣） 

なお、必要に応じて、講義レジュメ等を配布する予定である。 

「系統看護学講座 専門基礎分野 健康支援と社会保障制度［４］看護関係法

令 第 51版」森山幹夫、2019（医学書院） 

参考図書 
「医療六法 平成 31年度版」2019（中央法規出版）等の法令集／「医事法判例

百選 第 2版（別冊ジュリスト 219号）」甲斐克則・手嶋豊編、2014（有斐
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閣）／「看護のための法学 第 4版」野崎和義・柳井圭子 著、2016（ミネルヴ

ァ書房）／「医事法講義」米村滋人 2016（日本評論社）／「医事法入門 第 5

版」手嶋豊 2018（有斐閣）／など 

評価方法 

原則として定期試験１００％ 

（講義と関係のない私語をするなど、他の学生の迷惑となるような受講態度で

あった場合には、30％を限度として減点措置を講ずることがある。） 

課題に対する 

フィードバック 
成績評価試験に関する評価問い合わせが特にあった場合には個別に対応を検討 

事前学習 

講義前に条文を一読し、どのような内容が書かれているのかについて把握して

おくことが望ましい。また、講義時に事前に読む旨の指示がなされた事項につ

いては、一読の上、何が書かれているか、また、疑問点や問題点について自分

なりに整理して受講すること（想定予習時間は 30～60分程度）。 

事後学習 

配布資料やテキスト・参考書を使用し、必要があればインターネットで検索す

るなどしながら、講義内容を整理し、自分なりにノートを作成するなどして、

復習すること。また、講義において提示された問題などについて自分なりに考

えて意見をまとめ、必要があれば周囲と議論するなどして理解を深めることが

望ましい（想定復習時間は 30～60分程度）。日本国憲法の改正や医療や看護に

関連する法律の制定などについて、国会での議論を含む社会的なニュースに関

心をもって、どのような内容なのかを把握するように務めること。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 現代社会と法 法とは何か 和泉澤千恵 

2 法の概念 法の種類・優劣・効果 和泉澤千恵 

3 法の読み方 法令の構造、法の解釈 和泉澤千恵 

4 憲法：概論 憲法とは何か、日本国憲法の制定 和泉澤千恵 

5 
憲法の構造、天皇制、平和主義 日本国憲法の構造、前文、天皇、戦争の放

棄 
和泉澤千恵 

6 
統治機構（1） 統治機構の基本原理－国民主権、権力分立

－ 
和泉澤千恵 

7 
統治機構（2） 三権分立①：立法権（国会） 

三権分立②：行政権（内閣） 
和泉澤千恵 

8 
統治機構（3） 三権分立③：司法権（裁判所） 

財政・地方自治 
和泉澤千恵 

9 
基本的人権（1）－0 国民の権利及び義務① 

：基本的人権の享有・国民の義務 
和泉澤千恵 
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10 
基本的人権（1）－1 

勤労の義務・勤労の権利 

勤労の義務・権利と労働に関する法令 
和泉澤千恵 

11 
基本的人権（2）－0 国民の権利及び義務② 

：身体の自由と適正手続きの保障 
和泉澤千恵 

12 基本的人権（2）－1 裁判の仕組み 和泉澤千恵 

13 
基本的人権（2）－2 看護の業務に関連する裁判例 

：看護事故にともなう法的責任 
和泉澤千恵 

14 
基本的人権（3）－0 国民の権利及び義務③ 

：経済的自由権・精神的自由権・社会権 
和泉澤千恵 

15 

基本的人権（3）－1 日本国憲法 25条と医療提供体制に関連する

法制度 

：公衆衛生・社会保障に関する法令の概要 

和泉澤千恵 

－ 定期試験 

 

14



科目コード【1303】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

文化人類学 
一般教育科目 2単位 

（15時間） 
選択 1年前期 講義 

社会を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]  倉田 誠 

[担当教員]   倉田 誠 
倉田：m-kurata@tokyo-med.ac.jp に連絡してください。 

授業のねらい 

看護としてのケアの実践では、それに関わる手技・手法だけでなく、患者固有

の価値観や考え方、さらには自らと患者をとりまく複雑な社会状況への配慮と理

解が欠かせません。この授業では、より具体的な社会現象を事例としてグループ

で検討することで、対象をより広範で複合的な社会現象としてとらえ、自己の規

範や価値では「あたりまえ」として看過してしまうようなことや「理解不能」と

して無視してしまうようなことを問い、それを多角的に考える力を養います。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

(1) 人間概念の多様性を具体的な事例に即して説明できる。 

(2) 病気に関わる諸現象を疾病／病気／病いという区別を使って説明できる。 

(3) 特定の社会における病気行動やその説明を「説明モデル」という概念を使っ

て分析できる。 

(4) 医療介入に関する倫理的問題に関して、相対主義的立場を踏まえたうえでそ

の問題点を説明できる。 

(5) 現代医療のグローバル化がもたらす社会的影響について具体的な事例にも

とづいて説明できる。 

教科書 授業で配布する冊子(課題集)を使用します。 

参考図書 

医療人類学のレッスン 池田光穂・奥野克巳 2007 年 学陽書房 

保健と医療の人類学 A.ハルドン & S.ファン・デル・へースト 2004年 世界思想社 

＊各授業テーマに関する参考図書については、授業時に指示します。 
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評価方法 

グループワークへの参加 30％ 

相互評価        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は「e自主自学」上にアップロードし、必要に応じて講

評を行います。 

事前学習 

授業前に予定されている課題や資料を読み、必要な情報を自主的に収集・整理し

て学習ノートにメモしてくることを求めます。これが授業参加の前提となりま

す。その過程で疑問点などがあれば、それも書き出しておいてください(30〜60

分程度)。 

事後学習 

授業中にグループワークや他グループによる発表の要点、および講評の内容を学

習ノートに記入してください。授業終了後は、それらと予習してきた内容との比

較検討を行い、より多元的で広範な視野や思考の習得に努めましょう(20分程

度)。講評に関し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。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 イントロダクション 
本授業の目的や予習復習の方法を説明しなが

ら、看護と人類学の関わりを解説します。 
倉田 誠 

2 練習ワーク 
具体的な題材を取り上げ、人類学的思考のあ

り方を紹介します。 
倉田 誠 

3 
嬰児殺し「どのようにして"人"

となるのか？」 

人間概念の多様なあり方に触れながら、人格

について考えます。 
倉田 誠 

4 
遺体処置「遺体／死体はどうに扱

われるべきか？」 

生者に関する尊厳と死者に関する尊厳の違い

を探り、社会による差異も考えます。 
倉田 誠 

5 
インターセックス「彼女は男なの

か？」 

性差を題材として、身体と社会規範の関係に

ついて議論します。 
倉田 誠 

6 
民間医療「狐に憑かれたのは誰の

せい？」 

疾病/病気/病いの違いを理解し、病者を理解

する際の合理性の問題を検討します。 
倉田 誠 

7 
ひきこもり「個人の問題？社会問

題？それとも？」 

社会問題が医療化されてゆく状況を追いなが

ら、社会と医療との関係を問い直します。 
倉田 誠 

8 
分娩「どうやって産むかがなぜ大

切なのか？」 

医療テクノロジーによる介入に関して、なに

が「自然」といわれているかを検証します。 
倉田 誠 

9 
児童虐待「なぜ私が誰かをケアし

なければならないの？」 

ケアにおける主体性の問題からケアする者を

取りまく社会規範について考えます。 
倉田 誠 

10 
身体障害「不自由なことは不幸な

こと？」 

社会のなかで障害という概念や他者性がいか

に用いられているのかを省察します。 
倉田 誠 
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11 
認知症介護「世界はどのように見

えているか？」 

対象者の「認知」や「理解」を捉える方法と

その妥当性について議論します。 
倉田 誠 

12 
糖尿病「私は本当に病気なのでし

ょうか？」 

説明モデルを使いながら、「病んでいる」とい

うことに関する理解のズレを考えます。 
倉田 誠 

13 
代理母ビジネス「誰と誰の取引

か？」 

グローバルな医療サービスの展開から贈与／

収奪や身体をめぐる政治の問題を考えます。 
倉田 誠 

14 課題ワーク 
これまで学習した知識と思考方法をもとにし

て、グループで課題に取り組みます。 
倉田 誠 

15 課題ワーク 
これまで学習した知識と思考方法をもとにし

て、グループで課題に取り組みます。 
倉田 誠 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

情報科学 
一般教育科目 2単位 

（15時間） 
必修 1年前期 講義 

問題解決 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 荻谷 光晴 

[担当教員]  荻谷 光晴 

講義前後の非常勤講師室，または下記連絡先にて随時受付 

e-mail ： ogiya@kanagawa-u.ac.jp 

授業のねらい 

情報社会を生きるにあたって、情報の取り扱いを適切に行うセンスとスキルを身

につけるために、情報倫理、情報リテラシー、インターネット、情報システムな

どについて基本的な知識を学ぶ。また、コンピュータ上で、情報がどのように処

理されているのか基本原理を学び、知的財産権、プライバシーなど情報をめぐる

倫理的問題や法について学ぶとともに、看護現場やインターネット上で、情報を

どのように扱うべきかを理解する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1. コンピュータを扱う基本的な知識や技術を修得できる。 

2. 情報倫理と情報通信セキュリティについての知識を修得し、判断できる。 

3. 安全性を考慮した情報の扱い方が可能となる。 

教科書 なし 

参考図書 
情報セキュリティの基礎 2（未来へつなぐデジタルシリーズ） 

医療情報 情報処理技術編（篠原出版新社） 

評価方法 中間チェック（40%）、定期試験（40%）、毎回の授業における演習問題（20%） 

課題に対する 

フィードバック 

演習問題，中間チェックの解説は授業内で行い、次週までに添削して質問等の返

答を行う。 

事前学習 講義内容について、理解していない内容を明確にして受講すること。 

事後学習 講義資料や演習問題を見直し、理解不足な点を復習すること。 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 情報科学の導入 
情報の概念・基礎・表現・伝達方法と 

近年の情報のあり方 
荻谷 光晴 

2 情報技術の基礎(1) 基本的な情報技術とコンピュータの構造 荻谷 光晴 

3 情報技術の基礎(2) 情報表現技術とマルチメディア技術 荻谷 光晴 

4 情報倫理(1) 
情報化社会の概念とセキュリティの必要性 

情報倫理と情報リテラシー 
荻谷 光晴 

5 情報倫理(2) 
個人情報保護法 

著作権と知的財産 
荻谷 光晴 

6 情報科学の基礎について コンピュータと情報技術、倫理について 荻谷 光晴 

7 中間チェック 
情報科学，技術，倫理についての 

中間チェック 
荻谷 光晴 

8 ネットワークの基礎(1) ネットワークの概念と基礎技術 荻谷 光晴 

9 ネットワークの基礎(2) 
セキュリティとコンピュータウイルス 

ネットワークにおける脅威 
荻谷 光晴 

10 ネットワークの基礎(3) インターネット通信の構造 荻谷 光晴 

11 情報の流れと技術(1) インターネット上の情報の流れと技術 荻谷 光晴 

12 情報の流れと技術(2) ネットワークモデル 荻谷 光晴 

13 情報セキュリティ(1) 情報セキュリティと暗号化技術の基礎 荻谷 光晴 

14 情報セキュリティ(2) 暗号化技術の応用と認証システム 荻谷 光晴 

15 情報科学のまとめ 情報科学の応用とまとめ 荻谷 光晴 

－ 定期試験を実施する 
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科目コード【1501】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

英語Ⅰ（基礎） 

一般教育科目 
2単位 

（15時間） 
必修 1年前期 講義 グローバル 

コミュニケーション 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]  R.ブルーヘルマンス 

[担当教員]  阿部一幸、及川一美、横田まり子 

科目責任者： 月 12:10～13:10 

担当教員： 木 12:10～13:10 

場所： 第 3校舎 2階英語第 1研究室（LL教室） 

メール： rpb@tokyo-med.ac.jp（ブルーヘルマンス） 

また、看護学科学務課を通して質問を受け付ける。 

授業のねらい 

将来看護師として働くために必要な英語でのコミュニケーションの基礎力を身

につけることを目標とする。特にリーディングとライティングに重点を置いて授

業を進める。リーディングでは、英文の構造を理解し、大意をつかむ力をつけて

いく。ライティングでは、パラグラフの構成を理解し、自分の考えを簡潔で分か

りやすい英文で表現できる力を培っていく。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1. 文法の理解に基づき、英文の構造を理解し、大意をつかむことができる。 

2. パラグラフの構成を理解し、自分の考えを簡潔で分かりやすく文法にかなっ

た英文で表現できる。 

3. 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。 

教科書 
Silent partners: Nursing episodes（英語で読む看護のエピソード）、助川尚子、

両角迪子、2012年、南雲堂 

参考図書 

The heart’s truth: Essays on the art of nursing, Cortney Davis, 2009, The 

Kent State University Press 

Chicken soup for the nurse's soul: Stories to celebrate, honor and inspire the 

nursing profession, Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Nancy 

Mitchell-Autio, 2012, Backlist, LLC 
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Chicken soup for the soul: Inspiration for nurses: 101 stories of appreciation 

and wisdom, Amy Newmark, LeAnn Thieman, 2015, Chicken Soup for the 

Soul Publishing, LLC 

評価方法 

参加度（予習状況、授業態度、ディスカッションへの貢献度など）：30% 

小テスト・課題（小テスト、授業内課題、レポートなど）：30% 

定期試験（Final exam）：40% 

課題に対する 

フィードバック 
個人もしくは集団に対して、「e自主自学」上もしくは授業中に口頭で行う。 

事前学習 
教科書や課題の英文を読み単語を辞書で調べノートに書き、理解できないところ

を授業中に質問できるように準備する。（想定予習時間は 30～60分程度） 

事後学習 

講義で学んだ単語や表現の意味・文章の解読・文法事項をノートにまとめる。習

った表現を繰り返し口に出して練習して覚える。出題された課題を e自主自学な

どにアップロードして提出する。（想定復習時間は毎回 60分以上） 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

Orientation, greetings and 

self-introductions 

授業の概要説明 

英語による自己紹介 

阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

2 

Chapter 1 Paid in Full 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

3 

Chapter 2 A Parade for Lucy 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

4 

Chapter 3 Tears for Stephanie 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

5 

Chapter 4 The Mirror 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

6 

Chapter 5 We Are Diminished by One 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

7 

Chapter 6 Therapeutic Touch in Hospice Care 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 
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8 

Review Chapter 1-6 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

9 

Chapter 7 Dollie’s Good-bye 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

10 

Chapter 8 Summer Hours 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

11 

Chapter 9 Katie’s and Millie’s Eyes 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

12 

Chapter 10 Their Own Songs 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

13 

Chapter 11 The Truth About Harry 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

14 

Chapter 12 Graduation 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

15 

Review Chapter 1-12 阿部一幸 

及川一美 

横田まり子 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

スペイン語 

一般教育科目 
2単位 

（15時間） 
選択 1年前期 講義 グローバル 

コミュニケーション 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 宮城春美 

[担当教員]  宮城春美 
授業終了後に教室で質問を受け付ける 

授業のねらい 
スペイン語の基本文法を学び、単語力を身に着ける、 スペイン語で日曜会話

が話せるようになることをねらいとする。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 
文法だけではなく、会話力・発現の練習をする。スペイン語を楽しみながら日

常会話の練習が出来る。 

教科書 なし（資料を配布する） 

参考図書 なし 

評価方法 授業発表 30％ 期末試験 70％ 

課題に対する 

フィードバック 
講義中に口頭でフィードバックする。 

事前学習 想定予習時間は 30～60程度 
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事後学習 配布した資料を整理し、学んだ言葉や会話を復習しておくこと 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

挨拶・自己紹介 語彙のリスト・挨拶の練習・自己紹介を始

まる 

（スペイン語体験） 

宮城春美 

2 スペイン語の読み方・書き方 アルファベットの読み方・書き方の説明 宮城春美 

3 国籍・職業の発現 語彙リスト（国名・国籍・出身の発現）） 宮城春美 

4 場所の発現・物の状態 Be 動詞の働き・形容詞・名詞                                                                                                                                                                                                                                        宮城春美 

5 私の家族私の物 家族の語彙・人の関係等の発現 宮城春美 

6 
趣味の発現・好きなスポーツな

ど 

好きなこと・嫌いなことの発現」 
宮城春美 

7 私の町・交通機関 町の説明・何がある・何がないなど 宮城春美 

8 人の行動・活動 規則同市・不規則動詞の働き（現在形） 宮城春美 

9 興味があることの発現 Interesar 動詞の働き 宮城春美 

10 日常生活 再起動詞の働き・自分自身にすること 宮城春美 

11 今までの経験 現在完了の働き・語彙 宮城春美 

12 好きなアーテイストの紹介 個人発表 ・今までの復習の確認 宮城春美 

13 何がある・何がない Be 動詞の働き・語彙 宮城春美 

14 人や物の特徴・歳 Tener動詞の働き  ・語彙                            宮城春美 

15 看護師のための語彙                                    約に立つ発現  ・専門的な語彙                             宮城春美 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

