
＜科目目標＞ １．成人看護の目的を理解できる。　
２．成人期にある対象の特徴を理解できる。
３．成人保健の動向と成人看護の課題について理解できる。

＜講　　　師＞ 専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 筆記試験

＜テ キ ス ト＞ 系統別看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学（４）成人看護学総論　　医学書院

成人看護の対象 １．成人と生活 15 講義 筆記試験

　１）対象の理解 配点割合

　　（１）生涯発達の特徴 　 　 100%

　　（２）各発達段階の特徴
　　　　①青年期
　　　　②壮年期・中年期
　２）対象の生活

成人保健の動向と １．生活と健康
成人看護の課題 　１）大人の生活から捉える健康  

　　（１）大人の生活状況の特徴
　　（２）大人の健康の状況
　　（３）大人の健康
　２）生活と健康をまもりはぐくむシステム
　　（１）保健・医療・福祉システムの概要
　　（２）保健・医療・福祉システムの連携

成人看護の目的 １．成人への看護アプローチの基本
　１）生活の中で健康行動を生み、はぐくむ援助
　２）健康問題を持つ大人と看護師の人間関係
　３）人々の集団における調和や変化を促す看護アプローチ
　４）チームアプローチ
　５）看護におけるマネジメント
　６）看護実践における倫理的判断
　７）意思決定支援
　８）家族支援
２．ヘルスプロモーションと看護
　１）ヘルスプロモーションと看護
　２）ヘルスプロモーションを促進する看護の場と活動
３．健康をおびやかす要因と看護
　１）健康バランスの構成要素
　２）健康バランスに影響を及ぼす要因
　３）生活行動がもたらす健康問題とその予防

 成人看護学概論  １単位(１５時間）
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＜科目目標＞ １．健康生活の急激な破綻からの回復を促す看護を理解できる。　

２．健康生活の慢性的な揺らぎの再調整を促す看護を理解できる。

３．障害を持ちながらの生活とリハビリテーションを理解できる。

４．生活習慣病を予防するための健康教育の方法を理解できる。

５．慢性病への看護技術を理解できる。

６．侵襲的治療を受ける患者への看護技術を理解できる。

７．情緒的支援の看護技術を理解できる。

＜講　　　師＞ 専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 筆記試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞ 系統別看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学（１）成人看護学総論

成人の健康レベルに １．健康生活の急激な破綻から回復を促す看護 30 講義 　

対応した看護 　１）健康の急激な破綻 演習 配点割合

　２）急激な健康破綻をきたした人の看護 100%

２．健康生活の慢性的な揺らぎの再調整を促す看護

　１）慢性的な健康状態の揺らぎを持つ患者の理解

　２）慢性患者のたえまない取り組み

　３）慢性病との共存の過程を支える看護

３．障害がある人の生活とリハビリテーション

　１）障害がある人とリハビリテーション

　２）障害がある人とその生活を支援する看護

成人の健康生活を １．学習者である患者への看護技術

促すための看護技術 　１）エンパワーメント－エデュケーション

　２）セルフマネジメントを推進する看護技術

　３）患者の認知にはたらきかける看護技術

２．治療過程にある患者への看護技術

　１）主体的治療・療養行動促進の看護技術

　２）治療に伴う苦痛軽減の看護技術

　３）安全・安楽・安心を援助する看護技術

　４）治療に伴う合併症の予防と早期回復のための看護技術

　５）日常生活機能の保護・維持と日常生活再構築に向けた看護技術

　６）身体像（ボディイメージ）の変化に対する看護技術

３．症状マネジメントにおける看護技術

　１）症状マネジメントと看護

　２）症状マネジメントと看護実践モデル

　３）症状マネジメントモデルから導かれた看護のアプローチ

４．がんとの共生を促す看護技術

　１）がんヘルスリテラシーの促進

　２）がんとの共生を支えるセルフヘルプ活動

５．新たな治療法、先端医療と看護

　１）新たな治療法・医療処置の開発・普及

　２）新たな治療法・医療処置を受ける患者・家族の看護
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＜科目目標＞ 1．がん患者と家族の特徴を理解できる。

２．緩和ケアの看護技術を理解できる

３．人生の最期の時を支える看護を理解できる。

４．退院調整の看護技術を理解できる。

５．消化器系に障害を持つ患者の看護を理解できる。

＜講　　　師＞ ①非常勤講師（看護師）　②非常勤講師（看護師）　③非常勤講師（看護師）

④非常勤講師（看護師）　⑤非常勤講師（看護師）　⑥非常勤講師（看護師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞
②系統看護学講座　別巻　　臨床外科看護各論　医学書院

③系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学（５）消化器　医学書院

④系統看護学講座　別巻　緩和ケア　医学書院

がん患者と家族の特徴 １．がん患者と家族の特徴 10 講義 担当講師①

緩和ケアの看護技術 ２．緩和ケアの看護技術 テキスト①④

　１）患者ニーズのアセスメント 配点割合

　２）症状マネジメント 30%

　３）全人的ケアと予期的悲嘆に対するケア

　４）家族ケア

　５）緩和ケアチームアプローチ

終末期看護 ３．人生の最期のときを支える看護

　１）終末期医療の現状

　２）終末期医療における概念

　３）人生の最期のときを過ごしている人の理解

　４）人生の最期のときを支える看護

１．退院支援の看護技術 4 講義 担当講師②

　１）退院支援とはどのような活動か テキスト①

　２）退院支援が必要とされる理由 配点割合

　３）退院支援の具体的方法 10%

１．消化器系に障害を持つ患者の理解 10 講義 担当講師③

　１）患者の特徴 テキスト②③

　２）看護の役割 配点割合

２．患者の看護 40%

　１）症状のある患者の看護

　　（１）嚥下困難のある患者の看護

　　（２）腹痛のある患者の看護

　　（３）吐血・下血のある患者の看護

　　（４）下痢のある患者の看護

　　（５）便秘のある患者の看護

　　（６）腹部膨満のある患者の看護

　　（７）黄疸のある患者の看護

　２）検査を受ける患者の看護

　　（１）造影検査を受ける患者の看護

　　（２）内視鏡検査を受ける患者の看護

　　（３）肝生検を受ける患者の看護

　３）治療を受ける患者の看護

退院支援の看護技術

消化器系に障害を
持つ患者の看護

①系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学（１）成人看護学総論　医学書院
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　　（１）栄養療法・食事療法を受ける患者の看護

