
科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価方法

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

　　　第3回・第4回　看護における倫理、看護の提供のしくみ　　4H

　第1回～４回ともパワーポイントを用いた講義。演習を含む。

　第5回はDVD視聴　第6～9回はパワーポイントを用いた講義。第10～12回は演習。第13回は演習と講義。

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

　勝又正直「始めての看護理論」第二版　医学書院　　　3.川島みどり「きらり看護」医学書院　

　看護理論    本単元を通して、理論的な看護実践を行うための基本的な力を養うことができると良いと願っています。

＜履修上の注意点＞

　看護理論　　発表は学術用語を用いて行うこと。

　　　　　　　　グループの考察は、学習した理論の内容と基礎看護実習Ⅰで受け持った患者を照らし合わせること。

＜学生に向けてのメッセージ＞

　看護学概論　看護学概論は看護って何だろう、看護師は何をする人なのか等、看護を学ぶ上で土台になる単元です。

　看護学概論　講義と実習での自己の体験や仲間の体験を共有しながら　看護とは何かを一緒に考えていきましょう。

　             　　 読事にチャレンジしましょう。グループに必要な副読本は担当教員が指定します。指示に従ってください。

　第14回はパワーポイントを用いた講義、第15～21回はグループ演習、第22・23回はグループの学びをパワーポイントで発表

　授業時間の2/3以上の出席、提出物、授業態度によって評価し、単位を認定します。

　野茂香おる他「専門分野Ⅰ　看護学概論　基礎看護学①」第十五版　医学書院

　日本看護協会監修「看護者の基本的責務」日本看護協会編

　F.ナイチンゲール「看護覚え書～看護であること、看護でないこと～」現代社

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

　看護学概論　　教科書の章ごとのまとまりで講義をします。事前に目を通してから授業に臨んで下さい。

　　　　　　　　　 参考図書　リン・マクドナルド「実像のナイチンゲール」現代社2015年

　看護学概論　 教科書の主に第２、3章を講義ですすめます。講義後は復習をしておきましょう。

　看護理論    演習は、理論の一部を抄読するだけのグループもあります。夏季休暇を利用し、指定された文献を一冊通

＜授業方法＞

　　　第7回～第9回　国民の健康･生活　健康とは何か(権利としての健康）　健康の社会的決定要因と健康格差　　6H

　　　第10～12回　看護とは何か実習での体験を発表し仲間と共有する　　6H（レポートのまとめ2H、発表会4H）　

　　　　　　　　　　　基礎看護学実習Ⅰ-2の終了後に指定したテーマでレポートにまとめ、授業内で全員発表する

　　　第13回　看護とは何か　　2H

　看護理論　　19H　　講師：押領司

　　　第14回　理論の定義、理論の種類、歴史と動向などの総論　　2Ｈ　

　　　第15回～第21回　代表的な看護理論家（ヘンダーソン①②、ロイ、ウィーデンバック、オレム）毎にグループに別れ、

　　　　　　　　　　　　　　演習を進める。　　14H

　　　第22回・23回　全体発表　発表では次の内容を含める。　　4H

　　　　　　　①理論の前提、概念、命題　　②基礎看護学実習Ⅰ-2で受け持った事例の紹介（理論の枠組みで整理する）

　　　　　　　③理論の活用可能性や限界　④学んだことや看護とは何か考えたこと

　　　第5回・第6回　　導入　看護の世界へようこそ！「あなたの声が聴きたい」DVD視聴　看護の対象である人間の理解　　4H

2単位 45時間

　　1．看護の対象となる人間を理解し、権利としての健康について学ぶ。

 　 2．看護の変遷をたどりながら、看護の本質を学び、現代社会の患者・利用者の多様な医療ニーズをとらえた看護者

　　　　としての倫理観を明確とする。

  　3．代表的な看護理論とその概念を学び、科学的に看護を展開するための考え方を身につけ看護実践に理論的な

　　　　根拠がもてる力を養う。

　看護学概論　　8H　　講師：小泉京子

　　　第1回・第2回　看護とは何か、ナイチンゲールの生涯と業績、看護の提供者（看護の歴史）  4H

　看護学概論　　18Ｈ　　講師：河西光子

看護学概論Ⅰ 必修

河西光子、小泉京子、押領司民 総合評価

1年・前期 講義　演習



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

　第1～2回は個人作業とグループワーク。その後は各自で看護観の成文化に向けてレポート作成を行う。

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

＜学生に向けてのメッセージ＞

　看護には正解はありません。自分の体験、自分の考えを大切にしながらこれからの看護人生においての核となるものを

　みつけ、言葉に残していきましょう。

＜授業方法＞

　指導観レポートなど）　看護観レポートを作成する際の参考にしてみましょう。

　授業時間の2/3以上の出席をもってレポート評価を受ける資格が得られる。

　特にありません

＜自己学習のポイント及び参考図書＞

　総合実習の実習要項に記載されている、参考文献一覧から自分の看護観を深められるものを選択し読むこと。

＜履修上の注意点＞

　看護観作成する期間は１週間です。授業時間を大切にしながら集中して取り組んでください。

　自己の看護観の成分化に向けて、自分の３年間の実習での学びや体験がわかる記録物を持参するとよいでしょう。

　3年次の講義資料やレポートは自己の考えを広げる貴重な資料です。（教育学のレポート・社会福祉演習のレポート・

　レポート作成は第3回～4回、第6回～10回。第5回は講義を行う。

　　第5回　　　　　　　　　人間、健康、患者、看護についての（講義）　2H

　　第6回～第10回　　自己の看護観の成文化。レポート作成　（演習）　　　10H

看護学概論Ⅱ 必修

河西　光子 レポート評価

3年・前期 講義　演習

1単位 20時間

　　1．これまでの看護実践及び講義、理論と関係づけながら、理論化し自己の看護の核となる人間観・社会観・患者観

　　　　を明らかにし、看護観を構築する。

　　第1回・第2回　　　個人作業とグループワーク（講義･演習）　　4H

　　第3回・第4回　　　看護観の基盤になる内容を文章化する。レポート作成（演習）　　4H



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

　ています。

　討論をするにあたり、より良い人間関係を構築するためのコミュニケーションスキルとは何か各自で考えておくこと。

＜履修上の注意点＞

　戴帽式を迎えるにあたって、入学から現在までの自分を振り返ること。

＜学生に向けてのメッセージ＞

　戴帽式やその準備を通して皆さんが看護学生としての意識が高まること、看護集団として成長することを期待し

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

＜授業方法＞

　授業は主に教室で行いますが、係別の話し合いでは別室も使用します。

　リハーサル時は講堂使用可能です。

　授業時間の2/3以上の出席、提出物、授業態度によって評価し、単位を認定します。

　講師が準備します。

　　第1回　オリエンテーション　①当校における戴帽式の位置づけ　②前年度の戴帽式の動画視聴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③戴帽式の流れや今後の進め方の確認　　④1年後の自分への手紙作成　　2H

　　第2回～第9回　戴帽式準備　①実行委員の選出・役割決め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②集団で民主的な討論をするためのミニ講義　「民主的な討論」「アサーション」

                                             ③各係・クラスでの討議を繰り返す、戴帽式の内容を随時検討していく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④本番に向けて練習　 16H

