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科目概要
科目名／

授

科目責任者
現代文明論Ⅰ／
秋元 とし子

業

概

要

「現代文明を考える」というテーマで、人生や歴史・世界について考える。
現代文明とそれがもたらした様々な問題について、その実態を知り、現代に
生きる人間として、何をなすべきかを考える。、講義は、「建学の精神と現代
文明論」
「現代文明の光と影」
「文明の未来を考える」の枠組みで構成される。
講義後に受講用紙を記入すると共に、すべての講義後に、
「現代文明を考える」
というテーマでサブテーマをしぼり課題レポートにまとめる。

現代文明論Ⅱ／
秋元 とし子

「生活を科学する」というテーマで一社会人として生活のもたらす様々な
課題について考え、地球人として未来に向けて何をなすべきか自らの思想を
培う。講義は、「生活を科学する」「生活を豊かに」「生活と社会」「生活と科
学」
「未来に向けて」の枠組みで構成される。講義後に受講用紙を記入すると
共に、すべての講義後に、
「生活を科学する」というテーマにもとづき、各自、
サブテーマをしぼり課題レポートにまとめる。

文化人類学／
小池 佑二

地球上の多くの人間の社会・文化に関して調査・研究し、人類文化に普遍
的な法則を見出そうと努力してきた。その調査・研究の過程で、人間の文化
の多様性とともに、一見説明困難な問題に突きあたっている。そのような多
様性や「謎」についての解釈を通じて、
「文化とは何か」、
「人間とは何か」文
化人類学の著名な研究者の業績を紹介しながら系統的な学習を目指す。

生命とからだ／
谷口 泰史

生物の最小単位である細胞、あるいは細胞を構成する分子を通して、生命
の本質を理解することを目的とする。生物がエネルギーをどのように獲得し、
どのように使うか、生物が自分の持っている遺伝情報を子孫に伝えていくか
を、講義する。細胞の構造や細胞を構成する分子などについて学んだことを
基礎として、人体の構造や機能についての理解を深めていく。

芸術と表現／
菅野 孝彦

現代世界を生きる我々は、好むと好まざるとを得ず人々との様々な交わり
の中で自分とは何者かということの確認を視野に入れることが必要。哲学の
歴史は、自分とは何者かという問いを、哲学以外の領域にも見出されること
に注目し、自分とは何者かという問題を芸術作品を手がかりとしつつ考え、
各人の知見を広め内省を深める。

人間関係論／
角川 雅樹

通常の人間関係のあり方を、主に臨床心理学的視点とカウンセリングの視
点から考察することにより、よりきめの細かい人間関係にアプローチできる
ようになることを目ざす。私たちは、何らかの人間関係上の問題を持った時
人間関係に敏感となり、良くすることに努力し、良い関係を達成しているこ
とが多い。問題のある時は、自分が精神的に向上するチャンスであり、青年
期においてとくに問題となるような人間関係に、焦点をあてる。

発達心理学／
具 英姫

人間が生から死までの各発達段階に直面する課題と発達内容について生涯
発達的な観点から概説する。また、看護師を目指す人々にとって職業的に必
要な人間理解と様々な人との関係作りの基礎となる学習内容である。理論の
学習だけでなく、日常生活や臨床現場に生かせるような授業を目指す。

経済のしくみ／
井上 孝

科目の目的は、経済の仕組みと経済学の考え方を知ることにある。それを
達成するために、三つの部分に関して進めていく。第一には、人間はなぜ経
済活動を行なうのか、第二に、経済活動の主人公たち（これらを経済主体と
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よぶ）はどんな動機で、経済制度を作り上げているのか。経済学は、どんな
考え方を用いて、説明するのか。第三に、いまわれわれが直面している問題
の中で、本科目の受講者に関心があると思われるテーマはどのように論じら
れるのか。高齢化社会における医療や福祉の問題を例にし、毎回配布するプ
リントをもとに進めていく。
情報科学Ⅰ／
須藤 真由美