韓国語 

一般教育科目 
2単位 

（15時間） 
選択 1年前期 講義 グローバル 

コミュニケーション 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] イム セヨン 

[担当教員] イム セヨン 

講義終了後・非常勤講師室 

又はメールで。メールアドレスは授業中にお知らせする。 

授業のねらい 

韓国語の文字であるハングルの歴史的な背景と日本語と韓国語の類似点及び相

違点を学ぶ。また、韓国語の基礎的な読み書きを覚えて身の回りの語彙を韓国

語で覚える。 

韓国語との出会いによって新しい経験を楽しんでもらうことを教育のねらいと

する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人   

間関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1.ハングルの読み書きができる。 

2.基本的な挨拶を始め、自己紹介、指示を表す表現、数字などを覚える。 

3.名詞・動詞・形容詞の肯定文・否定文・疑問文が言えるようになる。 

4.場所を聞いたり、答えることができる。 

5.自分の電話番号と誕生日が言えるようになる。 

教科書 

『韓国語レッスン初級Ⅰ』 

著者： キム・トンハン／チャン・ウニョン（スリーエネットワーク） 

又、印刷物配布 

参考図書 特にない。 

評価方法 
前期試験：期末テスト 50％ 

小テスト：20％ 
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授業態度：30％ 

注意事項：出席率が 2/3以上の者が、最終評価の対象となる。 

課題に対する 

フィードバック 
前回の授業内容を小テストで確認する。 

事前学習 履修する前にハングルの基本母音 10個ぐらいは覚えてもらいたい。 

事後学習 毎回の小テストのために復習をしてもらいたい。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
教科のオリエンテーション 

ハングルと韓国語 
これから学ぶ言葉って、どんな言葉？ イム・セヨン 

2 基本母音 
基本母音１０個を学ぶ。 

正しい発音を身につけるコツ。 
イム・セヨン 

3 基本子音 基本子音１４個を学ぶ。 イム・セヨン 

4 合成母音＆濃音 
基本母音の復習をしながら合成母音 

＆濃音 
イム・セヨン 

5 終声（パッチム） 日本語には無いパッチムを勉強する。 イム・セヨン 

6 発音のルール 
ハングルの発音のルールとその例外につい 

て単語を覚えながら学ぶ。 
イム・セヨン 

7 復習 今まで勉強したことについて復習をする。 イム・セヨン 

8 第１課 挨拶 
自己紹介と名詞の「です」形とその 

否定形。 
イム・セヨン 

9 第２課 指示詞 
指示詞 

陰母音と陽母音 
イム・セヨン 

10 第３課 場所を表す表現 場所を尋ねる練習。 イム・セヨン 

11 第３課 数字 漢数字と固有数字を歌で覚える。 イム・セヨン 

12 第４課 動詞 
動詞の疑問文に対して肯定文・否定文で答

える。 
イム・セヨン 

13 第５課 形容詞 形容詞の疑問形で聞いて答える練習。 イム・セヨン 

14 第５課 約束をする 時間と場所表現を使って約束をする練習。 イム・セヨン 

15 まとめ 全体の復習 イム・セヨン 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

中国語 

一般教育科目 
2単位 

（15時間） 
選択 1年前期 講義 グローバル 

コミュニケーション 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 金子真生 

[担当教員] 金子真生 

木曜日昼休み・非常勤講師室 

この時間に来られない場合は、学務課へ問い合わせてくださ

い。 

授業のねらい 

中華圏における医療ツーリズムの広がりによって、日本国内で医療サービスを受 

けようとする中国人が多数来日している。本講義では、医療系の中国語を学び、 

中国人をはじめとする外国人の受診者にどう対応していくべきかを考えたい。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

単語、フレーズレベルで、ネイティブに伝わる発音で症状、病院内施設、予定な 

どを伝えられるようになること。 ① 知識・理解 中国の概要を理解できる。 ② 

思考・判断 場面に応じた正しい表現を選択できる。 ③ 意欲・関心 積極的に中

国、中国語、中国人を理解しようとしている。 ④ 態度 自学自習を心がけてい

る。 ⑤ 技術 基本的な発音をマスターしている。 

教科書 アップデート中国語 中国語科教育研究会編 駿河台出版社 

参考図書 
医療系学生のための初級中国語 山田眞一 白帝社（適宜配布） また iPad を使

うので、必ず持参のこと。 

評価方法 定期試験（70％）、課題への取り組み（20％）、意欲関心態度（10％）  

課題に対する 

フィードバック 
試験後に答案を返却し、内容に対する解説を行う。 
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事前学習 ノート作成を義務付けるので、確実に予習を行うこと。 

事後学習 
その日に学んだテキストの本文について、必ず発音練習をし、基本的には暗記を

してくること。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 発音１ 単母音、子音、声調の練習 金子真生 

2 発音２ 前回の復習、複合母音の練習 金子真生 

3 発音３ 発音まとめ 金子真生 

4 第一課 あいさつ言葉を使い分けられる 金子真生 

5 第二課 相手の名前､国籍、所属を尋ねられる 金子真生 

6 第三課 健康保険証を持っているか聞くことができる 金子真生 

7 第四課 家族構成を尋ねることができる 金子真生 

8 第五課 時間に関する表現を使える 金子真生 

9 第六課 可能の助動詞の使い分けができる 金子真生 

10 第七課 検査室へ誘導することができる 金子真生 

11 第八課 患者の具合を尋ねることができる 金子真生 

12 第九課 ～してくださいと依頼することができる 金子真生 

13 第十課 薬の服用歴を尋ねることができる 金子真生 

14 第十一課 処置文を理解できる 金子真生 

15 第十二課 患者への気遣いができる 金子真生 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

看護学概論 
専門科目 2単位 

（15時間） 
必修 1年前期 講義 

看護の基礎 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 阿部幸恵 

[担当教員]  伊藤綾子 

研究室にて、授業後等随時、事前のアポイントによる 

阿部 y-abe@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

看護とは何か、看護の対象とは、社会における看護の価値や看護の専門性、と

はどのようなものかについて学生自身が深く考え、自らの看護観を構築する基

盤を養う。具体的には、日本と世界の看護の歴史、専門職としての看護の機能

や役割、看護を考える上で重要な概念、主要な看護理論の概略、看護援助の範

囲、看護の場と対象について、講義やグループディスカッションを通して学

ぶ。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連性 

(□にチェックする) 

①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき 

る。 

③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や語 

学を身につける。 

到達目標 

１．看護とは、看護の対象とは何かについて理解できる。 

２．看護の専門性、看護の機能と役割を理解できる。 

３．世界および日本の看護の発展の歴史について理解できる。 

４．看護理論とは何か、代表的な理論家の理論の特徴が理解できる。 

５．自身の看護観を表現できる。 

教科書 

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

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

うぶすな書院 

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

年、日本看護協会出版会、 

参考図書 ・筒井真由美編：看護理論改訂第 2版、南江堂、2015年 
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科目コード【3101】 

評価方法 
定期試験 60％、確認テスト、事前･事後課題 40％ 評価基準は、到達目標への

達成度とする。 

課題に対する 

フィードバック 

事前課題は、授業内の確認テストの正答率に基づいて、全体にフィードバック

する。事後課題については、グループおよび個人で提出したものに教員がコメ

ントする形でフィードバックを行うとともに、授業内で全体にもフィードバッ

クを行う。 

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

間。 

事後学習 

授業の中で行った確認テストの出来なかったところを重点的に復習する。授業

内に出された課題について個人またはグループで取り組む。1時間以上は復習

を行うこと。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
ガイダンス 

看護とは 

看護とは何か、看護の特性、定義、看護師の

イメージについて理解する 
阿部幸恵 

2 看護の対象とは 看護の対象とは誰かを理解する。 阿部幸恵 

3 看護の歴史①原始～中世 
古代から中世までの看護の歴史や成り立ち

について理解する。 
阿部幸恵 

4 看護の歴史②近代～現代 
近代から現代の看護の歴史や動向について

理解する。 
阿部幸恵 

5 看護理論とは① 
看護理論とは何か、看護理論の変遷について

理解する。 
阿部幸恵 

6 看護理論とは② 主な看護理論（ナイチンゲール、ヘンダーソ

ン、オレムなど）の理論について概要を理解

する。 

阿部幸恵 

7 看護理論とは③ 阿部幸恵 

8 看護実践の基盤とは 

看護技術とその特性、実践知とは何か、看護

技術を実践するプロセスとは何かを理解す

る。 

伊藤綾子 

9 

10 
看護の役割と機能 

看護の定義から見た看護の役割･機能とは何

か、看護の対象や看護の場とは、看護の組織

とその役割とは何かを理解する。 

阿部幸恵 

11 看護の提供システム 

多職種との連携とは何か、看護職者がとるべ

く役割とはどのようなものか、看護の提供シ

ステムとは何かを理解する。 

阿部幸恵 

12 
看護の専門性、専門職としての

看護 

看護の専門性とは何か、専門職としての看

護、根拠に基づく看護とは何かを理解する。 
阿部幸恵 
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13 看護実践と倫理 
看護における倫理的問題や課題とは何かを

理解する。 
伊藤綾子 

14 多職種とその連携 

保健･医療･福祉の理念と看護、保健、医療副

詞の提供システムにおける看護や多職種と

の連携について理解する 

阿部幸恵 

15 看護･看護学の展望 
看護学の発展と課題、専門職者としての責務

について理解する。 
阿部幸恵 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

看護リテラシーⅠ 

（概念の理解） 

専門科目 1単位 

（30時間） 
必修 1年前期 演習 

看護の基礎 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 瀬戸山陽子 

[担当教員] 瀬戸山陽子 

随時可能です。事前にメールで連絡をおねがいします。 

setoyama@tokyo-med.ac.jp 

研究室：第 2 看護学科棟 304 

授業のねらい 

 大学生に求められる基本的なリテラシー（読み書き能力）を身に着ける。目

的に沿った適切な情報源にアクセスし、情報を入手し、情報をもとに適切な形

式に則って分かり易い文章を書き、相手に物を伝える能力を養う。 

 また保健医療の専門職としてのリテラシーを知る。信頼できる保健医療情報

の情報源を知り、情報の信頼性を吟味する視点を学ぶ。さらに将来的に、市民

の情報活用や意思決定を支援できるようになるために、ヘルスリテラシーや医

療現場での意思決定について知る。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1) 大学生としての読解力を身に着けることができる 

2) 適切なレポートを作成することができる 

3) 建設的なディスカッションのための準備をし、実際にディスカッションに

臨むことができる 

4) 文献データベースの使用方法を知ることができる 

5) 保健医療における情報の種類について理解することができる 

6) 保健医療の専門職として、情報の種類や情報源の活用方法、市民や患者に

対する情報支援について理解することができる 

教科書 

特になし 

（毎回、レジュメを提示します。また必要に応じて、授業内で参考文献を紹介

しますので、活用してください。） 
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科目コード【3105】 

参考図書 

・ 中山和弘他「看護情報学」医学書院、2018 

・ 酒井聡樹著「これからレポート・卒論を書く若者のために」、共立出版、

2007 

・ 酒井聡樹著「これから論文を書く若者のために」、共立出版、2013 

・ 木下是雄著「理科系の作文技術」中央公論新社、1986 

・ 山﨑康司著「入門 考える技術・書く技術」ダイヤモンド社、2011 

・ 石田一成著「大学生のためのレポート・論文の書き方」、ナツメ社、2013 

・ 高谷修著「看護師に役立つレポート・論文の書き方」、金芳堂、2011 

・ 佐藤淑子他著「看護師のための Web検索・文献検索入門」医学書院、2013 

・ 福田洋他「ヘルスリテラシー[健康教育の新しいキーワード]」、大修館書

店、2016 

評価方法 

・ 授業参加態度：30％ 

・ 小テスト（目標とする知識の獲得を評価する）：24％ 

・ 個人課題（目標とする技術の獲得を評価する）：46％  

課題に対する 

フィードバック 

・ 小テストに関しては、授業内でフィードバックを行う。 

・ 個人課題に関しては、e自主自学上、もしくは紙面にてフィードバックを

行う。必要に応じて、授業内で全体へのフィードバックも行う。 

事前学習 

・ 図書館で文献を借り出して、感想文を書くこと 

・ 当事者の話を聞く際に、事前の調べ物を行うこと 

詳細は授業内で説明する。 

事後学習 

・ 授業内で知り得た知識の確認を行うこと 

・ 適切な体裁や文章でレポートを作成すること 

詳細は授業内で説明する 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

オリエンテーション 

大学生としての情報活用 

全体スケジュール、進め方、出席、課題、

オフィスアワー、成績についての説明 

図書館 OPACの使い方 

瀬戸山陽子 

2 
文字情報の整理 論文と小説、感想文、レポートの違い、 

論理的な文章や適切な文体 
瀬戸山陽子 

3 

レポートの書き方 レポートで求められる体裁（章立てと構

成、図表の作成方法、著作権と引用）、ワー

プロソフト（Microsoft Word）の簡単な使

い方、レジュメの作り方 

瀬戸山陽子 

4 
グループディスカッション 良いディスカッションとはなにか 

ディスカッションの体験 
瀬戸山陽子 
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5 

情報処理プロセスと多様な情報

源 

情報の定義や、情報処理プロセス 

インターネットや書籍、雑誌など多様な情

報源の特徴や種類、公共の図書館、学術図

書館等 

瀬戸山陽子 

6 
文献データベースガイダンス A 学術情報の文献データベースガイダンス

（医中誌 Web、最新看護索引 Webの活用） 
瀬戸山陽子 

7 
文献データベースガイダンス B 学術情報の文献データベースガイダンス

（医中誌 Web、最新看護索引 Webの活用） 
瀬戸山陽子 

8 
保健医療における情報の種類 信頼できる情報であるエビデンス、当事者

の体験であるナラティブ 
瀬戸山陽子 

9 

保健医療の情報源としてのイン

ターネット① 

インターネット上で得られる保健医療情

報、保健医療の文脈でのソーシャルメディ

ア利用、ソーシャルメディアのガイドライ

ン 

瀬戸山陽子 

10 
保健医療の情報源としてのイン

ターネット② 

インターネット上のマナーやモラル、情報

倫理、知的財産 
瀬戸山陽子 

11 
保健医療における意思決定と情

報 

保健医療における意思決定の歴史、意思決

定の種類、うまく意思決定するには？ 
瀬戸山陽子 

12 
ヘルスリテラシー ヘルスリテラシーの定義や必要性、ヘルス

リテラシーにまつわる今日の動向 
瀬戸山陽子 

13 当事者の話を聞こう① 当事者の話しから、現代社会の保健医療情

報について考える 

瀬戸山陽子 

14 当事者の話を聞こう② 瀬戸山陽子 

15 

市民・患者による保健医療情報

の活用と、専門職による情報支

援 

市民が用いる保健医療情報の情報源や、情

報の使い方、専門職としての市民に対する

情報活用支援 

瀬戸山陽子 

－  
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当たり

の時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

看護リテラシーⅡ 

（看護基礎ゼミ） 

専門科目 1単位 

（30時間） 
必修 1年前期 演習 

看護の基礎 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 鈴木祐子 

[担当教員]  担任教員、担当教員 

事前にアポイントメントをとって研究室に来てください。 

連絡先 鈴木祐子 (第一看護学科棟 404研究室 

syuko410@tokyo-med.ac.jp) 

講義開始後は、グループ担当教員から提示します。  

授業のねらい 

この科目は大学生としての基本的学習姿勢及び適切な受講姿勢を習得すること

を目的とする。学生は、看護リテラシーⅠとこの科目を通して、大学生に求めら

れるアカデミック・スキル(読み、書き、調べ、考え、聞き、討論、プレゼンテ

ーション)の基本的能力と授業に臨む学習行動・受講姿勢を身につける。この科

目は小人数グループによるゼミ形式の学習である。各グループに担当教員が配置

され、適宜調整しながら自己及びグループ学習を進める。グループ学習に臨むた

めの自己学習、グループ討議におけるリフレクティブ・シンキング、アサーティ

ブな自己表現、自分の考えの適切な表現、他者の意見を聴く技術等を高める。グ

ループメンバー同志が相互に理解し、協力し合うことを学ぶ。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間関

係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1）授業に臨む基本的な学習行動・受講姿勢を身につけられる。 

