
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ シラバス 



 

 修士課程の授業科目  

 

本大学院で開講する授業科目は、下記に記載のとおりです。 

科目 
区分 授業科目の名称  

単位数  
科目 
区分 授業科目の名称  

単位数 

必
修 

選
択  必

修 選択 

看護研究法  ２   小児看護学特論Ⅰ（小児看護学の対象論）   ２ 

看護管理・政策論   ２  小児看護学特論Ⅱ（小児保健医療）   ２ 

看護理論   ２  小児看護学演習（健康障害看護演習）   ２ 

看護教育論   ２  成人老年看護学特論Ⅰ（慢性疾患の対象論）   ２ 

看護倫理   １  成人老年看護学特論Ⅱ 
（自殺予防とメンタルヘルス）   ２ 

コンサルテーション論   ２  成人老年看護学演習 
（社会資源活用・ケアシステム論）   ２ 

異文化看護論   １  地域看護学特論Ⅰ 
（地域・国際看護ケアシステム論）   ２ 

英文講読   １  地域看護学特論Ⅱ（環境保健看護論）   ２ 

臨床診断学   ２  地域看護学演習（ヘルスプロモーション・コミュニティ
ー アズ パートナー演習）   ２ 

病態生理学   ２  助産概論（助産概説・生命倫理・助産倫理 ライ
フサイクル各期における健康）   ２ 

臨床薬理学   ２  性科学とメンタルヘルス（形態機能・疾患）   ２ 

小計 （１１科目）  ２ １７  ウィメンズヘルス論   ２ 

感染制御学特論Ⅰ（感染の基礎・消毒・滅菌）   ２  助産診断・技術学Ⅰ   ２ 

感染制御学特論Ⅱ（感染症の診断・治療）   ２  助産診断・技術学Ⅱ   ２ 

感染制御学特論Ⅲ（感染症経路対策・感染症看
護）   ２  助産診断・技術学Ⅲ   ２ 

感染制御学演習（感染管理・制御学演習）   ２  助産診断・技術学Ⅳ   ２ 

食看護学特論Ⅰ（食看護学の変遷）   ２  国際・地域母子保健   ２ 

食看護学特論Ⅱ（食教育とヘルスプロモーション）   ２  助産管理・経営論   ２ 

食看護学特論Ⅲ（食看護の学際的、科学的アプロー
チ）   ２  助産学演習Ⅰ（周産期のケア）   ２ 

食看護学演習（食看護の実践と効果測定・国際アプ
ローチ）   ２  助産学演習Ⅱ（保健指導）   ２ 

がん看護学特論Ⅰ（理論編）   ２  助産学実習Ⅰ（病院・診療所・助産所・市町村）   １１ 

がん看護学特論Ⅱ（病態生理学）   ２  助産学特論Ⅰ（概論）   １ 

がん看護学特論Ⅲ（援助論）   ２  助産学特論Ⅱ（助産学教育方法論）   １ 

がん看護学演習Ⅰ（がん薬物療法看護）   ４  助産学特論Ⅲ（国際助産学）   １ 

がん看護学演習Ⅱ（緩和ケア）   ４  助産学特論Ⅳ（代替医療）   １ 

がん看護学実習Ⅰ（ＣＮＳの役割実習）   １  助産学演習Ⅲ（乳幼児・思春期・更年期健康教
育）   ２ 

がん看護学実習Ⅱ（がん治療管理実習）   ３  助産学実習Ⅱ（地域母子訪問）   １ 

がん看護学実習Ⅲ（在宅がん看護実習）   ２  助産学実習Ⅲ（助産所）   ２ 

がん看護学実習Ⅳ（高度実践実習）   ４  課題研究   ２ 

      研究計画書作成  ２  

      特別研究   ６ 

        小計（４８科目） － ２ １０８ 

     合計 － ４ １２５ 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科

目名 
看護研究法 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 必修 

2 担当教

員 
夏原和美、下平唯子、飯島純夫 

3 授業の

目的 

看護の向上を図るために、基本的な研究のあり方と看護研究に関する理論と実際を探求する。 

専門職としての研究倫理観を身につける 

4 学  生 

の 

到 達 目

標 

・Evidence based practice(EBP)のプロセスにおける文献の位置づけを記述することができる 

・修士論文作成に必要な看護研究法について、量的研究、質的研究の両方の研究方法を学び、自らの研究

課題を解決するために必要な方法を選択することができる 

・研究計画書の基本や構成について理解し、作成の注意点を項目ごとに挙げることができる 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 
授業方

法 

事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
研究とは(夏原)研究の基礎を理解す

る 
（事前）テキスト pp4-30 

２ 

看護研究における倫理 (夏原)倫理的

配慮のポイントについて理解する 

（1，2回目授業内容の小テスト） 

（事前）テキスト pp84-106 

[PDF]看護研究のための倫理指針 - 日本看護協会 

http://www.nurse.or.jp/nursing/international 

/icn/definition/data/guiding.pdf 

３ 

看護研究における文献の位置づけ（夏

原）研究における文献の必要性および

EBP における文献の位置づけがわかる 

４ 
文献の種類と構造（夏原）様々なタイ

プの文献の特徴について理解する 

５ 
文献講読(夏原)文献から必要な情報

を抽出することができる 

(事前)指定論文(事前に知らせる)を講読して文献

整理表にまとめる 

６ 

研究デザイン (夏原)研究目的を果た

すために最適な研究方法を選択する

ことができる 

（事前）テキスト pp108-121 

７- 

10 

量的研究法(飯島)量的研究の方法論

について理解する 

（参考図書）奥田千恵子著(2014)：親切な医療統計

学、金芳堂.比江島欣慎著(2014)：医療統計学入門、

―エビデンスを正しく見分けるための考え方、オー

ム社． 

11- 

14 

質的研究法(下平)質的研究の方法論

について理解する 
谷津裕子（2015）：Start up 質的看護研究、学研 

15 

よい研究計画書とは(夏原) 

研究計画書の基本や構成について理

解する（全授業内容の小テスト） 

テキスト pp248-264 

6 成績評

価方

法・基準 

テスト 20％、授業への取り組みとプレゼンテーション 30%、レポート 50%で総合的に評価する。 

7 テキス

ト 
坂下玲子 他. (2016). 看護研究：系統看護学講座別巻.医学書院 

8 参考文

献 

山川みやえ 他.(2014). よくわかる看護研究論文のクリティーク.日本看護協会出版会 

前田樹海 他(翻訳).(2013). APA 論文作成マニュアル(第 2版). 医学書院  

戈木クレイグヒル滋子.(2013). 質的研究ゼミナール(第 2版). 医学書院、 

松葉祥一, 西村ユミ編集（2014）現象学的看護研究 : 理論と分析の実際．医学書院 

9 履修条

件 
特に無し 

10 学習相

談・助言

体制 

各教員のオフィスアワーで対応する 

メールでの相談は随時受け付ける 

11 備 考 研究計画書作成と合わせて講義と演習を組み合わせて進める 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 看護管理・政策論 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 菖蒲澤幸子 福田 敬  

3 授業の目的 

組織運営に関する諸理論及び組織における人間の行動についての理論を活用しながら、実践の場における看護マネジ

メントとリーダーシップのあり方を検討する。さらに、効果的なケアを行うための保健医療福祉従事者間の調整協働

と保健・医療における情報管理を理解する。加えて、国民の健康をいかに保持増進させるか、医療政策および看護政

策の決定プロセスについて探求する。 

4 学 生 の 

到達目標 

1)組織運営に関する諸理論及び組織における人間の行動についての理論を説明できる。 

2)臨床現場において有効なリーダーシップとマネジメントについて説明出来る。 

3)看護の質の向上を図るための多職種間の調整や協働について説明出来る。 

4)保健・医療における情報管理について説明出来る。 

5)診療報酬制度について説明出来る。医療費の課題について説明できる。 

6)保健医療政策と看護政策の基本について説明出来る。 

7)看護管理・政策に関する今日的な課題と自己の課題を結び付けて考えることができる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
オリエンテーション、看護管理学の枠組み：看護管理学の概

念枠組みが説明できる。 
講義・討論 

（事前）看護管理の概念枠組文献

講読 

２ わが国の看護管理の歴史と現状の課題 講義・討論 
（事前）看護管理の歴史変遷の文

献講読 

３ 組織論 講義・討論 （事前）「組織とは」文献講読 

４ 看護組織の成り立ちと構造、組織変革、目標管理 講義・討論 
（事前）「看護における目標管理」

に関する文献講読 

５ 看護現場の組織運営（看護体制・看護方式） 講義・討論 
（事前）「看護体制・看護方式」

文献講読 

６ 
人材育成（リーダーシップとマネジメント） 

看護管理者としてのリフレクション 
講義・討論 

（事前）「リーダーシップ」に関

する文献講読 

７ 人材育成（キャリア開発・個人の目標と組織の目標） 講義・討論 
（事前）「看護師のキャリア開

発」に関する文献講読 

８ 看護管理者に必要な情報管理 講義・討論 
（事前）「看護現場の情報化の現

況」に関する文献講読 

９ 
国民医療費の概況および医療保険制度の概要や特徴を把握す

る。(福田) 
講義、討議 

（事前）最新の「国民医療費の概

況」を調べる。 

10 診療報酬制度の概要や意義を理解する。(福田) 講義、討議 
（事前）「わが国の診療報酬制

度」についての文献講読 

11 
医療経済評価の方法や医療保険制度での利用の事例を学び看

護分野への応用について考える（福田） 
講義、討議 

（事前）「医療経済評価の方法」

についての文献講読 

12 看護政策の基本と政策過程（ゲストスピーカー） 講義、討議 
（事前）わが国の政策決定過程に

関する文献講読 

13 
看護制度と法律（保健師看護師助産師法・看護師等の人材確

保の促進に関連する法律）(ゲストスピーカー) 
講義・討論 

（事前）「保健師看護師助産師

法・看護師等の人材確保の促進に

関連する法律」を通読する。 

14 保健医療政策と医療看護の質評価 講義・討論 
（事前）近年の医療の質評価につ

いての文献講読 

15 看護管理者としてのリフレクション 講義・討論 
（事前）「リフレクション、経験

学習モデル」に関する文献講読 

6 成績評価 

方法・基準 
プレゼンテーション 30％  看護実践の場におけるマネジメントに関する課題レポート 70％ 

7 テキスト  

8 参考文献 

①井部俊子・中西睦子(2016)看護管理学習テキスト第 2 版 第 5 巻 看護情報管理論(2016 年度刷).日本看護協会出版会 

②井部俊子・中西睦子(2016)看護管理学習テキスト第 2 版 第 7 巻 看護制度・政策論(2016 年度刷).日本看護協会出版会 

※上記①②以外の看護管理学習テキストも参考文献となります．雑誌「看護」「看護管理」「看護展望」等の最新の情報が役立ちます。 

日本看護協会や厚生労働省のＨＰにも多くの最新の情報が掲載されています。 

9 履修条件 特になし 

10 学習相談・

助言体制 
授業日以外で質問がある場合は、メールにて受け付けます。 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 看護理論 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 下平唯子 

3 授業の目的 
看護学の理論体系の変遷を概観し、諸理論の構造と特徴について学ぶ 

同時に、諸理論と看護現象との関係について探求し、理論的基盤を養う。 

4 学 生 の 

到達目標 

1 近代看護における理論体系の変遷を説明することができる。 

2 主要な看護理論の構造と特徴について説明できる。 

3 看護実践のための看護理論と看護学の学問的基礎を培い、研究と実践に応用探求できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
オリエンテーション 

概論：看護理論の構造と特徴について理解する 
講義 ①②③ 

２ ナイチンゲール看護論と看護実践・研究 

３ ヘンダーソン看護論と看護実践・研究 

４ トラベルビー看護論と看護実践・研究 

５ ペプロウ看護論と看護実践・研究  

６ レイニンガー看護論と看護実践・研究  

７ 薄井看護論と看護実践・研究  

８ 

９ 

10 

オレム看護論と看護実践・研究 ① 

オレム看護論と看護実践・研究 ② 

オレム看護論と看護実践・研究 ③ 

11 

12 

べナー看護論と看護実践・研究 ① 

べナー看護論と看護実践・研究 ② 

13 
マーガレットニューマン看護理論と 

看護実践・研究 

14 まとめ 講義  

15 看護私論 発表 討論 各自の看護私論作成 

6 成績評価 

方法・基準 

1 授業の事前準備（関連論文・書籍の講読・資料準備） 

2 授業への参加状況、プレゼンテーションと課題レポート評価 

3 評価の割合は、参加状況（30％）、プレゼンテーション（30％）、レポート（40％）とする。 

7 テキスト 指定なし 

8 参考文献 

①都留伸子監訳：看護理論家とその業績、第 3版、医学書院、2004 

②筒井真優美編集：看護理論-看護理論 20 の理解と実践への応用、南江堂、2008 

 ③筒井真優美編集：看護理論家の業績と理論評価、医学書院、2015 

9 履修条件 初回オリエンテーションは必ず出席すること 

10 学習相談・

助言体制 
下平 shimodaira@rcakita.ac.jp 随時受付、講義日に対応する  

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 看護教育論 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

１ ２ ３０ 選択 

2 担当教員 工藤 真由美  穂坂 明徳 

3 授業の目的 

【工藤】現状の看護学教育の政策的な課題を明確にでき、自らが実践において取り組むべき看護教育学
の課題を明らかにし、具体的な教育実践活動に結び付けられる方法を考案できる能力を習得する。 
【穂坂】看護教育を行うために、現代の学校教育・法制度に関して基礎的・原理的な理解を得
る。教育の仕組みと学校管理、教育課程の編成、教育方法と教育評価について専門知識を得る。 

4 学 生 の 

到達目標 

【工藤】 
１現状における看護学教育（基礎教育、継続教育）の課題を明確にできる 

２看護教育学研究の動向、方法を検討し、具体的に説明できる 

３実践における看護職の教育的機能（スタッフ教育、患者教育）を展開するための方法（教育プログラ

ムの作成、評価方法）について考案できる。 

【穂坂】教育に関する法体系や教育の基礎用語を理解し、説明できる。また、教育課程や教育

評価について、その目的や原理、形態や機能の特徴を類別し、ポイントを述べることができる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 教育の本質と近代公教育制度の成立(穂坂) 講義と討議 
（事後学習、以下同）受教育

権思想の発展過程を段階化

（30 分） 

２ 
現代の教育法制度と学校制度、及び教育制度改革につ

いて(穂坂) 
講義と討議 

学校の設置目的、教育改革の

現況のまとめ（30 分） 

３ 学校の管理と教育法規について(穂坂) 講義と討議 
学校の仕組みと管理を法

的に関係付ける（30 分） 

４ 教育課程の編成と教育方法に応じた教育評価(穂坂) 講義と討議 
編成原理、教育評価法の特

徴を整理する（30 分） 

５ 
【看護学における看護教育学の位置づけ】看護学における看

護教育学の位置づけを理解し、今後の看護教育学の課題を提
示できる。（工藤） 

講義・討議 
看護教育学で自身が何を学
ぶかを考える 

６ 
【看護教育制度１】看護教育の変遷を学び、そのプロセスに
おける課題を抽出する。（工藤） 講義・討議 次週のプレゼンの準備 

７ 
学生プレゼン
テーション・討
議 

プレゼンでの評価をまとめ
る 

８ 講義・討議 
現状の看護師の職務の拡大

の議論を調べてくる 

９ 
【看護継続教育１】人の生涯学習の現状を知り、その課題を
考える。看護における生涯教育を考える。（工藤） 講義・討議 

一般的な生涯教育の理論に
ついてまとめる 

10 
【看護継続教育２】Advanced Practice に関わる教育の世界

的動向を調べ、我が国の政策的動向から課題を明らかにする 講義・討議 
自身のこれからのキャリア

構築を考える 

11 
【看護継続教育３】看護職のキャリア構築のあり方を考える
ことができる。（工藤） 

学生プレゼン
テーション・討
議 

12 

【実践現場における看護教育の課題検討】自身の所属するも

しくはしていた施設の継続教育の課題を明らかにする（その

１）（工藤） 
講義・討議 

13 
【実践現場における看護教育の課題検討】自身の所属するも
しくはしていた施設の継続教育の課題を明らかにする（その
２）（工藤） 

学生プレゼン
テーション・討
議 

それぞれがプレゼンテーシ
ョンを行い、討議し、そこで

提示された課題を再度まと
める 

14 
【実践現場における看護教育の課題検討】これまでの討議で

明らかになった現状の継続教育の課題をまとめて、新たな居
育を構築する（その１）（工藤） 

学生プレゼン
テーション・討
議 

15 
【実践現場における看護教育の課題検討】これまでの討議で
明らかになった現状の継続教育の課題をまとめて、新たな継
続教育を構築する（その１）（工藤） 

講義・討議 

6 成績評価 

方法・基準 

【工藤】 
１．授業の事前準備（関連文献、書籍の講読、資料準備）30％ 
２．授業への参加状況（20％）、プレゼンテーションと課題レポートの内容（50％） 
【穂坂】課題レポート(約 60％)、討議や授業への参加度(約 40％)などで評価する 
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7 テキスト 
【工藤】特に指定しない 

【穂坂】第 1回～第 4 回は穂坂が資料やプリントをすべて用意する。 

8 参考文献 

参考文献 
杉森みど里、舟島なをみ：看護教育学 第 5 版増補 医学書院 2014 
グレッグ美鈴・池西悦子編 看護教育学 南江堂 2009 
赤尾勝巳（編）生涯学習理論を学ぶ人のために 世界思想社 2004 
渡辺美枝子編 キャリアの心理学 ナカニシヤ出版 2007 

9 履修条件 特になし（工藤） 

10 学習相談・

助言体制 

【工藤】疑問、また質問がある場合は授業終了時、またはメールにて対応します。 

【穂坂】業の前後やメールなどで質問や相談を受ける。 

11 備 考 「教える」ではなく、「学ぶ」支援のための教育を考えていきましょう。（工藤） 
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1 授業科目名 看護倫理 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

１ １ 15 選択 

2 担当教員 山田典子・安藤広子・井上忠男 

3 授業の目的 基本的な倫理に関する理論を学び、看護倫理を定義づけ、あり方について論議できる 

4 学 生 の 

到達目標 

1．赤十字の行動原則と医療倫理の関係を社会倫理との関連で理解することができる 

2．人道と看護活動の関連を理解し､考察することができる 

3．看護倫理を定義し､その意義を述べることができる 

4．臨床場面で遭遇する患者、医療者の倫理問題を実践的に考えることができる 

5．倫理に関する理論を学び、実践例をもとに自分の言葉で「看護倫理とは何か」のべること

ができる 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 

コースガイダンス             （山田） 

・看護倫理を定義することができ、人を対象とした研

究における倫理のあり方を述べることができる 

講義 

倫理に関連するトピ

ックを収集する（30） 

２ 

倫理（医療倫理、生命倫理、研究倫理、臨床倫理等）

理論について                （山田） 

・看護倫理を定義することができ、人を対象とした研

究における倫理のあり方を述べることができる 

講義 

参考図書を読んでお

く（30） 

３ 

看護倫理の定義および意義､倫理と法的責任、倫理的判

断                      （山田） 

・看護倫理を定義することができ、人を対象とした研

究における倫理のあり方を述べることができる 

講義 

 

看護倫理綱要に目を

通しておく（30） 

４ 

看護倫理に関する諸問題         （安藤） 

（遺伝看護学にまつわる倫理的課題と検討） 

・実践的な場面で遭遇する看護倫理に関する課題を整

理し、対処方法を述べることができる 

講義 

文献検索をして調べ

る（60） 

５ 

看護研究倫理に関する諸問題     （新田・山田） 

（臓器移植，被害者ケアの倫理的課題と検討） 

・実践的な場面で遭遇する看護倫理に関する課題を整

理し、対処方法を述べることができる 

講義 同上 

６ 

日本赤十字の基本原則と現代倫理     〈井上〉 

・赤十字の標榜する人道と看護との関係を考察できる 講義 

テキストを読んでお

く（30） 

７ 

人道支援の行動規範           （井上） 

・赤十字の標榜する人道と看護との関係を考察できる 講義 

関連資料を調べる

（30） 

８ 

看護倫理と展望             〈山田〉 

・看護倫理とは何か,自らの見識を述べることができる 講義 

プレゼン資料の 

作成（60） 

6 成績評価 

方法・基準 

授業の事前準備〈関連論文や書籍の購読・資料準備等 40％〉 

テーマに沿ったプレゼンテーション〈30％〉と課題レポート〈30％〉を総合して評価する 

7 テキスト 

ジャン・ピクテ(著)，井上忠男(訳)(2013).解説 赤十字基本原則 人道機関の理念と行動規範(第 2版)，

東信堂；東京. 

日本看護協会(2003)｡看護師の倫理綱領 

http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/rinri/pdf/rinri.pdf 

ICN 看護師の倫理綱領（2012 年版） 

http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/rinri/pdf/icncodejapanese.pdf 

8 参考文献 講義にて紹介する 
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9 履修条件 なし 

10 学習相談・

助言体制 
アポイントをとり相談してください 

11 備 考 講義及び学生によるプレゼンテーションですすめ、配付資料に基づくディスカッションを行う 
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1 授業科目名 コンサルテーション論 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 松下 年子  熊地 美枝 

3 授業の目的 

看護臨床において高度実践看護を展開する上で、看護ならではの調整役に加えて、コンサルテ

ーション能力の修得は必須である。本能力修得は、深い洞察力に裏付けられた高度な専門性を

持つ人材育成にかなうものである。学生は、コンサルテーションの定義とその必要性、目的、

コンサルテーションの対象、種類、コンサルテーション理論等を学ぶ。その上で、事例検討を

通じてコンサルテーションの実際を学び、コンサルテーションを実践するために必要な能力を

養う。 

4 学 生 の 

到達目標 

提示された各事例について、自身の考えに基づいてエビデンスのあるコンサルテーションを模

擬展開できる。自分で実施したコンサルテーション内容の根拠と過程を他者に説明できる。他

者のコンサルテーションに対して、理論やエビデンスに基づいたクリティークができる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ コンサルテーションの概要（松下） 講義 

２ コンサルテーションのプロセス（松下） 講義 

３ コンサルテーション技法（松下） 講義 

４ コンサルテーションの機能と役割 事例検討①（松下） 演習・事例提出 

５ コンサルテーションの機能と役割 事例検討②（松下） 演習・事例提出 

６ コンサルテーションの機能と役割 事例検討③（松下） 演習・事例提出 

７ コンサルテーションの機能と役割 事例検討④（松下） 演習・事例提出 

８ コンサルテーションの機能と役割 事例検討⑤（松下） 演習・事例提出 

９ コンサルティ中心のコンサルテーション（熊地） 講義 

10  患者中心のコンサルテーション（熊地） 講義・演習 

11 組織におけるコンサルテーション（熊地） 講義・演習 

12 コンサルテーションの機能と役割 事例検討⑥（松下） 演習・事例提出 

13 アディクションとコンサルテーション①（松下） 講義 

14 アディクションとコンサルテーション②（松下） 講義 

15 まとめ（松下） 講義･演習 

6 成績評価 

方法・基準 
授業への参加度 60％、レポート評価 40％ 

7 テキスト 必要時配付する。 

8 参考文献 

・Schein EH. Process Consultation Revisited: Building Helping 
Relationship. 稲葉元吉, 尾川丈一訳. プロセス・コンサルテーション 援助関係を築くこと. 
東京: 白桃書房; 1998. 
・Lippitt G, Lippitt R. The consulting Process in Action.San Francisco: 
Pfeiffer; 1986. 
・日本精神科看護技術協会監. コンサルテーション リーダーシップ. 東京: 精神看護出版; 
2007. 