情報科学の基礎理論や情報リテラシー（情報を使いこなす能力）に関して
学ぶことである。講義は、コンピュ－タハードウェアの基礎知識、ネットワ
ーク社会の現状と未来、情報倫理など、コンピュータをとりまく様々な環境
について学び、さまざまな医療情報を的確に収集、整理する方法を学習し、
図・表によるさまざまな表現方法を習得、さらには、記述統計学を学ぶこと
により科学的な分析を行える基礎能力を養う。

情報科学Ⅱ／
須藤 真由美

コンピュータやコンピュータネットワーク技術を使い高度な医療を実現し
ようとする最先端の医療情報学について学び、また医療統計学の専門知識を
持ち、医療データを科学的に分析できることを狙いとする。

英語：スピーキン

This basic level speaking class will focus primarily on learning to

グ／

interact with classmates in English about various topics. There will be

William Biolsi

a small amount of listening and writing activities to facilitate more
interest and supportive vocabulary and grammar.

英語：リーディン
グ／管野 仁己

英文を的確に読み取る能力を身につけることを本授業の目標とする。文章
の読解には、当然のことながら個々の言葉の意味や文法に対する十分な配慮
が必要である。本授業では様々なことを思い考えながら英文を読んでいくこ
とで、リーディングスキルを修得し、書かれた内容に対して理解を深めてい
く。

英語：リスニング
／飯沼 好永

病室で使われる基本的な英会話や日常生活の様々な場面における英会話を
聞きながら、リスニング力並びに英語の表現を学習していく。またリスニン
グのスキルとして、全体を聞き取るもの、細かな情報を聞き取るもの、等の
聞く目的にあったスキルを上手に使い分けることができる訓練も同時に行っ
ていく。

英語：ライティン
グ／Jon Mudry

This class aims to familiarize students with the basic skills required
for good writing, and to help them become comfortable, confident, and
independent writers in English. Lessons will encourage both accuracy and
fluency in writing through both structured writing activities and time
for free writing.

英語:文献講読Ⅱ
／中田 明子

米国の看護師による文献を読解し、米国の看護教育・医療現場に触れる。
医療情報・医療文献の読解・表現能力を身につける。単語一つ一つにとらわ
れることなく、内容の要点をつかめるよう指導を行う。英文の書かれている
順に読解していくことに慣れるために「スラッシュ・リーディング」という
方法（区切りごとに独立した意味をとる）を用いて学習を進める。

フイットネス理

生涯にわたって健やかな生活を営むために必要な知識と能力を、理論と実

論・実習／

習を通して身につける。「こころとからだの健康」を維持・増進するための、

西垣 景太

体力・運動・栄養・休養等に関する基礎知識を学習し、運動・スポーツの科
学的知見に基づいた、エアロビクス運動（有酸素運動）
・筋力アップ運動・コ
ンディショニング運動を実践する。
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実技授業でスポーツ関連テーマをもって身体の行動に対する処し方、スポ
ーツ種目が対象の場合には、そのルールやテクニックを題材として展開する。
授業教材として、｢ウォーキング｣を取り上げ、各自の歩きを分析的に理解す
る。また、スポーツ種目を題材として｢卓球｣の個人スポーツ的、｢バレーボー
ル」ではチームスポーツ的な点をゲームなどからその違いや特徴を理解でき
るように展開する。

現代医療論／
飛田 美穂

医療チームの一員として質の高い看護を提供することの重要性を認識する
ために、現場の看護師をはじめ医師、薬剤師、栄養士、リハビリテーション
技師、臨床工学技師あるいはメディカル ソーシャルワーカーなど他職種の講
師によりそれぞれの専門性につき学ぶ。そして、各専門職の人たちがどの様
に看護職と連携し、また看護師に期待されるものは何かにつき理解を深める。

疫学と生活環境
／松木 秀明

疫学・環境保健を中心に予防医学、保健統計、疫学、環境保健、母子保健、
精神保健、地域保健、学校保健、産業保健、国際保健協力を含めて総合的に
学習する。

看護と関係法規
／熊谷 智子

人々の健康を護るためのサービス提供機関とそれに従事する職種の役割・
機能に関する基本的な規定について法律をとおして学習する。また、看護職
が免許を有することで担わなければならない義務と責任について考える機会
とする。患者の権利と医療過誤については、例をもとに討議をとおして法的
責任の理解を深める。さらに予防衛生法や環境衛生法規など看護実践におい
てどのように関連するかなども学習する。