　　第10回　リハーサル　①式の流れの確認　②上級生からのアドバイス　　2H

　　第11回～第13回　　準備　①リハーサルを受けて改善点を確認　②最終調整　　6H

　　第15回・16回　振り返り　①戴帽式当日の動画を視聴　②各係での振り返り　③クラス全体での振り返り（個人の感想発表）　　4H

　　3.看護師を目指す仲間と共に、自己の役割を認識し、自主的・積極的に取り組むことができる。

看護学概論Ⅲ 必修

鈴木　美緒 総合評価

1年・後期 講義　演習

1単位 30時間

　　1.戴帽式の取り組みを通し、同じ志を持つ仲間への信頼を深め、入学後6カ月を経た自分を振り返る。

　　2.戴帽式の取り組み過程を通じ、多様な意見を受け入れ、また、自己を表現することができる。



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

　　　　　　　　　　　　8H　　講師：小泉京子

　　　第1７回・18回　文章の種類と特徴、レポートの書き方、思考の単位としての文、接続詞の使い方　　4H

　　　第19回・第20回　文章の添削、文章を書く　　4H

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

　　　　　　　　 苦手な方も訓練次第で必ず上達します。がんばりましょう。

　再構成　　　専門職としてのコミュニケーションを一緒に学びましょう。

＜履修上の注意点＞

　再構成　第2回・第3回のロールプレイ及び再構成は甲府健康友の会の会員が患者役になる。身だしなみに注意する

　　　　　　　こと。　また、第2回と第3回を欠席した場合は、代替え授業が必要となるため、注意が必要である。

＜学生に向けてのメッセージ＞

　看護技術総論　　看護技術を追求は看護の永遠のテーマです。看護技術について一緒に考えてみましょう。

　文章表現　　読んだり、書いたりすることで論理的思考を磨きましょう。看護学生は沢山のレポート課題が出されます。

　　第30回　電話、手紙、メールのマナー。ホスピタリティのある看護師になるための生き方のデザイン　　2H

＜授業方法＞

　看護技術総論　　第1回は講義形式で行う。　第2回は基礎看護学実習Ⅰ-1実習で経験した援助場面をレポートにまとめ

　　　　　　　　　　　第3回でその内容を発表する。

　看護技術チェック　合格できなかった者は実習前までに技術の再チェックを受ける。

　文章表現　　第11～16回は配布する資料をもとに講義形式で行う。第17～20回はパワーポイントによる講義・演習。

　再構成　　　　第1回は講義形式。第2回は実習室で白衣を着用してロールプレイを実施した後、教室で再構成を行う。　

　授業時間の2/3以上の出席、提出物、授業態度によって評価し、単位を認定します。

　看護技術総論　①系統看護学講座　基礎看護技術Ⅰ　医学書院　　　②「3年生　春のケースレポート」

　コミュニケーション　ナースのためのマナー＆接遇術　関根健夫・杉山真知子　中央法規

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

　　第28回・第29回　コミュニケーションスキルを身につける。話し方の基本、聴き方の基本　　4H

　　　第7回・第8回　技術チェック（ベッドメイキング、清潔、排泄援助）　　4H　　

　　第9回・第10回　技術チェック（バイタルサイン測定）　　4H

　文章表現　　　　　12H　　講師：戸田延子

　　　第11回　ガイダンス、宮沢賢治の言葉　　第12回　私の尊敬する人　　第13回　詩とは何か　　第14回　桜井昌司さんの詩

　　　第15回　沖縄慰霊の日、「平和宣言」ほか　　第16回　まとめ　ジョンレノン「イマジン」　　各2H

　再構成　　6H　　講師：押領司

　　　第21回　コミュニケーションとは、再構成とは　　2H　　　　第22回・23回　ロールプレイ及び再構成　　4H

　コミュニケーション　　14H　　講師：窪田恭子

　　第24回　オリエンテーション、医療人としての心構え、ナースの心を養う、惻隠の情　2H

　　第25回・第26回　看護師が身に付けておきたい基本マナーと接遇（戴帽式に備えた実技）　　4H

　　第27回　看護師だから必要なマナーと接遇、ホスピタリティの伝わる話し方　　2H

　看護技術チェック　　8H　　講師：河西光子

2単位 60時間

　　1．看護技術は専門的な知識に基づいて、対象の安全・安楽、自立・個別性を目指した意図的・直接的な看護行為

　　　であることを学ぶ。

　　2．看護における「技術」の意味を学び、自己の看護技術を修得し向上することができる。

