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遺伝学

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 選択

◆開講時期 4年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 遺伝学

◆科目責任者 沼部博直

◆科目担当者 林由起子、沼部博直、稲垣夏子、桐林和代

◆オフィスアワー・場所
科目責任者のオフィスアワー：水曜日 09:30-11:30 それ以外は質問等に対して
メールで対応（講義レジュメにアドレスを記載）

◆授業のねらい

遺伝医学の発展により、個人の体質や病態に合わせたより精密なゲノム医療が実現
しつつあります。このような中で基礎的な遺伝学的は不可欠となっています。ま
た、ゲノム医療の現場においては、本人ならびに遺伝情報を共有する家系内の人々
への倫理的・法的・社会的配慮や心理的フォローも必要であり、これを実践する遺
伝カウンセリングについても知識を習得し、看護の役割を学ぶ。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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 ゲノムと染色体と遺伝子、遺伝の基本的機序を理解できる。
② ゲノムの多様性に基づく個体の多様性について理解できる。
③ 疾病や障害の遺伝要因と環境要因について理解できる。
④ 遺伝的多様性を踏まえた上で、環境と健康との関連について理解できる。
⑤ 遺伝カウンセリングの役割を理解し、看護現場での応用ができる。

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

◆参考図書 遺伝医学への招待 改訂第６版，新川詔夫/太田亨　南江堂、2020

◆評価方法 講義時間内レポート20%，定期試験80%

◆課題に対するフィードバック 定期試験終了後、正解と解説を提示し、質問に関しては担当者が応対する。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

多くの疾患が遺伝子レベルで解明されつつある今日、医療の現場では正しい遺伝学
の知識が求められている。遺伝カウンセリングは医師、遺伝カウンセラー、看護師
などの医療職がチームで協働して行う。その重要性を理解した上で受講して頂きた
い。
事前に教科書を通読しておくこと。疑問点がある場合には参考図書に挙げた「遺伝
医学への招待」や「遺伝医学」を参照して理解を深めておくこと。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分



遺伝学

シラバス項目名 シラバス内容

◆事後学習（内容）

講義毎に配布するレジュメを再読し、単なる暗記ではなく、疾患の遺伝学的原因
や、その変化が家系内で共有される可能性などを考える必要がある。また、遺伝子
疾患は想像力をもってその家族の立場に立って考えることも重要である。
レジュメに重要な遺伝医学用語やその定義なども含まれているが､曖昧な箇所は参
考図書に挙げた「遺伝医学への招待」や「遺伝医学」を参照して理解を深めておく
こと。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況)

◆【第1回】項目
未診断プロジェクト
ゲノム、DNA、遺伝子

◆【第1回】講義内容 ゲノムとは何か？　遺伝子診断とは何か？　最新の遺伝子診断の実態の紹介。

◆【第1回】担当者 沼部 博直

◆【第2回】項目
生殖細胞と体細胞って何が違う？　がんは遺伝子の病気？
単一遺伝子病

◆【第2回】講義内容
精子や卵子と体の細胞との差は何か？　がんの発症する原因を知る。
病気の遺伝形式について。

◆【第2回】担当者 沼部 博直

◆【第3回】項目
遺伝子検査サービス
多因子遺伝

◆【第3回】講義内容 病院以外で行われている遺伝子検査サービスとは何か？　多因子遺伝とは何か？

◆【第3回】担当者 稲垣 夏子

◆【第4回】項目 遺伝子によって保険が変わってくる？

◆【第4回】講義内容 遺伝子の変化により加入できる保険が変わってくる可能性について。

◆【第4回】担当者 稲垣 夏子

◆【第5回】項目
新型出生前診断
ゲノム解析と「赤ちゃんの権利」
遺伝カウンセラー

◆【第5回】講義内容 桐林 和代

◆【第5回】担当者
出生前検査とは何か？
出生前診断の問題点について。
遺伝カウンセラーの果たす役割

◆【第6回】項目 着床前診断と着床前スクリーニング

◆【第6回】講義内容
ヒトの発生と生殖医療について。
着床前検査とは何か？

◆【第6回】担当者 沼部 博直

◆【第7回】項目
3人の親をもつこども
ゲノム編集

◆【第7回】講義内容
ミトコンドリア遺伝病とは何か？
遺伝子の編集は何を目的にどのように行う？

◆【第7回】担当者 林　由起子

◆【第8回】項目 ゲノム医療の未来

◆【第8回】講義内容 遺伝学の今後の発展と未来への展望。

◆【第8回】担当者 沼部 博直



看護理論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の基礎

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 4年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 看護理論

◆科目責任者 阿部幸恵

◆科目担当者 阿部幸恵　伊藤綾子

◆オフィスアワー・場所
授業後または随時、事前のアポイントメントによる。
阿部幸恵　y-abe@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

この科目では、看護理論とは何かを理解し、看護実践の基礎となる代表的な理論の
内容とその特徴を学修する。その上で、具体的な事例に学修した理論を活用して、
アセスメント・問題抽出・看護計画の立案をグループワークで行うことを通して看
護理論を実践に応用することの意義を理解する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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．理論とは何かが理解できる。
２．代表的な看護理論を理解できる。
３．看護理論の活用のプロセスを理解し、事例を展開できる。
４．看護実践に看護理論を活用する意義を理解できる。

◆教科書 筒井真由美編：看護理論改訂第３版、南江堂、2019年

◆参考図書

Julia B. George編　南裕子・野嶋佐由美・近藤房恵　他　訳: 看護理論集　第3版
NURSING THEORIES The Base for professional nursing practice より高度な看護
実践のために 日本看護協会出版会，2013.
その他授業内で紹介する。

◆評価方法 個人の課題50%および確認テスト30％、最終レポート20%

◆課題に対するフィードバック
個々の提出課題についてはフィードバックコメントを記入する。個々のフィード
バックについて全体で共有すべき内容を授業内で全体にも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）
事前に提示された課題についてまとめる。事例の場合には、情報を整理しまとめ
て、授業内のグループディスカッションの準備をする。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
授業内の発表時に得られたコメントやアドバイスを参考にして課題を再度まとめな
おし、次回の授業の発表や課題提出の準備をする。約1時間の学習。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する

◆【第1回】項目 看護理論の活用と意義     オンデマンドで行う。

◆【第1回】講義内容
看護理論とは何か。理論の種類・構成要素と機能要素。看護理論と看護実践の関
係。



看護理論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】担当者 阿部幸恵

◆【第2回】項目 代表的な看護理論の構造・内容　     オンデマンドで行う。

◆【第2回】講義内容
ナイチンゲールの理論の概要とその特徴。事例の看護展開に理論を活用する方法を
理解する。

◆【第2回】担当者 阿部幸恵

◆【第3回】項目 事例への活用①ヘンダーソンの理論の活用　     オンデマンドで行う。

◆【第3回】講義内容
提示された事例の情報をヘンダーソンの看護理論を活用して情報を整理・分析し、
アセスメント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第3回】担当者 阿部幸恵

◆【第4回】項目 事例への活用①ヘンダーソンの理論の活用　     オンデマンドで行う。

◆【第4回】講義内容
提示された事例の情報をヘンダーソンの看護理論を活用して情報を整理・分析し、
アセスメント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第4回】担当者 阿部幸恵

◆【第5回】項目 事例への活用②ペプロウの理論の活用　     オンデマンドで行う。

◆【第5回】講義内容
提示された事例の情報をペプロウの看護理論を活用して情報を整理・分析し、アセ
スメント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第5回】担当者 阿部幸恵

◆【第6回】項目 事例への活用②ペプロウの理論の活用　     オンデマンドで行う。

◆【第6回】講義内容
提示された事例の情報をペプロウの看護理論を活用して情報を整理・分析し、アセ
スメント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第6回】担当者 阿部幸恵

◆【第7回】項目 事例への活用③オレムの理論の活用　      オンデマンドで行う。

◆【第7回】講義内容
提示された事例の情報をオレムの看護理論を活用して情報を整理・分析し、アセス
メント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第7回】担当者 阿部幸恵

◆【第8回】項目 事例への活用③オレムの理論の活用　      オンデマンドで行う。

◆【第8回】講義内容
提示された事例の情報をオレムの看護理論を活用して情報を整理・分析し、アセス
メント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第8回】担当者 阿部幸恵

◆【第9回】項目 事例への活用④トラベルビーの理論の活用　    オンデマンドで行う。

◆【第9回】講義内容
提示された事例の情報をトラベルビーの看護理論を活用して情報を整理・分析し、
アセスメント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第9回】担当者 阿部幸恵

◆【第10回】項目 事例への活用④トラベルビーの理論の活用　    オンデマンドで行う。

◆【第10回】講義内容
提示された事例の情報をトラベルビーの看護理論を活用して情報を整理・分析し、
アセスメント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第10回】担当者 阿部幸恵

◆【第11回】項目 事例への活用⑤ロイの理論の活用　      オンデマンドで行う。

◆【第11回】講義内容
提示された事例の情報をロイの看護理論を活用して情報を整理・分析し、アセスメ
ント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第11回】担当者 阿部幸恵

◆【第12回】項目 事例への活用⑤ロイの理論の活用　      オンデマンドで行う。

◆【第12回】講義内容
提示された事例の情報をロイの看護理論を活用して情報を整理・分析し、アセスメ
ント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第12回】担当者 阿部幸恵

◆【第13回】項目 事例への活用⑥ゴードンの看護診断の活用　    オンデマンドで行う。

◆【第13回】講義内容
提示された事例の情報をゴードンの看護理論を活用して情報を整理・分析しアセス
メント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第13回】担当者 阿部幸恵

◆【第14回】項目 事例への活用⑥ゴードンの看護診断の活用　    オンデマンドで行う。



看護理論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第14回】講義内容
提示された事例の情報をゴードンの看護理論を活用して情報を整理・分析しアセス
メント・問題抽出・看護計画の立案を行う。

◆【第14回】担当者 阿部幸恵

◆【第15回】項目 看護理論の看護実践への応用　      オンデマンドで行う。

◆【第15回】講義内容
3事例で扱った理論を振り返り理論を実践に活用していく方法を理解する。また、
14回までに扱わなかった理論家（薄井坦子、ワトソン、ベナーなど）についても概
説する。

◆【第15回】担当者 阿部幸恵



看護システムマネジメント論

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 4年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 看護システムマネジメント論

◆科目責任者 阿部　祝子

◆科目担当者 阿部　祝子、成瀬　和子

◆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
看護を取り巻く環境の変化に応じた質の高い看護サービス提供のための組織運営
(マネジメント)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．効果的・効率的な組織運営と、組織の変化・変革を説明できる。
2．看護職のキャリアとそのサポートによる看護組織の醸成を説明できる。
3．看護サービスの質の評価を説明できる。
4．効果的な看護サービス提供のためのマネジメントについて、自分の考えを述べ
ることができる。

◆教科書 デジタルナーシンググラフィカ38看護管理：メディカ出版

◆参考図書

系統看護学講座　統合分野　看護の統合と実践1　看護管理：医学書院
デジタルナーシンググラフィカ16社会福祉と社会保障：メディカ出版
デジタルナーシンググラフィカ17医療関連法規：メディカ出版
デジタルナーシンググラフィカ39医療安全：メディカ出版

◆評価方法

レポート50％、復習試験20％、ミニレポート10％、受講態度20％(詳細は、講義オ
リエンテーションにて説明-例えば、グループワーク、ミニディスカッションなど
に臨む姿勢、常識的な受講態度など)数コマに1回授業開始時に復習の試験を行う。
試験問題配布開始時に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、2年次の「看護サービス提供論」の復習として資料・ノートを
読むとともに、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）
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、具体的かつ確実
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。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する

◆【第1回】項目 オリエンテーション、看護サービスの基本、復習テスト

◆【第1回】講義内容 マネジメントと管理、経営資源、サービスと看護サービス、復習テスト



看護システムマネジメント論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】担当者 阿部　祝子

◆【第2回】項目 組織運営

◆【第2回】講義内容 マネジメント理論、組織論、分業体制と権限委譲、組織と意思決定

◆【第2回】担当者 阿部　祝子

◆【第3回】項目 リーダーシップ

◆【第3回】講義内容 リーダーシップ論、組織の成熟・タイプとリーダーシップ

◆【第3回】担当者 阿部　祝子

◆【第4回】項目 組織文化と変革、HRM(Human Resource Management)