社会福祉論／
岩田 香織

病気や障害など何らかの健康上・生活上の問題を抱える人々への援助にお
いては、病気・障害の回復を目指すのみでなく個人の生活を捉え地域社会で
自立生活を営むことができるための支援が求められる。本講義においては法
律に基づく生活者の生活問題に対する社会福祉の方法と課題について学習す
る。

家族関係論／
新村 直子

家族の変遷、家族とは、家庭とは何であるか、また社会の動きと家族の関
係をデータを基に解説し、人生観、家族観、結婚観などを考えていく。社会
学的な視点、さらに家族看護学的な視点から、現代社会における家族の状況
について幅広く理解することをめざしてゆく。

人体の構造／
泉 義雄

人体の発生・構造を学ぶことを通して人体とはなにか、人体についてのイ
メージを作ることを目的に其々の臓器についてはスケッチをふんだんに取り
入れて学習する。人体の解剖学と生理学は医学や看護学を学習する本質的な
部分であり、看護実践の基礎となる。ここの内容が十分に把握できないと、
以後の全ての授業が理解できにくくなる。
この科目は学習内容が多く、覚えなければならないことが多い。重要項目
を中心に網羅的な系統講義を行う。

人体の機能／
飛田 美穂

人体の各器官の働きにつき学習することにより、植物性機能・動物性機能
の相互作用を理解し、からだの恒常性がどのようにして維持されているかに
つき理解する。言い換えれば、人体の恒常性維持機構につき学ぶ科目である。

代謝と栄養／
飛田 美穂

各種細胞内の小器官とその働き、生命維持にとって重要な栄養素の役割、
栄養素の消化吸収に関与する酵素やホルモン・自律神経の関与、ライフステ
ージや病態に応じた栄養素の必要量などにつき理解する。

臨床薬理学／
泉 義雄

患者に安全に薬物の投与ができるために薬理学の知識を確実に学ぶことが
重要となる。臨床における薬物療法の視点から人における薬物の体内動態や
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有害反応などを看護師に要求される基礎知識として薬効と個人差、各種薬剤
の作用と薬物相互作用と障害、薬物の管理を網羅的に解説する。
感染と防御／
飛田 美穂

病原微生物の種類、感染症の成立の条件、感染症の主症状・治療、滅菌と
消毒、性感染症・院内感染症・母子感染症および感染症予防法に基づくⅠ～
Ⅴ類疾患につき学ぶ。

臨床病態学Ⅰ／
飛田 美穂

疾病の成り立ちと回復の促進につき学ぶ。最初に種々の疾病にみられる基
本病変につき学習した後に、水電解質異常・尿の生成と排泄障害、循環器疾
患、呼吸器疾患、消化器疾患につき理解する。

臨床病態学Ⅱ／
泉 義雄

人体の「個体」という概念を病態学の視点でとらえ、病気の原因や病気の
形、病態、機能、代謝の変化について環境への適応と関連付けて理解し、疾
病の成り立ちの概要と治療予防について学習する。
① 内分泌代謝機能の障害と治療
② 統合機能の障害と治療（精神機能と脳神経系）
③ 血液疾患とアレルギー・膠原病など

臨床病態学Ⅲ／
田仲 曜

治療法のひとつである手術療法を取り上げ、それらを取り巻くさまざまな
関連領域についての理解を深める。科療法の代表的疾患を取り上げ、周手術
期の管理と医学的諸問題について学習する。１．救急医療と主要救急患者の
病態と治療。２．手術と麻酔について。３．術式による生体機能の変化と主
要な術後合併症の発生メカニズム、要因と患者への影響、予防的ケアについ
て。４．代表的な腫瘍の外科的治療とそれらに関連する治療。５．内視鏡下
での手術の特徴・適応疾患・手術侵襲と回復過程。６．日帰り手術の定義・
適応疾患および条件、回復過程と退院基準。