2）ゼミ学習にあたり自己で学習を進められる。 

3）教材を通して、読み、書き、考える姿勢を学ぶことができる。 

4）同じグループのメンバーと協力すること、協働すること、支援し合うことを

学ぶことができる。 

5）グループ討議において他人との建設的な議論の仕方を学ぶことができる。 

6）自己及びグループ学習成果の効果的なプレゼンテーションを学ぶことができ

る。 
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科目コード【3106】 

教科書 教材：推薦図書（別紙資料）参照 

参考図書 グループごとにテーマに関連した図書･資料を紹介する。 

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

課題に対する 

フィードバック 

各担当教員よりフィードバックを行う。 

学習成果については発表会時にフィードバックを行う。 

事前学習 

・大学生としての学習姿勢、学習方法、受講態度を身につけるよう、主体的に学

習に取り組んでください。 

・ゼミ学習におけるグループワークの意義や意味を理解して、積極的・主体的に

学習に取り組んでください。 

・別途、資料「2019年度看護リテラシーⅡ（看護基礎ゼミ）てびき」を配付し

ますので、「事前に学習内容、進め方を理解しておいてください。 

事後学習 

・大学生の読み、書き、考えるという基本的能力を身につけられるよう、主体的

に自分の学習内容や姿勢をリフレクションしながら、自分の学習を改善してくだ

さい。 

・グループワーク各回で個々に課された課題は責任をもって解決し、次のグルー

プワークにつなげてください。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

オリエンテーション 本科目の概要・目的、進め方について 

・グループ編成、担当教員の発表 

・グループごとに推薦図書(別紙一覧)1 冊の選定 

 各自、グループで選定した図書 1 冊を読む。 

・担当教員とともに学習計画の立案と確認 

◎課題の提示 

課題：2 回目までに教材（選定した図書）の「要約」を

作成する。 

・教材を「読み」、指定されたフォーマットに［要約］を

まとめる。 

・分からない、あいまいな言葉の意味を辞書で調べ、理解

する。 

・教材の主張を「読み」取り、自分の言葉でまとめる。 

※1 回目のオリエンテーションは 4 月初旬に実施。 

※2 回目以降は、看護リテラシーⅠが 1/3 進んだ時期から開始。 

科目責任者 

担当教員 
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科目コード【3106】 

2～3 

グループ学習①② 

・学習テーマの検討・

決定

教材(選定した図書)の[要約] の「発表」と、グループの

学習テーマ（グループ学習で深めたい内容）の検討・決定 

次回からのグループ学習の進め方の確認 

担当教員 

4～11 

グループ学習③～⑩ 

・教材の[要約]の発表

◎4～11回目までの学習の進め方(予習・宿題)

【自己学習(事前学習)】 

・学習テーマにそって、その内容を深める学習を各自で行

い、次回の[発表資料]を作成する。 

・ [発表資料]をメンバー及び教員分印刷し、当日配付す

る。

【グループ学習】 

・各自の学習内容を他者が理解できるように発表する。

・他者の意見を聞き尊重し、建設的な議論を持って学習内

容を深める。 

・次回までの自己学習内容を明確にする。

＊11回目までは自己及びグループで学習及び議論を深め

ることに集中する。 

【ピア評価 1回目】 7回目(グループ学習⑥)終了時 

担当教員 

12～

13 

グループ学習⑪⑫ 

・学習成果の「プレゼ

ンテーション」の準備

グループ学習①～⑩の学習成果をクラス全体で共有する。

「プレゼンテーション」の準備を行う。 

・グループ全員で協力し準備する。

・A4用紙 2枚に学習成果をまとめる。

・内容は、選択書籍とその内容、グループの討議結果とす

る。抽象に留まらないよう、具体的な事象・現象を取り入れ

ながらまとめる。

・発表者を決める。

担当教員 

14～

15 

クラス全体で学習成

果の共有 

・学習成果の「プレゼ

ンテーション」と他グ

ループとの「討論」

・まとめ

グループ学習⑪⑫で作成した資料に基づき、ラス全員が各

グループの学習成果を共有する。 

・各グループのプレゼンテーション

OHCを用いて発表資料を提示する。

・「討論」本科目の到達目標達成度の確認と課題の明確化 

・学生個々及びグループとして、目標達成度の確認と課題

の明確化 

【ピア評価 2回目】 15回目終了時 

◎最終レポートの提示 

・グループで取り組んだ学習テーマについて学んだこと

(3,000字程度)

・グループ学習を通して学んだこと（1,000字程度)

担当教員 
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科目コード【3201】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

健康生活支援論 

専門科目 
2単位 

（15時間） 
必修 1年前期 講義 生活環境と 

看護の対象 

科目担当者 オフィスアワー・場所

[科目責任者]伊藤綾子 

[担当教員]阿部幸恵、伊藤綾子、清水典子 

随時(事前のアポイントによる)･教員研究室 

連絡先：伊藤  ayaito@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

健康や健康障害が人々の生活にどのように影響するのか、あるいは生活の破た

んが健康にどのように関連しているのかを考える。その上で、病気や障害だけ

でなく、病気や障害をもつ人々の生活を支援するための意味や、支援するため

の基本的な知識を学ぶ。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連

(□にチェックする)

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ

る。

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間

関係を形成できる。

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や

語学を身につける。

到達目標 

１．人々を取り巻く環境が健康に与える影響について理解できる。 

２．人々の健康な生活を支援するための基本的な知識について理解できる。 

３．自発的に他者と協働しながら学習し、自身や周囲の生活を振り返ることが

できる。 

教科書 

1）デジタルナーシンググラフィカ 18巻看護概論、2019年、メディカ出版

2）デジタルナーシンググラフィカ 20巻看護概論、2019年、メディカ出版

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

本看護協会出版会 

参考図書 必要時提示する 

評価方法 定期試験 60％ 課題(確認テスト【30％】、事前・事後課題【10％】)40％ 
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科目コード【3201】 

課題に対する 

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

事前学習 

授業ごとに事前課題を提示しますので、1時間程度かけて十分に取り組んだ上

で授業に臨んでください。「健康生活支援論実習」「健康生活支援論演習」へ繋

がるように学習してください。 

事後学習 

授業後には、1時間程度かけて授業資料を読むなど、次の授業とのつながりを

考えながら復習と予習を行ってください。また、授業内容から、自身や周囲の

人の生活や健康について考えることを習慣付けてください。 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

2 

人々にとっての生活と健康・
環境とは 

自分や身近な人々にとって、生活とは、 

健康とは、環境とは何かを考える。 

健康の概念、QOL、ADLについて理解する。 

伊藤綾子 

3 
コミュニケーションとは 人と人との関係を成立させるとはどのよう

なことかを考える。 
伊藤綾子 

4 

5 

「生命を維持する」ということ 人にとって「生命を維持する」とは 

どのようなことかを考える。 

生命を維持する身体のメカニズムについて 

学ぶ。 

阿部幸恵 

6 

7 

「食べる」ということ 人にとって「食べる」とは 

どのようなことかを考える。 

食行動と身体のメカニズムについて学ぶ。 

消化･吸収･嚥下とは何かを学ぶ。 

伊藤綾子 

8 

9 

「排泄する」ということ 人にとって「排泄する」とは 

どのようなことかを考える。 

排泄の意義やメカニズムについて学ぶ。 

清水典子 

10 
「活動する」ということ 人にとって「活動する」とは 

どのようなことかを考える。 
伊藤綾子 

11 
「眠る・休息する」ということ 人にとって「眠る･休息する」とは 

どのようなことかを考える。 
伊藤綾子 

12 

13 

「清潔にする」ということ 人にとって「清潔にする」とは 

どのようなことかを考える。 
清水典子 

14 

15 

「安全を守る」ということ 生活する人々にとっての安全とはどのような 

ことか考える 
清水典子 

－ 定期試験 
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科目コード【3203】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

健康生活支援論実習 

専門科目 
1単位 

（45時間） 
必修 1年前期 実習 生活環境と 

看護の対象 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 伊藤綾子 

[担当教員] 阿部幸恵、伊藤綾子、清水典子、 

渡邊裕見子、川端愛、藤田厚美他 

伊藤綾子 410研究室 ayaito@tokyo-med.ac.jp 

実習時間終了後・教員研究室および実習場所 

授業のねらい 

本科目は、健康生活支援論および看護学概論などで学んだ「健康」や「看護」 の

概念について、人々が生活する場を通して多様な視点で考えることを目的とす

る。疾病や障害を持ちながら地域で暮らす人々の話を聞き、生活における行動や

環境が健康に及ぼす影響について考える。また、生活の支援を受けている人々に

対するケア場面の見学や、支援者とのコミュニケーションを通し、人々の健康を

保持・増進・回復するための看護が果たす機能や支援のあり方について考える。

生活を支援する場の特徴や体験した学びを学生間で共有し、より幅広い視点で 

「健康」や「看護」を捉える。  

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連性 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・理

論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践で 

きる。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間関

係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や語

学を身につける。 

到達目標 

1. 健康とは何かについて、自分の言葉で述べることができる。 

2. 人々の日常生活行動と健康との関連について理解することができる。 

3. 人々を取り巻く環境が健康にどのような影響を与えているか考えることが

できる。 

4. 人々の健康を支える看護の機能について考えることができる。 

5. 人々が地域で暮らす上で、生活を支援する施設が果たす役割について理解

することができる。 

6. 看護学生としての自覚のもとに人々と接することができる。 
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科目コード【3203】 

教科書 
看護学概論や健康生活支援論で使用したテキストおよび配布資料 

実習要項を別紙として配布する。 

参考図書 
実習担当教員が提示した資料 

看護学概論や健康生活支援論で使用した参考図書  

評価方法 

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

実習要項の評価方法に則り、総合的に評価する。 

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

ート 15％。 

課題に対する 

フィードバック 

実習中やカンファレンス、実習終了後に集団または個別にフィードバックを行

う。 

事前学習 

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

障害」の定義や自分の考えをまとめる。また、実習施設の概要について調べまと

める。  

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

の自己の課題について考えをまとめておく。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

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

渡邊、川端、藤田他 

2 
臨地実習 各実習施設での実習 伊藤、阿部、清水、 

渡邊、川端、藤田他 

3 
臨地実習 各実習施設での実習 伊藤、阿部、清水、 

渡邊、川端、藤田他 

4 
臨地実習 各実習施設での実習 伊藤、阿部、清水、 

渡邊、川端、藤田他 

5 
実習のまとめ 実習目標の到達度の確認など 伊藤、阿部、清水、 

渡邊、川端、藤田他 

－ 定期試験 
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科目コード【3204】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

看護初期実習 

専門科目 
1単位 

（45時間） 
必修 1年前期 実習 生活環境と 

看護の対象 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]清水典子 

[担当教員] 阿部幸恵 伊藤綾子 清水典子  

渡邊裕見子 川端愛 藤田厚美他 

実習時間終了後･または随時(事前のアポイントによる) 

清水研究室および実習場所 shimizu@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

本科目では、療養生活を送る人が自身の疾患や治療をどう受け止め、どのような

思いで入院生活を送っているのかということを、患者とのコミュニケーションや

患者を取り巻く環境の観察などを通して理解する。また、看護師が実際にケアを

提供している場面を見ることで、看護師と患者の関係や患者の生活への支援、多

職種との連携等を理解し、看護の機能や役割について学ぶ。さらに、人々の健康

の回復を支える医療機関の果たす機能や役割、そこで働く様々な職種の仕事につ

いて理解する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連(□

にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・理

論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間関

係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や語 

学を身につける。 

到達目標 

1. 患者とコミュニケーションを図り、その人の入院への思いや、入院生活に

ついて自分の言葉で述べることができる。 

2. 療養生活を送る人が看護師や多職種からどのような支援をうけているの

か、また、それを通して看護師の機能や役割について説明することができ

る。 

3. 療養生活を送る人の生活の場である病院の機能や特徴、そこで働く様々な

職種について説明することができる。 

4. 実習生としての責任を自覚し適切な姿勢で行動し、学習活動を行うことが

できる。 

教科書 看護学概論・健康生活支援論で使用するテキスト 
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科目コード【3204】 

参考図書 
必要時に指示する。 

看護初期実習要項を参照してください。 

評価方法 

実習時間の 5分の 4以上の出席を以って、単位認定の評価の対象とする。 

実習要項の実習目標と評価表の視点に基づいて総合的に評価する。 

療養生活とその支援の理解・看護実践の理解 60％、臨地の場における適切かつ

積極的な学習態度 20％、レポートと実習のまとめにおけるグループワークでの

討論・発表会への貢献度 20％ 

課題に対する 

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

事前学習 

実習開始前までに 1時間以上かけて、健康生活支援論・看護学概論等で学習した

内容を復習して実習に臨んでください。臨地実習の手引き・実習要項をよく読み、

科目と自身の目標を明らかにして実習に出席してください。 

事後学習 

実習後に評価表や面談で明らかになった個々の課題について、教科書、参考書、

授業資料等を用いて 1時間以上かけて復習し、後期の授業で活用できるようにす

る。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
実習オリエンテーション 臨地実習における学習内容と方法 清水 

実習担当教員 

2 
臨地実習 

 

実習施設における実習 実習担当教員 

3 
臨地実習 

 

実習施設における実習 実習担当教員 

4 
臨地実習 

 

実習施設における実習 実習担当教員 

5 
実習のまとめ 

 

実習の振り返り、個別面接、レポート作成 実習担当教員 

－ 定期試験 
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科目コード【1101】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

生命科学 
一般教育科目 2単位 

（15時間） 
必修 1年後期 講義 

自然を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 太田 一正 

[担当教員] 太田 一正 

・月・木 16:30～18:00・第 3校舎 4階生物学第 2研究室 

・e自主自学の“メッセージ” 

授業のねらい 

生命とは何かを考える学問が生命科学である。「生命科学」では、生命現象につ

いて生物学を中心とした基本的な面を学びつつ、医学などの応用的な面との関わ

りを身近な話題を通して理解する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1．生命がエネルギーを得る仕組みを説明できる。 

2．生命を構成する細胞の構造と機能を説明できる。 

3．遺伝情報とその発現制御の仕組みを説明できる。 

4．発生の仕組みを説明できる。 

5．生命現象における情報伝達の仕組みを説明できる。 

6．細胞のストレス応答と細胞死の仕組みを説明できる。 

7．再生医療などの生命科学の応用面を概説できる。 

8．科学的方法に基づいた解析・思考を行うことができる。 

教科書 大学で学ぶ 身近な生物学 吉村成弘著 羊土社 2015年 

参考図書 

キャンベル生物学原書 11版 池内昌彦他監訳 2018年 丸善出版 

Essential細胞生物学原書第 4版 中村桂子・松原謙一監訳 2016年 南江堂 

スター生物学 八杉貞夫監訳 2013年 東京化学同人 

エッセンシャルキャンベル生物学原書 6版 池内昌彦他監訳 2016年 丸善出

版 
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評価方法 中間試験 40％、期末試験 40％、レポート 20％ 

課題に対する 

フィードバック 
答案、レポートは採点後に個別に開示する。 

事前学習 

・教科書・配布資料に沿って、スライドを中心とした講義を行うが、板書等を書

き留めるためのノートを用意する。 

・e自主自学で講義項目と内容を確認して該当する教科書の項目を予習し、疑問

点をまとめておく（30分程度）。 

事後学習 

・教科書・講義資料・ノートをふりかえり・復習するとともに、予習で抽出した

疑問点が解決できたかを確認する（45分程度）。 

・e自主自学で復習問題を行い、到達度を確認する（15分程度）。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

生命とは何か ガイダンス 

生命の特性 

ヒトの体とエネルギー 

太田 一正 

2 

糖からエネルギーを得る仕組み 糖の種類と性質 

運動の種類とエネルギーの消費 

解糖系・クエン酸回路・電子伝達系 

太田 一正 

3 

脂質からエネルギーを得る仕組

み 

脂質の構造と性質 

脂質の輸送 

脂肪酸のβ酸化・合成 

太田 一正 

4 

細胞の構造と機能１ 原核細胞と真核細胞 

細胞の構造と細胞小器官 

細胞の機能とタンパク質 

太田 一正 

5 

細胞の構造と機能２ 

 