・川野雅資. コンサルテーションを学ぶ. 東京: クオリティケア; 2013. 
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9 履修条件 なし 

10 学習相談・

助言体制 
メールで受け付ける。 

11 備 考 
上記教科書を使用します。授業初日には配布します。授業での積極的な参加、姿勢を期待して

います。 
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1 授業科目

名 
異文化看護論 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

2 1 15 選択 

2 担当教員 夏原和美 

3 授業の目

的 

文化を考慮したケアが提供できるようになるために、文化と健康の関係についてさまざまな側面から理解

し、その重要性を認識する 

4 学 生 の 

到達目標 

文化がケアを受ける際に尊重されるべき人権であることを、根拠に基づいて説明できる 
自己の普段の行動を自身の文化的背景の視点から解釈することができる 
授業で扱うテーマについて概要を理解し、学んだ知識を自らの看護実践経験と結び付けることができる 

回 
授業内容・到達目標・（担

当者名） 
授業方法 

事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 

オリエンテーション /な
ぜ異文化看護について学

ぶ必要があるのか 

(事前)以下の資料を読んで内容についてA4用紙1枚にまと

め て く る (Understanding Transcultural Nursing, 
Nursing:January 2005 - Volume 35 pp14,16,18,21,23 
http://journals.lww.com/nursing/Fulltext/2005/01001/ 
Understanding_Transcultural_Nursing.2.aspx) 

２ 

人間の多様性について、

環境適応の視点から見え

てくるもの 

(事前)人間の多様性（どのような側面でもよい）と環境の

関係について論じた論文や著作を読み、環境要因のうち何

が、人間の多様性のどの部分に、どうかかわっているかに

ついて A4 用紙 1枚にまとめなさい 

３ 身体の捉え方と文化 
特別講師：田所聖志（秋田大学） 
参考図書：リン・ペイヤー,医療と文化,世界思想社, 1999 

４ 健康観・病気観と文化 

(事前)①病気とは何か、それはどのような状態かについて

定義しなさい。②あなたの家（あるいは知人の家でもよい）

では何が原因で風邪をひくと言われているか、風邪をひい

たとき、どのような方法で対処するか、について A4 用紙 1
枚にまとめなさい 

５ 

文化が健康に影響を与え

る経路 /ある集団の健康

状態に課題が生じること

の背景にある要因 

(事前)人種とされているものや民族によって健康状態に違

いが生じていることを示した論文を読み、内容と健康状態

の違いが生じる背景について指摘されていることを A4 用

紙 1 枚に簡潔にまとめなさい。（事後）講義の内容を踏ま

えて、事前課題で取り上げた集団の健康状態の背景にある

要因について、改めて考えたことをまとめなさい 

６ 

ジェンダーと健康 
映像資料 :インドの人口

政策とアメリカの生殖関

連産業 

(事後)性やリプロダクティブヘルスに対する医療・看護の

関わり方の中で、最も改革が必要だと思う点について、日

本の現状と改革の必要性の根拠をまとめなさい 

７ 

８ 

 

6 成績評価 

方法・基

準 

毎回授業の事前に用意するテーマに関する自己学習課題 50%、授業中のプレゼンテーションおよびディス

カッション 10%、最終レポート 40%。最終レポートテーマ：「現在の日本の医療において、患者に『病気

が治った』という実感を持たせるにはどうしたらよいか」条件等の詳細については授業時に提示する 

7 テキスト 特に無し 

8 参考文献 

ジャレド・ダイアモンド, 銃・病原菌・鉄, 草思社文庫, 2012 
Where there is no doctor ブラウンページ

http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-japanese/# 

9 履修条件 特に無し 

10 学習相

談・助言体

制 

オフィスアワーおよび授業の前後で受け付ける 
メール(natsuhara@rcakita.ac.jp)による相談は随時可能 

11 備 考 事前課題の準備をしてこない場合は欠席とみなす 
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1 授業科目名 英文講読 (Reading Effectively) 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 1 30 選択 

2 担当教員 廣渡太郎 (Taro Hirowatari) 

3 授業の目的 

This course is designed to enhance your reading and writing skills by reading and analyzing various 
materials including recent news articles on health care issues. Students may also have opportunities to 
practice speaking English for nursing purposes using dialogues and role plays. 

4 学 生 の 

到達目標 

By the end of the semester, the successful student will be able to demonstrate basic ability to 1) skim 
and scan text for information, 2) infer meaning of words and idioms from context, 3) make plausible 
predictions of outcomes, and 4) summarize a passage in a much shorter form.  

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ Class Guidance Lecture N/A 
２ How to read faster / Enjoy Pakkun’s English Test:  

Understand the basics on reading skills 
Lecture, Group 
work, Exercises 

Global Issues 1  

３ Understanding the organization of a paragraph: 
Understand the basic paragraph formation 

Quiz, Exercises, 
Group discussion 

RT: Unit 5 
Task sheet 1 

４ “UN Report Links Progress with Efforts to End Fistula” Quiz, Exercises, 
Group discussion 

Global Issues 2  

５ Previewing and predicting for better comprehension 1 
Understand previewing, scanning and skimming 

Quiz, Exercises, 
Group discussion 

RT: Unit 8 
Task sheet 2 

６ Previewing and predicting for better comprehension 2 
Understand previewing, scanning and skimming 

Quiz, Exercises, 
Group discussion 

Global Issues 3 

７ “Many Ebola Survivors Struggling with Ailments”” Quiz, Exercises, 
Group discussion 

RT: Unit 2 
Task sheet 3 

８ Discovering topics of paragraphs 1: Recognize the topic 
sentence and the main idea of a paragraph 

Quiz, Exercises, 
Group discussion 

Global Issues 4 

９ Discovering topics of paragraphs 2 : Identify the main idea 
(both implicit and explicit) of a paragraph 

Quiz, Exercises, 
Group discussion 

RT: Unit 13 
Task sheet 4 

10 Special movie lesson Note taking 
exercise 

None 

11 Summarizing 1: Understand how to summarize a single 
paragraph 

Quiz, Exercises, 
Group discussion 

Global Issues 5 
 

12 Summarizing 2: Understand how to summarize short 
passages 

Quiz, Exercises, 
Group discussion 

RT: Unit 1 & 3 
Task sheet 5 & 6 

13 Summarizing 3: Understand how to summarize longer 
passages 

Quiz, Exercises, 
Group discussion 

Global Issues 6  

14 Summarizing 4: Understand how to summarize much 
longer passages 

Quiz, Exercises, 
Group discussion 

RT: Unit 3 
Task sheet 6 

15 Review Lecture N/A 

6 成績評価 

方法・基準 

Your grade for this course will be determined roughly as follows: class participation 30%, quizzes and class 
assignments 30%, textbook assignments and reading report(s) 40%. 

7 テキスト 
Required textbook: 田中芳文ほか編 (2016)「英文ニュースで学ぶ 健康とライフスタイル」講談社 (=RT) 
Other materials will be provided in class. 

8 参考文献 Supplement: Canfield, J. et al. (2001) Chicken Soup for the Nurse’s Soul, Second Dose Health Communications. 

9 履修条件 N/A 

10 学習相談・

助言体制 
Please feel free to stop by during Prof. Hirowatari’s office hours or e-mail us for appointment. 

11 備 考 

We rely on an interactive approach to teaching, and assume that students take responsibility for their own 
learning. We expect students to articulate the utility of this class to their life outside of class, to contribute 
thoughtfully to class meetings and to actively listen to their peers. 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 臨床診断学（フィジカルアセスメント） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 浅沼 義博  下平 唯子 木庭 淳子 

3 授業の目的 
複雑な健康問題の発生や病状の予測を超えた変化に対応して、臨床診断と看護介入の根拠となる臨床推

論を実施するために、必要なフィジカルアセスメントの知識と技術を修得する 

4 学 生 の 

到達目標 

高度な看護実践へとつながる基礎的なフィジカルアセスメントの知識と技術を修得できる。 

フィジカルアセスメントの知識と技術を用いて、複雑な健康問題をもつ対象者の臨床判断ができる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 

臨床診断学概論・身体診察の目的と意義、および病歴

聴取の面接情報とその意味の重要性や面接技法につい

ての概要を理解できる。（浅沼）     

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
ま と め ： 自 己 の 臨 床 判 断 能 力 と 今 後 の 課 題     

（下平、木庭） 
発表・討論 

自己の臨床判断能力

と今後の課題  

6 成績評価 

方法・基準 

1. 授業への参加状況    （30％） 
2. 身体診査小テスト    （40％） 

3. レポート：自己の臨床判断能力と今後の課題（30％） 

7 テキスト 特に指定なし 

8 参考文献 

参考図書：初回授業時に紹介 1)図解心電図テキスト 原著第 6版、Dubin：村川裕二訳・文光堂 2011  2)神経内科

ケーススタディー病変部位決定の仕方、黒田康夫、新興医学出版社 2008  3）やさしい胸部画像教室、長尾大志、

日本医事新報社 2014 4) ＣＤによる聴診トレーニング呼吸音編・川城丈夫監修・南光堂 2011 5)診察と手技がみえ

る Vol.1 古谷伸之編集 MEDIC MEDIA 2010  6）藤崎郁：フィジカルアセスメント完全ガイド gakken 2012 

7）熊谷たまき監修：フィジカルアセスメントが見える、メディックメディア、第一版 2015 8）山内豊明：山内先生

のフィジカルアセスメント症状編、ナース専科 books 2015 

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
講義日に対応 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 病態生理学 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

１年次 2 30 時間 選択 

2 担当教員 吉﨑 陽 下平唯子 木庭淳子  

3 授業の目的 

１）人体の正常な状態を生理学的に理解する。 

２）上記の理解を基礎として、実際の病態を生理学的に解明する能力を習得する。 

３）実際の臨床症例を多方面から観察し、病態を生理学的に解明する訓練をする。 

4 学 生 の 

到達目標 

１）病態生理学全課程：提示される症例の病歴、臨床症状、検査所見などを客観的に解釈し、その病態

が起こる機序と過程を医学生理学あるいは医学生化学的に類別、解釈推論できる。また、新たな症

例について同様の解析態度を応用できる。 

２）小グループ内での討論により、症例を検討し、各自が医学書や資料を参考にして自ら知識を収集し、

グループ内で情報を交換･共有し互いに協調して、知識を系統化し、提示された症例の合併症を含む

疾患の病態を明らかにできる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

1 
病態生理学の基礎：・疾病と細胞の生理的機能の傷害と 

の関連について説明できる。（吉﨑）� 
講義  

2 

免疫機能障害の原因とメカニズム：免疫機構の理解と感 

染症防御機構を理解しその破綻について説明できる。

(吉﨑) 

講義  

3 
腎機能障害の原因とメカニズム：尿の生成、腎による電 

解質制御の実際を説明できる。(吉﨑) 
講義  

4-5 
呼吸障害の原因とメカニズム：呼吸機能の基礎を理解 

し、疾患による機能異常発生機序を説明できる。（吉崎）         

症例提示・検討 

検討内容発表 

6-7 
循環器障害の原因とメカニズム：心電図などをもとに 

心臓の生理について説明できる。(吉﨑) 

症例提示・検討 

検討内容発表 

8-9 
代謝・調節機能障害の原因とメカニズム：疾患により 

細胞レベルで生じている異常を説明できる。(吉﨑) 

症例提示・検討 

検討内容発表 

10-11 
消化・吸収障害の原因とメカニズム：消化器官の役割 

を理解し、病態との関連を説明できる。(吉﨑) 

症例提示・検討 

検討内容発表 

12-13 
脳・神経機能障害の原因とメカニズム：基本的な神経学 

的症状と病態の関連を説明できる。(吉﨑) 

症例提示・検討 

検討内容発表 

14 
感覚器の機能障害の原因とメカニズム：皮膚の構造、神 

経系の伝導路とその異常について説明できる（吉﨑） 
講義  

15 
まとめ：高度な看護実践への病態生理学の応用と 

課題について（下平・木庭） 
総括討論 

自己の課題につい

て 

6 成績評価 

方法・基準 

１授業の事前準備 (関連論文、書籍の講読、資料準備) 

2 授業への参加状況、事前課題レポート評価とプレゼンテーション 

3 評価の割合は初回オリエンテーション時に説明する。� 

7 テキスト 指定なし 

8 参考文献 

内科学:朝倉書店、第 10 版分冊版、 2013 

ハリソン内科学：メディカルサイエンスインターナショナル、第４版、2013 

症状の基礎からわかる病態生理、メディカル・サイエンス・インターナショナル、第 2版、2011 

ギャノング生理学、丸善、原書 24 版、2014 

標準生理学、医学書院、第 8版、2014 

9 履修条件 初回講義には必ず出席のこと 

10 学習相談・

助言体制 
講義日に対応 

11 備 考 

１）上記スケジュールは受講生との相談のうえ、変更となることがある。 

２）グループ学習の進め方 

①各症例の検討結果をグループ毎に板書で提示し、グループ間で評価･批判できる。 

②症例の病態生理学的な説明は、症例提示者が行うが、この際、症例提示者が前もって設定した到達

目標を提示する。 

③各自は、自らの到達点と提示された到達目標を比較し、自己学習内容を評価できる。 
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1 授業科目名 臨床薬理学 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員  穐山 真理 

3 授業の目的 

薬物療法に対する看護展開に必要な薬理学・臨床薬理学を学習する． 

本講義では，代表的疾患の薬物療法を取り上げ，「対象疾患に関連した生理・病態生理の知

識を活用して使用薬物の作用機序を理解し，具体的な看護展開に結びつける」という一連の思

考方法の習得を目的とする． 

4 学 生 の 

到達目標 

本講義の受講により，薬物療法に対する以下の高度な看護実践能力を獲得する． 

1. 対象者の病態と使用薬物の作用機序，主作用，副作用を正しく理解し，薬物使用の判断，

投与後の患者モニタリングを適切に実施する．また，緊急時には，適切な応急処置を実

施する． 

2. 薬物療法の効果を最大とし回復力の促進を図るため，生活調整，症状調整を含めた慢性

疾患管理，患者の服薬管理能力を向上させる支援を実施する． 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
薬理学・臨床薬理学総論 

薬理学・臨床薬理学を学ぶ意義と看護実践での活用

方法を理解する 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

6 成績評価 

方法・基準 
参加状況、授業目的・到達目標を基に出題する課題・事例検討の提出内容により評価する 

7 テキスト 指定無し．参考資料を配付する 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

8 参考文献 

1. ハーバード大学講義テキスト 臨床薬理学 原書 3 版，丸善出版 (2015/6/30) ISBN-10: 
4621089161 

2. 疾患からみた臨床薬理学，じほう (2012/09) ISBN-10: 4840742960 
3. 薬物動態を推理する 55Question，南江堂 (2011/11/11) ISBN-10: 4524263640 
4. 臨床薬物動態学―臨床薬理学・薬物療法の基礎として，南江堂  (2010/02) ISBN-10: 

4524250557 
5. ハーバード大学テキスト 心臓病の病態生理 第 3 版，メディカルサイエンスインターナ

ショナル (2012/5/1) ISBN-10: 4895927091 
6. がんエマージェンシー: 化学療法の有害反応と緊急症への対応，医学書院 (2015/3/2) 

ISBN-10: 4260019600 
7. イラストレイテッド薬理学 原書 5 版 (リッピンコットシリーズ)，丸善出版 (2012/12/28) 

ISBN-10: 4621085638 
8. しみじみわかる血栓止血 Vol.1 DIC・血液凝固検査編，中外医学社 (2014/11/7) ISBN-10: 

449812586X 
9. しみじみわかる血栓止血 Vol.2 血栓症・抗血栓療法編，中外医学社 (2015/5/27) ISBN-10: 

4498125924 
10. シチュエーションで学ぶ 輸液レッスン 第 2 版，メジカルビュー社 (2015/3/30) ISBN-10: 

4758317704 

9 履修条件 履修規程に定められている出席回数をクリアすること 

10 学習相談・

助言体制 
永澤・穐山：講義日に対応、講師への連絡対応：下平メールより 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 感染制御学特論 I（感染の基礎、消毒・滅菌） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 平野 秀人 

3 授業の目的 
生活者の QOL と患者の医療の質を大きく損なう感染から看護の対象を守るため、病原体に関

する基本的知識を身につける 

4 学 生 の 

到達目標 

感染と感染症の成立に関する基礎的な条件を述べることができる 

感染源となる微生物、特に細菌とウイルスの特徴を述べることができる 

微生物の変異について理解出来る 

有効な消毒法と滅菌法について述べることが出来る 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
オリエンテーション/感染症とは・感染症の歴史・感染

症の現状と課題（平野） 
講義  

2 

3 

４ 
細菌感染症①/細菌の形態・構造と分類・細菌感染症の

検査と診断（特別講師：佐藤慶子） 
講義  

５ 
細菌感染症②/主な病原細菌と疾患 

（特別講義：佐藤慶子） 
講義  

６ 細菌感染症③/細菌感染症の治療と予防（平野） 講義  

７ 
ウイルス感染症①/ウイルスの形態・構造と分類・ウイ

ルス感染の検査、診断（特別講義：小髙英達） 
講義  

８ 
ウイルス感染症②/主な病原ウイルスと疾患 

（特別講義：小髙英達） 
講義  

９ 
ウイルス感染症③/ウイルス感染症の治療と予防 

（特別講義：小髙英達） 
講義  

10 
真菌感染症①/真菌の形態と構造と分類・真菌感染症の

検査と診断（特別講義：菊池桂舟） 
講義  

11 
真菌感染症②/主な病原真菌と疾患・真菌感染症の治療 

（平野） 
講義  

12 

13 

14 

感染症の予防と感染制御対策/予防（消毒、滅菌、予防

注射）・化学療法（抗菌薬、抗ウイルス薬） 

（特別講義：齊藤宏文） 

講義  

15 感染症と法律（平野） 講義  

6 成績評価 

方法・基準 
筆記試験（平野） 

7 テキスト 
藤本秀士編集、日野邦子著、小島夫美子著「わかる！身につく！病原体・感染・免疫」 

南山堂（2017） 

8 参考文献 授業の中で紹介する 

9 履修条件 なし 

10 学習相談・

助言体制 
講義時 

11 備 考  
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1 授業科目名 感染制御学特論Ⅱ（感染症の診断・治療） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員  

3 授業の目的 

 

 

 

4 学 生 の 

到達目標 

 

 

 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１    

２    

３    

４ 
 

  

５    

６ 
 

  

７ 
 

  

８ 
 

  

９    

10    

11 
 

  

12 
 

  

13    

14 
 

  

15    

6 成績評価 

方法・基準 
 

7 テキスト  

8 参考文献  

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
 

11 備 考  

 

本
年
度
は
開
講
し
ま
せ
ん 
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1 授業科目名 感染制御学特論Ⅲ（感染症経路対策・感染症看護） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員  

3 授業の目的 

 

 

 

4 学 生 の 

到達目標 

 

 

 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１    

２    

３    

４ 
 

  

５    

６ 
 

  

７ 
 

  

８ 
 

  

９    

10    

11 
 

  

12 
 

  

13    

14 
 

  

15    

6 成績評価 

方法・基準 
 

7 テキスト  

8 参考文献  

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
 

11 備 考  

 

本
年
度
は
開
講
し
ま
せ
ん 
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1 授業科目名 感染制御学演習（感染管理・制御学演習） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員  

3 授業の目的 

 

 

 

4 学 生 の 

到達目標 

 

 

 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１    

２    

３    

４ 
 

  

５    

６ 
 

  

７ 
 

  

８ 
 

  

９    

10    

11 
 

  

12 
 

  

13    

14 
 

  

15    

6 成績評価 

方法・基準 
 

7 テキスト  

8 参考文献  

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
 

11 備 考  

 

本
年
度
は
開
講
し
ま
せ
ん 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 食看護学特論Ⅰ（食看護学の変遷） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 高田由美 夏原和美 

3 授業の目的 
食看護学の原点を理解するために、人々の健康保持、疾病からの回復、および安らかな死への

過程の中で食が果たす役割を考察する。 

4 学 生 の 

到達目標 

 

食看護学の原点及び関連する知識や技術について記述できる。 

 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

1 
ガイダンス（高田） 

・授業終了時の目標を説明できる。 
講義 配付資料 

2-3 

自己の食生活の可視化（高田） 

・食イメージマップを用いて、自己の食生活の傾向を説明 

できる。 

講義･演習 

食のイメージ･マップ

作成と自己分析レポ

ート 

4-5 
成長発達と食との関連性（高田） 

・食が成長発達に与える影響について説明できる。 
講義・演習 

自己の食歴について

まとめる。 

6-7 
社会･家族形態の変化による食への影響（高田） 

・社会や家族形態の変化が食へ与えた影響を列挙できる。 
講義･演習 

岩村暢子「変わる家族 

変わる食卓」、中公文

庫、2003． 

8-9 

「看護覚え書」と看護実践（高田） 

・「看護覚え書」の食に関する記述を活用し、食に関する

看護の展開方法を説明できる。 

講義･演習 

Ｆ.ナイチンゲール、

湯槙ます訳「看護覚え

書き」、現代社、2008． 

10- 

11 

ナイチンゲールとヒポクラテスの食の世界観から食生活

を整えることの意味（尾岸） 

・ナイチンゲール、ヒポクラテスの食の世界観から食看護 

学の原点について記述できる。 

講義･演習 

「ヒポクラテス全集、

名著刊行会、昭和 53

年（1978）」 

12- 

13 

栄養評価のための方法（夏原） 

・目的に応じた栄養評価の方法を選択できる。 
講義･演習 

佐々木敏、「わかりや

すい EBN と栄養疫

学」,同文書院, 2005. 