臨床病態学Ⅳ／
泉 義雄

人間の「個体」という概念を病態学の視点でとらえ、病気の原因や病態、
機能や代謝の変化について環境への適応と関連づけて理解し、疾病の成り立
ちの概要と治療・予防について学習する。
この科目では①出生前の疾患と治療、性・生殖機能の障害（産婦人科疾患）
②小児の疾患と治療③整形外科的疾患と治療④感覚器官の障害と治療（眼科
疾患、耳鼻咽喉科疾患、皮膚疾患、歯科口腔外科疾患）について医学部の非
常勤講師を含めてより専門的に理解を深める。

臨床病態学特論
／飛田 美穂

人は、疾病に罹患すると単独の器官系の障害にとどまらず複合した問題が
発生しやすい。人体の構造と機能及び臨床病態学Ⅰ～Ⅳで学んだ学習内容に
ついて、臨地実習開始にむけて、対象となる患者をより臨床的に理解するた
めの知識を再確認する機会とする。また、各看護学領域の学習と統合するこ
とで、看護師国家試験に向けての知識の統合とする。

看護学概論／
熊谷 智子

看護を展開していくうえで、看護の対象である人間の行動や健康を理解す
るために知識・理論が必要である。そのために、看護の対象である様々な人々
と援助関係を形成するため科学的思考に基づく看護の方法を学ぶ。 看護の実
践では、人間の生老病死や複雑な問題にかかわることが多く、看護者として
の哲学・倫理観が求められる。専門職をめざした学生が、看護・人間に対す
る興味と関心を示し、これ以降に展開される看護学全体の動機づけを図るこ
とを目的とする。

看護過程／
吉田 礼子

対象のニーズに応じた看護を実践するための方法として、問題解決思考の
プロセスである看護過程について学ぶ。看護過程の初めのアセスメント段階
ではフィジカルアセスメントについても演習を取り入れて学習する。看護過
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程展開には、これまでに学習してきた知識や技術を活用し、柔軟で多面的に
思考を働かせることが重要であることから、クリティカルシンキングについ
てもあわせて学習する。
看護過程演習／
吉田 礼子

看護過程をはじめとする既習の学習を活用して、論理的に思考を進め問題
解決を図る力を養う。すでに講義で学んでいる看護過程を活用して、青年期
にある白血病の事例について、アセスメント、問題の明確化、具体策の立案、
実施と記録、評価・修正までの一連のプロセスを体験し考えの進め方を学ぶ。
情報収集の時から看護は始まっていることを意識し、科学的理解に留まらず、
人間的・共感的理解につとめる。

看護の基本技術
Ⅰ／吉田 礼子

看護における技術の意味について考えるとともに、人間関係成立の技法と
して、また援助そのものとしてコミュニケーションを学習する。カウンセリ
ングの考え方とプロセスレコードを用いた振り返りを実施する。さらに、対
象の身体状態を把握する基本としてバイタルサインの観察技術を身につける
とともに、記録・報告について学習する。

看護の基本技術
Ⅱ／秋元 とし子

健康や発達の段階にかかわらず、看護を支える基本となる技術について、
看護の基本技術Ⅰに引き続いて理論と実技を学習する。ここでは、特に、近
年ますますその重要性が注目されている事故と感染の予防に関する技術を学
ぶ。
①安全管理技術
②感染予防技術

看護の基本技術
Ⅲ／秋元 とし子

健康の段階やライフサイクルにかかわらず、検査・治療時に共通する技術
である①診療過程における看護師の役割、②検査と看護の方法、③薬物療法
と看護、④診察時の看護の方法について理論および演習を通して学習する。

生活過程を整え

その人の生活を支えていく生活の意義、生活環境、姿勢と動作、活動・休

る看護技術Ⅰ／

息・睡眠などについて基礎的な技術を理論と実践を通して学ぶ。単に方法を

林 真理子

学ぶのではなく、自らの生活と照らし合わせながら理論と関連づけて考え、
他者への援助をするために必要な技術について学習する。

生活過程を整え

生活過程を整える看護技術Ⅰにひき続き、その人が健康でその人らしく生

る看護技術Ⅱ／

きるために必要としている身体の清潔、罨法、衣生活を整えるための基礎的

林 真理子

な技術を既習の知識と技術を活用し、理論と実践を統合しながら学習する。
単に方法を学ぶのではなく、自らの生活と照らし合わせながら理論と関連づ
けて考え、他者への援助をするために必要な技術について学習する。