 　 3．文章読解力、論理的思考力、表現力を身につけ、自己の考えを適切に表現するための学習方法を学ぶ。

 　 4．患者の要求を正しく認識し、専門職業人としての看護技術が提供できる基礎的能力を養う。

　看護技術総論　　12H　　講師：梶原奈津子

　　　第1回・第2回　技術とは、看護技術の特徴・範囲、看護技術を適切に実践するための要素、その発展と修得　　4H

　　　第3回～第6回　基礎看護技術のまとめおよびグループ演習　　8H

基礎看護技術Ⅰ 必修

梶原、河西、押領司、窪田、戸田、小泉 総合評価

1年・前期/後期 講義　演習



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

日本の環境、地球の環境など、様々な「環境」に関心を寄せ、ニュース、書籍などで学びを広げてください。

ナイチンゲールの「看護覚か書」をあらためて読み返すことを薦める。日本の環境を考えるために欠かせない公害の問題、

大規模災害後の生活環境の変化など「環境」をテーマにした文献を読むとよい。

　校内実習で行う環境整備やシーツ交換は、患者さんが療養生活を送る環境を整える大変重要な技術である。授業時間に

限らず、患者さんが快適に過ごせるベッド作りのための練習を重ね、技術を磨くこと。

＜履修上の注意点＞

　第3～5回の校内実習は代替が必要な授業であり、やむを得ず欠席となった場合には代替授業を行う必要がある。

＜学生に向けてのメッセージ＞

　環境は私たち人間が生きるうえで欠かせないものです。健康でありたいと願っても、環境によって健康を障害されてしま

ったり、適切な環境が整えられず病気の回復を妨げることさえあります。看護師として環境を整えるための知識・技術

は患者さんの健康を守る上でとても大切なものです。そのためにはまず自分が暮らす環境をはじめ、身の回りの環境

　　　　　　　 　　　　　2．環境整備の方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4H

　第9回・第10回　　臥床患者がいるベッドメイキング　　4H

　患者さんの健康を守る環境を整えるためには、まず身の回りの環境に興味を持つことが大切である。みなさんが購入する

＜授業方法＞

　第１回～第4回はパワーポイントを使用し講義形式で行う。

　第5回～第10回は実習室で白衣を着て校内実習を行う。

　評価は前期終講試験において、環境、清潔、活動・休息援助技術の3科目で合計100点の筆記試験を実施し評価する。

　系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅱ　基礎看護学②，医学書院

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

　授業時間の2/3以上の出席をもって評価を受ける資格が得られる。

　　　　　　　　　　　　　②横シーツの作り方・敷き方

　　　　　　　　　　　　　③クローズベッドの作り方　枕カバーの外し方・かけ方

　　　　　　　　　　　　　④包布カバーを使用した掛物の作り方

　　第7回・第8回　　1．やってみよう：臥床患者さんのいる状態でのシーツ交換の方法を考え追求してみよう

　　　　　　　　　　　　　①シーツの置き方・広げ方・畳み方

　　1．人間にとっての環境の重要性を理解することが出来る

　　2．看護における環境の捉え方と看護師の役割を理解することが出来る

　　3．健康を障害された人への適切な環境を理解することが出来る

　　4．療養するための快適な環境を整えるための技術を獲得することが出来る

　　第１回・第2回　　1．環境と人間　　2．環境と健康　　4H

　　第3回・第4回　　1．環境と看護　　2．病床環境の調整　　4H

　　第5回・第6回　　ベッドメイキング　　4H

2単位 20時間（60時間中）

　基礎看護技術Ⅱ-1　環境 必修

1年・前期 講義　校内実習

筆記試験岩波　美和



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

　第13回・第14回は排泄授業のオムツ交換と併せて実施するため、技術の復習をして臨むこと。

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

　看護技術プラクティス　Gakken

　ことは、方法と根拠、実施時の注意事項を理解することおよび技術方法を習得することである。

　授業時間の2/3以上の出席をもって評価を受ける資格が得られる。

基礎看護技術Ⅱ-1　清潔 必修

1年・前期 講義　校内実習

筆記試験 酒井　茉莉耶

　　　全身清拭

2単位 28時間(60時間中)