膜輸送タンパク質 

エキソサイトーシス 

エンドサイトーシス 

太田 一正 

6 

細胞周期 細胞周期とその制御 

有糸分裂 

減数分裂 

太田 一正 

7 

細胞内外の情報伝達 受容体によるシグナル伝達 

電位変化によるシグナル伝達 

リン酸化・セカンドメッセンジャー 

太田 一正 

8 
前半のまとめと総括 

中間試験 

まとめと総括 

中間試験とその解説 
太田 一正 

45



科目コード【1101】 

9 

ＤＮＡの構造とはたらき 二重らせん構造 

クロマチン 

ＤＮＡ複製 

テロメア 

太田 一正 

10 

ＤＮＡからタンパク質へ 転写・翻訳 

アミノ酸とタンパク質 

遺伝子発現制御 

太田 一正 

11 

細胞のストレス応答機構 細胞のストレス 

ＤＮＡの損傷と修復 

異常タンパク応答（ＵＰＲ） 

アポトーシス 

太田 一正 

12 

発生と分化１ 発生の仕組み（特定化・決定） 

配偶子形成 

ヒトの発生（受精～着床） 

太田 一正 

13 

発生と分化２ ヒトの発生（原腸形成～出生） 

胎盤の機能 

異常発生 

太田 一正 

14 

再生医療の現在と未来 

ＥＳ細胞とｉＰＳ細胞 

再生医療 

組織幹細胞・多能性幹細胞 

ＥＳ細胞・ｉＰＳ細胞 

再生医療の問題点 

太田 一正 

15 

免疫システムの仕組み 自然免疫 

獲得免疫 

免疫と病気 

太田 一正 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

生命と地球環境 
一般教育科目 1単位 

（15時間） 
選択 1年後期 講義 

自然を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]  大岩潔 

[担当教員]   大岩潔、増井大、篠田章 

月・火：16:30〜18:00・化学教室 ：増井 大 

月・火：16:30〜18:00・生物学教室：篠田 章 

月・木：16:30〜18:00・物理学教室：大岩 潔 

 e-自主自学のメールで事前にアポイントをとること 

授業のねらい 

我々人類にとって、環境保全や環境問題は、もはや知らないでは済まされない重要

な問題となった。過去から現在まで地球環境の変化に対して生命がどのように順応し

てきたかを学習する。地球規模の問題の例として、気候の温暖化、放射性物質の汚染、

砂漠化の拡大、酸性雨問題、生物多様性の減少などを学習し、その発生のメカニズム

や自然環境、社会に及ぼす影響、それに対する国際社会の取り組みなど、現在我々が

直面している種々の問題について化学、生物学、物理学の観点から考える。 (オムニ

バス方式/全 8回) 

（化学：増井大/3回）人間と地球環境の関わりを、地球温暖化、酸性雨、オゾンホ

ールなどのテーマを用いて化学の視点から理解する。 

（生物学：篠田章/3回）人間が生きる地球表層環境について、その構成と動態を生

態系の観点から理解する。現在、生物多様性の減少が危機的状況にあることを認

識し、地球に生きる一員として必要な対応を学習する。 

（物理学：大岩潔/2回）我々が暮らしている地球の成り立ちと、「地球環境」の性質

を物理学的な見地から学習する。最近社会的関心が強くなった、「放射線」につ

いて学習することによって、その利用と害について理解し、放射線の被曝を避け

るための方法を学習する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連性 

(□にチェックする) 

□✓①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

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

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１．地球環境の成り立ちについて説明できる。 

２．地球環境における物質循環やエネルギー収支について説明できる。 

３．地球環境に及ぼす人為活動とその影響を考察できる。 

４．生物における個体群動態と種間・種内作用を概説できる。 

５．生物圏の生物要因と非生物要因を概説し，それらの相互作用を説明できる。 

６．生物多様性を保全する意義について説明できる。 

７．生命に影響を与える人為的影響としての内部被曝および外部被曝について，  

その違いと危険性について説明できる。 

教科書 講義資料を配付する。（増井大・篠田章・大岩潔） 
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参考図書 

１．「医療系のための物理」第 2版 佐藤幸一・藤代敏幸著、2013（東京教学社） 

２．「教養としての化学入門」Kimberley Waldron 著 竹内敬人訳、2016（化学同人） 

３．「スター生物学（原著第 4版）」 スター他著 八杉貞雄監訳、2013（東京化学同

人） 

評価方法 定期試験（80％）、受講態度（20％） 

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する。 

事前学習 参考図書（1,8:1, 2-4:2, 5-7:3.）の該当する章に目を通しておく（30分程度）。 

事後学習 講義内容のノートと配布した資料について復習する（30分程度）。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
宇宙と地球の環境 

 

１．宇宙の誕生と太陽系と地球の成り立ち 

２．地球環境における「熱」 
大岩 潔 

2 
太陽と大気分子 

 

１．大気構造とオゾン層 

２．オゾンと紫外線、オゾンホール 
増井 大 

3 
炭素循環と熱収支 

 

１．地球の熱収支と温暖化メカニズム 

２．炭素循環と温室効果ガス 
増井 大 

4 
大気汚染と酸性雨 

 

１．NOx，SOx，オキシダントの発生 

２．酸性雨のメカニズムと pH 
増井 大 

5 

個体群 

 

１．個体群動態 

２．生活史 

３．ヒトの個体群 

篠田 章 

6 

群集と生態系 

 

１．種間相互作用 

２．環境と生物の相互作用 

３．物質循環とエネルギー流 

篠田 章 

7 

生物圏と人間の影響 

 

１．バイオーム 

２．生物多様性 

３．環境と生物の保全 

篠田 章 

8 
放射線と被曝 

 

１．放射線の種類と生体への影響 

２．外部被曝と内部被曝の違いと危険性 
大岩 潔 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

医療のための物理学 
一般教育科目 1単位 

（30時間） 
選択 1年後期 演習 

自然を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]  大岩 潔 

[担当教員]   大岩 潔 

月・木：16:30〜18:00・物理学教室 

e-自主自学のメールで事前にアポイントをとること 

授業のねらい 

 物理学は古くから医学・医療に貢献してきた。細菌検査のための光学顕微鏡や

電子顕微鏡、診断・治療における放射線の応用など、その功績は広範囲にわたる。

看護技術のより効果的な活用や、最新の医療機器を適切に取り扱うためにも基本

原理の理解が重要である。医療に必要な物理学の基礎を学習し、種々の基本原理

の理解を目標とする。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□✓①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１. 力と運動の関係を説明できる。 

２. 流体と圧力について説明できる。 

３. 温度と熱について説明できる。 

４. 波の基本的性質と音と光の特性について説明できる。 

５. 電気と磁気の現象について説明できる。 

６. 原子の構造と放射線の利用について説明できる。 

教科書 
「医療系のための物理」第 2版 佐藤幸一・藤城俊幸著、2013、（東京教学社） 

 随時配布する演習問題、プリントなど 

参考図書 
「医歯系の物理学」第 2 版 赤野松太郎 他著、2015、（東京教学社） 

「物理の基礎」、長岡洋介著、2000、（東京教学社） 

評価方法 演習 (70%)、受講態度(30%) 

課題に対する 

フィードバック 
各回の演習終了後、e自主自学により課題別にフィードバックする。 

事前学習 指定教科書の該当章を読んでくること。（15 分点度） 
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事後学習 演習後 e-自主自学で公開する解答例を見直しておくこと。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 物理学入門 物理量と単位系 大岩 潔 

2 物理の数学 三角関数と微積分 大岩 潔 

3 力とはなにか 力とベクトル 大岩 潔 

4 運動とその表し力 運動量とエネルギー 大岩 潔 

5 運動と力 運動方程式 大岩 潔 

6 流体 圧力と流体 大岩 潔 

7 人体における流体 流れる流体と血液 大岩 潔 

8 熱と温度 熱、温度 大岩 潔 

9 体温 熱の伝導 大岩 潔 

10 波動 音の性質 大岩 潔 

11 光 光の性質 大岩 潔 

12 電気と磁気 電気と磁気 大岩 潔 

13 生体と電気 生体と電気子 大岩 潔 

14 原子の世界 原子と素粒子 大岩 潔 

15 放射線と X線 α線、β線、γ線と X線 大岩 潔 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

心理学 
一般教育科目 2単位 

（15時間） 
必修 1年後期 講義 

人を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

成澤 元 narisawa@ionp.or.jp 

授業のねらい 

心理的発達、認知、記憶、言語・思考、学習、性格など科学的根拠に基づいた知

見から、ストレスや睡眠など日常生活と心の健康との関係といった実用的知識ま

でを学びます。自分自身の生活や看護の実践のなかで活かすことができる、人間

理解と心のケア技術に必要な心理学的視点を身につけます。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・理

論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間関

係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1． 科学的知見に基づいた心理学の基礎知識を広く理解することができる 

2． 心理学の知識を日常生活へ応用する視点を獲得することができる 

3． 様々な環境・状況での人間心理に関心を持ち、考察することができる 

4． 心理と行動の多様性を理解したうえで人間関係を構築することができる 

5． ストレスや睡眠という心身関連の実用的な知識を活用することができる 

教科書 講師作成のレジュメを使用 

参考図書 ヒルガードの心理学 第 16版 （内田一成 訳、2015年、金剛出版） 

評価方法 定期試験 50％、小テスト 30％、平常点（授業コメント）20％から総合的に評価 

課題に対する 

フィードバック 
小テストは実施後、e自主自学に正答をアップする 

事前学習 e自主自学にアップされる授業資料に目を通し、予習を 30分以上行うこと 

事後学習 授業資料と各自の授業ノートを見返し、復習を 30分以上行うこと 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 オリエンテーション 心理学は科学のひとつ 成澤 元 

2 心理学の基礎（発達） こころの発達 成澤 元 

3 心理学の基礎（感覚と知覚） 感覚知覚の諸現象 成澤 元 

4 心理学の基礎（学習と行動） 学習と行動の理論 成澤 元 

5 心理学の基礎（記憶） 記憶の分類と記憶過程 成澤 元 

6 心理学の基礎（言語と思考） 読み書きと論理的思考 成澤 元 

7 心理学の基礎（パーソナリティ） こころの個人差 成澤 元 

8 心理学の基礎（対人関係） 個人と集団の心理 成澤 元 

9 QOLとストレス研究 心理学における QOLの位置づけ 成澤 元 

10 ストレスの発達的視点① 親子を取り巻くストレス 成澤 元 

11 ストレスの発達的視点② 学生に特有のストレス 成澤 元 

12 ストレスと生理心理学 ホメオスタシスと極限状況での反応 成澤 元 

13 睡眠心理学（睡眠と覚醒） 睡眠と心身状態の関連 成澤 元 

14 睡眠心理学（生体リズム） 睡眠覚醒リズムと体内時計 成澤 元 

15 睡眠心理学（仮眠・夢見） 眠気の対処/夢と記憶 成澤 元 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

スポーツ実技 
一般教育科目 1単位 

（45時間） 
選択 1年後期 実技 

人を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

フィンク ジュリウス 講義終了後・非常勤講師控室  

授業のねらい 
運動は Quality of lifeを上げる有力な方法である。運動が骨格筋や代謝に与え

る影響をスポーツを通じて理解して頂くことが主な目的である。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連(□

にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

様々なスポーツを通じて運動の健康に対する大切さを理解して頂くこと。 

チームスポーツの実技によって協調性を身につけること。 

運動によって時間管理や自制心が強くなり学問においても優れた業績を達成で

きること。 

教科書 特になし。 

参考図書 必要に応じてプリントを配布する。 

評価方法 

１．知識・理解の観点（30％）：授業内容に対する理解。  

２．思考・判断の観点（10％）：各種目に対する授業内でのふるまいと安全への 

配慮。 

３．関心・意欲の観点（40％）：授業への参加度。授業内でのゲームの勝敗。 

４．態度の観点（20％）：授業への参加態度と教員・他学生への配慮の程度。 

なお、欠席・遅刻は以下のように「関心・意欲」「態度」から減点する。 

欠席：８回以上で不可 

遅刻：１回につき-4、10 回で不可 

以上の方法による総合評価とします。 
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課題に対する 

フィードバック 
特になし。 

事前学習 

授業に関する事項 

① 授業には運動・スポーツ活動に適した服装での参加が求められます。不適

切な服装で参加は欠席扱いとします。不適切な服装の具体例としては、以

下のようなものです。 

●他者との接触時に巻き込まれかねない、また用具使用がスムーズに行え

ないと判断される上着衣、およびジーンズ・カーゴパンツなどスポーツ用

ではない下着衣。 

●時計・ピアス・リング・ネックレス・アンクレットなどのアクセサリー。 

●スポーツ用でない靴、および屋内（屋外）活動時における屋外（屋内）用

シューズの使用。 

●長髪の場合はできる限りまとめるようにしてください。 

② 授業で行う種目は天気や設備によって随時変更します。 

事後学習 特になし。 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 ガイダンス 授業ガイダンス Fink Julius 

2 フットサル スキル練習とゲーム Fink Julius 

3 フットサル スキル練習とゲーム Fink Julius 

4 フットサル スキル練習とゲーム Fink Julius 

5 フットサル スキル練習とゲーム Fink Julius 

6 フットサル スキル練習とゲーム Fink Julius 

7 フットサル スキル練習とゲーム Fink Julius 

8 アルティメット スキル練習とゲーム Fink Julius 

9 アルティメット スキル練習とゲーム Fink Julius 

10 アルティメット スキル練習とゲーム Fink Julius 

11 アルティメット スキル練習とゲーム Fink Julius 

12 アルティメット スキル練習とゲーム Fink Julius 

13 アルティメット スキル練習とゲーム Fink Julius 

14 バスケットボール スキル練習とゲーム Fink Julius 

15 バスケットボール スキル練習とゲーム Fink Julius 

16 バスケトボール スキル練習とゲーム Fink Julius 

17 バスケットボール スキル練習とゲーム Fink Julius 

18 バスケットボール スキル練習とゲーム Fink Julius 
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19 バドミントン 
スキル練習とゲーム 

Fink Julius 

20 バドミントン 
スキル練習とゲーム 

Fink Julius 

21 バドミントン スキル練習とゲーム Fink Julius 

22 バドミントン スキル練習とゲーム Fink Julius 

23 フットサル スキル練習とゲーム Fink Julius 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

家族と社会 
一般教育科目 2単位 

（15時間） 
選択 1年後期 講義 

社会を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 小澤かおる 

[担当教員]  小澤かおる 

講義終了後・非常勤講師室で受け付ける。コメントペーパー

またはメールによる質問も受け付ける。 

メールアドレスは授業中に伝達する。 

授業のねらい 

現代の家族は多様化している。この授業では、近代家族の成立と変遷を概観し、

今日の社会で見られる家族を鍵としたさまざまな現象について考えることで、い

わゆる「標準世帯」中心の家族観と今日の家族のありかたのずれや、今後の家族

像について検討する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1.近代家族の成立・変遷過程とそれを考えるための概念を習得し、文章で説明す

る。 

2.社会にさまざまなかたちの家族がいることを確認し、今後出会うさまざまな家

族について的確に観察する。 

3.地域や職場で各自が出会うさまざまな家族について偏見なしに自分で考え、必

要な対応を決定する。 

4.自分で本を読み自分の意見を文章にまとめる。 

教科書 

『問いからはじめる家族社会学――多様化する家族の包摂に向けて』岩間暁子・

大和礼子・田間泰子著、2015（有斐閣） 

必要に応じてプリントを配布することがある。 

参考図書 『はじめて学ぶ LGBT基礎からトレンドまで』石田仁 ナツメ社 

評価方法 コメントペーパー40%、小レポート 20%、期末レポート 40% 
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課題に対する 

フィードバック 
コメントペーパー、小レポートについては、授業中でリプライすることがある。 

事前学習 教科書の、これから学ぶ箇所を授業前に読む（想定時間 30分）。 

事後学習 
プリントやノートなどに目を通しながら、教科書の、授業で学んだ箇所を再読す

る（想定時間 60分）。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
オリエンテーション 

家族を読み解くために１ 

授業の進め方についての説明。 

家族の多様化の現状のトピックをみる。 
小澤かおる 

2 
家族を読み解くために２ 近代社会を理解するのに必要なジェンダーの

概念を学ぶ。今後の授業内容を概観する。 
小澤かおる 

3 
近代家族の成立 家族が歴史的・地域的に変化することを知る。 

近代、現代と家族の関わりを考察する。 
小澤かおる 

4 
家族・貧困・福祉１ 貧困についての考え方を知る。 

家族と貧困の関係について知る。 
小澤かおる 

5 
家族・貧困・福祉２ 福祉レジーム類型について学び、日本の現状

を考える。社会的包摂について知る。 
小澤かおる 

6 
結婚 戦前のイエ制度と今日の婚姻、未婚化、離婚、

パートナーシップの多様化について知る。 
小澤かおる 

7 
就業と家族１ 労働における男女格差、女性労働者の二極化

について知る。 
小澤かおる 

8 
就業と家族２ 私的領域と性別役割分業について知る。 

非典型家族の困難について知る。 
小澤かおる 

9 妊娠・出産・子育て１ 少子化と戦後日本の家族について知る。 小澤かおる 

10 
妊娠・出産・子育て２ なぜ子をもつのか考える。親とは、子とは何

か考える。 
小澤かおる 

11 親－成人子関係のゆくえ１ 親－成人子関係の理論的枠組みを知る。 小澤かおる 

12 
親－成人子関係のゆくえ２ 親－成人子関係と、社会環境の変化について

知り、少子高齢化について考える。 
小澤かおる 

13 
個人・家族・親密性のゆくえ１ 公共圏と親密圏について知る。エスニック・

マイノリティと家族の問題を知る。 
小澤かおる 

14 
個人・家族・親密性のゆくえ２ 性的少数者（LGBT）と家族について知る。多

様な家族の社会的包摂について考える。 
小澤かおる 

15 まとめ これから出会うであろうさまざまな家族につ 小澤かおる 
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いて考える。 

