
  

 

科目区分・科目名 専門基礎分野 解剖生理学Ⅰ 

授業形態 講義 

履修年次・時期 1 年次 前期 

単位数（時間） １単位（30時間） 

担当講師 

（＊印：実務経験有） 

 
非常勤講師 

科目目標：  

１．人体における細胞・組織・器官（消化器・呼吸器）の構造と機能について理解し、説明できる。 

２．人体の血液の組成や機能循環について理解し、説明できる。 

授 業 計 画 

回 内  容 

１～15 

 
 

１． 解剖生理学のための基礎知識 ①（教科書 8-19 ページ） 

形からみた人体 1：体表から蝕知できる構造 

２． 解剖生理学のための基礎知識 ② （教科書 22-25 ページ） 

形からみた人体 2：器官の名称と位置 

３． 解剖生理学のための基礎知識 ③（教科書 27-53ページ） 

素材からみた人体: 細胞（小器官を含む）と組織（教科書 55-60ページ） 

４. 解剖生理学のための基礎知識 ④ 

機能から見た人体：器官の機能と体液 

5. 栄養の消化と吸収 ①（教科書 66-75ページ） 

    消化器総論、口腔の構造と機能 

６. 栄養の消化と吸収 ②（教科書 76-94ページ） 

    咽頭・食道の構造と機能 

７. 栄養の消化と吸収 ③（教科書 96-102ページ） 

    膵臓・肝臓・胆嚢の構造と機能 1 

８. 栄養の消化と吸収 ④（教科書 96-102ページ） 

    膵臓・肝臓・胆嚢の構造と機能 2 

９. 栄養の消化と吸収 ⑤（教科書 96-105ページ） 

    膵臓・肝臓・胆嚢の構造と機能 3、腹膜 

１０. 呼吸と血液のはたらき ①（教科書 109-119ページ） 

呼吸器の構造: 上気道・下気道・肺 

１１. 呼吸と血液のはたらき ②（教科書 120-141ページ） 

呼吸  

１２. 呼吸と血液のはたらき ③（教科書 141-151ページ） 

血液 1: 赤血球 

１３. 呼吸と血液のはたらき ④（教科書 152-164ページ） 

血液 2: 白血球・血小板・血漿 

１４．テスト 

１５．解剖見学実習 

評価方法 期末試験により評価する。 

テキスト 系統看護学講座 専門基礎分野 人体の構造と機能（１）解剖生理学 医学書院 

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点） 

・解剖学用語は複雑で多岐にわたる。授業に集中して臨むとともに復習が必須である。 

・授業の進度や内容により、授業の順序が変更することもある。 



  

科目区分・科目名 専門基礎分野 解剖生理学Ⅱ 

授業形態 講義 

履修年次・時期 1 年次 前期 

単位数（時間） １単位（30時間） 

担当講師 

（＊印：実務経験有） 

 
非常勤講師 

科目目標：  

１．人体における細胞・組織・器官（運動器・生殖器）の構造と機能について理解し、説明できる。

２．人体の発生と老化のしくみについて理解し、説明できる。    

授 業 計 画 

回 内  容 

１～15 

 
 

１．身体の支持と運動 ① （教科書 309-323 ページ） 

骨格、骨の連結、骨格筋 

２．身体の支持と運動 ② （教科書 324-333 ページ） 

体幹の骨格と筋 

３．身体の支持と運動 ③ （教科書 334-348 ページ） 

上肢の骨格と筋 

４．身体の支持と運動 ④ （教科書 349-360 ページ） 

下肢の骨格と筋 

５．身体の支持と運動 ⑤ （教科書 361-380 ページ） 

頭頸部の骨格と筋、筋の収縮 

６．身体機能の防御と適応 ① （教科書 463-467 ページ） 

 皮膚の構造と機能 

７．身体機能の防御と適応 ② （教科書 463-479 ページ） 

 生体の防御機構 1:免疫 

８．身体機能の防御と適応 ③ （教科書 463-479 ページ） 

 生体の防御機構 2:アレルギー 

９．身体機能の防御と適応 ④ （教科書 480-490 ページ） 

 代謝、体温調節 

１０．生殖・発生と老化のしくみ ①（教科書 495-500 ページ） 

 男性生殖器の構造と機能 

１１．生殖・発生と老化のしくみ ②（教科書 500-508 ページ） 

 女性生殖器の構造 

１２．生殖・発生と老化のしくみ ③（教科書 500-508 ページ） 

 女性生殖器の機能  

１３．生殖・発生と老化のしくみ ④（教科書 510-524 ページ） 

 受精と胎児の発生  

１４．生殖・発生と老化のしくみ ⑤（教科書 526-532 ページ） 

 成長と老化  

１５．テスト 

評価方法 期末試験により評価する。 

テキスト 系統看護学講座 専門基礎分野 人体の構造と機能（１）解剖生理学 医学書院 

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点） 

・解剖学用語は複雑で多岐にわたる。授業に集中して臨むとともに復習が必須である。 

・授業の進度や内容により、授業の順序が変更することもある。 



 

科目区分・科目名 専門基礎分野 解剖生理学Ⅲ 

授業形態 講義 

履修年次・時期 1 年次 後期 

単位数（時間） １単位（30時間） 

担当講師 

（＊印：実務経験有） 

 
非常勤講師 

科目目標：  

１．人体における細胞・組織・器官（循環器・泌尿器）の構造と機能について理解し、説明できる。

２．人体の内分泌器の構造や機能及びその調節について理解し、説明できる。    

授 業 計 画 

回 内  容 

１～15 

 
 

１．血液の循環とその調節 ① （教科書 168-173 ページ） 

循環器系の構成、心臓の構造 

２．血液の循環とその調節 ② （教科書 175-193 ページ） 

心臓の拍出機能 

３．血液の循環とその調節 ③ （教科書 193-197 ページ） 

 末梢循環系の構造 1:血管の構造と肺循環 

４．血液の循環とその調節 ④ （教科書 197-205 ページ） 

 末梢循環系の構造 2:体循環 1 

５．血液の循環とその調節 ⑤ （教科書 197-205 ページ） 

 末梢循環系の構造 3:体循環 2 

６．血液の循環とその調節 ⑥ （教科書 206-228 ページ） 

 血液循環の調節、リンパ 

７．体液の調節と尿の生成 ①（教科書 233-248 ページ） 

 腎臓 

８．体液の調節と尿の生成 ②（教科書 248-252 ページ） 

 排尿路 

９．体液の調節と尿の生成 ③（教科書 253-258 ページ） 

 体液の調節 

１０．内臓機能の調節 ①（教科書 264-270 ページ） 

 自律神経による調節 

１１．内臓機能の調節 ②（教科書 264-282 ページ） 

 内分泌による調節、内分泌腺の構造と機能 1 

１２．内臓機能の調節 ③（教科書 277-297 ページ） 

 内分泌腺の構造と機能  2 

１３．内臓機能の調節 ④（教科書 277-297 ページ） 

 内分泌腺の構造と機能  3 

１４．内臓機能の調節 ⑤（教科書 299-305 ページ） 

 ホルモン分泌の調節 

１５．テスト 

評価方法 期末試験により評価する。 

テキスト 系統看護学講座 専門基礎分野 人体の構造と機能（１）解剖生理学 医学書院 

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点） 

・解剖学用語は複雑で多岐にわたる。授業に集中して臨むとともに復習が必須である。 

・授業の進度や内容により、授業の順序が変更することもある。 



 

