
授業回

1~30

1~30

1~30

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意 各担当者より指示する。

到達目標

1.各自が関心領域から研究課題を絞り込み、研究目的達成に必要な研究デザインを選択できる。
2.各自の研究目的達成に必要な研究手法についての基礎および実際について学ぶ
3.文献をクリティークする中で必要な研究手法を身につける。

各担当者より指示する。

テキスト

科目名 演習 必修・選択 選択

英語科目名 Seminar 対象学年 1年

授業の位置づけ 各専門分野の特論と並行しながら、自身の研究を計画する基礎となる取り組みを行い、特別研究につなげる。

担当教員

授業概要

全体内容

国内外の文献を討議材料とし、研究課題および研究方法について分析的に考察する。事例や研究論文を分析し、現状の問題点を把握する
とともにその解決法について検討する。
それを踏まえ、自己の研究課題に応じた研究方法や分析方法を明確にし、実践への適用を検討する。
各担当教員と相談して選んだテーマに関して、以下の形式で定期的にテーマ別に演習を行う（30回）。
１．実践報告等のレビュー、検討会
２．文献紹介とゼミ形式での討議
３．各フィールドでのデータの集積と、分析およびその解釈についての検討会
＊ＣＮＳについては、別途に掲載する。

【浦安キャンパス】
飯島佐知子、伊藤龍子、岩渕和久、植木純、大月恵理子、櫻井しのぶ、佐藤まゆみ、種市ひろみ、
野崎真奈美、平井周、水野恵理子、湯浅美千代、大西麻未、岡本隆寛、加茂敦子、川上和美、佐野
裕子、島田広美、杉山智子、鈴木紀子、高谷真由美、髙山京子、立石彩美、長瀬雅子、永野光子、
中山仁志、森田亜希子
【三島キャンパス】
大熊泰之、小川典子、小池道明、近藤ふさえ、西田みゆき、濱田千江子

授業形態 演習

開講学期 通年 単位数 4単位

代表教員 植木　純 ナンバリング

予習・復習・レポート課題等と学習時間

備考

成績評価の方法

評価方法 原則としてレポート（25％）、プレゼンテーション（25％）、討議（50％）とする。

評価基準
・国内外の文献をもとに、研究課題・研究方法を分析的に考察できる。
・事例や研究論文を分析し、現状の問題点を把握でき、解決法を検討できる。

試験・課題に対するフィードバック方法

各担当者より指示する。

その他

書名 著者 出版社 ISBN

なし

参考文献

連絡先・オフィスア
ワー

オフィスアワーを各担当教員が設けているので、メール等で連絡をとり、積極的にコンタクトを取ること。

岩渕和久 院内感染制御のための実践力を身につけるための基礎として、病原微生
物と宿主側の免疫応答能力の関係を明らかにするために必要となる研究
手法の修得を指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

伊藤龍子 子どもを対象とした小児看護実践の場に参加し、小児看護実践における
現状を分析して課題を見出す。さらに、その課題の改善および改革の方
法について検討する。

演習 各回予習90分、復習90分

飯島佐知子 人的資源管理、医療・看護の質の管理、財務管理やバランスドスコア
カードの理論と方法を踏まえて、実際の施設における適用事例について
分析し、改善案を検討する。

演習 各回予習90分、復習90分

備考 自ら進んで学ぶ姿勢を望む。

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊

※…実務家担当教員

関連科目 なし

先修要件 なし
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植木純 身体を科学的、系統的にアセスメントする技術を身につける。さらに、
生活習慣や生活行動、家族状況、職業などの健康に関連する背景を的確
に把握する手法を修得し、QOL、精神心理的側面のアセスメント方法や
アセスメントに用いる評価票を理解することにより、健康状態や病態を
包括的に判断、評価することの出来る能力を養う。

演習 各回予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケア看護領域から関心のある看護現象を選択し、その現象
に関する実践事例や研究論文の分析を通して現状と問題点を理解し、研
究課題を明確にするプロセスを指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

野崎真奈美 看護基礎教育及び継続教育における看護実践能力の育成についての現状
と課題を明らかにし、効果的な教育方法と評価のあり方について検討す
る。

演習 各回予習90分、復習90分

大月恵理子 女性の生涯にわたる健康課題を支援する母性看護学領域における現状と
課題について、研究論文を基に検討し、研究課題の明確化を図る。

演習 各回予習90分、復習90分

櫻井しのぶ 地域看護分野における健康課題を地域診断を基に特定し、その集団もし
くは地域の対象者に有効な看護活動の援助の在り方を探求する。また、
包括的な健康支援の方法を検討するにあたって、施策化から評価まで出
来る能力を養う。

演習 各回予習90分、復習90分

種市ひろみ 在宅療養者とその家族に対して提供される看護実践の現状と課題、在宅
療養者のQOLを高め自立を促進するための看護実践のあり方、課題解決
のための方策について検討する。

演習 各回予習90分、復習90分

湯浅美千代 高齢者の理解とその支援についての現状と問題を把握し、高齢者看護に
関する課題を明確にする。

演習 各回予習90分、復習90分

平井周 実際の症例を用いて、腫瘍や炎症、加齢などによる臓器や組織の様々な
変化を形態学的に観察し、病態を病理学的に理解・評価する手法を修得
する。これを自己の関心領域の解析に適用すべく検討を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

水野恵理子 精神保健看護領域における関心のあるテーマを挙げ、先行研究の検討を
通してテーマの理解を深めるとともに考えられる課題を見出し、解決す
るためのアプローチ法について検討する。

演習 各回予習90分、復習90分

加茂敦子 様々な生体反応や病態への理解を深めるとともに、自己の研究課題に関
連する研究手法を検討し修得する。また、看護の臨床や広く健康増進に
つながるエビデンス活用について課題を見いだし、エビデンスを創出す
る力を培う。

演習 各回予習90分、復習90分

川上和美 医療・福祉施設、地域等のあらゆる場や対象における科学的根拠に基づ
いた感染予防管理・感染症看護を探求し、実践方法を検討する。さらに
関心領域の既存のガイドライン、文献をクリティークし、研究課題を明
確にする。

演習 各回予習90分、復習90分

大西麻未 組織管理、人的資源管理、質管理に関する研究について、看護及び関連
領域の既存の知識を整理し、実践上の課題及び研究課題を明確にする。

演習 各回予習90分、復習90分

岡本隆寛 統合失調症者に対する、ストレングスモデル、べてるの家、当事者研
究、オープンダイアローグ、ピアサポート、WRAP、ACTなど先駆的な取
り組みを先行研究・文献を通して深め、リカバリー支援について検討す
る。

演習 予習：統合失調症者のリカバリー支援につ
いて先駆的なモデルを調べてまとめてお
く。復習：精神科医療と看護にリカバリー
支援を取り入れる方法について具体策を検
討する。

杉山智子 認知症をもつ高齢者を取り巻く現状や課題を明らかにし、看護方法につ
いて検討する。

演習 各回予習90分、復習90分

鈴木紀子 現代の周産期の母子および家族を取り巻く現状や課題について、先行研
究から検討し、自らの研究課題を明確にしていく。

演習 各回予習90分、復習90分

佐野裕子 身体機能に障害が生じる病態を理解し、科学的にアセスメントできる能
力を養う。リハビリテーション医療・看護において，予防的観点を含め
た包括的な介入手法について学習し，研究課題を明確にする。

演習 各回予習90分、復習90分

島田広美 回復期にある高齢者の理解とその支援についての現状と問題を把握し、
援助に関する課題を明確にする。

演習 各回予習90分、復習90分

立石彩美 各自関心のある領域のメンタルヘルスの課題について、現在までの研究
の動向と、エビデンスのある効果的な介入方法などを文献検討により明
らかにする。関連する論文のクリティークを十分に行いながら、ディス
カッションを通して研究的思考を養い、各自の研究課題を明確にしてい
く。

演習 各回予習90分、復習90分

長瀬雅子 慢性的な病／状態を抱えて生きる人々とその家族に対する看護および保
健医療システムの現状と課題を把握し、これらの改善策を検討する。

演習 各回予習90分、復習90分

高谷真由美 慢性病を持つ人の症状マネジメントに活用する看護援助としての補完代
替療法について、現状や問題点、具体的な活用方法について考える。

演習 各回予習90分、復習90分

髙山京子 がんに罹患した患者とその家族に対する文献および看護実践から、関心
領域における現状と問題点を理解し、自らの研究課題や研究方法を明確
にする。

演習 各回予習90分、復習90分

永野光子 看護実践・教育に関わる文献の検討を通し、看護学教育の現状と課題を
理解し、解決策について検討する。

演習 各回予習90分、復習90分
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演習 各回予習90分、復習90分

小池道明
（三島）

高齢者の多発性骨髄腫患者における、ADL、フレイルスコアー、全身状
態の評価方法について現在のエビデンスを理解する。

演習 各回予習90分、復習90分

中山仁志 感染制御の理解と実践力をつけるための基礎として、病原微生物ならび
にサイトカインを含む炎症性物質に対する生体反応に焦点を絞った実験
演習を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

森田亜希子 母性看護学領域の対象者である母子やその家族が遭遇する健康課題／問
題について、研究論文を検討、探求することで、自らの研究課題や研究
方法を明確化する。

演習 各回予習90分、復習90分

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

濱田千江子
（三島）

健康寿命延伸に関連したセルフヘルスケアマネジメントや、医療・介護
の現場で生じているフレイル（運動器機能の低下）の進展予防への看護
介入の重要性を理解するため、セルフヘルスケアマネジメントやフレイ
ルの文献レビューし、今日的課題を明確にし、未来の展望を図るための
基礎的能力を養う。

演習 各回予習90分、復習90分

近藤ふさえ
（三島）

成人期にある人々の健康問題とその支援について現状と問題を把握す
る。また、各自のサブスペシャリティとなる領域から関心のある事象に
関する研究論文を分析し、課題を明確にする。

演習 各回予習90分、復習90分

西田みゆき
（三島）

小児の健康問題を幅広くとらえ子どもと家族に必要な看護を探求する能
力を培う。

演習 各回予習90分、復習90分

大熊泰之
（三島）

脳・神経疾患における病態生理の理解を深め、実際の症例から問題点を
分析する能力を身に着ける。エビデンスを理解し、エビデンスに基づく
問題解決法を習得する。

演習 各回予習90分、復習90分

小川典子
（三島）

在宅看護の場の拡大に伴い、保健福祉などあらゆる面からその人のQOL
ニーズ・セルフケアニーズに対応するため様々な形態の看護提供が期待
される地域包括ケアシステムの今日的課題を明確にし、未来の展望を図
るための基礎的能力を養う。
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開講学期 通年 単位数 4単位

代表教員 高谷真由美・長瀬雅子 ナンバリング

科目名 演習(慢性看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Seminar-CNS in Chronic Illness and Conditions Nursing 対象学年 1年

授業の位置づけ

慢性看護専門看護師になるために必要な科目である。前期はアセスメントを中心に、後期は介入方略を中心に論文購読、フィールドワー
クなどを通じて学び、サブスペシャリティに必要となる能力や実践上の課題を明確にする。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

・関心領域におけるヘルスアセスメント論文をクリティークしておく。
・ヘルスアセスメントについてシミュレーターを活用して予習・復習を行い、疑問点・技術習得上の自己の問題点を確認しておく。
・関心分野のアセスメントツールの活用について文献検討を行い、プレゼンテーションの準備をする。
・慢性病を持つ人の複雑さを捉えるアセスメントにおける今後の課題について検討し、レポートする。

・慢性病を持つ人の支援技術に関する文献をクリティークしておく。
・慢性病を持つ人とのコミュニケーションにおける自己の課題を明らかにしておく。
・患者教育のロールプレイをするための準備をする。
・症状マネジメント・モデルの活用、心理的、行動療法的アプローチ、補完・代替療法について討議のための準備をする。
・ナラティブアプローチの習得とCNSの支援技術の見学計画を立案し、研修先に受け入れを交渉する。
・CNSの支援技術の見学とナラティブアプローチを用いた慢性疾患患者と面接結果を記述し、プレゼンテーションするための準備をす
る。
・看護の高度実践における卓越した支援技術について、演習・文献等を用いて検討する準備をし、検討事項をレポートする。

担当教員

授業概要

全体内容

慢性病を持つ人および家族の変化する状態をとらえるため身体心理社会面、治療や生活への影響を含めた包括的アセスメントに必要な理
論や実践的技術をするとともに、アセスメント上の課題を探求する。さらに、慢性病を持つ人への支援技術と評価方法の理論と実際を検
討し、革新的方策を探求する。

到達目標

＜前期＞
1. 慢性病を持つ人々に対するヘルスアセスメントの必要性を説明できる。 
2. 慢性病を持つ人々に対するヘルスアセスメントが実施できる。
3. 関心領域に必要とされるアセスメントツールを活用することの説明ができる。
4. 慢性病を持つ人々のアセスメントにおける今後の課題を考えることができる。
＜後期＞
1. 慢性病を持つ人の行動変容を促す教育の理論と方法について説明できる。
2. 慢性病を持つ人の症状マネジメントに必要な支援が説明できる。
3. 慢性病を持つ人のケアに必要なコンサルテーション、コーディネーション技法について討議できる。
4. 慢性病を持つ人の支援技術を事例に応用することができる。
5. 慢性病を持つ人々への支援技術提供における今後の課題を検討できる。

高谷真由美、長瀬雅子、樋野恵子、坂本亜弓、北村幸恵、瀬尾昌枝、鵜澤久美子、小崎綾子、瀬尾
昌枝

授業形態 演習

各回の担当教員がその都度フィードバックする。
また、レポート内容について個別にコメントする。

成績評価の方法

評価方法  事前準備（20％）、プレゼンテーション（30％）、討議（30％）、レポート（20％）

評価基準

1. 慢性病を持つ人々に対するヘルスアセスメントの必要性を説明できる。 
2. 慢性病を持つ人々に対するヘルスアセスメントが実施できる。
3. 関心領域に必要とされるアセスメントツールを活用することの説明ができる。
4. 慢性病を持つ人々のアセスメントにおける今後の課題を考えることができる。
5. 慢性病を持つ人の行動変容を促す教育の理論と方法について説明できる。
6. 慢性病を持つ人の症状マネジメントに必要な支援が説明できる。
7. 慢性病を持つ人のケアに必要なコンサルテーション、コーディネーション技法について討議できる。
8. 慢性病を持つ人の支援技術を事例に応用することができる。
9. 慢性病を持つ人々への支援技術提供における今後の課題を検討できる。