14- 

15 

栄養生態学からみた食（夏原） 

・食にかかわる生態学的条件について説明できる。 
講義･演習 

夏原和美「エコヘルス

という視点 (Vol. 8) 

食と栄養生態学とエ

コヘルス」、医学のあ

ゆみ 249.1200-1205、

2014. 

6 成績評価 

方法・基準 
プレゼンテーション内容（60％）、討議への参加状況、授業態度（40％）により評価する。 

7 テキスト 特になし 

8 参考文献 随時提示する。 

9 履修条件 特になし 

10 学習相談・

助言体制 
メールに受け付け、回答する。 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目

名 
食看護学特論Ⅱ 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 高田由美 夏原和美 

3 授業の目

的 

食にかかわる研究の動向と研究方法に関する知識を深めるために、国内外の食にかかわるアプ

ローチを理解する。 

4 学 生 の 

到達目標 

 

食にかかわる領域の最近の研究の動向と研究方法について説明することができる。 

 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
ガイダンス（高田） 

・授業終了時の目標を説明できる。 
講義 配付資料 

2-3 
食事時のポジショニング（迫田） 

・食事摂取と体位の関係について説明できる。 
講義・演習 

迫田綾子「誤嚥を防ぐポジショ

ニングと食事ケア」、三輪書店、

2014． 

4-5 
摂食・嚥下リハビリ（田中） 

・摂食・嚥下のメカニズムについて説明できる。 
講義・演習 

田中靖代編「看護介護のための

摂食嚥下リハビリ」、日本看護協

会出版会、2001． 

6-7 

経管栄養法（高田） 

・経管栄養法を受ける患者の食生活の特徴につい

て説明できる。 

講義・演習 

日本静脈経腸栄養学会編「日本

静脈経腸栄養学会静脈経腸栄養

ハンドブック」、南江堂、2011． 

8-9 

認知症者の食事援助（高田） 

・認知症の人の食生活の特徴について説明でき

る。 

講義･演習 
kindell、金子芳洋訳「認知症と

食べる障害」医歯薬出版 2005． 

10-11 

生活習慣病や慢性疾患のある人の食生活（尾岸） 

・生活習慣病や慢性疾患のある人の食生活 

の特徴について説明できる。 

講義･演習 
浮ヶ谷幸代「病気だけど病気で

はない」、誠信書房、2004． 

12-13 

低所得国での食生活の実際（夏原） 

・低所得国での食生活の特徴について説明でき 

る。 

講義･演習 

14-15 

世界規模での食料事情と今後の健康問題におけ

る展望（夏原） 

・世界規模の食糧事情、健康問題について述べ考

察できる。 

講義･演習 

6 成績評価 

方法・基

準 

プレゼンテーション内容（60％）、討議への参加状況と授業態度（20％）、課題レポート（20％）で評価す

る。 

7 テキスト 授業内で提示する。 

8 参考文献 授業内で提示する。 

9 履修条件 食看護学特論Ⅰを履修していること 

10 学習相

談・助言

体制 

メールで受けつけ、回答する。 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 食看護学特論Ⅲ 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 高田由美 夏原和美 

3 授業の目的 
自己の研究課題の文献上の位置づけを明確にするために、食領域の看護の現状と課題を理解す

る。 

4 学 生 の 

到達目標 
食にかかわる看護の現状と課題について説明できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 
授業方

法 

事前・事後学習 

(学習課題) 

1-2 
ガイダンス（高田） 

・授業終了時の目標を説明できる。 
講義 配付資料 

3-4 

食看護学の変遷（尾岸） 

・食看護学の変遷について述べられる。 
講義･演

習 

尾岸恵三子「食看護

学」、医歯薬出版、

2012． 

5-6 
療養生活上の世話としての“食”の位置づけ（高田） 

・食に関連する看護実践の現状と課題について述べられる。 

講義･演

習 

7-8 
療養生活上の世話としての“食”の位置づけ（高田） 

・食に関連する看護実践の現状と課題について述べられる。 

講義･演

習 

9-10 

診療の補助技術としての“食”の位置づけ(高田) 

・患者の診療や治療にかかわる食・栄養の役割について述べ

られる。 

講義･演

習 

11-12 

診療の補助技術としての“食”の位置づけ（高田） 

・患者の診療や治療にかかわる食・栄養の役割について述べ 

られる。 

講義･演

習 

13-15 

文献クリティーク（夏原・高田） 

・各自、食にかかわる領域の国内外の研究動向について、興

味のある研究課題に関する文献を抽出し、抄読・まとめ、

プレゼンテーションができる。 

講義･演

習 

プレゼンテーション

の準備をする。 

6 成績評価 

方法・基準 
プレゼンテーション内容（70％）、討議への参加状況、授業態度（30％）により評価する。 

7 テキスト 特になし 

8 参考文献 随時提示する。 

9 履修条件 食看護学特論Ⅰ・Ⅱを履修している。 

10 学習相談・

助言体制 
メールに受け付け、回答する。 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 食看護学演習 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 60 選択 

2 担当教員 高田由美 夏原和美 

3 授業の目的 
自己の研究課題の文献上の位置づけを明確にするために、食･栄養の障害を持つ対象者へ 

の看護上の課題を理解する。 

4 学 生 の 

到達目標 
食生活への援助の実際を把握し、食に焦点を当てたアプローチの可能性を考察できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

1 
ガイダンス（高田） 

・授業終了時の目標を説明できる。 
講義 配付資料 

2-4 

食や栄養の看護における倫理的課題（高田） 

・食や栄養の看護における倫理的課題を取り上げ、解決策 

を述べられる。 

講義・演習 配付資料 

5-21 

地域に生活する人々に対する嚥下の機能障害からの回復

への援助の実際及びアセスメント能力、食生活への援助と

方法論を探求する。（田中・夏原・高田） 

・病院・地域に生活する人々に対する嚥下の機能障害から 

の回復への援助の実際をアセスメントする能力を高め、 

食生活への援助と方法論について探求し、記述できる。 

講義・演習 

豊橋市ナーシングホ

ーム「気の里」実習 3

日間 

課題レポート 

22-25 

食生活の問題、看護アプローチの実際に関する課題 

（高田・夏原） 

・食生活の問題、看護アプローチの現状と課題について説 

明できる。 

講義･演習 

授業準備（関連文献、

書籍の精読、資料準

備） 

26-27 
食看護学の援助の独自性・チームアプローチ（高田） 

・食看護学の独自性について各自の意見を述べられる。 
講義･演習 

授業準備（関連文献、

書籍の精読、資料準

備） 

28-30 
食看護学の展望（高田） 

・食看護学の展望について各自の課題から述べられる。 
講義･演習 

授業準備（関連文献、

書籍の精読、資料準

備） 

6 成績評価 

方法・基準 
プレゼンテーション 70％、課題レポート 30％にて評価する。 

7 テキスト 授業内で提示する。 

8 参考文献 授業内で提示する。 

9 履修条件 食看護学特論Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを履修している。 

10 学習相談・

助言体制 
メールに受け付け、回答する。 

11 備 考 豊橋市ナーシングホーム「気の里」についてはホームページ等で調べるようにしてください。 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 がん看護学特論Ⅰ 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 
 

下平唯子 木庭淳子 

3 授業の目的 
 専門的ながん看護の基盤となる概念と主要理論、ならびにその活用方法について探求

する。 

4 学 生 の 

到達目標 

 1. 日本のがん看護の歴史について概説できる。がん CNS の役割と教育課程について説

明できる。 

2. がんを病む人にとっての“病い”や慢性疾患の病みの軌跡の概念を理解し、必要な

支援のあり方について説明できる。 

3. 危機理論や援助理論を用いた対象理解とその活用方法について説明できる。 

4. サイコオンコロジーの概念および看護への活用について説明できる。 

5. 不確かさの概念について理解し、看護実践への活用方法について説明できる。 

6. 上記を通し、専門的ながん看護の基礎的概念と主要理論ならびにその活用について

説明できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 

 

授業方法 

事前・事後学

習 

(学習課題) 

1-2 
がん看護の歩み、がん看護専門看護師の役割と教育課

程について 

 
 

3-4 病むことの意味について  ① ② ③  

5-6 慢性疾患の病みの軌跡について  ④⑤⑥⑦⑬ 

7-8 危機理論を用いた対象理解とその活用方法 
 

⑧ ⑯ 

9-10 援助理論を用いた対象理解とその活用方法  ⑨ 

11-12 サイコオンコロジーの理解と看護への活用 
 

⑩⑪ 

13-14 がん患者の苦悩・不確かさについて  ⑫ ⑭ ⑮ 

15 まとめ：がんとともに生きる人々の包括的支援 
 事前レポー

ト 

6 成績評価 

方法・基準 

 
レポート【がんとともに生きる人々への包括的支援に向けた課題】 

評価方法：授業への参加状況、プレゼンテーション、レポート 

7 テキスト 
 

指定なし 

8 参考文献 

 
①アーサー・クラインマン：病いの語り、慢性の病をめぐる臨床人類学、誠信書房、1996 

②フランクル：夜と霧、みすず書房、1985、 

③ミルトン・メイヤロフ：ケアの本質、ゆみる出版、1989 

④黒江ゆり子訳：慢性疾患の病みの軌跡、医学書院 

⑤柳澤桂子：認められぬ病、山手書房新社 1992 

⑥多田富雄：寡黙なる巨人、集英社 2007 

⑦岸本英夫：死を見つめる心、増補新訂版. 講談社, 1967 

⑧小島操子：看護における危機理論、危機介入、改訂 2版、金芳堂、2008 

⑨臨床看護;スピリチュアルケア理論、2004 年 6 月号 

⑩内富庸介,小川朝生編：精神腫瘍学,医学書院,2011 

⑪内富庸介,小川朝生，大西秀樹編；サイコオンコロジーを学びたいあなたへ―がん患者の心の

ケア，こんなときどうする?一歩進んだケアにつながる 16 事例，文光堂，2011 

⑫Michel Merle H(野川道子訳)；「不確かさ」の理論、日本看護研究学会雑誌 28（3）57-61、

2005-06 

⑬岸本葉子：生と死をめぐる断想、中央公論新社、2014 

⑭佐々木炎：人は“命”だけでは生きられない、Forest Books、2012  

⑮樋野興夫；がん哲学、EDITEX、2011 

⑯田島明子編著：障害受容からの自由、CBR、2015 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

9 履修条件  履修規定に定められている出席回数をクリアすること 

10 学 修 相

談・助言体制 
 下平・木庭：講義日に対応 

11 備考   

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 がん看護学特論Ⅱ(病態生理学) 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 下平唯子 木庭淳子 榎本克彦 武藤 理 黒川博一 鎌田収一 下田直威 佐藤宏和 

3 授業の目的 
がんの分子生物学、遺伝学を含む病態生理学全般を学び、最新の診断・治療に関する専門的知

識を修得し、看護支援について考究する。 

4 学 生 の 

到達目標 

１．がんの病理学的概念や発がんメカニズムについて説明できる。 

２．主な腫瘍の疫学、病態生理について理解し、診断と治療過程の概要について説明できる。 

３．がんの集学的治療に関する基礎的知識を基に、診断・治療過程における看護支援のあり方・課題を

見出すことができる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

6 成績評価 

方法・基準 

レポート：【がんの診断および集学的治療と看護支援のあり方ンついて】 

評価方法：出席状況、プレゼンテーション、レポート 

7 テキスト なし 

8 参考文献 適宜、紹介する 

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
各講師:講義日対応する。 下平：講師への連絡対応 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 がん看護学特論Ⅲ（援助論） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 下平 唯子 木庭 淳子 吉村 美樹 

3 授業の目的 
がん患者の複雑な健康問題に対して、包括的な支援方法を提供できるよう、看護援助のあり方

を検討する 

4 学 生 の 

到達目標 

１． 診断および治療過程における患者および家族の特性や体験を理解し、援助のあり方について説明で

きる。 

２．ボディイメージ・自己概念の変容、セクシャリティの課題への支援について説明できる。 

３． “がんサバイバー”について理解し、必要な支援の在り方について説明できる。 

４．がん看護に携わる看護師の心理状況とセルフマネジメントについて概説できる。 

５．がん医療における様々な倫理的課題を把握し、解決策を導き引き出すことができる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１-2 
診断過程・治療過程にある患者・家族の支援

現状を理解し、支援のあり方を検討できる（吉村） 

3-4 
治療選択に臨む患者・家族の理解と援助 

現状を理解し、支援のあり方を検討できる（吉村） 

5-6 
ボディイメージ・自己概念の変容とは、 
課題と援助         （下平、木庭） 

講義、発表、 

討論 

ボディイメージ 

自己概念 

7-8 
セクシャリティとは、課題と援助 

(木庭、下平) 

講義、発表、 

討論 

セクシャリティとは

男女のセクシャリテ

ィに関する課題 

9-10 がんサバイバーへの支援   （下平、木庭） 
講義、発表、 

討論 
がんサバイバー 

11- 

12 

がん看護に携わる看護師自身のストレスの理

解と支援          （木庭、下平） 

講義、発表、 

討論 

看護師自身のストレ

スについて 

13- 

14 
がん医療と看護倫理     （木庭、下平） 

講義、発表、 

討論 

医療現場で遭遇した

倫理的課題 

15 まとめ、フォロー      （下平、木庭） 討論 事前課題レポート 

6 成績評価 

方法・基準 

1 授業の事前準備（関連論文・書籍の講読・資料準備） 

2 授業への参加状況、プレゼンテーションと課題レポート評価 

3 評価の割合は、参加状況（30％）、プレゼンテーション（40％）、レポート（30％）とする。 

レポート【治療過程にある患者・家族への支援および看護師のセルフマネジメントに関する自己の課題】 

7 テキスト 指定なし 

8 参考文献 

① アメリカがん看護協会著 高橋都訳：がん患者の「幸せな性」春秋社、2006 

② 近藤まゆみ/嶺岸秀子編著：がんサバイバーシップ、医歯薬出版、2006 

② 大西和子他編：がん看護学-がんの治療と看護、ヌーベルヒロカワ、2011 

③ 岡崎寿美子・小島恭子編：ケアの質を高める看護倫理  医歯薬出版 2010 

⑤  中山和弘編集：患者中心の意思決定支援、中央法規、2012． 

⑥  近藤まゆみ：臨床がんサバイバーシップ、生き抜く力を高める、仲村書林、2015 

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
講義日に対応 

11 備 考  
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1 授業科目

名 がん看護学演習Ⅰ（がん薬物療法看護） 

年次 単位数 時間数 
必修/選

択 

2 
4 単

位 
75 時

間 
選択 

2 担当教員 
下平 唯子 安藤 広子 木庭 淳子 武藤 理 田口 伸  

穐山 真理 矢野 和美 吉村 美樹 

3 授業の目

的 

がん薬物療法を学ぶことで、患者と家族が納得して治療を選択できるような意思決定支援、日

常生活と治療を両立できる様なセルフケアを含めた予防対策と精神的支援、セルフケア能力の

維持向上や有害事象について包括的にアセスメントし支援できるような能力を養う。 

4 学 生 の 

到達目標 

1．がん薬物における薬物動態と薬理作用、薬剤の特性、有害事象の発生機序と予防について

理解し説明できる。 

2．鎮痛薬の薬物動態及び薬理作用の基礎について概説できる。 

3．がん薬物療法を受ける患者の治療選択・意思決定支援矢生活の再構築に向けた支援の在り

方、患者・家族の QOL やセルフケア能力の維持・向上に向けた支援の在り方について説明で

きる。 

4．抗がん剤曝露予防のための実践的な知識について説明できる。 

がんの先進医療、遺伝子診断治療の現状を理解し、患者家族の治療選択への支援の在り方が

説明できる。 

5．演習を通して､薬物療法を受けている対象者の置かれている事象について､理論を用いて的

確な包括的な症状アセスメントができ、介入計画の立案や介入評価の視点について説明でき

る。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
がん薬物療法（ホルモン剤を含む）とは 

 

2-3 
がん薬物療法における薬物動態と 

薬理作用の基礎 

4-5 
抗がん剤・ホルモン剤の有害事象の 

アセスメントとアプローチ 

6-7 
鎮痛薬の薬物動態と薬理作用、 

有害事象アセスメントとアプローチ   

8-9 

 

到達目標：がん薬物療法看護の発展の歴史について 

理解する。 

今後の看護の在り方（チーム連携のあり方 

を含む）や現存する倫理的問題などについ 

て学ぶ。 

授業内容：がん薬物療法看護とは     （穐山） 

   講義 参考文献①② 

10-11 

到達目標：薬物療法を受けている患者の様々な症状につ

いて、IASM などの理論を用いて､エビデンス

に基づいた的確なアセスメントと看護支援

について、事例を用いて検討する。 

授業内容：有害事象を有する対象者の包括的マネジメン

ト               （穐山） 

講義 
IASMを活用した事例

分析 

12-13 

到達目標：心理的支援方法の一つとして、サイモントン

療法を活用して､具体的支援方法を学ぶ。 

授業内容：がん薬物療法を受ける患者と家族の生活の再

構築に向けた心理的支援    （吉村） 

   講義 
病気、がんに対する

イメージ図の作成 

14-16 

到達目標：初発、再発、PD 時の治療選択・意思決定支援

について事例を用いて具体的支援対策を提

言する。 

授業内容：がん薬物療法を受けるがん患者の治療選択・

意志決定の支援         (木庭) 

 

 

事例検討 
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17-18 

到達目標：がん患者と家族のセルフケア能力の現状を文

献より導き出す。 

     セルフケア能力を維持・向上させるための支

援について事例を用いて検討する。 

授業内容：がん薬物療法を受けている患者の生活の再構

築に向けたセルフケア能力を高めるための

支援           (木庭) 

事例検討 

 

 

19-21 

到達目標：がん薬物療法を受けている対象者の家族の

QOL の現状を文献から導き出す。 

     患者とその家族のQOLアセスメントと具体的

アプローチについて学ぶ。 

     特に心理面の QOL については Sei―QOL を用

いてアセスメントし、介入計画を立案する。 

授業内容：がん薬物療法を受ける患者と家族の QOL を高

めるための支援     （下平、木庭） 

  講義 

QOL について 

主観的 QOL の自己分

析 

22-24 

到達目標：抗がん剤の取り扱い、曝露予防に関する実践

的知識技術、態度を身につける。 

授業内容：抗がん剤暴露予防について   （矢野） 

  授業・演習 参考文献③ 

25-26 

到達目標：最新のがん治療や遺伝子診断の動向と現状に

おける問題点を理解し､患者・家族への支援

の在り方を理解する。 

授業内容：先進がん医療・遺伝子診断における現状と看

護の課題           （安藤） 

講義  

27-29 

到達目標：がん薬物療法を受けている患者との面談を通

して､既習知識・技術を用いて､症状アセスメ

ントに必要な情報収集を実施する。 

病棟演習：がん薬物療法を受けている患者の包括的症状

アセスメント      （下平、木庭） 

  病棟演習  

30-32 

到達目標：IASM などの理論に基づいて､的確なアセスメ

ントを行い､ケアプラン、介入の評価視点を

導き出す。 

授業内容：症状アセスメント、介入計画、介入評価 

                 （下平、木庭） 

プレゼン 

討論 
 

33-35 

 

 

到達目標：外来化学療法室で、がん薬物療法を受けてい

る患者・家族との面談を通して包括的支援の

ために必要な情報収集をする。 

授業内容：外来演習:患者・家族への包括的支援に向け

たアセスメント 

                 （下平、木庭） 

外来演習  

36-38 

到達目標：家族も含めた対象者への包括的介入計画と介

入の評価視点を導き出す。 

授業内容：包括的アセスメント、介入計画、介入評価、

まとめ         （下平、木庭） 

プレゼン 

討論 
 

6 成績評価 

方法・基準 

成績評価の方法：授業・演習への参加状況、レポート 

事例レポート【がん薬物療法を受けている患者の症状アセスメントと看護介入】 

7 テキスト  

8 参考文献 

① がん化学療法・バイオセラピー 看護実践ガイドライン：佐藤禮子（2009）医学書院 

② がん化学療法看護テキストブック：小松浩子他（2010）真興交易（株）医学出版部 

③ 看護師のための抗がん薬取り扱いマニュアル-曝露を防ぐ技術-：石井範子編第２版、 

ゆう書房、2013 

④ がんエマージェンシー:中根実、医学書院、2015 

9 履修条件  

10 学 習 相

談・助言体制 
 

11 備 考 22-24 抗がん剤曝露予防の演習を行います。汚れても良い服装かエプロンを着用のこと 
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1 授業科目名 がん看護学演習Ⅱ（緩和ケア） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 年 4 単位 
75 時