　　（２）胃瘻・空腸瘻増設患者の看護

　４）疾患を持つ患者の看護

　　（１）胃食道逆流症患者の看護

　　（２）胃・十二指腸潰瘍患者の看護

　　（３）潰瘍性大腸炎患者の看護

　　（４）急性肝炎患者の看護

　　（５）慢性肝炎患者の看護

　　（６）肝硬変症患者の看護

　　（７）食道静脈瘤が破裂した患者の看護

　　（８）肝がん患者の看護

　　（９）胆嚢炎患者の看護

　　(10）胆汁ドレナージを受ける患者の看護

　　（11）急性膵炎患者の看護

　　（12）慢性膵炎患者の看護

　５）手術療法を受ける患者の看護 4 講義 担当講師④

　　（１）開復術を受ける患者の看護 テキスト②③

　　（２）内視鏡下手術を受ける患者の看護 配点割合

　　（３）消化器手術患者の看護 10%

　　　①食道がん手術

　　　②胃がん手術

　　　③虫垂炎手術

　　　④ヘルニア手術

　　　⑤イレウス手術

　　　⑥大腸がん手術

　　　⑦肝臓の手術を受ける患者の看護

　　　⑧胆道の手術を受ける患者の看護

　　　⑨膵臓の手術を受ける患者の看護

３．ストーマケア 2 講義 担当講師⑤

　１）ストーマ造設術の概要 テキスト②③

　２）手術前の看護・手術後の看護 配点割合

　３）回復期の看護 10%



＜科目目標＞ １．運動器系に障害を持つ患者の看護を理解できる。
２．呼吸器系に障害を持つ患者の看護を理解できる。
３．循環器系に障害を持つ患者の看護を理解できる。

＜講　　　師＞ ①非常勤講師（看護師）②非常勤講師（看護師）　③非常勤講師（看護師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞ 系統看護学講座　　 専門分野Ⅱ　成人看護学（10）運動器
系統看護学講座　　 専門分野Ⅱ　成人看護学（２）呼吸器
系統看護学講座　　 専門分野Ⅱ　成人看護学（３）循環器

運動器系に障害を持つ １．運動器系に障害を持つ患者の理解 10 講義 担当講師①

患者の看護 　１）患者の特徴と看護の役割 配点割合
　　（１）身体的な問題 30%
　　（２）心理・社会的な問題
　　（３）看護の役割
２．患者の看護
　１）症状に対する看護
　　（１）神経麻痺
　　（２）循環障害とフォルクマン拘縮
　　（３）疼痛
　　（４）出血
　　（5）感染
　　（６）深部静脈血栓症
　　（７）褥瘡
　２）検査を受ける患者の看護
　　（１）脊髄造影検査
　　（２）関節造影検査
　３）保存療法を受ける患者の看護
　　（１）ギプス固定を受ける患者の看護
　　（２）副子固定を受ける患者の看護
　　（３）牽引療法を受ける患者の看護
　４）手術を受ける患者の看護
　５）疾患を持つ患者の看護
　　（１）大腿骨頸部骨折・大腿骨転子部骨折患者の看護

　　（２）腰椎椎間板ヘルニア患者の看護
　　（３）脊髄損傷看護の看護
　　（４）骨腫瘍患者の看護
　　（５）腰痛を訴える患者の看護
　６）事例紹介
　　　関節リウマチで人工膝関節置換術を受ける患者の看護

呼吸器系に障害を持つ １．呼吸器系に障害を持つ患者の理解 10 講義 担当講師②

患者の看護 　１）患者の特徴と看護の役割 配点割合
　　（１）身体的な問題 30%
　　（２）心理・社会的な問題
　２）看護の役割
２．患者の看護
　１）症状に対する看護
　　（１）咳嗽・喀痰のある患者の看護
　　（２）呼吸困難のある患者の看護
　２）検査を受ける患者の看護
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　　（１）内視鏡検査を受ける患者の看護
　　（２）肺組織の生検を受ける患者の看護
　３）治療・処置を受ける患者の看護
　　（１）吸入療法を受ける患者の看護
　　（２）酸素療法を受ける患者の看護
　　（３）人工呼吸器を装着する患者の看護
　　（４）気管切開を受ける患者の看護
　　（５）胸腔ドレナージを受ける患者の看護
　　（６）手術を受ける患者の看護
　３）疾患を持つ患者の看護
　　（１）肺炎患者の看護
　　（２）結核患者の看護
　　（３）気管支喘息患者の看護
　　（４）慢性閉塞性肺疾患患者の看護
　　（５）肺血栓塞栓症患者の看護
　　（６）肺がん患者の看護
　　（７）自然気胸患者の看護

循環器系に障害を持つ １．循環器系に障害を持つ患者の理解 10 講義 担当講師②

患者の看護 　１）患者の特徴と看護の役割 配点割合
　　（１）身体的な問題 40%
　　（２）心理・社会的な問題
　２）看護の役割
２．患者の看護
　１）症状に対する看護
　　（１）胸痛
　　（２）動悸
　　（３）浮腫
　　（４）呼吸困難
　　（５）チアノーゼ
　３）検査を受ける患者の看護
　　（１）心臓カテーテル法を受ける患者の看護
　　（２）心電図を受ける患者の看護
　　（３）血液ガス分析を受ける患者の看護
　４）治療を受ける患者の看護
　　（１）冠動脈バイパス術を受ける患者の看護
　　（２）弁置換術・弁形成術を受ける患者の看護
　　（３）血栓除去術を受ける患者の看護
　５）疾患を持つ患者の看護
　　（１）虚血性心疾患患者の看護
　　（２）心不全患者の看護
　　（３）血圧異常患者の看護
　　（４）不整脈患者の看護
　　（８）動脈系疾患患者の看護
　６）心臓リハビリテーションと看護