試験・課題に対するフィードバック方法

※…実務家担当教員

関連科目

慢性看護学特論Ⅰ〜Ⅴ
CNS共通科目

先修要件
慢性看護学特論Ⅰ〜Ⅴを履修していること
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授業回

1-8

9-18

19-20

25-28

29-30

31-36

37-48

49-58

59-60

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

その都度、紹介する。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

高谷真由美　mtayaka@juntendo.ac.jp
長瀬雅子　　mnagase@juntendo.ac.jp

なし

参考文献

高谷・長瀬 慢性病をもつ人々のヘルスアセスメント及びその人々を取り巻く環境の
アセスメント

文献検討、研究
会、プレゼンテー
ション

各回予習90分、復習90分を目安とし、討議
やプレゼンテーションのための準備をす
る。

鵜澤・小崎・
北村・坂本・
瀬尾

慢性病の症状アセスメント 文献検討、プレゼ
ンテーション、講
義

各回予習90分、復習90分を目安とし、討議
やプレゼンテーションのための準備をす
る。

備考

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

研究会、プレゼン
テーション

各回予習90分、復習90分を目安とし、討議
やプレゼンテーションのための準備をす
る。

小崎・鵜澤・
高谷・長瀬

慢性病者の症状と心身への影響に着目したフィールドワーク 講義、フィールド
ワーク、プレゼン
テーション

各回予習90分、復習90分を目安とし、討議
やプレゼンテーションのための準備をす
る。

高谷・長瀬・
樋野

慢性病者の心理社会的側面と、支援ネットワーク 文献検討、プレゼ
ンテーション

各回予習90分、復習90分を目安とし、討議
やプレゼンテーションのための準備をす
る。

高谷・長瀬 まとめ：慢性看護専門看護師としての実践とは プレゼンテーショ
ン、レポート

まとめ：慢性看護専門看護師としての実践
とは

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

高谷・樋野 慢性病をもつ人の支援技術と評価方法 講義、プレゼン
テーション、文献
検討

各回予習90分、復習90分を目安とし、討議
やプレゼンテーションのための準備をす
る。

高谷・長瀬・
樋野

慢性病をもつ人への看護実践ー研究成果及びフィールドワークから考え
ることー

フィールドワー
ク、プレゼンテー
ション、文献検討

各回予習90分、復習90分を目安とし、討議
やプレゼンテーションのための準備をす
る。

高谷・長瀬 小括：慢性病の複雑さを捉えるアセスメントと今後の課題 プレゼンテーショ
ン

各回予習90分、復習90分を目安とし、討議
やプレゼンテーションのための準備をす
る。

高谷・長瀬 慢性病者への看護ケアに関する研究レビュー
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開講学期 後期 単位数 4単位

代表教員 大月　恵理子 ナンバリング

科目名 演習(ウィメンズヘルス看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Seminar-CNS in Women's Health Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

・女性の健康問題を診断するためのフィジカルアセスメント・メンタルヘルスアセスメントの技法を学ぶとともに、健康問題の特殊性、
必要な検査、治療、薬物療法についての理解を深める。複雑で解決困難な健康問題を持つ女性に対するエビデンスに基づく高度看護実践
を学ぶ。女性の健康問題における倫理的問題への対応および関連する職種間の調整、ケア提供者からの相談や教育の役割を学び、リー
ダーシップを発揮できる能力を養う。
・多様なヘルスケアニーズをもつライフサイクル各期の集団に対する理論に基づいた健康教育の実際を学ぶとともに、健康教育活動の立
案・評価ができる。
・女性の健康問題の予防・快復や健康教育の推進にむけ、社会政策への参画の方法が考察できる。また、女性の特定な健康問題の予防・
快復や、健康教育の開発・促進等に対する母性看護専門看護師に求められる実践・倫理調整・調整・相談・研究活動の役割を総括として
考察できる。

到達目標

1. 女性の健康問題を診断するためのフィジカルアセスメント、メンタルヘルスアセスメントの技法を事例によるシミュレーション学習
等により修得できる。
2. 女性の健康問題の特殊性、検査、医学的診断、治療、薬物療法の実際が理解できる。
3. 女性の健康問題を診断し、エビデンスに基づく看護プランが立案できる。
4. 複雑で解決困難な健康問題を持つ女性への高度看護実践にむけて、エビデンスに基づいた看護ケアを立案、実践、評価できる。
5. 女性医療や看護実践における倫理的問題の判断と倫理的調整力が習得できる。
6. 女性の健康問題の解決にむけ、母性看護専門看護師として多職種間連携の役割を調整する力を学ぶ。
7. 看護実践場面におけるケア提供者からの相談やケア向上のための教育的役割が考察できる。
8. 多様なヘルスケアニーズをもつライフサイクル各期の集団に対して、理論に基づく健康教育を立案し、評価できる。
9. 文献検討と討論により、女性の健康問題を予防・解決するための社会政策への参画の方法を提案・考察できる。
10. 討議により、女性の各ライフサイクルにおける健康問題の予防・快復や、健康教育の開発・促進等に求められる母性看護専門看護師
としての実践・倫理調整・相談・調整・教育・研究活動について、総括・考察できる。

大月恵理子※、青柳優子※、増田美恵子※、森田亜希子※、菅原淳※ 授業形態 演習

※…実務家担当教員

成績評価の方法

評価方法 レポート（25％）、プレゼンテーション（25％）、演習態度（25％）、討議（25％）

評価基準

1. 女性の健康問題を診断するためのフィジカルアセスメント、メンタルヘルスアセスメントの技法をフィールドワークおよび事例によ
るシミュレーション学習等により修得できたか。
2. 女性の健康問題の特殊性、検査、医学的診断、治療、薬物療法の実際が説明できるか。
3. 女性の健康問題を診断し、エビデンスに基づく看護プランが立案できるか。
4. 複雑で解決困難な健康問題を持つ女性への高度看護実践にむけて、エビデンスに基づいた看護ケアを立案、実践、評価できるか。
5. 女性医療や看護実践における倫理的問題の判断と倫理的調整力が習得できているか。
6. 女性の健康問題の解決にむけ、母性看護専門看護師として多職種間連携の役割を調整する力を学べているか。
7. 看護実践場面におけるケア提供者からの相談やケア向上のための教育的役割が考察できるか。
8. 多様なヘルスケアニーズをもつライフサイクル各期の集団に対して、理論に基づく健康教育を立案し、評価できるか。
9. 文献検討と討論により、女性の健康問題を予防・解決するための社会政策への参画の方法を提案・考察できかるか。
10. 討議により、女性の各ライフサイクルにおける健康問題の予防・快復や、健康教育の開発・促進等に求められる母性看護専門看護師
としての実践・倫理調整・相談・調整・教育・研究活動について、総括・考察できるか。

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

ウィメンズヘルス看護学特論他各分野の特論と並行し、健康問題を有する女性に対する援助の実際を学び、ウィメンズヘルス看護学実習
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにつなげる

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

ウィメンズヘルス看護学特論Ⅲ・Ⅳ・Ⅴの学習内容を活用する。
演習する施設の概要および診療内容を事前に調べて、演習計画に反映させる。
講義前に指定する課題を学習して講義に参加する。

関連科目
ウィメンズヘルス看護学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ、ウィメンズヘルス看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、課題研究

先修要件
ウィメンズヘルス看護学特論Ⅰ〜Ⅴを履修していること

特に指定しない

参考文献

提出された課題・レポートをもとに科目責任者と面接する

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

随時指示する
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授業回

1〜２

３〜7

8

9

10〜15

16

17〜21

22〜28

29

30

備考

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

その他

連絡先・オフィスア
ワー

質問・相談は科目責任者にメールにて行う。面接が必要な場合は，メールにてアポイントをとり，行う。
科目責任者：e.otsuki.up@

大月恵理子 女性の各ライフステージの健康問題に対する介入方法と効果に関するエ
ビデンス

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

大月恵理子
青柳優子

女性の健康問題に対する看護ケアを実践するための技術
相談・カウンセリング技法

シミュレーション
学習、発表、討議

各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

大月恵理子
森田亜希子

アセスメント技法と健康評価（シミュレーション学習）
女性のフィジカルアセスメント
女性のメンタルヘルスアセスメント

事例に基づくシ
ミュレーション学
習とリフレクショ
ン

各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

菅原淳
大月恵理子

女性の健康問題の特殊性、検査、医学的診断、治療、薬物療法の実際
（臨床講義，フィールドワーク）
・産後の排尿障害、更年期障害
・月経関連のメンタル障害、育児不安、産後うつ、更年期うつ

フィールドワーク
の成果をプレゼン
テーションし，
ディスカッション
する
・事例における
フィジカルアセス
メント
・事例におけるメ
ンタルアセスメン
ト
・事例における看
護プランの立案・
実施

各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

大月恵理子
森田亜希子

女性の各ライフサイクルにおける健康教育のプログラムの実際 発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

大月恵理子
増田恵美子

集団を対象とした女性の健康教育 女性の健康課題を
テーマとした健康
教育を立案し，実
施，評価する

各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

大月恵理子
青柳優子
森田亜希子

女性の健康問題に対する看護プランの実施と評価
・高度実践
・倫理的課題判断と倫理調整
・コーディネーション

フィールドワーク
での実践とその成
果の発表、討議

各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

大月恵理子 女性の各ライフサイクルにおける健康教育と母性看護専門看護師の役割 発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

大月恵理子 女性の健康問題を予防・解決するための社会政策の起案 発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

大月恵理子 母性看護専門看護師に求められる役割（実践、調整、倫理調整、相談・
教育・研究）の総括

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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開講学期 通年 単位数 4単位

代表教員 西田　みゆき ナンバリング

科目名 演習(小児看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Seminar-CNS in Child Health Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

1. 高度な小児看護実践において子どもと家族を対象としたヘルスアセスメントの能力を修得する。
2. 小児看護専門看護師による高度看護実践の見学実習を通して、小児看護における課題および高度実践活動について探求する。
3. 小児医療における高度看護実践を担う小児看護専門看護師の役割を探求し、自己の課題とその洗練の方法について明確にする。
4. 小児看護領域における高度看護実践、介入方法の開発に向けて、乳幼児期および学童思春期の子どもの疾病や外傷の病態生理、診
断、検査とその解釈法、診断、治療法について修得し、症状マネージメントの実践方法について学習する。

到達目標

1. 作成したアセスメントガイドに基づいて、フィールド実習を展開し、乳幼児期、学童思春期各期の子どもと家族のヘルスアセスメン
トを実践できる。
2. 乳幼児期、学童思春期各期の子どもの観察とインタヴューの方法を実践できる。
3. 乳幼児期、学童思春期各期の子どもの発達評価を実践できる。
4. 臨床講義および見学実習を通して小児看護専門看護師の課題を明確にできる。
5. 小児看護専門看護師の役割および自己の課題を明確にできる。
6. 系統的な小児疾病病態論の概要について説明できる。
7. 小児特有の疾病病態の検査とその解釈法、診断について説明できる。
8. 小児特有の疾病病態の治療、経過、管理について説明できる。
9. 小児領域で代表的な疾病病態の症状マネージメントの実践方法を説明できる。
10. 在宅療養に移行した子どもと家族に対する訪問看護の実際について説明できる。

西田みゆき、清水俊明、白幡峰子、込山洋美、菅原淳、田中恭子、伊藤龍子 授業形態 演習

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ 高度な小児看護実践のために必要な技術を修得する。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意
別途配布する演習要項に即して、具体的な演習内容について指定された文献および検索した文献を基に事前学習し、必要な資料を作成し
て臨床講義の2日前に担当教員に提出する。実施した実習内容については指定された課題レポートを提出する。

成績評価の方法

評価方法
臨床講義や見学実習への参加状況30%、プレゼンテーション30%、レポート40%の配分により総合して評 価する。

評価基準

1. 作成したアセスメントガイドに基づいて、フィールド実習を展開し、乳幼児期、学童思春期各期の子どもと家族のヘルスアセスメン
トを実践できる。
2. 乳幼児期、学童思春期各期の子どもの観察とインタヴューの方法を実践できる。
3. 乳幼児期、学童思春期各期の子どもの発達評価を実践できる。
4. 臨床講義および見学実習を通して小児看護専門看護師の課題を明確にできる。
5. 小児看護専門看護師の役割および自己の課題を明確にできる。
6. 系統的な小児疾病病態論の概要について説明できる。
7. 小児特有の疾病病態の検査とその解釈法、診断について説明できる。
8. 小児特有の疾病病態の治療、経過、管理について説明できる。
9. 小児領域で代表的な疾病病態の症状マネージメントの実践方法を説明できる。
10. 在宅療養に移行した子どもと家族に対する訪問看護の実際について説明できる。

参考文献

演習レポート、カンファレンス、実技試験等でフィードバックを行なう。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

なし

・Hamric AB, Hanson CM, ＆Tracy MF．et al. 著，中村美鈴，江川幸二監訳．高度実践看護—統合的アプローチ．へるす出版．2017．
・佐藤直子．専門看護制度—理論と実践—．医学書院．1999.
・宇佐美しおり，野末聖香．精神看護スペシャリストに必要な理論と技法．日本看護協会出版会．2009．
・野末聖香編．リエゾン精神看護ケアとナース支援のために．医歯薬出版．2004．
・Tracy MF,＆ O'Grady ET. Hamric AB, Hanson CM, ＆Tracy MF．et al. Hamric and Hanson's Advanced Practice Nursing: An Integrative Approach．6e．
Saunders．2018．

