
実務経験のある教員等による授業科目一覧表

単位数 開講 科目責任者

（時間数） 時期 （担当教員）

疾病治療論Ⅰ 22040 2（30） 必修 1 後期
非常勤講師
関 博文　他

人体の基本構造と機能を理解したうえで、主な疾患の病因及び症候と診断について
基本的知識を修得し、さらに最新の内科的治療方法について理解を深める。具体的
には、脳・神経系疾患、呼吸器疾患、循環器疾患、消化器疾患、代謝・内分泌疾
患、腎・泌尿器疾患、免疫・アレルギー疾患についての発生機序や病態、診断、治
療について学ぶことにより、内科的治療を受ける患者の看護援助に必要な医学的基
礎知識を修得する。

疾病治療論Ⅱ 22050 2（30） 必修 2 前期
非常勤講師
望月 泉　他

人体の基本構造と機能を理解したうえで、外科的治療の基本および、消化器疾患、
脳神経疾患、循環器疾患、呼吸器疾患、整形外科疾患、泌尿器疾患、婦人科疾患、
小児疾患の手術の適応・診断基準、主な術式、術前・術後管理について学ぶことに
より、外科的治療を受ける患者の看護援助に必要な医学的基礎知識を修得する。

疾病治療論Ⅲ 22060 1（15） 必修 2 後期
非常勤講師
吉﨑 陽　他

人体の基本構造と機能を理解したうえで、主な疾患の病因及び症候と診断について
基本的知識を修得し、さらに最新の治療方法について理解を深める。具体的には、
周産期におこりやすい異常の診断を治療の概要、性感染症や不妊、更年期障害など
の婦人科疾患についての知識を修得する。また、新生児医療や遺伝性疾患をはじめ
とする小児の代表的な疾患とその治療について学習し、母性・小児看護学を学ぶ上
での基礎とする。

ヘルスアセスメント 22070 1（30） 必修 1 前期
准教授
竹本 由香里

身体的機能に関する情報収集手段として、問診、視診、触診、打診、聴診の意義と
測定方法を修得し、健康逸脱の可能性のある対象者のアセスメント能力を修得す
る。具体的には、バイタルサイン、頭頸部、呼吸器、心臓・血管系、腹部、筋・骨
格系、神経系等のアセスメント技術を、シミュレーション教材を活用した演習を通
して修得する。

メンタルヘルス論 22080 1（15） 選択 1 後期
教授
岡田 実

心の構造と機能、心の発達・成長、心の健康と病理及び心の健康を維持・増進する
ために必要な主な理論や概念に関する知識を修得する。さらに、ライフサイクルの
中や家庭や学校、職場といった集団内における心の健康や起こりやすい健康問題に
ついて理解を深めた上で、よりよい成長・発達のための支援の考え方を学修する。
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看護学概論 31010 2（30） 必修 1 前期
教授
菊池 和子

看護の概念と変遷、看護の機能と役割、及び看護の対象である人間の理解、看護制
度、看護職の社会的責任、保健医療福祉チームと看護職の役割、災害看護、国際貢
献等、看護行政・看護教育学の基本的体系について広く学び、概括的に知識を修得
する。さらに看護職能団体の目的・機能、看護職の倫理綱領、看護職の社会的責任
について理解したうえで、看護職のケア・スピリット（倫理的な姿勢）について考
察する。

早期体験実習 31020 1（45） 必修 1 前期
教授
菊池 和子

看護職が活動している様々な場の特徴ならびにそれぞれの場で果たしている看護職
の役割の多様性を理解するとともに、看護職者としての基本的な態度やあり方を考
察する。それにより、看護学を学ぶ上での動機づけとなることをねらいとする。

基礎看護援助論 31040 1（30） 必修 1 前期
教授
菊池 和子

健康の定義の変遷、諸説及び人々の健康に関する統計指標の概要や健康に影響を及
ぼす要因について理解する。また各発達段階及び健康問題・障害の経過別看護にお
ける健康上のニーズと援助の基本を修得する。さらに看護職者としての基本的な態
度について考察するとともに、看護職が様々な場で果たしている役割と対象者の多
様性を理解する。