科目区分・科目名  専門基礎分野：解剖生理学Ⅳ  

授業形態  講義  

履修年次・時期  １年次 後期  

単位数（時間）  １単位（３０時間）  

担当講師  

（＊印：実務経有）  

非常講師     

科目目標： １．末梢神経系・中枢神経系の構造と機能を理解し、習得する。  

２．感覚器の構造と機能を理解し、感覚生理学を習得する。  

授 業 計 画  

回  内  容  

１  １．興奮性組織－ニューロンの構造と機能  

（１）神経細胞の形態と機能（２）静止膜電位興奮と伝導（３）シナプス伝達

（４）神経網  

２  １．末梢神経系（脊髄神経と脳神経）  

（１）脊髄および脊髄神経の構造と機能（２）脳神経の構造と機能  

３  １．中枢神経系（脊髄と脳髄） （１）脊髄反射（２）脳幹（３）伝導路  

４  １．末梢神経系（自律機能）  （１）自律神経系の構造と機能  

５  １．中枢神経系（脳髄）  

（１）小脳（２）間脳(視床と視床下部)大脳新皮質・大脳辺縁系（３）大脳基底核  

２．中枢神経系（運動機能）  

（１）運動と反射（２）下行伝導路（３）運動障害  

６  １．脳の高次機能と大脳辺縁系  

（１）脳波と睡眠（２）記憶（３）学習（４）本能と情動（５）内臓調節機能  

（６）中枢神経系の障害  

７  １．感覚総論  （１）感覚の種類（２）感覚の性質（３）受容器  

８  １．体性感覚と内臓感覚   

（１）受容器と求心線維（２）体性感覚中枢（３）上行伝導路（４）内臓感覚  

９  １．視覚  （１）眼球の構造（２）眼球付属器（３）視覚（４）視覚中枢  

10  １．聴覚と平衡感覚  （１）耳の構造（２）聴覚（３）音の強さ（４）平衡感覚器官  

11  １．味覚  （１）味覚器（２）味覚の性質（３）味覚の神経機構  

12  １．嗅覚  （１）嗅覚器と嗅覚（２）嗅覚の神経機構  

13  １．疼痛  （１）痛みの性質  

14  １． 痛みと鎮痛 （１）概論  

15  １．国家試験問題解説  

評価方法  筆記試験  



テキスト  １ 系統看護学講座 専門基礎分野（１） 解剖生理学,医学書院  

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点）  

   「生理学」は医学系科目の中でも最も理解が困難な科目の一つであることに留意してほしい。また、

テレビ・ラジオ(教養番組、バラエティー)や新聞等で、健康医学、病態医学、 基礎医学、自然・生

物がしばしば取り上げられているのでよく見ること。  

  ＜紹介文献＞ 標準生理学 医学書院  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

科目区分・科目名 専門基礎分野：生化学 

授業形態 講義 

履修年次・時期 １年次前期 

単位数（時間） １単位（３０時間） 

担当講師 

（＊印：実務経験有） 

非常勤講師 

科目目標： １．高等学校での生物や化学の知識を生かしながら、生体を構成する物質を理解し、それらの物質 

やエネルギーが生命を維持するために、どの様な化学反応で生み出されているのかを理解する。 

      ２．それらが生み出される過程や量的なバランスが崩れた時に発症する疾患について学ぶ。 

授 業 計 画 

回 内  容 

１ 生化学総論：生化学を学ぶための基礎知識 

２ 
生体を構成する物質 

 代謝の基礎と酵素・補酵素 

３  糖質の構造と機能 

４  糖質代謝（１） 

５  糖質代謝（２） 

６  脂質の構造と機能 

７ 
生体内の物質代謝 

 脂質代謝 

８  タンパク質の構造と機能 

９  タンパク質代謝・翻訳と翻訳後修飾 

１０  ポルフィリン代謝と異物代謝・遺伝子と核酸 

１１  遺伝子の複製・修復・組換え 

１２  転写 

１３  シグナル伝達 

１４  がん 

１５  まとめ 

評価方法 期末試験 

テキスト 

 

三輪一智他：系統看護学講座 専門基礎分野 人体の構造と機能（２）生化学 医学書院 

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点） 

 

 



科目区分・科目名  専門基礎分野：病理学  

授業形態  講義  

履修年次・時期  １年次・後期  

単位数（時間）  １単位（３０時間）  

担当講師  

（＊印：実務経有）  

非常勤講師  

  

科目目標： １．病因・病変の特徴を理解できる。  

授業計画  

回  内  容  

１  病理学とは： 病態・病理学総論  診断病理学の実際  

２  細胞傷害と修復： 細胞傷害と修復（１）  

３  細胞傷害と修復： 細胞障害と修復（２）  

４  細胞傷害と修復： 細胞障害と修復（３）  

５  細胞傷害と修復： 遺伝性疾患  

６  炎症と感染症： 炎症と感染症（１）  

７  炎症と感染症： 炎症と感染症（２）  

８  代謝異常： 代謝異常（１）  

９  代謝異常： 代謝異常（２）  

10  循環障害： 循環障害（１）  

11  循環障害： 循環障害（２）   

12  免疫異常： 循環障害（３）、免疫異常（１）  

13  免疫異常： 免疫異常（２）  

14  腫 瘍 ： 腫瘍病理学  

15  老 化 ： 老化  

評価方法  期末試験、授業態度  

テキスト  

  

長澤治夫・鈴木博義 共著：カラーアトラス病態病理学（改訂２版） 丸善株式会社   

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点） 



 

 

  

授業形態 講義 

履修年次・時期 １年次 前期 

単位数（時間） １単位（３０時間） 

担当講師 

（＊印：実務経験有） 

非常勤講師 

 