－ 定期試験として学期なかばに小レポート、最終回に期末レポートを提出する。 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

探求の技法 
一般教育科目 1単位 

（30時間） 
必修 1年後期 演習 

問題解決 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 大久保 豪 

[担当教員] 大久保 豪 

講義の前後 

または e メール（suguruokubo@gmail.com） 

授業のねらい 

看護の実践においては、様々な状況で複雑な問題の解決を行わなければならな

い。そのため、状況を把握して、問題が何かを明らかにする思考力、判断力と、

思考し判断したことを適切に表現する力を養うことが必要である。「探求の技法」

では、看護の現象に潜む問題を明らかにする方法として、現象から問題を抽出す

る帰納的思考、既存の知識や理論から別の知識を論理的に推論して導き出す演繹

的思考について学ぶ。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1. 科学的な探求の流れを理解し、説明できるようになる。 

2. 探求過程の思考を他者に伝えることができるようになる。 

3. 量的データから演繹的に考えること、質的データから帰納的に考えることの

意味を理解し、実践できるようになる。 

4. 主観的経験を理解することの意義と限界について理解することができる 

教科書 指定なし 

参考図書 演習の中で伝えます 

評価方法 

演習への参加度合い（積極的な参加、課題への取り組み状況をみながら、上記の

到達目標に足しているかを判断し、評価します。演習の中で適宜、到達具合を確

かめるための質疑応答や課題の提出等を行う予定です） 100％ 

※演習への参加態度が他に迷惑をかけるものであった場合は減点します。 

課題に対する 

フィードバック 
演習の中で、グループ・個人の課題に対するフィードバックを行う。 
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科目コード【1403】 

事前学習 
指定する内容を実施した上で講義に臨むこと。グループワークが中心となるの

で、必要に応じてグループで事前学習を行うこと。（30分～60分程度） 

事後学習 演習中に示されたポイントをメモし、復習してから次回に臨む。（30分程度） 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 序説（その 1） 
1. 演習の進め方に関して説明する。 

2. 演繹的思考と帰納的思考について学ぶ。 
大久保 豪 

2 序説（その 2） 探求の技法全般について考える。 大久保 豪 

3 
探求のための資料の調査 

（その 1） 

学術雑誌の論文の定義について考える。 

学術論文の利点と欠点について考える。 
大久保 豪 

4 
探求のための資料の調査 

（その 2） 

システマティックレビューなど文献研究の意

義について考える。 
大久保 豪 

5 
主観的経験の量的把握 

（その 1） 

医療における定量化について考える。 

QOLの定義について学ぶ。 
大久保 豪 

6 
主観的経験の量的把握 

（その 2） 

QOLを計量する意義について考える。 

QOL尺度の使用状況について理解する。 
大久保 豪 

7 
主観的経験の量的把握 

（その 3） 

よい質問紙調査、悪い質問紙調査について考

える。 
大久保 豪 

8 
主観的経験の質的把握 

（その 1） 

インタビューの使用事例について考える。 

インタビューの定義について考える。 
大久保 豪 

9 
主観的経験の質的把握 

（その 2） 

良いインタビュー、悪いインタビューについ

て考える。 
大久保 豪 

10 
主観的経験の質的把握 

（その 3） 

インタビューでの質問、探索的な質問につい

て考える。 
大久保 豪 

11 
プレゼンテーション（その 1） グループワークの成果を発表し、質疑応答を

行う。 
大久保 豪 

12 
プレゼンテーション（その 2） グループワークの成果を発表し、質疑応答を

行う。 
大久保 豪 

13 
プレゼンテーション（その 3） グループワークの成果を発表し、質疑応答を

行う。 
大久保 豪 

14 
プレゼンテーション（その 4） グループワークの成果を発表し、質疑応答を

行う。 
大久保 豪 

15 
演習のまとめ 

 

演習で学んだことを体系的に位置づけて理解

する。 
大久保 豪 

－ 演習への参加度合いによって評価する。なお、演習の内容は学生の理解や進捗をみながら適宜変更する。 
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科目コード【1404】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

情報技術と 

コミュニケーション 

一般教育科目 1単位 

（30時間） 
選択 1年後期 演習 

問題解決 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 荻谷 光晴 

[担当教員]  荻谷 光晴 

講義前後の非常勤講師室，または下記連絡先にて随時受付 

e-mail ： ogiya@kanagawa-u.ac.jp 

授業のねらい 

電子メールや Microsoft Office の Word機能、Excel表計算やプレゼンテーショ

ン資料の作成、インターネットの活用等、情報技術に関する基本的な技術を修得

することを目的とした科目。さらに、インターネットを利用したコミュニケーシ

ョンや情報収集にまつわる昨今の問題や課題について倫理点観点から考察し、コ

ンピュータ技術の適切な活用について実践を通して学ぶ。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1. Microsoft Office や PC操作、インターネットの基本操作を修得できる。 

レポート作成の技術、エクセルでの複雑な処理や計算、パワーポイントの応用技

術を修得し、よりよい文章やスライド資料の作成が可能となる。 

教科書 なし 

参考図書 
できる Word&Excel 2016 (インプレス) 

できる PowerPoint 2016（インプレス） 

評価方法 課題レポート（80%）、毎回の授業における演習問題（20%） 

課題に対する 

フィードバック 

演習問題の解説は授業内で行い、次週までに添削して質問等の返答を行う。 

課題レポートについては、次週以降に添削結果を開示する。 

事前学習 講義内容について、わからない操作や知識を明確にして受講すること。 

事後学習 講義で学んだ内容について、反復練習を行い技術の修得に励むこと。 
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科目コード【1404】 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
講義概要 

タイピング練習 

講義概要について 

タイピング練習 
荻谷 光晴 

2 
電子メールの操作と演習 

インターネット 

電子メールやインターネットの操作演習 

便利な機能とその操作 
荻谷 光晴 

3 Wordの操作方法(1) パーソナルコンピュータの基本操作 荻谷 光晴 

4 Wordの操作方法(2） テキスト入力等の基本操作演習 荻谷 光晴 

5 Wordの応用(1) 学術的な文章作成 荻谷 光晴 

6 Wordの応用(2) Wordの応用操作と総合演習 荻谷 光晴 

7 Excelの操作方法(1) データ入力と編集等の基本操作演習 荻谷 光晴 

8 Excelの操作方法(2) グラフの作成と装飾 荻谷 光晴 

9 Excelの応用(1) 数式や関数を用いた表の作成 荻谷 光晴 

10 Excelの応用(2) Excelの応用操作と総合演習 荻谷 光晴 

11 PowerPointの操作方法(1) 基本操作と文章作成 荻谷 光晴 

12 PowerPointの操作方法(2) 
オブジェクトの作成と操作 

アニメーション設定 
荻谷 光晴 

13 PowerPointの応用(1) PowerPointと Excelの連携 荻谷 光晴 

14 PowerPointの応用(2) PowerPoint発表、配布資料の総合演習 荻谷 光晴 

15 総合演習 総合演習 荻谷 光晴 

－ 定期試験は実施しない 
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科目コード【1405】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選

択 

区分 

開講時期 授業形態 

プレゼンテーションの 

技法 

一般教育科目 1単位 

（30時間） 
選択 1年後期 演習 

問題解決 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 医学教育学分野 山崎由花講師 

[担当教員] 

英語教室    Ｒ．ブルーヘルマンス准教授  

医学教育学分野 内田康太郎講師、 

五十嵐涼子助教 

教育ＩＲセンター 菰田孝行助教 

事前にアポを取って下さい。 

大学病院 教育研究棟（自主自学館）9階  

医学教育学分野 山崎由花 

IP 電話: 63963、e メール: yuka28@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

医療系発表会などにおいて、聴衆に伝えたいメッセージを確実に伝えるため

のパワーポイントスライドを作成し、それを利用して効果的にプレゼンテー

ションする方法を教授する。 

学位授与の方針(ディプ

ロマポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念

化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践で

きる。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ

る。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人

間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１．効果的なプレゼンテーションについて理解できる 

２．資料や図表を引用する際の権利保護や著作権について理解できる 

３．プレゼンテーションソフトを用いてスライドや資料を作成し、発表でき

る 

教科書 よくわかる Microsoft PowerPoint2013基礎、FOM出版 

参考図書 
一生使えるプレゼン上手の資料作成入門、インプレス 

一生使える 見やすい資料のデザイン入門、 インプレス 



科目コード【1405】 

評価方法 

受講態度・ワークへの参加度（30%） 

プレゼンテーションの発表および成果物の提出（60%） 

eラーニングを用いた小テスト・課題提出(10%) 

課題に対する 

フィードバック 
フィードバックを e自主自学に掲載する。 

事前学習 
事前学習：パソコンの基本的な操作方法を習得しておく。 

 

事後学習 
事後学習：自分で関心のあるテーマをリサーチし、さまざまなシチュエーシ

ョンに応じたプレゼンテーションを自作してみる。 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
プレゼンテーションソフトの使

用方法の実際① 

教科書第 1章 PowerPoint の基礎知識 

 
山崎 由花 

2 
プレゼンテーションソフトの使

用方法の実際② 

教科書第 2章 基本的なプレゼンテーショ

ンの作成 
菰田 孝行 

3 
プレゼンテーションソフトの使

用方法の実際③ 

教科書第 3章 表の作成 
菰田 孝行 

4 
プレゼンテーションソフトの使

用方法の実際④ 

教科書第 4章 グラフの作成 
菰田 孝行 

5 
プレゼンテーションソフトの使

用方法の実際⑤ 

教科書第 5章 図形の作成、SmartArtグラ

フィックの作成 
内田 康太郎 

6 
プレゼンテーションソフトの使

用方法の実際⑥ 

教科書第 6章 画像の挿入、ワードアート

の挿入 
五十嵐 涼子 

7 
プレゼンテーションソフトの使

用方法の実際⑦ 

教科書第 7章 特殊効果の設定 
山崎 由花 

8 
プレゼンテーションソフトの使

用方法の実際⑧ 

教科書第 8章 プレゼンテーションをサポ

ートする機能 
山崎 由花 

9 
効果的なプレゼンテーション、

著作権と引用 

効果的なプレゼンテーション、 

著作権の保護と正しい引用の仕方 
R.ブルーヘルマンス 

10 プレゼンテーション発表準備 スライド・資料の作成 R.ブルーヘルマンス 

11 プレゼンテーション発表 プレゼンテーション発表会を開催する 五十嵐 涼子 

12 プレゼンテーション発表 プレゼンテーション発表会を開催する 五十嵐 涼子 

13 プレゼンテーション発表 プレゼンテーション発表会を開催する 山崎 由花 

14 プレゼンテーション発表 プレゼンテーション発表会を開催する 山崎 由花 

15 振り返り 授業全体そしてプレゼンテーション発表会 山崎 由花 



科目コード【1405】 

の振り返り 

授業と発表会の改善 

－ 定期試験 （なし） 

 



科目コード【1507】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

フランス語 

一般教育科目 
2単位 

（15時間） 
選択 1年後期 講義 グローバル 

コミュニケーション 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 仲島陽一 

[担当教員] 仲島陽一 

木曜日 授業の前後各十五分くらいは非常勤講師室にいます

が、多くの質問や込み入った相談などは直接または学務課を

通じて申し出れば別に時間をとります。 

授業のねらい 
日常生活における外国語によるコミュケーションの重要性を理解する。簡単な

フランス語を身につけ、異文化を具体的に学ぶ。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 
1.初歩的日常会話ができる。2.正しい発音ができる。 

3.フランス語の基本的な仕組みがわかる。4.フランス文化の理解を深める。 

教科書 井田洋二著『やさしいサリュ(改訂版)』駿河台出版社 

参考図書 『クラウン仏和辞典』三省堂 

評価方法 
最終試験(70%)、平常点(出席状況および授業での貢献度：20%)、小テスト

(10%) 

課題に対する 

フィードバック 
小テストの解答・解説も授業内で行う 

事前学習 復習として、教科書・ノートを見直し CDを繰り返し聞く(20分)。 

事後学習 
予習として、教科書にざっと目を通し、新出単語などを書き出しておく(10

分)。 
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科目コード【1507】 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
フランス語の文字 フランス語の歴史的特質 

仲島 

2 
簡単な挨拶 文字と発音の関係 

仲島 

3 
名前や職業を言う 動詞 êtreの用法 

 
仲島 

4 
家族や年齢を言う。 動詞 avoirの用法 

仲島 

5 
国籍や国語を言う。 規則動詞の用法 

仲島 

6 
食べ物や飲み物を言う。 冠詞の用法 

仲島 

7 
状態や数量を言う。 疑問詞の用法 

仲島 

8 
「行く」「来る」の表現。 不規則動詞の用法 

仲島 

9 
時間の表現。 数の表現 

仲島 

10 
近い過去や未来の表現。 縮約形の用法 

仲島 

11 
天候などの表現。 非人称動詞の用法 

仲島 

12 
場所や道順などの表現。 形容詞の用法 

仲島 

13 
命令や義務の表現。 副詞の用法 

仲島 

14 
完了したことの表現。 複合過去形の用法 

仲島 

15 
まとめ 最終試験 

仲島 

－ 定期試験はしません 
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科目コード【1508】 

科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

ドイツ語 

一般教育科目 
2単位 

（15時間） 
選択 1年後期 講義 グローバル 

コミュニケーション 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 内田 賢太郎 

[担当教員] 内田 賢太郎 

授業前後、あるいはメールで（kentaro.u.19.06@gmail.com） 

非常勤講師控室 

授業のねらい 

ドイツ語の初歩を半年で学びます。文法の習得や、それをもとにした簡単な会話

表現の習得が中心ですが、ドイツ語圏の文化や歴史、現代の状況などにも触れて

ゆきます。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1. ドイツ語の発音の原則を理解し、また正しく発音ができる。 

2. 平易なドイツ語の文章を、辞書を用いて読むことができる。 

3. ドイツ語の簡単な会話ができる。 

4. ドイツ語圏の文化に対し、積極的な関心を持つことができる。 

教科書 
『ブーメラン・エルエー（Bumerang Re）』小野寿美子、中川明博、西巻丈児 著、

朝日出版社、2016年（第４版） 

参考図書 辞書や参考図書は、初回の授業で紹介します。 

評価方法 小テスト（授業時間内に数回行う）30%、あるいは定期試験 70% 

課題に対する 

フィードバック 
教科書の練習問題を宿題とした際は、その次の授業で答えあわせを行います。 

事前学習 
事前に教科書で、前の回に習った文法事項を読み返すよう、こころがけてくださ

い。（想定予習時間は３０〜６０分程度です。） 
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事後学習 
文法事項の復習・定着をこころがけてください。（想定予習時間は３０〜６０分

程度です。） 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
ドイツ、ドイツ語、ドイツ語圏 ドイツ語の歴史 

ドイツ語のアルファベット 
内田 賢太郎 

2 
発音とあいさつ ドイツ語の発音 

簡単な挨拶の表現 
内田 賢太郎 

3 
第一課 「ミュンヘンで自己紹

介」 

動詞の現在人称変化（規則変化） 

ドイツ語の語順 
内田 賢太郎 

4 
第一課 「ミュンヘンで自己紹

介」（続） 

sein動詞と haben動詞 

jaと neinの使い方 
内田 賢太郎 

5 
第二課 「ザルツブルクの美術館

で」 

名詞の性と格 

格の用法 
内田 賢太郎 

6 
第二課 「ザルツブルクの美術館

で」（続） 

定冠詞と不定冠詞 
内田 賢太郎 

7 第三課 「ヴィーン市街で」 動詞の現在人称変化（不規則変化） 内田 賢太郎 

8 第三課 「ヴィーン市街で」（続） 命令形、非人称 esの表現 内田 賢太郎 

9 第四課 「ハンブルクで買い物」 定冠詞類、不定冠詞類 内田 賢太郎 

10 
第四課 「ハンブルクで買い物」

（続） 

人称代名詞（３格・４格） 
内田 賢太郎 

11 第五課 「バーゼルで」 前置詞の格支配 内田 賢太郎 

12 第五課 「バーゼルで」（続） 疑問代名詞 werと wasの格変化 内田 賢太郎 

13 
第六課 「コンサートに行きた

い」 

話法の助動詞 

分離動詞と非分離動詞 
内田 賢太郎 

14 
第六課 「コンサートに行きた

い」（続） 

従属接続詞と副文 
内田 賢太郎 

15 まとめ・演習 平易なテクストを読む 内田 賢太郎 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