　　1.看護者として清潔の生理学的・心理的・社会的意義を理解する。

　　4.安全・安楽を考慮し、根拠に基づいた援助技術を習得することができる。

　　第1回・第2回　　　4H

　　2.皮膚のメカニズムを知り、援助の効果と全身の影響を理解する。

　　3.アセスメントすることで、対象に応じた援助を考えることができる。

　　　　・清潔の方法　　・衣生活のニーズ　　・清潔・衣生活に関する援助技術

　　第5回・第6回　　　4H

　　　足浴・手浴

　　　基礎知識

　　　　・清潔の意義を理解する　　・皮膚の構造と機能　　・清潔行動に影響を与える因子

　　第3回・第4回　　　4H

　　　援助計画

　　5.倫理的配慮を考えながら援助ができる。

　　　　・足浴、手浴の目的を理解する。

　第11回・第12回　　　4H

　　　洗髪

＜授業方法＞

　　　　・全身清拭の目的を理解する。

　　第7回・第8回　　　4H

　　　更衣、口腔ケア

　　　　・更衣をする目的、口腔を清潔にする目的を理解する。

　第9回・第10回　　　4H

　　　　・頭皮､頭髪の清潔の目的を理解する。　　・ケリーパットの方法を習得する。

　清潔援助を実施する上でみなさんに大切にしてほしいことを授業で伝えていきたいと思います。

　またそれを踏まえ、校内実習や臨床実習に臨み、机上の学びを実践に活かせることを期待しています。

　第3回～第7回の校内実習は代替が必要な授業であり、やむを得ず欠席となった場合には代替授業を行う必要がある。

　第13回・第14回　　　4H

　

　　　陰部洗浄

　　　　・陰部の清潔目的、性別による生理､構造的違いを理解する。　　・陰部洗浄の援助方法を習得する。

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

＜履修上の注意点＞

＜学生に向けてのメッセージ＞

　評価は前期終講試験において、環境、清潔、活動・休息援助技術の3科目で合計100点の筆記試験を実施し評価する。

　校内実習は、前半の講義を踏まえた内容となる。講義やレジメを振り返り、内容を理解して臨むこと。全ての援助に求める

　第1回～第4回は教室でパワーポイントを使用した講義を行う。第5回以降は実習室で校内実習を行う。

　系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅱ　基礎看護学③　医学書院

　事前学習（必修）

　医学生像セレクトの視聴　「看護　実践！看護技術シリーズ　診療にかかわる技術編　」　清潔に関連するすべての動画。



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

＜授業方法＞

　第3・4回は、講師作成資料と教科書を用いて校内実習形式ですすめる。

                  3.水平移動　水平移動から側臥位へ

                  4.ベッドから車椅子へ

                  5.車椅子からずり落ちた患者の引き上げ

                  6.車椅子の使い方　ベッドからストレッチャーへ

                  7.ストレッチャーの使い方　パジャマの引き上げ

　看護技術プラクティス　第3版，学研

　評価は前期終講試験において、環境、清潔、活動・休息援助技術の3科目で合計100点の筆記試験を実施し評価する。

　系統別看護講座　専門分野Ⅰ基礎看護技術Ⅱ　基礎看護学③，医学書院

　　第5・6回　B 睡眠・休息の援助　　4Ｈ　（第4章、第5章）

　　　　　　　　1.援助の基礎知識

　　　　　　　　2.睡眠・休息の援助

　