科目目標：（1）ヒト体内と自然環境に生存する微生物の種類と生命活動（代謝、遺伝子発現と増殖様式）； 

（2）病原菌の特徴と感染症；（3）抗菌剤による細菌感染症の治療；（4）ウイルスの特徴と感染

症； 

（5）病原微生物（抗原）に対する生体防御（免疫）の仕組み；および（6）ワクチンの仕組み

と感染症の予防効果などの基礎を理解・習得する。 

授 業 計 画 

回 内 容 

１ 微生物学の基礎：微生物とはどのような生命体か？ 

微生物の種類と細菌の生物学的な特徴（代謝、遺伝子発現および増殖様

式） 

２ 細菌学各論-１：細菌は、グラム陰性菌とグラム陽性菌に大別される。それぞれの特徴と主

な感染症 

好気性菌と嫌気性菌の違いとそれぞれの主な感染症 

３ 細菌学各論-２：食中毒を起こす細菌の特徴、感染経路と予防 

細菌毒素の物性と体内での生理作用 

４ 細菌学各論-３：結核菌と抗酸菌の特徴、感染経路と PCR 検査 

非結核菌による感染症の増加 

５ 細菌学各論-４：ピロリ菌の特徴、感染ルートと胃がんの発症メカニズム 

小児と高齢者で多発する感染症の原因菌とウイルスの特徴と予防 

６ 細菌学各論-５：抗生物質の抗菌作用と細菌感染症の治療 

細菌の薬剤耐性化メカニズムと耐性化の対策 

７ 微生物学各論-１：リケッチア、クラミジアおよびマイコプラズマの特徴と主な感染症 

８ ウイルス学の基礎：ウイルスの粒子とゲノム構造の特徴および細胞内での増殖様式 

９ ウイルス学各論-１：DNA 型ウイルスの特徴と主な感染症 

１０ ウイルス学各論-２：RNA 型ウイルスの特徴およびインフルエンザウイルスとコロナウイ

ルスの大流行（パンデミック）による国際レベルでの社会混乱 

１１ ウイルス学各論-３：性感染症の主な原因ウイルス（HPV と HIV）の特徴と感染予防 

抗 HIV 剤（エイズ治療薬）の作用 

１２ 免疫学の基礎：免疫担当細胞の骨髄幹細胞からの分化と免疫システムにおける役割 

免疫による病原体（抗原）の排除と抗原記憶の仕組み 

１３ 免疫学各論-１：免疫の調節および体温と免疫能との関係 

免疫機能の維持に重要な栄養素の役割 

１４ 免疫学各論-２：ワクチンの仕組みと感染症の予防効果 

新型コロナウイルスで開発された新しい mRNA ワクチンの予防効果 

１５ 微生物学各論-２：寄生虫の特徴と主な感染症 

全授業内容の「総括」と自由討論 

評価方法 期末試験の成績（主）および授業での積極的な姿勢（質問） 

テキスト 南嶋洋一他著：「系統看護学講座 疾病成り立ちと回復の促進④ 微生物学｣医学書院 

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点） 

（1）項目毎に資料を配布して授業を行ないます。（2）自由に積極的な質問を歓迎します。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

科目区分・科目名 専門基礎分野：薬理学Ⅰ 

授業形態 講義 

履修年次・時期 １年次 前期 

単位数（時間） １単位（１５時間） 

担当講師 

（＊印：実務経験有） 

非常勤講師 

 

科目目標： １．薬物の特徴、作用機序と副作用を理解できる 

      ２．検査薬・診断薬を理解できる 

      ３．医薬品等による健康被害について理解できる 

          薬物による疾病の治療のために、主な疾患を取り上げ、薬物の特徴、作用機序、薬物動態（吸収・

分布・代謝・排泄）、薬物の副作用及び薬物管理などについて医療現場で使える知識を習得す

る。 

授 業 計 画 

回 内  容 

１ 薬理学総論  

薬による病気の治療 

２   薬が作用するしくみ 

３   薬の体内の挙動 

４   薬物相互作用 

５   薬効の個人差に影響する因子 

６   薬物使用の有益性と危険性 

７   薬と法律 

８   まとめ 

評価方法 筆記試験 

テキスト 

 

吉岡充弘他著：系統看護学講座 専門基礎分野 疾病の成り立ちと回復の促進③ 薬理

学、医学書院 

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点） 

講義前に教科書等を用いて予習しておくこと。講義中にアンダーライン等の線を引いた重要な部分を中心

に復習しておくこと。 



 

 

科目区分・科目名 専門基礎分野：薬理学Ⅱ 

授業形態 講義 

履修年次・時期 １年次 後期 

単位数（時間） １単位（30 時間） 

担当講師 

（＊印：実務経験有） 

非常勤講師 

 

科目目標： １．薬物の種類と作用機序・副作用を理解できる 

  薬物による疾病の治療のために、主な疾患を取り上げ、薬物の特徴、作用機序、薬物動態（吸収・

分布・代謝・排泄）、薬物の副作用及び薬物管理などについて医療現場で使える知識を習得する。 

授業計画 

回 内  容 

１ 抗感染症薬 

２ 抗感染症薬と消毒薬 

３ 抗がん薬 

４ 免疫治療薬 

５ アレルギー・および炎症 に対する治療薬： 抗アレルギー薬 

６ アレルギー・および炎症 に対する治療薬： 抗炎症薬 

７ 神経系に作用する薬物： 末梢での神経活動に作用する薬物① 

８ 神経系に作用する薬物： 末梢での神経活動に作用する薬物② 

９ 神経系に作用する薬物： 末梢での神経活動に作用する薬物③ 中枢神経系に作用する

薬物① 

10 神経系に作用する薬物： 中枢神経系に作用する薬物② 

11 心臓・血管系に作用する薬物他： 中枢神経に作用する薬物③ 心臓・血管系に作用す

る薬物① 

12 心臓・血管系に作用する薬物他： 心臓・血管系に作用する薬物② 

13 心臓・血管系に作用する薬物他： 心臓・血管系に作用する薬物③ 

14 心臓・血管系に作用する薬物他： 呼吸器・消化器・生殖器系に作用する薬物 

15 心臓・血管系に作用する薬物他： 物質代謝に作用する薬物 

評価方法 期末試験 

テキスト 

 

吉岡充弘他著：系統看護学講座 専門基礎分野 疾病の成り立ちと回復の促進③ 

 薬理学、医学書院 

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点） 

講義前に教科書等を用いて各項目に関連する生理機能並びに病態について理解しておくこと。講義内容

を教科書、ノート、プリント等を参考に復習すること。 

 

    



科目区分・科目名  専門基礎分野：治療総論Ⅰ  

授業形態  グループワーク・講義  

履修年次・時期  1 年次・前期  

単位数（時間）  1 単位（30 時間）  

担当講師  

（＊印：実務経験有）  

非常勤講師  

  