生活過程を整え

生活過程を整える看護技術Ⅰ・Ⅱにひき続き、その人が健康でその人らし

る看護技術Ⅲ／

く生きるために必要としている栄養と食生活、排泄など生活過程を整えるた

林 真理子

めの基礎的な技術を既習の知識と技術を活用し、理論と実践を統合しながら
学習する。単に方法を学ぶのではなく、自らの生活と照らし合わせながら理
論と関連づけて考え、他者への援助をするために必要な技術について学習す
る。

健康の段階と看

急性の経過をたどる患者、慢性の経過をたどる患者、終末期にある患者、

護基礎技術／

さらにこれらに共通するリハビリテーションを必要とする患者に分けて、各

蔵本 文乃

健康段階の概念と治療の特徴、患者のニーズについて学習する。さらに健康
上の問題を解決する看護の機能や役割を認識し、援助に必要な知識、技術、
態度を習得する。
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リーダーシップ
論／熊谷 智子

2008 年度

リーダーシップ論は、集団・組織・リーダーシップと「私」の関係からみ
ていくことが重要になる。集団やリーダーシップの定義は、論文の数だけ多
くあるといわれている。定義の歴史的変遷を踏まえ、一般的に支持されてい
るものを紹介後、組織の一員として看護のリ－ダ－シップ、保健・医療・福
祉関係職との調整のためのマネージメントについて学習する。

看護の展望／
上野 陽子

医療の現場は日進月歩し、高度化、複雑化する保健医療社会の中で質的・
量的にも効果的な看護サービスがもとめられる。看護職集団が、秩序だった
働きによって看護を提供していくには、組織としての管理が重要となる。今
日のわが国の医療・看護の動向を把握し、効果的に役割を遂行できるような
組織や体制のあり方、病院看護管理について看護部の最高責任者の立場から
現状の問題を考察し、看護実践の場における看護管理のあり方を実際を通し
て学習する。

看護の理論／
秋元 とし子

科学的な看護の実践を追求するために必要な看護理論とその活用について
学習する。まず、①看護理論の重要性、②看護理論の変遷について学び、③
すぐれた看護実践が、どのように理論に基づいて実践されているのか、また
どのように活用できるのかについてナイチンゲール、ペプロー、ウｲーデンバ
ック、キング、トラベルビー、オレム、マーサ・ロジャーズ、マーガレット・
ニューマンをとりあげ、理解を深める。

リスクマネージ

医療安全対策の動向及び、医療従事者としての基本的な倫理を踏まえて、

メント／

医療安全の組織的取り組みや医療の質を保証することの意義と予防について

熊谷 智子

事例をもとに学習する。医療事故は日常的に発生する可能性があることを認
識し、質の高い医療・看護を提供するために医療の現場において、事故防止
に最善を尽くさなければならないことを理解する。

看護研究の基礎
／今瀬 繁子

看護研究の目的と意義、研究課題の設定、研究過程の概要を説明し実際に
看護研究が遂行できるための理論を学習する。１，研究とは何か２，看護に
おける研究の役割３，研究過程の概観４，看護研究における倫理的配慮５，
看護研究と文献検索方法

在宅看護概論／
中田 芳子

在宅看護では、地域で生活しながら療養する人と家族の両者が対象となる。
そのため、療養者や家族の療養生活が、より充実するような支援方法につい
て学習しながら、看護の役割を理解する。①在宅看護の位置づけと役割②在
宅看護が求められる社会的背景③施設内看護と在宅看護の相違と特徴④家族
の理解と健康支援⑤継続看護の必要性など

在宅看護論Ⅰ／
新村直子

在宅での療養者は年齢、疾患や病状及び生活習慣、家族背景、家庭環境な

ど個別性に富んでいる。そのため療養者や家族の希望や状況に合わせて提供
する必要がある。在宅看護論Ⅰでは、基礎看護学などで学習した内容を基に、
在宅における日常生活援助の演習を体験して、創意工夫や経済性を考慮した
援助方法について理解を深める。