※…実務家担当教員

関連科目 小児看護学特論I~V 　臨床薬理学　 機能病態学特論 　フィジカルアセスメント特論　コンサルテーション論

先修要件 小児看護学特論Ⅰ〜Ⅴ
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授業回

1〜4

５〜７

8〜12

13〜15

16〜30

その他

連絡先・オフィスア
ワー

・随時（事前にメールで連絡のこと　r-ito@）

西田  込山　
白幡　菅原

2.臨床講義および見学実習により小児看護における現状と課題、高度実
践活動について検討する。
1) 高度医療における小児看護専門看護師の活動の実際
(1) 入院生活を送る子どもと家族
(2) 入院生活を送り、複雑な問題を抱える子どもと家族
(3) 在宅療養に移行する子どもと家族 
(4) 在宅療養に移行した子どもと家族

見学演習 予習：文献学習（120分）
復習：演習レポート、カンファレンスでの
疑問、課題の確認（180分）

備考

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

見学演習 予習：文献学習（120分）
復習：演習レポート、カンファレンスでの
疑問、課題の確認（180分）

西田/込山 演習I:高度看護実践活動 
1.ゼミナール、フィールドにおける臨床講義と見学実習を通して、子ど
もと家族のヘルスアセスメントの方法を 修得する。
1) 子どもと家族の観察とインタヴュー
(1) 観察とインタヴュー方法論
(2) 乳幼児期の子どもと家族
(3) 学童思春期の子どもと家族
(4) 複雑な健康問題を抱える子どもと家族

演習 予習：文献学習（120分）
復習：演習レポート、カンファレンスでの
疑問、課題の確認（180分）

田中 2) 子どもの発達評価と問題の見極め
(1) 発達評価の種類と技法
(2) 乳幼児期:発達評価
(3) 学童思春期:発達評価
※DENVERII, ABMS-C, ABMS-C Type T, 遠城寺など

演習 予習：文献学習（120分）
復習：演習レポート、カンファレンスでの
疑問、課題の確認（180分）

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

清水 演習Ⅱ：小児疾病病態論
1.小児各期の子どものフィジカルアセスメントについて学習する。
1) フィジカルアセスメントの見学実習
2) 臨床講義
3) シミュレーションと実技試験
2.系統的な小児疾病病態論の概要について学習する。
1) 循環器疾患
2) 呼吸器疾患
3) 消化器・肛門疾患
4) 脳神経系疾患
5) 腎泌尿器疾患
6) 血液・腫瘍系疾患
7) 皮膚粘膜・感覚器疾患
8) 神経・筋疾患
9) 骨格系疾患・外傷
10) 感染症
3.小児特有の疾病病態の検査とその解釈法、診断について学習する。
1) 感染症
2) 外科系疾患と外傷
4.小児特有の疾病病態の治療、経過、管理について学習する。
1) 感染症
2) 外科系疾患と外傷
5.小児領域で代表的な疾病病態の症状マネージメントの実践方法につい
て学習する。
1) 入院生活を送り、複雑な疾病病態を抱える子ども
2) 在宅療養に移行し、複雑な疾病病態を抱える子ども

演習 予習：文献学習（120分）
復習：演習レポート、カンファレンスでの
疑問、課題の確認（180分）

3.小児特有の疾病病態の検査とその解釈法、診断について学習する。
1) 感染症
2) 外科系疾患と外傷
4.小児特有の疾病病態の治療、経過、管理について学習する。
1) 感染症
2) 外科系疾患と外傷 
5.小児領域で代表的な疾病病態の症状マネージメントの実践方法につい
て学習する。
1) 入院生活を送り、複雑な疾病病態を抱える子ども
2) 在宅療養に移行し、複雑な疾病病態を抱える子ども

西田　込山 2) 地域における小児看護専門看護師等の活動の実際
(1) 訪問看護ステーション
(2) 療育施設（乳児院, 児童養護施設など）
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授業回

１〜３

開講学期 通年 単位数 4単位

代表教員 種市　ひろみ ナンバリング

科目名 演習(在宅看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Seminar-CNS in Home Care Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

１．医療依存度の高い事例を用いた演習をする。呼吸、栄養、排泄、コミュニケ−ション等の身体機能の低下によって、医療機器を使用
しながら生活する事例を通して、疾病の受容と療養における意思決定の支援、医療機関から在宅への移行期の支援、在宅療養開始時の支
援、継続期の支援等、療養者とその家族への支援方法について。
２．悪性新生物や難病、老衰、認知症あるいは様々な障害により在宅での終末期ケアを希望する事例を用いた演習をする。終末期を自宅
で迎えるための本人と家族の意思決定、在宅での療養環境の準備、療養者と家族をサポートするマンパワーの確保と協働体制の確立、対
象のQOLの追求、緩和ケアの実際、臨終期のケア、グリーフケアまでの各期の的確なニーズの把握と支援方法について。
以上を文献検討やフィールドワークを通じて学ぶ。

到達目標

1.呼吸、栄養、排泄、コミュニケ−ション等の身体機能の低下によって、医療機器を使用しながら生活する事例を通して、
1）疾病の受容と療養における意思決定の支援方法
2）医療機関から在宅への移行期および在宅療養開始時の支援方法
3）継続期の支援方法
4）療養者とその家族への支援方法　を理解する。
2. 医療機器を使用しながら生活する事例を通して、在宅看護の現状と課題について協議し今後のあり方を考えることができる。
3.悪性新生物や難病、老衰、認知症あるいは様々な障害により在宅での終末期ケアを希望する事例を通して、
1) 終末期前期における療養者・家族のニーズと看護実践
2) 終末期中期における療養者・家族のニーズと看護実践
3) 臨死期における療養者・家族のニーズと看護実践
4) グリーフケアの実際　を理解する
4. 在宅での終末期ケアを希望する事例を通して、専門看護師に求められる在宅終末期看護とは何かを協議し今後のあり方を考えること
ができる。

種市ひろみ※、松浦志野※、菱田一恵※ 授業形態 演習

成績評価の方法

評価方法 プレゼンテーション（40％）、討議（30％）、レポート（30%）を総合して評価する。

評価基準

1.呼吸、栄養、排泄、コミュニケ−ション等の身体機能の低下によって、医療機器を使用しながら生活する事例に対する在宅看護支援方
法を説明できるか
2. 医療機器を使用しながら生活する事例を通して、在宅看護の現状と課題について協議し今後のあり方を考察することができるか
3.悪性新生物や難病、老衰、認知症あるいは様々な障害により在宅での終末期ケアを希望する事例に対する在宅看護支援方法を説明でき
るか
4. 在宅での終末期ケアを希望する事例を通して、専門看護師に求められる在宅終末期看護とは何かを協議し今後のあり方を考察するこ
とができるか

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ
在宅看護専門分野の特論と並行しながら、自身の研究を計画する基礎となる取り組みを行い、課題研究につなげる。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意 関連する書籍や論文等から基本知識や動向について学習し臨むこと。

なし

参考文献

提示された事例については、授業中にフィードバックならびに協議を行う。
提出されたレポートについては、授業後添削をして返却する。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

適宜紹介する

その他

連絡先・オフィスア
ワー

連絡先：@
随時メール等で連絡をとり、積極的にコンタクトを取ること。

種市、松浦、
菱田

１．呼吸管理の必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ①
1）疾病の受容と療養における意思決定支援
2）療養者とその家族への支援方法
２．呼吸管理の必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ②
3) 医療機関から在宅へ移行する療養者への支援方法
4）継続期の支援方法
３．呼吸管理の必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ③
5）現状と課題について協議し今後のあり方を考える

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

※…実務家担当教員

関連科目 在宅看護学特論Ⅰ〜Ⅴ

先修要件 在宅看護CNS選択者のみ受講可
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4

5〜7

8

９〜11

12〜14

15

16〜18

19〜20

21〜23

24〜25

27〜30

種市、松浦、
菱田

５．輸液管理の必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ①
1）疾病の受容と療養における意思決定支援
2）療養者とその家族への支援方法
６．輸液管理の必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ②
3) 医療機関から在宅へ移行する療養者への支援方法
4）継続期の支援方法
７．輸液管理の必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ③
5）現状と課題について協議し今後のあり方を考える

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

種市、松浦、
菱田

８．在宅医療における薬剤師の役割
地域における医薬品などの供給、医薬品の安全かつ確実な使用を確保す
るための適切な服薬支援、患者宅への医薬品・衛生材料等の供給、緩和
ケアへの対応など薬局が担う役割について学修する。

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

種市、松浦、
菱田

４．在宅医療機器の仕組み、操作方法、管理方法を学ぶ
在宅中心静脈栄養法、在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法、ＰＥＧ、褥瘡
ケア、ストーマケアに使用する物品を用いて、操作方法、管理方法を学
ぶ(帝人ファーマ㈱へ依頼)

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

種市、松浦、
菱田

16．緩和ケアの必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ①
1) 終末期前期における療養者・家族のニーズと看護実践
2) 終末期中期における療養者・家族のニーズと看護実践
17．緩和ケアの必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ②
3) 臨死期における療養者・家族のニーズと看護実践
4) 緩和ケア病棟におけるグリーフケアの実際を学ぶ
18．緩和ケアの必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ③
5) 緩和ケア病棟にて学んだことを振り返り討論する

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

種市、松浦、
菱田

９．疼痛コントロールの必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ①
1）疾病の受容と療養における意思決定支援
2）療養者とその家族への支援方法
10．疼痛コントロールの必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ②
3) 医療機関から在宅へ移行する療養者への支援方法
4）継続期の支援方法
11．疼痛コントロールの必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ③
5）現状と課題について協議し今後のあり方を考える

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

種市、松浦、
菱田

12．高度の創傷ケアの必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ①
1）疾病の受容と療養における意思決定支援
2）療養者とその家族への支援方法
13．高度の創傷ケアの必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ②
3) 医療機関から在宅へ移行する療養者への支援方法
4）継続期の支援方法
14．高度の創傷ケアの必要な事例を検討し看護過程の実際を学ぶ③
5）現状と課題について協議し今後のあり方を考える

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

種市、松浦、
菱田

24．看護小規模多機能型居宅介護施設の実際を学ぶ①
1) 終末期前期における療養者・家族のニーズと看護実践
2) 終末期中期における療養者・家族のニーズと看護実践
25．看護小規模多機能型居宅介護施設の実際を学ぶ②
3) 臨死期における療養者・家族のニーズと看護実践
4) 施設におけるグリーフケアの実際を学ぶ
26．看護小規模多機能型居宅介護施設の実際を学ぶ③
5) 施設にて学んだことを振り返り討論する

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

種市、松浦、
菱田

27．終末期難病患者・家族の在宅看護事例検討
28．老衰により終末期にある高齢者・家族の在宅看護事例検討
29．慢性疾患の終末期にある療養者・家族の在宅看護事例検討
30．専門看護師に求められる在宅看護とは何か討論する

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

種市、松浦、
菱田

19．在宅終末期看護における多職種との連携･協働、倫理的調整①
1) 医師等医療者との連携･協働
20．在宅終末期看護における多職種との連携･協働、倫理的調整②
2) 医療職以外の者との連携･協働

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

種市、松浦、
菱田

21．在宅終末期にある事例を検討し看護過程の実際を学ぶ①
1) 終末期前期における療養者・家族のニーズと看護実践
2) 終末期中期における療養者・家族のニーズと看護実践
22．在宅終末期にある事例を検討し看護過程の実際を学ぶ②
3) 臨死期における療養者・家族のニーズと看護実践
4) 訪問看護ステーションにおけるグリーフケアの実際を学ぶ
23．在宅終末期にある事例を検討し看護過程の実際を学ぶ③
5) 訪問看護ステーションにて学んだことを振り返り討論する

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とする

種市、松浦、
菱田

15．医療機器を使用しながら生活する療養者･家族への在宅看護まとめ
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開講学期 通年 単位数 4単位

代表教員 水野　恵理子 ナンバリング

科目名 演習(精神看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Seminar-CNS in Psychiatric Mental Health Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

【演習 1：治療方法演習】　1年前期　2単位分
精神看護学特論Ⅲで学習した下記9種類の治療法を学生同士で実際に行い、その基本的な技法を確認する。
1） 面接技法
2） 支持的精神療法
3） 心理教育
4） アサーション
5）リラクセーション：呼吸法、漸進的筋弛緩法、イメージ法、ほか
6） 認知行動療法
7） ヘルピングスキル
8）システムズアプローチ 
9）マインドフルネス

【演習 2：援助支援演習】　1年後期　2単位分
精神科病院に入院している患者を受け持ち、適切な援助関係を構築し、諸理論や知識に基づいた包括的なアセスメントする方法を学習す
る。またそのアセスメントに基づいた援助あるいはケースマネジメントについて立案する。

到達目標

【演習 1】
1. 専門看護師として卓越した看護実践ができるように必要な治療的技法を指導を受けながら学生間で実施することができる。
2. 実際に実施したことを内省し、自分の課題を明らかにできる。

【演習 2】
1. 受け持ち患者と援助関係を構築できる。
2. 患者の精神状態やセルフケアの状態を専門知識や理論を基盤として分析し、理解できる。
3. 包括的アセスメントをもとに患者のセルフケア能力の維持、向上、あるいは、改善のための援助計画の立案ができる。その際、ケア
の方向性、援助目標の設定と具体的な方法を明らかにすることができる。

水野恵理子※、立石彩美※、大島泰子※、遊佐安一郎※、中野眞樹子※、上野恭子※ 授業形態 演習

※…実務家担当教員

成績評価の方法

評価方法
9種類の治療技法(演習項目）について積極的に取り組み、概ね実施でき、そのレポートが適格に書かれていること (各10%,　合計90 %)
演習やディスカッションでの貢献度 (10%)

評価基準

① 各演習項目の実施内容と自己評価について、A4サイズ2枚程度にまとめられているか
各演習項目のレポートはそれぞれの担当教員の指示に従って提出する
② レポートは科学的、論理的記述であり、エビデンスについて言及されていることが望ましい
③ 「精神看護学演習・実習要項」内の演習1評価シートの内容を参考にする

