
在宅看護概論 担当

２年次 単位数・時間 1単位 10時間

回 時間

1 2 講義 大高幸

2 2 講義 大高幸

3 2 講義 大高幸

4 2 講義 大高幸

5 2 講義 大高幸

6 2 講義 大高

7 2 講義 大高

8 2 講義 大高

その他 この科目は、実務経験のある教員による科目である。

大高幸：１１年間病院・医院にて看護師としての勤務あり

在宅看護が必要とされる社会背景　　グループワーク

統合分野

科目名
大高　幸

大高　恵美子

履修学年

科目設定の理由
（ねらい）

地域で生活しながら療養する人々とその家族を理解し、在宅で充実した生活が
送れるよう援助するための看護の基礎を学ぶことをねらいとする。

目標

１．在宅看護の現状と今後の展望についての理解を基礎とし、在宅における看護
の意義と役割を理解できる。
２．在宅看護とその対象者の特徴を理解できる。
３．対象が望む生活を送るための社会資源の活用とそのための調整の必要性を
理解できる。
４．家族をひとつの単位として捉えた看護の必要性を理解できる。

授業計画

授業内容 授業方法

教科書 地域療養を支えるケア：メディカ出版

評価 試験、グループワークの内容によって総合的に評価する。

在宅看護とは

在宅ケアシステム　　退院支援、退院調整

在宅看護の倫理　家族支援

チームアプローチ、外来・施設看護

在宅看護の概念　歴史と現状

在宅看護の概念　グループワーク

地域医療を支える看護



在宅看護援助論Ⅰ 担当

２年次 単位数・時間 1単位 １５時間

回 時間

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

その他 この科目は、実務経験のある教員による科目である。

１１年間病院・医院にて看護師としての勤務あり

評価 試験によって総合的に評価する。

まとめ

在宅ターミナル　疼痛コントロール　ターミナルケア

講義・演習

講義

講義

教科書 地域療養を支えるケア：メディカ出版

訪問看護の記録

在宅療養中の食への援助

在宅療養中の排泄、移動の援助

在宅療養中の清潔の援助

講義

講義

講義

講義

訪問看護の目的・制度・法的責任

統合分野

科目名 大高　幸

履修学年

科目設定の理由
（ねらい）

地域で生活しながら療養する人々とその家族を理解し、在宅で充実した生活が
送れるよう援助するための看護の基礎を学ぶことをねらいとする。

目標
１．在宅看護を支える訪問看護について理解できる。
２．在宅看護における援助の基本を理解できる。
３．在宅における生活支援の方法と技術を理解できる。

授業計画

授業内容 授業方法

講義

訪問看護　初回訪問マナー　感染症対策



在宅看護援助論Ⅱ 担当

２年次 単位数・時間 1単位 10時間

回 時間

1～７ 14 講義 皆川

8～15 16 演習 大高

その他 この科目は、実務経験のある教員による科目である。

大高幸：１１年間病院・医院にて看護師としての勤務あり

教科書 地域療養を支えるケア：メディカ出版

評価 試験・演習中の内容評価によって総合的に評価する。

看護過程の展開

医療処置を必要な療養者の看護 　  *教育課程内参照

統合分野

科目名
皆川　裕
大高幸

履修学年

科目設定の理由
（ねらい）

地域で生活しながら療養する人々とその家族を理解し、在宅で充実した生活が
送れるよう援助するための看護の基礎を学ぶことをねらいとする。