　第1・2回、第5・6回は講師作成のパワーポイントと教科書を用いて講義形式ですすめる。

　授業時間の2/3以上の出席をもって評価を受ける資格が得られる。

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

　校内実習前には、授業資料はもとより、教科書上のＱＲコードを用いて動画を視聴し援助をイメージして授業にのぞむこと。

＜履修上の注意点＞

　第3・4回の校内実習は代替が必要な授業であり、やむを得ず欠席となった場合には代替授業を行う必要がある。

＜学生に向けてのメッセージ＞

　活動と休息の援助は、どんな状況の患者でも必要な看護援助であり、看護の基本的な技術である。

　7月の基礎実習から毎日活用できる看護技術であるため、練習を重ね技術習得することを期待している。

                  2.仰臥位から側臥位へ（背面）

　看護による活動と休息の援助は、人の動きを助け生活を整えるための援助であることを学ぶ。

　活動、休息、移動の基礎知識を学ぶことが出来る。

　活動、休息、移動の援助と実際の方法を学ぶことが出来る。

　　第1・2回　A 基本的活動の援助　　4Ｈ　（第4章、第5章）

　　　　　　　　1．基本的活動の基礎知識

　　　　　　　　2.体位

                  3.移動（体位変換・歩行・移乗・移送）

　　第3・4回　体位変換、移乗、移送の実際　　4H　（第4章）

                  1.仰臥位から側臥位へ（対面）

2単位 12時間（60時間中）

基礎看護技術Ⅱ-1　活動・休息援助技術 必修

1年・前期 講義　校内実習

筆記試験河野　朝呼



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

　看護技術プラクティス，Gakken

役割を持っているのかを学んで欲しいと思います。

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

　解剖生理学Ⅰ・Ⅱの授業（消化器・睡眠）を復習して授業に臨む。（週末課題も授業に持参する）

　医学映像セレクトの視聴　　「看護　実践!看護技術シリーズ　Vol.4日常生活の援助技術編　食事の介助」

　看護技術がみえるvol1，メディックメディカ

＜履修上の注意点＞

　解剖生理学Ⅰ・Ⅱの授業（消化器）を復習して授業に臨む。（週末課題も授業に持参する）

　第7回、第8回の校内実習は代替が必要な授業であり、やむを得ず欠席となった場合には代替授業を行う必要がある。

＜学生に向けてのメッセージ＞

　食事は何気なく毎日行っている行為ですが、疾病や障害などにより食事を摂取できない患者や介助が必要な患者が

います。そのような患者に対するアセスメント力、看護技術を身につけるだけでなく、食事が身体・精神・社会的にどのような

　校内実習は、講義を踏まえた内容となります。講義やレジメを振り返り、内容を理解して臨むこと。

　系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅱ　基礎看護学③，医学書院

＜授業方法＞

　第7回と第8回は校内実習を行う。

　評価は前期終講試験において、食事と排泄の2科目で合計100点の筆記試験を実施し評価する。

　第1回～3回までは講師作成のパワーポイントと教科書を用いて講義形式で進める。

　授業時間の2/3以上の出席をもって評価を受ける資格が得られる。

　　第7回・第8回　食事介助の実際　　4H

　　　　　　　校内実習120分

　　　　　　　右片麻痺、嚥下障害のある患者への介助

　　　　　　　非経口的栄養法　1）種類　2）消化吸収と栄養剤　3）経管栄養法　4）経静脈栄養法

　　1．食事は生活の中で身体・精神・社会面に関連する様々な意味を持つことを理解することができる。

　　2．疾病や障害により食生活に支障が出た場合の看護について理解することができる。

　　3．安全・安楽な食事への看護とはどのようなものか理解することができる。

　　第1回・第2回　食事援助の基礎知識　　4H

　　　　　　　食事に関する生理的メカニズム

　　　　　　　人体に必要な栄養

　　　　　　　栄養状態のアセスメント、食生活の問題点

　　第3回・第4回　食事療法を受けている患者の援助　　4H

　　　　　　　看護師の役割（食欲がない患者、自力で食事摂取できない患者など）

　　　　　　　現代の食生活と食事の意義

　　第5回・第6回　摂食行動のアセスメント　食事介助の実際　　4H

　　　　　　　水分・電解質バランスのアセスメント

　　　　　　　疾病時の食事

　　　　　　　食事介助の方法

1単位 16時間（30時間中）

基礎看護技術Ⅱ-2　食事 必修

1年・前期 講義　校内実習

筆記試験藤本　未央



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

　評価は前期終講試験において、食事と排泄の2科目で合計100点の筆記試験を実施し評価する。

　看護技術プラクティス　Gakken

　第4回～第7回の校内実習は代替が必要な授業であり、やむを得ず欠席となった場合には代替授業を行う必要がある。

　　第4回・第5回　　　4H

　　　床上排泄援助（おむつ交換：基本編）

　　第6回・第7回　　　4H

　系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅱ　基礎看護学③　医学書院

　事前学習（必修）

　医学映像セレクトの視聴　「看護　実践！看護技術シリーズ　診療にかかわる技術編　voｌ.1排泄の援助技術編」

　授業時間の2/3以上の出席をもって評価を受ける資格が得られる。

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

　第1回から第3回までは教室でパワーポイントを使用した講義を行う。第4回～第7回は実習室で校内実習を行う。

　第6回・第7回は清潔授業の陰部洗浄と併せて実施するため、実施時期が少し空く。

基礎看護技術Ⅱ-2　排泄 必修

1年・前期 講義　校内実習

筆記試験 酒井　茉莉耶

1単位 14時間（30時間中）

　　1．人間の生命活動及び生活行動であることを理解できる。

　　2．日常生活行動のアセスメントに必要な情報を理解でき、援助の必要性の判断ができる。

　　4．安全・安楽・自立に配慮した根拠のある技術が実施できる。

　　5．演習での患者体験や看護者体験を通して、倫理的な姿勢や態度を身につけることができる。

　　3．フィジカルアセスメントを援助の必要性の判断や実施、評価に活用することができる。

　　第1回　　　2H

　　　Ⅰ.排泄の基礎知識

　　　　　①排泄の意義　　②排尿のメカニズム

＜授業方法＞

　　第2回　　　2H

　　　Ⅱ.排泄援助で大切にしてほしいこと

　　　　　①排泄援助に必要な視点　　②排尿・排便のアセスメントと援助の判断

　　　Ⅲ.排泄の正常異常を知る

　　　　　①排尿の異常　　②排便のメカニズム　　③排便の異常

　　第3回　　　2H

　　　Ⅳ.排泄援助の実際

　　　　　①対象者に合った排泄援助の検討方法　　②排泄の環境と使用物品　　③排泄ケア（導尿・浣腸・摘便）

　　　床上排泄援助（おむつ交換：応用編）

　排泄援助を実施する上でみなさんに大切にしてほしいことを授業で伝えていきたいと思います。

またそれを踏まえ、校内実習や臨床実習に臨み、机上の学びを実践に活かせることを期待しています。

＜履修上の注意点＞

＜学生に向けてのメッセージ＞

　校内実習は、前半の講義を踏まえた内容となる。講義やレジメを振り返り、内容を理解して臨むこと。



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

　　　　　　　　　3）看護における報告の意義　　　　　　　　　　　　　2H　

　正確に、患者さんにとって苦痛の少ない技術であることも大切です。繰り返し練習を重ねていきましょう。

　上記を校内実習前後に視聴し、技術の予習復習に活用すること。
＜履修上の注意点＞
　第6回、第7回の校内実習は代替が必要な授業であり、やむを得ず欠席となった場合には代替授業を行う必要がある。
＜学生に向けてのメッセージ＞

　防御の授業を振り返り、メカニズムと関連させながら授業を受けるとよい。また、解剖生理や当該技術については、
　医学映像社の動画の視聴を行い予習復習すること、とにかくたくさん練習をすること。
　医学映像セレクトの視聴　「看護　わかる！できる！バイタルサイン測定　Voｌ.2呼吸・脈拍・血圧援助を考える」

　基礎看護学実習Ⅰ-2では、初めて患者さんにバイタル測定を行います。バイタルサインは患者さんの状態を観察しその
　後のケアに繋げていく上で非常に重要な技術です。しかし、正しい値は正しい技術出なければ得られません。迅速かつ

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞
　バイタルサインはメカニズムに基づいて根拠を持って実践される技術である。解剖生理学で学ぶ、循環器、呼吸器、生体