＜科目目標＞ １．血液・造血器系に障害を持つ患者の看護を理解できる。

２．脳神経系に障害を持つ患者の看護を理解できる。

３．内分泌・代謝に障害を持つ患者の看護を理解できる。

４．女性生殖器系に障害を持つ患者の看護を理解できる。

＜講　　　師＞ ①非常勤講師（看護師）　②非常勤講師（看護師）　③非常勤講師（看護師）

④非常勤講師（看護師）　⑤非常勤講師（看護師）　⑥非常勤講師（看護師）

＜評価方法＞ 期末試験、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（４）血液・造血器

②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

③系統看護学講座　　 専門分野Ⅱ　成人看護学（５）脳神経

④系統看護学講座　　 専門分野Ⅱ　成人看護学（６）内分泌・代謝

⑤系統看護学講座　　 専門分野Ⅱ　成人看護学（５）女性生殖器

１．血液・造血器系に障害を持つ患者の看護 4 講義 担当講師①

　１）主要症状を有する患者の看護 テキスト①

　　（１）貧血のある患者の看護 配点割合

　　（２）出血傾向のある患者の看護 15%

　　（３）白血球減少のある患者の看護

　２）検査を受ける患者の看護

　　（１）白血病・悪性リンパ腫患者の検査

　　（２）主要な検査と看護

　　　①骨髄穿刺

　　　②骨髄生検

　３）造血器腫瘍患者の看護

　　（１）造血器腫瘍患者の意思決定支援

　　（２）がん薬物療法と看護

　　（３）放射線療法と看護

　　（４）造血幹細胞移植を受ける患者の看護

　　（５）輸血療法

　　（６）白血病患者の看護

　　（７）悪性リンパ腫患者の看護

　　（８）治療が期待できなくなったとき

１．ＨＩＶ／ＡＩＤＳ患者の病期に応じた看護 2 講義 担当講師⑥

　１）急性感染期 テキスト②

　２）無症候期 配点割合

　３）エイズ発症期 5%

１．脳神経系に障害を持つ患者の看護 8 講義 担当講師②

　１）疾病の経過と看護 テキスト③

　２）症状・障害を持つ患者の看護 配点割合

　　（１）意識障害のある患者の看護 25%

　　（２）言語障害のある患者の看護

　　（３）運動麻痺のある患者の看護

　　（４）運動失調のある患者の看護

　　（５）けいれんのある患者の看護

　　（６）筋力低下のある患者の看護

　　（７）感覚障害のある患者の看護

 成人看護学方法論Ⅳ  １単位(３０時間）

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点

血液・造血器に障害
のある患者の看護

感染症疾患を持つ
患者の看護

脳神経系に障害を
持つ患者の看護



単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点

　　（８）嚥下障害のある患者の看護

　　（９）排尿障害のある患者の看護

　　（１０）呼吸障害のある患者の看護

　　（１１）頭蓋内圧亢進のある患者の看護

　３）治療・処置を受ける患者の看護

　　（１）開頭手術を受ける患者の看護

　　（２）内科的治療を受ける患者の看護

　　（３）化学療法・放射線療法を受ける患者の看護

　４）疾患を持つ患者の看護 2 講義
　　（１）クモ膜下出血患者の看護 担当講師③

　　（２）脳梗塞患者の看護 テキスト③

　　（３）脳腫瘍患者の看護 配点割合

　　（４）頭部外傷患者の看護 5%

１．内分泌・代謝障害のある患者の看護 8 講義 担当講師④

　１）疾患の経過と看護 テキスト④

　２）内分泌疾患患者の看護 配点割合

　　（１）内分泌疾患の検査を受ける患者の看護 30%

　　（２）下垂体疾患患者の看護

　　（３）甲状腺疾患患者の看護

　　（４）副甲状腺疾患患者の看護

　　（５）副腎疾患患者の看護

　３）代謝疾患患者の看護

　　（１）糖尿病患者の看護

　　（２）脂質異常症患者の看護

　　（３）肥満患者の看護

　　（４）尿酸代謝異常患者の看護

１．女性生殖器系に障害を持つ患者の看護 6 講義 担当講師⑤

　１）疾患の経過と看護 テキスト⑤

　２）診療介助における看護 配点割合

　　（１）外診時の看護 20%

　　（２）内診時の看護

　　（３）検査・処置時の看護

　４）症状とその病態に対する看護

　　（１）性器出血

　　（２）リンパ浮腫

　５）臓器別疾患・機能的疾患患者の看護

　　（１）外陰部疾患患者の看護

　　（２）膣疾患患者の看護

　　（３）乳房疾患患者の看護

　　（４）月経異常・月経随伴症状患者の看護
　　（５）高齢女性に起こりやすい女性生殖器系疾患患者の看護

　６）手術を受ける患者の看護

　　（１）外性器・内性器の手術

　　（２）乳房の手術

　７）化学療法を受ける患者の看護

　８）放射線療法を受ける患者の看護

　９）ホルモン療法を受ける患者の看護

女性生殖器系に障
害を持つ患者の看
護

内分泌・代謝に障害
のある患者の看護



＜科目目標＞ １．成人期にある対象の看護過程の展開方法を理解できる。

＜講　　　師＞ ①専任教員（看護師）　②専任教員（看護師）

＜評価方法＞ グループワーク、授業態度

＜テ キ ス ト＞ ①系統看護学講座　専門分野Ⅰ　基礎看護学（４）臨床看護総論

②系統看護学講座　別巻　臨床外科看護総論

③系統看護学講座　別巻　臨床外科看護各論ｎ

④系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学（５）消化器

⑤系統看護学講座　専門分野Ⅱ　成人看護学（２）呼吸器

急性・回復期過程 １．成人期の特徴 15 講義 担当講師①

２．看護過程展開 ＧＷ 配点割合

　１）情報の分析・解釈 50%

　２）看護問題立案

　３）計画立案

　４）実施・評価

　５）発表

慢性期過程 １．看護過程展開 15 講義 担当講師②

　１）情報の分析・解釈 ＧＷ 配点割合

　２）看護問題立案 50%

　３）計画立案

　４）実施・評価

　５）発表

 成人看護学方法論Ⅴ １単位(３０時間）

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



＜科目目標＞ １．老年看護の目的を理解できる。

２．老年看護の対象の特徴を理解できる。

３．高齢者と家族を取り巻く社会と老年看護の課題を理解できる。

＜講　　　師＞ 専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 筆記試験　授業態度

＜テ キ ス ト＞ 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　老年看護学、医学書院

老いについて １．老いるということ 15 講義

　１）加齢と老化

　２）身体的側面の変化 　

　３）心理的側面の変化

　４）社会的側面の変化

２．老いを生きるということ

　１）老年期とは

　２）老年期の発達課題

　３）老年期の健康と生活

超高齢社会と １．超高齢社会の統計的輪郭

社会保障 　１）高齢化率からみる超高齢社会

　２）高齢者のいる世帯

　３）高齢者の健康状態

　４）高齢者の死亡

　５）高齢者の暮らし

２．高齢社会における保健医療福祉の動向

　１）保健医療福祉システムの構築

　２）高齢者を支える職種と活動の多様化

　３）高齢者とソーシャルサポート

３．高齢者の権利擁護

　１）高齢者に対するスティグマと差別

　２）高齢者虐待

　３）身体拘束

　４）権利擁護のための制度

老年看護のなりたち １．老年看護のなりたち

　１）老年看護の定義

２．老年看護の役割

　１)老年看護の４つの側面

　２）老年看護の特徴

３．老年看護における理論・概念の活用

４．老年看護に携わる者の責務

高齢者のヘルス １．ヘルスアセスメントの基本

アセスメント 　１）高齢者総合機能評価（CGA)