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

【演習1】は精神看護学特論Ⅱ及びⅢの関連内容を学習したあとに実施する。精神看護CNSの治療的技法の基礎となる。
【演習2】は演習１のあとに実施する。精神看護学特論ⅡとⅣが理論的背景となる。
いずれも、精神看護学実習Ⅰ~Ⅲでの学習に直結する。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP2-高度な専門性を発揮するために必要な広範な知識を体系化し、質の高い看護ケアが実践できる能力
DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

・演習項目によって、指導者と協力者（院生など）に連絡をとり、日時調整と計画をたてること
・演習内容の順番は問わない
・実施場所は主に精神看護学実習室

関連科目 精神看護学実習Ⅰ~Ⅲ

先修要件 精神看護学特論Ⅱ、精神看護学特論Ⅲ、精神看護学特論Ⅳ

なし

参考文献

各演習時に行う学生同士、または指導教員とのディスカッションでフィードバックする

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

今まで紹介したテキスト
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授業回

1～4

5～8

9,10

11～14

15,16

17～20

21,22

23～28

20,30

4～5週
間

備考 なし

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

その他

連絡先・オフィスア
ワー

先任教員への連絡は、オフィスアワーを設けているので、メール等でアポイントを取ること

大島泰子 アサーション 演習 予習：アサーションの基本的技法を確認し
ておく
復習：レポートに実施内容と気づき／課題
を記載する
（各学習時間　90分）

水野恵理子 心理教育 演習 予習：心理教育について復習をしておく
復習：レポートに実施内容と気づき／課題
を記載する
（各学習時間　90分）

上野恭子　他 【演習1　治療方法演習】

面接法

演習　対人関係プ
ロセス想起法
（IPR　録画準備
すること)

予習：面接法の一般的技法を確認しておく
復習：レポートに実施内容と気づき／課題
を記載する
（各学習時間　90分）

上野恭子 支持的精神療法 演習 予習：支持的精神療法の基本的技法を確認
しておく
復習：レポートに実施内容と気づき／課題
を記載する
（各学習時間　90分）

上野恭子 ヘルピングスキル：個人システム 演習（IPR) 予習：ヘルピングスキルの3段階の理論とス
キルについて確認しておく
復習：レポートに実施内容と気づき／課題
を記載する
（各学習時間　90分）

遊佐安一郎 ・システムズアプローチ：家族システムへのアプローチ
・システムズアプローチ：集団システムへのアプローチ
・その他

演習（IPR) 予習：ヘルピングスキルの3段階の理論とス
キルについて確認しておく
復習：レポートに実施内容と気づき／課題
を記載する
（各学習時間　90分）

水野恵理子 リラクセーション
・呼吸法、漸進的筋弛緩法、イメージ法、ほか

演習 予習：各種リラクセーション法について復
習しておく
復習：レポートに実施内容と気づき／課題
を記載する
（各学習時間　90分）

中野眞樹子、
(重田ちさと)

認知行動療法
・学内でCBTの練習（重田先生）
・CBTの実施を見学（中野先生）

演習および見学
（それぞれ、別日
に実施）

予習：認知行動療法の基本的技法について
確認しておく
復習：レポートに実施内容と気づき／課題
を記載する
（各学習時間　90分）

立石彩美 マインドフルネス 演習 予習：マインドフルネスについて復習して
おく
復習：レポートに実施内容と気づき／課題
を記載する
（各学習時間　90分）

水野恵理子 【演習２：援助支援演習】

(1) 受け持ちとなる患者を1,２名を紹介してもらい、患者あるいは家族
に直接同意を得る。
(2) 受け持ち患者（以下、患者）との関係性を構築しながら、患者の全
体像を把握するために種々の情報を収集し、疾患の特徴と自我機能ある
いは精神健康生活機能（精神状態）についての包括的アセスメントを行
う。
(3) 患者の状態に適したケアの方向性を定め、Orem-Underwoodのせルフ
ケア理論を用いて援助計画を立案する。
(4) 可能な範囲でCNSの指示のもとで実践してもよい。
詳細は「精神看護学演習・実習要項」を確認すること

1年次後期、1月〜
2月末頃の1〜2日
／週、4〜5週間程
度を予定
・【演習1】の９
項目の演習が終了
後に行う
・受け持ち患者の
状態を4~5週間に
わたり継続的に観
察し情報を得る

予習：精神看護学特論Ⅱ、Ⅳを復習してお
く
復習：レポートに実施内容と気づき／課題
を記載する
（各学習時間　90分）

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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開講学期 通年 単位数 4単位

代表教員 髙山　京子 ナンバリング

科目名 演習(がん看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Seminar-CNS in Cancer Nursing 対象学年 1年

授業の位置づけ

がん看護学特論Ⅰ〜Ⅴと並行しながら、高度な看護実践を行う上での看護介入方法や看護技術を修得する。がん看護学実習Ⅰ〜Ⅲの基盤
となる。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

・授業内容に対して文献および研究論文による学修を行って授業に臨む。
・発表を行う回は、授業内容あるいは別途提示される課題について資料を作成する。
　不明な点は積極的に教員に相談すること。
・授業終了後は、学修内容のがん看護実践への適用について検討する。

担当教員

授業概要

全体内容

演習Ⅰでは、がん薬物療法看護における様々な臨床上の問題について、エビデンスに基づいた看護が実践できるよう、文献を活用し看護
実践を探求する力を養う。また、がん薬物療法を受ける患者に対する効果的な看護介入方法および高度な看護技術を修得する。

演習Ⅱでは、緩和ケアを受けるがん患者に対する様々な臨床上の問題について、エビデンスに基づいた看護が実践できるよう、文献を活
用し看護実践を探求する力を養う。また、緩和ケアを受ける終末期がん患者に対する効果的な看護介入方法および高度な看護技術を修得
する。

到達目標

演習Ⅰ
１．がん薬物療法看護における 新の知見や課題について説明できる。
２．がん薬物療法を受けるがん患者の抱える問題について、文献をクリティークできる。
３．文献検討の結果を考察し、看護ケアの改善や看護実践の発展について検討できる。
４．がん薬物療法を受ける患者に対する患者教育を計画・実施・評価できる。

演習Ⅱ
１．緩和ケアにおける 新の知見や課題について説明できる。
２．緩和ケアを受けるがん患者の抱える問題について、文献をクリティークできる。
３．文献検討の結果を考察し、看護ケアの改善や看護実践の発展について検討できる。
４．がん患者の抱える症状を緩和するための看護技術を実践できる。
５．がん看護専門看護師が行うがん患者と家族に対する相談技術について、分析・評価できる。
６．がんサバイバーに対する支援に関する看護の役割と展望について検討できる。

髙山京子※、宮津珠恵※、中野真理子※、吉岡多美子※、荻津佳奈江※、濵道彩※、田中優子※、
（奥出有香子※）

授業形態 演習

発表資料に対しては、プレゼンテーション後に講義内でコメントをする。
レポートは、コメントをつけて 終講義後に返却する。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

成績評価の方法

評価方法 授業での討議内容（30％）、発表資料（20％）、プレゼンテーション（20％）、レポート（30％）を総合して評価する。

評価基準

演習Ⅰ
・がん薬物療法看護における 新の知見や課題について説明できるか
・がん薬物療法を受けるがん患者の抱える問題について文献をクリティークし、その結果を説明できるか
・文献検討の結果を考察し、看護ケアの改善や看護実践の発展について説明できるか
・がん薬物療法を受ける患者に対する患者教育を計画・実施・評価した内容を説明できるか
演習Ⅱ
・緩和ケアにおける 新の知見や課題について説明できるか
・緩和ケアを受けるがん患者の抱える問題について文献をクリティークし、その結果を説明できるか
・文献検討の結果を考察し、看護ケアの改善や看護実践の発展について説明できるか
・がん患者の抱える症状を緩和するための看護技術の実践を説明できるか
・がん看護専門看護師が行うがん患者と家族に対する相談技術について分析・評価した内容を説明できるか
・がんサバイバーに対する支援に関する看護の役割と展望について説明できるか

試験・課題に対するフィードバック方法

適宜紹介する。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

随時（事前にメールで連絡のこと　k.takayama.sv@juntendo.ac.jp）

特になし

参考文献

備考

※…実務家担当教員

関連科目

がん看護学特論Ⅰ〜Ⅴ、がん看護学実習Ⅰ〜Ⅲ

先修要件
なし
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授業回

1

２〜3

4〜6

7〜9

10

11〜15

16

17〜18

19〜21

22〜24

25

26〜28

29

30

髙山　京子 演習Ⅰ　がん薬物療法看護における 新の知見や課題 講義、討議 予習90分、復習90分

髙山　京子
宮津　珠恵

がん薬物療法を受けるがん患者に対するEBPとクリティークの方法
・文献をクリティークした結果をどのように看護実践に活用できるか討
議する。

発表、討議 予習90分
発表資料を作成する。
復習90分

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

荻津　佳奈江 がん看護専門看護師の役割（１）
・がん薬物療法をサブスペシャリティにしているがん看護CNSの活動の
実際

講義、討議 予習90分、復習90分

吉岡　多美子
髙山　京子
宮津　珠恵

がん薬物療法を受ける患者のセルフケア能力向上のための患者教育
・がん医療施設において、がん薬物療法を受ける患者を受け持ち、学習
ニーズをアセスメントし、学習計画を立案、患者教育を行い、評価す
る。

臨地実習、発表、
討議

予習90分
実践した内容について発表資料を作成す
る。
復習90分

髙山　京子
宮津　珠恵

がん薬物療法を受ける患者に対する看護介入(症状管理・援助技術)の探
究
・がん薬物療法のうち、内分泌療法または分子標的薬による治療を受け
ている患者が抱えている問題を解決するための看護介入について、文献
を整理し、発表・討議を行う。

発表、討議 予習90分
発表資料を作成する。
復習90分

宮津　珠恵
髙山　京子

がん薬物療法を受ける患者の事例の分析と看護援助方法の検討
・各自の体験事例を用いて検討する

発表、討議 予習90分
発表資料を作成する。
復習90分

発表、討議 予習90分
発表資料を作成する。
復習90分

宮津　珠恵
髙山　京子

緩和ケアを受ける患者の事例の分析と看護援助方法の検討
・各自の体験事例を用いて検討する

発表、討議 予習90分
発表資料を作成する。
復習90分

髙山　京子 演習Ⅱ　緩和ケアにおける 新の知見や課題 講義、討議 予習90分、復習90分

髙山　京子
宮津　珠恵

緩和ケアを受けるがん患者に対するEBPとクリティークの方法
・文献をクリティークした結果をどのように看護実践に活用できるか討
議する。

発表、討議 予習90分
発表資料を作成する。
復習90分

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

中野　真理子
濵道　彩

がん医療施設において、がん看護専門看護師が行うがん患者と家族に対
する看護相談の実際の場面を見学し、相談技術について、分析・評価す
る。

見学実習 予習90分
相談技術の基本事項を確認しておく。
復習90分
見学した相談技術を分析・評価してレポー
トを作成する。

髙山　京子
宮津　珠恵

乳がんサバイバーのサポートグループに参加し、がんサバイバーに対す
る支援に関する看護の役割と今後の展望について検討する。

臨地実習 予習90分
サポートグループの基本事項を確認してお
く。
復習90分
がんサバイバー支援における看護の役割に
ついてレポートを作成する。

田中　優子 がん看護専門看護師の役割（２）
緩和ケアをサブスペシャリティにしているがん看護CNSの活動の実際

講義、討議 予習90分、復習90分

宮津　珠恵
髙山　京子

症状緩和のための看護介入：リラクゼーション、ポジショニング、複合
的理学療法

学内演習 予習90分
提示された課題について資料を作成する。
復習90分

髙山　京子
宮津　珠恵

緩和ケアを受けている終末期がん患者に対する看護介入(症状管理・援
助技術)の探究
・がん性疼痛など終末期がん患者が抱える苦痛を軽減するための看護介
入について、文献を整理し、発表・討議を行う。

- 288 -



開講学期 通年 単位数 4単位

代表教員 岩渕　和久 ナンバリング

科目名 演習(感染看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Seminar-CNS in Infection Control Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

本科目は、感染看護学演習Ⅰと感染看護学演習Ⅱで構成される。それぞれの概要は以下のとおりである。
【感染看護学演習Ⅰ】
１．感染制御のための基礎的知識として必要となる病原微生物の特徴を演習・実験を通し学び、感染看護と公衆衛生に必要な知識・技術
を修得する。
２．医療関連感染サーベイランスの計画立案、データ収集、感染症例の判定、データ分析、感染制御への結果の活用方法について、一連
のプロセスを修得する。
【感染看護学演習Ⅱ】
３．座学で学んだ感染制御についての知識を生かし、アウトブレイクが発生した場合の適切な初期対応と効果的な対策の立案、および再
発予防策の作成と運用の管理方法などを学び、実践的なシミュレーショントレーニングを通して、感染症看護専門看護師としての問題解
決能力を修得する。
４．事例、文献を用いた検討により、臨地実習に対応できるための基礎的知識の充実と感染看護の高度実践力、マネジメント能力を修得
する。
５．洗浄・消毒・滅菌の工程と検証方法を学修する。

到達目標

１．感染制御のための基礎的知識として必要となる病原微生物の特徴が説明できる。
２．普通寒天培地の作成ができる。
３．嫌気性病原細菌の培養検査について説明できる。
４．医療関連感染サーベイランスを計画立案し、感染症例の判定と感染率・医療器具使用比の算出、統計学的分析と結果の解釈、結果の
活用方法について説明できる。
５．アウトブレイクが発生した場合の適切な初期対応と効果的な対策の立案ができる。
６．感染看護学分野における国内外の論文をレビューし、科学的根拠に基づく感染看護の実践、課題研究に活用できる。
７．研究計画、研究成果の効果的なプレゼンテーション方法を説明できる。
８．感染症看護専門看護師に求められる６つの役割（実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究）に基づき、高度看護実践に向けた事例
のアセスメント、実践・介入計画、評価について検討できる。
９．臨地実習に向けて、感染看護学実習プログラムを立案することができる 。
10．洗浄・消毒・滅菌の工程と検証方法について検討することができる。