目標
１．在宅における医療管理を必要とする人とその看護について理解できる。
２．対象を生活者と捉えた在宅での看護過程の展開方法の基礎を理解できる。

授業計画

授業内容 授業方法



看護研究 担当

３年次 単位数・時間 1単位 30時間

回 時間

1・2 4

3 2

4 2

5・6 4

7 2

8～11 8

12～15 8

その他 この科目は、実務経験のある教員による科目である。

３４年間病院にて看護師としての勤務あり

教科書 看護学生のためのケーススタディ：メヂカルフレンド社

評価
試験、ケースレポートの提出状況・内容評価・ケース発表会の参加態度、学習態
度によって総合的に評価する。

履修上の注意点 ケーススタデイ発表会にて、一人ずつ必ず発表する。

抄録作成の仕方とプレゼンテーション 講義

ケーススタディ発表会　１日目 演習

ケーススタディ発表会　２日目 演習

ケーススタディに役立つ看護実践　テーマ決め、計画書を作成 講義

ケーススタディのまとめ方 講義

ケーススタディの論文のまとめ方 講義

ケーススタディとは　理論の活用、文献検索 講義

統合分野

科目名 宮本　康子

履修学年

科目設定の理由
（ねらい）

看護研究の原理と方法を学び、学習した知識技術をもとに、学生個々のテーマに
基づいた研究過程の実践を通して、看護を科学的に実践する態度を養うことを
ねらいとする。

目標

１．看護研究の基礎的知識、方法を理解できる。
２．効果的な文献の活用方法を理解できる。
３．論理的な思考のもとに、論文を作成する方法を身につける。
４．研究した成果を発表し、共有することで幅広い視野を身につける。

授業計画

授業内容 授業方法



災害看護・国際看護 担当

２年次 単位数・時間 1単位 30時間

回 時間

1 2 講義 青木

2 2 講義 青木

3 2 講義 青木

4 2 講義 青木

5 2 講義 青木

6 2 講義 青木

7 2 講義 青木

8 2 国際看護とＮＧＯ 講義 福嶋

9 2 国際看護概論 講義 福嶋

10 2 国内における国際看護（在日外国人） 講義 福嶋

11 2 講義 福嶋

12 2 講義 福嶋

13 2 講義 福嶋

14・15 4 講義 安田

評価 試験にて評価

科目名
安田　貢
青木　正志
福嶋　隆

履修学年

科目設定の理由
（ねらい）

災害時の看護者としての役割を理解すると共に、災害医療、災害看護の基礎的
知識及び、災害により大きな被害を受けやすい要援護者に必要な看護を学ぶ。
世界の健康問題と、それに対して行われる看護の現状と課題について学び、
異文化の中で看護を行う為の基礎的知識を身につけることをねらいとする。

目標

災害看護
１．災害看護の定義と災害看護の活動の内容と範囲が理解できる。
２．災害看護の歴史的歩みを理解できる。
３．災害時における救急蘇生法の重要性理解し、心肺蘇生法の基礎技術を習得できる。
４．災害による心のケアの重要性を理解できる。
５．災害時におけるトリアージとその重要性を理解し、トリアージの方法を習得できる。
６．国内における災害時の組織的な支援体制を理解できる。
国際看護
１．国際看護の概念と目的が理解できる。
２．国際看護と異文化看護の共通点と違いについて理解できる。
３．世界の中の様々な格差から国際看護の必要性を理解できる。
４．国際協力と開発思想の変遷の中における日本の看護職による国際協力の歴史を知
る。
５．世界の人々の健康に関わる諸要因を挙げる。