◆【第4回】講義内容
組織文化、組織の変革、交渉とコンフリクト、インフロー-内部フロー-アウトフ
ロー

◆【第4回】担当者 阿部　祝子

◆【第5回】項目 看護職のキャリア・サポート

◆【第5回】講義内容 看護職の社会化、看護職の教育研修、新人教育、リーダーシップとキャリア

◆【第5回】担当者 阿部　祝子

◆【第6回】項目 看護職の専門高度化

◆【第6回】講義内容 看護の役割拡大、専門看護師、認定看護師、認定看護管理者、特定看護師

◆【第6回】担当者 阿部　祝子

◆【第7回】項目 労働、看護職の配置

◆【第7回】講義内容 雇用、看護職の労働の特徴、福利厚生、診療報酬制度(入院基本料)と看護職配置

◆【第7回】担当者 阿部　祝子

◆【第8回】項目 労務管理、看護職の労働、WLB

◆【第8回】講義内容 労務管理、目標管理、労働安全、WLBと働き方改革

◆【第8回】担当者 阿部　祝子

◆【第9回】項目 看護の質の保証

◆【第9回】講義内容 医療安全、組織のセーフティ・マネジメント

◆【第9回】担当者 阿部　祝子

◆【第10回】項目 看護の質の保証

◆【第10回】講義内容 災害対策

◆【第10回】担当者 阿部　祝子

◆【第11回】項目 医療情報、個人情報の保護

◆【第11回】講義内容 医療・看護情報と取り扱い、個人情報の保護、守秘義務、情報開示と情報公開

◆【第11回】担当者 阿部　祝子

◆【第12回】項目 医療の質、看護の質

◆【第12回】講義内容 医療の質の評価、病院機能評価(第三者評価)、看護の質，顧客満足度、質の改善

◆【第12回】担当者 阿部　祝子

◆【第13回】項目 医療の経済性、看護行政

◆【第13回】講義内容
医療福祉サービスの経済的特徴、DPC/PDPS、看護の経済性、看護の関連法令、看護
に係る行政機関と関連期間・団体

◆【第13回】担当者 阿部　祝子

◆【第14回】項目 EPA看護・介護受入事業



看護システムマネジメント論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第14回】講義内容 外国人看護師受入事業の現状と課題

◆【第14回】担当者 成瀬　和子

◆【第15回】項目 まとめ

◆【第15回】講義内容 効果的な看護サービスのための科学的根拠に基づくマネジメント

◆【第15回】担当者 阿部　祝子



国際看護活動論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/グローバルヘルス

◆1単位当たりの時間 （30時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 4年前期

◆授業形態 演習

◆科目名 国際看護活動論

◆科目責任者 成瀬和子

◆科目担当者 成瀬和子、呉　珠響、土谷ちひろ

◆オフィスアワー・場所
授業終了後および、授業日の昼休み501研究室
あるいはメールで　naruse＠tokyo-med.ac.jp まで

◆授業のねらい

グローバル化社会のなか人々を取り巻く環境は変化し,それに伴い健康課題も変化
し健康格差は拡大している。その様な中での看護職のあり方を考えるために、国際
看護（及び国際保健）と異文化間看護に関する基本的概念を学ぶ。世界の人々の健
康と保健、医療の現状から、人々の健康に影響を与えている様々な要因について理
解を深め、グローバルな視野に基づき、日本国内外において、看護師として異なる
文化を持つ人々への看護や諸外国への国際看護実践について考える。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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. 国際看護を学ぶ意味を理解することができる。
2. 世界における健康格差の状況とその社会的要因を理解することができる。
3. 健康格差解消と社会開発のための取り組みについて理解することができる。
4. 国際保健の健康課題について現状と対策を理解する。
5. 事例について他学生と協働して健康課題を解決するための支援について考える
ことができる。

◆教科書
柳澤理子、国際看護学―看護の統合と実践　開発途上国への看護実践を踏まえて
改訂版、PILAR PRESS、2017.
資料は印刷配布しないので、授業にはiPadを持参する。

◆参考図書

森淑江ほか編、国際看護：国際社会の中で看護の力を発揮するために,看護学テキ
ストNICE,南江堂、2019.
日本国際保健医療学会編、国際保健医療学 第3版、杏林書院、2015.
丸井英二、森口育子、李節子編、国際看護・国際保健、弘文堂、2012.
徳永端子、内海博文編、国際看護学、クオリティケア、2014.
デビッド・ワーナー、医者のいないところで 村のヘルスケア手引書 2009年版、
シェア＝国際保健協力市民の会、2009.

◆評価方法
到達目標の達成度で評価する。
配分：各回の確認テスト10％、演習への参加度20％（10％×2回）、演習での確認
テスト20%(10%×2)、定期試験50％、

◆課題に対するフィードバック フォーラムでコメントする。試験結果については個別に対応する。



国際看護活動論

シラバス項目名 シラバス内容

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

業 該当箇所 前 教科書 読 、不 。掲載
ない項目もあるため、授業前に学習内容を自分で調べておくこと。
グループワークでは事前に配布する資料をよく読み、

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 授業後に各回の資料を復習し、学習目標にそって授業内容をまとめておくこと。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する

◆【第1回】項目 グローバルヘルスと国際看護を学ぶ意義

◆【第1回】講義内容

1) 国際保健・国際看護の概念
2) 人口問題と疾病構造の変化
3) グローバリゼーションと健康
4) 人間の安全保障

◆【第1回】担当者 成瀬和子

◆【第2回】項目 健康の社会的決定要因

◆【第2回】講義内容
1)国際保健における健康の社会的決定要因
2)重要な健康指標と健康状態

◆【第2回】担当者 成瀬和子

◆【第3回】項目 国際的な健康格差是正のための取り組み

◆【第3回】講義内容
世界的枠組みでの取り組みについて学ぶ
1) MDGs
2) SDGs、UHC

◆【第3回】担当者 成瀬和子

◆【第4回】項目 健康格差についてジェンダーをとおして学ぶ

◆【第4回】講義内容
1)リプロダクティブヘルス・ライツ
2)sexが健康に与える影響
3)ジェンダーによる健康度の違い

◆【第4回】担当者 成瀬和子

◆【第5回】項目 健康格差について貧困をとおして学ぶ

◆【第5回】講義内容
1)世界の貧困の現状
2)児童労働、人身売買
3)貧困への支援

◆【第5回】担当者 成瀬和子

◆【第6回】項目 健康格差について感染症をとおして学ぶ

◆【第6回】講義内容
1)世界の結核の現状
2)UHCと結核

◆【第6回】担当者 成瀬和子

◆【第7回】項目 健康格差について非感染症を通して学ぶ

◆【第7回】講義内容
1)高血圧
2)肥満/糖尿病
3)タバコ

◆【第7回】担当者 土谷ちひろ

◆【第8回】項目 健康格差について資源がない環境での医療を通して学ぶ

◆【第8回】講義内容
1)保健医療に影響を与える資源とは
2)資源が少ない環境が健康に与える影響
3)資源が少ない環境に関連する倫理的問題

◆【第8回】担当者 成瀬和子

◆【第9回】項目 国際機関や多国間協定と役割



国際看護活動論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第9回】講義内容

グローバルヘルスに取り組む国際機関の役割について学ぶ
1)UN
2)WHO
3)JICA

◆【第9回】担当者 成瀬和子

◆【第10回】項目 文化と健康

◆【第10回】講義内容
1)文化の概念
2)文化と健康
3)多文化共生社会における看護

◆【第10回】担当者 成瀬和子

◆【第11回】項目 多文化共生社会における看護

◆【第11回】講義内容 多様な文化的背景や出自を有する人々への看護

◆【第11回】担当者 呉　珠響

◆【第12回】項目 国際看護活動の実際

◆【第12回】講義内容 開発途上国における非感染症対策

◆【第12回】担当者 土谷ちひろ

◆【第13回】項目 世界の看護

◆【第13回】講義内容
1)看護職能団体としてのICN
2)規制団体（Nursing council ）と職能団体(Nursing association)
3)世界の看護教育

◆【第13回】担当者 成瀬和子

◆【第14回】項目 在日外国人と健康

◆【第14回】講義内容 在日外国人の健康問題をケースをグループワークを通して考える。

◆【第14回】担当者 成瀬和子、土谷ちひろ

◆【第15回】項目 ジェンダーと健康

◆【第15回】講義内容 女性の健康問題をグループワークを通して考える。

◆【第15回】担当者 成瀬和子、土谷ちひろ



地域看護学演習Ⅱ

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 （30時間）

◆必修・選択区分 自由

◆開講時期 4年前期

◆授業形態 演習

◆科目名 地域看護学演習Ⅱ

◆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）
・呉珠響　　411研究室（ohchuhya@tokyo-med.ac.jp）
・新井志穂　204研究室（arai-s@tokyo-med.ac.jp）

◆授業のねらい
保健師の基本的技術である地域診断の知識と展開方法を、実習予定の自治体での地域診断を通
じて学ぶ。さらに地域診断により明らかになった健康課題を踏まえて、実習地域での健康教育
を企画し、地域の健康課題を踏まえた活動の方法を学ぶ。

◆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.地域診断の基礎知識を修得できる。
2.実習地域の情報収集、アセスメントを行い、地域の強みと健康課題を明確化できる。
3.地域診断に基づき、健康教育企画案を立案できる。

◆教科書

・標　美奈子ほか：標準保健師講座１　公衆衛生看護学概論　医学書院
（購入済）
・厚生労働協会編：国民衛生の動向・厚生の指標　増刊　最新刊

◆参考図書

・金川克子編：地域看護診断　技法と実際　第2版、東京大学出版会、2011.
・金川克子翻訳：コミュニティアズパートナー―地域看護学の理論と実際　第2版、医学書
院、2007.
・佐伯和子編著：地域保健福祉活動のための地域看護アセスメントガイド　第2版　医歯薬出
版株式会社、2018.

◆評価方法
・定期テスト（50%）グループワークでの態度･貢献度（20％）、地域診断レポート（個人
20％、グループ10％）により総合的に評価する。
・30分以上の遅刻は欠席とみなす。再試験は実施しません。

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

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
・保健師関連科目を復習しておくこと。
・乳幼児健診の視聴覚学習を行っておくこと。
・地域の情報収集を積極的に行うこと。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
・地域診断は実習でもおこなうので、理論を復習し各自で情報を整理し実習において保健師に
説明できるようにしておく

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する

◆【第1回】項目
オリエンテーション、地域診断の展開①

◆【第1回】講義内容
オリエンテーション、地域診断の目的と方法



地域看護学演習Ⅱ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第2回】項目 地域診断の展開②

◆【第2回】講義内容 地域の情報収集、アセスメントのフィードバック

◆【第2回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第3回】項目 地域診断の展開③

◆【第3回】講義内容 地域の強みと健康課題の発表とフィードバック

◆【第3回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第4回】項目 地域診断の展開④

◆【第4回】講義内容 地域の強みと健康課題の発表とフィードバック

◆【第4回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第5回】項目 健康教育①

◆【第5回】講義内容 実習地域で展開する健康教育のオリエンテーション

◆【第5回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第6回】項目 健康教育②

◆【第6回】講義内容 健康教育企画案の立案

◆【第6回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第7回】項目 健康教育③

◆【第7回】講義内容 健康教育企画案のフィードバック

◆【第7回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第8回】項目 地域診断の展開⑤

◆【第8回】講義内容 地区視診の方法

◆【第8回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第9回】項目 地区視診①

◆【第9回】講義内容 実習地域の地区視診

◆【第9回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第10回】項目 地区視診②

◆【第10回】講義内容 実習地域の地区視診

◆【第10回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第11回】項目 地区視診③

◆【第11回】講義内容 実習地域の地区視診

◆【第11回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第12回】項目 地区視診④

◆【第12回】講義内容 実習地域の地区視診

◆【第12回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第13回】項目 健康教育④

◆【第13回】講義内容 健康教育の台本の作成

◆【第13回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂

◆【第14回】項目 健康教育⑤

◆【第14回】講義内容 健康教育の台本の作成

◆【第14回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂



地域看護学演習Ⅱ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第15回】項目 健康教育⑥

◆【第15回】講義内容 健康教育の媒体の作成

◆【第15回】担当者 鈴木良美、呉珠響、新井志穂



地域看護管理論

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 自由

◆開講時期 4年前期

◆授業形態 講義

◆科目名 地域看護管理論

◆科目責任者 呉珠響

◆科目担当者 呉珠響

◆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
公衆衛生看護管理の目的や機能、構造について学ぶ。また、自律した公衆衛生看護
活動の展開について考察する。

◆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．公衆衛生看護管理の目的と特徴ついて理解することができる。
2．公衆衛生看護管理の構造と機能について理解することができる。
3．自律した公衆衛生看護活動の展開について考察することができる。

◆教科書
1．最新保健学講座5 公衆衛生看護管理論 第4版、平野かよ子、2015、メヂカルフ
レンド社
2．保健師業務要覧2020年版、井伊久美子ら、2019、日本看護協会出版会

◆参考図書 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

◆評価方法
1．定期試験（50％）、講義にて実施する課題（40％）、授業参加への積極性
（10％）により総合的に評価する。
2．原則として再試験は実施しない。

◆課題に対するフィードバック 課題に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

◆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

◆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。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する