岩渕　和久※、堀　 賢※、川上　和美※、中山　仁志※、横山　久美※、王　迪※、桒原　京子
※

授業形態 演習

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

感染看護学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴの学修内容を活用しながら、医療機関、地域、在宅、福祉施設等のあらゆる場における感染症の課題
と解決のためのエビデンスを探求し、課題研究（感染看護CNS）における研究課題の明確化、感染看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲにおける感染看
護の実践力を向上させるための科目と位置付ける。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

１．演習テーマについて、感染制御看護学分野における国内外の論文を検索・抽出し、内容を理解して授業に臨む。
２．演習で検討した事項について、科学的根拠に基づいた国内外の論文を活用して分析・考察を深め研究計画書および論文作成に活用す
る。
３．臨地実習に向けて、医療関連感染サーベイランス計画書を作成する。

成績評価の方法

評価方法 到達目標の修得状況について、発表（30％）、討議など授業への主体的参加（30％）、課題レポート（40％）などによって総合的に評価
する

評価基準

１．感染制御・感染看護において必要な病原微生物の特徴、感染免疫の仕組み、検査法、結果の解釈を説明することができるか。
２．医療関連感染サーベイランスの目的と方法、結果の解釈と臨床現場での実践プロセスを説明することができるか。
３．アウトブレイク発生時の対応について説明することができるか。
４．感染対策の課題の明確化により改善策を立案し、発表することができるか。
５．感染看護学分野における国内外の論文を検索し、論文の概要を読み取り、発表することができるか。
６．感染症看護専門看護師に求められる６つの役割（実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究）について説明することができるか。
７．洗浄・消毒・滅菌の一連の工程と臨床現場における留意点を説明することができるか。

参考文献

授業前に提示した予習課題は、当該授業内において討議あるいは発表を行い、教員がコメントする。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

特になし

適宜、授業内で資料として配布、紹介する。
参考文献
１．堀賢（2015）．感染対策実践マニュアル　考え方と運営のポイント　第3版．じほう
２．操華子，川上和美 編集（2022）．看護学テキストNiCE 感染看護学．南江堂
３．大曲貴夫，操華子 編集（2015）．感染管理・感染症看護テキスト．照林社
４．藤田烈 編（2015）．リスクアセスメント・データ分析・フィードバックもバッチリ！感染対策のためのサーベイランスまるごとサポートブック、INFECTION 
CONTROL 2015年春季増刊．メディカ出版

※…実務家担当教員

関連科目
感染看護学特論Ⅰ、感染看護学特論Ⅱ、感染看護学特論Ⅲ、感染看護学特論Ⅳ、感染看護学特論Ⅴ、感染看護学実習Ⅰ、感染看護学実習
Ⅱ、感染看護学実習Ⅲ、課題研究（感染看護CNS）、看護学研究方法論、応用統計学

先修要件
なし
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授業回

1〜10

11〜14

15

16〜30

31〜40

その他

連絡先・オフィスア
ワー

質問・相談等は随時、科目責任者または演習担当者のメールで受け付ける。
科目責任者：岩渕　iwabuchi@
演習担当者：川上　kzkawaka@、中山　nhitoshi@、横山　kmyokoya@

横山　久美
川上　和美

３．医療廃棄施設見学
見学施設：J&T環境株式会社　東京臨海エコクリーン（東京都江東区）

見学 予習：感染看護学特論Ⅱの講義資料を読
み、学修内容を振り返る。（学習時間：90
分）
復習：施設見学後の課題レポートをまと
め、提出する。（学習時間：90分）

備考 なし

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

岩渕　和久
桑原　京子
中山　仁志
横山　久美

【感染看護学演習Ⅰ】（2単位）
・感染予防・制御を検証するための方法や微生物の取扱いについての実
験および、医療関連感染サーベイランス・プログラムの立案と実践の手
法について演習を行う。

１．病原微生物学演習
１）病原微生物取り扱いの基本手技
　(1) 器具の滅菌と培地作成、無菌操作法
２）常在菌の検出
　(1) 鼻腔・口腔常在菌の培養検査　
　(2) 鼻腔・口腔常在菌の分離・同定
３）環境調査
　(1) 環境中（土壌）から採取した検体の培養検査
　(2) 環境中（土壌）に存在する微生物の分離・同定
４）手指衛生の検証
５）洗浄・消毒・滅菌（病院施設内における実際）

演習 予習：感染看護学特論Ⅰの講義資料を読
み、学修内容を振り返る。微生物学のテキ
ストを読む。（学習時間：90分）
復習：授業内で提示された課題レポートを
まとめ、提出する。（学習時間：2時間）

岩渕　和久
中山　仁志

２．感染免疫学演習
１）細胞培養法
２）免疫応答実験法

演習 予習：感染看護学特論Ⅰの講義資料を読
み、学修内容を振り返る。免疫学のテキス
トを読む。（学習時間：90分）
復習：授業内で提示された課題レポートを
まとめ、提出する。（学習時間：2時間）

川上　和美 ４．医療関連感染サーベイランス演習
１）医療関連感染サーベイランス・プログラムの立案
　(1) サーベイランス実施に向けた施設のアセスメント、サーベイラン
ス計画書作成
　(2) 医療関連感染サーベイランスデータの分析方法（感染率算出、統
計学的分析）
　(3) データのベンチマーキング、フィードバックの方法
２）医療関連感染サーベイランスの方法
　(1) 医療関連感染サーベイランスの概要
　(2) 医療器具関連感染サーベイランス
　　① 血管内留置カテーテル関連血流感染（CRBSI）サーベイランス
　　② 尿道留置カテーテル関連感染（CAUTI）サーベイランス
　　③ 人工呼吸器関連肺炎（VAP）サーベイランス
　(3) 手術部位感染（SSI）サーベイランス
　(4) 薬剤耐性菌サーベイランス
　(5) プロセスサーベイランス
　(6) 血液媒介病原体サーベイランス

講義
演習

予習：事前に配布する資料、参考文献の関
連ページを読む。（学習時間：90分）
復習：毎回の授業内で提示する課題に取り
組む。（学習時間：90分）
課題：感染看護学実習Ⅰ（感染対策室実
習）に向けて、実習で実践する医療関連感
染サーベイランス計画書を作成する。（学
習時間：計画書作成に必要な時間）

堀　賢 【感染看護学演習Ⅱ】（２単位）
・アウトブレイク事例を題材に、感染制御のシミュレーション演習を行
う。
・感染看護学分野における国内外の論文をレビューし、科学的根拠に基
づく感染看護の実践、課題研究に活用するための演習を行う。

１．アウトブレイク事例演習
実際に発生したアウトブレイク事例を題材に、インフェクションコント
ロールチームの一員としてどのように対処するか、シミュレーションを
行う。
1回目：細菌の薬剤耐性獲得機序と耐性メカニズム
2回目：感染対策のグランドデザイン
3回目：病院施設（調理場、廃棄処理）の感染上の課題
4回目：アウトブレイク対応の実際① Part1もしものときにやるべきこ
と
5回目：アウトブレイク対応の実際② Part2普段からやっておくこと
6回目：CREを減らしたAntimicrobialStewardship①
7回目：CREを減らしたAntimicrobialStewardship②
8回目：所属組織の感染対策の現状分析と問題抽出
9回目：所属組織の感染対策の改善策立案
10回目：課題提出と課題の評価

演習
発表
討議

予習：参考文献を活用し、各回のテーマに
関連する内容を予習する。（学習時間：90
分）
復習：毎回の授業内で提示する課題に取り
組む。（学習時間：90分）
課題：所属組織の感染対策の現状分析と問
題抽出・改善策立案に関する発表準備を行
う。（学習時間：2時間）
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41〜55

56〜60

演習
発表
討議

予習：発表者は、論文紹介、事例検討など
の発表準備を行う。参加者は、発表者より
事前に配布された資料・文献を読む。（学
習時間：2時間）
復習：配布された資料を活用し、各回の演
習での学修内容を整理する。（学習時間：
90分）

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

横山　久美 ３．洗浄・消毒・滅菌の工程演習
１）洗浄・滅菌Ⅰ（基礎）コース受講（サクラ精機株式会社2泊3日研修
参加）
・洗浄装置や滅菌装置を稼動して行う実習を組み合わせる。
・洗浄では、超音波とウォッシャーディスインフェクターの洗浄方法の
違いや洗浄インジケータを用いた洗浄装置の機能確認方法など、洗浄の
原理・目的、特性、装置構造などについて学ぶ。
・滅菌では、研修用の窓付蒸気滅菌装置内に収容された滅菌物の動態変
化、ケミカルインジケータの変色状態変化、滅菌工程で発生した凝縮水
の乾燥の様子など、蒸気滅菌の原理、特性、装置構造について学ぶ。
２）洗浄・消毒・滅菌の工程と検証方法について検討を加え、臨床にお
ける応用無菌法について検討する。

実習
見学

予習：感染看護学特論Ⅱの講義資料を読
み、学修内容を振り返る。（学習時間：90
分）
復習：研修参加後の課題レポートをまと
め、提出する。（学習時間：90分）

岩渕　和久
川上　和美
中山　仁志
横山　久美
王　迪

２．科学的根拠に基づく感染看護の実践
・臨床現場からの問題点を抽出し、感染看護学分野における国内外の論
文を活用して、分析・考察を深め、科学的根拠に基づく感染防止活動計
画・感染看護学実習プログラムを立案する。
・自身の課題研究のテーマに関連する既存の知識体系を整理し、研究疑
問、研究方法を明確にする。
１）国内外の論文紹介・クリティーク
２）事例検討（感染症罹患者と家族に対する支援と評価、感染症罹患者
の治療継続のためのシステム検討と評価、感染防止活動計画の立案、感
染看護学実習プログラムの検討）
・専門看護師の６つの役割（実践、相談、調整、倫理調整、教育、研
究）のうち、実践、相談、調整、倫理調整について事例検討を行い、発
表する。
・事例をまとめるにあたり、授業内容や日本看護協会専門看護師
（CNS）認定審査「認定の手引き」に提示されている参考図書を活用す
る。
・発表後、参加者でディスカッションを行い、情報整理・アセスメン
ト、実践・介入方法、評価の視点を洗練する。
３）感染看護における教育プログラムの立案と評価
・感染看護学実習Ⅰ・Ⅲで計画する医療従事者等を対象とする教育につ
いて、指導案を作成しロールプレイを行う。
・効果的な教育実践と評価について、討議を通して振り返る。
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開講学期 通年 単位数 4単位

代表教員 湯浅　美千代 ナンバリング

科目名 演習(高齢者看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Seminar-CNS in Gerontological Nursing 対象学年 1年

授業の位置づけ

高齢者に対するキュアとケアに関する支援技術を修得し、高齢者看護学実習Ⅰ・Ⅱの基礎とする。パートⅠは専門看護師「老年看護専攻
教育課程」審査基準における専攻分野共通科目の「老年期の疾患と検査、治療に関する科目」２単位、パートⅡは「高齢者と家族への看
護実践に関する科目」２単位に相当する。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

・CNSとしての実践力をつける科目であるため、主体的・積極的な参加を期待する。
・一部、集中講義、臨床での学習、エキスパートによる講義・見学を行う。
・臨床で学習するテーマについては予習・事前課題を行い、知識と疑問点を整理して臨む。
・臨地での講義・見学後は、学習した内容を整理し、プレゼンテーション資料、またはレポートを作成する。
・指示された課題についてプレゼンテーション資料を作成する。
・授業内で提示されたテーマについてレポートを作成する。
・プレゼンテーション資料やレポートを作成する際、不明な点は予め相談すること。

担当教員

授業概要

全体内容

平均寿命を超え、長期療養する虚弱な高齢者に対し、急性期治療を行う病院から長期に療養する福祉施設、在宅までを見据えて、キュア
とケアに関わる支援技術を修得する。
パートⅠ（疾病・治療支援技術：第１〜30回）とパートⅡ（看護支援技術：第31〜60回）で構成する。
パートⅠ：老年期に発生頻度の高い疾患・症候群について、病態および検査を含む診断および治療法について理解を深め、症状を呈する
高齢者や検査・治療の場における高齢者看護について探求する。
パートⅡ：エキスパートが高齢者（特に虚弱な高齢者）に提供する高度な援助技術を学ぶ。また、援助技術を実際の高齢者に適用する上
での目標設定、観察・配慮点、倫理的判断を検討する。さらに、技術が実践の場に普及、定着するための企画・運営・管理方法、スタッ
フへの教育、コンサルテーション方法を学ぶ。

＜学習方法＞
講義とディスカッション、DVD視聴、文献検討、病院、診療所等での診療・看護技術についてヒヤリングや見学を行う。一部集中講義を
行う。

到達目標

パートⅠ
１．高齢者の主要な疾患・治療に対し、必要な看護および急変時の判断について説明できる。
２．高齢者の症状に対し、個別性に応じた看護を提供するためのアセスメントが説明できる。
３．治療環境にいる高齢者に対し、それまでの生活と今後を見据えて提供すべき看護を判断できる。
４．治療環境にいる高齢者について、リスク管理と権利擁護を両立するための方策を提案できる。
５．高齢者の診断・治療時の看護について自己の実践能力を評価し、課題を述べることができる。

パートⅡ
１．日常生活援助技術を習得し、高齢者と家族の個別的な状況に応じて必要な援助を提供できる。
２．終末期ケア・施設ケア・在宅ケアで適用される看護を理解し、高齢者と家族の個別的な状況に応じて必要な援助を判断できる。
３．技術が実践の場に普及、定着するためのさまざまな方法を説明でき、施設の状況に合った方法を提案できる。
４．高齢者に提供する自己の看護技術を評価し、課題を述べることができる。

湯浅美千代※、島田広美※、杉山智子※、佐野裕子※、横山悦子※、佐藤典子※、粱　広石※、桑
田美代子※

授業形態 演習

※…実務家担当教員

関連科目 高齢者看護学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ、高齢者看護学実習Ⅰ（認知症看護）、高齢者看護学実習Ⅱ（急性期看護）

先修要件 高齢者看護CNS選択者のみ受講可

プレゼンテーション資料およびレポートについて授業内または授業後にコメントする。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