医療概論 

専門基礎科目 
1単位 

（15時間） 
必修 1年後期 講義 保健医療福祉のしく

み 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]倉田誠 

[担当教員]岩本俊彦、中島理暁、山科章、菊池宏

幸 

倉田：m-kurata@tokyo-med.ac.jp に連絡してください。 

岩本：tiwamoto@iuhw.ac.jp に連絡してください。 

中島：hist-med@tokyo-med.ac.jp に連絡してください。 

山科：akyam@tokyo-med.ac.jp に連絡してください。 

菊池：kikuchih@tokyo-med.ac.jp に連絡してください。 

授業のねらい 

看護学を学び、質の高い看護の実践能力を身につけるためには、あるべき医療の

姿を正しく捉えることが必要である。最近の医療を取り巻く環境は刻々と変化し

ており、医療の考え方や仕組みも大きく変わりつつある。現在、そして将来の医

療はどうあるべきか、どんな課題があるのかについて、最近の医療の動向を踏ま

え、データや資料を基に考えてみる。また、看護者は医療に従事する専門職とし

て、医学の本質は何かということを理解する必要がある。医学の進歩の歴史、医

学が人間の生命や尊厳をどう捉えているか、病気の診断、治療、予防、健康の増

進、生活の質といったことを医学はどう具現化しているのかなど、医学の体系を

理解し、医学のあるべき姿について考えてみる。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連性 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や語 

学を身につける。 

到達目標 

１．医学の発展の歴史、医学が人々や社会に対して果たす役割や課題を理解し、

医学の本質とは何かについて考えることができる。 

２．医療のしくみを理解し、あるべき医療の姿を考えることができる。 

教科書 系統看護学講座「医学概論」、医学書院 

参考図書 適宜指示します。 
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評価方法 定期試験 100％ 

課題に対する 

フィードバック 
各担当教員の方針にしたがい、必要に応じて「e自主自学」等を通して行います。 

事前学習 

（倉田）事前にシラバスを確認し、教科書の該当部分を通読しておくこと（20

分程度）。 

（中島）教科書の該当部分を指示通りに予習した上で、現代医療との関わりを考

えて講義に臨む姿勢が求められる（45 分程度）。 

（岩本）教科書に眼を通し概要を把握しておくこと（想定予習時間は 30 分程）。 

（菊池）教科書を予習するほか、各自が健康管理をするうえで心掛けていること

を考えておくこと（想定予習時間 約 30 分）。 

事後学習 

（倉田）ノートを作成し講義内容を書きとめながら、相互の関連性をよく考えて

学習内容や自身が考えたことを整理していくこと（10〜20 分程度）。 

（中島）ノートおよび配布史料を復習し、講義内容の正確な理解に努めること（30

分程度）。 

（岩本）配布資料に各講義の内容を書きとめながら理解を深めた後、学習内容や

自身が考えたことを整理していくことが望ましい。 

（菊池）配布資料やノートで復習するほか、事前学習で考えた内容を予防医学の

観点から一次予防～三次予防にわけて整理するよう努めること（想定予習時間 

約 60 分）。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 医学とは何か 

医学の定義と医療 

人間の生命と医の倫理・生命倫理 

クオリティ・オブ・ライフ 

病気と医学 

倉田  誠 

2 医学史の諸相（１） 
生命科学の思想的・社会的成立条件 

歴史の中の医学と看護 
中島 理暁 

3 医学史の諸相（２） 
医療者―患者関係の社会的変容 

先端医療への歴史的眼差し 
中島 理暁 

4 健康・病気と医学の体系 

健康の定義と健康教育の必要性 

病気の分類 

医学の体系と医療の目標 

基礎医学・臨床医学・予防医学の理解 

岩本 俊彦 

5 
病気の治療とリハビリテーショ

ン 

病気の治療法の種類と考え方 

リハビリテーション医学とは何か 
岩本 俊彦 
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6 病気の予防 

予防医学と公衆衛生 

健診の意義・生活習慣病のリスク要因 

ヘルスプロモーション 

菊池 宏幸 

7 病気の原因と診断 
病気の診断、検査の感度・特異度、仮説演繹

法、臨床推論 
山科 章 

8 医療システムと医療の課題 
日本の医療制度、診療報酬、医療費の動向、

平均寿命と健康寿命、厚生行政の方向 
山科 章 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

社会保障制度論 

専門基礎科目 
1単位 

（15時間） 
必修 1年後期 講義 保健医療福祉のしく

み 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]伊奈川秀和 

[担当教員]伊奈川秀和 
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 

医療も社会保障の一分野であり、看護専門職としても、医療以外の社会保障へ

の理解が業務上不可欠である。この必須の知識である社会保障を制度体系に即

して理解することを目指す。また、広い視野から、社会保障が社会の中でどの

ように機能しているかも併せて理解する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人   

  間関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１．社会保障の基本的な体系とその仕組みを理解する。 

２．看護専門職と社会保障とを関係づけて理解する。 

３．業務の中で登場する社会保障関連の問題を解決することができる。 

教科書 
椋野美智子・田中耕太郎『はじめての社会保障 -- 福祉を学ぶ人へ 』(有斐閣

アルマ ） 

参考図書 
伊奈川秀和『＜概観＞社会保障法総論・社会保険法』（信山社、２０１８年） 

伊奈川秀和『＜概観＞社会福祉法』（信山社、２０１８年） 

評価方法 
１．授業時の定期的な確認テスト・課題による理解度 ４０％ 

２．定期試験の結果 ６０％ 

課題に対する 

フィードバック 
確認テスト・課題に対する答は、事後的に提示する。 

事前学習 教科書を読み、分からないところは調べておくこと（約９０分）。 
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事後学習 教科書の他、確認テスト・課題等も含め復習すること（約６０分）。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 社会保障の意義 
社会保障の歴史、社会保険・社会福祉等の概

念、諸外国の制度等を理解する。 
伊奈川秀和 

2 社会保障を取り巻く状況 
人口、経済、家族等の社会保障を取り巻く状

況を把握する。 
伊奈川秀和 

3 医療保険（１） 
医療提供体制も含めた医療制度全体の仕組

みを理解する 
伊奈川秀和 

4 医療保険（２） 
医療保険の中でも保険料、給付等の財政に関

する仕組みを理解する。 
伊奈川秀和 

5 年金 年金制度の基本的な仕組みを理解する。 伊奈川秀和 

6 労働保険 労災保険と雇用保険の仕組みを理解する。 伊奈川秀和 

7 社会福祉 
生活保護も含めた社会福祉の全体像を把握

する。 
伊奈川秀和 

8 介護保険 
社会保険を採用する介護保険の基本的仕組

みを理解する。 
伊奈川秀和 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

看護倫理Ⅰ（基礎） 
専門科目 1単位 

（15時間） 
必修 1年後期 講義 

看護の基礎 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 鈴木祐子 

[担当教員] 鈴木祐子 

講義日の授業終了後から放課後 

鈴木祐子(第一看護学科棟 404研究室) 

syuko410@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

本科目では、患者の権利とその擁護、人間の尊厳、看護職の責務と倫理原則など

看護を実践する上で必要な倫理に関する基本的な知識を習得することを目指す。

また、看護実践現場で看護職が直面する倫理的問題がどのようなものかを事例を

通して理解し、それらの倫理的問題に対処するための倫理的意思決定の考え方お

よび方法を学ぶ。そして、授業を通して看護の価値を追求し、倫理的感受性を高

め、倫理的思考を身につけることを目指す。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連性 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１．看護における倫理の意義・重要性を述べることができる。  

２．患者の権利、人間の尊厳の尊重について理解できる。  

３．倫理原則および看護者の倫理綱領についてその意味を説明できる。  

４．看護における倫理的問題や倫理的ジレンマの意味を理解できる。  

５．倫理的意思決定の方法を理解できる。 

教科書 
DNG 2019 18巻 看護学概論 

随時、参考図書、資料を提示します。 

参考図書 

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

会、2010 年 

小西恵美子編集；看護倫理 よい看護・よい看護師への道しるべ、改訂第２版、

南江堂、2014 年 

吉川洋子・杉谷藤子監修、医療人権を考える会著；学生のための患者さんの声に

学ぶ看護倫理、日本看護協会出版会、2011 年 
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宮坂道夫他；系統看護学講座 別巻 看護倫理、医学書院、2018 年 

橋本和子；これからの看護倫理学、ふくろう出版、2014 年 

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

筆記試験（60 点） 

課題に対する 

フィードバック 
授業への取り組み・課題に対して、授業中に随時フィードバックする。 

事前学習 

「倫理学」「道徳」「生命倫理」といった言葉についてその意味を調べてみるこ

と。自分が生きていく上で、あるいは人と関わる中で大事にしていること（価値

観）について考えてみること。この科目は、看護専門職として身につけるべき重

要な倫理的感受性や倫理的思考を身につけることをねらいとしているので、人間

の尊厳や権利に関する著書を1冊選んで読んでおくこと。  

講義中に学習課題を提示します。 

事後学習 

授業で学習した用語や概念について、わからないものは必ず復習して理解するよ

うに努めること。 

倫理的感受性を高めるに、自己努力すること。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

倫理とは何か 

規範倫理学とは  

・「倫理とは何か」「価値とは何か」 

・日常生活の中にある倫理や道徳、それらに

関係する価値  

・徳の倫理、義務論、功利主義倫理学  

鈴木祐子 

2 

「看護倫理」とは何か  

 

・看護倫理を学ぶ意義 

・看護倫理の歴史的推移 

・看護実践にとって重要な倫理原則 

鈴木祐子 

3 

人間の権利、尊厳と倫理  

 

・患者の権利とは何か  

・人間の尊厳の尊重や患者の権利に関する宣

言  

・法と倫理の関係  

鈴木祐子 

4 

専門職における職業倫理 

「看護者の倫理綱領」 

 

  

・専門職と倫理 

・日本看護協会によって規定されている「 

看護者の倫理綱領」の各項目を熟読し、そ

の意味を理解する。 

（グループワーク） 

鈴木祐子 

5 

看護実践上の倫理的概念および

重要な言葉 

 

・ケアリング 

・アドボカシー 

・協力 

・責務・責任 

鈴木祐子 
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・パターナリズム 

・意思決定 

・倫理コンサルテーション 

 ＊課題の提示 

6 

インフォームド・コンセント  

 

・インフォームド・コンセントの定義  

・インフォームド・コンセントが生まれた経

緯  

・日本の医療におけるインフォームド・コン

セントの導入経緯  

・インフォームド・コンセントと看護師の責 

 任と役割 

・守秘義務・個人情報保護 

鈴木祐子 

7 

看護におけるジレンマ 

  

・倫理的ジレンマとは何か 

・ジレンマの状況で最善の方法を選択するに

はどうすればいいのかを事例を通して考え

る。 

鈴木祐子 

8 

倫理的意思決定の方法 

 

・倫理的意思決定のアプローチ方法  

・１つの倫理的問題事例に対して、倫理的意 

思決定の方法を用いてその対処を考える。  

鈴木祐子 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

健康生活支援論演習 

専門科目 
2単位 

（30時間） 
必修 1年後期 演習 生活環境と 

看護の対象 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 清水典子 

[担当教員]阿部幸恵 伊藤綾子 渡邊裕見子  

川端愛 藤田厚美 

清水 211研究室 shimizu@tokyo-med.ac.jp 

演習時間終了後・教員研究室および演習場所 

授業のねらい 

対象者に応じた生活支援の方法について学習する。前期に学習した健康生活支援

論の内容を復習しながら、具体的な日常生活援助に必要な基礎的知識・技術・態

度を習得する。さらに、検査や与薬など診療や治療に伴う援助技術の必要性と方

法について理解する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連(□

にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１．基本的な日常生活援助について、根拠や留意点を理解しながら実践すること

ができる。 

２．看護者としての態度を考え対象と接することができる。 

３．身体的・精神的・社会的状況に応じて日常生活援助の方法を選択する必要性

を理解できる。 

４．診療や治療に伴う援助について、看護技術を体験することでその必要性と方 

法を理解することができる。 

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

カ出版 

参考図書 

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

看護協会出版会 

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

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

する。 
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課題に対する 

フィードバック 
演習中・後に集団及び個人へフィードバックする。 

事前学習 

事前課題に沿ってポイントをまとめ、ナーシングスキルにて看護技術の方法を視

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

する。また、事前課題の内容については授業内で確認テストを行う。 

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

学習した技術については実習室を活用し、練習をして習得する。 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

オリエンテーション 

環境を整える技術 

 演習での学習方法と実習室の使い方を学ぶ 

 実習室の使い方、実習室の物品、シミュレータ

ーの使い方、環境を学ぶ 

 安全のための環境整備の技術を習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

2 

環境を整える技術 

 

・ リネン交換の技術を習得する 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

3 

4 

活動と休息を支える技術  ボディーメカニクスを考えた体位変換と安楽

な体位の保持の援助技術を習得する 

・臥床患者のリネン交換 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

5 

活動と休息を支える技術  車椅子への移乗と移送の技術を習得する 

 ストレッチャーへの移乗と移送方法の技術を

習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

6 

安全を守る技術 ・ 滅菌手袋装着・無菌操作の技術を習得する 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

7 

8 

対象を観察する技術 ・ バイタルサインズ（生命徴候）を測定する技術

を習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

9 

10 

食生活を支援する 

 

・ 対象に応じた経口摂取の援助技術を習得する 

・ 口腔ケアの技術を習得する 

清水典子  

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

藤田厚美 

11 

看護技術の統合学習 

 

 看護技術の振り返り 実技評価 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

12 

清潔を保持する  足浴の技術を習得する 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

  13  

14  

清潔を保持する 

 

 

・ 仰臥位または座位での洗髪の技術を習得す

る。 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

15 

16 

清潔を保持する  身体の清潔を保持するための援助技術を習得

する 

・ 寝衣交換の技術を習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

17 

18 

排泄を支える ・排泄のアセスメントについて学ぶ 

・便器介助・おむつ交換の技術を習得する 

・陰部洗浄の技術を習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

19 

20 

排泄を支える ・導尿の技術を習得する 

・浣腸、摘便の技術について学ぶ 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

21 

22 

体温・呼吸・循環を整え

る技術 

・吸入・吸引・酸素療法の援助技術を習得する 

・罨法作成と貼用の技術を習得する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

23 

24 

看護技術の統合学習 ・看護技術の振り返り 実技評価 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

25 

26 

検査・治療の援助  検査や治療を支援する方法を学ぶ 

 検査の目的・意義と必要性、検査の種類と検

査介助の役割・援助方法について学ぶ 

 検体の適切な採取方法を理解する 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 
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27 

28 

検査・治療の援助 ・ 採血の技術を学ぶ 清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

29 

30 

検査・治療の援助  注射法（皮下・筋肉内）の技術を学ぶ 

 輸液法について学ぶ 

清水典子  

阿部幸恵 伊藤綾子  

渡邊裕見子 川端愛 

藤田厚美 

－ 定期試験    
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

看護援助論Ⅰ 

(コミュニケーション論) 

専門科目 
1 単位 

（15時間） 
必修 1 年後期 演習 

看護援助の方法 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 小林 信 

[担当教員] 小林 信、上野 里絵 、神澤 尚利 

オフィスアワーは開講時に提示します。 

場所は、講義担当者の研究室となります。 

事前にアポイントをとってください。 

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

上野（504 研究室）：r-ueno@tokyo-med.ac.jp  

神澤（202 研究室）：kamizawa@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

 看護における対人関係の意味や対人関係理論について学ぶとともに、援助

関係とは何か、援助関係の構成要素としての重要概念などについて学習し、

看護における関係性構築の重要性について理解する。 

 また、関係性の構築に必要な看護援助技術としてのコミュニケーションの

理論と技法を学ぶ。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念 

化・理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践で 

きる。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人 

間関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1．看護実践の基盤としての対人関係の意味と主要な対人関係理論について