　茂野香おる　系統看護学講座　専門分野Ⅰ基礎看護技術Ⅰ，基礎看護学2，医学書院

＜授業方法＞

　第1,2,3，5,6回はパワーポイントを使用し教室で講義を行う。

　ただし第5回目のフィジカルアセスメントについては、授業最後に実習室で演習を行うためジャージを着用する。

　第4回目の校内実習は、白衣を着用し実習室で実施する。一連のバイタル測定を学生同士で行う。

　評価は前期終講試験において合計100点の筆記試験を実施し評価する。

　授業時間の2/3以上の出席をもって評価を受ける資格が得られる。

　山内豊明　フィジカルアセスメントガイドブック,第1版,医学書院

1単位 20時間

基礎看護技術Ⅲ　 必修

1年・前期 講義　校内実習

筆記試験塩澤　詩穂

　　　5.看護における観察と記録の意義と注意点について理解することができる

　　第1回　1.バイタルサインとは…バイタルサインの観察とアセスメント（教科書P86～88）
　　　　　　　　　　　　　体温について…体温維持に関する基礎知識、体温測定の実際、アセスメント（教科書P88～）　　2H　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　3.バイタルサイン技術の基本を身につけることができる

　　看護専門職としての的確な判断と適切な技術を提供するための基礎となるフィジカルアセスメントの知識・技術を学ぶ
　　　1.バイタルサインをなぜ見るか、メカニズムと関連させ理解することができる
　　　2.バイタルサインの正常、異常を理解することができる