在宅看護論Ⅱ／
中田 芳子

在宅看護は、家庭という場に訪問して行なわれるため、コミュニケーショ
ン技術は信頼関係を築いていく上で重要となる。そこで、在宅療養者と家族
及び訪問看護師とのコミュニケーションについて学習する。また、療養者の
疾患や病態に応じた看護、在宅での医療管理を必要とする人の看護について
も学習する。①訪問時のコミュニケーションとマナー②在宅療養者の疾患や
病態に応じた看護③在宅での医療管理を必要とする人の指導や看護など。
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精神看護学概論
／瀧澤 直子

2008 年度

本科目では、ライフサイクルと精神保健の視点で、我々の日常生活に関心
を向けながら、生活の場における精神的不調について学習し、精神看護学の
基本概念を学習する。

精神臨床看護Ⅰ
／吉野 由美子

精神看護においては、目に見えにくい現象を把握していく必要がある。精
神の健康問題をもつ人への援助の必要性を考えるために、生活のしづらさを
体験している状況への参与の手だてや、患者－看護師関係を基盤とした援助
技術と自己活用の仕方を学習する。

精神臨床看護Ⅱ
／瀧澤 直子

精神臨床看護の対象は、疾病と障害を併せ持つことで何らかの生活上の問
題を抱える人であり、また健康な側面を持つ人である。生活の主体者はあく
までも精神障がい者本人であると捉え、自己決定の原則に立って援助を考え
てみる。

成人看護学概論
／丹澤 洋子

ライフサイクルの中の成人期にある人に焦点を当て、対象を総合的・全人
的に捉えあらゆる健康レベルに対しての健康問題を整え、生活の営みを可能
な限り豊かにしていくこと、さらに健やかな老年期を準備することへの看護
について学習する。成人期にある人の成長・発達の特徴、生活と健康、及び
成人を取り巻く社会・環境保健対策について概観し、成人看護の役割を達成
するために活用可能な理論を理解する。

成人臨床看護Ⅰ
／丹澤 洋子

手術は、生体に対して意図的に損傷を加えるものであり、患者は手術とい
う侵襲を受けたことで、生命の危機や心身の苦痛状態にさらされる。周手術
期(術前・術中・術後)に患者が体験するであろう心身の変化や様々な問題を
予測し、順調な経過がたどれるよう、周手術期における患者の看護に必要な
基礎知識と技術について学習する。

成人臨床看護Ⅱ
／中谷 啓子

成人看護学概論で学習した知識・理論を基盤とし、さらに、慢性的な疾患
や障害を抱えながらも、それを受容し人生の QOL 向上を目指し生活を再構築
しようとする成人期の対象について理解を深め、その対象への看護について
学ぶ。また、この学習過程をとおし、看護専門職者としての自己の在り方を
みつめ、看護観を養う。

成人臨床看護Ⅲ
／中谷 啓子

成人看護学概論で学習した知識・理論を基盤とし、さらに、慢性的な疾患
を抱え疾病コントロールのため自己管理を必要とする成人期の対象について
理解を深め、その対象への看護について学ぶ。また、この学習過程をとおし、
成人期にある人を対象とした教育指導に必要な看護師としての能力について
考えを深め、看護観を養う。

成人臨床看護Ⅳ
／阿部 ケエ子

成人看護学概論、成人臨床看護Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで学んだ知識・技術を総合的に
活用して、周手術期患者の健康問題を明確化するプロセスを学ぶ。また、計
画に基づき看護援助を実施し、周手術期各期の特徴的な状況に対応できる問
題解決能力、応用能力の向上をめざす。

老年看護学概論
／横島 啓子

ライフサイクルの最終段階である老年期の特徴を理解すると共に、加齢に
伴う心身社会的機能の変化と特徴から個々の高齢者の理解を深め、家族形態
の変化と社会システムの変化や高齢者の権利擁護等、高齢者を取り巻く社会
の視点から看護の果たす役割を学習する。

老年臨床看護Ⅰ
／横島 啓子

高齢者看護では、高齢者に本来備わっている防衛力・予備力・適応力・回
復力が脅かされないよう疾病予防に働きかける必要がある。さらに高齢者が
入院となった場合は、治療環境への適応を促し、苦痛緩和を図り、疾病から
の回復過程など状況に応じた援助を家族と共に支援していく役割がある。
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2008 年度