理解する。 

2．援助関係の特徴と関係性構築における看護者の役割について理解する。  

3．コミュニケーションの理論と技法を理解し、技法のいくつかを使えるよ

うになる。  

4．「信頼」、「共感的理解」、「傾聴」の概念を学び、患者-看護者関係に

おけるそれらの意味を理解する。 

5．看護場面での患者と看護者のコミュニケーションの例を通して、患者の

ニーズや感情に気づき、共感することができる。  

6．アサーティブなコミュニケーションとは何かを理解する。 

7．組織や職場における人間関係の特徴を理解する。 

教科書 随時資料を配布する。 
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参考図書 

・デジタルナーシンググラフィカ 36 巻「情緒発達と精神看護の基本」、37

巻「精神障害と看護の実践」 

・E. ウィーデンバック他著、池田明子訳；コミュケーション、日本看護協会

出版、1979 年 

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

・A.W.オトゥール他著、池田明子他訳；ペプロウ看護論、医学書院、 

1996年 

・平木典子著、改訂版アサーション・トレーニング、金子書房、2009年 

・平木典子他著、ナースのためのアサーション、金子書房、2002 年 

・石田光規著、産業・労働社会における人間関係－パーソナルネットワー

ク・アプローチによる分析、日本評論社、2009年 

・服部祥子著、人を育む人間関係論－援助専門職者として、個人として－、

医学書院 2003年 

評価方法 定期試験(90%)、課題レポート(10%) 

課題に対する 

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

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

くことをお勧めする。また、項目および講義内容にあるキーワードに関し

て、参考図書および関連図書、WEBサイトなどを用いて参照しておく。 

事後学習 

 特定の教科書は使わないので、講義中に理解できなかった用語等について

は、必ず講義の後で調べて理解するように努めること。また、講義中に疑問

に感じたことなどは積極的に質問すること（リアクションペーパーを有効に

活用する）。分からないことをそのままにしておかないように復習に力を入

れること。自分の日頃の対人関係や実習での体験を振り返り、どんなコミュ

ニケーションをしていたか考えてみる。 

 

 
 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
授業概要の説明 

看護実践における対人関係 

授業内容、授業の進め方、目標についての 

簡単なオリエンテーション。 

看護実践の基盤としてのコミュニケーショ

ンを学ぶことの意味について理解する。 

小林 

2 対人関係論  

看護実践における患者-看護者関係の意味お

よび、患者-看護師関係に焦点を当てた看護 

理論の概要をペプローの対人関係論を用い

て学ぶ。  

小林 

3 
自分のコミュニケーションの 

傾向を知る 

東大式エゴグラム(TEG)を活用した自己 (学

生)のコミュニケーションの傾向を自 己洞察

する。  

小林 
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4 
基本的なコミュニケーションの

理論 

コミュニケーションの成立過程、構成要 

素、言語的コミュニケーションと非言語的 

コミュニケーションについて学ぶ。 
上野 

5 
コミュニケーション技術に関係

する主要な概念  

「信頼」「共感」「傾聴」の概念について 

学ぶ。  
上野 

6 
特徴的なコミュニケーション 1

防衛機制の基礎知識  

コミュニケーションに潜む防衛機制とは何 

か、防衛機制の種類と特徴を学ぶ。  
小林 

7 
特徴的なコミュニケーション 2

自己表現とアサーション  

アサーションの発展、自己実現のアサーシ 

ョン、看護師の特徴、基本的なアサーショ 

ン権について学ぶ。  

神澤 

8 
特徴的なコミュニケーション 3 

組織・職場における人間関係 

職場集団・組織、組織の目標、組織内のコ 

ミュニケーション、組織の機能、日本人・ 

看護師の集団の特徴について学ぶ。 

神澤 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

人体の構造と機能 
専門基礎科目 4単位 

（15時間） 
必修 1年通年 講義 

病気と治療 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者] 石龍徳 

[担当教員] 李忠連、宮宗秀伸、河田晋一、永堀健

太、表原拓也、石龍徳、柏木太一、篠原広志、谷

藤章太、林由起子、川原玄理 

毎週水曜日 12〜13時  人体構造学集会室 

毎週水曜日 12〜13時  組織神経解剖学第 7研究室 

毎週水曜日 17〜18時  細胞生理学セミナー室 

毎週木曜日 12～13時 病態生理学集会室 

授業のねらい 

本科目では、医療に携わる者すべてにとって必要不可欠な身体の構造と機能の講

義を行います。また、人体解剖実習を見学する貴重な機会もあります。身体の構

造と機能に対する知識がなければ、病気を理解することはできません。検査の意

味も、薬の作用も、治療法も、看護法も理解できません。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連(□

にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

□②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

□④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1. 看護学で使われる解剖学・生理学用語を理解し覚える。 

2. 病態、検査法、薬理作用、看護法を理解するために必要な臓器の構造と機能

を理解する。 

教科書 

１）系統看護学講座 専門基礎分野 人体構造と機能１ 

「解剖生理学」（医学書院）坂井建雄、岡田隆夫著 

２）「カラーアトラス-解剖と機能」（医学書院）横地千仭ら著  

参考図書 「トートラ人体解剖生理学」丸善出版 

評価方法 

定期試験及び出席            定期試験 92%、 実習レポート 8% 

実習の無断欠席および無断遅刻は、ご献体への感謝の念がないものと判断し、そ

れ以降の解剖実習室への入室を禁ずる。なお、講義・実習に加えて、2019年 9

月 13日(金)に行われる、ご遺骨返還式への参列も上記と同等である。 

85



科目コード【2101】 

課題に対する 

フィードバック 
試験に対する質問は、学務課に提出すること。各担当教員が回答します。 

事前学習 事前学習では教科書をよく読むこと（想定予習時間は 30～60分程度）。 

事後学習 
事後学習ではノートを見ながら教科書をよく読むこと 

（想定予習時間は 30～60分程度）。 
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授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
1-解剖生理学を学ぶための

基礎知識（1） 
人体とはどのようなものか 篠原広志 

2 
1-解剖生理学を学ぶための

基礎知識（2） 
人体の素材としての細胞・組織 篠原広志 

3 
1-解剖生理学を学ぶための

基礎知識（3） 

構造と機能から見た人体 

③体液とホメオスタシス 
篠原広志 

4 2-栄養の消化と吸収（1） 口･咽頭･食道の構造と機能 柏木太一 

5 2-栄養の消化と吸収（2） 
腹部消化管の構造と機能 

(胃･小腸･大腸) 
柏木太一 

6 2-栄養の消化と吸収（3） 膵臓･肝臓･胆嚢の構造と機能 柏木太一 

7 2-栄養の消化と吸収（4） 腹膜 柏木太一 

8 人体の形状①-1 
肉眼解剖学総論（第 1章） 

構造と機能から見た人体 ①、② 
河田晋一 

9 人体の形状①-2 献体 DVD・実習見学説明 
河田、李、宮宗、 

永堀、表原 

10 3-呼吸と血液の働き（1） 
呼吸器の構造 

呼吸運動 
谷藤章太 

11 3-呼吸と血液の働き（2） 
肺胞での換気 

ガス交換 
谷藤章太 

12 人体の形状②-1 解剖学実習見学 
宮宗、李、河田、 

永堀、表原 

13 人体の形状②-2 解剖学実習見学 
宮宗、李、河田、 

永堀、表原 

14 3-呼吸と血液の働き（3） 
呼吸調節 

病態生理 
谷藤章太 

15 3-呼吸と血液の働き（4） 赤血球、白血球、血小板の機能 谷藤章太 

16 人体の形状③-1 体幹（骨）（第 7章） 表原拓也 

17 人体の形状③-2 上肢（骨）（第 7章） 表原拓也 

18 3-呼吸と血液の働き（5） 血漿、血液凝固、血液型 谷藤章太 
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19 人体の形状④-1 下肢（骨）（第 7章） 表原拓也 

20 人体の形状④-2 体幹（筋）（第 7章） 永堀健太 

21 人体の形状⑤-1 上肢（筋）（第 7章） 永堀健太 

22 人体の形状⑤-2 下肢（筋）（第 7章） 永堀健太 

23 6-内臓機能の調節（1） 自律神経系の機能と調節機構（１） 林由起子 

24 6-内臓機能の調節（2） 自律神経系の機能と調節機構（２） 林由起子 

25 6-内臓機能の調節（3） ホルモンの特徴と作用機序 川原玄理 

26 6-内臓機能の調節（4） 視床下部-下垂体系のホルモン 川原玄理 

27 6-内臓機能の調節（5） 甲状腺と副甲状腺のホルモン 川原玄理 

28 6-内臓機能の調節（6） 膵臓のホルモンと血糖調節 川原玄理 

29 6-内臓機能の調節（7） 副腎及び性腺のホルモン 川原玄理 

30 6-内臓機能の調節（8） ホルモン分泌の調節機構 川原玄理 

31 人体の形状⑥-1 体表解剖-1（第 11章） 河田晋一 

32 人体の形状⑥-2 体表解剖-2（第 11章） 河田晋一 

33 人体の形状⑦-1 骨学実習 
永堀、李、宮宗、 

河田、表原 

34 人体の形状⑦-2 骨学実習 
永堀、李、宮宗、 

河田、表原 

35 4-血液の循環とその調節（1） 
心臓の構造 

血管の構造 
谷藤章太 

36 4-血液の循環とその調節（2） 心臓の電気活動 谷藤章太 
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37 4-血液の循環とその調節（3） 心電図 谷藤章太 

38 4-血液の循環とその調節（4） 心筋の興奮と収縮 谷藤章太 

39 4-血液の循環とその調節（5） ポンプとしての心臓 谷藤章太 

40 4-血液の循環とその調節（6） 末梢循環 谷藤章太 

41 4-血液の循環とその調節（7） 
循環器系の調節 

まとめ 
谷藤章太 

42 5-体液の調節と尿の生成（1） 
腎臓及び糸球体の構造と機能 

糸球体濾過のしくみ 
谷藤章太 

43 5-体液の調節と尿の生成（2） 
尿細管及び傍糸球体装置 

クリアランスと糸球体濾過量 
谷藤章太 

44 5-体液の調節と尿の生成（3） 腎臓から分泌される生理活性物質 谷藤章太 

45 5-体液の調節と尿の生成（4） 
排尿路の構造 

尿の貯蔵と排尿 
谷藤章太 

46 5-体液の調節と尿の生成（5） 体液調節のしくみ 谷藤章太 

47 7-骨と関節 骨・関節の機能 川原玄理 

48 7-筋の収縮 筋収縮の特徴 川原玄理 

49 8-情報の受理と処理（1） 
神経系の構造と機能 

脊髄と脳 
篠原広志 

50 8-情報の受理と処理（2） 
脊髄神経と脳神経 

脳の高次機能 
篠原広志 

51 8-情報の受理と処理（3） 
運動機能と下行伝導路 

感覚機能と上行伝導路 
篠原広志 

52 8-情報の受理と処理（4） 
眼の構造と視覚 

耳の構造と聴覚・平衡覚 
篠原広志 

53 8-情報の受理と処理（5） 
味覚と嗅覚 

疼痛 
篠原広志 

54 9-外部環境からの防御（1） 
皮膚の構造と機能 

生体の防御機構１ 
谷藤章太 
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55 9-外部環境からの防御（2） 生体の防御機構２ 谷藤章太 

56 9-外部環境からの防御（3） 体温とその調節 谷藤章太 

57 
10-生殖・発生と老化のしく

み（1） 
男性生殖器 柏木太一 

58 
10-生殖・発生と老化のしく

み（2） 
女性生殖器 柏木太一 

59 
10-生殖・発生と老化のしく

み（3） 
受精と胎児の発生 柏木太一 

60 
10-生殖・発生と老化のしく

み（4） 
成長と老化 石 龍徳 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当た

りの時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

病理病態学 
専門基礎科目 2単位 

（30時間） 
必修 1年通年 演習 

病気と治療 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]黒田 雅彦 

[担当教員] 黒田雅彦、河合隆、井上理恵、倉田

厚、祖父尼淳、高橋礼典、原由紀子、松林純、金

蔵孝介、高梨正勝、立岩俊之、渡辺紀子、平井秀

明、山田侑子、後藤明彦 

分子病理学講座 主任教授室 

(第一校舎 2F) 

平日９：００〜１７：００ 

授業のねらい 

看護の現象をよく理解して概念化・理論化すためには、疾病の原因、種類や成

り立ちについて、理解しなければならない。そのために、人体を構成してい

る、細胞・組織について理解し、生体に起こる現象や障害、再生・修復過程に

ついて学ぶ。そのうえで代表的疾患の原因、特徴、病理的変化や反応について

学習し、疾病の原理を理解し、看護の対象者を全人的に理解するうえでの病理

病態学を習得する。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連(□に

チェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

☑③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができ 

る。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

☑⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

1. 疾病を分類することができる。 

2. 疾病の発生機序と症状をのべることができる。 

3. 病態生理と看護実践を結びつけることができる。 

教科書 
系統看護学講座 専門基礎分野 疾病のなりたちと回復の促進[1]病理学 

系統看護学講座 専門基礎分野 疾病のなりたちと回復の促進[2]病態生理学 

参考図書 
Kumar V, Abbas AK, Aster JC: Robbins＆Cotran Pathologic Basic of 

Disease. 9th Edition 

評価方法 合格点：６０点を合格点とする。 
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課題に対する 

フィードバック 
該当無し 

事前学習 

講義の前までに、講義内容に関して、教科書を熟読したうえで授業に臨むこと

を心掛ける。また、授業時間内に理解するように努めること。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 

出来る限り、講義の内容は授業当日に復習し、学習内容を完全に習得するこ

と。講義後は、ポイントをノートにまとめる（想定予習時間は 30～60分程

度）。また、理解できない場合は、オフィスアワー等の時間を活用して積極的に

教員に質問し、理解すること。また、講義ごとに自分自身でまとめを作り、時

間外に復習する習慣を身につけること。 

92



科目コード【2102】 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 

序論  1.看護と病態学   

2.病気の原因   

先天異常と遺伝子異常 

○看護にとって重要な病態学を講義する。 

○多因子遺伝が原因となる疾患を列挙しその特徴

を講義する。 

黒田 雅彦 

2 

序論  1.看護と病態学   

2.病気の原因   

先天異常と遺伝子異常 

○染色体異常による疾患の中で主なものを解説す

る。 

○ゲノム解析に基づく DNAレベルの個人差や病気

の原因となる遺伝子異常を講義する。 

黒田 雅彦 

3 

代謝障害 

1.細胞の損傷と適応物  

2.物質沈着   

3.脂質代謝障害  

4.タンパク質代謝障害 

5.糖質代謝障害   

6.その他の代謝障害 

○脂質代謝 

○細胞死 

○糖代謝 

高梨 正勝 

4 

代謝障害 

1.細胞の損傷と適応物  

2.物質沈着   

3.脂質代謝障害  

4.タンパク質代謝障害 

5.糖質代謝障害   

6.その他の代謝障害 

○個体の老化と諸臓器の変化 

○高齢者に特有な病態 

○物質代謝異常 

○小胞体ストレス 高梨 正勝 

5 

循環障害 

1.局所性の循環障害 2.全身性の

循環障害   

3.リンパの循環障害 

○虚血、充血、うっ血と血行静止の違いとそれぞ

れの原因と病体を講義する。 

○出血の原因と止血の機構を講義する。 
金蔵 孝介 

6 

循環障害 

1.局所性の循環障害 

2.全身性の循環障害   

3.リンパの循環障害 

○ショックの定義、原因と病体を講義する 

金蔵 孝介 

7 

炎症と免疫、膠原病 

1.炎症   

2.免疫  

3.アレルギーと自己免疫疾患  

4.膠原病   

5.移植と免疫 

○炎症の定義・分類，継時的変化 

○アレルギーの分類，原因，反応過程 

○膠原病と自己免疫疾患，血管炎症候群 

○臓器移植にかかわる免疫機構 
高梨 正勝 
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8 

感染症 

1.病原体と感染症 

2.宿主の防御機構 

3.おもな病原体と感染症 

4.感染症の治療   

5.感染症の予防 

○感染症の特徴 

○微生物に対する宿主側の反応 

○感染症の治療 

○感染症の予防 
渡辺 紀子 

9 

腫瘍 

1.腫瘍の定義と分類  

2.腫瘍の発生病理   

3.悪性腫瘍の転移と進行度  

4.腫瘍の診断と治療 

○腫瘍とは何か（定義、用語など） 

○腫瘍の種類と分類（良性・悪性、組織学的分

類）について 原 由紀子 

10 

腫瘍 

1.腫瘍の定義と分類  

2.腫瘍の発生病理   

3.悪性腫瘍の転移と進行度  

4.腫瘍の診断と治療 

○癌の広がりと進行度について 

○癌の発生（遺伝子異常）、病因、および多段階

発癌について 

○腫瘍の病理診断について 

原 由紀子 

11 

老化と死 

1.細胞の老化と個体の老化   

2.加齢に伴う諸臓器の変化   

3.個体の死 

○ストレスに対する適応反応 

○細胞死 

○細胞内沈着物 
井上 理恵 

12 

老化と死 

1.細胞の老化と個体の老化  

2.加齢に伴う諸臓器の変化   

3.個体の死 

○個体の死 

○死の判定基準と社会道徳的諸問題 

〇病理検査の実際 
井上 理恵 

13 

循環器系の疾患の発生機序および

生体反応 

1.心臓の疾患   

2.血管の疾患 

○心筋梗塞の病態生理、症候、診断と合併症を説

明し、治療を講義する 

○心筋症と特定心筋疾患の定義・概念と病態生理

を講義する 

○動脈硬化症の危険因子、病態生理と合併症を講

義する 

金蔵 孝介 

14 

循環器系の疾患の発生機序および

生体反応 

1.心臓の疾患   

2.血管の疾患 

○動脈硬化症の危険因子、病態生理と合併症を講

義する 

○心筋症と特定心筋疾患の定義・概念と病態生理

を講義する 

○心弁膜症の病態生理、症候、診断と合併症を説

明し、治療を講義する 

金蔵 孝介 

15 
血液・造血器系の疾患の発生機序

および生体反応 

○骨髄および血液の疾患 

1 貧血  
後藤 明彦 

94



科目コード【2102】 

骨髄および血液の疾患  

 