間 
選択 

2 担当教員 
下平唯子 木庭淳子 小松田智也 佐藤弘 矢野和美  

荒井奈保子 遠藤貴子 

3 授業の目的 

苦悩を抱える患者の支援をするために、様々な症状の発現機序やその緩和方法について理解す

る。また、西洋医学のみならず東洋医学的視点も加味して患者の全体像を包括的に把握するこ

とを学ぶ。 

病いの体験を聴くことで患者・家族の理解を深め支援方法について理解する。 

緩和ケアにおけるCNSの実践能力を身につけるためにCNSの役割や具体的介入について理解す

る。 

4 学 生 の 

到達目標 

1． 緩和ケアの概念とその変遷、各国における緩和医療の現状と課題について説明できる。 

2． 緩和医療について､特にチーム医療の役割と機能について説明できる。 

3． トータルペインの概念を応用して緩和のための支援を検討することができる。 

4． 症状マネジメント（精神・身体的）について、症状の発現機序とアセスメント・アプロー

チ方法について提言できる。 

5． エンド・オブ・ライフケアの概念を理解し、最期の時をその人らしく生きるための患者・

家族への支援や遺族ケアの在り方について説明できる。 

6． 緩和ケアチームをはじめ、理学療法的介入、心理的支援など包括的介入のための患者・家

族への支援や遺族ケアの在り方について説明できる。 

7． がんサバイバーの体験を聴くことの意味をコミュニケーションを通して理解できる。 

8． 東洋医学の視点から対象者の特性を総合的に理解し、身体・心理・実存的な援助の在り方

について説明できる。 

9． 緩和医療におけるＣＮＳの調整・倫理調整、コンサルテーションの役割と機能を説明でき

る。 

10｡ 緩和ケアにおける困難事例の分析を通して、具体的ケアの提言ができる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

1-2 

到達目標：緩和ケアの歴史と概念、世界の緩和ケア

の現状と課題を理解する。 

授業内容：緩和ケアの概念と歴史、各国の緩和ケア

の現状         （下平・木庭） 

講義 参考文献⑨を読む 

3-4 

到達目標：日本における緩和ケアの現状と緩和ケア

チームの役割 

授業内容：日本の緩和医療の現状 

     緩和ケアチームの役割と機能  （木庭） 

   講義 

 

参考文献⑩を読む 

 

5-6 

到達目標：対象者のトータルペイン（特に社会的・

霊的側面について）理解し､支援方法を検

討する。 

授業内容：患者・家族のトータルペイン、社会的・ 

霊的側面の理解とケア    （矢野） 

   講義 参考文献⑯⑰を読む 

7-8 

到達目標：精神症状の発現機序、アセスメント、ア

プローチについて理解し､精神症状を呈

するがん患者への支援について事例を通

して学ぶ。             

授業内容：精神症状のマネジメント（1）（不安、う

つ・せん妄など）       （矢野） 

   講義  

 

9-10 

 

 

到達目標：疼痛の発現機序とアセスメント、アプロ

ーチについて理解する。 

学習目標：身体症状マネジメント（2） 

     疼痛             （木庭） 

11-12 

 

到達目標：呼吸困難の発現機序とアセスメント、ア

プローチについて理解する。 

授業内容：身体症状マネジメント（3） 

呼吸困難他          （木庭） 
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13-14 

到達目標：倦怠感の発現機序とアセスメント、     

アプローチについて理解する。 

授業内容：身体症状マネジメント（4） 

     身の置き所のない倦怠感 （木庭） 

   講義  

15-16 

到達目標：消化器症状、骨転移の発現機序、アセス

メントとアプローチについて理解する。 

授業内容：身体症状マネジメント（5） 

消化器症状、骨転移による症状（小松田） 

   講義  

17-18 

到達目標：がん看護における放射線治療に必要な知

識について理解する。 

授業内容：緩和ケアとしての放射線治療の基礎知識 

                    （遠藤） 

   講義  

19-20 

到達目標：放射線障害の発現機序とアセスメント、

アプローチについて理解する。 

授業内容：緩和ケアの一環として放射線療法を受け

る人への支援         （遠藤） 

  

21-22 

到達目標：EOL にある患者・家族の支援の基本的概念

について理解し､家族ケア、遺族ケア、グ

リーフケアについても学ぶ。 

授業内容：エンド・オブ・ライフケアについて 

（矢野） 

講義 参考文献⑩を読む 

23-24 

到達目標：体験を聴くことの意味を､がんサバイバー

とのインタビューや演習を通して理解する。緩和ケ

アの方法としてのコミュニケーション・治療的コミ

ュニケーションについて実践的な技術を身につけ

る。                

授業内容：コミュニケーション、がんサバイバーの

体験を聞くことの意味  （下平、木庭） 

   講義 
参考文献⑥⑦⑧⑱⑲

を読む 

25-26 

 

 

 

 

到達目標：東洋医学の視点でとらえる“がん”につ

いて理解を深める。 

漢方の視点から緩和ケアの在り方にいて理解を深め

る。 

授業内容：漢方医学の視点からとらえる“がん” 

（佐藤） 

27-28 
授業内容：緩和ケアとしての癌治療における漢方の

取り組            （佐藤） 

29-31 

到達目標：フィジカルアセスメントのヒントの一つ

として、東洋医学の視点から身体のとら

え方を学ぶ。 

授業内容：東洋医学の視点による身体のとらえ方          

（佐藤） 

講義・演習 

 

32-34 

到達目標：安楽へのケアとして手を使うことの効用

について理解する。 

授業内容：緩和ケアを必要としている人への手を用

いたケア           （下平） 

講義・演習  

35-36 

到達目標：緩和ケアにおける CNS の調整・倫理調整

役割やコンサルテーション活動について

在り方を検討する。 

授業目標：緩和ケアにおけるＣＮＳの調整・倫理調

整役割について        （荒井） 

37-38 
授業目標：緩和ケアにおけるＣＮＳのコンサルテー

ション活動について      （荒井） 

6 成績評価 

方法・基準 

講義・演習への参加状況、プレゼンテーション、レポート 

レポ-ト【緩和ケア実践に向けた自己の課題】 

7 テキスト 特に指定なし 
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8 参考文献 

 

 

① 田村恵子編集：がん患者の症状マネジメント、Gakken、2002 

② 武田文和監訳：トワイクロス先生のがん患者の症状マネジメント 第2版、医学書院、2010． 

③ バーナード・ラウン：治せる医師・治せない医師、築地書館、1998 

④ 三井洋司：不老不死のサイエンス、新潮新書、2006 

⑤ 下平唯子・佐藤弘ほか：看護に活かす東洋医学入門、医歯薬出版、2011 

⑥ 武田悦子：がん看護へのことづて 

⑦ 野口祐二：物語としてのケア 

⑧ Rita Charon、斉藤清二他訳：ナラティブ・メディスン 

⑨ 東原正明、近藤まゆみ：緩和ケア（看護 QOL BOOKS）、医学書院、2000． 

⑩ 長江弘子編：エンド・オブ・ライフケア、日本看護協会出版会、2014 

⑪ 辻哲也編：癌のリハビリテーション、金原出版、2006 

⑫ がんのリハビリテーションガイドライン策定委員会編集：がんのリハビリテーションガイ

ドライン、金原出版、2013 

⑬ 緩和医療学会編集：専門家を目指す人のための緩和医療学、南江堂、2014 

⑭ 日本緩和医療学会緩和医療ガイドライン委員会編集：がん疼痛の薬物療法に関するガイド

ライン、2014 

⑮ 日本サイコオンコロジー学会教育委員会監修：緩和ケアチームのための精神腫瘍学入門 

⑯ 田村恵子他：看護Ⅱ活かすスピリチュアルケアの手引き、青海社、2012 

⑰ 吉川眞：こころの痛みへの気づき-患者への共感的支援のために、プルメド社、2008 年 

⑱ 近藤まゆみ／嶺岸秀子：がんサバイバーシップ、医歯薬出版、2006 年 

⑲ 池永昌之、木沢義之：ギア・チェンジ緩和医療を学ぶ二十一会、医学書院、2004 年 

⑳公益社団法人 日本腫瘍学会,放射線治療計画ガイドライン 2016 年版 

垣添忠生：妻を看取る日、新潮社、2009  

小澤竹俊：苦しみの中でも幸せは見つかる、扶養社、2004 

内富庸介,小川朝生，大西秀樹編，サイコオンコロジーを学びたいあなたへ―がん患者の心の

ケア，こんなときどうする?一歩進んだケアにつながる 16 事例，文光堂，2011． 

明智龍男：がんとこころのケア，サイコオンコロジーの実践から，NHK ブックス，2003 

内外海洋介：緩和医療における精神医学ハンドブック 

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
講義日に対応 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 がん看護学実習 Ⅰ 

年次 前後期 単位数 時間数 必修/選択 

1 後期 1 45 選択 

2 担当教員 下平唯子、木庭 淳子、近藤 まゆみ 

3 授業の目的 

１. がん看護専門看護師に同行し、がん専門看護師としての諸活動が行われている場への主体

的な参加を通し、その役割（（特に調整、倫理調整、教育、相談）と機能を理解する。 

２．専門看護師の役割を担うための自己の課題を明確にし、課題解決に向けた対処に結び付け

る。 

4 学 生 の 

到達目標 

１．CNS への同行実習を通して、がん看護専門看護師に求められているチーム医療における中

心的な役割と機能の概要について説明できる。 

2. 専門看護師の役割を担うための自己の課題を明確に述べることができる。 

実習内容と方法 

・集学的がん診療センター（特に通院治療室、がん相談支援室で）で、チーム医療の中心的

な役割を遂行しているがん看護専門看護師に同行し、調整、倫理調整、教育、相談役割や

機能がどのようになされているかを学習する。 

・機会があれば、教育、研究、倫理、基準等の委員会活動にも参加し、CNS の役割を学習す

る。 

・見学や同行からは見えないもの、たとえば CNS のアセスメント、臨床判断等については、

自分が CNS だったら何をどのように考え判断するのかの視点で学習を深める。 

・がん看護専門看護師に必要な知識・技術・態度について見学・体験を通して学習する。 

・日々の実習終了後、毎日、がん専門看護師とカンファレンスを行い、CNS の思考や行動の

根拠について確認や振り返りを行う。その内容を実習日誌にまとめ、翌日提出しコメント

をいただく。 

・実習を通して、自分の陥りやすい傾向を把握し、自己の課題を見出す。 

・大学に戻り指導教員とのカンファレンスを行い、CNS の在り方について自分の歩むべき方

向性を確認する。 

・最終日には、実習指導者、実習生、教員参加のカンファレンスを行う（日程調整あり） 

実習日程：2018 年 2 月中旬から 3月中旬の 5日間 

実習時間：9：00-17：00（状況に応じて適宜対応する）    

実習場所：北里大学病院 

実習指導者と実習生 
・毎朝、実習生は実習目的を伝え、終了時にはその日の体験したことを報告し疑問点を明らかにする。 

実習指導者と教員の連携 
・実習前に、実習目的について打ち合わせを行い、実習生の既習状況について連絡報告する。 

・実習生の事前レポートを指導者に提出し、実習生のレディネス状況について伝え、指導ポイントを共

有する。 

実習期間中の教員と実習生との連携 
・実習生は、日々の実習日誌を教員にメール送信し、メールにより指導助言を受ける。 

6 成績評価 

方法・基準 

1. レポート【がん看護学実習Ⅰにおける自己の課題】（事前） 

【CNS 同行実習より学んだ役割・機能について】（事後） 

2.出席状況・実習記録（日々の実習日誌） 

3.上記評価をもとに最終面接評価を行う。 

7 テキスト  

8 参考文献  

9 履修条件 3P 科目および、すべてのがん看護学特論と演習を履修していること 

10 学習相談・

助言体制 
下平 shimodaira@rcakita.ac.jp メールで受け付け対応する。  

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 がん看護学実習 Ⅱ 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

2 3 135 選択 

2 担当教員 下平唯子 木庭淳子 武藤理 安田美千子 藤原朋未 

3 授業の目的 

１．ケアとキュアを融合した高度な看護実践能力を培うための方略の一つとして、腫瘍内科医
の指導のもとに、臨床判断能力や実践力を磨く。特にサブスペシャリティとして、がん薬
物療法看護と緩和ケアにおける臨床判断や実践力を強化する。 

１）がん薬物療法に関する臨床判断や実践力 
２）緩和ケアに必要な臨床判断能力と実践力 

4 学 生 の 

到達目標 

１．がん薬物療法看護に必要な臨床判断能力と実践力の向上ができる 

２．緩和ケアに必要な臨床判断能力と実践力の向上ができる 

実習内容と方法 
１）がん薬物療法に必要な臨床判断と実践力 

外来化学療法室（調剤室を含む）において、がん薬物療法専門医や がん薬物療法認定薬剤師等

の指導の下に、また化学療法認定看護師との連携の下に、以下の臨床判断や実践力を磨く 

  ・抗がん剤投与のための血管確保に要する臨床判断の根拠の理解と血管確保後の効果判定 

・抗がん剤血管外漏出の予防や発現時の臨床判断と対応（ステロイド局注など） 

  ・抗がん剤インフュージョンポンプの取り扱い 

  ・抗がん剤心血管系毒性の管理、臨床判断（例：12 誘導心電図の実施や一次評価） 

  ・抗がん剤暴露対策 

  ・抗がん剤使用中の患者・医療者の安全対策（スピルキットの利用等） 

  ・抗がん剤治療中の患者の免疫機能、感染兆候の臨床判断や血液像などによる臨床判断（血培や一

次評価） 

  ・抗がん剤レジメン管理（適正な抗がん剤投与量など） 

  ・抗がん剤の内服治療管理、セルフマネジメントに向けた指導 

・CV ポート管理と指導 

２）緩和ケアに必要な臨床判断能力と実践力 

  ・急性期、慢性期、エンド・オブ・ライフケア期にあり緩和ケアを必要とする対象者の 

身体症状、精神症状、疼痛のアセスメントとマネジメント（オピオイドローテーション等） 

  ・緩和ケアチームの一員として、緩和ケアカンファレンス等に参加し、全人的痛みの臨床判断や実

践力 

・緩和ケアの一環としての放射線療法に伴う有害事象の臨床判断と予防および治療 

  ・がん治療の評価（画像読影の知識、技術、病理検査所見等の評価）    以上、病棟において 

 

・腫瘍内科外来、緩和ケア外来等における、初発・再発患者への病名告知や IC 等の情報伝達スキル 

・患者・家族のニーズ把握や治療選択支援のための臨床判断、 

・検査（腹部エコー等）の実施、 

・漢方外来受診者やリンパ浮腫管理を必要とする対象者の置かれている心身の臨床判断と他医療者

との調整・連携能力 

・PEG(胃瘻チューブ・ボタン型)の交換見学と実施 

実習日程：2018 年（H30 年)5 月から 3週間 

実習時間：9：00-17：00（状況に応じて適宜対応する）    

実習場所：秋田赤十字病院の外来化学療法室、病棟、腫瘍内科外来・緩和ケア外来・漢方外来 

6 成績評価 

方法・基準 

1. 最終レポート：自己の臨床判断能力および実践力の現状と今後の課題 

2.出席状況・実習記録（日々の実習記録） 

3.上記評価をもとに最終面接評価を行う。 

7 テキスト  

8 参考文献  

9 履修条件 3P 科目および、すべてのがん看護学特論と演習を履修していること 

10 学習相談・

助言体制 
随時対応する。  

11 備考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 がん看護学実習 Ⅲ 
年次 単位数 時間数 必修/選択 

2 2 90 選択 

2 担当教員 下平 唯子  木庭 淳子  菅原 牧子 

3 授業の目的 

１．在宅を視点とした医療連携チームとの連携のあり方について、自己の課題とその解決方法

を明確にする。 

２．在宅療養中のがん患者･家族に必要とされている臨床判断能力や実践能力の基礎を、在宅

訪問看護実習を通して修得する。 

３．在宅療養中の患者・家族の生活の実態について把握し、実習１・Ⅱの経験を生かして高度

実践のための介入計画を提言、実施、評価する。 

4 学 生 の 

到達目標 

１．地域医療連携チームの一員としての役割（調整）が、実施できる。 

２．在宅療養中のがん患者・家族の療養生活の実態を把握し、必要に応じて倫理調整の役割が

実施できる。 

３．地域あるいは行政に対する訪問看護ステーションの提言を通して、地域におけるがん看護

専門看護師としての役割（教育啓蒙）を実施できる。 

実習内容と方法 
１．訪問への同行を通して、療養中のがん患者・家族の置かれている現状や課題を把握する。 

２．在宅療養中の患者とその家族を受け持ち、高度実践のための臨床判断を行い、介入計画の

実施・評価を行う。さらに、介入計画をチームと共有しチーム全体の高度な実践能力の向

上に貢献する。 

３．必要に応じて地域連携・医療連携の場における他職種へのアプローチ・調整を実施・評価

する。 

４．倫理的感受性を高め、倫理的葛藤が生じている場面について、指導者と共にその場の倫理

調整を行う。 

５．訪問看護ステーション主催のシンポジウムや勉強会への企画があれば参画し、教育啓蒙活

動を行う。 

   

実習最終日には、実習指導者、実習生、教員を交えたカンファレンスを行い、自己の 

CNS としての調整や倫理調整、教育の役割開発についての課題に対する対応を検討する。 

実習日程：2018 年 6 月中旬の 2週間、9：00-17：00 

実習場所 ：外旭川訪問看護ステーション 

実習指導者と実習生 

 ・毎朝、実習生は実習目的を伝え、終了時には、その日に体験したことを報告し、疑問点を

明らかにする。 

実習指導者と教員の連携 

 ・実習前に、実習目的について打ち合わせを行い、実習生の既習状況について連絡報告する。 

・実習生の事前レポートを指導者に提出し、実習生のレディネス状況について伝え、指導ポ

イントを共有する。 

実習期間中の教員と実習生との連携 

 ・実習生は、日々の実習日誌を教員にメール送信し、メールにより教員からの指導助言を受

ける。 

6 成績評価 

方法・基準 

１．【がん看護実習Ⅲにおける自己の課題】（事前レポート） 

【がん看護実習Ⅲを通して学んだ役割について】（事後レポート） 

  訪問看護事例のケースレポート 1 事例（特に調整、倫理調整に焦点を当て・・日本看護

協会資格認定申請用フォーマット使用） 

2. 出席状況・実習記録（日々の実習記録） 

3. 上記評価をもとに最終面接評価を行う。 

7 テキスト  

8 参考文献  

9 履修条件 3P 科目および、すべてのがん看護学特論と演習を履修していること 

10 学 習 相

談・助言体制 
随時対応する。  

11 備考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 がん看護学実習 Ⅳ 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

2 4 180 選択 

2 担当教員 下平唯子 木庭淳子 吉村美樹 矢野和美 荒井奈保子 高橋 加代子 

3 授業の目的 

共通科目、専門共通科目、がん看護学特論・演習、がん看護学実習ⅠからⅢの総まとめであり、すべ

ての学びの集大成としての位置づけにある実習である。 

１．サブスペシャリティであるがん薬物療法看護と緩和ケア領域において、キュアとケアを融合した高

度な看護実践能力を強化する。 

２．サブスペシャリティ領域で、特に CNS として教育、相談の役割開発の基礎を修得する。 

３．がん看護学実習の総まとめとして、実習ⅠからⅢまでの間で達成不十分と思われる役割（特に調整・

倫理調整等）がある場合には、積極的にそれらの役割についても実践する。 

4 学 生 の 

到達目標 

１．サブスペシャリティであるがん薬物療法看護と緩和ケア領域においてキュアとケアを融合した高度

な看護実践能力を強化できる。 

２.サブスペシャリティ領域で、特に CNS として教育、相談の役割開発の基礎が修得できる。 

３．がん看護学実習の総まとめとして、実習ⅠからⅢまでの間で達成不十分と思われる役割（特に調整・

倫理調整等）がある場合には、積極的にそれらの役割について実践できる。 

実習内容と方法 

１．高度実践：がん薬物療法看護、緩和ケア領域で一人ずつ対象者を受け持ち、高度実践のための臨床

判断を行い、介入計画の実施・評価を行う。さらに、介入計画をチームと共有しチーム全

体の高度な実践能力の向上に貢献する。実習期間中は、可能な限り実践モデルを提示する。 

２．教育：病棟のニーズに対応した、あるいは病棟で強化したいテーマを選定し、勉強会実施計画書に

基づいて勉強会を開催する。勉強会の評価を行い、実習期間中に勉強会の内容がどのように病

棟看護師たちに意識づけられたのか、また、活用されているのか評価を行う。 

３．相談：実践を行う中で、看護チームのメンバーからのコンサルテーションを受ける場面を意図的に

もち、既習の理論を用いてその内容を分析する。コンサルテーションのタイプとプロセスを踏

まえ、コンサルタントとしての役割を担い、評価を行う。 

４．CNS としての調整や倫理調整、教育の役割開発についての課題解決に向けた対応を検討する。 

実習日程：2018 年 9 月からの 4週間、9：00-17：00 

実習場所 ：大森赤十字病院、東京逓信病院、河北総合病院のいずれか 1施設で 4週間、 

あるいは外旭川病院（緩和ケア領域のみ）と上記施設で 2-3 週間（がん薬物療法看護領域） 

実習指導者と実習生 

 ・毎朝、実習生は実習目的を伝え、終了時には、その日に体験したことを報告し、疑問点を明らかに

する。 

実習指導者と教員の連携 

 ・実習前に、実習目的について打ち合わせを行い、実習生の既習状況について連絡報告する。 

・実習生の事前レポートを指導者に提出し、実習生のレディネス状況について伝え、指導ポイントを

共有する。 

実習期間中の教員と実習生との連携 

 ・実習生は、日々の実習日誌を教員にメール送信し、メールにより教員からの指導助言を受ける。 

6 成績評価 

方法・基準 

１．【がん看護実習Ⅳにおける自己の課題】（事前レポート） 

【がん看護実習Ⅳを通して学んだ役割について】（事後レポート）、 

2 領域のケースレポート：1事例ずつ、教育実践報告 

（高度実践・相談は、日本看護協会資格認定申請用フォーマット使用） 

2. 出席状況・実習記録（日々の実習記録） 

3. 上記評価をもとに最終面接評価を行う。 

7 テキスト  

8 参考文献  

9 履修条件 3P 科目および、すべてのがん看護学特論と演習を履修していること 

10 学習相談・

助言体制 
随時対応する。  

11 備考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

1 授業科目名 小児看護学特論Ⅰ（小児看護学の対象論） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 奥山朝子  穂坂明憲 

3 授業の目的 

1.小児の成長発達を生涯発達の視点から理解し、小児と家族の健康を増進するための基盤となる諸理論

を探求する能力を身につける。 

2．諸理論を活用して小児の成長発達の理解を深め、支援方法について考察する能力を身につける。 

4 学 生 の 

到達目標 

1．小児の成長発達を生涯発達の視点から理解し、小児と家族の健康を増進するための基盤となる諸理論

を探求することができる。 

2．諸理論を活用して小児の成長発達の理解を深め、支援方法を導き出すことができる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１･2 
小児の成長発達理論について具体例を挙げて述べる