生活援助技術論 31040 2（60） 必修 1 後期
助教
作間 弘美

対象となる人の安全・安楽・自立を保証しながら、生活を援助するための看護技術
に共通した基本となる事項について、その意義と方法を学ぶとともに自ら学び体験
し、問題を見出す力とケア・スピリット（倫理的姿勢）を養う。また、健康障害を
持つ人のニーズを身体的・心理的・社会的3側面から理解し、どのような援助が必
要なのかを判断（アセスメント）して、適切な看護を実施しそれを評価するという
看護のプロセスを踏み、日常生活行動を援助するための技術を修得する。

看護理論 31050 1（15） 必修 1 後期
教授
菊池 和子

看護学の基盤となる理論および看護理論の定義と種類及び、その歴史と動向につい
て知識を修得し、代表的な看護理論の源泉と概要について理解するとともに、実践
への活用方法を修得し、重要概念である人間、健康、環境、看護について考察を深
める。
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生活援助実習 31060 2（90） 必修 1 後期
教授
菊池 和子

看護を必要とする患者を受け持ち、学内で学んだ日常生活援助の基礎となる知識と
技術を活用し、病院で療養生活を送る患者に対し、個々の日常生活のニーズの充足
やセルフケアを促すための援助を実践する基礎的な能力を養う。

看護倫理 31070 1（30） 必修 2 前期
講師
石井 真紀子

生命倫理に関する理論や看護における倫理的概念を学修し、患者の人権を尊重する
態度、倫理的判断能力を修得する。

家族看護論 31080 1（15） 必修 2 後期
教授
濱中 喜代

家族看護の定義や必要性および役割について学ぶとともに、様々な健康レベルにあ
る家族の健康問題を理解し、家族看護の諸理論（家族システム論、家族ストレス対
処論、家族発達論等）を活用して、家族を単位としたアセスメント技術の実際およ
び家族機能を高めるための援助方法の基礎を修得する。

療養援助技術論 32010 2（60） 必修 2 前期
准教授
竹本 由香里

診療に伴う援助技術について、科学根拠及び理論的根拠を踏まえて基礎的な知識を
理解する。侵襲を伴う技術を安全・安楽に提供するための原理原則を修得する。具
体的には、感染管理とスタンダードプリコーションに伴う技術、滅菌操作および創
傷処置に伴う技術、吸引、酸素吸入、採血等検査に伴う技術、与薬に伴う技術につ
いて演習で修得する。

看護過程論 32020 1（30） 必修 2 前期
准教授
竹本 由香里

看護実践を支える、科学的な思考過程を修得する。看護過程の構成要素であるアセ
スメント、看護問題の抽出、計画立案、実践、評価の内容と展開方法を理解し、紙
上事例を用いて各発達段階や疾病に特徴的な看護過程を展開する基礎的能力を修得
する。
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療養援助実習Ⅰ 32030 2（90） 必修 2 後期
准教授
土田 幸子

看護過程論で修得した科学的な思考過程を基礎とし、慢性的な疾病をもちながら療
養生活を送る患者とその家族を理解し、アセスメント、看護問題の抽出、計画立
案、実践、評価、という一連の看護過程を展開するプロセスを経験することで、看
護過程を展開する基礎的能力を高める。

療養援助実習Ⅱ 32040 2（90） 必修 2 後期
教授
勝野 とわ子

療養援助実習Ⅰで展開した看護過程をさらに発展させ、リハビリ期にある、あるい
は慢性的な疾病をもちながら療養生活を送る患者とその家族を理解し、看護過程を
展開する。具体的には、患者の個別性やセルフケア能力をふまえた上で、看護計画
を立案し、看護目標にそった日常生活の援助を実践する能力を養う。

成人看護学概論 32050 1（15） 必修 1 後期
准教授
土田 幸子

成人期にある人の特徴と日常生活スタイルおよび健康障害との関係を理解し、さま
ざまな健康レベルの視点から看護の原則について学ぶ。また、成人期にある人の対
象特性、健康レベルに応じた看護の原則について理解したうえで、対象者の最善の
利益にかなう看護を実践するためのケアスピリット（倫理的な姿勢）の重要性に気
づき、成人期にある人を看護するために不可欠なコアとなる考え方、知識、態度を
養う。