成績評価の方法

評価方法 文献または臨地での経験に基づくプレゼンテーション・レポート作成（50％）、討議（50％）

評価基準

パートⅠ
１．高齢者の主要な疾患・治療に対し、必要な看護および急変時の判断について説明できる。
２．高齢者の症状に対し、個別性に応じた看護を提供するためのアセスメントが説明できる。
３．治療環境にいる高齢者に対し、それまでの生活と今後を見据えて提供すべき看護を判断できる。
４．治療環境にいる高齢者について、リスク管理と権利擁護を両立するための方策を提案できる。
５．高齢者の診断・治療時の看護について自己の実践能力を評価し、課題を述べることができる。
パートⅡ
１．日常生活援助技術を習得し、高齢者と家族の個別的な状況に応じて必要な援助を提供できる。
２．終末期ケア・施設ケア・在宅ケアで適用される看護を理解し、高齢者と家族の個別的な状況に応じて必要な援助を判断できる。
３．技術が実践の場に普及、定着するためのさまざまな方法を説明でき、施設の状況に合った方法を提案できる。
４．高齢者に提供する自己の看護技術を評価し、課題を述べることができる。

試験・課題に対するフィードバック方法

テキストは用いない
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授業回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11〜12

13

14

15〜16

17〜19

20

20〜22

23〜24

25

26

27〜29

以下は主なもの。その他、授業の際に適宜紹介する。
・古賀雄二、深谷智惠子編：日常性の再構築をはかるクリティカルケア看護—基礎から臨床応用まで、中央法規出版、2019
・桑田美代子、湯浅美千代編：高齢者のエンドオブライフ・ケア実践ガイドブック第1巻　死を見据えた日常生活のケア、中央法規出版、2016
・桑田美代子、湯浅美千代編：高齢者のエンドオブライフ・ケア実践ガイドブック第2巻　死を見据えたケア管理技術、中央法規出版、2016

その他

連絡先・オフィスア
ワー

質問・相談等は随時メールで連絡してください。
科目責任者：myuasa@juntendo.ac.jp

参考文献

湯浅美千代 高齢者の循環動態の特徴・恒常性の特徴をふまえた臨床判断 講義 予習・復習各60分

湯浅美千代 高齢者に行われる侵襲のある検査時の援助 講義 予習・復習各60分

備考

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

島田広美 高齢者に多くみられ、緊急処置を必要とする全身疾患の病態と身体兆
候：脱水、下血・吐血、意識障害

講義 予習・復習各60分

湯浅美千代 高齢者に多くみられる慢性的な呼吸器・循環器疾患の病態と身体兆候：
COPD、心不全

講義 予習・復習各60分

島田広美 高齢者の外傷時の身体兆候：骨折、急性硬膜下血腫 講義 予習・復習各60分

島田広美 周手術期における高齢者の呼吸・循環動態の変動と管理 講義 予習・復習各60分

湯浅美千代 高齢者の治療・療養時の栄養管理 講義 予習・復習各60分

佐野裕子 リハビリテーションを行う高齢者への看護（リスクマネジメントを含
む）

講義 予習・復習各60分

杉山智子 高齢者の薬物への反応の特徴、高齢者に用いられる頻度の高い薬物の使
用と留意点

講義 予習・復習各60分

杉山智子 高齢者への薬物療法に関する留意点（薬物の選択、投与方法の工夫、セ
ルフケア支援）

講義 予習・復習各60分

湯浅美千代 医療・介護関連肺炎の治療と管理、尿路感染症の治療と管理 講義 予習・復習各60分

杉山智子 腹膜透析（自己管理方法を含む）・血液透析（シャント造設を含む）を
行う高齢患者hえの看護、導入期の教育の実際

事例検討、臨地で
の認定看護師によ
る説明・ケアの見
学

各回予習・復習90分

湯浅美千代 高齢者に多くみられる慢性疾患の病態とセルフケア支援（食事療法にお
ける留意点を含む）
①糖尿病　②事例検討

講義、発表、討議 各回予習90分：発表資料の作成
各回復習60分：発表時のコメントをもと
に、発表資料を追加・修正する。

湯浅美千代 高齢者の感染症の治療と感染管理（インフルエンザ、回線、ノロウイル
ス感染等）

講義 予習・復習各60分

島田広美 高齢患者に対する摂食・嚥下訓練の実際 事例検討、臨床講
義（臨地での認定
看護師による説
明、見学を含む）

各回予習・復習各90分

杉山智子 認知機能障害をもつ高齢患者の治療時の援助の実際 事例検討、臨床講
義（臨地での認定
看護師による説
明・見学を含む）

予習・復習各90分

梁 広石 高齢患者に対する臨床判断の実際
①問診、②検査、③画像診断

臨床講義（外来診
療の臨地見学を含
む）

各回予習・復習90分

佐藤典子 外来での高齢患者に対する看護の実際 臨床講義（臨地見
学を含む）

予習・復習各90分

湯浅美千代 自宅で療養する高齢者への訪問診療の実際 事例検討、臨地見
学・ヒヤリングの
発表・討議

各回予習・復習各90分

梁 広石 臨床講義 臨死期の兆候、心
臓死の判断

予習・復習各90分

佐藤典子 終末期にある高齢患者の緩和ケアと看取りの実際 臨床講義 予習・復習各90分
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30

31

32

33〜34

35〜36

37〜38

39〜40

41〜42

43〜44

45〜46

47〜48

49〜50

51

52

53〜54

55〜56

57〜58

59

60

湯浅美千代 高齢者の診断・治療に関わる看護の課題 講義 予習・復習各60分

横山悦子 虚弱な高齢者へのヘルスプロモーション
①介護予防の実際、②疾病管理の実際

講義 各回予習・復習各60分

湯浅美千代 摂食・嚥下障害のある高齢者への食事介助技術と個別性をふまえた適
用・開発方法①②

講義、ケア技術演
習

各回予習・復習各60分

佐野裕子 看護師が高齢者に提供する日常生活援助の意義と留意点①自立・自律の
視点

講義 予習・復習各60分

湯浅美千代 看護師が高齢者に提供する日常生活の意義と留意点②エンド・オブ・ラ
イフケアの視点

講義 予習・復習各60分

島田広美 虚弱な高齢者への排泄ケア技術と個別性をふまえた適用・開発方法①② 講義、ケア技術演
習、臨床講義（認
定看護師による説
明、ケア見学を含
む）

各回予習・復習各90分

島田広美 虚弱な高齢者への褥瘡の予防ケアと治癒に向けた局所・全身へのアプ
ローチの実際①②

講義、ケア技術演
習、臨床講義（認
定看護師による説
明、ケアの見学を
含む）

各回予習・復習各90分

湯浅美千代 虚弱な高齢者への清潔ケア、更衣・整容ケアと個別性をふまえた適用・
開発方法①②

講義、ケア技術演
習

各回予習・復習各60分

湯浅美千代 虚弱な高齢者の移動・移乗に関わる介助技術と個別性をふまえた適用・
開発方法①②

講義、ケア技術演
習

各回予習・復習各60分

湯浅美千代 特定施設（有料老人ホーム等）での高齢者ケアの現状と看護の専門性の
発揮①②

講義、事例検討、
臨地見学

各回予習・復習各90分

湯浅美千代 訪問看護での疾病管理、アセスメント方法、多職種連携の実際 講義、事例検討 予習・復習各60分

杉山智子 特別養護老人ホームでの高齢者ケアの現状と看護の専門性の発揮①② 講義、事例検討、
臨地見学

予習・復習各90分

杉山智子 介護老人保健施設での高齢者ケアの現状と看護の専門性の発揮①② 講義、事例検討、
臨地見学

各回予習・復習各90分

佐藤典子 高齢者ケア技術の開発と技術を現場に普及・定着させる方法
①企画・運営・管理の実際
②スタッフ教育、コンサルテーションの実際（看護スタッフ）

講義、討議 各回予習・復習各60分

桑田美代子 高齢者ケア技術の開発と技術を現場に普及・定着させる方法
③スタッフ教育、コンサルテーションの実際（介護スタッフを含む）（
④多職種連携の実際

講義、討議 各回予習・復習各60分

湯浅美千代 さまざまな限界の中で取り組む訪問看護における高齢者と家族への支援
の実際

講義、事例検討 予習・復習各60分

湯浅美千代 在宅での看取りケアの実際
①事例検討
②チームアプローチ、スタッフ教育

講義、発表、討議 各回予習・復習各90分

湯浅美千代 高齢者看護技術の開発課題 講義、討議 復習180分：課題レポート作成

湯浅美千代 高齢者の家族に関する看護の開発課題 講義、討議 復習180分：課題レポート作成

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

- 294 -



開講学期 通年 単位数 4単位

代表教員 佐藤　まゆみ ナンバリング

科目名 演習（急性・重症患者看護CNS） 必修・選択 選択

英語科目名 Seminar-CNS in Critical Care Nursing 対象学年 1年

授業の位置づけ

この科目は「専門科目」に位置づけられる。急性・重症患者看護CNSコースにおいては、「クリティカルケア看護学特論Ⅰ〜Ⅴ」ととも
に「クリティカルケア看護学実習」の基盤となる。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

[予習（事前準備）]
担当教員の指示により①〜③のいずれかに取り組む。
①指定文献を事前に読み、授業に臨む。
②指定文献と関連文献を用いてプレゼンテーション資料を作成する。授業前週の指定された日までに担当教員に提出する。必要に応じて
個別指導を受け準備をすすめる。
③自身が体験した事例を分析し、それをプレゼンテーション資料としてまとめる。授業前週の指定された日までに担当教員に提出する。

[復習]
・各授業内容について理解を深める。

担当教員

授業概要

全体内容

１．クリティカルな状況にある患者や家族が体験する全人的な苦痛を緩和・軽減し、生命力を引き出すための看護実践方法について理解
する。
２．クリティカルケアの臨床で生じやすい倫理的課題を解決するための看護実践方法について理解する。

到達目標

１−１．クリティカルな状況にある患者と家族の全人的苦痛及び苦痛緩和・症状マネジメントの方法を説明できる。
１−２．クリティカルな状況にある患者と家族の安楽のためのケア方法を説明できる。
１−３．クリティカルな状況にある患者と家族の苦痛を緩和し生命力を引き出すための日常生活援助方法を説明できる。
１−４．クリティカルな状況にある患者と家族の苦痛を緩和しその人らしく 期の時を生きぬくことを支援するための方法を説明でき
る。
２−１．クリティカルケア領域において生じやすい倫理的課題と看護の役割を説明できる。
２−２．倫理的課題の理解と解決のために有用な理論・概念を理解し、看護援助のあり方を説明できる。
２−３．倫理的課題の解決に向けた倫理調整の方法について説明できる。
２−４．倫理的課題に関するコンサルテーションの方法について説明できる。

佐藤まゆみ※　池田恵※　田中朋子※　新山和也※ 授業形態 演習

レポート課題は、 終回の講義時までにコメントとともに返却する。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

成績評価の方法

評価方法 授業への参加状況60%、レポート40%を総合して評価する。

評価基準

１−１．クリティカルな状況にある患者と家族の全人的苦痛及び苦痛緩和・症状マネジメントの方法を説明できる。
１−２．クリティカルな状況にある患者と家族の安楽のためのケア方法を説明できる。
１−３．クリティカルな状況にある患者と家族の苦痛を緩和し生命力を引き出すための日常生活援助方法を説明できる。
１−４．クリティカルな状況にある患者と家族の苦痛を緩和しその人らしく 期の時を生きぬくことを支援するための方法を説明でき
る。
２−１．クリティカルケア領域において生じやすい倫理的課題と看護の役割を説明できる。
２−２．倫理的課題の理解と解決のために有用な理論・概念を理解し、看護援助のあり方を説明できる。
２−３．倫理的課題の解決に向けた倫理調整の方法について説明できる。
２−４．倫理的課題に関するコンサルテーションの方法について説明できる。

試験・課題に対するフィードバック方法

関連文献・参考文献はその都度提示する。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

質問・相談については随時メールで受け付ける。
科目責任者：佐藤まゆみ　m.sato.qh@juntendo.ac.jp

なし

参考文献

備考

※…実務家担当教員

関連科目 クリティカルケア看護学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ、クリティカルケア看護学実習Ⅰ・Ⅱ、課題研究（急性・重症患者看護CNS）

先修要件 なし

- 295 -



授業回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

佐藤まゆみ クリティカルな状況にある患者や家族への緩和ケア1
：クリティカルケア領域における緩和ケア
　苦痛緩和・症状マネジメントに関わる理論

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルな状況にある患者や家族への緩和ケア2
：鎮痛管理・鎮静管理１

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

新山和也 クリティカルな状況にある患者や家族への緩和ケア5
：せん妄２

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

池田恵 クリティカルな状況にある患者や家族への緩和ケア6
：心理的苦痛（不安、抑うつなど）

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルな状況にある患者や家族への緩和ケア3
：鎮痛管理・鎮静管理２

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

新山和也 クリティカルな状況にある患者や家族への緩和ケア4
：せん妄１

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルな状況にある患者や家族への緩和ケア9
：家族への緩和ケア

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

田中朋子 クリティカルな状況にある患者や家族への緩和ケア10
：患者及び家族への緩和ケアの実際：事例分析1

発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

池田恵 クリティカルな状況にある患者や家族への緩和ケア7
：安楽のためのケア／コンフォートケア

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

池田恵 クリティカルな状況にある患者や家族への緩和ケア8
：日常生活援助

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケアにおけるエンドオブライフケア2
：クリティカルケアにおけるエンドオブライフケアの課題2

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケアにおけるエンドオブライフケア3
：患者及び家族へのエンドオブライフケアの実際：事例分析1

発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

田中朋子 クリティカルな状況にある患者や家族への緩和ケア11
：患者及び家族への緩和ケアの実際：事例分析2

発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケアにおけるエンドオブライフケア1
：クリティカルケアにおけるエンドオブライフケアの課題1