ことができる             （奥山） 講義・討論 

3 
心理・社会的発達理論 1：フロイトの理論を用いて小

児の成長発達段階の特性を説明できる  （奥山） 
講義・討論 

4 
心理・社会的発達理論 2：エリクソンの理論を用いて

小児の発達課題を説明できる      （奥山） 
講義・討論 

5 
心理・社会的発達理論 3：ピアジェの理論を用いて小

児の認知発達について説明できる    （奥山） 
講義・討論 

6 
心理・社会的発達理論 4：ボウルビーの理論を用いて

小児と母親の愛着について説明できる  （奥山） 
講義・討論 

７･8 
学習理論：小児の学習理論について理解できる 

（穂坂） 
講義・討論 学習理論 

9 
セルフケア理論と小児看護：セルフケア理論を用い

て小児への支援方法について説明できる （奥山）          
発表・討論 セルフケア理論 

10 
コーピング理論と小児看護：コーピング理論を用い

て小児の心理と支援方法について説明できる（奥山） 
発表・討論 コーピング理論 

11 

家族理論 1：母子相互作用理論を用いて小児と母親の

心理と支援方法について事例を用いて展開できる 

                   （奥山） 

発表・討論 母子相互作用理論 

12 

家族理論 2：家族関係発達理論を用いて小児と母親の

心理と支援方法について事例を用いて展開できる 

  （奥山） 

発表・討論 家族関係発達理論 

13･14 

小児と家族に対する健康問題・育児問題・環境問題

について理論を活用し小児看護の展開方法を明らか

にすることができる          （奥山） 

発表・討論 
健康問題・育児問題・

環境問題 

15 
発達理論と家族看護理論を活用し小児看護の展開方

法を明らかにすることができる     （奥山） 
発表・討論 

発達理論と家族看護

理論の展開 

6 成績評価 

方法・基準 
事前準備・発表・討論（30％）、課題レポート（70％） 

7 テキスト なし 

8 参考文献 講義中に紹介する 

9 履修条件 なし 

10 学習相談・

助言体制 
講義終了後、またはオフィースアワーで対応 

11 備 考 主体的に学びましょう 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

1 授業科目名 小児看護学特論Ⅱ（小児保健医療） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 奥山朝子 大高恵美 澤石由紀夫 

3 授業の目的 

小児と家族を取り巻く社会、医療環境、保健・福祉制度の状況について学び、必要とされる環境づくり

への支援方法や関連領域との連携、他職種との協働、コンサルテーション、コーディネーションについ

て理解を深め、倫理的問題のある場面を取り上げ、改善策を明確にする。 

4 学 生 の 

到達目標 

小児と家族の生活に必要とされる環境づくりへの支援方法や関連領域との連携、他職種との協働、コン

サルテーション、コーディネーションについてフィールドワークを通して深め考察できる。 

倫理的問題のある場面を取り上げ、改善策について述べることができる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

1 
小児保健医療制度・福祉・教育と施策の現状につい 

て理解できる             （澤石） 
講義 

小児保健医療制度・福

祉・教育 

2 
小児慢性特定疾患対策事業・医療政策の現状につい 

て理解できる             （澤石） 
講義 

小児慢性特定疾患対策

事業・医療政策 

3 
小児保健医療環境・福祉制度の現状について理解で 

きる                 （澤石） 
講義 

小児保健医療環境・福祉

制度 

4 
小児医療救急の現状と課題について明らかにするこ

とができる              （奥山） 
発表・討論 小児医療救急 

5 

病気の小児と家族へのケアの継続とサポートネット

ワークの現状を理解し、課題を示す事ができる 

（奥山） 

発表・討論 

病気の小児と家族への

ケアとサポートネット

ワーク 

6 
外来医療と在宅ケアの現状について理解できる 

（奥山） 
発表・討論 外来医療と在宅ケア 

7 
終末期患児と家族へのケアについて考察できる 

（奥山） 
発表・討論 

終末期患児と家族への

ケア 

8･9 多胎児の育児支援について考察できる  （大高） 発表・討論 多胎児の育児支援 

10･11 

海外における病気の小児・家族へのケアとサポート

ネットワークについて現状と課題を明らかにするこ

とができる               （奥山） 

発表・討論 

海外における病気の小

児・家族へのケアとサポ

ートネットワーク 

12-14 

地域で生活する小児の医療環境、保健、福祉制度の

現状から、小児とその家族に必要とされる支援方法

や他職種との協働、コンサルテーション、コーディ

ネーションのあり方について、フィールドワークで

現象を捉え、考察できる。       （大高） 

フ ィ ール ド

ワーク 
 

15 フィールドワーク発表・まとめ（奥山・大高） 発表・討論  

6 成績評価 

方法・基準 
事前準備・発表・討論（30％）、課題レポート（70％） 

7 テキスト 特になし 

8 参考文献 講義中に紹介する 

9 履修条件 「小児看護学特論Ⅰ」を履修していること 

10 学習相談・

助言体制 

 

講義終了後、またはオフィースアワーで対応 

11 備 考 主体的に学びましょう 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

1 授業科目名 小児看護学演習（健康障害看護演習） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 60 選択 

2 担当教員 奥山朝子 木村滋 大高恵美 田村真通 渡辺 新 

3 授業の目的 

疾病および健康問題を有する小児とその家族に関連する理論と最近の知見について学習し、実践のため 

の知識を深める。 
小児の特徴的な健康問題を理解し、看護援助に役立つ理論と実践方法、援助効果について学ぶ。 

4 学 生 の 

到達目標 

1.疾病および健康問題を有する小児とその家族にエビデンスに基づいた小児看護実践について述べるこ

とができる。 

2.特徴的な小児の健康問題を理解し、看護援助に役立つ理論と実践方法、援助効果についてフィールド

ワークを通して実践し考察できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

1 
小児看護の専門性と他職種との協働について明ら 

かにできる              （奥山） 
講義・討論 

小児看護の専門性と

他職種との協働 

2 
小児看護における倫理について考察できる                 

（奥山） 
講義・討論 小児看護倫理 

3･4 
重症心身障がい児の最新知見と患児･家族へのケア 

について理解できる          （木村） 
講義 

重症心身障がい児の

最新知見と患児･家族

へのケア 

5･6 
先天性疾患の医療の現状について理解できる     

（木村） 
講義 先天性疾患の医療 

7･8 
先天性心疾患の医療の現状について理解できる 

（田村） 
講義 先天性心疾患の医療 

9-11 
呼吸器・神経・慢性疾患の医療の現状について理解

できる                （田村）                
講義 

呼吸器・神経・慢性疾

患の医療 

12･13 
消化器疾患と外科的治療の現状について理解できる                

（田村）             
講義 

消化器疾患と外科的

治療 

14･15 
周手術期の患児・家族への看護について述べること

ができる               （大高） 
発表・討論 

周手術期の患児・家族

への看護 

16-20 
小児がんの診断的アプローチについて理解できる

（渡辺） 
講義・討論 

小児がんの診断的ア

プローチ 

21･22 
小児がん患児と家族の看護について理解し、支援策 

について考案できる          （大高） 
講義・討論 

小児がん患児と家族

の看護 

23･24 
学童期にある小児がん患児と家族の問題点につい 

て理解し、支援策について考案できる  （奧山） 発表・討論 
学童期にある小児が

ん患児と家族の問題 

25-28 

小児の特徴的な健康問題を理解し、看護援助に役立 

つ理論と実践方法、援助効果についてフィールドワ 

ークを通して考察できる。（大高） 

フィールドワ

ーク 
 

29･30 フィールドワーク発表・まとめ （大高・奧山） 発表・討論  

6 成績評価 

方法・基準 
事前準備・発表・討論（20％）、課題レポート（80％） 

7 テキスト 特になし 

8 参考文献 講義中に紹介する 

9 履修条件 小児看護学特論Ⅰ・Ⅱを履修している事 

10 学習相談・

助言体制 
講義終了後、またはオフィースアワーで対応 

11 備 考 主体的に学びましょう 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 成人老年看護学特論Ⅰ（慢性疾患の対象論） 
年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2  30 選択 

2 担当教員 鈴木 聖子 

3 授業の目的 
慢性病・慢性病に起因する障害がある人及び家族が抱える問題とその背景や行動理解のために

関連諸理論について考察する能力を身につける。 

4 学 生 の 

到達目標 

1. 慢性病・慢性病に起因する障害のある成人・老年者の心身の特徴を理解し､本人や家族の抱える課題

を説明することができる。 

2.慢性病・慢性病に起因する障害に関連する諸理論･モデルについて概要を説明することができる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
ガイダンス;授業の進め方、学習方法、評価方法 

慢性の概念の変遷、慢性の考え方について説明できる 
講義・討論 

事後（慢性の概念）60

分 

２ 
慢性病とライフスタイルの相互影響（生活習慣病他）

について説明できる 
講義・討論 

事前（生活習慣病）60

分 

３ 
障害観と障害がある人への支援;WHOの障害観の変遷他

について意見を述べることができる 
講義・討論 事前（障害観）60 分 

４ 
生活の中の慢性病;病の慢性性における軌跡の考え方

が説明できる 
講義・討論 

事前（病の慢性性におけ

る軌跡）60 分 

５ 
慢性病・障害のある人の理解;病者役割の考え方が説明

できる 
講義・討論 事前（病人役割）60 分 

６ 
慢性病・障害のある人の理解;病のある人を理解する多

様な視点について意見を述べることができる 

講義・討論・小

テスト 

事前（病のある人の生き

方）90 分 

７ 
慢性病・障害のある人の理解;看護と身体について説明

できる 
講義・討論 

事前（看護における身体

とは）60 分 

８ 
慢性病・障害のある人の理解;身体と重度認知症の人、

精神病の人について説明できる 
講義・討論 

事前（看護師の実践を導

く身体理解）60 分 

９ 
慢性病・障害のある人の理解;看護技術・関係としての

身体について説明できる 
講義・討論 

事前（看護技術と身体）

60 分 

10 
慢性病・障害のある人の理解;身体の理論について説明

できる 
講義・討論 

事後（身体の理論）60

分 

11 

老年看護実践における倫理的課題;倫理的課題と倫理

的調整について説明できる 講義・討論 

事前（慢性病の老年者、

認知症高齢者の倫理的

課題）60 分 

12 
認知症の理解と看護；当事者の視点から認知症の人に

ついて説明できる 
講義・討論 

事前（認知症の当事者の

思い）60 分 60 分 

13 
認知症の理解と看護;社会脳の視点から認知症の人に

ついて説明できる 
講義・討論 

事前（認知症と脳）60

分 

14 認知症看護における研究の動向について説明できる 
プレゼンテーシ

ョン・討論 

事前（各自関心のある研

究論文）180 分 

15 

授業の振り返りを通してレポート作成のための概要を 

作成できる レポート作成 

事前（レポート作成につ

いての振り返り、文献等

準備）120 分 

6 成績評価 

方法・基準 

1．授業の準備（関連文献、書籍購読、資料準備）10% 2．授業への参加状況（討議への参加度）20%   

3．プレゼンテーション 30%、 4．レポート 40% 

7 テキスト 特に指定しない 

8 参考文献 

阿保順子「身体へのまなざし-ほんとうの看護学のために-」すぴか 書房  2015 

山内典子「看護をとおしてみえる片麻痺を伴う脳血管障害患者の身体経験」すぴか 書房 2007 

看護科学のパラダイム転換-質的研究はいつ、なぜ登場したのか？-へるす出版 2009 

9 履修条件 なし 

10 学習相談・

助言体制 
メールで受け付け、回答します 

11 備 考 主として配布資料に基づく討論形式ですすめます。課題は、授業の時に説明します。 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 
成人老年看護学特論Ⅱ 

〈自殺予防とメンタルヘルス〉 

年次 単位数 時間数 必修／選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 山田典子・熊地美枝・齋藤和樹・佐々木久長 

3 授業の目的 自殺予防のケアに必要な能力を身につける 

4 学 生 の 

到達目標 

1．自殺と関連する原因疾患と種類、特徴的な症状や行動について具体的に述べることができる 

2．自殺防止の危険性の見極めと早期発見のための気づきのポイントについて説明できる 

3．自殺未遂者への治療方法（薬物療法・非薬物療法）と対応について説明できる 

4．自死遺族のケアについて理解を深め、適切な介入について調べることができる 

5．自殺予防施策の多様性について理解を深め、課題を整理することができる 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 

コースガイダンス 

自殺の実態   

・自殺と関連する原因疾患と種類、特徴的な症状や行

動について調べることができる      （山田） 

講義 
講義の目的を理解し

準備する（30） 

２ 

自殺対策のあゆみ 

・自殺予防施策の多様性について理解を深め、課題を

整理することができる          〈山田〉 

講義 
参考文献に目を通す

（30） 

３ 

子どもの自殺の実態、予防と課題 

・自殺防止の危険性の見極めと早期発見のための気づ

きのポイントについて説明できる     （齋藤） 

講義 
関 連 資 料 を 調 べ る

（30） 

４ 

若者の自殺の実態、予防と課題  

・自殺防止の危険性の見極めと早期発見のための気づ

きのポイントについて説明できる     （斉藤） 

講義 
関 連 資 料 を 集 め る

（30） 

５ 

働き盛りの自殺の実態、予防と課題  

・自殺防止の危険性の見極めと早期発見のための気づ

きのポイントについて説明できる     （山田） 

講義 

関連する新聞記事や

統 計 資 料 を 集 め る

（30） 

６ 

高齢者の自殺の実態、予防と課題 

・自殺防止の危険性の見極めと早期発見のための気づ

きのポイントについて説明できる     （山田） 

講義 

関連する新聞記事や

統 計 資 料 を 集 め る

（30） 

７ 

パーソナリティ障害と自殺の実態、予防と課題 

・パーソナリティ障害/ボーダーラインの対象の理解

と自殺の危険性の見極め､対応のポイントについて説

明できる                （山田） 

講義 

精神疾患と自殺の関

連 に つ い て 調 べ る

（30） 

８ 

自殺に関連する精神疾患  

・自殺と関連する原因疾患と種類、特徴的な症状や行

動について具体的に述べることができる  （熊地） 

講義 

精神疾患と自殺の関

連 に つ い て 調 べ る

（30） 

９ 

自殺未遂者患者ケア 

・自殺未遂者への治療方法（薬物療法・非薬物療法）

と対応について説明できる        〈熊地〉 

講義 
新聞記事など調べて

くる（30） 

10 

グリーフワークについて 

・自死遺族のケアについて理解を深め、適切な介入に

ついて調べることができる        〈熊地〉 

講義 

グリーフワークの課

題について整理する

（30） 

11 

自殺対策としてのポストベンション  

海外の取り組み    

・自殺予防施策の多様性について理解を深め、課題を

整理することができる         〈佐々木〉 

講義 
海外の取り組みを調

べる（30） 

12・

13 

自殺予防とゲートキーパー  

・自殺予防施策の多様性について理解を深め、課題を

整理することができる         〈佐々木〉 

講義 
秋田県の取り組みを

調べる（30） 

14 

自殺予防～保健師による多様なアプローチ 

・自殺予防施策の多様性について理解を深め、課題を

整理することができる            〈山田〉 

講義 同上 

15 

自殺予防の課題と今後の展望 

・自殺予防施策の多様性について理解を深め、課題を

整理することができる          （山田） 

講義 
プレゼン資料の作成

（60） 
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6 成績評価 

方法・基準 

授業の事前準備〈関連論文や書籍の購読・資料準備等 40％〉 

テーマに沿ったプレゼンテーション〈30％〉と課題レポート〈30％〉を総合して評価する 

7 テキスト なし 

8 参考文献 

髙橋 祥友 (2014).自殺の危険〈第 3版〉～臨床的評価と危機介入～.金剛出版 

ジョン・A チャイルズ, カーク・D・ストローサル〈著〉,高橋 祥友(訳)〈2008〉.自殺予防臨床マニュ

アル.星和書店 

9 履修条件 なし 

10 学習相談・

助言体制 
アポイントをとり相談してください 

11 備 考 講義及び学生によるプレゼンテーションですすめ、配付資料に基づくディスカッションを行う 
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1 授業科目名 
成人老年看護学演習 

（社会資源活用・ケアシステム論） 

学年 単位数 時間数 必修／選択 

1 2 60 必修選択 

2 担当教員 山田典子・宮堀真澄・磯崎富美子・吹田夕起子・新田純子・齋藤貴子・熊地美枝 

3 授業の目的 社会資源活用およびケアシステム開発に必要なことは何かを考え実践力を身につける 

4 学 生 の 

到達目標 

１．慢性疾患や障害をもつ対象のニーズおよび家族の状況や課題について類別できる 

２．対象が活用できる社会資源やケアシステムの現状を調べ、課題の明確化ができる 

３．自己の経験した事例を元にアセスメントの深化をはかり、家族支援の方法と手段を述べることがで

きる 

回 授業内容･到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題時間) 

１ 
コースガイダンス            （山田） 

 
講義 

演習の目的および役割を

理解し準備する（30 分） 

２ 

高齢者の暮らしを支える地域包括ケア   （山田） 

・慢性疾患や障害をもつ対象のニーズおよび家族の 

状況や課題について類別できる 

講義 
自分の住む地域における

社会資源を調べる（30） 

３ 

介護予防システム～その人らしい生活を支えるケア 

・対象が活用できる社会資源やケアシステムの現状

を調べ、課題の明確化ができる      （山田） 

講義 
ケアシステムの現状につ

いて調べてくる（30） 

４ 

医療・福祉制度             （山田） 

・対象が活用できる社会資源やケアシステムの現状

を調べ、課題の明確化ができる 

講義 

「その人らしさ」とは何

か各自の考えをまとめる

（30） 

５ 

行動変容しづらい対象のアセスメントと看護者の 

援助態度                （齋藤） 

・慢性疾患や障害をもつ対象のニーズや課題につい

て類別できる 

講義 
行動変容がむずかしい事

例をまとめる（60） 

６ 

成人老年期にある方の行動変容、自己実現、自己効

力感に関係した文献検討         （齋藤） 

・関連する文献を選出し読み込むことができる 

演習 
テーマと自らの研究課題

に関連した文献収集（30） 

７ 

中高年のメンタルヘルス支援技術     （熊地） 

・慢性疾患や障害をもつ対象のニーズおよび家族の

状況や課題について類別できる 

講義 

自分の職場、もしくは親

の職場のメンタルヘルス

について情報収集する

（30） 

8～12 

中高年のメンタルヘルスに関するフィールドワーク 

                 （山田･熊地） 

・対象が活用できる社会資源やケアシステムの現状

を調べ、課題の明確化ができる 

演習 
フィールドワーク計画書

の提出（60） 

13 

慢性疾患を持つ対象とその家族の医療における意思

決に関係した文献検討          （新田） 

・関連する文献を選出し読み込むことができる 

演習 
＊山田先生のゼミの進め

方を参照します（60） 

14 

成人期にある人の包括的アセスメント（事例分析） 

（宮堀） 

・慢性疾患や障害をもつ対象のニーズや課題につい

て類別できる 

演習 事例分析しまとめる（60） 

15 

慢性疾患や障害を持つ対象・家族の包括的アセスメ

ント                  〈宮堀〉 

・慢性疾患や障害をもつ対象のニーズおよび家族の

状況や課題について類別できる 

講義 
14 の文献検討が課題（30） 

26.27 の事例課題の指定 

16・17 

慢性疾患や障害を持つ対象への支援技術 

意思決定のプロセス           〈新田〉 

・慢性疾患や障害をもつ対象のニーズや課題につい

て類別できる 

講義・演習 
13 の文献検討が事前課題

（30） 

18・19 

慢性疾患や障害を持つ対象への支援技術 

意思決定支援の方略           （新田） 

・慢性疾患や障害をもつ対象のニーズおよび家族の

状況や課題について類別できる 

講義・演習 
臨床事例のプレゼンテー

ション資料の準備（60） 
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20.21 

メンタルヘルスフィールドワークにおける援助の評

価                （山田･熊地） 

・対象が活用できる社会資源やケアシステムの現状

を調べ、課題の明確化ができる 

演習 
フィールドワークの成果

報告・会場設営（30） 

22.23 

認知症者のケアマネジメント       （吹田） 

・慢性疾患や障害をもつ対象のニーズや課題につい

て類別できる 

講義 

病院、在宅における認知

症ケアの課題をまとめる

（30） 

24.25 

認知症者と家族への支援         （吹田） 

・慢性疾患や障害をもつ対象のニーズおよび家族の

状況や課題について類別できる 

講義・演習 
家族への支援、社会資源

をまとめる（30） 

26.27  

対象・家族のアセスメントと看護介入（事例検討） 

・自己の経験した事例を元にアセスメントの深化を

はかり、家族支援の方法と手段を述べることができ

る 

〈磯崎･齋藤･宮堀･山田〉 

演習 事例提出（30） 

28 

対象・家族のアセスメントと看護介入（事例検討） 

･目的に沿った準備ができる 

〈磯崎･齋藤･宮堀･山田〉 

演習 プレゼン資料の作成（30） 

29.30 

慢性疾患や障害を持つ成人老年患者と家族に焦点を

当てたケアシステムの検討        （全員） 

・自己の経験した事例を元にアセスメントの深化を

はかり、家族支援の方法と手段を述べることができ

る 

演習 プレゼン資料の作成（60） 

6 成績評価 

方法・基準 

授業の事前準備〈関連論文や書籍の購読・資料準備等 50％〉 

テーマに沿ったプレゼンテーション〈30％〉と質疑応答〈20％〉を総合して評価する 

7 テキスト なし 

8 参考文献 随時紹介します 

9 履修条件 なし 

10 学習相談・

助言体制 
アポイントをとり相談してください 

11 備 考 講義及び学生によるプレゼンテーションですすめ、配付資料に基づくディスカッションを行う 
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1 授業科目名 地域看護学特論Ⅰ 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 夏原和美・中村順子（ 秋田大学 ） 

3 授業の目的 

地域保健活動の根拠となるエビデンスを得るための研究ができるようになるために、地域診断の基盤と

なる理論や地域包括ケアシステムについて専門的知識を身につけ、国内外の関連文献から必要な情報を

抽出できるようになる 

4 学 生 の 

到達目標 

・地域看護/保健活動の根拠となる理論・モデルについて概要を説明することができる 

・世界的視点から見た地域保健問題とそれに対する取組みについて説明することができる 

・少子高齢社会である日本の現状と、医療・介護施策の変遷、在宅ケアの位置づけをふまえて、地域包

括ケアを展開する上での課題について意見を述べることができる 

・地域保健活動に関するテーマについてレビューができる 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
授業オリエンテーション/プライマリ・ヘル

スケア (夏原) 
講義 

(事後)プライマリヘルスケアの事例検

討 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
授業を振り返り、最終レポートのアウトラ

インが作成できる（夏原） 

(事前)最終レポートのテーマに関して

の文献検索 

6 成績評価 

方法・基準 

最終レポート「地域保健活動に関するテーマについての文献検討（レビュー）」50%、授業でのディスカ

ッション、プレゼンテーション 50% 

7 テキスト 特に定めない 

8 参考文献 

松田正巳他編著．(2010)．変わりゆく世界と 21 世紀の地域健康作り（第 3 版）．やどかり出版 
Fertman, C. I., & Allensworth, D. D. (Eds.). (2010). Health promotion programs: from theory to 
practice. John Wiley & Sons 
佐々木敏. (2005). わかりやすい EBN と栄養疫学. 同文書院. 