成人看護援助論 32060 1（15） 必修 2 前期
准教授
土田 幸子

健康問題を抱えている成人期にある対象の健康問題の基盤となる生活習慣に着目
し、悪化および予防のための看護を考える。さらに、健康レベルに応じた看護を展
開できる基礎的能力を修得する。

生活習慣看護論 32070 1（15） 必修 2 後期
准教授
土田 幸子

生活習慣と健康問題との関連に焦点を当てて、生活習慣病の診断・治療と予防の重
要性を理解し、ヘルスプロモーションやセルフマネジメント能力を高めるために必
要な看護援助について学修する。そして、生活習慣病を有する個人にとって最適な
生活を送るための支援を提供するために必要な看護をPBL（問題解決型学習）で検
討し、紙上事例を通して看護過程を展開できる基礎的能力を修得する。健康問題を
抱えている成人期の対象について、健康レベルに応じた看護過程を展開できる知識
を修得し、症状悪化を予防するための看護を考えられる。
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慢性期看護技術論 32080 1（30） 必修 3 前期
准教授
土田 幸子

慢性の経過を辿る健康障害を有する成人期にある人とその家族に必要な看護援助の
方法について、機能障害別に病態を理解し倫理的課題を含めて学習する。そして、
慢性疾患の急性増悪により緊急の治療が必要となった場合の看護援助についても学
修する。これらの理解を通して、対象者の最善の利益にかなう看護を実践するため
の技術とケアスピリット（倫理的な姿勢）を習得する。

成人看護学実習Ⅰ 32090 2（90） 必修 3 前期
准教授
土田 幸子

慢性的な健康障害をもつ成人期の対象および家族と援助関係を形成し、人生や価値
観を尊重した健康生活のあり方や意思決定を支援するため、問題解決プロセスを用
いて看護を実践する基礎的能力を養う。

老年看護援助論 32140 2（30） 必修 2 前期
教授
勝野 とわ子

加齢に伴う身体、心理、社会的変化の理解を基盤として、高齢者に対するヘルスア
セスメント及び看護過程展開のポイントについて理解する。高齢者の生活を支える
諸制度および社会資源、ヘルスプロモーションについて理解し、健康生活を支援す
る基礎的知識を修得する。また、認知症などについて理解を深め高齢者と介護家族
に対する看護方法について基礎的能力を修得するとともに、高齢者看護における社
会資源、チーム活動の重要性について理解する。さらに、高齢者への意思決定支援
とエンドオブライフケアについて理解する。

老年看護技術論 32150 1（30） 必修 2 後期
准教授
木内  千晶

多様で複雑な健康問題を持ちながら生活する高齢者に対するヘルスアセスメント技
術、高齢者の残存機能を活かした生活援助技術、安全に生活できる環境を整える技
術等、効果的な看護を提供するための知識と技術を修得する。ヘルスアセスメント
の学修では、実践に即した方法を学ぶ。

母性看護学概論 32170 1（15） 必修 2 前期
教授
江守 陽子

ひとの性と生殖のメカニズムとその意義および女性のライフサイクルの特徴を理解
したうえで、母性機能の健全な発達や母子の健康と安全を擁護し、支援する母性看
護の役割について学修する。また、リプロダクティブ・ヘルス/ライツについて、看
護者として必要な基本的知識とケア・スピリットに裏付けられた看護専門職者とし
ての心構えを修得する。
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母性看護援助論 32180 2（30） 必修 2 後期
教授
江守 陽子

母性看護学概論の内容の理解を踏まえ、妊娠・分娩・産褥期の女性および胎児・新
生児の健康や成長・発達を促すために看護専門職として必要な看護とその方法を理
解する。さらに、ハイリスク妊娠、異常分娩・産褥など特別な状態にある対象の
ニーズを理解するとともに、ケア・スピリットに則った看護とその方法を修得す
る。

母性看護学実習 32200 2（90） 必修 3 通年
教授
江守 陽子

看護の実践の場において、これまでに学習した母性看護の理論、知識、技術を用い
た実践を行うことで、受け持ちケースまたはかかわった妊婦、産婦、褥婦、新生児
を通して、周産期にある女性及び新生児の特性をより理解し、母子及び家族の健康
保持・増進、予防、回復のための看護の方法を修得する。