科目目標： １．生活活動に必要な栄養の意義と適切な栄養の摂取を理解できる。  

      ２．食事療法の意義と方法を理解する。  

      ３．疾病治療のための食事（栄養補給）と栄養素の機能を理解できる。  

授業計画  

回  内  容  

１ 健康と栄養： 健康生活の維持・増進や疾病予防、健康障害の回復への治療  

２ 
ライフステージと健康教育： 日常生活と栄養 （1）代謝系疾患・栄養障害  

３ 
ライフステージと健康教育： 栄養指導 （1）高齢期疾患、（2）介護食、咀嚼・嚥下困難食  

４ 
疾患と栄養： 栄養管理 （1）糖尿病  

５ 
疾患別食事指導： 栄養管理  （1）栄養補助食品 （2）サプリメント  

６ 
疾患別食事指導： 栄養管理  （1）脂質異常症、肥満症 （2）高尿酸血症  

７ 
疾患別食事指導： 栄養管理  （1）内分泌系疾患  （2）消化管疾患  

８ 
疾患別食事指導： 栄養管理  （1）循環器系疾患  （2）肝・胆・膵臓疾患  

９ 
疾患別食事指導： 栄養管理  （1）腎臓疾患  （2）泌尿器系疾患  

10 疾患別食事指導： 栄養管理 （1）神経・精神系疾患 （2）呼吸器系疾患 （3）血液疾患  

11 疾患別食事指導： 栄養管理  （1）運動器系疾患  （2）免疫・アレルギー系疾患  

12 疾患別食事指導： 栄養管理 （1）感染症 （2）がんとターミナルケア （3）周手術期  

              （4）クリティカルパス  

13 疾患別食事指導： 栄養管理  （1）摂食・嚥下障害 （2）障がい者、高齢期疾患  

14 疾患別食事指導： 栄養管理  （1）小児疾患  （2）妊産婦疾患  

15 
栄養管理まとめ  



評価方法  期末試験、レポート  

テキスト  

  

栄養科学イラストレイテッド（ISBN978-4-7581-0883-6）  

臨床栄養学 疾患別編 改定第 2版 本田佳子編 羊土社  

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点）  

＜文献紹介＞厚生労働省策定、日本人の食事摂取基準 2015年版、第１出版糖尿病協会、糖尿病食事療法

のための食品交換表、文光堂  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 

科目区分・科目名  専門基礎分野：治療総論Ⅱ  

授業形態  講義  

履修年次・時期  1年次 後期  

単位数（時間）  1単位（30時間）  

担当講師  

（＊印：実務経験

有）  

①非常勤講師    １～３回  

②非常勤講師（＊） ４～６回  

③非常勤講師（＊） ７～９回  

④非常勤講師（＊） 10～12回  

⑤非常勤講師（＊） 13～15回  

科目目標： １．診断に必要な臨床検査について理解できる。  

      ２．放射線による診断と治療を理解できる。  

      ３．手術療法について理解できる。  

      ４．麻酔の種類と方法について理解できる。  

      ５．リハビリテーション療法について理解できる。  

授 業 計 画  

回  内  容  

１～３  １． 臨床検査とその役割  

２． 臨床検査の流れ  

３． 一般検査の方法と検査データの読み方  

（１）尿検査 （２）便検査  

４． 血液検査  

５． 生化学検査  

６． 血清検査  

７． 生理機能検査  

 （１）心電図 （２）呼吸機能検査  

３～６  １． 放射線診断  

（１）Ｘ線診断 （２）ＭＲＩ （３）超音波診断 （４）核医学診断  

２． 放射線治療  

（１）人体に対する放射線の治療 （２）放射線治療の方法 （３）放射線障害  

（４）放射線防護の基本 （５）呼吸機能検査  

７～９  １． 手術療法の目的と意義  

２． 手術侵襲と生体の反応  

３． 炎症と外科的感染症  

４．創傷の治癒過程  

５．手術後合併症  

（１）手術後合併症とは （２）心循環系の合併症 （３）呼吸器系の合併症  

（４）神経系の合併症 （５）消化器系の合併症 （６）代謝系・内分泌系の合併症  

（７）腎・泌尿器系の合併症 （８）その他（ＤＩＣ、ＭＯＦ、ショック等を含む）  

６．手術後の疼痛管理  

 （１）術後疼痛のメカニズム （２）術後鎮痛法の適応  



10～12  １． 麻酔とは  

（１）麻酔法の分類 （２）麻酔薬の条件 （３）麻酔に使用される薬剤  

（４）麻酔前の準備  

 ２．全身麻酔  

 （１）全身麻酔とは （２）吸入麻酔（気管内挿管含む） （３）静脈麻酔  

 （４）全身麻酔中、麻酔後の合併症  

３．局所麻酔  

 （１）浸潤麻酔、表面麻酔 （２）腰椎麻酔 （３）硬膜外麻酔  

13～15  １． リハビリテーションとは  

２． リハビリテーション療法の目的  

３． リハビリテーション療法の種類と方法  

（１） 運動療法  

（２） 物理療法  

①温熱療法 ②電気療法 ③光線療法 ④水治療法 ⑤寒冷療法 ⑥機械力学療法  

⑦鍼灸  

（３） 作業療法  

（４） 言語療法  

（５） その他リハビリテーション療法  

評価方法  期末試験、授業態度  

テキスト  

  

１ 系統看護学講座 別巻 臨床検査，医学書院 担当講師：①  

２ 系統看護学講座 別巻 臨床放射線医学，医学書院 担当講師：②  

３ 系統看護学講座 別巻 臨床外科看護学概論，医学書院 担当講師：③④  

４ 系統看護学講座 別巻 臨床外科看護学各論，医学書院 担当講師：③④  

５ 系統看護学講座 別巻 リハビリテーション看護，医学書院 担当講師：⑤  

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



科目区分・科目名  専門基礎分野：病態と治療Ⅰ  

授業形態  講義  

履修年次・時期  1 年次後期  

単位数（時間）  1 単位（30時間）  

担当講師  

（＊印：実務経験有）  

①非常勤講師 （＊） １～７回  

②非常勤講師 （＊） ８～９回  

③非常勤講師 （＊） 10～12回  

④非常勤講師 （＊） 13～15回  

科目目標：１．消化機能障害伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

     ２．消化器疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

３．呼吸機能障害に伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

４．呼吸器疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

授 業 計 画  

回  内  容  

１～７  

  

１．消化機能障害の症状とその病態生理  

（１）嚥下困難 （２）おくび・胸やけ （３）嘔気・嘔吐 （４）腹痛  

（５）吐血・下血 （６）下痢・便秘 （７）腹部膨満 （８）食欲不振・体重減少  

（９）腹水 （１０）黄疸・肝性脳症  

２．消化機能（内科）の検査と治療  

（１） 検査  

 ①糞便検査 ②肝機能検査 ③超音波検査 ④内視鏡検査 ⑤肝生検  

 ⑥放射線検査 ⑦CT・MRI ⑧肝シンチグラフィー ⑨陽電子放射断層撮影（PET）  

（２） 治療  

 ①薬物療法 ②栄養療法・食事療法 ③放射線療法 ④内視鏡的硬化療法（EIS）  

 ⑤腹腔穿刺  

３．消化器疾患（内科）の理解  

（１） 食道の疾患（食道がん・食道アカラシア）  

（２） 胃・十二指腸疾患（胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がん）  

（３） 腸および腹膜疾患（潰瘍性大腸炎・虫垂炎・イレウス・結腸がん・直腸がん・肛

門疾患）  

（４） 肝臓・胆嚢の疾患（肝硬変症・肝がん）  

（５） 膵臓の疾患（膵炎・膵がん）  

（６） 急性腹症  

８～９  １．消化機能（外科的）の検査と治療（適応疾患の理解も含む）  

（１）手術療法  

 ①胃切除術 ②経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG） ③大腸切除術、人工肛門造設術  

 ④膵臓・十二指腸手術 ⑤肝臓・胆嚢の手術  

 