◆【第1回】項目 公衆衛生看護管理の目的と特徴

◆【第1回】講義内容 公衆衛生看護管理の基盤となる概念および機能について

◆【第1回】担当者 呉珠響

◆【第2回】項目
公衆衛生看護管理の基本となるもの
公衆衛生看護管理の機能と構造①

◆【第2回】講義内容
・公衆衛生看護管理の目的と、特徴について
・地区管理、事例管理について



地域看護管理論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】担当者 呉珠響

◆【第3回】項目 公衆衛生看護管理の構造と機能②

◆【第3回】講義内容
・組織運営・管理について
・事業・業務管理について

◆【第3回】担当者 呉珠響

◆【第4回】項目 公衆衛生看護管理の構造と機能③

◆【第4回】講義内容

・予算管理について
・人事管理・人材育成について
・情報管理について
・地域ケアの質保障について
・自律について（再考）

◆【第4回】担当者 呉珠響

◆【第5回】項目 公衆衛生看護管理の構造と機能④

◆【第5回】講義内容

（個人ワーク）
・組織運営・管理について
・事業・業務管理について
・予算管理について

◆【第5回】担当者 呉珠響

◆【第6回】項目 公衆衛生看護管理の構造と機能⑤

◆【第6回】講義内容

（グループワーク）
・組織運営・管理について
・事業・業務管理について
・予算管理について

◆【第6回】担当者 呉珠響

◆【第7回】項目 公衆衛生看護管理の構造と機能⑥

◆【第7回】講義内容

（グループワーク）
・組織運営・管理について
・事業・業務管理について
・予算管理について

◆【第7回】担当者 呉珠響

◆【第8回】項目 公衆衛生看護管理の構造と機能⑦

◆【第8回】講義内容

（発表）
・組織運営・管理について
・事業・業務管理について
・予算管理について

◆【第8回】担当者 呉珠響



地域看護学実習

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 （45時間）

◆必修・選択区分 自由

◆開講時期 4年前期

◆授業形態 実習

◆科目名 地域看護学実習

◆科目責任者 呉珠響

◆科目担当者 呉珠響　鈴木良美　新井志穂

◆オフィスアワー・場所
実習期間中は、教員が各実習先を巡回訪問する。このためオフィスアワーは教員訪
問時とし、場所は実習先の実習生控室とする。

◆授業のねらい

地域で生活する人々の健康や生活への支援について、保健所や保健センターを拠点
に展開される公衆衛生看護活動の実際をとおして学ぶ。また、公衆衛生看護活動の
展開に必要な方法と技術を修得する。さらに、ケアシステムにおける看護職の役割
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。

×

到達目標は大項目・中項目・小項目から構成されている。小項目については、地域
看護学実習要項を参照する。
1．地域の健康課題を明らかにし、解決・改善策を計画・立案することができる。
1）地域の人々の生活と健康を多角的・継続的に・包括的にアセスメントすること
ができる。
2）地域の人々の顕在的、潜在的健康課題を明確にすることができる。
3）地域の健康課題に対する活動を計画・立案する方法について理解することがで
きる。
2．PDCAサイクルに基づき、地域の人々・関係者・関係機関等と協働して、健康課
題を解決・改善し、健康増進能力を高める方法について理解することができる。
1）健康課題を解決・改善し健康増進能力を高めるための活動を展開することがで
きる。
2）健康課題の解決・改善に向け、地域の人々・関係者・関係機関等と協働する意
義を理解することができる。
3）活動を評価・フォローアップする方法を理解することができる。
3．地域の健康危機管理の方法について理解することができる。
1）平時から健康危機管理体制を整備することの意義を理解することができる。
2）健康危機発生時の対応について理解することができる。
3）健康危機からの回復時の対応について理解することができる。
4．地域の人々の健康を保障するために、公平・構成に制度や資源を管理・開発す
る方法とその重要性について理解することができる。
1）事業化の実際とその過程について理解することができる。
2）施策化の実際とその過程について理解することができる。
3）社会資源を活用・開発・管理する実際とその過程について理解することができ
る。
4）ケアシステムを構築する実際とその過程について理解することができる。
5．保健・医療・福祉及び社会に関する最新の知識・技術を主体的に主体的・継続
的に学び、実践の質を向上させることができる。
1）倫理的課題に対応することの意義について自身の考えを整理することができ
る。
2）研究の成果を活用することができる。
3）継続的に学ぶことができる。
4）保健師として責任を果たすことができる。

◆到達目標



地域看護学実習

シラバス項目名 シラバス内容

◆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
（購入済）
2. 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）
3. 最新保健学講座5  公衆衛生看護管理論 第4版、平野かよ子（編）、2015、メヂ
カルフレンド社 （購入済）
4. 保健師業務要覧2020年版、井伊久美子ら、2019、日本看護協会出版会（購入
済）

◆参考図書

1. 国民衛生の動向 2019/2020  厚生労働統計協会
2. 地域看護診断　技法と実際　第2版 東京大学出版会
3. コミュニティアズパートナー : 地域看護学の理論と実際 医学書院
4. 地域保健福祉活動のための地域看護アセスメントガイド 第2版　医歯薬出版株
式会社
5．乳幼児健診マニュアル（第6版）　医学書院

◆評価方法

1．実習到達度（80%）、実習参加の態度・積極性（20％）により評価する。実習到
達度の評価には、事前課題、実習記録、事後レポートの内容、参加状況等も含まれ
る。
2．実習時間数の4/5以上の出席時間数を以て評価の対象とする。
3．遅刻・早退は2回で欠席1回とする。
4．実習記録（事前課題、事後課題を含む）の提出を単位認定の必要条件とする。
5．実習記録等は、提出された内容に不備がある、あるいは所定外の方法で提出さ
れた場合も減点とし、状況によっては再提出もしくは追加課題の対象とする。
6．貸出物品や貸し出し資料の返却状況も評価の対象とする。

◆課題に対するフィードバック 実習中に実習記録等を確認し、フィードバックする。

◆事前学習（時間） 1日あたり1時間以上

◆事前学習（内容）

1．地域看護学演習Ⅱの授業にて実習予定の地域について地域看護診断を行い、実
習先の地域の概要について理解する。
2．実習期間中に参加予定の事業や家庭訪問等について、根拠法令、目的、内容、
保健師の役割などについて、所定の実習記録用紙（様式4）を用いて整理する。な
お、実習期間中に得られた新たな情報は、所定の実習記録用紙に適宜追加する。
3．地域看護学実習の自己目標と主に取り組みたい分野について、自身の考えを整
理する。
4．実習記録用紙の様式3（実習日誌）を用いて、事前学習として「本日の目標」と
「計画」および「計画or実施」を立案し、事後学習として「本日の学び（考察）」
を整理する。
5．これまでに履修した科目のうち、地域看護学実習に関連する科目は十分に復習
する。特に、「憲法」「社会保障制度論」「公衆衛生と疫学」「保健統計学」「ヘ
ルスプロモーション」「健康教育論」「地域看護学概論」「学校保健論」「産業保
健論」「地域看護学演習Ⅰ」「地域看護学演習Ⅱ」「地域看護管理論」は十分に復
習して実習に臨む。

◆事後学習（時間） 1日あたり1時間以上

◆事後学習（内容）
1．事前学習にて整理した内容（実習目標や取り組みたい分野など）をふまえ、実
習を通して学んだことについて、テーマを設定しレポートにまとめる。

◆実習内容と方法
別途配付する実習要項に則り、実習を展開する。
※本科目は、COVID-19の状況により実習期間や実習方法が変更となることがある。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する



英語Ⅲ（英論文の読解）

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 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 3年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 英語Ⅲ（英論⽂の読解）

◆科目責任者 ⼩島　多⾹⼦

◆科目担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆オフィスアワー・場所
事前にメールでアポイントメントを取ってください。
ポピエル・ヘレナ明⼦ E-mail: hp@dimc-tmu.jp

◆授業のねらい
国際雑誌などを読解するために必要な基礎⼒をつけます。また、英語で⾃分の意⾒を表現するための、コミュニケー
ションスキル及びにライティングスキルを⾝につける練習をします。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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・看護に関連するテキストを読み、読解⼒を⾝につけることができる。
2. 医療関連トピックについて英語で⾃分の意⾒を述べることができる。
3. 医療関連トピックについて英語で⽂章を作成することができる。

◆教科書
1. Stay Healthy: Paul Stapleton, Cengage Learning K.K. 2009
2. その他に本学学⽣向けに当分野で作成された教材を使⽤する。

◆参考図書 特になし

◆評価方法
出席(態度や積極性、ディスカッションへの参加度など)　40%
期末レポート　60%

◆課題に対するフィードバック レポートは採点後、添削したものを返却します。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） テキストを事前に読むこと。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容） 講義でわからなかったところは質問すること。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況)

◆【第1回】項目 Issues in Global Health

◆【第1回】講義内容 Selected Reading: Healthy Japan (Ch. 1)Discussion, Writing

◆【第1回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第2回】項目 Issues in Global Health

◆【第2回】講義内容 Selected Reading: Health and Evolutionary Psychology (Ch. 2) Discussion, Writing

◆【第2回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第3回】項目 Issues in Global Health



英語Ⅲ（英論文の読解）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第3回】講義内容 Selected Reading: Natural Defense (Ch. 3) Discussion, Writing

◆【第3回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第4回】項目 Issues in Global Health

◆【第4回】講義内容 Selected Reading: Race and Health (Ch. 4)Discussion, Writing

◆【第4回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第5回】項目 Issues in Global Health

◆【第5回】講義内容 Selected Reading: Understanding Medical Studies (Ch. 5) Discussion, Writing

◆【第5回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第6回】項目 Issues in Global Health

◆【第6回】講義内容
Selected Reading: Cancer (Ch. 6)　Discussion, Writing

◆【第6回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第7回】項目 Issues in Global Health

◆【第7回】講義内容 Selected Reading: The Worldʼs Most Common Disease (Ch. 7) Discussion, Writing

◆【第7回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第8回】項目 Issues in Global Health

◆【第8回】講義内容 Selected Reading: Instant Noodles (Ch. 8)Discussion, Writing

◆【第8回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第9回】項目 Issues in Global Health

◆【第9回】講義内容 Selected Reading: Supplements (Ch. 9)　Discussion, Writing

◆【第9回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第10回】項目 Issues in Global Health

◆【第10回】講義内容 Selected Reading: The New Global Epidemic (Ch. 10) Discussion, Writing

◆【第10回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第11回】項目 Issues in Global Health

◆【第11回】講義内容 Selected Reading: Health and Genes (Ch. 11) Discussion, Writing

◆【第11回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第12回】項目 Issues in Global Health

◆【第12回】講義内容 Selected Reading: Mental Health (Ch. 12)Discussion, Writing

◆【第12回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第13回】項目 Issues in Global Health

◆【第13回】講義内容 Selected Reading: Addictions (Ch. 13)　Discussion, Writing

◆【第13回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第14回】項目 Issues in Global Health

◆【第14回】講義内容 Selected Reading: Antibiotics (Ch. 14)Discussion, Writing

◆【第14回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦

◆【第15回】項目 Issues in Global Health

◆【第15回】講義内容 Selected Reading: The New Nutrition (Ch. 15) Discussion, Writing

◆【第15回】担当者 ポピエル・ヘレナ明⼦



医療経済学

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 選択

◆開講時期 4年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 医療経済学

◆科目責任者 川渕　孝一

◆科目担当者 川渕　孝一

◆オフィスアワー・場所
看護学科学務課を通して質問を受ける。
但し、緊急の場合はE-mail:kawabuchi.hce@tmd.ac.jpに連絡頂けば回答。

◆授業のねらい

医療の役割は苦痛の除去のみならず、豊かな食生活、良好な人間関係といった生活
の質に深く及んでいる。文字通り「治し・支える医療」のあり方について改めて考
えるとき、これまでの議論があまりにも政治力学や医療関係者の利害といった動機
から出たものが多すぎた。その結果として、肝心の国民の実態や医療が社会に還元
したという も基本的な視点が確立されていない。
　そこで本授業では、看護に加えて、医学、歯学、介護、薬学などの「横串し」を
入れる。より具体的には、医療経済学の視点から忘れがちだった医療の成果を学際
的に再確認しながら、わが国の医療制度のあるべき姿を、国民の視点から探る。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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

すべてが不確実だと言われる時代においてわが国に未曾有の少子・高齢社会が到来
することは確実である。しかしながら、医療分野は、規制が多く産業構造も複雑な
ので、未だ前近代的な部分が散見される。そこで本授業では、医療の質の向上と経
営の効率化の同時達成を実現する看護職の育成を目指して、ヘルスケア分野におけ
る成功の鍵を探る。
　より具体的には、医療界で起こっている現象を学際的にマクロ· ミクロ経済の視
点から分析する。到達目標は次の3 点とする。
①看護に加えて、医学、歯学、介護、薬学などを経済的視点から横断的に学習でき
る。
②効率的な医療· 介護· 福祉のあり方について政策提言ができる。
③看護、医学、経済、経営、会計など各種の専門性の融合と相互発展をすることが
できる。

◆教科書
川渕孝一著「“見える化”医療経済学入門」2014年（医歯薬出版株式会社）
川渕孝一著「国民皆保険はまだ救えるか」2011年（自由工房）
（第1回目に無償配布するので購入必要なし）

◆参考図書

川渕孝一著「コロナ後の医療経済と日本」2021年（薬事日報社）、「病院の品格」
2008年（日本医療企画）、「医療再生は可能か」2008年（ちくま新書）、「第六次
医療法改正のポイントと対応戦略60」2014年（日本医療企画）、「地域包括ケアシ
ステムの成功の鍵」2015年（公益財団法人日本都市センター）、「2040年の薬局」
2016年（薬事日報社）