生活不活病、震災関連死

授業計画

授業内容 授業方法

災害概要　災害医療と救急医療　災害サイクル

トリアージ　災害時の特殊疾患

特殊疾患　ＤＶＴ　クラッシュ　放射線障害

東日本震災・常総水害・熊本災害のＤＭＡＴ活動

避難者のストレス・心理変化、精神問題　まとめ

統合分野

教科書
災害看護：南江堂
国際看護学：メヂカルフレンド社

災害時医療システム、ＤＭＡＴ、医療搬送

時期による疾病構造変化、避難所での問題

海外での日本人を対象とした看護

国際化（グロ―バリズム）と看護

ぺシャワールにおけるアフガン難民医療支援の実際



臨床看護の実践と管理 担当

３年次 単位数・時間 1単位 30時間

回 時間

1 2

2・3 4

4 2

5・6 4

7 2

8～11 8

12～15 8

その他 この科目は、実務経験のある教員による科目である。

３４年間病院にて看護師としての勤務あり

教科書 看護管理：メディカ出版

評価 試験、演習・学習態度によって総合的に評価する。

履修上の注意点
看護の統合実習前の演習となるため多重課題、複数患者受持ちを想定して行う
演習も含む。

患者シミュレーションとシミュレーションを活用した演習　説明 演習

患者シミュレーションとシミュレーションを活用した演習 演習

患者シミュレーションとシミュレーションを活用した演習 演習

看護管理過程 講義

患者の権利擁護と看護倫理、安全管理体制 講義

看護管理のスキル、法律、制度 講義

看護管理とは 講義

統合分野

科目名 宮本　康子

履修学年

科目設定の理由
（ねらい）

看護管理に必要な知識・技術・態度を習得し、卒業後に実践できる基礎的な能力
を      育成することをねらいとする。

目標

１．組織とマネジメントについて看護管理の対象とその守備範囲について理解で
き       る。
２．よりよいケアを行っていくための管理の機能について考えることができる。
３．マネジメントに必要な知識と技術を習得する。
４．看護を取り巻く諸制度を理解できる。
５．既習の知識・技術を統合し、対象に合わせて実践できる能力を身につける。

授業計画

授業内容 授業方法



在宅看護実習 担当

３年次 単位数・時間 ２単位 ９０時間

日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

その他 この科目は、実務経験のある教員による科目である。

１１年間病院・医院にて看護師としての勤務あり

履修上の注意点
実習目標を各実習施設にて達成できるように、事前学習をしっかり行い実習
する。

臨地実習：介護老人保健施設　　＊詳細については実習要項を参照

臨地実習：介護老人保健施設

臨地実習：介護老人保健施設

臨地実習：介護老人保健施設

臨地実習：介護老人福祉施設　　＊詳細については実習要項を参照

臨地実習:訪問看護

臨地実習:訪問看護

臨地実習：健康づくり推進課　　　＊詳細については実習要項を参照

評価 実習評価表に基づいて評価する。

臨地実習：健康づくり推進課

統合分野

科目名 大高　幸

履修学年

目的
保健医療福祉活動の実態をとらえ、地域で生活する人々の健康上の問題と関連
する諸問題を理解し、看護の果たす役割を認識し、行動できる能力を養う。

臨地実習:訪問看護

臨地実習:訪問看護

臨地実習:訪問看護

目標

１．地域で療養する人々とその家族の問題を生活の問題として理解し、その人々
が在宅で健康の維持、増進が図れるよう援助できる能力を養う。
２．地域内で生活する人々の健康の保持、増進、疾病予防のための援助ができ
る。
３．地域内で生活する人々の健康上の問題、関連する諸問題と解決にかかわる
多様な職種の役割、機能を理解し、調整的役割の重要性を学び看護のあり方を
理解する。
４．保健医療福祉活動の実態をとらえ、地域で生活する人々の健康上の問題と
関連する諸問題を理解し、看護の役割を認識し、行動できる能力を養う。

授業計画

授業内容

臨地実習:訪問看護　　＊詳細については実習要項を参照



看護の統合実習 担当

３年次 単位数・時間 ２単位 ９０時間

日

1 臨地実習：看護師について実習    *詳細については実習要項を参照

2

3

4

5 臨地実習：管理実習・リーダー実習を含む

6 臨地実習：管理実習・リーダー実習を含む

7 臨地実習：管理実習・リーダー実習を含む

8 臨地実習：夜間実習1日含む

9 臨地実習：夜間実習1日含む

10 臨地実習：夜間実習1日含む

11 臨地実習：夜間実習1日含む

12

13

その他 この科目は、実務経験のある教員による科目である。

８年間病院・施設にて看護師としての勤務あり

履修上の注意点 夜間実習後は、翌日1日間は休日となるため実際の実習期間は14日間となる。

臨地実習

学内実習：実習のまとめ

評価 実習評価表に基づいて評価する。

統合分野

科目名 澤田　律子

履修学年

目的
看護チームの一員として、一勤務帯を通した実習、夜間実習、複数患者を受け
持ち看護を提供する体験を通し、これまでの実習で身につけた知識・技術・態度
を統合し看護実践力を身につける。

臨地実習：複数受け持ち実習開始

臨地実習：複数受け持ち実習開始

目標

１．複数患者の援助における優先順位の考え方と、時間管理の必要性を理解
できる。
２．看護チームのチームメンバーおよびリーダーの役割を理解することができる。
３．病棟管理・看護管理の実際について理解できる。
４．夜間実習の体験を通して患者の理解を深める。
５．受け持ち患者の看護計画の全体を把握したうえで、複数の患者の看護ケア
を実施できる。

授業計画

授業内容

臨地実習：看護師について実習