２．身体の加齢変化とアセスメント   

　１）皮膚とその付属器

 老年看護学概論  １単位（１５時間）

授業
時間

授業
形態

単　元 内　　　容
受講上の
留意点



授業
時間

授業
形態

単　元 内　　　容
受講上の
留意点

　２）視聴覚とそのほかの感覚

　３）循環系

　４）呼吸器系

　５）消化器系

　６）ホルモンの分泌

　７）泌尿生殖器

　８）運動系

健康逸脱からの １．症候のアセスメントと看護

回復を促す看護 　１）発熱

　２）痛み

　３）瘙痒（かゆみ）

　４）脱水

　５）嘔吐

　６）浮腫

　７）倦怠感

　８）褥瘡



＜科目目標＞ １．高齢者の日常生活の援助方法を理解できる

２．高齢者の経過別看護を理解できる

＜講　　　師＞ 専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 筆記試験　授業態度

＜テ キ ス ト＞ 系統看護学講座　専門分野Ⅱ　老年看護学、医学書院

系統看護学講座　専門分野Ⅱ　老年看護　病態・疾患論、医学書院

１．日常生活を支える基本的活動 30 講義

　１）基本動作と環境のアセスメント 演習 　

　２）転倒のアセスメントと看護 　

　３）廃用症候群のアセスメントと看護

２．食事・食生活

　１）食生活の意義

　２）高齢者に特徴的な変調

　３）食生活のアセスメント

　４）食生活の支援

３．排泄

　１）排泄ケアの基本

　２）排尿障害のアセスメントとケア

　３）排便障害のアセスメントとケア

４．清潔

　１）清潔の意義

　２）高齢者に特徴的な変調

　３）清潔のアセスメント

　４）清潔の援助

５．生活リズム

　１）高齢者と生活リズム

　２）高齢者に特徴的な変調

　３）生活リズムのアセスメント

　４）生活リズムを整える看護

６．コミュニケーション

　１）高齢者とのコミュニケーションの特徴とかかわり方

　２）高齢者におこりやすいコミュニケーション障害

　３）高齢者の状態・状況に応じたコミュニケーション

　　　の方法

７．セクシュアリティ

　１）高齢者におけるセクシュアリティ

　２）高齢者の性に関する問題

　３）セクシュアリティのアセスメントと看護

８．社会参加

　１）高齢化の現状と目ざす社会の方向性

　２）地域における高齢者の社会参加

高齢者の生活機能
を整える看護

 老年看護学方法論Ⅰ　１単位（３０時間）

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点

１．検査を受ける高齢者の看護

　１）検査を受ける高齢者への援助

２．薬物療法を受ける高齢者の看護

　１）高齢者に特徴的な薬物有害事象

　２）薬物療法における援助

３．手術療法を受ける高齢者の看護

　１）手術を受ける高齢者の特徴

　２）術前の看護マネジメント

　３）術後の看護マネジメント

４．リハビリテ―ションを受ける高齢者の看護

５．入院治療を受ける高齢者の看護

１．エンドオブライフケアとは 　 　

２．意思決定への支援 　

３．末期段階に求められる援助

　１）末期段階の苦痛を緩和するケア

　２）家族への支援 　

治療を必要とする高
齢者の看護

エンドオブライフケア



＜科目目標＞ １．高齢者に多くみられる健康障害（腎・泌尿器系、感覚器系）の看護を理解できる。

２．認知症のある患者の看護を理解できる。

＜講　　　師＞ ①非常勤講師（看護師）　②非常勤講師（看護師）　③非常勤講師（看護師）

④非常勤講師（看護師）　⑤非常勤講師（看護師）　⑥非常勤講師（看護師）

＜評価方法＞ 筆記試験

＜テ キ ス ト＞ ①系統看護学講座　　 専門分野Ⅱ　老年看護　病態・疾患論、医学書院

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

③系統看護学講座　　 専門分野Ⅱ　成人看護学（１２）皮膚、医学書院

④系統看護学講座　　 専門分野Ⅱ　成人看護学（１３）眼、医学書院

⑤系統看護学講座　　 専門分野Ⅱ　成人看護学（１４）耳鼻咽喉、医学書院

１．症状に対する看護 6 講義 担当講師①

　１）浮腫のある患者の看護 テキスト①②
　2）下部尿路症状のある患者の看護 配点割合

  3)尿の性状異常のある患者の看護 25%

２．検査を受ける患者の看護

　１）尿検査を受ける患者の看護

　 　２）膀胱鏡検査を受ける患者の看護

　３）画像検査を受ける患者の看護

　４）生検を受ける患者の看護

　５）尿流動態検査を受ける患者の看護

３．治療・処置を受ける患者の看護

　１）食事療法・運動療法を受ける患者の看護

　２）薬物療法を受ける患者の看護

４．疾患を持つ患者の看護

　１）ネフローゼ症候群患者の看護

　２）急性腎不全・急性腎障害患者の看護

　３）慢性腎不全・慢性腎障害患者の看護

　４）炎症性疾患患者の看護

５．透析治療を受ける患者の看護

（外科） １．手術を受ける患者の看護 4 講義 担当講師②

　１）膀胱の手術を受ける患者の看護 テキスト①②

　２）前立腺の手術を受ける患者の看護 配点割合

　３）腎臓の手術を受ける患者の看護 10%

　４）尿路結石の手術を受ける患者の看護

　５）腎移植を受ける患者の看護

１．症状に対する看護 6 講義 担当講師③

２．検査を受ける患者の看護 テキスト①⑤

　１）咽頭・喉頭のファイバースコープ検査時の看護 配点割合

　２）聴力および平衡機能検査時の看護 20%

　 ３．治療を受ける患者の看護 　
　１）音声ならびに嚥下の障害に対するリハビリテーションと看護 　

　２）がん集学的治療を受ける患者の看護
　３）内視鏡手術およびマイクロサージャリ―を受ける患者の看護

４．疾患を持つ患者の看護

　１）難聴のある患者の看護

腎・泌尿器系に障害
を持つ患者の看護
（内科）

感覚器系に障害を
持つ患者の看護
（耳鼻咽喉）

 老年看護学方法論Ⅱ　１単位（３０時間）

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点

　２）メニエール病患者の看護

　３）慢性副鼻腔炎患者の看護

　４）上顎がん患者の看護

　５）下咽頭がん患者の看護

５．摂食・嚥下障害患者の看護

　１）嚥下障害の原因となる疾患・手術

　２）嚥下障害のアセスメント

　３）嚥下障害患者の看護