◆評価方法 レポート80％（8回×10％）＋事例研究20％

◆課題に対するフィードバック レポートは添削を通じて参加学生に一定のフィードバックを行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

医療経済に関する双方向の講義に努めるが、学生諸君には単なる出席ではなく積極
的な授業参加を期待する。また、第8回目に事例研究を通じた口頭発表の場を設け
るので第1回目の 後に無償配布する拙著「国民皆保険はまだ救える（自由工
房）」の精読を期待する。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分



医療経済学

シラバス項目名 シラバス内容

◆事後学習（内容） 上記に替定した参考図書も含めて医療経済に関する書物に目を通してほしい。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況)

◆【第1回】項目
1）国民医療費の構造分析　2）わが国の診療報酬制度の現状と課題
（教科書の第1,2,11章）

◆【第1回】講義内容

①国 医 費 負 、②国 医 費 分配、③国 医 費 使 確認
①混合診療禁止の原則、②保険外併用療養費制度、③「一物一価」の功罪などを学
習する。

◆【第1回】担当者 川渕　孝一

◆【第2回】項目
1）公的医療保険の守備範囲と医療費分析　2）予防政策と医療費適正化（第
3,4,12,13章）

◆【第2回】講義内容

一体全体「どこまで公的医療保険で面倒見るべきなのか」という視点で国民皆保険
制度の持続可能性を議論するとともに、①年齢階級別・疾病分類別医療費分析、②
終末期医療費の見える化、③高齢者透析に関する医療経済分析を体得する。
①米国のMHSプロジェクトの結果、②無作為比較化試験（RCT）による分析、③わが
国における減量指導にみるメタボ対策の効果、④OTC国民調査から得た知見、⑤ワ
クチン行政の現状と課題を紹介する。

◆【第2回】担当者 川渕　孝一

◆【第3回】項目
1）DPC/PDPSの現状と課題への示唆　2）DPC導入と外来抗がん剤治療の変化
（第5,6章）

◆【第3回】講義内容
①DPCの功罪と、②解消すべき課題について言及する一方、③DPC/PDPSによる外来
シフトの有無、④外来抗ガン治療の現状と課題について理解する。

◆【第3回】担当者 川渕　孝一

◆【第4回】項目
1）“医療の見える化”の現状と課題　2）クリニカルパスと医療の標準化
（第7,8章）

◆【第4回】講義内容

①米国のP4Pの先行事例、②本分野における“病院可視化ネットワークの試み”、
③P4Pによる行動変容などを通じて、質の向上と効率化の同時達成の実現可能性を
探る。
①電子パスの課題とその解決策、②医療安全に向けた可視化の試み、③医療事故防
止対策、④パスの科学的根拠を学習する。

◆【第4回】担当者 川渕　孝一

◆【第5回】項目
1）医療の量的効果　2）診療報酬の国際比較（第9,10章）

◆【第5回】講義内容
①“規模の経済”、②量的効果に関する先行研究から得た知見を紹介する。
診療報酬体系の日米比較を通じて「望まれる適正な技術料とは何か」を考える。

◆【第5回】担当者 川渕　孝一

◆【第6回】項目
地域包括ケアシステムに見る“範囲の経済”について救急医療と精神医療を含めて
総合的に検討する。（第14,15,16章）

◆【第6回】講義内容
地域包括ケアシステムの先進事例について考察するとともに精神科の診療報酬の適
正性及び救急医療の現状と課題について一定の考察を加える。

◆【第6回】担当者 川渕　孝一

◆【第7回】項目
グローバルヘルスサービスが抱える諸課題を学習する。（第17章）

◆【第7回】講義内容
①オバマケアの功罪、②北欧における構造改革、③中国・タイにおける医療格差、
④バングラディッシュにおける少額医療保険について学習する。

◆【第7回】担当者 川渕　孝一

◆【第8回】項目 事例研究

◆【第8回】講義内容
第1回目の 後に無償配布した拙著「国民皆保険はまだ救える」のP.24～P.40の事
例を読んで「何が真因でどうすれば問題解決するか」を参加者全員の前で口頭発表
する。

◆【第8回】担当者 川渕　孝一



看護倫理Ⅱ（事例分析）

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の基礎

◆1単位当たりの時間 （30時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 4年後期

◆授業形態 演習

◆科目名 看護倫理Ⅱ（事例分析）

◆科目責任者 小室佳文

◆科目担当者 小室佳文、鈴木祐子

◆オフィスアワー・場所

講義日の授業終了後
小室(第一看護学科棟405研究室)komuro@tokyo-med.ac.jp
鈴木(第一看護学科棟404研究室)syuko410@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

倫理的意思決定を行うための枠組みを学び、看護実践等で生じる倫理的課題の解決
に向けた介入のあり方を学ぶ。さらに、倫理的意思決定のスキルを習得する。また
看護実践において生じる倫理的課題について、具体的に学習する。授業は主にグ
ループワークおよび個人ワークで展開し、学生が主体的に議論できる機会を多く提
供する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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．看護の場での倫理的実践を支えるために必要な、理論や体制について理解す
ることができる。
2．看護の場における倫理上の意思決定と倫理上のジレンマ、意思決定に影響す
る要因について理解することができる。
3．具体的な事例に対し、倫理的意思決定モデルを活用し、倫理的な課題を検討
し、倫理的な側面から分析することができる。

◆教科書
特になし。随時、資料を提示します。

◆参考図書

看護倫理Ⅰ（基礎）講義資料
サラ T.フライ著、片田範子訳；看護実践の倫理（第3版）、日本看護協会出版会、
2010
アルバート・R・ジョンセン著、赤林朗他監訳；臨床倫理学(第5版)、新興医学出版
社、2006
箕岡真子・稲葉一人著；わかりやすい倫理、ワールドプランニング、2011
小西恵美子著：看護倫理　改訂第2版、南江堂、2014
吉武久美子著：看護者のための倫理的合意形成の考え方・進め方、医学書院、2017

◆評価方法

グループ学習の参加状況と成果、課題レポートで評価します。
１．グループワーク（事例検討・個人ワークの共有）（40％）
２．課題レポート①（20％）
３．課題レポート②（40％）

再試験は行わない。

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

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分



看護倫理Ⅱ（事例分析）

シラバス項目名 シラバス内容

◆事前学習（内容）
「看護倫理Ⅰ（基礎）」の復習、および「看護展開実習Ⅰ～Ⅵ」の受け持ち事例に
ついて実習記録を見直しておく。

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）

事例検討では、①臨床倫理４分割法や4ステップモデルによる分析方法の理解②事
例に生じている倫理的葛藤の把握③解決方法の提案、ができているか振り返り、整
理して次回に臨む。専門職の実践からは、自己の実践にどのように生かすことがで
きるかを考察する。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する

◆【第1回】項目 オリエンテーション

◆【第1回】講義内容

1）本科目のねらいと到達目標の確認
2）看護倫理の基本的理念、概念の確認
3）本科目の学習方法と進め方
4）グル－プ編成
5）個人課題の提示

◆【第1回】担当者 小室佳文、鈴木祐子

◆【第2回】項目 事例検討Ⅰ（グループワーク）

◆【第2回】講義内容 事例の分析

◆【第2回】担当者 小室佳文、鈴木祐子

◆【第3回】項目 事例分析Ⅰ(グループワーク)

◆【第3回】講義内容 事例の分析

◆【第3回】担当者 鈴木祐子、小室佳文

◆【第4回】項目 臨床での倫理的問題の解決方法

◆【第4回】講義内容
1）日常的な臨床場面での倫理的問題に対処するための倫理的意思決定モデル
2）臨床倫理4分割法

◆【第4回】担当者 鈴木祐子、小室佳文

◆【第5回】項目 事例分析Ⅰ(グループワーク)

◆【第5回】講義内容 事例分析の発表と全体討議

◆【第5回】担当者 小室佳文、鈴木祐子

◆【第6回】項目 事例分析Ⅱ（グループワーク）

◆【第6回】講義内容 事例の分析

◆【第6回】担当者 小室佳文、鈴木祐子

◆【第7回】項目 事例分析Ⅱ（グループワーク）

◆【第7回】講義内容 事例の分析

◆【第7回】担当者 鈴木祐子、小室佳文

◆【第8回】項目 事例分析結果の共有

◆【第8回】講義内容 事例について、倫理的な側面から分析した内容の発表と全体討議

◆【第8回】担当者 鈴木祐子、小室佳文

◆【第9回】項目 事例分析結果の共有

◆【第9回】講義内容
事例について、倫理的な側面から分析した内容を発表と全体討議

◆【第9回】担当者 小室佳文、鈴木祐子

◆【第10回】項目 事例分析Ⅲ（個人ワーク）



看護倫理Ⅱ（事例分析）

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第10回】講義内容
1）オリエンテーション
2）実習での体験にもとづく事例の分析

◆【第10回】担当者 小室佳文、鈴木祐子

◆【第11回】項目 事例分析Ⅲ（個人ワーク）

◆【第11回】講義内容 実習での体験にもとづく事例の分析

◆【第11回】担当者 鈴木祐子、小室佳文

◆【第12回】項目 看護実践における倫理的問題

◆【第12回】講義内容
現場で倫理的問題に直面している専門職から、具体的な事例やその解決方法を学
ぶ。（講演会、事例検討会、研修会参加など）
看護実践における倫理的問題

◆【第12回】担当者 鈴木祐子、小室佳文

◆【第13回】項目
個人ワークの共有と検討（グループワーク）

◆【第13回】講義内容 事例検討した内容をグループ内で共有し、個人の分析を深める。

◆【第13回】担当者 小室佳文、鈴木祐子

◆【第14回】項目 個人ワーク検討結果の発表

◆【第14回】講義内容 共有した内容を発表し全体で討議する。

◆【第14回】担当者 小室佳文、鈴木祐子

◆【第15回】項目
1）個人ワーク検討結果の発表
2）まとめ

◆【第15回】講義内容
1）共有した内容を発表し全体で討議する。
2）今後の実践に向けて授業の学びをまとめる。

◆【第15回】担当者 鈴木祐子、小室佳文



代替補完医療と看護

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 4年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 代替補完医療と看護

◆科目責任者 矢数芳英

◆科目担当者 矢数芳英，及川哲郎

◆オフィスアワー・場所

月曜日（授業後･教室内にて） 12:10pm〜1:00pm
金曜日（授業後･教室内にて） 6:00pm〜7:00pm
下記 Email にて随時、質問を受け付ける
yyakazu@gmail.com
oikawa-t@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

これまで技として継承されてきた，伝統的な代替補完医療のうち，主に漢方治療
について学習する．鍼灸治療についてはそのアウトラインを学ぶ．具体的には，
代替補完医療の実際，代替補完医療の看護への導入，活用について学習する． 現
在，「 大学病院で行われている漢方薬による治療 」を中心として，現代医学的

なスタンダードの治療と，漢方治療の違いや，その適応について学ぶ． また，臨
床において注意すべき点（副作用など）についても学ぶ．

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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．大学病院における代替補完医療(CAM)の位置づけと臨床応用を理解できる．
２．看護におけるクリニカルパスに用いられる漢方薬について理解できる． ３．
各科の臨床現場において使用頻度の高い漢方薬について理解できる．

◆教科書 各講義の開始時に配付する資料

◆参考図書
『基本がわかる漢方医学講義』日本漢方医学教育協議会，2020（羊土社）
 『漢方処方ハンドブック』花輪壽彦，2019（医学書院）

◆評価方法
定期試験 100％ （①：マークシート，②：記述問題）
20 分以上の遅刻は欠席として扱う．

◆課題に対するフィードバック
毎回の授業後のオフィスアワーでフィードバックする．
定期試験終了後，正解と解説を提示し，質問に関しては担当者が応対する．

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 講義内容に記載されているキーワードについて，事前に調べておくと良い.

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
"配布した資料と講義内容を使用して，ノートに整理し，復習しておくこと.
特に，ポストテストの内容を繰り返し勉強すると良い."