小児看護学概論 32210 1（15） 必修 2 前期
教授
濱中 喜代

小児と家族について、社会状況、小児関連統計、子どもの権利に関する条約等から
理解する。また、小児の成長発達の特徴、発達段階ごとの生活と援助の概要につい
て修得するとともに、小児看護の対象特性、実践の場、目標とアプローチの基本と
課題について理解する。

小児看護援助論 32220 2（30） 必修 2 後期
教授
遠藤 芳子

健康を障害された小児の健康問題・障害の段階と入院および入院に対する反対と影
響因子、快適な入院生活に向けた看護、家庭療養中の看護等について理解する。ま
た、健康を障害された小児の発達段階および経過別看護、状況別看護を学修し、さ
らに事例を用いた看護過程の展開を通して小児と家族に対する看護方法を理解す
る。

小児看護技術論 32230 1（30） 必修 3 前期
教授
濱中 喜代

小児看護援助論の理解を基にして、健康を障害された小児の発達段階および経過別
看護、状況別看護において、必要な小児看護学におけるコアとなる技術・ケア・ス
ピリットについて学習し、小児と家族に対する看護の方法を修得する。小児看護に
おけるコアな技術については、シミュレーション教材を活用した演習を通して実践
に即した方法を修得する。
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小児看護学実習 32240 2（90） 必修 1 通年
教授
濱中 喜代

健康な小児の保育場面を通して小児の心身の発達や生活及び生活援助を理解する。
さらに病棟及び外来における様々な健康障害の段階にある子どもへのかかわりを通
して、疾病・入院が小児に及ぼす影響を理解し、様々な健康段階にある子どもを、
一人の価値ある人間として捉え、子どものもつ可能性を最大に引き出せるよう、対
象の必要に応じた看護の方法を修得する。

精神看護学概論 32250 1（15） 必修 2 前期
教授
岡田 実

精神看護の考え方、信頼関係等の精神看護の基盤および関連する精神看護に必要と
される諸理論を学習する。また、精神状態と身体状態や日常生活との関連、精神科
疾患をとりまく倫理的な課題、精神保健福祉について理解する。

保健医療福祉連携論 41030 1（30） 必修 3 後期
教授
福島 道子

患者を中心とした医療福祉チームメンバーが互いに協力して、良質な医療福祉サー
ビスを提供するための基盤となる概念及びケアスピリットについて学び、チーム構
成する各職種の役割を理解し、医療従事者間の連携や恊働できる知識と態度を修得
する。

地域看護学概論 42060 1（15） 必修 3 後期
教授
福島 道子

地域看護の定義と特質及び地域看護活動の理念と機能について理解し、人々が生活
の中で直面する健康問題を個人・家族・地域を単位とした問題として解決・改善す
るプロセスにかかわる地域看護活動について基本的な知識を修得する。

地域看護援助論 42070 1（15） 必修 3 後期
教授
福島 道子

地域看護活動に特徴的な援助方法として個人・家族のセルフケア能力を高める援助
方法および特定の集団に特徴的な問題を解決するための援助方法について理解す
る。また、地域における看護職の役割と機能を理解し、地域ニーズに対応した保健
活動の展開と実践方法について修得する。
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セクシャルヘルスアセ
スメント

43140 1（15） 選択 3 後期
教授
江守 陽子

性の健康（セクシャルヘルス）は、性に関連した身体的・精神的・社会的な健康と
ともにその人の人格やコミュニケーション能力なども含まれる。性や性行動によっ
て生じるリスクを正しくアセスメントする能力は、思春期から性の成熟期、更年期
にわたる人々を対象とする看護者には今後さらに重要となる知識・技術である。本
講義において、セクシャルヘルスについてより深く理解するとともに、それをアセ
スメントするために必要な実践的知識と技術を修得する。

看護研究方法論 43240 1（30） 必修 3 後期
教授
勝野 とわ子

看護学発展の基礎となる研究の意義を理解する。研究過程（研究課題の発見、研究
デザインと研究方法の決定、データの分析、研究結果の解釈と報告）、研究におけ
る倫理、および看護学に関する研究の成果としての研究論文の読み方に関する基本
的知識を修得する。

51合計単位数