（眼） １．症状に対する看護 4 講義 担当講師④

　１）視機能に関連した症状の看護 テキスト①④

２．検査を受ける患者の看護 配点割合

３．治療・処置を受ける患者の看護 10%

４．疾患を持つ患者の看護

　１）白内障患者の看護

　２）緑内障患者の看護

　３）網膜剥離患者の看護

　４）糖尿病性網膜症患者の看護

５．ロービジョンケア

（皮膚） １．スキンケア 4 講義 担当講師⑤

２．症状に対する看護 テキスト①③

３．検査を受ける患者の看護 配点割合

　１）アレルギー検査を受ける患者の看護 10%

４．治療・処置を受ける患者の看護

　１）内服療法を受ける患者の看護

　２）外用療法を受ける患者の看護

　３）手術療法を受ける患者の看護

５．疾患を持つ患者の看護

　１）アトピー性皮膚炎患者の看護

　２）熱傷患者の看護

　３）悪性黒色腫患者の看護

６．褥瘡患者の看護

　１）褥瘡の予防とケアの動向

　２）褥瘡ケアの実際

１．認知機能障害のある高齢者の看護 6 講義 担当講師⑥

　１）うつ テキスト①

　２）せん妄 配点割合

　３）認知症 25%

　（１）認知症とは

　（２）認知症の症状

　（３）認知症の病態・診断・治療・予防

　（４）認知機能および生活機能の評価

　（５）認知症の看護

　（６）急性期一般病棟での援助

　（７）家族への支援とサポートシステム

認知機能障害のあ
る高齢者の看護



＜科目目標＞ １．介護老人保健施設・福祉施設での看護の役割を理解できる。

２．機能障害を持ちながら生活する人の看護を理解できる。

３．老年期にある対象の看護過程の展開方法を理解できる。

＜講　　　師＞ ①非常勤講師（看護師）　②非常勤講師（看護師）　③非常勤講師（看護師）

＜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　老年看護学、医学書院

②系統看護学講座専門分野Ⅱ　成人看護学（７）　脳神経、医学書院

③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。

１．高齢者とヘルスプロモーション 6 講義 担当講師①

　１）老年期のヘルスプロモーション テキスト①

　２）介護予防とヘルスプロモーション 配点割合

　３）「住み慣れた場所で最期まで」を実現する 40%

　　地域包括ケア

２．保健医療福祉施設および居住施設における看護

　１）介護保険施設

　２）地域密着型サービス

　３）住まい

３．治療・介護を必要とする高齢者と家族への看護

　１）家族の健康と生活

　２）家族への援助

４．多職種連携実践による活動

１．筋ジストロフィー患者の看護 2 講義 担当講師②

　１）アセスメント テキスト①②

　２）看護目標

　３）看護活動

２．筋萎縮性側索硬化症患者の看護 4 講義 担当講師③

　１）アセスメント テキスト①②

　２）看護目標

　３）看護活動

３．多発性硬化症患者の看護

　１）アセスメント

　２）看護目標

　３）看護活動

４．パーキンソン患者の看護 　 　 　

　１）ホーン－ヤールの重症度分類がⅢ・Ⅳ期の場合 　

　２）ホーン－ヤールの重症度分類がⅤ期の場合

５．髄膜炎患者の看護

　１）アセスメント

　２）看護目標

　３）看護活動

 老年看護学方法論Ⅲ　１単位（３０時間）

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点

(担当講師②③
の内容含む）

生活・療養の場に
おける看護

機能障害を持ちな
がら生活する人の
看護



単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点

２．看護過程展開（大腿骨頸部骨折患者の看護） 20 講義 担当講師④

　１）情報の分析・解釈 ＧＷ テキスト①③

　２）看護問題立案 配点割合

　３）計画立案 60%

　４）実施・評価（演習含む）

　５）発表

看護過程の展開



＜科目目標＞ １．小児看護の目的を理解できる。

２．子どもの成長・発達と小児各期の特徴を理解できる。

３．子どもにとっての家族の機能と役割を理解できる。

４．子どもと家族をとりまく社会と小児看護の課題を考えることができる。

＜講　　　師＞ 専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞

厚生労働統計協会：厚生の指標 増刊 国民衛生の動向

小児看護の特徴 １．小児看護の対象 15 講義

２．小児看護の目標と役割

３．小児と家族の諸統計

４．小児看護の変遷

　１）諸外国の児童観・小児医療の変遷

　２）我が国の児童観・育児観の変遷

　３）我が国の小児医療の変遷

　４）小児看護の変遷

５．小児看護における倫理

　１）子どもの権利

　　①人権に関する法律

　　②児童の権利に関する条約

　２）医療現場で起こりやすい問題点と看護

６．小児看護の課題

１．成長・発達とは

２．成長・発達の進み方（一般的原則）

３．成長・発達に影響する因子

５．発達の評価

子どもの栄養 １．子どもにとっての栄養の意義

２．子どもと食育

３．栄養摂取基準

４．発達段階別の子どもの栄養の特徴と看護

遊びと学習 １．子どもにとっての遊びの意義

２．遊びの発達

３．遊びの援助方法

４．子どもの事故防止と安全対策

家族の特徴と １．子どもにとっての家族とは

アセスメント 　　①家族の機能　　②現代家族の特徴

２．家族アセスメント

１．児童福祉

２．医療費の支援

３．予防接種

４．学校保健

５．特別支援教育

６．臓器移植法

子どもの成長・発達

子どもと家族を取り
巻く社会

小児看護学概論　　１単位　（１５時間）

系統看護学講座　専門部門Ⅱ小児看護学（１）小児看護学概論　小児臨床看護総
論、医学書院

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



＜科目目標＞ １．子どもの健全な生活を理解し、よりよい成長・発達を促す援助方法を理解できる。

＜講　　　師＞ 専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 定期試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞