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況)

◆【第1回】項目 【総論１】 漢方医学とは１ ～歴史や 漢方医学理論を中心に～

◆【第1回】講義内容
現代医学を補完する漢方医学の意義とその特徴を学ぶ
１） 漢方医学とは ２） 養生と未病 ３） 漢方医学の理論 ４） 気血水の異常と
冷え症

◆【第1回】担当者 及川　哲郎



代替補完医療と看護

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第2回】項目 【総論２】 漢方医学とは２ ～診察法 や生薬を中心に～

◆【第2回】講義内容

現代医学と異なる診察の目的、生薬・漢方薬の概略を知る
１） 漢方医学の診察法
２） 生薬とは
３） 漢方薬とは 服用法・注意点を含めて
４） さまざまな生薬

◆【第2回】担当者 及川　哲郎

◆【第3回】項目
【イントロダクション】 看護と漢方の接点をさぐる
【各論１】 急性上気道炎と体温調節の メカニズム

◆【第3回】講義内容

① 看護に必須の「検温」の重要性を考える
② ウイルスに対する生体の反応を現代医学的に考える
③ 何故，漢方薬がカゼ（急性上気道炎）や，インフルエ ンザに効果があるのか，
そのメカニズムを理解する
（＊）３つのキーワード 体温調節とセットポイント，バイタルサイン 温罨法と冷
罨法 【本日の処方】 葛根湯（かっこんとう），麻黄湯（まおうとう）

◆【第3回】担当者 矢数　芳英

◆【第4回】項目 【各論２】 大学病院で使用される 消化器疾患に対する漢方薬

◆【第4回】講義内容

① 看護の標準化・ 適化に用いられるクリニカルパスに ついて学び，そこで用い
られる漢方薬について理解する
② 加齢に伴う身体的変化と便秘の関係について理解する
③ 臨床で用いられる 2 大下剤について知る
（＊）３つのキーワード クリニカルパス，便秘，イレウス（腸閉塞）
【本日の処方】大建中湯（だいけんちゅうとう）

◆【第4回】担当者 矢数　芳英

◆【第5回】項目 【各論３】 漢方の研究　〜 漢方は本当に 効くのか、なぜ効くのか 〜

◆【第5回】講義内容
近年進みつつある漢方薬に関する研究の現状を理解する
１） 漢方の作用機序、エビデンス
２） 私が関わった研究の実例から

◆【第5回】担当者 及川　哲郎

◆【第6回】項目 【各論 4】 漢方薬の使い方　～ 婦人科系、緩和医療など ～

◆【第6回】講義内容

各臨床領域において用いられる漢方薬について知る
１） 婦人科系～頻用される 3 つの処方について～
２） 緩和医療～補剤で免疫力を高める～
３） 上部消化管～六君子湯を中心に～

◆【第6回】担当者 及川　哲郎

◆【第7回】項目 【各論 5】 高齢者の特徴（前半）不眠・不穏に対する漢方薬

◆【第7回】講義内容

① 加齢に伴う「身体的」機能低下を学ぶ
② 加齢に伴う「精神的」機能低下と認知症の違いを知る
③ 睡眠障害の４つのパターンを知り，高齢者にはどのタイプが多いのかを学ぶ
④ 高齢者の不眠に対する薬物投与について学びその注意事項を理解する
（＊）３つのキーワード ベンゾジアゼピン， 認知症の周辺症状 高齢者の転倒に
よる大腿骨頸部骨折
【本日の処方】抑肝散（よくかんさん）

◆【第7回】担当者 矢数　芳英

◆【第8回】項目
【各論 6】 高齢者の特徴（後半）腰下肢痛・頻尿に対する漢方薬，漢方薬の副作
用

◆【第8回】講義内容

① 高齢者の歩行，運動器の痛みを理解する
② 高齢者で特に注意すべき薬の副作用について学ぶ
③ 高齢者の転倒によって，その後どのような経過をたど ることが多いかを知る
④ 過活動膀胱と尿失禁について理解する
（＊）３つのキーワード NSAIDs，廃用症候群，OAB（過活動膀胱）
【本日の処方】牛車腎気丸（ごしゃじんきがん）

⑤ 漢方薬による副作用：「頻度」の高いものを理解する ここで，アレルギー性鼻
炎（花粉症）に使われる 漢方薬についても解説する
⑥ 漢方薬による副作用：「重症度」の高いものを理解する
（＊）３つのキーワード ナイシトール，偽アルドステロン症，低カリウム血症
【本日の処方】小青竜湯（しょうせいりゅうとう） 芍薬甘草湯（しゃくやくかん
ぞうとう） 防風通聖散（ぼうふうつうしょうさん）

◆【第8回】担当者 矢数　芳英



統合援助技術Ⅰ

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 4年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 統合援助技術Ⅰ

◆科目責任者 阿部幸恵

◆科目担当者 阿部幸恵　杉原ひとみ　大和田信行

◆オフィスアワー・場所
研究室にて、授業後等随時、事前のアポイントによる。
阿部　y-abe@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

本科目では、既習の授業・演習・臨地実習で得た知識や技術の統合を図ることを目
指す。具体的には、毎回の授業で援助技術に関するテーマを設定し、そのテーマに
沿った臨床事例を提示する。提示された事例の情報を整理・分析・アセスメントか
ら看護問題をあげる。そして、看護問題の中で立案される援助に焦点をあてて、個
別性や効果的な援助とは何かについて探求していく。さらに最終の授業では、認定
看護師・専門看護師の講演から「人を援助する技術とは」「看護の専門性とは」に
ついて深く考える。

◆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．看護過程・看護援助の基本的な知識を用いて、個別性のある看護援助について
考えることができる。
２．人を援助する技術や看護の専門性について考えることができる。

◆教科書
健康生活支援論、健康生活支援論演習、フィジカルアセスメントで使用した資料や
テキスト。

◆参考図書 必要時紹介する。また、資料などを配布する。

◆評価方法
各授業内の確認テスト50％、授業内で取り組んだグループワークおよび個人の課題
50％

◆課題に対するフィードバック

確認テストについては、各問題の正答率に基づいて全体にフィードバックを行う。
課題については、グループおよび個人が提出したものにフィードバックコメントを
記入する。個々のフィードバックコメントをまとめて授業内に全体にフィードバッ
クする。

◆事前学習（時間）
1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
授業前に提示する事例を読み、疾患や看護についてわからないところを調べてく
る。

◆事後学習（時間）
1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
各授業で学習した内容を振り返り、複合的な内容の疾患や対象者のアセスメントの
仕方について考える。国家試験につながるような内容の事後課題を提示することも
ある。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する

◆【第1回】項目
オリエンテーション　呼吸の苦しい患者の援助　 対面もしくはオンラインで行
う。



統合援助技術Ⅰ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容
毎回の授業展開について説明した後、呼吸器系疾患患者の事例に基づいて個人ワー
ク及びグループワークを行い、事例のアセスメントおよび呼吸状態を改善させるた
めの看護計画についてプレゼンテーションを行う。

◆【第1回】担当者 阿部幸恵

◆【第2回】項目 胸痛を訴える患者の援助     　対面もしくはオンラインで行う。

◆【第2回】講義内容
循環器系疾患患者の事例に基づいて個人ワーク及びグループワークを行い、事例の
アセスメントおよび循環動態を安定させるための看護計画についてプレゼンテー
ションを行う。

◆【第2回】担当者 阿部幸恵

◆【第3回】項目 発熱時の患者の援助     　対面もしくはオンラインで行う。

◆【第3回】講義内容
体温に異常のある患者の事例に基づいて個人ワーク及びグループワークを行い、事
例のアセスメントおよび体温を正常化させるための看護計画についてプレゼンテー
ションを行う。

◆【第3回】担当者 阿部幸恵

◆【第4回】項目 食事の援助    　　 対面もしくはオンラインで行う。

◆【第4回】講義内容
嚥下障害のある高齢患者の事例基づいて個人ワーク及びグループワークを行い、事
例のアセスメントおよび高齢者特有の食事援助に関する看護計画についてプレゼン
テーションを行う。

◆【第4回】担当者 杉原ひとみ

◆【第5回】項目 認知症の患者のセルフケアに対する援助　　　対面もしくはオンラインで行う。

◆【第5回】講義内容
認知症の患者の事例に基づいて個人ワーク及びグループワークを行い、事例のアセ
スメントおよびセルフケア不足に対する看護計画についてプレゼンテーションを行
う。

◆【第5回】担当者 大和田信行

◆【第6回】項目 終末期の看護　　　　対面もしくはオンラインで行う。

◆【第6回】講義内容
終末期の患者の事例に基づいて個人ワーク及びグループワークを行い、事例のアセ
スメントおよび終末期の生活支援に関する看護計画についてプレゼンテーションを
行う。

◆【第6回】担当者
阿部幸恵

◆【第7回】項目 最期の看護　　　　対面もしくはオンラインで行う。

◆【第7回】講義内容
亡くなった患者の事例からエンゼルケアの実際を学ぶとともに、エンゼルケアの方
法が文化や宗教によって異なることを学ぶ。

◆【第7回】担当者 阿部幸恵

◆【第8回】項目 看護の専門性　　　　対面もしくはオンラインで行う。

◆【第8回】講義内容 最近の看護トピックにおける最新の看護援助を学ぶ。

◆【第8回】担当者
阿部幸恵　専門・認定看護師



統合援助技術Ⅱ

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 選択

◆開講時期 4年後期

◆授業形態 演習

◆科目名 統合援助技術Ⅱ

◆科目責任者 阿部幸恵

◆科目担当者 阿部幸恵、伊藤綾子、岩田尚子、久長正美、杉原ひとみ、大和田信行

◆オフィスアワー・場所
授業時または随時(事前のアポイントメントによる)
阿部　y-abe@tokyo-med.ac.jp
春日　hkasuga@tokyo-med.ac.jp

◆授業のねらい

シミュレーション学習を通してフィジカルアセスメントの知識と技術との統合を図
る。さらに、アセスメントからどのように問題を立案し実際の看護につなげていく
のかを学び、卒後に必要となる看護実践力の基盤づくりを行う。
なお、本科目は40名を履修の上限人数とします。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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. 事例の状態に合わせてフィジカルアセスメントを行うことができる。
2. アセスメントから問題立案、看護計画を一部立案し、看護実践につなげること
　ができる。

◆教科書

必要時にこれまでに使用したテキスト（守田美奈子監修　写真でわかる看護のため
のフィジカルアセスメントアドバンス　インタ―メディカ　2016）や資料を提示す
る。

◆参考図書
必要時に紹介する。阿部幸恵編集　症状別病態生理とフィジカルアセスメント照林
社　2015

◆評価方法 デブリーフィングでのグループの成果物70％、各事例に関する確認テスト30％

◆課題に対するフィードバック 授業中および授業後に個人および集団に対してフィードバックを行う。

◆事前学習（時間）
1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）
授業内容に応じた国家試験問題を中心とする事前課題を1時間程度はかけて必ず仕
上げてから授業に臨んでください。毎回確認テストを実施します。

◆事後学習（時間）
1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
各回の看護シミュレーションや配布資料を1時間以上かけて復習し、看護実践に必
要なフィジカルアセスメントや解剖生理学について振り返りを行ってください。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する

◆【第1回】項目
ガイダンス
呼吸器系・循環器系のフィジカルアセスメントと看護実践①
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第1回】講義内容

授業の進め方と学習方法
呼吸器系と循環器系のフィジカルアセスメントに関する知識の想起を国家試験の過
去問題を使って行う。



統合援助技術Ⅱ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行

◆【第2回】項目
呼吸器系と循環器系のフィジカルアセスメントと看護実践②
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第2回】講義内容
・呼吸器・循環器疾患のシミュレーションを行い、事例のフィジカルアセスメン
ト、問題抽出、看護計画立案と実践をシミュレーションとデブリーフィングを繰り
返して学習する。

◆【第2回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行

◆【第3回】項目
呼吸器系と循環器系のフィジカルアセスメントと看護実践③
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第3回】講義内容
・呼吸器・循環器疾患のシミュレーションを行い、事例のフィジカルアセスメン
ト、問題抽出、看護計画立案と実践をシミュレーションとデブリーフィングを繰り
返して学習する。

◆【第3回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行

◆【第4回】項目
消化器系のフィジカルアセスメントと看護実践➀
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第4回】講義内容
・消化器系のフィジカルアセスメントに関する知識の想起を国家試験の過去問題を
使って行う。

◆【第4回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行

◆【第5回】項目
消化器系のフィジカルアセスメントと看護実践②
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第5回】講義内容
・消化器疾患のシミュレーションを行い、事例のフィジカルアセスメント、問題抽
出、看護計画立案と実践をシミュレーションとデブリーフィングを繰り返して学習
する。

◆【第5回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行

◆【第6回】項目
消化器系のフィジカルアセスメントと看護実践③
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第6回】講義内容
・消化器疾患のシミュレーションを行い、事例のフィジカルアセスメント、問題抽
出、看護計画立案と実践をシミュレーションとデブリーフィングを繰り返して学習
する。

◆【第6回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行

◆【第7回】項目 在宅看護場面の看護援助方法

◆【第7回】講義内容
在宅看護場面での統合的な看護援助方法の実践
・ALSで在宅人工呼吸器を装着した療養者の身体と生活の観察と、家族へのケア提
供のシミュレーション

◆【第7回】担当者 久長正美、岩田尚子

◆【第8回】項目 在宅看護場面の看護援助方法

◆【第8回】講義内容
在宅看護場面での統合的な看護援助方法の実践
・ALSで在宅人工呼吸器を装着した療養者の身体と生活の観察と、家族へのケア提
供のシミュレーション

◆【第8回】担当者 久長正美、岩田尚子

◆【第9回】項目 在宅看護場面の看護援助方法

◆【第9回】講義内容
在宅看護場面での統合的な看護援助方法の実践
・ALSで在宅人工呼吸器を装着した療養者の身体と生活の観察と、家族へのケア提
供のシミュレーション