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践2
：倫理的課題の理解とその解決に関わる理論・概念1

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践3
：倫理的課題の理解とその解決に関わる理論・概念2

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケアにおけるエンドオブライフケア4
：患者及び家族へのエンドオブライフケアの実際：事例分析2

発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

池田恵 クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践1
：クリティカルケア領域において生じやすい倫理的課題

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

田中朋子 クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践6
：家族への代理意思決定支援

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践7
：クリティカル領域における倫理調整1

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践4
倫理的課題の分析と倫理調整

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

田中朋子 クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践5
：患者への意思決定支援

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践11
：脳死・臓器移植検討場面に生じやすい倫理的課題と看護実践

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践8
：クリティカル領域における倫理調整2

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

池田恵 クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践9
：日常ケア場面に生じやすい倫理的課題と看護実践

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

池田恵 クリティカルケア領域における倫理コンサルテーション2
：倫理コンサルテーションの実際：事例分析1

発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

池田恵 クリティカルケア領域における倫理コンサルテーション3
：倫理コンサルテーションの実際：事例分析2

発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践12
：エンドオブライフ場面に生じやすい倫理的課題と看護実践

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケア領域における倫理コンサルテーション1
：クリティカルケア領域における倫理コンサルテーション

講義・発表・討議 授業内容について予習90分、復習90分

クリティカルケア領域における倫理的課題と看護実践10
：治療選択場面に生じやすい倫理的課題と看護実践
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開講学期 1,2年次/通年 単位数 6単位

代表教員 植木　純 ナンバリング

科目名 特別研究 必修・選択 選択

英語科目名 Nursing Special Research 対象学年 1年

授業の位置づけ
各分野の特論および演習を基盤とし研究計画書を作成、発表した上で研究を遂行し、論文を完成させる。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP1-看護学の専門分野に関する研究に高い倫理観をもって取り組む研究能力
DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意 各担当者より指示する。

担当教員

授業概要

全体内容

特別研究は、専門領域の講義・演習による知識の活用および文献検討をふまえて、各分野に関する研究課題を科学的に探求する。研究
テーマの明確化、研究計画書の作成、データ収集と結果、論文作成までの過程において指導する。（45回）

到達目標

１． 研究計画書の作成に関する基本的な知識を説明できる。
２． 専門看護領域の発展や専門知識・技術の向上・開発を図るために、科学的思考・論理的思考に基づいた研究活動を行うことができ
る。
３.　研究を推進するに当たり、倫理観に裏付けられた研究的態度を身につけることができる。

【浦安キャンパス】
飯島佐知子、伊藤龍子、岩渕和久、植木純、上野恭子、大月恵理子、櫻井しのぶ、佐藤まゆみ、種
市ひろみ、野崎真奈美、平井周、水野恵理子、湯浅美千代、大西麻未、岡本隆寛、加茂敦子、川上
和美、佐野裕子、島田広美、杉山智子、鈴木紀子、高谷真由美、髙山京子、立石彩美、長瀬雅子、
永野光子、中山仁志、森田亜希子
【三島キャンパス】
大熊泰之、小川典子、小池道明、近藤ふさえ、西田みゆき、濱田千江子

授業形態 演習

修士論文提出後に主査・副査より指導する。
修士論文発表会にて成果発表・質疑応答を行う。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

成績評価の方法

評価方法 修士論文作成（50％）、口頭試問（50％）

評価基準

・先行研究に関するレビューの適切さ
・明確な問題意識に基づく研究テーマ設定
・テーマに見合った方法論の選択
・結論の導き方の適切さ
・論旨の明解性・一貫性・論理性
・論文における文章力・読解力・自己表現力、探究心、批判的思考力
・研究発表の明解さ

試験・課題に対するフィードバック方法

各担当者より指示する。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

オフィスアワーを各担当教員が設けているので、メール等で連絡をとり、積極的にコンタクトを取ること。

各担当者より指示する。

参考文献

備考 なし

※…実務家担当教員

関連科目 演習

先修要件 なし
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授業回

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

飯島佐知子 人的資源管理、医療・看護の質の管理や経済評価に関する課題について
探求し、研究指導を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

伊藤龍子 学修並びに看護実践を通して見出された小児看護学の研究課題に沿って
研究を行い、修士論文を作成するための研究指導を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

上野恭子 学生のサブスペシャリティにより、リエゾン精神看護領域と狭義の精神
看護領域のいずれかを選択して研究課題を定める。一連の研究過程を丁
寧に辿りながら修士論文の完成を目指し指導を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

大月恵理子 母性看護学・助産学領域において関心を寄せている課題について、研究
課題として明確化し、研究計画を立案、実施、分析、論文作成の過程を
通して、研究能力を培うよう支援を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

岩渕和久 感染看護特論の講義をベースに感染と免疫応答に代表される宿主の生体
反応に関する研究手法を習得し、研究論文として完成させる研究能力を
培う指導を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

植木純 生活習慣や生活行動、社会活動などのアセスメント、QOL、心理社会的
なアセスメントに加え、身体の科学的かつ系統的なアセスメントを含む
包括的なヘルスアセスメントを探求する。包括的に健康問題を判断し生
活行動を支援できる能力を養うとともに、多彩な研究を展開できるよう
に指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

野崎真奈美 看護学教育における学習者の特性、学生指導、教材化、教育技法、授業
設計、教育評価、教師教育、キャリアデザイン支援等に関する課題につ
いてテーマを絞り、研究指導を行う。修士論文作成までの過程を通し
て、研究者としての基礎的能力を高める。

演習 各回予習90分、復習90分

平井周 自らの関心領域について病理学的知見を先行研究から文献的に考察し、
自己の研究課題を明確にした上で、種々の病理学的評価方法から適切な
検索手法を選択し、研究を立案・遂行する能力を修得できるよう指導す
る。

演習 各回予習90分、復習90分

櫻井しのぶ 地域もしくは公衆衛生領域でのあらゆる年代・全ての健康レベルにおけ
る顕在・潜在する健康課題に関連する研究課題を選択し、その課題を解
決するための看護研究のプロセスを通して修士論文を完成するための指
導を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

佐藤まゆみ クリティカルケア看護領域における各自の研究課題について、研究計画
に基づき研究を実施し、修士論文としてまとめる一連のプロセスを指導
する。

演習 各回予習90分、復習90分

種市ひろみ 在宅療養者とその家族に対して提供される看護実践の研究の動向を学修
し、在宅療養者のQOLを高め自立を促進するための看護実践のあり方、
課題解決のための方策を探求するための研究能力を培う。

演習 各回予習90分、復習90分

大西麻未 医療・看護の質を高めるための管理方法について、組織化の方法、人材
育成、管理者の行動、職務環境等を中心とした研究課題について、修士
論文作成のための指導を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

岡本隆寛 精神障害者のリカバリーを促進するための精神保健福祉医療の現状と課
題、改善策について検討を進め、自己の研究課題を明確にし、研究計
画、論文作成までの指導を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

水野恵理子 精神保健看護領域とリエゾン精神看護領域のいずれを選択して研究課題
を明確にし、修士論文を作成する一連の研究過程を指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

湯浅美千代 高齢者とその家族への看護における課題を取り上げ、その課題を探求す
るための研究方法をさまざまな研究手法から検討し、フィールドでの
データ収集と分析、考察により、論文としてまとめる。この過程を通し
て看護実践に関わる研究能力を高める。

演習 各回予習90分、復習90分

佐野裕子 リハビリテーション医療・看護に関する研究課題について、評価および
具体的な介入手法を探求すると共に、研究計画の作成から研究を遂行で
きる能力を高めるよう指導を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

島田広美 回復期にある高齢者とその家族に関する課題を取り上げ、研究課題の明
確化、研究課題に即した研究方法の検討、研究計画書の作成、データ収
集・分析、論文作成の過程を通し、研究者として必要な能力を修得でき
るように指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

加茂敦子 様々な生体反応や慢性皮膚疾患等の病態に関連する自己の研究課題につ
いて、研究遂行から論文作成の過程を通して、基礎的な研究能力を修得
できるように指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

川上和美 感染予防管理・感染症看護領域における研究課題を明確にし、研究計画
書作成から修士論文作成までの一連のプロセスを通して研究能力を高め
られるよう指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

- 298 -



1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

1~45

髙山京子 がんに罹患した患者とその家族の看護に関わる領域から自己の研究課題
を明確にし、研究計画書の作成から修士論文としてまとめる過程の中で
必要な研究能力を獲得できるように指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

立石彩美 履修者が関心を持つメンタルヘルスに関するテーマについて、海外・国
内の文献検討を十分に行い、研究課題を絞り、研究計画を立案、調査を
実施、分析、結果をまとめ、論文として発表できるように、指導を行
う。研究者としての姿勢、倫理的行動、対象施設、対象者との関係性の
構築、についても学びながら、基礎的な研究能力を修得する。

演習 各回予習90分、復習90分

杉山智子 高齢者看護領域における課題をあげ、その課題に沿った研究方法の検討
や援助方法を探究する中で研究プロセスを修得し、研究能力を高められ
るよう指導を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

高谷真由美 慢性疾患を持つ人とその家族のセルフケア行動やその関連要因、療養行
動の継続や症状コントロール、ストレスマネジメントに関する研究課題
を明確化し、適切な方法でデータを収集・分析し、看護ケアへの示唆に
つながる看護研究の遂行能力を養えるように指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

鈴木紀子 母性看護学・助産学領域で対象となる母子、家族、助産師における
Research Questionを明確にし、修士論文作成までの指導を通して、研
究者としての基礎的能力を高めることを目指す。

演習 各回予習90分、復習90分

長瀬雅子 慢性的な疾患あるいは障害を抱えた人々とその家族のQOL維持、向上に
関する課題を選択し、その課題を探求するための研究方法をさまざまな
研究手法から検討する。また、フィールドでのデータ収集、その分析と
考察、論文作成の過程を通して研究能力を身につけられるよう指導す
る。

演習 各回予習90分、復習90分

永野光子 看護基礎教育、看護継続教育に関わる研究課題について、研究課題の明
確化から修士論文作成の過程を通し、研究者としての基礎的能力を修得
できるよう指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

森田亜希子 母性看護学・助産学領域における研究課題を明確にする。文献検討に基
づいて学術的意義を記述し、研究計画を作成、実施し、修士論文を完成
するための過程を通して、研究能力を高める指導を行う。

演習 各回予習90分、復習90分

演習 各回予習90分、復習90分

中山仁志 感染制御の基礎となる病原微生物ならびにサイトカインを含む炎症性物
質に対する生体反応についての研究手法を習得し、それらを土台とし
て、自己の研究課題の明確化、研究計画の立案、論文の完成までのプロ
セスを指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

大熊泰之
（三島）

さまざまな脳・神経疾患患者が療養するにあたり、未だ解決されていな
い問題を調査しそれを解決できるような課題を探求する。論文渉猟、
データ収集、論文作成のプロセスを習得できるよう指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

西田みゆき
（三島）

子どもと家族への看護における課題を明確にし、その課題を探求するた
めの研究方法を選択する。その上で、研究のプロセスを実施し修士論文
として完成させる能力を身に着けられるように指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

濱田千江子
（三島）

慢性疾患をもつ患者におけるフレイル（運動器機能の低下）やセルフヘ
ルスケアマネジメント等に関連した文献レビューを行い、研究課題の仮
説を自ら設定し、仮説を明らかにするために必要な研究計画書が作成で
きることを目標とする。習得に対して必要な文献レビュー・情報の理解
分析・データ収集を含めたプロセスを通して基礎的研究能力が身に着け
られるよう指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

小川典子
（三島）

保健福祉のあらゆる面から自立支援およびQOLニーズに関する研究課
題・研究方法について分析的に考察し、実践への適用を検討する。自己
の研究課題に応じた研究方法や分析方法を明確化し、研究計画書・論文
作成に必要なプロセスや技術を習得する。

演習 各回予習90分、復習90分

近藤ふさえ
（三島）

慢性疾患をもつ人々とその家族への看護における自己の研究課題を探求
し、その解決のための研究のプロセス学修し、修士論文をまとめるプロ
セスをとおして研究能力が身につけられるように指導する。

演習 各回予習90分、復習90分

小池道明
（三島）

高齢者の多発性骨髄腫患者のADL、フレイルスコアー、全身状態の評価
について現在のエビデンスを熟知し、現在の医療状況に合致しているか
分析する。
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開講学期 1,2年次/通年 単位数 4単位

代表教員 高谷真由美・長瀬雅子 ナンバリング

科目名 課題研究(慢性看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Assignment Research-CNS in Chronic Illness and Conditions Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

慢性病をもつ人々の複雑で解決困難な課題に対する看護実践を通して、家族の身体的・心理的・家族的・社会的な問題、治療環境整備に
関する問題の解決に向けた研究課題を明確にする。研究課題の解明にむけて臨床実践の場で看護介入を行い、得られたデータを分析し、
その成果をまとめるという過程を通して、実践に活用できる研究能力を身に付ける。

１．研究課題の明確化
慢性病を持つ人々および家族に対する看護実践の中から、患者および家族の身体的・心理的・家族的・社会的な問題、治療環境整備に関
する問題の解決に向けた研究課題を明確にする。
２．研究計画書の作成
３．研究計画に基づくデータ収集あるいは技術開発
４．データの分析・技術開発経過のまとめと考察
５．臨床適用の検討
６．論文の提出
７．論文内容の審査
８．論文内容の発表

到達目標

文献検討のあり方について説明できる。
各自の課題について倫理的配慮を踏まえた研究計画を作成することができる。
研究計画に基づいたデータ収集、技術開発を実践できる。
結果を論文化するとともに、効果的にプレゼンテーションすることができる。
研究を実践に活用するための研究への取り組み姿勢を示すことができる。

髙谷真由美、長瀬雅子 授業形態 演習

※…実務家担当教員

授業の位置づけ

慢性看護学特論Ⅰ～Ⅴ、CNS演習等で活用した既存の文献や内容についての討議から、実践の改善や問題解決の手がかりとなる研究とは
どのようなものかを考え、自己の研究課題や研究方法の探求につなげていく。研究活動と実践のつながりを考えながら研究プロセスを学
び、研究を通して得られた新たな知見や経験をCNS実習に活用する。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP1-看護学の専門分野に関する研究に高い倫理観をもって取り組む研究能力
DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