１．乳児期 26 講義

　１）成長・発達の特徴　　　　　 演習

　２）乳児の成長発達に合わせた援助方法

　　　①日常生活の世話

　　　②遊びの支援

　　　③事故防止　　

　　　④乳幼児突然死症候群とその予防

　　　⑤育児支援

２．幼児期

　１）成長・発達の特徴　　　　　

　２）幼児の成長発達に合わせた援助方法

　　　①日常生活の世話　　②遊びと運動の支援

　　　③予防接種　　　　　④生活習慣の改善

３．学童期

　１）成長・発達の特徴　　　　　

　２）学童の成長発達に合わせた援助方法

　３）学童を取り巻く諸環境

４．思春期・青年期

　１）成長・発達の特徴　　　　　

　２）思春期・青年期の成長発達に合わせた援助方法

１．入院中の子どもと家族の看護

２．外来における子どもと家族の看護

３．虐待への気づきと重症化予防にむけての対応

１．病気・疾患が子どもと家族に与える影響

２．子どもの健康問題と看護

１．慢性期にある子どもと家族の看護

２．急性期にある子どもと家族の看護

３．周手術期の子どもと家族の看護

４．終末期の子どもと家族の看護 　 　

子どものアセスメント １．アセスメントに必要な技術 4 演習

　　①コミュニケーション

　　②バイタルサイン

　　③身体測定

２．身体的アセスメント

　　①一般状態　

　　②小児のフィジカルアセスメント

小児各期における成長・
発達の特徴と養育および
看護

病気・障害をもつ子どもと
家族の看護

子どもにおける疾病の経
過と看護

小児看護学方法論Ⅰ　　１単位　（３０時間）

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点

外来受診や入院を必要と
する子どもと家族の看護

２．外来受診・入院時の子どもと家族の看護を理解することができる。

系統看護学講座　専門部門Ⅱ小児看護学（１）小児看護学概論　小児臨床
看護総論、医学書院



＜科目目標＞ 小児に多くみられる疾患の病態生理、検査・治療について理解できる。
＜講　　　師＞ ①非常勤講師（医師）　②非常勤講師（医師）　③非常勤講師（医師）

④非常勤講師（医師）　⑤非常勤講師（医師）
＜評価方法＞ 期末試験、授業態度
＜テ キ ス ト＞

１．出生前疾患 6 講義 担当講師①
２．新生児疾患 配点割合
　　（未熟児医療を含む） 20%
３．先天性心疾患 　
４．循環器疾患（川崎病） 10 講義 担当講師②
５．小児科疾患 配点割合
　１）代謝性疾患 30%
　２）内分泌疾患 　
　３）免疫・アレルギー性疾患
　４）血液・造血器疾患
　５）悪性新生物(造血器腫瘍、ｳｲﾙﾑｽ腫瘍）
　６）腎・泌尿器・生殖器疾患（ネフローゼ）
６．小児の感染症 6 講義 担当講師③
　１）ウイルス感染症 配点割合
　２）細菌感染症 20%
　３）真菌感染症
　４）呼吸器感染症
　５）消化器疾患
　①乳児下痢症
　②感染性胃腸炎
７．小児外科疾患 6 講義 担当講師④
　１）先天性胆道閉塞症　　　　　 配点割合
　２）肥厚性幽門狭窄症　　　　 20%
　３）鼠径ヘルニア
　４）腸重積
８．形成外科疾患 2 講義 担当講師⑤
　１）口唇裂・口蓋裂　　　　　　　 配点割合
　２）合指症・多指症 10%
　３）母斑など

小児疾患の病態生
理、検査・治療

小児看護学方法論Ⅱ　　１単位　（３０時間）

系統看護学講座　専門部門Ⅱ　小児臨床看護各論、医学書院

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



＜科目目標＞ １．子どもの症状別看護を理解できる。

２．検査や処置を受ける子どもの看護を理解できる。

３．健康障害をもつ子どもの生活と家族への援助方法を理解できる。

４．小児期にある対象の看護過程の展開を理解できる。

＜講　　　師＞ ①非常勤講師（看護師）　②非常勤講師（看護師）　③非常勤講師（看護師）

④非常勤講師（看護師）　⑤専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 定期試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞

１．一般状態 6 講義 担当講師①

２．痛み           配点割合

３．呼吸・循環系の症状 20%

４．神経・筋症状（けいれん・意識障害） 　

５．発熱＜例：肺炎＞

６．消化器症状（嘔吐・下痢）　＜例：乳児下痢症＞

７．水分・電解質異常（脱水・浮腫）　＜例：ネフローゼ＞

８．血液（出血・貧血）　＜例：白血病＞

９．その他（発疹・黄疸）

１．小児における検査処置総論 6 講義 担当講師②

２．薬物動態と薬用量の決定 配点割合

３．おもな検査・処置 20%

１．在宅療養中の子どもと家族の看護 4 担当講師③

２．災害時の子どもと家族の看護 配点割合

20%

１．障害のとらえ方 2 担当講師④

２．障害のある子どもと家族の看護 　

３．生涯のある子どもと家族の社会的支援 　

４．重症心身障害児（者）の治療と看護　（政策医療） 　

　１）重症心身障害児（者）の治療と看護の意義

　２）重症心身障害児（者）に関する歴史と法律

　３）重症心身障害児（者）の実態

　４）重症心身障害児（者）の看護

　　（１）療養環境の調整

　　　①人権の尊重　　②安全　③プライバシーの保護

　　（２）重症心身障害児（者）の日常生活の援助の方法

　　　①身体の拘縮・変形のある患者の体位変換

　　　②身体の拘縮・変形のある患者のおむつ交換

　　　③食事の援助    　④リラクゼーション

　　　⑤障害の評価   　⑥理学療法

　５）関係部門・機関との連携

　６）家族の心理的アプローチ

症状を示す子ど
もの看護

検査・処置をうけ
る子どもの看護

子どもの状況（環
境）に特徴づけら
れる看護

障害のある子ども
と家族の看護

小児看護学方法論Ⅲ　　１単位　（３０時間）

系統看護学講座　専門部門Ⅱ小児看護学概論　小児臨床看護総論、医学書院

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点

１．ネフローゼ症候群の子どもの看護 12 演習 担当講師⑤

　　①患者についての情報と解釈分析 配点割合

　　②看護過程の展開 40%

事例における看
護過程の展開



＜科目目標＞ １．母性看護の目的を理解できる。

２．母性看護の対象を取り巻く社会の変遷と現状を理解できる｡

３．女性のライフステージ各期における健康と看護を理解できる。

４．女性の健康問題とその看護について考えることができる。

＜講　　　師＞ 専任教員（助産師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞

　 厚生労働統計協会：厚生の指標 増刊 国民衛生の動向

１．母性とは 15 講義

２．母子関係と家族発達

３．セクシュアリティ

４．リプロダクティブヘルス/ライツ

５．ヘルスプロモーション

６．母性看護のあり方

７．母性看護における倫理

１．母性看護の歴史的変遷と現状　　

２．母性看護の対象を取り巻く環境と母性看護の課題

　