そこで、高齢者の加齢に伴う変化の特徴を踏まえて、高齢者が健康を維持
しながら、その人らしく生活できるように支援していく技法について学ぶ。
老年臨床看護Ⅱ
／飯室 淳子

急速に進行する高齢社会において、高齢者看護の重要性と役割が増してき
ている。高齢者看護の場も、病院だけではなく介護老人福祉施設、介護老人
保健施設など多様であり、高齢者の生活の場に合わせた支援の形が求められ
ている。そこで本科目では、様々な場・社会資源の制度上の基本となる考え
方、様々な場を利用している高齢者の特性を知り、それぞれの場における看
護の役割と機能について学習する。

小児看護学概論
／今瀬 繁子

新生児期・乳幼児期・学童期・思春期それぞれの発達課題と健康問題につ
いて学習する。①乳幼児期の成長・発達と生活援助②学童期の子どもの成長・
発達と生活援助③思春期の成長・発達と生活援助④小児期の健康の問題とそ
の対策⑤小児と親の権利と看護倫理

小児臨床看護Ⅰ
／橘田 節子

小児各期の特徴と主な疾患や症状、治療をふまえて、病気や障害を持つ子
どもについて学習する。また、治療や症状、それらによる制限からの苦痛を
尐なくできるような看護の方法について、事例および看護過程の展開を通し
て学習する。

小児臨床看護Ⅱ
／橘田 節子

健康を障害された子どもに行われる診療に伴う検査や処置は苦痛が大き
い。そのような場面で子どもの苦痛を尐なくできるような看護技術について
学習する。また、健康レベルに応じて、子ども自身が持つ力を引き出し、最
善の利益を守るために必要な看護の方法を学習する。

性・生殖と看護／
望月 好子

女性のみならず男性の身体と心の特徴もふまえながら、人間にとって健や
かな「性と生殖（セクシャリティ）」について、理解を深めていく。その中で
女性が健康を獲得し、豊かな母性を成長させていくプロセスや、リプロダク
ティブ・ヘルス／ライツについて、また、母（父）と子との関係性や家族形
成期における母性の健康問題についてなど、新しい家族の誕生期にある人々
の健康を支えるための基礎的な知識を学ぶ。

母性臨床看護Ⅰ
／小川 景子

周産期（周生期）にある対象の身体的・精神的･社会的特徴を理解し、健康
的な生活が送れるよう援助するための基礎的知識を学習する。①妊婦の健康
生活への援助②分娩準備教育と分娩各期の看護③褥婦の健康生活への援助

母性臨床看護Ⅱ
／望月 好子

母性看護（特に周産期における援助）に必要な知識と技術を習得すること
を目的とする。特に、新生児の生理的な特徴とその看護を理解する。また、
事例による看護展開および保健指導案等の立案を通して、周産期（および周
生期）にある対象への看護の理解を深め、母性看護学実習の中で活用できる
ようにする。

基礎看護学実習
Ⅰ／秋元 とし子

実習目的は、患者―看護師の関わりの場に共に参加し、対象理解すると共
に、看護について考える。具体的には①患者の入院環境を理解する。②受け
持ち患者とコミュニケーションをとり、患者の体験に関心を向ける。③看護
活動の見学を通して、看護がどのように実践されているか、看護師の患者へ
の気遣いや配慮、看護チーム・医療チームにおける協力に気づく。④実習を
通して自分についての理解を深め、今後に向けての成長の方向性をえがく。

基礎看護学実習
Ⅱ／林 真理子

既習の知識を活用し、臨床の場で患者とかかわり対象を理解し、その人が
必要としている、生活過程を整える看護を看護過程のプロセスにそって展開
すると共に、看護観を深めることができる｡
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在宅看護実習／
中田 芳子

2008 年度

在宅療養者とその家族の多様性と個別性を理解し、看護の役割と他職種と
の連携について学習する。また、外来看護の役割と特徴を理解し、施設内看
護と在宅看護の継続や相互の連携について学習する。

精神看護学実習
／瀧澤 直子

精神保健上の問題を抱える対象が、その人らしくその問題解決ができるよ
うに関わり、その過程の中で生じる対象の反応や自己の抱いた感情を整理し
ながら精神看護の機能について学ぶ。