◆【第9回】担当者 久長正美、岩田尚子

◆【第10回】項目
脳神経系のフィジカルアセスメントと看護実践➀
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第10回】講義内容
・脳神経系のフィジカルアセスメントに関する知識の想起を国家試験の過去問題を
使って行う。対面もしくはオンラインで行う。

◆【第10回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行



統合援助技術Ⅱ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第11回】項目
脳神経系のフィジカルアセスメントと看護実践②
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第11回】講義内容
・脳神経疾患のシミュレーションを行い、事例のフィジカルアセスメント、問題抽
出、看護計画立案と実践をシミュレーションとデブリーフィングを繰り返して学習
する。

◆【第11回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行

◆【第12回】項目
脳神経系のフィジカルアセスメントと看護実践③
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第12回】講義内容
・脳神経疾患のシミュレーションを行い、事例のフィジカルアセスメント、問題抽
出、看護計画立案と実践をシミュレーションとデブリーフィングを繰り返して学習
する。

◆【第12回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行

◆【第13回】項目
内分泌系のフィジカルアセスメントと看護実践➀
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第13回】講義内容
・内分泌系のフィジカルアセスメントに関する知識の想起を国家試験の過去問題を
使って行う。

◆【第13回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行

◆【第14回】項目
消化器系のフィジカルアセスメントと看護実践②
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第14回】講義内容
・消化器疾患のシミュレーションを行い、事例のフィジカルアセスメント、問題抽
出、看護計画立案と実践をシミュレーションとデブリーフィングを繰り返して学習
する。

◆【第14回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行

◆【第15回】項目
消化器系のフィジカルアセスメントと看護実践③
対面もしくはオンラインで行う。

◆【第15回】講義内容
・消化器疾患のシミュレーションを行い、事例のフィジカルアセスメント、問題抽
出、看護計画立案と実践をシミュレーションとデブリーフィングを繰り返して学習
する。

◆【第15回】担当者 阿部幸恵　伊藤綾子　杉原ひとみ　大和田信行



防災教育論

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/グローバルヘルス

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 4年後期

◆授業形態 講義

◆科目名 防災教育論

◆科目責任者 桜井愛子

◆科目担当者 桜井愛子

◆オフィスアワー・場所 随時メールにて対応(sakurai.aiko@toyoeiwa.ac.jp)

◆授業のねらい

近年、日本のみならず世界各地で地震、津波、台風、大雨等の自然災害が多発しています。東京では、今
後、30年以内に70％以上の確率で発生されるとするマグニチュード7以上の首都直下地震が発生すると言
われています。医療専門職として他者を支援していくために必要な、自然災害に関する様々な基礎的知識
を習得し、自然災害に対する備えに対する意欲・関心を高め、災害に対するイマジネーションを高めてい
くことができるようになることを目指します。この科目では、過去の災害からの教訓、災害時の心の動
き、自宅や職場周辺の災害リスクの理解の方法、自然災害時における医療機能や支援のあり方などについ
て学んでいきます。

◆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
自然災害の発生メカニズムを理解し、地域住民と医療専門家の双方の立場から災害リスクをへらすための
事前の対策と災害時の対応について学び、それら知識を他者へと伝え周囲の防災意識の向上に向けた啓発
を実践することができるようになる。

◆教科書
小田隆史編著『教師のための防災学習帳』朝倉書店
東京都『東京防災』

◆参考図書

東北大学災害科学国際研究所（2021）『東日本大震災からのスタート: 災害を考える51のアプローチ』東
北大学出版
渡邉正樹（2020）『学校安全と危機管理』大修館書店
田中重好他編著（2013）『東日本大震災と社会学』ミネルヴァ書房

◆評価方法 小テスト（30％）、小レポート（30％）、最終課題（40％）

◆課題に対するフィードバック 小テストの回答は、次回の授業で解説する。期末課題については、講評を通知する。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 指定されたテキストは必ず事前に読んでおくこと

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
授業をベースに小テストを行いますので、復習が求められます。また授業で得られた知識や方法を用いた
レポートの作成を行う。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況)

◆【第1回】項目 イントロダクション：自然災害・防災に関する基礎的知識（10月2日）



防災教育論

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容
自然ハザードと自然災害、災害サイクル、自助・共助・公助といった自然災害に関する基礎的知識をまず
理解します。
課題図書：「自然災害と学校防災」渡邉正樹（2020）『学校安全と危機管理』大修館書店、第7章.

◆【第1回】担当者 桜井愛子

◆【第2回】項目 東日本大震災の教訓から考える防災・減災（10月2日）

◆【第2回】講義内容

東日本大震災から１０周年を迎えました。大震災から得られた教訓とは、想定外を考えるとはどういうこ
とか、について学びます。
課題図書：「『想定外』の社会学」田中重好他編著（2013）『東日本大震災と社会学』ミネルヴァ書房、
第10章.

◆【第2回】担当者 桜井愛子

◆【第3回】項目 災害と人間のこころ（10月2日）

◆【第3回】講義内容
自然災害発生時の人間のこころの特性を知り、どのように防災に活かせるのかを考えます。
課題図書：「災害と人間のこころ」小田隆史編著（2021）『教師のための防災学習帳』朝倉書店、第5章.

◆【第3回】担当者 桜井愛子

◆【第4回】項目 来たるべき災害に備える（11月6日）

◆【第4回】講義内容

首都圏に直下地震が発生するとどのような被害が考えられるのか、気候変動等の影響から年々、激甚化し
その頻度も増している風水害に対し、どのように備え、生き抜くことができるか考えます。
課題図書：東京都「東京防災
（https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1002147/1008042/1008074.html）

◆【第4回】担当者 桜井愛子

◆【第5回】項目 自宅や職場周辺の災害リスクを理解し、備える（11月6日）

◆【第5回】講義内容

自宅や職場周辺の地形と災害リスクがどのように関わるか、国土地理院の地図やハザードマップを読み解
くためのマップリテラシーを向上させ、適切な避難を考えます。
課題図書：村山良之「ハザードの種別土地系理解、災害リスク」小田隆史編著（2021）『教師のための防
災学習帳』朝倉書店、第6章.

◆【第5回】担当者 桜井愛子

◆【第6回】項目 国際的視点からの自然災害と防災（11月6日）

◆【第6回】講義内容

自然災害は日本だけでなく、世界各地で多発しています。自然災害が発生した被災地の自然条件だけでな
く、政治、社会、経済等の条件が異なることによって、自然災害からの被害にどのような相違があるの
か、またその対応についても考えていきます。これまでの授業を踏まえた小テストの実施予定。
課題図書：「地球規模課題としての災害と国際的戦略に学ぶ」小田隆史編著（2021）『教師のための防災
学習帳』朝倉書店、第6章.

◆【第6回】担当者 桜井愛子

◆【第7回】項目 保健医療施設の被害と事業継続（12月4日）

◆【第7回】講義内容

阪神・淡路大震災における医療分野における教訓、2003年7月26日宮城県北部地震における災害医療の展
開の実態、2011年3月11日東日本大震災における医療機能の低下、最近の水害に対する病院機能の問題に
ついて解説する。

◆【第7回】担当者 佐藤健（東北大学災害科学国際研究所教授）・桜井愛子

◆【第8回】項目 被災者の命と健康をまもるための後方支援計画（12月4日）

◆【第8回】講義内容
東日本大震災発生時の宮城県南三陸町を中心とした災害保健医療支援室による支援活動の経験と概要を解
説する。（授業後、第7・8回の授業を踏まえた小レポート有）最終課題の提示あり。

◆【第8回】担当者 佐藤健（東北大学災害科学国際研究所教授）・桜井愛子



国際看護フィールドワーク

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/グローバルヘルス

◆1単位当たりの時間 （30時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 4年通年

◆授業形態 演習

◆科目名 国際看護フィールドワーク

◆科目責任者 成瀬和子

◆科目担当者 成瀬和子、土谷ちひろ

◆オフィスアワー・場所
授業終了後および、授業日の昼休み501研究室(成瀬)、402研究室(土谷)まで
あるいはメールで　naruse＠tokyo-med.ac.jp、tsuchihi@tokyo-med.ac.jp まで

◆授業のねらい

世界で起きている国内外の健康問題について、生理学的要因だけでなく、社会・文化的要因
や環境的要因について、事前学習や海外でのフィールドワークを通して考える。そして、異
なる国や文化をもつ人々の生活を理解し、グローバルな視点から健康問題を捉え、国際社会
における看護活動および看護の果たす役割について考える。

◆学位授与の方針（ディプロ
マポリシー）との関連
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

×

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

Students will be able to;
1)  learn health issues in partner countries regarding the present situation, background,
policies, and initiatives.
2)  understand the role of nurses in the health care system of each country.
3) understand the present situation, background, policies, and initiatives of each country
regarding common health issues.
4) describe the roles of nurses in each country in relation to health issues.
5) describe desirable measures to be taken in Japan to address health issues based on the
measures taken in each country, taking into consideration the Triple Impact.
6) communicate actively in English with students from other countries.

◆教科書 Nil

◆参考図書

森淑江ほか編、国際看護：国際社会の中で看護の力を発揮するために,看護学テキストNICE,南江

堂、2019.
日本国際保健医療学会編、国際保健医療学 第3版、杏林書院、2015.
徳永端子、内海博文編、国際看護学、クオリティケア、2014.
柳澤理子、国際看護学―看護の統合と実践　開発途上国への看護実践を踏まえて　改訂版、

PILAR PRESS、2017.
デビッド・ワーナー、医者のいないところで 村のヘルスケア手引書 2009年版、シェア＝国際保健協

力市民の会、2009.

◆評価方法
Study Attitude(Peer evaluation) 30% , Study attitude in International discussion (English)
10%, Group Presentation 30% 、Journal club 10%, Final Report 20％

◆課題に対するフィードバック Giving comments at classes and on a report

◆事前学習（時間） 1時限あたり60～90分



国際看護フィールドワーク

シラバス項目名 シラバス内容

◆事前学習（内容）
課題について調べておく。他国の学生とのディスカッションでは通訳は入らないので、自分
で言いたいことを英語でまとめておく、わからない単語を調べておくなどの準備をしてお
く。

◆事後学習（時間） 1時限あたり60～90分

◆事後学習（内容）
不明点やディスカッションポイントについて、まとめておく。わからない英単語については
調べておく。
他国の状況についてはノートにまとめ、日本との比較をおこない考えを深める。

◆実務経験のある教員等による
授業科目(計上状況)

該当する

◆【第1回】項目 Orientation

◆【第1回】講義内容 How to proceed with exercises, roles of students, class evaluation, etc.

◆【第1回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第2回】項目 Introduction of TMU(English)

◆【第2回】講義内容 Group work: Making a short video of TMU and community

◆【第2回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第3回】項目 Introduction of TMU (English)

◆【第3回】講義内容 Group work: Making a short video of TMU and community

◆【第3回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第4回】項目 Understanding the Society of the Philippines and Indonesia1

◆【第4回】講義内容 Study on the society by a group.

◆【第4回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第5回】項目 Understanding the Society of the Philippines and Indonesia2

◆【第5回】講義内容 Study on the society by a group.

◆【第5回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第6回】項目 Understanding the Society of the Philippines and Indonesia3

◆【第6回】講義内容 Presentation and discussion of the group work.

◆【第6回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第7回】項目 Understanding the Health system and health issues of the Philippines and Indonesia1

◆【第7回】講義内容 Study on the health system and health issues by a group.

◆【第7回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第8回】項目 Understanding the Health system and health issues of the Philippines and Indonesia2

◆【第8回】講義内容 Study on the health system and health issues by a group.

◆【第8回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第9回】項目 Understanding the Health system and health issues of the Philippines and Indonesia3

◆【第9回】講義内容 Study on the health system and health issues by a group.

◆【第9回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第10回】項目 Understanding the Health system and health issues of the Philippines and Indonesia4

◆【第10回】講義内容 Presentation of the group work.

◆【第10回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第11回】項目 Understanding Nursing education and nurse’s roles in three countries(English)

◆【第11回】講義内容  On line lecture regarding nursing education and nurse's role of three countries.



国際看護フィールドワーク

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第11回】担当者
Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya, Shanti Wardaningsih, Nurvita Risdiana, Diane Velecina,
Irene Narvacan, et al.

◆【第12回】項目 Understanding Impacts of Covid-19 on health system in Japan1

◆【第12回】講義内容 Study on Impacts of Covid-19 regarding health system by a group.

◆【第12回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第13回】項目 Understanding Impacts of Covid-19 on health system in Japan 2

◆【第13回】講義内容 Study on Impacts of Covid-19 regarding health system by a group.

◆【第13回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第14回】項目 Understanding effects of Covid-19 on health system in Japan (English) 3

◆【第14回】講義内容 Prepare for the presentation.

◆【第14回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第15回】項目
Understanding impacts of Covid-19 on health system in the Philippines, Indonesia and Japan
(English) 4

◆【第15回】講義内容 On line presentation and discussion regarding  impacts of Covid-19 on health system.