１．女性のライフサイクルに伴う形態・機能の変化

２．女性のライフサイクルと家族

３．母性の発達・成熟・継承

１．思春期の健康と看護

２．成熟期の健康と看護

３．更年期の健康と看護

４．老年期の健康と看護

１．家族計画

２．性感染症とその予防

３．HIVに感染した女性に対する看護

４．人工妊娠中絶と看護

５．喫煙女性の健康と看護

６．性暴力を受けた女性に対する看護

７．児童虐待と看護

８．国際化社会と看護

リプロダクティブヘ
ルスケア

母性看護学概論　　１単位　（１５時間）

授業
時間

授業
形態

単　　元 内　　　容
受講上の
留意点

系統看護学講座　専門部門Ⅱ母性看護学概論、医学書院

母性看護の基盤
となる概念

母性看護の対象
を取り巻く社会の
変遷と現状

母性看護の対象
理解

女性のライフス
テージ各期にお
ける看護



＜科目目標＞ １．正常妊娠の看護を理解できる｡

２．正常分娩の看護を理解できる｡

＜講　　　師＞ ①非常勤講師（医師）　②非常勤講師（医師）　③専任教員（助産師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞

正常妊娠 １．妊娠期の身体的特性 4 講義 担当講師①

　　１）妊娠の生理 配点割合

　　２）胎児の発育とその生理 20%

　　３）母体の生理的変化

２．妊婦と胎児の診断とその方法

　　１）妊娠経過の診断 　　　＊NSTを含む

　　２）胎児の発育と健康状態の診断

正常分娩 １．分娩の要素 2 講義 担当講師②

　　１）分娩とは 配点割合

　　２）分娩の３要素 10%

　　３）胎児と子宮および骨盤との関係

　　４）分娩の機序

２．分娩経過の診断とその方法

　　１）分娩の進行と産婦の身体的変化

　　２）胎児に及ぼす影響

正常妊娠の看護 ３．妊娠期の心理・社会的特性 24 講義 担当講師③

　　１）妊婦の心理的特徴 配点割合

　　２）妊婦と家族および社会 80%

４．妊婦と胎児のアセスメント

　　１）妊婦と胎児の健康状態のアセスメント

　　　　＊妊婦健康診査を含む

　　２）妊婦と家族の心理・社会面のアセスメント

　　３）妊娠期のアセスメントの重要性

５．妊婦と家族の看護

　　１）妊婦がうける母子保健サービス

　　２）妊婦の保健相談の実際

　　３）親になるための準備教育

正常分娩の看護 ３．分娩期の心理・社会的変化 　 　

　　１）産痛のしくみと産痛緩和法

　　２）産婦の心理・社会的変化 　

４．産婦・胎児、家族のアセスメント 　

　　１）産婦と胎児の健康状態のアセスメント

　　２）産婦と家族の心理・社会面のアセスメント

５．産婦と家族の看護

　　１）看護目標と産婦のニード

　　２）安全分娩への看護

　　３）安楽な分娩への看護

　　４）出産体験が肯定的になる（よいお産になる）ための看護

　　５）基本的ニードに関する看護

　　６）家族発達を促す看護

母性看護学方法論Ⅰ　１単位　（３０時間）  

系統看護学講座　専門部門Ⅱ母性看護学各論　、医学書院

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



＜科目目標＞ １．正常新生児の看護を理解できる。

２．正常産褥の看護を理解できる｡

３．正常産褥における基礎的育児技術を習得できる｡

４．正常産褥期にある対象の看護過程の展開を理解できる｡

＜講　　　師＞ 専任教員（助産師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞

正常新生児の看護 １．新生児の生理 22 講義 配点割合

　　１）新生児とは 90%

　　２）新生児の形態・機能

２．新生児のアセスメント

　　１）新生児の診断

　　２）新生児の健康状態のアセスメント

３．新生児の看護

　　１）出生直後の看護

　　２）出生後から退院時までの看護

産褥期における看護 １．産褥経過 　 　 　

　　１）産褥期の身体的変化 　

　　２）産褥期の心理・社会的変化

２．褥婦のアセスメント

　　１）産褥経過の診断

　　２）褥婦の健康状態のアセスメント

３．褥婦と家族の看護

　　１）身体機能回復および進行性変化への看護

　　２）児との関係確立への看護

　　３）育児技術に関わる援助

　　＊児の抱き方・衣服着脱・おむつ交換・沐浴　演習

　　４）家族関係再構築への看護

４．施設退院後の看護

看護過程の展開 １．正常産褥の看護過程展開 8 演習 配点割合

　　１）母性看護における看護過程の考え方 10%

　　２）看護過程展開の演習

母性看護学方法論Ⅱ　１単位　（３０時間）

系統看護学講座　専門部門Ⅱ母性看護学各論　、医学書院

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



＜科目目標＞ １．不妊治療とその看護を理解できる。

２．妊娠期の主な異常と看護を理解できる｡

３．分娩期の主な異常と看護を理解できる｡

４．新生児期の主な異常と看護を理解できる｡

５．産褥期の主な異常と看護を理解できる｡

＜講　　　師＞

④非常勤講師（助産師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞

不妊治療と看護 １．不妊治療と看護 8 講義 担当講師①

　　１）不妊とその原因 配点割合

　　２）不妊検査と不妊治療 30%

　　３)不妊治療を受けている女性・夫婦の看護 　

異常妊娠 １．妊娠の異常と看護 　 　

　　１）ハイリスク妊娠

　　２）妊娠期の感染症

　　３）妊娠疾患

　　４）多胎妊娠

　　５）妊娠持続期間の異常

　　６）子宮外妊娠

異常分娩 １．分娩の異常と看護 6 講義 担当講師②

　　１）産道の異常 配点割合

　　２）娩出力の異常 20%

　　３）胎児の異常による分娩障害

　　４）胎児の付属物の異常

　　５）胎児機能不全

　　６）分娩時の損傷

　　７）分娩第3期および分娩直後の異常

　　８）分娩時異常出血

　　９）産科処置と産科手術

異常産褥 １．産褥の異常と看護 　 　

　　１）子宮復古不全 　

　　２）産褥期の発熱 　

　　３）産褥血栓症 　

　　４）精神障害

異常妊娠の看護 １．ハイリスク妊婦の看護 8 担当講師③

異常分娩の看護 １．異常のある産婦の看護 配点割合

２．急速遂娩を受ける産婦の看護 30%

３．分娩時異常出血のある産婦の看護 　

異常産褥の看護 １．異常のある褥婦の看護 8 担当講師③

２．精神障害合併妊婦と家族の看護 配点割合

　　１）精神障害の増悪因子 20%

　　２）精神障害と妊娠への影響 　

新生児の異常と 1．低出生体重児の看護

看護 ２．高ビリルビン血症児の看護

母性看護学方法論Ⅲ　１単位　（３０時間）　

①非常勤講師（医師）　②非常勤講師（医師）　③非常勤講師（助産師）

系統看護学講座　専門部門Ⅱ母性看護学各論　、医学書院

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



＜科目目標＞ １．精神看護の目的を理解できる。

２．精神看護の対象を理解できる。

３．精神の健康と障害を理解できる。

４．人間の心のはたらきについて理解できる。

５．精神保健医療福祉の変遷と現状を理解できる。

＜講　　　師＞ 専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞ ①系統看護学講座　精神看護学① 精神看護の基礎、医学書院