　　　4.フィジカルアセスメントの意義、5つの技術について理解することができる

　         　　　　　　2.脈拍について…脈拍に関する基礎知識、、脈拍測定の方法、脈拍のアセスメント（教科書P92～96）　　4H

　　第4回・第5回　1.意識について
　　　　　　　　　　　　　…意識に関する基礎知識、意識の観察の実際、意識のアセスメント（教科書P104～106）

　　第2回・第3回　1.呼吸について…呼吸に関する基礎知識、呼吸の観察方法、呼吸のアセスメント（教科書P96）

　　　　　　　　　　　2.血圧について

　　　　　　　　　2）記録とは…看護記録（教科書P256～275）

　　　　　　　　　　　　　…血圧に関する基礎知識、血圧の測定方法、血圧のアセスメント（教科書P96～104）　　4H

　　第6回・第7回　1.バイタルサイン測定…血圧（触診法、聴診法）

　　　　　　　　　　　2.バイタルサイン測定…呼吸、脈拍、体温の測定　　4H

　　　　　　　　　　　　　　1）ヘルスアセスメントとは
　　　　　　　　　　　　　　2）フィジカルアセスメントに必要な技術

　　第10回　1.観察、記録、報告

　　第8回・第9回　1.フィジカルアセスメント（教科書P60～86、122～159）

　　　　　　　　　　　　　　3）系統別フィジカルアセスメント（呼吸、循環、腹部）とミニ演習　　4H　

　　　　　　　　　1）情報収集としての観察（教科書P229）



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

　　　　静脈内注射の実施、点滴管理

　　　　皮内注射・皮下注射・筋肉注射・静脈内注射・点滴静脈注射　　　輸液ポンプの取り扱い

　　第6回　　　2H

　　　「各治療法の理解」

　　　　中心静脈内栄養、抗生物質、インスリン製剤　　　輸血時の看護技術

　第5回、第6回の校内実習は代替が必要な授業であり、やむを得ず欠席となった場合には代替授業を行う必要がある。

　　　「与薬における看護師の役割と法的責任」

　　　　看護の役割

　　　　薬品管理（毒薬・劇薬・麻薬・血液製剤）

　　　　他職種との連携（医師・薬剤師）

　　　　各種与薬法の原則と留意事項

　　第3回・第4回　　　4H

　　　「与薬に関する基礎知識」

　　　　与薬の種類（経口薬・経皮、外用薬・直腸内薬、注射）

　　　　薬物の吸収と代謝

　　　　与薬と薬害

　　　　与薬時の看護アセスメント

　　第5回　　　2H

　　　「与薬の技術」

　授業時間の2/3以上の出席をもって評価を受ける資格が得られる。

　　②「看護　実践！看護技術シリーズ　診療にかかわる技術編　voｌ.5輸液」

　校内実習は、前半の講義を踏まえた内容となる。講義やレジメを振り返り、内容を理解して臨むこと。

　看護技術において最も大切なのは根拠です。与薬に関しても看護師が行う行為1つ1つにどのような根拠があるのか、

しっかり確認し理解しておきましょう。対象者によりよい看護を提供するための技術を学び、練習していければと思います。

1単位 20時間

　　1.与薬技術の生体への影響と、援助方法を理解する。

　　2.与薬技術に伴う危険性、法的責任を理解する。

　　3.安全、安楽な注射の実施方法を習得する。

＜授業方法＞

　第1回から第4回までは教室でパワーポイントを使用した講義を行う。第5回と第6回は実習室で校内実習を行う。

　腕のモデルを用いて静脈注射の練習を行う。実習室では白衣を着用する。授業前に身だしなみチェックを実施する。

＜履修上の注意点＞

＜学生に向けてのメッセージ＞

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

　評価は前期終講試験において合計100点の筆記試験を実施し評価する。

　事前学習（必修）

　医学生像セレクトの視聴

　　①「看護　実践！看護技術シリーズ　診療にかかわる技術編　voｌ.4注射」

基礎看護技術Ⅳ 必修

2年・前期 講義　校内実習

筆記試験酒井　茉莉耶

　系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護技術Ⅱ　基礎看護学③　　医学書院

　　第1回・第2回　　　4H

　　第7回～第10回　　　8H

　　　「校内実習による注射の実施」

　　　　注射器の取り扱い、薬液の吸い上げ

　看護技術プラクティス　　Gakken



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

1単位 30時間

基礎看護技術Ⅴ 必修

1年・後期 講義　校内実習

筆記試験宮川　江里

　　1.院内感染防止の基本を知り、標準予防策及び無菌的操作技術を学ぶ。

　　2.身体侵襲に影響する援助の基本知識と看護を学ぶ。

　　3.検査・処置介助に伴う基礎知識と基本的な技術を学ぶ。

　　第1回・第2回　院内感染予防　①微生物の特徴　②消毒法と滅菌法　③無菌的操作に関する看護技術　　　4H

　　第3回・第4回　身体侵襲に影響する援助1　①排尿障害時の看護　②排便障害時の看護　　　4H

　　第5回・第6回　身体侵襲に影響する援助2　①浣腸とは　②導尿とは　　　4H

　　第7回・第8回　身体侵襲に影響する援助の実際　①グリセリン浣腸の実施　　　4H

　第9回・第10回　無菌的操作技術の実際　①手洗い方、速乾性擦りこみ式消毒剤の使用方法　②滅菌物の取り扱い

　　　　　　　　　　　身体侵襲に影響する援助の実際　①一時的導尿の実施　　　4H

　第11回・第12回　治療・処置に関する基礎知識　①酸素療法・体位ドレナージ　②酸素療法・体位ドレナージ　

　　　　　　　　　　　　③吸引（一次吸引・持続吸引）　④罨法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4H

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③使用物品の片付け

　評価は後期終講試験において合計100点の筆記試験を実施し評価する。

　系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学③　基礎看護技術Ⅱ，医学書院

　看護技術プラクティス　　Gakken

　系統看護学講座　専門基礎分野　疾病の成り立ちと回復④　微生物学，医学書院

　第13回・第14回　検査の介助に関する基礎知識　①検査の方法と種類（尿検査、便検査、喀痰検査）　②対象者の心理面　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　第15回　採血時の看護　①検体検査（静脈血採血・動脈血採血、血糖測定）　②採血の方法　　　2H　

＜授業方法＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ③穿刺（腰椎穿刺・骨髄穿刺・胸水穿刺腹水穿刺）　 ④包帯法　　　　　　4H                                   

　第7回～第10回の校内実習は、実習室で行う。

　第1回～第3回、第11回～第15回は、教室でパワーポイントを使用した講義を行う。

　授業時間の2/3以上の出席をもって評価を受ける資格が得られる。

＜自己学習のポイント及び参考図書＞

　無菌的操作、浣腸、一時的導尿の校内実習の前には、事前に動画を見て手技を確認しておくこと。

　医学映像セレクトの視聴　「看護 実践!看護技術シリーズ」　 Vol.1スタンダードプリコーション　Vol.2 消毒・滅菌と無菌操作

　Vol.13 導尿・膀胱留置カテーテル　Vol.14 浣腸・摘便

　Vol.2 診療に係わる技術編　検査時の看護2　骨髄穿刺の実際、腰椎穿刺の実際、胸椎穿刺の実際、生体検査の看護

＜履修上の注意点＞

　感染予防の授業の前には、微生物学の授業の内容を復習しておく。

＜学生に向けてのメッセージ＞

　臨地実習ですぐに実践できる技術と実践できない技術もありますが、知識の習得によって、臨地実習での対象理解や援助

の幅は広がります。



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

1単位 15時間

基礎看護技術Ⅵ-1 必修

1年・前期/後期 講義　演習

総合評価梶原　奈津子

　　　　　　　　　　　2.看護過程の基盤となる考え方（問題解決過程、論理的思考や推論、クリティカルシンキング）

　　1.看護を具体的に実践するための方法論の1つである看護過程の概要と意義について学ぶ。

　　2.看護過程を構成する要素とそのプロセスを理解する。

　　4.事例をもとに、看護過程に必要な論理的思考を用いたアセスメントの実際について学ぶ。

　　第1回・第2回　1.看護過程とは　1)看護過程を構成する要素

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2)情報とは　①情報の種類　②情報収集と情報の系統別整理　情報の解釈・判断