１０～１１  １．呼吸機能障害の症状とその病態生理  

（１） 自覚症状  

 ①喀痰 ②血痰・喀血 ③咳嗽 ④胸痛 ⑤呼吸困難  

（２） 他覚症状  

 ①チアノーゼ ②ばち指 ③発熱 ④呼吸の異常・声の異常 ⑤いびき   

⑥意識障害（肺性脳症）  

２．呼吸機能（内科）の検査と治療  

（１） 検査  

 ①血液検査 ②喀痰検査 ③咽頭ぬぐい液・鼻腔ぬぐい液 ④胸水検査  

 ⑤画像診断（X線・CT・MR） ⑥生検 ⑦呼吸機能検査  

（２） 治療・処置  

 ①吸入療法 ②酸素療法 ③人工呼吸療法 ④呼吸理学療法 ⑤気道確保  

３．呼吸器疾患（内科）の理解  

（１）感染症 （２）間質性肺疾患 （３）気道疾患 （４）肺血栓塞栓症  

（５）呼吸不全 （６）呼吸調節に関する疾患 （７）肺腫瘍  

１２～１５  １．呼吸機能（外科）の検査と治療・処置  

（１） 検査  

 ①気管支鏡 ②生検 ③PET ④血液検査  

（２） 治療・処置  

 ①胸腔ドレナージ ②薬物療法 ③手術療法  

２．呼吸器疾患（外科）の理解  

（１）肺腫瘍  （２）胸膜疾患（自然気胸・胸膜腫瘍） （３）縦隔疾患（縦隔腫瘍）  

評価方法  筆記試験・授業態度  

テキスト  １．系統看護学講座 専門部門Ⅱ成人看護学（５）消化器、医学書院：担当教員①②  

２．系統看護学講座 専門部門Ⅱ成人看護学（２）呼吸器、医学書院：担当教員③④  

３．系統看護学講座 別巻 臨床外科看護学各論、医学書院：担当教員②④  

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



科目区分・科目名  専門基礎分野：病態と治療Ⅱ  

授業形態  講義  

履修年次・時期  １年次 後期  

単位数（時間）  １単位（30 時間）  

担当講師  

（＊印：実務経験有）  

①非常勤講師 （＊） １～５回  

②非常勤講師 （＊） ６～10回  

③非常勤講師 （＊） 11回  

④非常勤講師 （＊） 12～15回  

科目目標：   

１．運動機能障害に伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

２．運動器疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

３．血液造血器機能障害に伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

４．血液造血器疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

５．血液感染症の病態生理、主な検査、治療方法について理解できる。  

６．内分泌・代謝機能障害に伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

７．内分泌・代謝疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

授 業 計 画  

回  内  容  

１～５回  １．運動器機能障害の症状とその病態生理  

 （１）疼痛    （２）形態の異常  （３）関節運動の異常  

 （４）神経の障害 （５）異常歩行・跛行  

２．運動器機能障害の診断・検査と治療・処置  

（１） 診断・検査  

   ①画像検査   ⅰ Ｘ線      ⅱ ＭＲＩ     ⅲ 超音波    ⅳ 関節造影検査 ⅴ 

脊髄造影検査  ⅵ 血液撮影検査  ⅶ シンチグラフィ  

   ②骨密度測定  

   ③電気生理学的検査（筋電図）  

   ④関節鏡検査  

（２） 治療・処置  

   ①保存療法（非観血的治療）  

   ②理学療法と作業療法  

   ③手術療法  

   ④義肢と装具  

３．運動器疾患の理解  

（１） 骨折とは  

（２） 各種の骨折  

   ①上腕骨の骨折 ②大腿骨頸部骨折 ③骨盤骨折 ④脊椎骨折  

（３） 脱臼・捻挫・打撲  

（４） 神経の損傷・筋腱靭帯の損傷  

（５） 骨・関節の炎症疾患  

   ①変形性関節症  

 



    ②関節リウマチ  

（６） 代謝性骨疾患（くる病）  

（７） 脊椎疾患  

   ①椎間板ヘルニア  

   ②脊椎損傷  

６～10 回  １．血液の生理と造血のしくみ  

（１） 血液の成分と機能  

（２） 造血のしくみ  

２．血液造血機能の検査・診断と症候・病態生理  

（１） 検査・診断  

   ①骨髄穿刺・生検  

   ②出血傾向の検査  

（２） 治療・処置  

   ①化学療法  

   ②輸血療法  

   ③造血幹細胞移植  

３．血液造血器疾患とその理解  

（１） 赤血球系の異常  

（２） 白血球系の異常  

（３） 造血器腫瘍  

（４） 出血性疾患  

11 回  １．血液感染症  

（１） ＨＩＶ感染症の概念  

（２） ＨＩＶ感染症の症状  

（３） ＨＩＶ感染症の診断と治療  

12～15 回  １．内分泌・代謝機能障害の症状とその病態生理  

（１） 甲状腺機能亢進の３症状  

（２） 高血糖・低血糖  

２．内分泌・代謝機能の検査と処置  

（１） 検査  

   ①分泌疾患の検査  

   ②代謝疾患の検査  

（２） 治療・処置  

   ①手術療法 ②薬物療法 ③ホルモン療法 ④運動療法  

３．内分泌・代謝疾患の理解  

 （１）内分泌疾患  

   ①視床下部―下垂体前葉系疾患  

   ②視床下部―下垂体後葉系疾患  

   ③甲状腺疾患  

   ④副甲状腺疾患  

   ⑤副腎疾患  

   ⑥性腺疾患  

   ⑦多発性内分泌腫瘍  



  （２）代謝疾患  

   ①糖尿病  

   ②脂質異常症  

   ③肥満症とメタボリックシンドローム  

   ④尿酸代謝異常  

評価方法  筆記試験・授業態度  

テキスト  

  

１ 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学（10） 運動器 医学書院 ：担当教員①  

２ 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学（４） 血液・造血器 医学書院 ：担当教員②  

３ 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学（11） アレルギー・膠原病・感染症 医学書院  

                                                     ：担当教員③  

４ 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学（６） 内分泌・代謝 医学書院 ：担当教員④  

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点）  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 