②系統看護学講座　精神看護学② 精神看護の展開、医学書院

１．「心のケア」と現代社会 15 講義

２．精神看護学とその課題

３．精神障害とは

精神の健康と障害 １．精神の健康とは

　１）「ふつう」というものさし

　２）精神の健康と障害の3つの側面

　３）精神健康の基準

２．精神障害の体験

３．精神障害のとらえ方

人間の心のはたらき １．人間の心の諸活動

　１）人格と気質

　２）意識と認知機能

　３）感情

　４）心の理論

２．心のしくみと人格の発達

　１）自我の構造

　２）不安と防衛

　３）発達理論（フロイト・エリクソン）

社会の中の精神障害 １．日本の精神保健福祉の変遷

　１）戦後日本の精神保健福祉

　２）精神保健福祉の現在と今後

２．精神障害と法制度

　１）権利擁護に関する法律と制度

　２）民法における成年後見制度

　３）精神保健福祉法における精神科病院・

　　　入院形態

　４）法律・制度における課題

１．がんと精神症状

２．看護カウンセリング

３．リエゾン精神看護

現代社会における精
神保健と精神看護

精神科以外での精神
看護

精神看護学概論　　１単位　（１５時間）

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



＜科目目標＞ １．精神看護における対象の特徴と援助方法を理解できる。

２．精神看護を支える環境について理解できる。

＜講　　　師＞ 専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞ ①系統看護学講座　精神看護学① 精神看護の基礎、医学書院

②系統看護学講座　精神看護学② 精神看護の展開、医学書院

１．対象関係論 28 講義

　１）投影同一化と妄想分裂態勢

　２）ほどよい母親と偽りの自己

２．土居健郎の「甘え」理論

心の危機とストレス １．危機理論とストレス理論

　１）危機の考え方

　２）ストレスへの対処（コーピング）

　３）ストレスとしての心的外傷（トラウマ）

　４）カプランの３つの予防概念

１．家族形態と家族の役割

　１）家族の多様性

　２）家族と健康

　３）家族療法の考え方

２．人間と集団

　１）集団の中の自己

　２）グループダイナミクス

　３）グループの実践

精神科における対象 １．精神を病むことと生きること

　１）「病いの経験」の理解

　２）精神医学と看護

２．精神症状論と状態像

　１）さまざまな精神症状

ケアの人間関係 １．ケアの原則

　１）人としての尊厳の尊重

　２）ケアの方法

　３）プロセスレコードの活用　　 2 演習

　４）患者‐看護師関係

　５）チームのダイナミクス

１．精神障害をもちながら地域で暮らす人を支える

　１）地域で生活するための原則

　２）生活を支える制度

　３）地域での看護の実際

２．地域における精神保健と精神看護

　１）学校・職場における精神保健と精神看護

　２）災害と精神看護

対象関係と人格の発達

家族・グループの役割
と援助の方法

地域における精神看護

精神看護学方法論Ⅰ　１単位　（３０時間）

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



＜科目目標＞ 精神疾患とその治療が理解できる。

①非常勤講師（医師）　②非常勤講師（医師）　③非常勤講師（医師）

④非常勤講師（医師）

＜講　　　師＞ 期末試験、授業態度

＜評価方法＞

＜テ キ ス ト＞ 系統看護学講座　精神看護学①　精神看護の基礎、医学書院

代表的な疾患と １．精神医学総論（１） 4 講義 担当講師①

治療 　１）精神医学の定義（対象・目的・方法）

　２）精神医学・医療の歴史

２．精神医学総論（２） 8 講義 担当講師②

　１）精神障害の原因と分類 　

　２）精神症候学

３．精神医学総論（３） 　

　１）精神科診断学 　

　２）精神科治療学

４．精神医学各論（１） 4 講義 担当講師①

　１）心因性精神障害 　

　２）神経症

５．精神医学各論（２） 4 講義 担当講師③

　１）統合失調症 　

６．精神医学各論（３） 2 講義 担当講師②

　１）気分障害（躁うつ病、うつ病）

７．精神医学各論（４） 4 講義 担当講師④

　１）精神作用物質に関連した精神障害 　

　２）外因性精神障害

８．精神医学各論（５） 4 講義 担当講師①

　１）てんかん 　

　２）小児の精神障害

※１．２．３の総論は順番通りに行う。総論の講義が終了してから、各論の講義に入る。

精神看護学方法論Ⅱ　１単位　（３０時間）

授業
時間

授業
形態

単　元 内　　　容
受講上の
留意点

筆記試験　授業態度



＜科目目標＞ １．精神疾患をもつ対象の看護を理解できる。

２．精神障害を持つ患者の看護過程の展開を理解できる。

＜講　　　師＞ ①非常勤講師（看護師）　②非常勤講師（看護師）　③専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞ 系統看護学講座　精神看護学②　精神看護の展開、医学書院

１．入院治療の意味と治療的環境 6 講義 担当講師①

２．安全をまもる 配点割合

３．緊急事態に対処する 30%

４．回復を助ける

１．精神科における身体のケア 10 講義 担当講師②

２．身体にあらわれる心の痛み 配点割合

３．精神科の治療と身体のケア 40%

　１）抗精神病薬の有害反応

　２）電気けいれん療法の看護

　３）精神療法としての身体ケア

４．精神科における身体ケアの実際

５．睡眠の援助

６．心的外傷をもつ患者への身体からはじまる

　　ケア

看護過程の展開 １．統合失調症患者の看護過程の展開 14 演習 担当講師③

配点割合

30%

精神科における
看護の役割

精神科における
身体的ケア

精神看護学方法論Ⅲ　１単位　（３０時間）

単　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点
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