①鉄欠乏性貧血 ②巨赤芽球性貧血 ③再生不

良性貧血 ④溶血性貧血 

2白血病  

①急性白血病 ②慢性白血病 ③骨髄異形性症

候群  

3出血性疾患 

 ①血友病 ②特発性血小板減少性紫斑病 

16 

血液・造血器系の疾患の発生機序

および生体反応 

リンパ系および脾臓の疾患 

○リンパ系および脾臓の疾患 

悪性リンパ腫 ①ホジキンリンパ腫 ②非ホジ

キンリンパ腫（慢性リンパ性白血病、成人 T細

胞性白血病を含む） 

○多発性骨髄腫 

後藤 明彦 

17 

頭頸部疾患 

1.鼻腔・咽頭・喉頭・唾液腺の疾

患  

○上気道（鼻腔・咽頭・喉頭）に発生する病変に

ついての病理学的解説 

○唾液腺に発生する病変についての病理学的解説 

平井 秀明 

18 

呼吸器系の疾患の発生機序および

生体反応 

1.気管支・肺の疾患  

2.胸膜の疾患 

○肺炎 (結核症を含む)・肺癌 (原発性，転移

性)・胸膜悪性中皮腫の病理 
松林 純 

19 

消化器系の疾患の発生機序および

生体反応 

1.口腔・食道の疾患   

2.胃の疾患  

3.腸・腹膜の疾患   

○消化・吸収のしくみ： 

①咀嚼と嚥下機能②胃・十二指腸の消化機能③消

化、吸収、排泄機能 

○消化管疾患：①口腔・咽頭。食道疾患：口腔・咽

喉頭がん、逆流性食道炎、食道癌 

○胃・十二指腸の疾患：胃炎（急性・慢性）、胃潰

瘍、胃癌、十二指腸潰瘍 

○腸の疾患：クローン病、潰瘍性大腸炎、大腸ポリ

ープ、大腸癌、腸閉塞 

Ⅲその他：Helicobacter pylori 感染症、腹膜

炎 

河合 隆 

20 

消化器系の疾患の発生機序および

生体反応 

 4.肝臓・胆管・胆嚢の疾患   

5.膵臓の疾患 

○肝胆膵疾患の病態・症候学・治療法について概説

する。 

○膵疾患の病態・症候学・治療法について概説す

る。 

祖父尼 淳 

21 

腎・泌尿器・生殖器系および乳腺の

疾患の発生機序および生体反応 

1.腎・泌尿器系の疾患  

2.生殖器系の疾患  

○急性腎不全の原因、症候、診断と 

療を講義する 

○慢性腎不全の原因、症候、診断と治療を講義す

る 

倉田  厚 
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3.乳腺の疾患 ○急性糸球体腎炎症候群の原因、症候、診断と治

療を講義する 

22 

脳・神経・筋肉系の疾患の発生機序

および生体反応 

 2.筋肉系の疾患 

○脳血管障害の病態、症候と診断を講義する 

○脳腫瘍とその分類を講義する 

○認知症をきたす主な病態、症候と診断を講義す

る 

○神経原性および筋原性筋萎縮の成り立ちと鑑別

を講義する 

倉田  厚 

23 

耳・眼・皮膚の疾患の発生機序およ

び生体反応 

 1.耳・眼の疾患   

○副鼻腔炎の病態と治療を説講義する 

○鼻腔、副鼻腔、ロ腔、咽頭の悪性腫瘍を講義す

る 

○喉頭癌の症候、診断と治療を講義する 

倉田  厚 

24 

耳・眼・皮膚の疾患の発生機序およ

び生体反応 

 2.皮膚の疾患 

○湿疹・皮膚炎群の疾患を列挙し、講義する 

○母斑・母斑症の種類を講義する 

○代表的な皮膚腫瘍を列挙し、それらの病理を講

義する 

倉田  厚 

25 

腎・泌尿器・生殖器系および乳腺の

疾患の発生機序および生体反応 

1.腎・泌尿器系の疾患  

2.生殖器系の疾患   

3.乳腺の疾患 

○ネフローゼ症候群の分類、症候、診断と治療を

講義する 

○泌尿器や生殖器の疾患を講義する 

○乳房腫瘍や病理組織像を講義する 

倉田  厚 

26 

脳・神経・筋肉系の疾患の発生機序

および生体反応 

1.脳・神経系の疾患   

○脳血管障害（脳出血・梗塞など）の病理・病態 

○脳神経変性疾患（アルツハイマー病など）の病

理・病態 

○脳腫瘍の病理 

○筋疾患（炎症・変性）の病理 

高橋 礼典 

27 

骨・関節系の疾患の発生機序 ○骨折の原因、分類、症状、治療 

○骨髄炎の発生秩序と症状 

○骨粗鬆症の病態と予防 

○椎間板ヘルニアの病態、症状、治療 

○関節リウマチの病態、症状、治療 

立岩 俊之 

28 
骨・関節系の疾患の発生形態異常 ○骨腫瘍の診断と治療を説明できる 

○軟部肉腫の診断と治療を説明できる 
黒田 雅彦 

29 

内分泌系の疾患の発生機序および

生体反応 

1.下垂体の疾患 

2.甲状腺の疾患  

3.副甲状腺の疾患  

○ホルモンの作用とその異常. 

○代表的な下垂体疾患の病態生理. 

○代表的な副腎疾患の病態生理. 山田 侑子 
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4.副腎の疾患  

5.膵島の疾患 

30 

内分泌系の疾患の発生機序および

生体反応 

1.下垂体の疾患 

2.甲状腺の疾患  

3.副甲状腺の疾患  

4.副腎の疾患  

5 膵島の疾患 

○代表的な甲状腺疾患の病態生理. 

○代表的な副甲状腺疾患の病態生理. 

○代表的な膵神経内分泌腫瘍の病態生理. 

山田 侑子 

－ 定期試験 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当たり

の時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

生命倫理 

一般教育科目 

2単位 

（15時間） 
選択 

1年前期 及び 

1年後期 

（同じ内容をそれ

ぞれ行う） 

講義 
自然を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]倉田誠 

[担当教員]倉田誠 
倉田：m-kurata@tokyo-med.ac.jp に連絡してください。 

授業のねらい 

 医療やそれに関する研究における諸事例をとおして生命倫理学

を学ぶ。具体的には、生殖医療・移植医療・終末期医療等におけ

る倫理問題を考えることで、生命倫理に関する理論や考え方を習

得する。その際、必要に応じて先端医療の内容や医療情報の取扱

いについても紹介する。そのうえで、生命倫理が臨床実習や看護

師として医療に携わる際に重要であることを認識させ、法という

社会的処罰をともなう規範を遵守すること（コンプライアンス（法

令遵守））の意味と重要性を理解させる。  

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

□①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

☑⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１．倫理について説明できる。  

２．医の倫理の意義とその内容について説明できる。  

３．生命倫理の成立とその背景について説明できる。  

４．生命倫理の原則と方法論について説明できる。  

５．インフォームド・コンセントの重要性について説明できる。  

６．末期医療と尊厳死に関連する倫理問題について説明できる。  

７．安楽死に関連する倫理問題について説明できる。  

８．人の死と脳死に関連する倫理問題について説明できる。  

９．臓器移植に関連する倫理問題について説明できる。  

98



科目コード【1106】 

10．生殖医療における中絶・代理懐胎に関連する倫理問題につい

て説明できる。  

11．医療における遺伝子に関連する倫理問題について説明できる。 

12．薬害および医原病に関連する倫理問題について説明できる。  

教科書 関東医学哲学・倫理学会編『医療倫理 Q&A』、太陽出版 

参考図書 

黒崎剛・野村俊明編『生命倫理の教科書：何が問題なのか』、ミネルヴァ書房 

小林亜津子『看護のための生命倫理』、ナカニシヤ出版 

＊その他の文献は、授業時間に適宜指示します。 

評価方法 

出席を通した議論への参加 30% 

課題・相互評価      20% 

期末レポート       50% 

課題に対する 

フィードバック 
e自主自学を通して行います。 

事前学習 

本科目は医学科 1 年生との合同授業として行われます (看護学科

の定員 10 名 )。各講義の主題は相互に関連しています。それまで

の学習内容を整理したうえで、次の学習課題に関する基礎的な知

識を収集し、倫理的な検討が必要なポイントを見つけ出しておい

てください (30 分程度 )。  

事後学習 

配布物やノートにもとづいてそれまでの講義の内容を関連付け、講義で取

り上げた事例からより一般的な問題を導き出せるよう考えた内容

を整理しておいてください (20 分程度 )。これが上記の「事前学習」

にもつながります。  

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 倫理とは何か  
規範、功利主義、リベラリズム、コ

ミュニタリアニズム  
倉田 誠 

2 
生命倫理の誕生とその背

景  

ナチスの人体実験、タスキギー事件、

ニュルンベルグ綱領、ヘルシンキ宣

言、公民権運動、コンプライアンス

（法令遵守）  

倉田 誠 

3 生命倫理の原則と方法論  
生命倫理４原則、ユネスコ生命倫理

と人権に関する宣言、４分割法  
倉田 誠 

4 
インフォームド・コンセン

ト  

患者 -医師関係、パターナリズム、自

己決定権、説明義務、告知  
倉田 誠 

5 臨床研究と動物実験  臨床試験／治験、被験者保護、動物 倉田 誠 
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の権利、 3R の原則、利益相反、コン

プライアンス（法令遵守）  

6 薬害問題  

責任の所在、予防原則、情報公開開

示、被害者救済、薬害エイズ、コン

プライアンス（法令遵守）  

間宮 清 

7 医療資源の配分  
神の委員会、社会的合意、意思決定

ルール、 QALY、臓器売買  
倉田 誠 

8 安楽死／尊厳死  

安楽死の 6 要件、延命治療、自殺幇

助、終末期鎮静、 SOL 対 QOL、リビン

グウィル、死ぬ権利  

倉田 誠 

9 脳死  
脳死、大脳死、死の定義と判定法、

死の三徴候、死の人称問題  
倉田 誠 

10 臓器移植  
臓器提供、無償提供、公平性と透明

性、家族内葛藤、人体の資源化  
倉田 誠 

11 生殖医療  
人工授精 (AIH／ AID)、代理懐胎、出

自を知る権利、子の最善の利益  
倉田 誠 

12 人口妊娠中絶  
生命の尊厳、母体保護、胎児条項、

選択的中絶  
倉田 誠 

13 出生前診断  

遺伝子診断、命の選別、障害、遺伝

カウンセリング、優生思想、コンプ

ライアンス（法令遵守）  

倉田 誠 

14 エンハンスメント  
能力、デザイナーベイビー、人間改

造、新優生学、欲望追求社会  
倉田 誠 

15 まとめ   倉田 誠 

－ レポート提出 
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科 目 科目区分 

単位数 

(1単位当たり

の時間) 

必修・選択 

区分 
開講時期 授業形態 

哲学 

一般教育科目 

2単位 

（15時間） 
選択 

1年前期 及び 

1年後期 

（同じ内容をそれ

ぞれ行う） 

講義 
人を知る 

科目担当者 オフィスアワー・場所 

[科目責任者]西 研 

[担当教員]西 研 

火・金の昼休み、第三校舎・哲学教室、 

連絡があれば、調整のうえ時間をとります。 

連絡先：nishiken@tokyo-med.ac.jp 

授業のねらい 

この講義は、医学科と合同の授業となる。前期・後期それぞれ 10名のみ参加

できる（希望者が多いときには抽選する）。 

この講義は、それぞれの参加者が「自己」の理解と「他者」の理解を、さらに

は人間一般の理解を、自分ごととして進めてもらうことを企図している。そのた

め、少人数によるワークショップ（話し合い）をほぼ毎回行う。内容的には以下

の 2点が中心となる。 

１．人間の体験世界の基本構図を把握するために、自然科学とは異った、哲学（現

象学）特有の方法が生み出されてきたことを理解し、この方法を実習のなかで体

得する。 

２．これまでの哲学者が構築してきた「体験世界の理論」の骨子を理解し、そこ

から各人が自己を捉え直し、かつ支援（ケア）につなげていく。 

学位授与の方針(ディプロ

マポリシー)との関連 

(□にチェックする) 

☑①看護学および関連する学問を基盤に、看護の現象をよく理解して概念化・ 

理論化し、科学的根拠に基づいた看護が実践できる。 

☑②看護の対象者を全人的に理解し、キュアとケアを融合した看護が実践でき

る。 

□③地域で暮らす人々の健康と生活を支える役割と責務を果たすことができる。 

☑④豊かな人間性を育み、高い倫理観を持って、多様な背景を持つ人々と人間 

関係を形成できる。 

□⑤看護専門職の役割を認識し、多職種と協働できる。 

□⑥グローバルヘルスの課題解決に取り組むことができる豊かな国際感覚や 

語学を身につける。 

到達目標 

１．体験世界の特質を、生の可能性、物語、愛情的承認と評価的承認などの術語

によって概説できる。（知識・理解） 

２．内省と対話による本質観取の方法によって、人間的な意味世界の共通本質を

みずから言葉にして表現することができる。（思考・判断） 

教科書 プリントを配付 
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参考図書 

小林隆児・西研編『人間科学におけるエヴィデンスとは何か』新曜社 

西研『哲学の練習問題』河出文庫（アマゾンなどで購入可） 

滝川一廣『子どものための精神医学』医学書院 

評価方法 
毎回のコメントカード（20%）、グループでの話し合い（20%）、中間テスト（30%）、

期末レポート（30%）とする。 

課題に対する 

フィードバック 

グループの話し合いの結果についてはそのつど評価を返す。レポートは、希望者

にはコメントを返す。 

事前学習 予習のためのプリントを課されることがある（20分程度） 

事後学習 配布された授業のプリントを読み直す（15分程度） 

 

 

授業 

回数 
項 目 講義内容 担当者 

1 
ガイダンス／哲学とは何か① 哲学とは何か・なぜ医療職が哲学を？ 

西 研 

2 

哲学とは何か② 

医療の特別な意義を考える① 

狭義の哲学は「よさの根拠」を問う 

ソクラテスとプラトン 

美容と対比して医療の特別な意義を考える 

西 研 

3 
医療の特別な意義を考える② 医療と美容の共通点と相違点 

西 研 

4 

医療の特別な意義を考える③ 

医療者になることの「あなたにと

っての」意義① 

健康と医療はなぜ大切か・医療の公共性 

 西 研 

5 

医療者になることの「あなたにと

っての」意義② 

人は何を求めて生きるか① 

科学の世界と体験世界 

生の可能性 西 研 

6 
人は何を求めて生きるか② 

物語的存在としての人間 

自由と承認、愛情的承認と評価的承認 

人生の物語 
西 研 

7 
死を知る存在としての人間 死の恐怖に含まれるもの 

西 研 

8 
中間テスト これまでの講義内容から出題 

西 研 

9 

自然科学の方法と人間科学の方

法 

感情の本質を考える① 

現象学 現象学的還元と本質観取 

 

なつかしさ（または嫉妬）の本質 

西 研 

10 
感情の本質を考える② なつかしさ（または嫉妬）の本質 

西 研 
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11 
感情の本質を考える② なつかしさ（または嫉妬）の本質のまとめ 

西 研 

12 
人間論から支援論へ① 体験世界を発達からみる、自由と承認のバラ

ンス 
西 研 

13 
人間論から支援論へ② 支援の現場から 

西 研 

14 
人間論から支援論へ③ 支援にとって必要なこと 

西 研 

15 
哲学のまとめ プラトンから現象学、対話の意義 

西 研 

－ 期末レポート 
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