科目区分・科目名  専門基礎分野：病態と治療Ⅲ  

授業形態  講義  

履修年次・時期  ２年次 前期  

単位数（時間）  
１単位（30 時間）  

担当講師  

（＊印：実務経験有）  

①非常勤講師 （＊） １～４回  

②非常勤講師 （＊）５～６回  

③非常勤講師 （＊）７～９回  

④非常勤講師 （＊）10～11回  

⑤非常勤講師 （＊）12、14回  

⑥非常勤講師 （＊）13回  

⑦非常勤講師 （＊）15回  

科目目標：   

１．循環機能障害に伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

２．循環器疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

３．腎泌尿器機能障害に伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

４．腎泌尿器疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

５．女性生殖機能障害に伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

６．女性生殖器疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

授 業 計 画  

回  内  容  

１～４  １．循環機能障害の症状とその病態生理  

 （１）胸痛 （２）動悸 （３）呼吸困難 （４）浮腫 （５）チアノーゼ  

 （６）めまい・失神 （７）四肢の疼痛 （８）ショック  

２．循環器機能（内科）の検査と治療  

（１） 検査  

   ①心電図 ②胸部Ｘ線検査 ③心エコー ④脈派検査 ⑤心臓カテーテル法  

   ⑥血行動態モニタリング 心臓核医学検査  

   ⑦コンピューター断層撮影（ＣＴ）  

   ⑧磁気共鳴画像法（ＭＲＩ）  

（２） 内科的治療  

   ①薬物療法   

②経皮的冠動脈インターベンション（ＰＣＩ）  

   ③ペースメーカー治療  

３．循環器疾患（内科）の理解  

（１） 虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞・冠状動脈硬化）  

（２） 心不全  

（３） 血圧異常（高血圧・低血圧）  

（４） 不整脈（徐脈性不整脈・頻脈性不整脈）  

（５） 肺性心  

（６） 静脈系疾患（深部静脈血栓症・静脈瘤・肺塞栓）  

（７） リンパ系疾患（リンパ管炎・リンパ節炎・リンパ浮腫）  



 

５～６回  １．循環器機能（外科）の検査と治療  

 （１）外科的治療  

   ①心臓手術の周術期管理  

   ②冠状動脈バイパス術（ＣＡＢＧ）  

   ③弁膜症に対する手術   ④大血管再建術   ⑤補助循環装置  

２．循環器疾患（外科）の理解  

（１） 弁膜症  

（２） 心膜炎（心膜炎・心タンポナーデ）  

（３） 心筋疾患（心筋症・心筋炎）  

（４） 動脈系疾患（大動脈瘤・大動脈解離・動脈閉塞性疾患）  

７～９回  １．腎泌尿器機能障害の症状とその病態生理  

 （１）尿の異常    （２）排尿に関連した症状 （３）浮腫・脱水   

（４）循環器系の異常 （５）血液の異常     （６）尿毒症  

（７）疼痛      （８）腫脹・腫瘤     （９）発熱  

２．腎泌尿器機能（内科）の検査と治療・処置  

（１） 検査  

   ①尿の検査 ②分泌物検査 ③腎機能検査 ④画像検査  

（２） 治療・処置  

   ①腎疾患の内科的治療の基本  

   ②尿路感染症の治療  

（３） 透析療法  

３．腎泌尿器疾患（内科）の理解  

（１） 腎不全と慢性腎臓病  

（２） ネフローゼ症候群  

（３） 糸球体腎炎  

（４） 全身性疾患による腎障害  

（５） 尿細管間質性腎炎  

（６） 腎血管性病変  

（７） 尿細管機能異常  

（８） 尿路・性器の感染症  

10～11 回  １．腎泌尿器機能（外科）の検査と治療・処置  

（１） 検査  

   ①尿流動態検査 ②経尿道的操作および内視鏡検査 ③生検  

（２） 治療・処置  

   ①手術療法   

   ②腎・泌尿器がんの治療  

    ⅰ 放射線療法  ⅱ 薬物療法  ⅲ 免疫療法  

（３） 排尿管理  

（４） 腎移植  

２．腎泌尿器疾患（外科）の理解  

（１） 尿路の通過障害と機能異常   

（２） 尿路損傷および異物   （３）尿路結石 （４）尿路・性器の腫瘍  



12、14 回  １．女性生殖器機能障害の症状とその病態生理  

 （１）性器出血 （２）帯下異常 （３）女性生殖器疾患における疼痛  

 （４）女性生殖器疾患における発熱 （５）女性生殖器疾患における下腹部膨満・腫瘤感  

 （６）外陰部掻痒感 （７）女性生殖器疾患における自律神経症状・不定愁訴  

 （８）女性生殖器疾患におけるリンパ浮腫  

２．女性生殖器疾患（内科）の理解  

（１） 臓器別疾患  

   ①外陰 ②膣 ③子宮 ④卵管 ⑤卵巣 ⑥骨盤内炎症性疾患  

（２） 機能的疾患  

   ①月経異常・月経随伴症状 ②更年期障害 ③感染症（ＳＴＤ）  

13 回  １．女性生殖器機能（内科）の診察・検査と治療・処置  

（１） 理学的検査  

   ①内診 ②膣鏡診 ③直腸診 ④子宮消息子診（ゾンデ）  

（２） 病理検査     （３）細菌・ウイルス・原虫検査 （４）画像検査  

 （５）腫瘍マーカー検査 （６）妊娠検査 （７）内視鏡検査（８）染色体検査  

２．女性生殖器機能障害（内科）の治療・処置  

 （１）膣洗浄 （２）膣タンポン （３）診察・治療器具   

（４）薬物療法  

  ①ホルモン療法  

  ②感染症に対する薬物療法  

  ③悪性腫瘍の化学療法  

15 回  １．女性生殖器疾患（外科）の理解  

 （１）乳房の疾患  

   ①乳腺悪性疾患 ②乳腺良性腫瘍 ③乳腺良性腫瘍性疾患   

④発生・発育の異常 ⑤炎症  

２．女性生殖器機能（外科）の検査  

 （１）自己検診  （２）視診・触診   （３）マンモグラフィ  

 （４）超音波断層 （５）穿刺細胞診・生検  

３．女性生殖器機能（外科）の治療・処置  

 （１）乳房切除術 （２）乳房温存手術 （３）ホルモン療法 （４）化学療法  

評価方法  筆記試験・授業態度  

テキスト  

  

１．系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学（３） 循環器 医学書院：担当教員①②  

２．系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学（８） 腎・泌尿器 医学書院：担当教員③④  

３．系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学（９） 女性生殖器 医学書院：担当教員

⑤⑥⑦  

４．系統看護学講座 別巻 臨床外科看護学各論 医学書院 ：担当教員②④⑦  

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点）  

  

  

 

  

 



科目区分・科目名  専門基礎分野：病態と治療Ⅳ  

授業形態  講義  

履修年次・時期  2 年次前期  

単位数（時間）  1 単位（30時間）  

担当講師  

（＊印：実務経験有）  

①非常勤講師 （＊） １～４回  

②非常勤講師 （＊） ５～９回  

③非常勤講師 （＊） 10～12回  

④非常勤講師 （＊） 12～13回  

⑤非常勤講師 （＊） 14～15回  

科目目標：１．脳神経機能障害伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

     ２．脳神経疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

３．視覚機能障害に伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

４．眼疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

５．聴覚嗅覚機能障害に伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

６．耳鼻科疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

７．皮膚感覚機能障害に伴う症状及び主要疾病の病態生理について理解できる。  

８．皮膚科疾患の治療に必要な主な検査、治療方法について理解できる。  

授 業 計 画  

回  内  容  

１～４  

  