◆【第15回】担当者
Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya, Shanti Wardaningsih, Nurvita Risdiana, Diane Velecina,
Irene Narvacan, et al.

◆【第16回】項目
Understanding impacts of Covid-19 on health system in the Philippines, Indonesia and
Japan(English) 5

◆【第16回】講義内容 On line presentation and discussion regarding  impacts of Covid-19 on health system.

◆【第16回】担当者
Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya, Shanti Wardaningsih, Nurvita Risdiana, Diane Velecina,
Irene Narvacan, et al.

◆【第17回】項目 Understanding the effect of Covid-19 on adolescent pregnancy in Japan 1

◆【第17回】講義内容 Study on effects of Covid-19 regarding adolescent pregnancy by a group.

◆【第17回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第18回】項目 Understanding effects of Covid-19 regarding adolescent pregnancy in Japan 2

◆【第18回】講義内容 Study on effects of Covid-19 on adolescent pregnancy by a group.

◆【第18回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第19回】項目 Understanding effects of Covid-19 on adolescent pregnancy in Japan(English) 3

◆【第19回】講義内容 Prepare for the presentation.

◆【第19回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第20回】項目
Understanding the effects of Covid-19 on adolescent pregnancy in the Philippines, Indonesia and
Japan(English) 4

◆【第20回】講義内容
On line presentation and discussion regarding  impacts of Covid-19 on adolescent
pregnancy.

◆【第20回】担当者
Kazuko Naruse, ChiKazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya, Shanti Wardaningsih, Nurvita
Risdiana, Diane Velecina, Irene Narvacan, et al.hiro Tsuchiya

◆【第21回】項目
Understanding the effects of Covid-19 on adolescent pregnancy in the Philippines, Indonesia and
Japan(English) 5

◆【第21回】講義内容
On line presentation and discussion regarding  impacts of Covid-19 on adolescent
pregnancy.

◆【第21回】担当者
Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya, Shanti Wardaningsih, Nurvita Risdiana, Diane Velecina,
Irene Narvacan, et al.

◆【第22回】項目 Understanding effects of Covid-19 on dementia people in Japan 1

◆【第22回】講義内容 Study on effects of Covid-19 on dementia people in Japan

◆【第22回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第23回】項目 Understanding effects of Covid-19 on dementia people in Japan 2

◆【第23回】講義内容 Study on effects of Covid-19 on dementia people in Japan

◆【第23回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第24回】項目 Understanding effects of Covid-19 on dementia people in Japan(English) 3



国際看護フィールドワーク

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第24回】講義内容 Prepare for the presentation.

◆【第24回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第25回】項目
Understanding effects of Covid-19 on dementia people in the Philippines, Indonesia and
Japan(English) 4

◆【第25回】講義内容 On line presentation and discussion regarding  impacts of Covid-19 on dementia people.

◆【第25回】担当者
Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya, Shanti Wardaningsih, Nurvita Risdiana, Diane Velecina,
Irene Narvacan, et al.

◆【第26回】項目
Understanding effects of Covid-19 on dementia people in the Philippines, Indonesia and
Japan(English) 5

◆【第26回】講義内容 On line presentation and discussion regarding  impacts of Covid-19 on dementia people.

◆【第26回】担当者
Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya, Shanti Wardaningsih, Nurvita Risdiana, Diane Velecina,
Irene Narvacan, et al.

◆【第27回】項目 Journal club:Triple impact on nursing(English) 1

◆【第27回】講義内容 Study on triple impact by reading WHO report.

◆【第27回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第28回】項目 Journal club:Triple impact on nursing(English) 2

◆【第28回】講義内容 Study on triple impact by reading WHO report.

◆【第28回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第29回】項目 Nursing roles on health issues in this era

◆【第29回】講義内容 Discuss based on what students learnt.

◆【第29回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya

◆【第30回】項目 Nursing roles on health issues in this era

◆【第30回】講義内容 Discuss based on what students learnt.

◆【第30回】担当者 Kazuko Naruse, Chihiro Tsuchiya



看護課題ゼミ

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の統合

◆1単位当たりの時間 （30時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 4年通年

◆授業形態 演習

◆科目名 看護課題ゼミ

◆科目責任者 成瀬和子

◆科目担当者

阿部祝子、小室佳文、小林信、鈴木祐子、鈴木良美、成瀬和子、平井和恵、伊藤綾
子、上野里絵、呉珠響、春日広美、小林万里子、田所良之、田村知子、新井志穂、
神澤尚利、久保典子、藤沼小智子、岩田尚子、原田通予、岡本奈々子、大和田信
行、鈴木征吾、西塔依久美、杉原ひとみ、染谷彰、田中貴大、土谷ちひろ、西井聡
美、久長正美、光行多佳子

◆オフィスアワー・場所 各担当教員より別途提示する。

◆授業のねらい
一連の研究プロセスを通し、看護現象に関する問題・課題を科学的・系統的に探求
する力を習得すると共に、論文を作成し看護研究に取り組むための基礎的能力を修
得する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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．看護学における自己の関心や疑問、実践上の課題から研究課題を設定できる。
２．研究課題に関する文献検索を行い、文献検討を行うことができる。
３．研究目的とその意義を明確にすることができる。
４．適切な研究方法を選定し、研究計画を作成できる。
５．研究計画に従って、データ収集ができる。
６．データに基づき、適切に分析できる
７．分析結果を適切に考察できる
８．一連の研究プロセスから論文を作成できる。
９．論文を効果的にプレゼンテーションできる。
10．一連の研究プロセスを通して、研究に取り組む際に求められる態度・倫理を理
解できる。
11．各自のテーマを持ち寄りゼミナール形式で討論を重ね探求を深める態度を身に
つけることができる。

◆教科書 担当教員から随時提示する

◆参考図書 担当教員から随時提示する

◆評価方法
評価表(研究計画書作成まで24％、データ収集～分析20％、論文作成10％、発表
10％、倫理的態度6％、ゼミへの参加態度30％)を用いて、取り組み状況、目標に対
する到達度を担当教員が評価する。評価表はオリエンテーション時に周知する。

◆課題に対するフィードバック
各担当教員より随時フィードバックを行う。
演習は基本的にゼミナール形式でおこなうが、学生の学習状況により個別指導もお
こなう。

◆事前学習（時間） 1時限あたり60分以上

◆事前学習（内容）

・自分の関心や疑問について、最新の知見などの情報を収集しまとめ、ゼミ発表資
料を作成する。
・ゼミ資料はホチキスで止め、ゼミの人数分を前日までに準備しておく。
・各自のタイムスケジュールに沿って、研究プロセスのタスクに取り組む。

◆事後学習（時間） 1時限あたり60～120分



看護課題ゼミ

シラバス項目名 シラバス内容

◆事後学習（内容）
・ゼミでの議論をふまえ関連する文献等をあたる、分析・考察をするなどして、自
分の研究疑問や取り組むべき課題を明確化していく。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する

◆【第1回】項目 オリエンテーション

◆【第1回】講義内容 学習の進め方

◆【第1回】担当者
成瀬和子ほか、科目担当教員

◆【第2回】項目 倫理教育

◆【第2回】講義内容
統合実習および研究を実施するにあたり、配慮すべき倫理的諸問題について再確認
する。

◆【第2回】担当者 成瀬　和子

◆【第3回】項目 文献の検索・検討

◆【第3回】講義内容
興味ある分野・テーマに関する先行研究を読み、ゼミでの討論を通して研究疑問に
関する理解を深める。

◆【第3回】担当者 各担当教員

◆【第4回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第4回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第4回】担当者 各担当教員

◆【第5回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第5回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第5回】担当者 各担当教員

◆【第6回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第6回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第6回】担当者 各担当教員

◆【第7回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第7回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第7回】担当者 各担当教員

◆【第8回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第8回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第8回】担当者 各担当教員

◆【第9回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第9回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第9回】担当者 各担当教員

◆【第10回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第10回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第10回】担当者 各担当教員

◆【第11回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第11回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第11回】担当者 各担当教員

◆【第12回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第12回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。



看護課題ゼミ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第12回】担当者 各担当教員

◆【第13回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第13回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第13回】担当者 各担当教員

◆【第14回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第14回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第14回】担当者 各担当教員

◆【第15回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第15回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第15回】担当者 各担当教員

◆【第16回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第16回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第16回】担当者 各担当教員

◆【第17回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第17回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第17回】担当者 各担当教員

◆【第18回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第18回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第18回】担当者 各担当教員

◆【第19回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第19回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第19回】担当者 各担当教員

◆【第20回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第20回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第20回】担当者 各担当教員

◆【第21回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第21回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第21回】担当者 各担当教員

◆【第22回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第22回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第22回】担当者 各担当教員

◆【第23回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第23回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第23回】担当者 各担当教員

◆【第24回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第24回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第24回】担当者 各担当教員

◆【第25回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成



看護課題ゼミ

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第25回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第25回】担当者 各担当教員

◆【第26回】項目 文献の検索・検討、研究計画作成、データ収集・分析、論文作成

◆【第26回】講義内容
担当教員の指導のもと、研究計画書の作成、データ収集、分析、論文作成をおこない、研究の一連の
プロセスを学ぶ。

◆【第26回】担当者 各担当教員

◆【第27回】項目 発表会

◆【第27回】講義内容 所定の方法に則って、論文を口頭で発表する。

◆【第27回】担当者 科目担当教員

◆【第28回】項目 発表会

◆【第28回】講義内容 所定の方法に則って、論文を口頭で発表する。

◆【第28回】担当者 科目担当教員

◆【第29回】項目 発表会

◆【第29回】講義内容 所定の方法に則って、論文を口頭で発表する。

◆【第29回】担当者 科目担当教員

◆【第30回】項目 発表会

◆【第30回】講義内容 所定の方法に則って、論文を口頭で発表する。

◆【第30回】担当者 科目担当教員



統合実習

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の統合

◆1単位当たりの時間 （45時間）

◆必修・選択区分 必修

◆開講時期 4年通年

◆授業形態 実習

◆科目名 統合実習

◆科目責任者 小室佳文

◆科目担当者

阿部幸恵　阿部祝子　新井志穂　伊藤綾子　岩田尚子　上野里絵　呉珠響
岡本奈々子　大和田伸行　春日広美　神澤尚利　久保典子　小林信　小林万里子
小室佳文　西塔依久美　鈴木征吾　鈴木祐子　鈴木良美　杉原ひとみ　染谷彰
田所良之　田中貴大　田村知子　土谷ちひろ　成瀬和子　西井聡美　原田通予
久長正美　平井和恵　藤沼小智子　光行多佳子

◆オフィスアワー・場所
臨地実習期間の前後は担当教員が個別に指示
臨地実習時は実習施設、あるいは担当が指定する連絡先

◆授業のねらい

これまでの看護の学習や自身の体験の中で関心を持ち、深めたいことや達成したい
ことなど自身の学習課題を明確にし、学内における学習、および、付加的な方法に
よって探求する。この過程において、これまでに得た知識、技術、態度を自律的に
統合する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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．自己の学習課題を明確にすることができる。
２．自己の学習課題に焦点をあてた実習計画を立案できる。
３．知識、技術、態度を自律的に統合した活動ができる。
４．実習における活動を考察し、記述してまとめることができる。
５．自身の学習課題に関する今後の展望を述べることができる。

◆教科書 なし

◆参考図書 ナーシンググラフィカ他、各領域より提示されたもの

◆評価方法

実習の到達目標に基づき、評価表で評価する。

評価の視点
学習課題の明確化、実習計画の立案、実習状況（出欠席、実習内容、実習態度、カ
ンファレンスの参加）、実習記録、実習レポート

＊評価の割合は実習指導教員が実習要項等に提示する。

◆課題に対するフィードバック 各担当教員より随時フィードバックを行う。

◆事前学習（時間） 1日あたり2時間以上

◆事前学習（内容）
実習を行う専門分野および関連分野のこれまでの講義、演習の資料やテキスト、各
論実習での実習記録などを復習して、習得した知識の確認を行う。各専門分野から
出された事前課題を遂行する。

◆事後学習（時間） 1日あたり2時間以上



統合実習

シラバス項目名 シラバス内容

◆事後学習（内容）

大学における 終実習であるため、臨地における看護の実践において未だ不十分な
知識、および、技術を明確にし、実践の質を向上させる。実習後は明らかとなった
自己の課題に対し自己学習を行う。
＊看護課題ゼミ、統合実習、卒業研究は同じ看護分野・教員のもとで実施するの
で、計画的に学習すること

◆実習内容と方法

実習期間
・2021年5月～10月のうちの20日間
・実習期間を複数回にわけることもある。

実習場所
・学生の学習課題に適した実習施設で実習を行う。
（東京医科大学病院、東京医科大学八王子医療センター、病院、訪問看護ステー
ション、福祉施設など。）
・複数施設での実習も可能である。

方法
・実習場との調整は教員が行うが、学生は教員の助言を得ながら自己の学習課題に
沿って実習計画を立案し、主体的に実習をすすめる。
・実習期間の3/5以上（108時間＝12日）は臨地での実習とする。2/5（72時間＝8
日）は情報収集や学内日としてよい（自習時間を含む）。
・自己の学習課題によっては、平日以外、日中以外の実習も可能である。