9 履修条件 特に定めない 

10 学習相談・

助言体制 
オフィスアワーおよびメールで対応する 

11 備 考 授業の準備をしてこない場合は欠席とみなす 
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1 授業科目名 地域看護学特論Ⅱ(環境保健看護論) 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 飯島純夫 南部泰士 

3 授業の目的 

過去・現在・未来の種々の環境の健康・看護への影響について理解し、歴史的変遷を踏まえて、

将来を展望し、対策について科学的根拠に基づき的確に判断できるようになることを目的とす

る。 

4 学 生 の 

到達目標 

地域及び職域における人々の生活の充実と質の向上のために、地域住民、労働者（医療従事者

を含む）、患者などが、環境と健康・看護の課題についてどのようなニーズを持っているか査

定でき、支援するために必要な方法論を説明できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 

オリエンテーション：環境と健康・看護についての大

枠を知る（飯島） 

スライド、ビデ

オ、DVD を使った

講義及び演習 

環境と健康・看護につ

いて調べる 

２ 
化学的環境と健康(1)：過去と現在の化学的環境と健康

の問題をあげ説明できる（飯島） 
   〃 

化学的環境と健康に

ついて調べる 

３ 
化学的環境と健康(2)：化学的環境と健康・看護に関す

る対策について説明できる（飯島） 
   〃 DVD の感想を書く 

４ 
水俣病：水俣病とはどういう公害病なのかを説明でき

る（飯島） 
   〃 

水俣病について調べ

る、DVD の感想 

５ 
化学物質過敏症：化学物質過敏症とはどういう病気で

対策はどうしたらいいかを説明できる（飯島） 
   〃 

化学物質過敏症を調

べる、DVD の感想 

６ 

わが国におけるアスベスト（石綿）の健康被害とその

現状、対策：近年大きな社会問題になっているアスベ

ストによる健康被害と現状、対策について、看護職の

役割を理解、考察できる（南部） 

  講義 
アスベスト（石綿）と

健康被害 

７ 
アスベスト（石綿）に関する文献購読： 〃（南部） 

  演習     〃 

８ 

環境と健康の科学：環境と健康に関する科学的根拠に

ついて考察できる（遠山千春：特別講師） 

スライド、ビデ

オ、DVD を使った

講義及び演習 

講義の感想を書く 

９ 
物理的環境と健康(1)：放射線・電磁場の人体への影響

を説明・考察できる（飯島） 
   〃 

放射線、電磁場の健康

影響について調べる 

10 
物理的環境と健康(2)：騒音の健康への影響と対策につ

いて説明できる（金子哲也：特別講師） 
      〃 

騒音の健康影響につ

いて調べる 

11 
病院環境と健康(1)：病院環境が患者や医療従事者に及

ぼす影響と対策について説明できる（飯島） 
     〃 

病院環境と健康影響

について調べる 

12 
病院環境と健康(2)：病院環境が患者や医療従事者に及

ぼす影響と対策について説明できる（飯島） 
     〃     〃 

13 
学生による発表とディスカッション(1) 

   〃 
望ましいプレゼンテ

ーション方法とは 

14 
学生による発表とディスカッション(1) 

   〃     〃 

15 
全体のまとめ・環境と健康についての現代の課題につ

いて説明できる（飯島、南部） 
   〃 

課題を設定しレポー

トを書く 

6 成績評価 

方法・基準 
授業への取り組み(20%)、プレゼンテーションとディスカッション(30%)、レポート(50%) 

7 テキスト 授業時に提示する 

8 参考文献 授業時に提示する 

9 履修条件 特にない 
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10 学習相談・

助言体制 
授業時及びメール・電話等で受け付け、回答する 

11 備 考 環境について学ぶ機会はあまり多くないと思われるので、しっかり学んでほしい。 
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1 授業科目名 地域看護学演習 
年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 夏原和美  飯島純夫  鈴木敏恵（シンクタンク未来教育ビジョン） 

3 授業の目的 
地域保健活動の根拠となるエビデンスを得るための研究ができるようになるために、テーマ設定からデ

ータ収集、分析、まとめ方までの一連の流れを身につける 

4 学 生 の 

到達目標 

・地域看護学領域の研究テーマに関する最近の動向を海外の文献も踏まえての系統的文献検討を通して

整理する 

・自らの関心領域のフィールドから得たデータをもとにして地域ケアの課題を検討し、解釈することが

できる 

・地域看護学領域において探求すべき自らの研究課題を発見し、研究枠組みを構築することができる 

・研究課題に最も適した研究方法となるよう、限られた条件の中で工夫できる 

回 授業内容（担当） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

1 授業オリエンテーション 

2-3 演習テーマ・ゴールの設定 

4-10 文献検討・Review 

11 概念枠組み決定/仮説設定 

12 中間発表と修正案検討 

13-18 フィールドワーク 

19-22 データ分析と結果としてのまとめ方 

23-26 考察の検討 

27-29 

ポートフォリオを用いた地域住民の

エンパワメントとヘルスリテラシー

(鈴木) 

30 全体のまとめ・発表 

6 成績評価 

方法・基準 
最終レポート 50%、授業でのディスカッション 20％、プレゼンテーション 30% 

7 テキスト 特に定めない 

8 参考文献 特に定めない 

9 履修条件 
地域看護学分野を専攻していること 

地域看護学特論Ⅰ、地域看護学特論Ⅱを履修していること 

10 学習相談・

助言体制 
オフィスアワーおよびメールで対応する 

11 備 考 
授業の準備をしてこない場合は欠席とみなす 

1～26、30 回は指導教員（夏原か飯島のどちらか）が担当する 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 
助産概論 

 (助産概説・生命倫理・助産倫理 ライフサイクル各期における健康) 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

１ 2 30 選択 

2 担当教員 安藤広子 吉﨑陽 猿田了子 

3 授業の目的 

助産学の基盤となる概念および理論を理解するとともに、対象の理解を深めるための基本的知識を学習

する。助産の意義、助産師の身分と法的責任、助産師の機能と役割、国内外の母子保健行政の変遷と現

状、母子保健関連法規、助産の変遷、助産の文化と歴史、助産師教育、生命倫理、助産倫理について学

習し理解を深める。また、性と生殖に関する健康問題に対する健康教育のあり方について考える。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できるに関連す

る。 

4 学 生 の 

到達目標 

助産の概念と助産師の定義、関連法規を説明できる。 

助産の歴史と出産の施設化、医療化の変遷について説明できる。 

助産師の職業倫理、生命倫理について説明、記述できる。 

助産の対象である女性のライフサイクル各期の健康問題を理解できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
助産の概念、助産の意義、対象を説明できる （猿田 

助産の概念 助産の意義  
講義  

２ 

保助看法における助産師の身分、業務、義務について

説明できる                （猿田） 

助産師の役割・責務  

講義  

３ 
助産師の専門職性、必須能力について説明できる 

助産師の専門職性と業務         （猿田） 
講義  

４ 
助産師の歴史的変遷と現状の課題を説明できる 

助産師の文化と歴史           （猿田） 
講義  

５ 
助産師と倫理綱領について説明できる    （猿田） 

ＩＣＭ 助産師の声明 コア・コンピテンシー 
講義  

６ 

性と生殖にかかわる倫理について考えることができる         

助産師の生命倫理 助産師の意思決定   （安藤） 

遺伝相談、不妊相談に関するカウンセリング  

講義  

７ 

助産業務上の法的義務について説明できる  

助産業務上の法的義務 関連法規     

助産師の業務範囲と関連法規       （猿田） 

講義  

８ 
助産師の業務範囲と助産実践能力習熟度段階  

クリニカルラダー            （猿田） 
講義 資料提示 

９ 
女性のライフサイクル各期の身体的変化を説明できる

思春期、更年期、老年期の身体的変化と特徴（吉﨑） 
講義  

10 

思春期の定義と身体的精神的特徴を説明できる 

思春期の定義 発育現象 ホルモンの変動  

アイデンティティの形成         （吉﨑） 

講義  

11 
成熟期女性の健康問題について説明できる 

成熟期女性の健康            （吉﨑） 
講義  

12 
女性特有疾患の予防について説明できる 

乳がん検診 子宮がん検診        （吉﨑） 
講義  

13 

不妊治療、出生前診断をめぐる問題について考えるこ

とができる               （吉﨑） 

不妊治療と心理的問題 出生前診断をめぐる問題 

講義  

14 
更年期女性の卵巣機能低下を説明できる   （吉﨑） 

更年期女性の卵巣機能低下  
講義  

15 
老年期女性の健康問題を説明できる 

老年期女性の健康増進 まとめ      （吉﨑） 
講義  

6 成績評価 

方法・基準 
講義参加状況 10％ プレゼンテーション 20％ 試験 70％ 

7 テキスト 

加藤尚美．基礎助産学 1助産学概論 共立印刷 日本助産師会出版  

加藤尚美（2010）．助産業務指針．共立印刷．日本助産師会出版 

戸田律子（2012 ）．WHO の 59 ヵ条お産実践ガイド．農文協 

マースデン・ワーグナー（2003）．望ましい周産期ケアとその根拠．メディカ出版 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

8 参考文献 
我部山キヨ子（2015）．助産学講座〔1〕助産学概論（第 5版）．三報社．医学書院 

日本助産師会（2014）．助産業務ガイドライン．日本助産師会 

9 履修条件 保健師助産師看護師法における助産業務について学習しておくこと 

10 学習相談・

助言体制 
メールで回答、または次回授業やオフィスアワーで回答 

11 備 考 積極的参加を期待する 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 性科学とメンタルヘルス(形態機能 疾患) 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 平野秀人 真田広行 

3 授業の目的 

助産領域の診断とケアに必要となる性と生殖の形態と機能について学習する。特に性と生殖に関する形

態・機能については、解剖・生理、性行動と機能を学習する。また、妊産婦の健康問題をアセスメント

し、正常からの逸脱を識別できるための周産期の異常に関する基礎的知識を習得する。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解でき

るに関連する。 

4 学 生 の 

到達目標 

助産領域の診断とケアに必要となる性と生殖の形態と機能について学習する。特に性と生殖に関する形

態・機能については、解剖・生理、性行動と機能を理解する。 
正常からの逸脱を識別できるための周産期の異常に関する基礎的知識を習得する 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
リプロダクションに関する形態・機能を理解する 

生殖器の機能・構造           （平野） 
講義  

２ 
生殖生理に関するホルモン体系を理解する  （平野） 

卵巣機能 性周期と調節機序 
講義  

３ 
生殖補助医療について理解する       （平野） 

卵巣機能検査法 不妊症の診断 
講義  

４ 
性の行動と機能について理解する      （平野） 

性と性行動 多様な性 
講義  

５ 
遺伝と遺伝性疾患を理解する        （平野） 

遺伝と遺伝疾患 出生前診断 
講義  

６ 

妊娠中の感染症について理解する      （平野） 

風疹ウイルス、サイトメガロウイルス B 型肝炎ウ

イルス C 型肝炎ウイルス HIV  ATL GBS 等 

講義  

７ 
妊娠期の異常について理解する       （平野） 

悪阻、流早産、切迫流早産 
講義  

８ 
妊娠期の異常について理解する       （平野） 

着床異常 胎児異常 胎児付属物の異常 
講義  

９ 
ハイリスク妊娠を理解する         （平野） 

合併妊娠（心疾患、呼吸器疾患、腎疾患、甲状腺等） 
講義  

10 

ハイリスク妊娠を理解する         （平野） 

合併妊娠（糖尿病合併妊娠と妊娠糖尿病、子宮奇形・

子宮筋腫合併妊娠、卵巣嚢腫合併妊娠、自己免疫疾患、 

心疾患合併妊娠、悪性腫瘍合併妊娠） 

講義  

11 

骨盤位分娩、多胎分娩を説明できる     （真田） 

産科手術を理解する            

骨盤位分娩 多胎分娩 帝王切開 

講義  

12 
産科麻酔を理解する            （真田） 

無痛分娩の原理と実際 
講義  

13 

合併症をもつ産婦の管理を理解する     （真田） 

妊娠高血圧症候群 心疾患 血液疾患 腎疾患 

甲状腺疾患 糖尿病他 

講義  

14 
産科における救急処置を理解する      （真田） 

子癇発作 脳出血 肺水腫 子宮内反症 
講義  

15 
分娩時の産科ショックを理解する      （真田） 

DIC 羊水塞栓症 肺血症 塞栓症 
講義  

6 成績評価 

方法・基準 
講義参加状況 10％ 筆記試験 2回 90％ 

7 テキスト 
我部山キヨ子（2014）．助産学講座 2基礎助産学〔2〕母子の基礎科学（第 5版）．医学書院  

我部山キヨ子（2013）．助産学講座〔7〕助産診断・技術学Ⅱ分娩期 産褥期．医学書院 

8 参考文献 
竹谷雄二（2014）．プリンシプル産婦人科学 2産科編（第 3版）．メジカルビュー社 

井上裕美．病気がみえる第 3版．メディック・メディア 
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9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
次回授業で回答 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 ウィメンズヘルス論 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 1 選択 

2 担当教員 志賀くに子 猿田了子 阿部範子 吉﨑 陽  

3 授業の目的 

リプロダクティブヘルスに関する健康課題をもつ女性とその家族を援助するために必要な看護実践と女

性の生涯発達と健康問題について学習する。女性とその家族の健康を中心においた家族計画支援につい

て学習する。また、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ、ウィメンズヘルス、性差医療の変遷と女性医

療のあり方、健康とジェンダーの関係、女性各期の特徴を理解し、その健康と看護援助方法や、女性特

有の疾患について学習する。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できるに関連す

る。 

4 学 生 の 

到達目標 

リプロダクティブヘルスに関する健康課題をもつ女性とその家族を援助することができる基礎的知識と

援助に必要な看護実践の方法を理解できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 

リプロダクティブヘルス／ライツの概念を理解する  

リプロダクティブヘルス／ライツとは 

性役割とジェンダー 時代背景と歴史的変遷（猿田） 

講義  

２ 
思春期の性とメンタルヘルスを理解する   （志賀） 

思春期の性と生殖について   
講義 演習 課題提示 

３ 
思春期の性とメンタルヘルスを理解する   （志賀） 

性行動に関する意思決定 性被害  

ディスカッショ

ン 
 

４ 
思春期の性とメンタルヘルスを理解する   （志賀） 

若年妊娠、出産に伴う問題 暴力 貧困 

プレゼンテーシ

ョン  
 

５ 
成熟期女性のヘルスケアの一手法がわかる  

アロマ・セラピー      （特別講師 尾留川） 
講義 演習  

６ 
成熟期女性のヘルスケアの一手法がわかる 

アロマ・セラピー      （特別講師 尾留川） 
講義 演習  

７ 
子育てをとりまく家族・社会の現状がわかる（阿部） 

家族の機能と役割  

講義 ディスカ

ッション 
課題提示 

８ 
子育てをとりまく家族・社会の諸問題がわかる（阿部） 

地域の機能と役割 

講義 ディスカ

ッション 
 

９ 
働く女性の背景と衛生状態が理解できる   （猿田） 

勤労女性の労働衛生 更年期・老年期 

講義 ディスカ

ッション 
 

10 

リプロダクティブ・ライツおよびリプロダクティブ・

ヘルスをめぐる日本の現状を理解する    （猿田） 

 動向と評価    

講義 ディスカ

ッション 
 

11 
女性のライフサイクルからみた健康問題がわかる 

小児期の疾患 思春期の疾患       （吉﨑） 
講義  

12 
女性のライフサイクルからみた健康問題がわかる 

成熟期の疾患              （吉﨑） 
講義  

13 
女性のライフサイクルからみた健康問題がわかる 

更年期・老年期の疾患          （吉﨑） 
講義  

14 
女性特有の疾患がわかる 

生殖器別にみた疾患           （吉﨑） 
講義  

15 
女性特有の疾患がわかる  

婦人科悪性腫瘍             （吉﨑） 
講義  

6 成績評価 

方法・基準 
講義・ディスカッションへの参加状況 30％ プレゼンテーション 20％ 課題レポート 50％ 

7 テキスト  

8 参考文献 

我部山キヨ子（2014）．助産学講座 2 母子の基礎科学．医学書院 

我部山キヨ子（2016）．助産学講座 4 基礎助産学（4）母子の心理・社会学．医学書院堀内成子（2016）．

助産学講座 5助産診断・技術学Ⅰ．医学書院 
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9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
メールで回答、または次回授業やオフィスアワーで回答 

11 備 考  
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1 授業科目名 助産診断・技術学Ⅰ 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 猿田了子 平野秀人 真田広行 渡邊美奈子 

3 授業の目的 

マタニティサイクル全体を通した助産診断の枠組みと援助の基本を学ぶ。妊婦とその家族の事例展開を

通して、妊娠期の母子の健康についてアセスメントし、ケア計画の立案、実施、評価という助産過程を

展開する能力を獲得する。妊娠期の助産過程を展開する上で必要な概念および理論、解剖・生理学、ケ

ア技術を習得する。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できるに関連す

る。 

4 学 生 の 

到達目標 

 
妊娠期の助産過程を展開するうえでの基礎的知識を学び、適切なケアが実践できる 

 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 

マタニティサイクル全体を通した助産診断・技術学の

枠組みを理解する  

助産診断・技術学の成り立ち      （猿田） 

講義  

２ 
妊娠の概念を説明できる         （平野） 

妊娠の成立条件、成立 維持  
講義  

３ 
妊娠の生理を説明できる         （平野） 

胎児の成長と発達 付属物の機能 
講義  

４ 
妊娠の生理を説明できる         （平野） 

妊娠による母体の変化 
講義  

５ 
リプロダクションに関する検査を理解する （真田） 

妊娠診断薬 胎児胎盤機能検査  
講義  

６ 

妊娠中に用いられる薬物と薬物療法の実際について理

解する                 （真田） 

妊娠期の薬物療法 

講義  

７ 
助産診断に必要な検査を理解する     （真田） 

産科での超音波診断の基礎 
講義  

８ 
産科での超音波診断がわかる       （真田） 

様々な妊娠初期の超音波診断を説明できる 
講義  

９ 
産科での超音波診断がわかる       （真田） 

妊娠中期・後期の超音波診断  
講義  

10 
分娩監視装置による診断を理解する    （真田） 

心拍数計と陣痛計 NST CST 
講義  

11 
分娩監視装置による診断ができる     （真田） 

判読の仕方（変動の読み方） 
講義 演習  

12 
分娩監視装置による診断ができる     （真田） 

判読の仕方 
講義 演習  

13 
母子の食生活について理解する      （猿田） 

母体栄養と胎児の発育 
講義  

14 
ハイリスク状態にある妊婦のケアを理解する 

ハイリスク妊婦の支援の基本とケア   （渡邊） 
講義  

15 
ハイリスク状態にある妊婦のケアを理解する 

社会的心理的ハイリスク妊婦へのケア  （渡邊） 
講義  

6 成績評価 

方法・基準 
筆記試験 2回（平野 50 点、猿田･渡邊 50 点）（真田 100 点） 

7 テキスト 
我部山キヨ子（2013）．助産学講座〔6〕助産診断・技術学Ⅱ〔1〕妊娠期．医学書院 

我部山キヨ子（2016）．助産学講座〔2〕基礎助産学（2）母子の基礎科学．医学書院 

8 参考文献 

北川真理子（2013）．今日の助産．南光堂   

竹谷雄二（2014）．プリンシプル産婦人科学 2産科編（第 3版）．メジカルビュー社 

井上裕美．病気がみえる第 3版．メディック・メディア 

9 履修条件 復習しておくこと 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

10 学習相談・

助言体制 
メールで回答、または次回授業やオフィスアワーで回答 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 助産診断・技術学Ⅱ 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 猿田了子 真田広行 渡邊美奈子 