成人看護学実習
Ⅰ／丹澤 洋子

成人看護学実習は、成人看護学実習Ⅰ、成人看護学実習Ⅱから構成されて
いる。成人看護学実習の目的は、看護の対象としての成人を理解し、対象の
発達段階・発達課題、健康レベル、診断・治療を踏まえ、その対象に応じた
看護過程の展開を通して、成人看護の特徴を学習することである。これを前
提として、本科目は、成人期で手術を受ける対象やクリティカルな状態にあ
る対象に応じた看護を通して、既習の知識・技術・態度の統合・向上を図る。

成人看護学実習
Ⅱ／中谷 啓子

成人看護学実習は、成人看護学実習Ⅰ、成人看護学実習Ⅱから構成されて
いる。成人看護学実習の目的は、看護の対象としての成人を理解し、対象の
発達段階・発達課題、健康レベル、診断・治療を踏まえ、その対象に応じた
看護過程の展開を通して、成人看護の特徴を学習することである。これを前
提とし、本科目は、成人期で慢性的な疾患を持つ対象に必要な看護を通して、
既習の知識・技術・態度の統合、向上を図る。

老年看護学実習
／横島 啓子

老年期にある対象の理解と自立した生活を支援するための看護の役割を理
解する。介護老人福祉施設実習では、介護福祉施設における高齢者の特徴と
高齢者を支援する職種間の協働・連携について理解する。さらに、療養病院
実習では、介護療養型医療施設、回復期リハビリテーション病棟、療養病床
等において、高齢者の特徴と療養状況に応じた看護の実際から、看護の役割
を理解するとともに、ソーシャルサポートシステムを理解する。また、高齢
者の生活の場を通して、QOL を高める援助を実践する。

小児看護学実習
／今瀬 繁子

小児の健康問題を総合的に判断し、健全な育成をめざして小児及び家族に
対して個別的な看護が実践できる基礎的能力を養う。①健康を傷害された小
児の入院生活場面から、病気及び入院が成長・発達に及ぼす影響を考える。
②疾病の経過に沿って必要な援助を考え実践できる。③母子相互のニードを
把握し、家族参加の必要性を認識する。④小児保健医療チームにおける看護
職の役割と責任を理解し、に協力できる能力を身につける。

母性看護学実習
／望月 好子

「周産期（周生期）にある対象の理解、個々の対象に適した看護過程の展
開、母性看護に必要な知識・技術・態度の学習、母性を取りまく保健・医療・
福祉チームにおける看護の役割・責任についての認識および生命の尊厳や母
性について自己の考えを深める」ことを目標に、看護の対象を母性の視点か
ら理解し、母性の健康を保持増進していくために、必要な知識・技術・態度
を学習する。

デンマーク看護
研修

開学以来、東海大学建学の原点であるデンマークにおいて、人間尊重の福
祉と愛の看護に触れ、幸福や人として生きること等について考えるための研
修である。研修の目的として①デンマークにおける福祉の概念と看護の実際
を学び、福祉と看護のあり方及び相互の関係を考える。②デンマークと日本
の差異や共通性を学び、今後の自己の看護者としてのあり方や看護活動につ
いて考える。
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ハワイ語学研修

2008 年度

英語圏での諸文化、週間等に直接触れりことにより、生きた英語力の向上
と国際感覚を身につける。プレースメントテストによりクラス分けを行い、
初級・中級レベルの実用英語、アメリカ文化、ハワイ文化について学ぶ。

海外研修航海

東海大学の海洋調査研修船を使用し、海外の諸文化、諸事情に触れ、国際
的視野に立った世界観・人生観の確立をめざすと共に、船内での共同生活の
中で人間形成を築き、約 1 ヵ月半の船上生活の中で、多くの国々を訪ね、国
際交流をはかる。

協定留学

学校法人東海大学及び学園内機関と、国外の教育機関との間における協定
または覚え書き等による、海外派遣制度がある。
海外派遣留学制度には、様々な語学教育や専門教育のための留学制度もあ
り、内容・期間とも多種に渡る。本学の学生は、海外派遣留学をすることが
できるが、英語研修を目的とする留学に関して、当科目として単位認定する。
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