１．脳神経障害の症状とその病態生理  

（１）脳・神経障害とは  

２．脳神経機能（内科）の検査と治療  

（１） 検査  

 ①神経学的診察（意識状態・運動系・反射系・感覚系・脳神経系・高次脳機能）  

 ②補助的検査法（X線・CT・MRI・MRA・SPECT・PET・脳槽シンチ・脳波・髄液検査）  

（２） 治療・処置  

 ①内科的治療法（薬物療法、血漿交換療法、その他の治療）  

３．脳神経疾患（内科）の理解  

（１） 末梢神経障害  

（２） 筋疾患・神経筋接合部疾患（筋ジストロフィー・重症筋無力症）  

（３） 脱髄・変性疾患（パーキンソン病・筋萎縮性側索硬化症・脊髄小脳変性症）  

（４） 脳・神経系の感染症  

（５） 中毒  （６）てんかん （７）認知症 （８）内科疾患に伴う神経疾患  

４．脳神経疾患の主な症状とその病態生理  

（１）意識障害 （２）高次脳機能障害 （３）運動機能障害 （４）感覚機能障害  

（５）自律性のある機能の障害 （６）頭蓋内圧亢進と脳ヘルニア  

（７）髄膜刺激症状 （８）頭痛  

５～９  １．脳神経機能（外科）の検査・診断と治療・処置  

（１）外科的治療法  

 ①開頭手術 ②穿頭術 ③脳室―腹腔短絡術 ④椎弓切除術および椎弓形成術  

 ⑤頸椎前方到達法 ⑥脳血管内治療  

２．脳神経疾患の理解  

（１）脳疾患  

 ①脳血管障害（CVD） ②脳腫瘍 ③頭部外傷 ④脳脊髄液（髄液）の異常  



１０～１１  １．感覚器（眼）の症状とその病態生理  

（１）視力低下 （２）充血・結膜出血 （３）流涙 （４）眼脂 （５）掻痒感  

（６）羞明 （７）異物感 （８）眼痛 （９）飛蚊症  

  