3 授業の目的 

助産診断・技術学Ⅰに引き続き、産婦・家族の事例展開を通して、分娩期の助産実践に必要な基礎的能

力を養う。また、技術演習を通して、産婦の産む力を引き出すための様々なスタイルでの分娩介助技術

や新生児蘇生法、会陰裂傷縫合など、分娩期の実践に欠かせない知識や助産師の業務拡大に向けた技術

を習得する。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解でき

るに関連する。 

4 学 生 の 

到達目標 

産婦・家族の事例展開を通して、分娩期の診断ができる。また、助産実践に必要な基礎的能力が身につ

く。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
分娩期の診断の特徴と診断類型を理解する （猿田） 

分娩期の診断 
講義  

２ 
分娩の基礎、分娩の生理を説明できる   （猿田） 

分娩の 3要素 
講義 小テスト 

３ 
正常な分娩機転を説明できる       （猿田） 

正常な回旋の基礎 分娩開始 
講義 小テスト 

４ 
正常な分娩機転を説明できる       （猿田） 

第１前方後頭位 
講義 演習 小テスト 

５ 
正常な分娩経過と産婦の心理を説明できる （猿田） 

分娩経過とケアの検討 

講義 ディスカ

ッション 
 

６ 
正常な分娩経過と産婦の心理を説明できる （猿田） 

分娩経過とケアの検討 

講義 ディスカ

ッション 
 

７ 
助産過程の展開ができる         （渡邊） 

アセスメント 診断 
講義 事例検討  

８ 
助産過程の展開ができる         （渡邊） 

計画 評価  
事例検討  

９ 

分娩期の異常と偶発疾患を理解する    （真田） 

3 要素の異常 CPD 軟産道強靱 微弱陣痛 

過強陣痛 胎児の異常 羊水 胎盤 臍帯の異常 

講義  

10 

分娩期の異常を理解する         （真田） 

回旋異常 遷延分娩 クリステレル胎児圧出法  

胎児ジストレス  

講義  

11 
吸引・鉗子分娩を理解する        （真田） 

吸引分娩、鉗子分娩の適応と方法 分娩損傷  
講義  

12 
分娩期に使用する薬剤について理解する  （真田） 

分娩誘発・促進法 
講義  

13 
産科処置の基礎を理解する        （真田） 

会陰裂傷 会陰切開 縫合術 頚管裂傷  
講義  

14 
産科処置演習              （真田） 

超音波エコーの実際 会陰縫合の実際    
講義 演習  

15 

分娩後の産科的処置を理解する      （真田） 

ブラント・アンドリュース法 癒着胎盤  

用手剥離法 弛緩出血の対処 双合子宮圧迫法  

講義  

6 成績評価 

方法・基準 
筆記試験１回（真田），猿田（小テスト） 渡邊（事例検討ディスカッション内容） 

7 テキスト 我部山キヨ子（2016）．助産学講座 7助産診断・技術学Ⅱ〔2〕分娩期・産褥期．東京．医学書院 

8 参考文献 

井上裕美．病気がみえる第 3版．メディック・メディア 

北川真理子（2013）．今日の助産．南光堂  

竹谷雄二（2014）．プリンシプル産婦人科学 2産科編（第 3版）．メジカルビュー社 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

9 履修条件 復習しておくこと 

10 学習相談・

助言体制 
メールで回答、または次回授業やオフィスアワーで回答 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 助産診断・技術学Ⅲ 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 猿田了子 平野秀人 菅原光子 渡邊美奈子 

3 授業の目的 

助産診断・技術学Ⅱに引き続き、産褥・育児期の母子の健康についてアセスメントし、ケア計画の立案、

実施、評価という助産過程を展開する能力を獲得する。助産過程を展開する上で必要な概念および理論、

解剖・生理学、ケア技術を習得する。また、褥婦の事例展開を通して、産褥期における褥婦の助産実践

に必要な基礎的能力を養う。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できるに関連す

る。 

4 学 生 の 

到達目標 

産褥・育児期の母子の健康についてアセスメントし、ケア計画の立案、実施、評価という助産過程を展

開できる。 

事例展開を通して、産褥期における褥婦の助産実践に必要な基礎的能力を身につける。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
産褥期の助産診断がわかる        （猿田） 

復古の機序 産褥期の心理・社会的変化 
講義 小テスト 

２ 
退行性変化と進行性変化を診断できる   （猿田） 

退行性変化と進行性変化の診断  
講義 演習  

３ 

母乳育児の基本とケアを理解する     （菅原） 

乳汁分泌機序と経過 

母乳育児に関する診断とケア 

講義 演習 

助産師基礎教育テキ

スト 2016 年版 第 6

巻使用 

４ 
母乳育児の基本を説明し実践できる    （菅原） 

授乳の方法 
講義 演習 〃 

５ 
乳房管理と起こりやすい問題を説明できる （菅原） 

乳房管理 トラブル 
講義 演習 〃 

６ 
早期新生児期の経過診断とケアができる  （渡邊） 

早期新生児の経過診断と観察、管理 
講義  

７ 
褥婦、新生児の助産過程の展開ができる  （渡邊） 

褥婦、新生児事例 

講義 ディスカ

ッション 
 

８ 
NICU GCU 新生児のケアを理解できる    （渡邊） 

ハイリスク新生児のケア 
講義  

９ 
NICU GCU 新生児のケアを理解できる    （渡邊） 

ファミリーケア 
講義  

10 
産褥期の異常を説明できる        （平野） 

感染症 
講義  

11 
産褥期の異常を説明できる        （平野） 

血栓、塞栓症 
講義  

12 
産褥期の異常を説明できる        （平野） 

産褥の心疾患、糖尿病 
講義  

13 
産褥期の異常を説明できる        （平野） 

産褥期におこる精神的な問題 
講義  

14 
ハイリスク・異常褥婦への支援ができる  （渡邊） 

子宮復古不全、出血、ハイリスク褥婦のケア 
講義  

15 
心理社会的ハイリスク褥婦への支援    （渡邊） 

ハイリスク褥婦への支援  
講義  

6 成績評価 

方法・基準 
授業参加状況・ディスカッション 20％ 筆記試験 1回 50％（平野 50 点，猿田･渡邊 50 点）レポート 30％ 

7 テキスト 

横尾京子（2016）．助産師基礎教育テキスト 2016 年版 第 6 巻 産褥期のケア 新生児期・乳幼児期の

ケア．日本看護協会出版会 

我部山キヨ子（2013）．助産学講座〔7〕助産診断・技術学Ⅱ〔2〕分娩期・産褥期 ．医学書院 

8 参考文献 

北川真理子（2013）．今日の助産．南光堂  

井上裕美．病気がみえる第 3版．メディック・メディア  

竹谷雄二（2014）．プリンシプル産婦人科学 2産科編（第 3版）．メジカルビュー社 

9 履修条件 既習学習を想起し、復習しておくこと 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

10 学習相談・

助言体制 
メールで回答、または次回授業やオフィスアワーで回答 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 助産診断・技術学Ⅳ 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 後藤良治 新井浩和 

3 授業の目的 

助産診断・技術学Ⅰ～Ⅲに引き続き、新生児および乳児期とその家族の健康問題をアセスメントし、ケ

ア計画の立案、実施、評価という助産過程を展開する能力を獲得する。入院中の母子その家族の事例を

通して、早期産褥・新生児期の助産実践に必要な基礎的能力を養う。 

また、基本的な新生児蘇生法の学習をする。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できるに関連す

る。 

4 学 生 の 

到達目標 

新生児および乳児期とその家族の健康問題をアセスメントし、ケア計画の立案、実施、評価す

る助産過程を展開できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
新生児の特徴を理解する          （後藤） 

新生児の分類 特徴 
講義 小テスト 

２ 
新生児の生理的特徴を理解する       （後藤） 

新生児の生理的適応と変化 
講義   

３ 
乳幼児の身体的特徴を理解する       （後藤） 

乳幼児の身体的特徴と成長 
講義   

４ 
NICU とハイリスク新生児を理解する    （後藤） 

超低出生体重児 未熟児の急性期管理 発達予後  
講義   

５ 
新生児の生理学的適応を理解する      （後藤） 

体温管理 呼吸循環器 水・電解質管理 
講義   

６ 

栄養管理 感染予防 

新生児の免疫を説明できる 

 免疫機能 

新生児マススクリーニングの目的がわかる  （後藤） 

先天性代謝異常  聴力検査 

講義  

７ 
新生児仮死と蘇生の基本を理解する     （後藤） 

定義と蘇生  

講義 ディスカ

ッション 
 

８ 

新生児におこりやすい病態         （後藤） 

 胎児発育異常 呼吸異常 チアノーゼと心不全 

 多血と蒼白 嘔吐と腹部膨満 感染症 

講義  

９ 
新生児の神経行動学的発達を理解する    （後藤） 

新生児けいれん 病的黄疸  新生児外科疾患 
講義  

10 
乳幼児の生理的特徴を説明できる      （後藤） 

生理的特徴 
講義  

11 

乳幼児の健康診査を理解する        （後藤） 

乳幼児健診とフォロー  

予防接種  事故   

講義  

12 
乳幼児の疾患を理解する          （後藤） 

系統別疾患 乳幼児に起こりやすい疾患  
講義  

13 乳幼児整形外科的疾患を理解する      （後藤） 講義  

14 
新生児の蘇生について理解する       （新井） 

新生児蘇生法の実際 
講義 演習  

15 
新生児蘇生法               （新井） 

新生児蘇生法の実際 
講義 演習  

6 成績評価 

方法・基準 
授業参加状況 10％ 筆記試験 1回 90％ 

7 テキスト 

横尾京子（2016）．助産師基礎教育テキスト 2016 年版 第 6 巻 産褥期のケア 新生児期・乳幼児期の

ケア．日本看護協会出版会 

田村正徳（2012）新生児蘇生法テキスト．メジカルビュー 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

8 参考文献 横尾京子（2013）．助産学講座 8助産診断・技術学Ⅱ 新生児期・乳幼児期．医学書院 

9 履修条件 既習学習を想起し、復習しておくこと 

10 学習相談・

助言体制 
メールで回答、または次回授業やオフィスアワーで回答 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 国際・地域母子保健 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 選択 

2 担当教員 猿田了子 

3 授業の目的 

諸外国の助産師の動向と役割を学ぶ。また、母子の健康をグローバルな視点から考える。また、地域の

母子保健を推進するための基本的知識および社会資源・制度を理解し、保健・医療・福祉機関との調整

を主導する能力を習得し、地域全体の母子保健の促進という観点から探求する。途上国の母子保健活動

に従事する人々の活動より、途上国における助産師の活動や今後のあり方について考える。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できる。地域社

会における健康問題と動向に関心をもち、問題解決に向けて関係機関や他職種と連携した対応策を考え

ることができる。グローバル化する保健・医療・福祉における健康問題を見据え、国内外での看護活動

を通して広く社会に貢献できるに関連する。 

4 学 生 の 

到達目標 

母子の健康をグローバルな視点から考え、地域の母子保健を推進するための基本的知識および社会資

源・制度を理解し、保健・医療・福祉機関との調整を主導する能力を習得できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
地域母子保健活動に必要な基礎を理解する  （猿田） 

地域の概念 母子保健活動の意義 
講義  

２ 
わが国の母子保健行政の体系を理解する   （猿田） 

わが国の母子保健行政 関係法規 
講義  

３ 
母子保健政策化のプロセスを理解する  

チーム医療 関係機関職種の連携（特別講師 加藤） 
講義  

４ 
母子保健施策を理解する          （猿田） 

母子保健制度 健やか親子 21 の評価 
講義  

５ 
母子保健の現状と動向を理解する      （猿田） 

県内の母子保健の動向と事業 
講義 演習 課題提示 

６ 
県内の母子保健の動向と事業        （猿田） 

県内の母子保健の動向と事業  

プレゼンテーシ

ョン 
 

７ 
異なる文化における助産ケアを理解する   （猿田） 

地域の慣習         

プレゼンテーシ

ョン 
 

８ 

母子保健活動を展開する場と特徴を説明できる 

助産所、病院、診療所、母子保健センター、市町村

保健センター、保健所   

講義  

９ 
訪問指導の理論と実際がわかる       （猿田） 

家庭訪問   
講義 演習  

10 
主な母子保健制度と施策がわかる      （猿田） 

健康診査 保健指導 幼児健診 療養援護 
講義 演習  

11 
周産期における東洋医学を理解する   （特別講師） 

妊産婦への東洋医学の応用 
講義 演習  

12 
周産期における東洋医学を理解する   （特別講師） 

妊産婦への東洋医学の応用 
講義 演習  

13 
周産期における東洋医学を理解する   （特別講師） 

妊産婦への東洋医学の応用 
講義 演習  

14 
国内外における母子保健の諸問題を理解する （猿田） 

発展途上国における妊産婦ケア 
講義   

15 
国内外における母子保健の諸問題      （猿田） 

発展途上国における母子保健プロジェクト 
講義  

6 成績評価 

方法・基準 
講義参加状況、プレゼンテーション 50％ 課題レポート、50％ 

7 テキスト その都度提示 我部山キヨ子（2016）．助産学講座 9地域母子保健・国際母子保健．医学書院 

8 参考文献  
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9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
メールで回答、または次回授業やオフィスアワーで回答 

11 備 考  
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1 授業科目名 助産管理・経営論 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

2 2 30 選択 

2 担当教員  猿田了子 新野隆子 井本寛子 

3 授業の目的 

助産管理及び助産所の運営の基本的理解と助産業務を評価し調整できる能力を養う。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できる。専門職

者としての自己研鑽を継続していくことができる。人々と協働した活動を展開するためのマネジメント

ができるに関連する。 

4 学 生 の 

到達目標 

助産業務管理の基本を学び調整能力の必要性が理解できる。 

専門職者としてキャリア・マネジメントを考えることができる 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
助産管理の基本を理解できる       （猿田） 

助産マネジメント  
講義 助産業務指針 

２ 
経営管理戦略とリーダーシップを理解する 

助産業務管理の特性と戦略   （特別講師 加藤） 
講義 課題提示 

３ 
助産所経営の実際を理解する   （特別講師 加藤） 

助産所経営 
講義 助産所開業マニﾕアル 

４ 
助産所におけるケアを理解する      （猿田） 

事例および関連資料検討 
講義 助産所開業マニﾕアル 

５ 
助産業務を行う病院管理を理解する    （新野） 

医療経済と経営論 病院組織  
講義  

６ 
助産業務を行う病棟管理を説明できる   （新野） 

病棟管理の実際 情報活用と情報マネジメント 
講義  

７ 
助産業務を行う病棟管理を説明できる   （新野） 

サービス・マネジメント 人的資源活用 
講義  

８ 
助産業務を行うクリニックの管理を理解する 

産科クリニックの管理の実際  （特別講師 佐藤） 
臨床講義  

９ 
助産業務を行うクリニックの管理  

産科クリニックのケアの実際  （特別講師 佐藤） 
臨床講義  

10 
医療事故・医療過誤について理解する   （井本） 

助産業務におけるマネジメントの要素  

講義 ディスカ

ッション 
 

11 
医療事故・医療過誤について理解する   （井本） 

助産業務における医療事故・医療過誤  

講義 ディスカ

ッション 
 

12 
災害時における母子のケアを理解する   （井本） 

災害対策の実際 

講義 ディスカ

ッション 
 

13 
災害時における母子のケアを理解する   （井本） 

災害対策の実際 

講義 ディスカ

ッション 
 

14 
助産師のキャリア開発を学ぶ       （猿田） 

組織の課題と個人の課題 キャリア・マネジメント 

講義 ディスカ

ッション 
 

15 
助産師のキャリア開発を学ぶ       （猿田） 

キャリア・アンカーとキャリア支援 

講義 ディスカ

ッション 
 

6 成績評価 

方法・基準 
授業参加状況・ディスカッション 30％ 課題レポート 20％ 試験 50％ 

7 テキスト 
我部山キヨ子（2016）．助産学講座〔10〕助産管理．医学書院   

加藤尚美（2010）．助産業務指針．日本助産師会出版 

8 参考文献 助産所開業マニュアル 2013 年版（2013）．日本助産師会出版  その都度資料を提示する 

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
メールで回答、講義やオフィスアワーで回答 

11 備 考  
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1 授業科目名 助産学演習Ⅰ （周産期のケア） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 60 選択 

2 担当教員 猿田了子 渡邊美奈子 

3 授業の目的 

妊婦、産婦、褥婦・新生児の助産診断に必要なフィジカルアセスメント技術、および分娩介助に必要な

技術を習得する。助産診断では、妊娠・分娩・産褥期の各期の対象の健康問題をウェルネスの視点から

アセスメントし、助産過程を展開するプロセスを学ぶ。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できるに関連す

る。 

4 学 生 の 

到達目標 

妊婦、産婦、褥婦・新生児の助産診断に必要なフィジカルアセスメント技術、および分娩介助に必要な

技術を身につける。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 

妊娠期のフィジカル・アセンスメントに必要な技術を

説明できる。 

妊婦の健康診査 時期、回数 問診、分娩予定日、 

経過診断（妊婦の体重管理、胎児の診断） 

講義 既習学習を想起する 

２ 

診察技術 計測診ができる。 

乳房の触診 腹部（レオポルド触診、胎児心音） 

骨盤の触診 計測診 聴診 内診 

講義  

３ 
分娩監視装置を装着し診断ができる 

胎児心拍数 陣痛計の装着と診断 
講義 演  

４ 

健康生活の診断と保健指導ができる基礎的能力を身に

つける 

日常生活適応へのケア 

演習 プレゼン

テーション 
 

５ 

妊娠期のマイナートラブルを理解し、対処方法を説明

できる 

マイナートラブルに対するケア 

演習 プレゼン

テーション 
 

６ 

妊娠期の生活動作と必要な運動を理解し、保健指導が

できる 

日常生活動作と妊産婦体操 

演習  

７ 
分娩介助の原理と意義を理解する 

正常分娩介助の原理 技術 
講義 演習  

８ 

正常分娩の介助ができる 付属物の検査、計測方法を

理解し分娩評価ができる 

分娩介助技術 付属物の検査と計測 

講義 演習  

９ 
出生直後の新生児に必要なケア、計測が理解できる 

出生直後の新生児の計測・ケア 
講義 演習  

10 
正常分娩の介助技術が修得できる 

分娩見学 出生直後の新生児の計測見学 
臨床講義   

11 

出生直後の新生児に必要なケア、計測技術が修得でき

る 

新生児 バイタルサイン計測 沐浴 

臨床講義   

12 
正常分娩介助技術が習得できる 

分娩介助技術デモンストレーション 
演習  

13 
正常分娩介助技術が習得できる 

分娩介助技術デモンストレーション 
演習  

14 分娩介助技術演習 演習  

15 分娩介助技術演習 演習  

16 
正常分娩の介助の準備ができる 

分娩介助技術演習 トレイ準備 技術チェック 
演習 試験  

17 

正常分娩介助ができるように手順がわかり、基礎的技

術を修得できる 

分娩介助技術演習 

演習  
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18 
分娩介助技術演習 

演習  

19 
分娩介助技術演習 

演習  

20 分娩介助技術演習 演習  

21 
分娩介助技術演習 

演習  

22 
分娩介助技術演習 

演習  

23 分娩介助技術演習 演習  

24 
分娩介助技術演習 

演習  

25 
分娩介助技術演習 

演習  

26 分娩介助技術演習 演習  

27 
正常分娩介助ができる 

分娩介助技術演習 技術チェック 
演習 試験  

28 
正常分娩介助ができる 

分娩介助技術演習 技術チェック 
演習 試験  

29 
正常分娩介助ができる 

分娩介助技術演習 技術チェック 
演習 試験  

30 
正常分娩介助ができる 

分娩介助技術演習 技術チェック 
演習 試験  

6 成績評価 

方法・基準 
講義・演習取組状況 30％ 技術チェック試験 70％ 

7 テキスト 
我部山キヨ子（2013）．助産学講座 6助産診断・技術学Ⅱ〔1〕妊娠期．医学書院（第 5版） 

我部山キヨ子（2013）．助産学講座 7助産診断・技術学Ⅱ〔2〕分娩期 産褥期．医学書院 

8 参考文献 
進純郎 分娩介助学 第 2版 医学書院  

進純郎，堀内成子（2011）．ブラッシュアップ助産学 正常分娩の助産術 医学書院 

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
演習中やオフィスアワーで回答  

11 備 考 主体的な取組を期待する 
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1 授業科目名 助産学演習Ⅱ （保健指導） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 60 選択 

2 担当教員 猿田了子 渡邊美奈子 

3 授業の目的 

助産学演習Ⅰで習得した知識を用いて、妊婦・産婦・褥婦・新生児の健康診査を実施し、妊産褥婦とそ

の家族に必要な健康教育を行うための保健指導技術を学ぶ。また、妊婦とその家族に対し、学級活動の

企画運営を実践する。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できるに関連す

る。 

4 学 生 の 

到達目標 

周産期における妊産褥婦とその家族に必要な保健指導ができる 

妊婦とその家族に対し、学級活動の企画運営を実施する 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
助産活動を支える理論・技法の基本を理解する 

援助技術の基本 教育・相談技術 
講義  

２ 
相談・教育活動の技術を理解する 

個人・集団へのアプローチ 
講義  

３ 
健康教育指導の基本的なあり方を説明できる  

計画書・媒体・原稿 
講義 演習  

４ 沐浴指導 演習 
既習看護技術チェッ

ク 

５ 母子同室・授乳指導 演習 知識確認 

６ 育児指導 調乳指導 演習 知識確認 

７ 退院指導 産後の家族指導計画 演習 知識確認 

８ 保健指導演習 カンファレンス 演習  

９ 保健指導演習 カンファレンス 演習  

10 保健指導演習 カンファレンス 臨床講義   

11 保健指導演習 カンファレンス 臨床講義   

12 
健康教育企画運営の実際を理解する 

学級活動企画 
演習  

13 
分娩準備教育の基礎知識を理解する 

母親・両親学級  
演習  

14 学級活動見学 臨床 参加見学 

15 学級活動見学 臨床 参加見学 

16 母親両親学級企画書作成 演習 試験  

17 テキスト、原稿の作成、評価方法 演習  

18 デモンストレーション 修正 演習  

19 デモンストレーション  修正 演習  

20 修正 演習  

21 修正 演習  

22 修正 演習  

23 修正 演習  

24 デモンストレーション 修正 演習  
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25 修正 演習  

26 修正 演習  

27 デモンストレーション 修正 演習   

28 母親両親学級実施 本番  

29 母親両親学級実施  本番  

30 母親両親学級実施 まとめ 本番  

6 成績評価 

方法・基準 
講義・演習取組状況 30％ 技術チェック試験 70％ 

7 テキスト 
我部山キヨ子（2013）．助産学講座 6助産診断・技術学Ⅱ〔1〕妊娠期．医学書院（第 5版） 

我部山キヨ子（2013）．助産学講座 7助産診断・技術学Ⅱ〔2〕分娩期 産褥期．医学書院 

8 参考文献 
進純郎 分娩介助学 第 2版 医学書院  

進純郎，堀内成子（2011）．ブラッシュアップ助産学 正常分娩の助産術 医学書院 

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
演習中やオフィスアワーで回答  

11 備 考 主体的に臨むこと 進捗状況によりデモンストレーションの回数が変更される 
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1 授業科目名 助産学実習Ⅰ （病院・診療所・助産所・市町村） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 11 495 選択 