＊新型コロナウィルス流行の状況によって代替実習となる場合があります。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する



卒業研究

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の統合

◆1単位当たりの時間 （30時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 4年通年

◆授業形態 演習

◆科目名 卒業研究

◆科目責任者 阿部　祝子

◆科目担当者 看護学科教員

◆オフィスアワー・場所 各担当教員が個々に提示する。

◆授業のねらい
一連の研究プロセスを通し、看護現象に関する問題・課題を科学的・系統的に探求
する力を習得すると共に研究論文を作成し、看護研究に取り組むための基礎的能力
を修得する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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.看護学における自己の関心や疑問、実践上の課題から研究課題を設定できる。
2.研究課題に関する文献検索を行い、文献検討を行うことができる。
3.研究目的とその意義を明確にすることができる。
4.適切な研究方法を選定し、研究計画を作成できる。
5.研究計画に従って、データ収集ができる。
6.データに基づき、適切に分析できる。
7.分析結果を適切に考察できる。
8.一連の研究プロセスから研究論文を作成できる。
9.研究論文を効果的にプレゼンテーションできる。
10.一連の研究プロセスを通して、看護研究に取り組む際に求められる態度・倫理
を学ぶ。

◆教科書 「看護研究方法」の教科書、参考図書、講義資料など、各担当教員の指示に従う。

◆参考図書 各担当教員の指示に従う。

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

◆課題に対するフィードバック 各担当教員より随時フィードバックを行う。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容）

・自分の関心や疑問について、今まで学習してきたことや、最新の知見などについ
て情報収集しておく。
・各自のタイムスケジュールに沿って、課題を明らかにし、それに取り組む。
＊看護課題ゼミ、統合実習、卒業研究は同じ看護分野・教員のもとで実施するの
で、計画的に学習すること

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
事前学習とゼミナールの学習内容を関連づけられるようまとめる。また、次回のゼ
ミナールの学習に結び付ける課題を見出し自己学習を行う。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する

◆【第1回】項目 オリエンテーション、ゼミナール



卒業研究

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第1回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第1回】担当者 各担当教員

◆【第2回】項目 ゼミナール

◆【第2回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第2回】担当者 各担当教員

◆【第3回】項目 ゼミナール

◆【第3回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第3回】担当者 各担当教員

◆【第4回】項目 ゼミナール

◆【第4回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第4回】担当者 各担当教員

◆【第5回】項目 ゼミナール

◆【第5回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第5回】担当者 各担当教員

◆【第6回】項目 ゼミナール

◆【第6回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第6回】担当者 各担当教員

◆【第7回】項目 ゼミナール

◆【第7回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第7回】担当者 各担当教員

◆【第8回】項目 ゼミナール

◆【第8回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第8回】担当者 各担当教員

◆【第9回】項目 ゼミナール

◆【第9回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第9回】担当者 各担当教員

◆【第10回】項目 ゼミナール

◆【第10回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第10回】担当者 各担当教員

◆【第11回】項目 ゼミナール

◆【第11回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第11回】担当者 各担当教員

◆【第12回】項目 ゼミナール

◆【第12回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第12回】担当者 各担当教員

◆【第13回】項目 ゼミナール

◆【第13回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第13回】担当者 各担当教員



卒業研究

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第14回】項目 ゼミナール

◆【第14回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第14回】担当者 各担当教員

◆【第15回】項目 ゼミナール

◆【第15回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第15回】担当者 各担当教員

◆【第16回】項目 ゼミナール

◆【第16回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第16回】担当者 各担当教員

◆【第17回】項目 ゼミナール

◆【第17回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第17回】担当者 各担当教員

◆【第18回】項目 ゼミナール

◆【第18回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第18回】担当者 各担当教員

◆【第19回】項目 ゼミナール

◆【第19回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第19回】担当者 各担当教員

◆【第20回】項目 ゼミナール

◆【第20回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第20回】担当者 各担当教員

◆【第21回】項目 ゼミナール

◆【第21回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第21回】担当者 各担当教員

◆【第22回】項目 ゼミナール

◆【第22回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第22回】担当者 各担当教員

◆【第23回】項目 ゼミナール

◆【第23回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第23回】担当者 各担当教員

◆【第24回】項目 ゼミナール

◆【第24回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第24回】担当者 各担当教員

◆【第25回】項目 ゼミナール

◆【第25回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。

◆【第25回】担当者 各担当教員

◆【第26回】項目 ゼミナール

◆【第26回】講義内容
各担当教員の指導のもと、研究計画を作成し、研究論文をまとめ、発表会でのプレ
ゼンテーションの準備をする。



卒業研究

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第26回】担当者 各担当教員

◆【第27回】項目 発表会

◆【第27回】講義内容 成果のプレゼンテーション、質疑応答

◆【第27回】担当者 各担当教員

◆【第28回】項目 発表会

◆【第28回】講義内容 成果のプレゼンテーション、質疑応答

◆【第28回】担当者 各担当教員

◆【第29回】項目 発表会

◆【第29回】講義内容 成果のプレゼンテーション、質疑応答

◆【第29回】担当者 各担当教員

◆【第30回】項目 発表会

◆【第30回】講義内容 成果のプレゼンテーション、質疑応答

◆【第30回】担当者 各担当教員



生涯学習特別講義

シラバス項目名 シラバス内容

◆科目区分 専門科目/看護の統合

◆1単位当たりの時間 （15時間）

◆必修・選択区分 選択

◆開講時期 4年通年

◆授業形態 講義

◆科目名 生涯学習特別講義

◆科目責任者 平井和恵

◆科目担当者
 阿部祝子、阿部幸恵、小林信、小室佳文、鈴木祐子、鈴木良美、成瀬和子、平井和恵、上
野里絵、田所良之、田村知子、岩田尚子、神澤尚利、藤沼小智子、西塔依久美

◆オフィスアワー・場所

メールでアポイントをとってください。
阿部祝子　＊407研究室　abe-s＠tokyo-med.ac.jp
阿部幸恵　＊403研究室　y-abe＠tokyo-med.ac.jp
小林信　　＊506研究室　nkoba027＠tokyo-med.ac.jp
小室佳文　＊405研究室　komuro＠tokyo-med.ac.jp
鈴木祐子　＊404研究室　syuko410＠tokyo-med.ac.jp
鈴木良美　＊507研究室　ysuzu＠tokyo-med.ac.jp
成瀬和子　＊501研究室　naruse＠tokyo-med.ac.jp
平井和恵　＊406研究室　k-hirai＠tokyo-med.ac.jp
上野里絵　＊504研究室　r-ueno＠tokyo-med.ac.jp
田所良之　＊505研究室  taddy.via.tokyomed.ac.jp＠gmail.com
田村知子　＊408研究室　tamura＠tokyo-med.ac.jp
岩田尚子　＊＊206研究室　n_iwata@tokyo-med.ac.jp
神澤尚利　＊＊202研究室　kamizawa＠tokyo-med.ac.jp
藤沼小智子＊＊210研究室　fujinuma＠tokyo-med.ac.jp
西塔依久美＊402研究室　ikumi＠tokyo-med.ac.jp

　　　　（＊第一看護学科棟、＊＊第二看護学科棟）

◆授業のねらい
幅広い分野における看護学実践者、研究者の活動の実際から、専門職として看護の質向上
を目指し学び続けることの意義を学ぶ。将来看護職に就く者として視野を拡げると共に、生
涯にわたる自己研鑽のあり方について考察する。

◆学位授与の方針（ディプロマポリシー）との関
連
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.　様々な分野における看護学の実践や研究を通して、専門職としての視野を拡げる。
2.　専門職として看護の質向上を目指し学び続ける意義が考察できる。
3.　生涯にわたる自己研さんのあり方について考察できる。

◆教科書

◆参考図書

・日本看護協会：看護者の倫理綱領（2003）
https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/rinri/code_of_ethics.pdf
・佐藤紀子：看護師の臨床の「知」　看護職生涯発達学の視点から、医学書院（2007）
・西村ユミ、榊原哲也：ケアの実践とは何か　現象学の質的研究アプローチ、ナカニシヤ出版
（2017）
・井部俊子：看護のアジェンダ、医学書院（2016）
・勝原裕美子：看護師のキャリア論、ライフサポート社（2007）
・第36回日本看護科学学会学術集会企画委員 編：看護を未来につなぐライフストーリーズ、
日本看護協会出版会（2018）
・日野原重明、川島みどり他；看護の時代、日本看護協会出版会（2012）

◆評価方法 レポート（100％）



生涯学習特別講義

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 全体にはe自主自学フォーラムを通して行う。個別にはオフィスアワーで対応する。

◆事前学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事前学習（内容） 各教員の指示に従う

◆事後学習（時間） 1時限あたり30～60分

◆事後学習（内容）
その日の授業内容から、看護専門職とは何か、看護の質向上とは等の視点と関連させて振
り返る。

◆実務経験のある教員等による授業科目(計上状況) 該当する

◆【第1回】項目 がん看護の質向上に向けた研究と実践の融合

◆【第1回】講義内容
がん患者の倦怠感とそのマネジメント
抗がん薬の職業性曝露から看護師を守る

◆【第1回】担当者  平井和恵

◆【第2回】項目
日本文化型老人看護学

◆【第2回】講義内容 日本人看護師が用いる対人援助関係上の看護技術、日本文化に根ざした老人看護学

◆【第2回】担当者 田所良之

◆【第3回】項目 精神疾患を有する親と家族への看護

◆【第3回】講義内容 研究・実践に関する世界の動向、日本における研究と実践、課題と将来展望

◆【第3回】担当者 上野里絵

◆【第4回】項目 精神障がい者のリカバリーとその看護

◆【第4回】講義内容
精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム
リカバリーを支える方法と実践

◆【第4回】担当者 神澤尚利

◆【第5回】項目
健康な子どもの健康増進と家族への看護

◆【第5回】講義内容
予防接種教育
研究の動向と日本における課題

◆【第5回】担当者 藤沼小智子

◆【第6回】項目
産後ケアと育児支援

◆【第6回】講義内容
アウトリーチ型産後ケアと育児支援の現状、
助産師の専門性

◆【第6回】担当者 田村知子

◆【第7回】項目 統合失調症の「再発」について

◆【第7回】講義内容 統合失調症の再発をどうとらえるか～障がい受容過程の側面から～

◆【第7回】担当者 小林信

◆【第8回】項目 地域における健康危機管理

◆【第8回】講義内容 地域における看護職による健康危機管理の現状とコンピテンシー向上のための方策

◆【第8回】担当者 鈴木良美

◆【第9回】項目 救急医療・救急看護の動向と課題

◆【第9回】講義内容 救急医療におけるトリアージシステム構築に向けた取り組み

◆【第9回】担当者 西塔依久美

◆【第10回】項目 システム・組織で成り立つ看護サービス

◆【第10回】講義内容 効率的効果的な看護サービスの提供にむけた研究

◆【第10回】担当者  阿部祝子

◆【第11回】項目 看護職の国家間移動



生涯学習特別講義

シラバス項目名 シラバス内容

◆【第11回】講義内容 先進国および途上国の人口高齢化とそれに伴う看護職をめぐる世界的な動き

◆【第11回】担当者 成瀬和子

◆【第12回】項目 看護師の実践力向上を支える生涯学習

◆【第12回】講義内容
看護師にとっての生涯学習
多様な生涯学習の実際

◆【第12回】担当者 阿部幸恵

◆【第13回】項目 訪問看護師と外来看護師の連携

◆【第13回】講義内容 外来通院する高齢者の訪問看護利用に向けた支援

◆【第13回】担当者 岩田尚子

◆【第14回】項目 障がいのある子どもの学校生活支援

◆【第14回】講義内容 障がいのある子どもの学校生活への支援～多職種による協働と看護職の課題～

◆【第14回】担当者 小室佳文

◆【第15回】項目 生殖補助医療における倫理的問題

◆【第15回】講義内容 生殖補助医療における倫理的問題や課題、および倫理的ジレンマ

◆【第15回】担当者  鈴木祐子


	2021年度看護学科第4学年シラバス（目次）0329
	2112 ス）2021　遺伝学シラバス+(改)
	科目名を記入してください

	3104 ス）2021　看護理論シラバス0331
	科目名を記入してください

	3401 ス）2021　看護システムマネジメント論シラバス
	看護システムマネジメント論

	3503 ス）2021　国際看護活動論シラバス
	科目名を記入してください

	3706 ス）2021　地域看護学演習Ⅱシラバス
	科目名を記入してください

	3707 ス）2021　地域看護管理論シラバス
	地域看護管理論

	3708 ス）2021　地域看護学実習シラバス
	地域看護学実習

	1503 ス）2021　英語Ⅲシラバス　修正版
	科目名を記入してください

	2206 ス）2021　医療経済学シラバス
	科目名を記入してください

	3103 ス）2021　看護倫理Ⅱシラバス
	看護倫理Ⅱ（事例分析）

	3312 ス）2021　代替補完医療と看護シラバス
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