２．感覚器（眼）の検査と治療  

 （１） 検査  

 ①視力・視野測定 ②眼圧検査 ③眼底検査 ④その他の検査  

（２） 治療  

 ①薬物療法 ②点眼 ③白内障手術（眼内レンズ）   

④網膜剥離手術（光凝固・冷凍凝固）  

３．感覚器疾患（眼）の理解  

（１）結膜炎 （２）網膜剥離 （３）白内障 （４）緑内障  

１２～１３  １．感覚器（耳鼻咽喉）の症状とその病態生理  

（１）耳痛、耳漏 （２）難聴、耳鳴、めまい （３）鼻痛、鼻閉、めまい   

（４）鼻出血 （５）咽頭痛、嚥下困難 （６）咽頭異常感 （７）嗄声、喘鳴、咳嗽  

（８）呼吸困難、誤飲 （９）味覚障害、嗅覚障害 （１０）開口障害、言語障害  

２．感覚器（耳鼻咽喉）の検査と治療  

（１） 検査  

 ①聴力検査 ②平衡機能検査 ③鼻鏡検査 ④耳管通気検査 ⑤内視鏡検査  

 ⑥嗅覚検査 ⑦味覚検査 ⑧画像検査（X線、CT、MR） ⑨上顎洞造影法  

 ⑩喉頭ファイバースコープ  

（２） 治療  

 ①薬物療法 ②耳浴、耳洗浄、点耳 ③鼓膜穿刺・鼓膜切開 ④鼓室形成術、人工内耳  

 ⑤鼻出血の処置、点鼻、吸入法   

⑥手術療法（耳の手術、鼻の手術、扁桃の手術、喉頭の手術）  

３．感覚器疾患（耳鼻咽喉）の理解  

（１） 耳疾患 ①外耳疾患 ②中耳疾患 ③内耳後迷路性疾患  

（２） 鼻疾患 ①外鼻疾患 ②鼻腔疾患 ③副鼻腔疾患  

１４～１５  １．感覚器（皮膚）の症状とその病態生理  

（１）発疹 （２）瘙痒 （３）皮膚の老化  

２．感覚器（皮膚）の検査と治療  

（１） 検査  

 ①皮膚科的検査法 ②病原微生物の検査法 ③病理組織検査法 ④分子生物学的検査法  

（２） 治療・処置  

 ①全身療法（内服・注射薬） ②外用療法（密封包帯療法） ③手術療法  

 ④光線療法・レーザー療法 ⑤放射線療法 ⑥電気外科 ⑦凍結療法   

 ⑧温熱療法 ⑨ケミカルピーリング  

３．感覚器疾患（皮膚）の理解  

（１） 表在性皮膚疾患（アトピー性皮膚炎・薬疹）   

（２） 真皮・皮下脂肪組織および皮膚附属器の疾患  

（３） 物理・科学的皮膚傷害（熱傷・褥瘡）   

（４） 腫瘍および色素異常症（皮膚癌）  

（５） 感染症（白癬・疥癬）  

（６） 全身性疾患に伴う皮膚病変  

 ①膠原病 ②代謝異常症  

評価方法  筆記試験・授業態度  



テキスト  １．系統看護学講座 専門部門Ⅱ成人看護学（７）脳神経系、医学書院：担当教員①②  

２．系統看護学講座 専門部門Ⅱ成人看護学（１３）眼、医学書院：担当教員③  

４．系統看護学講座 専門部門Ⅱ成人看護学（１４）耳鼻咽喉、医学書院：担当教員④  

５．系統看護学講座 専門部門Ⅱ成人看護学（１５）皮膚、医学書院：担当教員⑤  

３．系統看護学講座 別巻 臨床外科看護学各論、医学書院：担当教員②  

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



科目区分・科目名  専門基礎分野：保健医療論  

授業形態  講義  

履修年次・時期  １年次・前期  

単位数（時間）  １単位（１５時間）  

担当講師  

（＊印：実務経験有）  

①非常勤講師 （＊） １～２回     

②非常勤講師 （＊） ３～５回  

③非常勤講師 （＊） ６～８回  

科目目標： １．医療の変遷を理解できる。  

      ２．保健医療福祉の動向について理解できる。  

      ３．国立病院機構の役割と機能を理解できる。  

授業計画  

回  内  容  

１～２  医療の歩みと医療観の変遷  

 １．現代医学の起源  ２．20 世紀の医療  ３．我が国がとどってきた道  

 ４．医療観のうつりかわり国立病院機構の役割と

機能  

 １．医療政策と国立病院・療養所が果たしてきた役割と動向  

 ２．看護教育が果たしてきた役割と動向  ３．これからの国立病院機構の役割と機能  

 ４．政策医療としての 19 分野の医療と看護  ５．治験・研究の推進  

健康・生命をめぐる新たな課題  

 １．先進医療技術の成果と新たな課題 ２．産業社会の発展と人間の健康  

３～５  医療と看護の原点  

 １．いのちと健康 １）生命現象と死  ２）健康とは  ３）QOL について考える  

 ２．病の体験   ３．癒しの行為と癒しの知   ４．医療的ケアと管理健康生活と医療  

 １．診療所と病院   ２．日本の保健医療のしくみ  ３．環境衛生、保健・福祉行政  

６～８  成熟する社会と人々の意識変革  

 １．医療不信から賢い患者へ  ２．インフォームドコンセントと医療情報の開示医療の新し

い視点  

 １．医療と倫理    

２．医療と管理 １）医療管理の発達 ２）医療の質とは ３）医療における技術評価保健・

医療の新しい潮流  

 １．新時代の保健・医療の担い手１）求められる医療者の資質２）チーム医療・チームケア  

 ２．プライマリーケアの新たな展開  

 ３．医療におけるケアの視点 １）往診の時代から在宅医療の時代へ  ２）緩和ケアとホス

ピス  

 ４．地域包括医療システムの新しい展開 ５．保健・医療システムと地域住民の役割  

評価方法  期末試験、授業態度  

テキスト  系統看護学 講座専門基礎分野 健康支援と社会保障制度(1) 総合医療論 医学書院  

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点）  

  



 

科目区分・科目名  専門基礎分野：公衆衛生  

授業形態  講義  

履修年次・時期  ２年次・前期  

単位数（時間）  
１単位（30 時間）  

担当教員  

（＊印：実務経験有）  

非常勤講師  

  

科目目標： 公衆衛生に関連する統計情報と組織的な保健活動を理解できる。  

授業計画  

回  内  容  

１   公衆衛生の目指すもの： 公衆衛生の歴史  健康の定義他  

２   公衆衛生の技術： 健康水準と比較する目安 ・様々な保健統計・比率・指標値など  

３   公衆衛生の技術： 平均寿命と健康寿命 ・生命表の考え方他  

４   公衆衛生の技術： 疫学の成立  ・感染症の疫学、非感染症の疫学  

５   公衆衛生の技術： 代表的な疫学研究法 ・症例対象研究とコホート研究  

６   公衆衛生の技術： 疫学的調査研究の評価  ・仮説証明の失敗例他  

７   公衆衛生の技術： 日本と世界の人口動態  ・合計特殊出生率 ・人工ピラミッド  

８   公衆衛生と地域保健： 地域における公衆衛生活動 ・保健所と地域保健センターの役割  

９   公衆衛生と地域保健： 学校保健、産業保健他  

10   感染症とその予防： 今日の感染症対策 ・感染症新法  ・新興感染症  ・再興感染症  

11   感染症とその予防： インフルエンザ・パンデミーを考える  

12   今日の食品衛生対策  ・食品衛生法と食品安全基本法  

13   今日の環境衛生対策  ・地域規模の環境保全  ・放射能対策  

14   医療の動向と医療保障制度： 社会保障制度：年金・医療・介護制度   

15   医療の動向と医療保障制度： 健康増進活動 ・第一次および第二次健康日本２１他  

評価方法  期末試験  

テキスト  

  

①系統別看護学講座 専門基礎分野健康支援と社会保障制度（2）公衆衛生学、医学書院  

②厚生労働統計協会：厚生の指標 増刊 国民衛生の動向  

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点）  

  

  

 

 

 



科目区分・科目名  専門基礎分野：社会保障論  

授業形態  講義  

履修年次・時期  ３年次 前期  

単位数（時間）  ２単位（30時間）  

担当講師  

（＊印：実務経験有）  

非常勤講師  

科目目標： １．社会保障の基本的な考え方を理解できる。  

授 業 計 画  

回  内  容  

１  ガイダンス社会保障制度と社会福祉  

２  社会福祉制度と社会  

３  社会福祉の歴史  

４  人口減少、少子超高齢社会保障・社会福祉の動向  

５  貧困問題と生活保護制度（１）  

６  貧困問題と生活保護制度（２）  

７  障害者福祉（１）  

８  障害者福祉（２）－ノーマライゼーションを中心に－  

９  児童家庭福祉（１）  

10  児童家庭福祉（２）－少子化（対策）を中心に－  

11  社会福祉援助技術（論）（１）  

12  社会福祉援助技術（論）（２）  

13  介護保険制度  

14  年金保険制度と社会手当  

15  全体のまとめ  

評価方法  期末試験  

テキスト  系統看護学講座 専門基礎分野 健康支援と社会保障制度（３）社会保障・社会福祉、医学

書院  

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点）急速に進展する人口減少・少子高齢化により、我が国

の社会保障・社会福祉の動向も目まぐるしく変動し、将来的なそのあり方についても不透明感を増して

いるように思われます。こうした状況の中で社会保障・社会福祉についての知識と理解を習得し、今よ

りも社会保障・社会福祉に向き合う自分のスタンス（立ち位置）と感性をより確かなものとしてもらい

たい。  

  



科目区分・科目名  専門基礎分野：関係法規  

授業形態  講義  

履修年次・時期  ２年次 後期  

単位数（時間）  ２単位（３０時間）  

担当講師  

（＊印：実務経験有）  

①非常勤講師     １～６回  

②非常勤講師 （＊） ７～９回  

③非常勤講師 （＊） 10～12回  

③専任教員  （＊） 13～15回  

科目目標：１．法の概念を理解できる。  

２．看護職に必要な法令を理解できる。  

３．学習した法令をもとに、看護職としての職務を遂行するための根拠や判断基準がわかる。  

授 業 計 画  

回  内  容  

１～６  １．法の種類と役割  

２．憲法における基本的人権  

３．意思表示と契約  

４．不法行為と損害賠償  

５．家族法：親族と相続  

６．刑法のしくみと刑事責任  

  

 ７～９  １．医療法  

２．医療関係資格法及び保健医療福祉資格法  

３．医療を支える法等  

  

 10～12  １．医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律  

（医薬品医療機器等法）  

２．毒薬及び劇薬取締法  

３．麻薬及び向精神薬取締法等  

４．その他の薬事法  

  

13～15  １．保健師助産師看護師法の理解  

２．看護師等の人材確保の促進に関する法律の理解  

３．労働法と社会基盤整備に関する法律の理解  

  

評価方法  筆記試験・授業態度   

※担当教員毎の配点割合は別に提示する。  

テキスト  

  

①系統看護学講座 専門基礎分野 健康支援と社会保障制度(4)看護関係法令,医学書院.  

②看護六法,新日本法規.  

  

備 考（受講生にのぞむことや受講上の注意点）  

     

  