2 担当教員 猿田了子 渡邊美奈子 

3 授業の目的 

助産に関する基礎的知識と技術を活かし、妊婦・産婦・褥婦および胎児・新生児のケアに必要な助産診

断を行い、それに基づいて対象に応じた妊婦健康診査、分娩介助、健康教育などの実践を行う。さらに、

助産師活動の組織、役割と責任、業務の推進に関わる助産業務管理の基礎的能力を養うことを目的とす

る。DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できるに関

連する。 

4 学 生 の 

到達目標 

妊婦・産婦・褥婦および胎児・新生児のケアに必要な助産診断を行い、それに基づいて対象に応じた妊

婦健康診査、分娩介助、健康教育などの実践ができる。 

 

 

自然出産を支援するための妊産褥婦の助産診断およびケア、健康教育ができる。 

1 産褥婦新生児を受け持ち、診断・ケアの一連の過程を実施・評価する。 

2 産婦の分娩介助を実践する。 

3 外回り、新生児係を実践する。（原則 10 例） 

4 継続事例 1例の健診・ケアを妊娠から分娩・産褥 1か月まで、継続して実施（家庭訪問まで含む）・ 

評価する。 

5 妊婦健診、分娩時のケア、母乳期ケア、家庭訪問などを行い、周産期ケアの課題及び理想像につい 

て考察する。 

6 ハイリスク母子のケア、育児支援をする。 

 

助産所における母子の助産ケアサービス（来所、訪問活動、健康教育）およびその管理を理解する。 

  

市町村、助産師外来、病院から助産所、家庭訪問と他施設・他職種との連携について理解する。 

 

 

実習場所：秋田赤十字病院（産科外来、産科病棟、新生児病棟、小児科外来） 

     助産所（地域助産活動：妊産褥婦・新生児へのケア） 

実習日程：平成 29 年 4月～平成 30 年 3月 （分娩介助実習は平成 30 年 1月～3月） 

 

 

6 成績評価 

方法・基準 

実践能力・技術及び出席日数から総合的に評価する。 

 ・事例の実践評価：実習記録 50％ 技術 30％ 

 ・レポート、カンファレンス参加度 10％ 

・実習態度（予習・復習・倫理的態度）10％ 

7 テキスト  

8 参考文献  

9 履修条件 既習学習を想起し、実習に向けての準備を整える。実習要項参照 

10 学習相談・

助言体制 
実習中やオフィスアワーに回答  

11 備 考 健康管理に注意する。学生同士、協調性をもって実習に臨む。 
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1 授業科目名 助産学特論Ⅰ （概論） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

１ １ 15 選択 

2 担当教員 安藤広子 志賀くに子 猿田了子 阿部範子 

3 授業の目的 

周産期における女性と家族の健康に関する主要な理論、概念を学ぶ。 

Evidence-based Medicine/Midwifery（EBM）を実施する基本的研究能力を身につける。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できる。看護学

の専門分野に関する研究課題に取組研究することができるに関連する。 

4 学 生 の 

到達目標 

助産実践のための看護理論と看護学の学問的基礎を学習する。 

周産期における女性と家族の健康に関する理論と研究課題を探求する。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
看護学および助産学における理論の構造を解釈できる 

看護学における理論思考の本質     (安藤) 
講義 関連資料、書籍を読む 

２ 
看護学および助産学における理論の構造を解釈できる 

看護理論家の業績と理論評価      (安藤) 
講義  

３ 

助産領域における研究の必要性について考えることが

できる   

助産学と研究            (志賀) 

講義   

４ 

助産領域の文献を検索、研究の質を評価する方法を学

ぶ             (志賀 阿部 猿田) 

看護研究のための文献レビュー            

講義 演習 
看護研究のための文

献レビュー 

５ 

助産領域の文献を検索、研究の質を評価する方法を学

ぶ             (志賀 阿部 猿田) 

助産領域の研究論文のクリティーク       

講義 演習 
よくわかる看護研究

論文のクリティーク 

６ 

助産学領域の文献考察を深め研究の必要性について考

えることができる      (志賀 阿部 猿田) 

助産領域の研究論文のクリティーク  

講義 演習 関連資料 

７ 

助産学領域の文献考察を深め研究の必要性について考

えることができる 

リサーチクエスチョン   (志賀 阿部 猿田) 

講義 演習 関連資料 

８ 

助産学領域の文献考察を深め研究の必要性について考

えることができる 

  リサーチクエスチョン   (志賀 阿部 猿田) 

講義 演習 関連資料 

6 成績評価 

方法・基準 
授業参加状況 50% 課題レポート 50% 

7 テキスト  

8 参考文献 

HesookSuzie Kim 看護学における理論思考の本質  筒井真優美 看護理論家の業績と理論評価  

ジュデス・ガラード 看護研究のための文献レビュー D.F.ポーリット 看護研究第 2版 原理と方法 

牧本清子 よくわかる看護研究論文のクリティーク 研究手法別のチェックシートで学ぶ 

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
メールで回答、または次回授業やオフィスアワーで回答 

11 備 考  
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1 授業科目名 助産学特論Ⅱ（助産学教育方法論） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

2 1 15 選択 

2 担当教員 猿田了子 

3 授業の目的 

助産教育課程の歴史的変遷から、今日の助産教育の課題や問題点を検討する。助産教育を効果的に展開

するための必要な基本的知識を、教育学的、教育心理学的分野からも学ぶ。授業を行う、教育課程を編

成するという実践的力量の土台を形成することを目指し、助産学の授業展開に必要な基礎的能力を養う。

DP の高度な看護実践、研究・教育活動を通して社会に貢献できるに関連する。 

4 学 生 の 

到達目標 
助産教育の課題や問題点を検討し、望ましい助産教育課程を構築できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
助産学教育の歴史を理解する 

変遷と現況 コア・コンピテンシー 
講義  

２ 
助産学教育課程の基本を理解する 

助産学教育過程構築の基本 
講義  

関連文献 資料を読

む 

３ 助産学教育課程の検討 演習 
カリキュラム構築課

題 

４ 助産学教育課程の検討 演習 プレゼンテーション 

５ 
助産学実習指導方法を考える 

実習指導方法の基礎 
講義 演習  

６ 
助産学実習指導方法 

事例を通し実習指導方法を考える 
講義 演習 事例を読む 

７ 
教育評価の方法を理解する 

教育評価の必要性と方法  
講義  

８ 
助産師教育の今後を考えることができる 

助産師教育の将来 
  

6 成績評価 

方法・基準 
授業参加状況 プレゼンテーション評価 

7 テキスト その都度参考資料提示 我部山キヨ子（2015）．基礎助産学〔1〕助産学概論．医学書院 

8 参考文献  

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
メールで回答、または次回授業やオフィスアワーで回答 

11 備 考  
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1 授業科目名 助産学特論Ⅲ （国際助産学） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

2 1 15 選択 

2 担当教員 猿田了子 柳生文弘 

3 授業の目的 

世界の母子保健の視点から、助産師の役割を考える。 

国内外の母子保健活動を理解し、国際的な視野を持ち、発展途上国での助産師活動に貢献できる基礎的

能力を習得する。 

DP のグローバル化する保健・医療・福祉における健康問題を見据え、国内外での看護活動を通して広く

社会に貢献できるに関連する。 

4 学 生 の 

到達目標 

国際的な視野を持ち、発展途上国での助産師活動に貢献できる基礎的能力を習得する 

 

 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
国際化社会における助産師の役割を理解する （猿田） 

国際化時代と助産師の役割 
講義  

２ 

助産師と国際機関との関連を理解する    （猿田） 

ＷＨＯ(世界保健機構)ＩＣＭ(国際助産師連盟) 

およびＩＣＮ(国際看護師連盟)とその協働 

講義 演習 
国際機関、職能団体に

ついて調べる 

３ 

助産師と国際機関との関連を理解する    （猿田） 

ＷＨＯ(世界保健機構)ＩＣＭ(国際助産師連盟) 

およびＩＣＮ(国際看護師連盟)とその協働  

講義 演習  

４ 
国内外における母子保健の諸問題を理解する （柳生） 

アジアにおける母子保健の実際 
講義  

５ 
国内外における母子保健の諸問題を理解する （柳生） 

アジアにおける母子保健の実際 
講義  

６ 
助産師の国際的な活動の実際を理解する 

アジアにおける助産師の活動    （特別講師 榎） 
講義  

７ 
助産師の国際的な活動の実際を理解する 

アジアにおける助産師の活動    （特別講師 榎） 
講義  

８ 
国際活動の将来展望と課題を説明できる   （猿田） 

職能団体の国際活動 今後の取組 
講義  

6 成績評価 

方法・基準 
授業参加状況 10％ レポート評価 90％ 

7 テキスト  

8 参考文献 
その都度資料を提示． 

我部山キヨ子（2016）．助産学講座 9地域母子保健・国際母子保健（第 5版）．医学書院 

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
メールで回答、または次回授業やオフィスアワーで回答 

11 備 考  
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1 授業科目名 助産学特論Ⅳ （代替医療） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 1 15 選択 

2 担当教員 猿田了子 

3 授業の目的 

代替医療の範囲は広く、世界の伝統医学・民間療法等がある。自然の出産には西洋医学と異なった医療

がよい結果をもたらすこともある。そこで、代替医療の範疇に含まれる、中国医学（中薬療法、鍼灸、

指圧、気功）、インド医学、免疫療法（リンパ球療法など）、薬効食品・健康食品（抗酸化食品群、免疫

賦活食品、各種予防・補助食品など）、ハーブ療法、アロマセラピー、ビタミン療法、食事療法、精神・

心理療法、温泉療法、酸素療法等々を学習する 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できるに関連す

る。 

4 学 生 の 

到達目標 
代替医療の基本を学び、産科における代替医療の注意点を考え活用することができる 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 
出産文化の多様性に対する理解を深める 

代替医療の考え方 様々な代替医療 
講義  

２ 
ハーブ療法を学び活用できる  

アロマセラピー 
講義 演習  

３ 
ハーブ療法を学び活用できる 

アロマセラピー 
講義 演習  

４ 
タッチケア 精神・心理療法他を学び活用できる 

ベビーマッサージ 
講義 演習  

５ 
タッチケア 精神・心理療法他を学び活用できる 

ベビーマッサージ 
講義 演習  

６ 
妊娠出産と東洋医学の関係を理解する 

鍼灸、ツボ 
講義 演習  

７ 
妊娠出産と東洋医学の関係を理解する 

鍼灸、ツボ 
講義 演習  

８ 
妊娠出産と東洋医学の関係を理解する 

鍼灸、ツボ 
講義 演習  

6 成績評価 

方法・基準 
講義・演習参加状況 50％ 課題レポート 50％ 

7 テキスト  

8 参考文献 
その都度、資料を提示する 

我部山キヨ子（2016）．助産学講座 3母子の健康科学．医学書院  

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
講義中やオフィスアワーで回答 

11 備 考 平成 29 年度閉講 
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1 授業科目名 助産学演習Ⅲ （乳幼児・思春期・更年期健康教育） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

2 2 60 選択 

2 担当教員 猿田了子 渡邊美奈子 

3 授業の目的 

ライフサイクルのステージ毎に生じる健康問題に対する健康教育のあり方について考える。特に女性と

その家族の健康を中心においた家族計画支援ならびに母体保護に基づく家族計画のあり方や受胎調節法

について学習する。また、リプロダクティブ・ヘルス／ライツを基盤とする健康教育を実践する。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できるに関連す

る。 

4 学 生 の 

到達目標 

女性とその家族の健康を中心においた家族計画支援ならびに母体保護に基づく家族計画のあり方や受胎

調節法について健康教育を実践できる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツのもとに家族計画

の理念と歴史を理解する 

家族計画の意義、基礎知識 

講義  

２ 
世界の人口問題と避妊との関連を理解する 

動向 問題点 法的知識 
講義  

３ 
具体的な受胎調節法を理解する 

各種受胎調節法 
講義 演習 既習知識チェック 

４ 
対象別に家族計画指導を検討できる 

幼稚園 小学生 中学生 高校生 婚前 産後 
演習  

５ 
対象別の健康教育内容を検討できる 

思春期・更年期教育の基礎  
演習  

６ 健康教育の実際を見学する 演習 参加見学 

７ 健康教育の実際を見学する 演習 参加見学 

８ 
思春期教育の企画を実践できる  

企画書作成 
演習  

９ 原稿 媒体 ポスター等作成 演習  

10 原稿 媒体 作成 臨床講義   

11 デモンストレーション  臨床講義   

12 デモンストレーション  演習  

13 修正 演習  

14 修正 臨床  

15 修正 臨床  

16 デモストレーション 修正 演習 試験  

17 修正 演習  

18 修正 演習  

19 デモストレーション  演習  

20 デモストレーション 修正 演習  

21 修正 演習  

22 修正 演習  

23 デモストレーション  演習  
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24 デモストレーション 修正 演習  

25 修正 演習  

26 修正 演習  

27 デモストレーション  演習   

28 デモストレーション 修正 本番  

29 健康教育の運営・実践 本番  

30 健康教育の運営・実践 まとめ 本番  

6 成績評価 

方法・基準 
講義・演習取組状況 30％ プレゼンテーション成果 70％ 

7 テキスト 我部山キヨ子（2016）．助産学講座 3母子の健康科学．医学書院 

8 参考文献 関連資料 

9 履修条件 既習学習を想起し、最近の健康教育の特徴を理解しておく 

10 学習相談・

助言体制 
講義、演習中やオフィスアワーで回答  

11 備 考 主体的に臨むこと 進捗状況によりデモンストレーションの回数が変更される 
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1 授業科目名 助産学実習Ⅱ （地域母子訪問） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 1 45 選択 

2 担当教員 猿田了子 渡邊美奈子 

3 授業の目的 

助産に関する基礎的知識と技術を活かし、母子および地域、家族のケアに必要な助産診断を行い、それ

に基づいて対象に応じた健康診査、保健指導などの実践を行う。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できる。また、

地域社会における健康問題と動向に関心をもち、問題解決に向けて関係機関や他職種と連携した対応策

を考える事ができるに関連する。 

4 学 生 の 

到達目標 
母子および地域、家族のケアに必要な助産診断を行い、それに基づいて健康診査、保健指導ができる。 

 

 

 

 

 

1 地域母子保健活動を他の職種と連携・協働しながら地域保健活動に参加する。 

   母子保健事業（妊娠の届出、こんにちは赤ちゃん事業、母乳育児補助券事業等）の理解と実際 

 

2 幼児の心身の発達と健康管理を理解すると共に地域における母子保健活動の実際を理解する。 

幼児健診における健康管理の実際を学ぶ。 

幼児健診をとおし関係機関および関係職種との連携、事後処理過程を学ぶ。 
 

 

 

 

 

 

 

実習場所：秋田市保健所  秋田市保健センター  

実習日程：平成 29 年 10 月～12 月 

 

 

 

 

 

 

 

6 成績評価 

方法・基準 

実践能力・技術及び出席日数から総合的に評価する。 

 ・事例の実践評価；実習記録 50％ 技術 30％ 

 ・レポート、カンファレンス参加度 10％ 

・実習態度（予習・復習・倫理的態度）10％ 

7 テキスト  

8 参考文献  

9 履修条件 既習学習を想起し、実習に向けて準備をする 実習要項参照 

10 学習相談・

助言体制 
実習中やオフィスアワーで回答 

11 備 考 健康管理に注意する。学生同士、協調性をもって実習に臨む。 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 助産学実習Ⅲ （助産所） 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 90 選択 

2 担当教員 猿田了子 渡邊美奈子 

3 授業の目的 

助産所における助産師活動の組織、役割と責任、業務の推進に関わる助産業務管理の実践能力を養うこ

とを目的とする。 

DP の専門的な看護実践に必要な知識を学修し、その根拠に裏付けされた応用方法が理解できる。看護の

実践・教育。管理の発展に寄与できる多様な研究方法と看護への幅広い適用方法が理解できる。人々と

協働した活動を展開するためのマネジメントができるに関連する。 

4 学 生 の 

到達目標 

助産所における助産業務管理を理解し、助産システム・マネジメントの実際を理解する。また、EBM に

基づいた研究能力向上の基礎的知識・態度を習得する。 

 

助産所における助産システム・マネジメントの実際を理解する。 

     

1 助産所における助産師業務の実際を学ぶ。           

2 助産所の管理運営を学ぶ。 

3 地域社会における助産師の役割と活動の実際について学ぶ。 

4 関係機関及び関係職種との連携について学ぶ。  

 

助産師の自律、研究的態度能力向上の基礎として公開講座、学会等に参加する。 

 

 

実習場所：いのちの応援舎 ぼっこ助産院 

実習日程： 平成 30 年 

 

学会等参加 

 実習日程：平成 29 年 6月 24 日（秋田県母性衛生学会） 10 月 6 日～7日（日本母性衛生学会 神戸） 

 

 

 

 

6 成績評価 

方法・基準 

実践能力・技術及び出席日数から総合的に評価する。 

 ・事例の実践評価；実習記録 50％ 技術 30％ 

 ・レポート、カンファレンス参加度 10％ 

・実習態度（予習・復習・倫理的態度）10％ 

7 テキスト  

8 参考文献  

9 履修条件 既習学習を想起し、実習に向けて準備をする 

10 学習相談・

助言体制 
 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 
 

課題研究 
 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

2 2 60 選択 

2 担当教員 下平 唯子 

3 授業の目的 
特論、演習および実習で学び得た知識と技術をもとに、専門領域の研究テーマを導き出し、看

護の質向上に寄与する基礎的臨床研究能力を育成する 

4 学 生 の 

到達目標 

１. 看護実践の質向上につながる課題を見出すことができる。 

２. 系統的な文献収集を行うことができる。 

３. 収集された文献を研究課題に基づいて検討することができる。 

４. 研究課題に関する看護および研究の動向を把握することができる。 

５．研究課題に関する知見（エビデンス）を概観・把握し、論文としてまとめることができる。 
回 授業内容・ 授業方法 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

6 成績評価 

方法・基準 

評価方法：研究科委員会学位審査委員会による学位論文等審査による 

評価基準：「日本赤十字秋田看護大学大学院学位論文審査委員会規程」別紙 2参照 

7 テキスト 指定なし 

8 参考文献 看護研究のための文献レビュー マトリックス方式：ガラード（安部陽子訳）、医学書院、2012     

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
適宜対応する 

11 備 考  

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科

目名 
研究計画書作成 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

1 2 30 必修 

2 担当教

員 
夏原和美、下平唯子、飯島純夫 

3 授業の

目的 

学位論文の研究計画立案のために必要な知識・技術を修得する 

研究計画書および学術論文作成のために必要な知識・技術を修得する 

4 学  生 

の 

到達目

標 

・研究目的に関連した文献を分析的に読みこなせる 

・文献を利用しながら研究目的を焦点化することができる 

・自らの研究課題を解決するために必要な研究方法を使用することができる 

・アカデミック・ライティングの特徴を踏まえた文章が書ける 

・量的・質的データの分析の基本を理解する 

・学術プレゼンテーションの基本を踏まえた発表資料が作れる 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７- 

10 

量的研究のデータ分析（飯島）量的デー

タの基本的分析プロセスをふむことがで

きる 

（事前）自分のテーマでアンケート調査を行

ったと想定して分析方法を考えてみる 

（事後）授業を踏まえて分析方法を修正する 

11- 

14 

質的研究のデータ分析(下平)質的データ

の基本的な分析プロセスをふむことがで

きる 

(事前)面接データの質的分析方法について 

15 

学術プレゼンテーション（夏原）学術場

面における効果的なプレゼンテーション

の基本を理解する 

(事前)配布資料の事例をもとに、発表資料(パ

ワーポイント)を作成する 

6 成績評

価方

法・基

準 

事前・事後課題で評価する 

7 テキス

ト 

坂下玲子 他. (2016). 看護研究：系統看護学講座別巻.医学書院 

国語辞書と類語辞典(特にテキスト分析をする予定の人) 

8 参考文

献 

阪大生のためのアカデミック・ライティング入門 

http://ir.library.osaka-u.ac.jp/web/HAW/index.html 

立教大学 Master of Writing 

https://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/philosophy/activism/CDSHE/journal/leaflet/ 

倉茂 好匡.(2011). 環境科学を学ぶ学生のための科学的和文作文法入門 (滋賀県立大学環境ブックレット 

5). サンライズ出版 

酒井聡樹.(2011). 100 ページの文章術. 共立出版 

佐渡島沙織＆吉野亜矢子.(2008). これから研究を書くひとのためのガイドブック. ひつじ書房 

井下千以子.(2014). 思考を鍛えるレポート・論文作成法 第２版. 慶應義塾大学出版会 

戸田山和久.(2012). 新版 論文の教室―レポートから卒論まで (NHK ブックス No.1194). NHK 出版 
9 履修条

件 
特に無し 

10 学習相

談・助言

体制 

各教員のオフィスアワーで対応する 

メールでの相談は随時受け付ける 

11 備 考 看護研究法と合わせて講義と演習を組み合わせて進める 

 



日本赤十字秋田看護大学 看護学研究科 シラバス 

 

1 授業科目名 特別研究 

年次 単位数 時間数 必修/選択 

2 6 180 選択 

2 担当教員 
安藤 広子 山田 典子 飯島 純夫 大友 和夫 奥山 朝子 木村 滋 志賀 くに子 

下平 唯子 鈴木 聖子 高田 由美 夏原 和美 穂坂 明徳 

3 授業の目的 研究論文の作成を通して、研究の基礎的能力を養う。 

4 学 生 の 

到達目標 

大学院修士課程の目的とする看護の新たな介入を創造するための研究方法を習得し、研究論文を完成さ

せる。 

回 授業内容・到達目標・（担当者名） 授業方法 
事前・事後学習 

(学習課題) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 成績評価 

方法・基準 

研究科委員会学位論文審査委員会による学位論文等審査による 

評価基準は、「日本赤十字秋田看護大学学位論文審査委員会規程」別紙 1を参照。 

7 テキスト  

8 参考文献  

9 履修条件  

10 学習相談・

助言体制 
研究指導教員が適宜な日程を設定する。 

11 備 考  

 



 
 
 
 
 

追加で配付されたシラバスを 
 

貼り付けてご使用ください。 