　　　　　　　　　　　2.基礎看護学実習Ⅰ-2に向けた、情報収集と分類、情報の解釈・判断の実際　　　4H

　　第3回・第4回　1.基礎看護学実習Ⅱと看護過程

　　3.事例をもとに、看護過程の1段階目であるアセスメントにおける情報収集と情報の分類、分析の実際を学ぶ。

　　　　　　　　　　　3.アセスメントとは

　　　　　　　　　　　4.肺気腫の事例紹介と肺気腫の病態・検査・治療・看護　　　4H

　　第5回・第6回　1.基礎看護学実習Ⅱで活用する情報整理用紙の内容

　　　　　　 　　　　 2.アセスメント用紙の記載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4H

　系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学②，医学書院

　　第7回　1.基礎看護学実習Ⅱで活用する情報整理用紙とアセスメント用紙の個別指導　　3H

＜授業方法＞

　第5回、第6は、提出された情報整理用紙の内容を返却すると共に、記載内容のポイントを講義した後、演習を行う。

　第7回は、提出されたレポートについて、教員による個別のレポート指導を行う。

　第1回および第2回は、講師作成の資料を活用し講義形式で行う。

　授業時間の2/3以上の出席、提出物、授業態度によって評価し、単位を認定します。

組んで欲しいと願っています。レポートは長期休暇中に取り組むこともあります。学習時間を有効活用しましょう。

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

　疾患別　看護過程セミナー　上巻　サイオ出版

　疾患別　看護過程の展開（第5版）　学研

　病気がみえる　Vol.4　呼吸器　MEDIC　MEDIA

　医学映像セレクトの視聴　「看護　看護のためのアセスメント事例集　Vol.8　慢性呼吸不全患者の看護事例」

＜履修上の注意点＞

　講義と講義の間にレポート提出がある。レポート提出は原則として期日内に提出すること。レポートが提出されない場合、

　実習の出席は認めない場合もある。本授業は実習と連動しているため、できる限り欠席しないよう授業に参加すること。

＜学生に向けてのメッセージ＞

　基礎看護学実習Ⅰ-2、基礎看護学実習Ⅱで実際に使用するレポート用紙の記載の仕方を学びます。実習前に本授業で

学ぶことは、直接実習に活かせる看護過程につながります。実習で患者さんから学ぶ看護学生として、誠実に授業に取り

　実習の出席は認めない場合もある。本授業は実習と連動しているため、できる限り欠席しないよう授業に参加すること。



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

　　第5回・第6回　1.周手術期患者の特徴

　　　　　　　　　　　2.周手術期の看護

　　　　　　　　　　　3.成人看護学実習Ⅱで活用する、情報整理・アセスメント用紙の説明　　　4H

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

　成人看護学　周手術期看護論　HIROKAWA

　系統看護学講座　別巻　臨床外科看護総論　および　臨床外科看護各論　医学書院

1単位 15時間

　系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学②　医学書院

＜授業方法＞

　第2回、第7回は、提出されたレポートについて、教員による個別指導を行う。

　第1回、第5回・第6回は、講師作成の資料とパワーポイントを活用し講義形式で行う。

　授業時間の2/3以上の出席、提出物、授業態度によって評価し、単位を認定します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　②3年生春のレースレポート内容から看護過程を理解する　　　2H

　　1.看護を具体的に実践するための方法論の1つである看護過程の概要と意義について学ぶ。

　　2.看護過程を構成する要素とそのプロセスを理解する。

　　第3回・第4回　情報整理用紙、関連図、アセスメント、看護問題・看護目標・看護計画の個別指導　　　4H

基礎看護技術Ⅵ-2 必修

2年・前期/後期 講義　演習

梶原　奈津子

　　4.アセスメント内容から、看護問題・看護目標・看護計画立案の実際を学ぶ。

総合評価

　　第7回　情報整理用紙・アセスメント用紙、関連図、アセスメント、看護問題・看護目標・看護計画の個別指導　　3H

　　3.事例をもとに、アセスメント立案の実際を学ぶ。

　　第1回　1.看護過程とは　①看護過程を構成する要素とそのプロセス

　　第2回　提出されたレポートの添削結果を返却し、修正および追加内容を講義で伝える　　　2H

取り組んで欲しいと願っています。レポートは長期休暇中に取り組むこともあります。学習時間を有効活用しましょう。

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

　前期は老年看護学実習Ⅰの学習内容の自己学習をする。

　後期は、成人看護学実習Ⅱの周手術期にある患者の 看護過程について自己学習をする。

　医学映像セレクトの視聴　　「看護 看護のためのアセスメント事例集 Vol.2胃切除術を受けた患者の看護事例」

＜履修上の注意点＞

　講義と講義の間にレポート提出がある。レポート提出は原則として期日内に提出すること。レポートが提出されない場合、

　実習の出席は認めない場合もある。本授業は実習と連動しているため、できる限り欠席しないよう授業に参加すること。

＜学生に向けてのメッセージ＞

　老年看護学実習Ⅰ、成人看護学実習Ⅱで実際に使用するレポート用紙の記載の仕方を学びます。実習前に本授業で

学ぶことは、直接実習に活かせる看護過程につながります。実習で患者さんから学ぶ看護学生として、誠実に授業にも



科目名 必修/選択の別

授業担当者 　　評価形式

履修年次 授業形式

単位数 時間数

＜到達目標＞

＜授業内容＞

＜評価方法の詳細＞

＜必携図書＞

1単位 15時間

基礎看護技術Ⅶ 必修

2年・前期 講義　演習

総合評価内藤　律子、萩原　誠、押領司　民

　　1．看護の専門性を発揮するために必要な情報とコミュニケーションについて学ぶ。

  　2．情報を扱う上で必要となる倫理的な配慮について学ぶ。

  　3．看護情報を知識化するための手法やデータの動的な分析法、インターネットの専門的利用法を学ぶ。

　　第1回　　情報と情報化社会　　2Ｈ　　講師：内藤律子

　　第2回・第3回　　保健医療における情報　　4Ｈ　　講師：内藤律子

　　第4回　　情報倫理　　2Ｈ　　講師：内藤律子

　　第5回・第6回　　コンピュターリテラシーとセキュリティ　　3Ｈ　　講師：萩原誠

　　第7回・第8回　　文献検索の方法と文献情報の管理、演習　　4Ｈ　　講師：押領司民

  　4．情報を適切な看護実践につなげるための科学的思考を学ぶ。

　中山和弘他｢系統別看護学講座　別巻　看護情報学｣医学書院

＜授業方法＞

　第7回と第8回は情報処理室で行う。

　授業時間の2/3以上の出席、提出物、授業態度によって評価し、単位を認定します。

＜自己学習のポイント及び参考図書習＞

＜履修上の注意点＞

＜学生に向けてのメッセージ＞

　インターネット上の情報の質について、日頃から留意して使用しましょう。