・研究協力施設・協力者への交渉を行う。 
・成果を関連学会への発表するための準備を行う。

関連科目

看護学研究方法論
慢性看護学特論Ⅰ〜Ⅴ
演習

先修要件
なし
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授業回

1-7

8-15

16-17

18-23

24-30

試験・課題に対するフィードバック方法

成績評価の方法

評価方法 修士論文（50％）、口頭試問（50％）

評価基準

・明確な問題意識と適切なテーマ設定
・テーマに見合った方法論の選択
・適切なプロセスによる結論の導出
・論旨の明解性・一貫性・論理性
・論文における文章力・読解力・自己表現力

参考文献

修士論文提出時に主査・副査から指導する。
修士論文発表会で成果発表、質疑応答を行う。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

なし

なし

その他

連絡先・オフィスア
ワー

高谷真由美　mtakaya@juntendo.ac.up
長瀬雅子　　mnagase@juntendo.ac.jp

高谷・長瀬 研究計画書の発表・倫理審査 研究科委員会での
指導、倫理審査の
受審

各回予習・復習各90分を目安とし、指導を
受けるための準備を行う。

備考

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

高谷・長瀬 研究計画に基づくデータ収集 個別指導 研究遂行に必要な時間

高谷・長瀬 研究課題の明確化 個別指導 各回予習・復習各90分を目安とし、指導を
受けるための準備を行う。

高谷・長瀬 研究計画書の作成 個別指導、研究会
での発表

各回予習・復習各90分を目安とし、指導を
受けるための準備を行う。

高谷・長瀬 データ分析、論文作成、論文内容の審査 個別指導、口頭試
問、成果報告会

研究遂行に必要な時間

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）
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開講学期 1,2年次/通年 単位数 4単位

代表教員 大月　恵理子 ナンバリング

科目名 課題研究(ウィメンズヘルス看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Assignment Research-CNS in Women's Health Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

ウｨメンズヘルス看護学の看護実践における研究課題の研究を行い、研究論文としてまとめることを通して、看護実践のエビデンスを向
上させることができるような研究能力を養う。

到達目標

ウｨメンズヘルス看護の臨床実践における
１．研究の問いが明確にできる。
２．研究課題の明確化ができる。
３．研究計画を作成できる。
４．研究計画に基づき、データが収集できる。
５．収集したデータの分析ができる。
６．データ分析に基づき、結果の提示ができる。
７．結果に基づき、考察ができる。
８．論文をまとめることができる。
９．論文審査における指摘事項に基づき、加筆修正を行い、発表できる。

大月恵理子※、増田美恵子※、森田亜希子※ 授業形態 演習

※…実務家担当教員

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

自身の実務経験ならびに、看護学研究方法論、ウィメンズヘルス看護学特論（Ⅰ〜Ⅴ）および演習（ウィメンズヘルス看護CNS）を基盤
とし，ウィメンズヘルス看護学において課題解決が必要なテーマを取り上げ，研究計画書を作成、発表したうえで研究を遂行し、論文を
完成させる。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP1-看護学の専門分野に関する研究に高い倫理観をもって取り組む研究能力
DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

研究テーマと関連がある、文献購読、実践力強化、学会参加などを積極的に行い、自己学習能力を磨く。
1年次前期より文献検討をすすめ、1年次後期には研究計画書を作成し、研究計画審査および倫理審査を受審する。
2年次に実習と並行して研究を遂行できるよう計画的に行う。
月に2回程度，ゼミ形式で行う

成績評価の方法

評価方法 修士論文（50％）、口頭試問（50％）

評価基準

・明確な問題意識と適切なテーマ設定
・テーマに見合った方法論の選択
・適切なプロセスによる結論の導出
・論旨の明解性・一貫性・論理性
・論文における文章力・読解力・自己表現力

関連科目 看護学研究方法論、ウィメンズヘルス看護学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ、演習（ウィメンズヘルス看護CNS）

先修要件 ウィメンズヘルス看護CNS選択者のみ受講可

参考文献

修士論文提出後に主査・副査より指導する。
修士論文発表会にて成果発表・質疑応答を行う。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

特に指定しない

備考

適宜紹介する。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

質問・相談は随時メールで行う。面接が必要な時は，メールでアポイントをとり行う。
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授業回

1〜7

8〜15

16～23

24〜30

３．研究計画に基づくデータ収集
　倫理委員会で研究計画について承認を受けたのち、計画に基づき、研
究を遂行する。

個別指導 研究遂行に必要な時間

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

大月恵理子
増田美恵子
森田亜希子

４．データ分析、結果のまとめ、考察
５．論文作成
６．論文内容の審査、発表

個別指導
発表、討議

研究遂行に必要な時間

大月恵理子
増田美恵子
森田亜希子

１．研究課題の明確化
　課題の明確化に向けて、文献検討、ヒヤリングなどの小規模調査、教
員および学生間や臨地スタッフ等とのディスカッションを行う。
　テーマに関する、ディスカッション、文献収集、クリティークを通し
て、研究課題を明確化し、文章化する。

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

大月恵理子
増田美恵子
森田亜希子

２．研究計画書の作成
　研究方法の検討を行い、計画書としてまとめる。
　研究方法は、対象者への調査だけでなく、看護実践の評価、技術開発
の取り組み、看護実践の改善プロセスなど、看護実践向上に寄与する新
しい取り組みを表現し、評価する方法の開発を含む。
　作成した研究計画書を発表し、内容の妥当性、実行可能性を検討し、
修正する。

大月恵理子
増田美恵子
森田亜希子
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開講学期 1,2年次/通年 単位数 4単位

代表教員 西田　みゆき ナンバリング

科目名 課題研究(小児看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Assignment Research-CNS in Child Health Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

小児看護学の学修並びに看護実践を通して、子どもおよび／あるいは家族について見出された研究課題に沿って研究を行い、論文を作成
することにより、看護実践に活用できる研究能力を養う。

以下の手順で進める。
1．研究課題の明確化
2．研究計画書の作成
3．研究計画書に基づくデータ収集
4．データの分析
5．結果と考察
6．論文の提出
7．論文内容の審査
8．論文内容の発表

到達目標

文献検討およびフィールド実習を通して研究課題を明確化し、研究計画書を作成できる。
研究計画書に基づいて、データ収集し、そのデータを分析できる。
データ分析の結果を基に考察を行い、論文を作成できる。
論文審査による指摘事項の加筆修正を行い、修士論文発表会で発表できる。

西田みゆき、伊藤龍子 授業形態 演習

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ
小児看護専門看護師の役割の1つとして、研究を遂行する能力の習得する。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP1-看護学の専門分野に関する研究に高い倫理観をもって取り組む研究能力
DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

研究計画、データ収集、データ分析、結果と考察、図表、結論、要旨、文章表記などについて検討および評価し、論文を完成する。

成績評価の方法

評価方法
課題研究の取り組み状況30％、成果物（課題研究論文）70％の配分により総合して評価する。

評価基準

1．研究課題の明確化
2．研究計画書の作成
3．研究計画書に基づくデータ収集
4．データの分析
5．結果と考察
6．論文の提出
7．論文内容の審査
8．論文内容の発表

参考文献

修士論文提出後に主査・副査より指導する。
修士論文発表会にて成果発表・質疑応答を行う。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

なし

・Polit, D. F.& Beck C. T：Nursing Research-Principle and methods 7th ed, 2004,近藤潤子訳，看護研究—原理と方法 第2版，医学書院，2010.
・Grove, S.k., Burns, N., Gray, J.R.：The Practice of Nursing Research 7th ed, 2013, 黒田裕子,中木高夫、逸見功監訳，バ-ンズ&グローブ 看護研究入
門—評価・統合・エビデンスの　　生成 原著第７版，エルゼビア・ジャパン，2015
・前田 樹海, 江藤 裕之 ：APAに学ぶ 看護系論文執筆のルール,医学書院、2012.
・牧本清子編：エビデンスに基づく看護実践のためのシステマティックレビュー，日本看護協会出版会，2013
・Walker, L.O, & Avant, K.C.：Strategies for Theory Construction in Nursing 4th ed., 2005,
・中木高夫，川崎修一訳，看護における理論構築の方法，医学書院，2008
上記以外、専門領域に関する文献、特論および演習で配布した購読文献を活用し、さらに自ら検索した関連書籍と論文を参考とする。

※…実務家担当教員

関連科目
看護学研究方法論、看護理論特論　看護倫理特論　応用統計学

先修要件
なし
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授業回

1〜4回

５〜10
回

11〜15
回

16〜20
回

21〜35
回

36〜46
回

その他

連絡先・オフィスア
ワー

・随時（事前にメールで連絡のこと　r-ito@、mnishida@juntendo.ac.jp）

西田 研究方法の確定 ディスカッション 予習：研究を実施するための方法の適切性
について説明できるための資料作成（２時
間）
復習：研究方法の明文化（２時間）

備考

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

ディスカッション 予習：倫理申請書の作成、フィールドの候
補についての資料を作成（２時間）
復習：倫理申請書の完成、フィールドの確
定

西田 関心領域における研究の動向の探索 ディカッション 予習：関心領域における文献について調べ
資料を用いて説明する準備（２時間）
復習：関心領域における研究の動向につい
て再考（２時間）

西田 研究テーマの絞り込み ディスカッション 予習：リサーチクエッションの明確化し、
研究テーマを説明するための資料の作成
（２時間）
復習：ディスカッションを通して、研究
テーマを確定（２時間）

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

西田 データ収集と分析 ディスカッション 予習：データ収集、分析についての資料作
成（２時間）
復習：データ収集、分析の継続（２時間）

西田 論文作成 ディスカッション 予習：論文作成（２時間）
復習：論文修正（２時間）

西田 倫理申請とフィールド確保
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開講学期 1,2年次/通年 単位数 4単位

代表教員 種市　ひろみ ナンバリング

科目名 課題研究(在宅看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Assignment Research-CNS in Home Care Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

在宅療養者とその家族に対して提供される看護実践の研究の動向を学修し、在宅療養者のQOLを高め自立を促進するための看護実践のあ
り方、課題解決のための方策を探求するための研究能力を養う。

1.課題の明確化
2.研究計画書の作成
3.研究計画書に基づくデータ収集
4.調査結果の分析
5.調査結果の論理的考察
6.論文の提出
7.論文内容の審査
8.論文内容の発表

到達目標

1.文献検討をもとに自身の研究課題を明確にすることができる
2.研究計画書を作成することができる
3.研究計画書に基づくデータ収集をすることができる
4.調査結果を科学的に分析することができる
5.調査結果を論理的に考察することができる
6.論文を提出し、発表をすることができる

種市ひろみ 授業形態 演習

※…実務家担当教員

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

自身の実務経験ならびに在宅看護学分野の特論および演習（在宅看護CNS）を基盤とし、在宅看護を提供する場で課題解決が必要なテー
マを取り上げ、研究計画書を作成、発表した上で研究を遂行し、論文を完成させる。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP1-看護学の専門分野に関する研究に高い倫理観をもって取り組む研究能力
DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

・学生のテーマにより、複数の教員での指導体制をとる。
・１年次前期は研究計画書作成に向け、関連文献のレビュー等を行い、月１〜２回程度ゼミ形式で発表し、内容を検討する。
・１年次後期は研究計画書の提出にむけ、月１〜２回程度のゼミでの発表に加え、個別指導を行う。
・２年次は、在宅看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと並行して研究を遂行するため、計画的に行うこと。
　研究の進捗に合わせ、個別指導を行う。
　月１〜２回程度ゼミ形式で進捗状況を報告し、内容を検討する。

成績評価の方法

評価方法 修士論文（50％）、口頭試問（50％）

評価基準

1.文献検討をもとに自身の研究課題を明確にすることができるか
2.研究計画書を作成することができるか
3.研究計画書に基づくデータ収集をすることができるか
4.調査結果を科学的に分析することができるか
5.調査結果を論理的に考察することができるか
6.論文を提出し、発表をすることができるか

関連科目 在宅看護学特論Ⅰ〜Ⅴ、演習（在宅看護CNS）

先修要件 在宅看護CNS選択者のみ受講可

修士論文提出後に主査・副査より指導する。
修士論文発表会にて成果発表・質疑応答を行う。
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授業回

1〜7

8〜15

16〜23

24〜30

参考文献

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

なし

３．研究計画に基づくデータ収集
　倫理委員会で研究計画について承認を受けたのち、計画に基づき、研
究を遂行する。

個別指導 研究遂行に必要な時間

備考

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

発表・討議 各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

なし

その他

連絡先・オフィスア
ワー

質問・相談等は随時メールでお願いします。
連絡先：ryu-ito@

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

種市ひろみ ４．データ分析、結果のまとめ、考察
５．論文作成
６．論文内容の審査、発表

個別指導、発表、
討議

研究遂行に必要な時間

種市ひろみ １．研究課題の明確化
　課題の明確化に向けて、文献検討、ヒヤリングなどの小規模調査、教
員および学生間や臨地スタッフ等とのディスカッションを行う。
　テーマに関する、ディスカッション、文献収集、クリティークを通し
て、研究課題を明確化し、文章化する。

発表・討議 各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

種市ひろみ ２．研究計画書の作成
　研究方法の検討を行い、計画書としてまとめる。
　研究方法は、対象者への調査だけでなく、看護実践の評価、技術開発
の取り組み、看護実践の改善プロセスなど、看護実践向上に寄与する新
しい取り組みを表現し、評価する方法の開発を含む。
　作成した研究計画書を発表し、内容の妥当性、実行可能性を検討し、
修正する。

種市ひろみ

- 307 -



開講学期 1,2年次/通年 単位数 4単位

代表教員 水野　恵理子 ナンバリング

科目名 課題研究(精神看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Assignment Research-CNS in Psychiatric Mental Health Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

各自の専門領域における実践や臨床に関する事象から研究課題を設定し、科学的視点と理論的根拠をもって実証的に研究を行う能力を養
う。

・実践や臨床に即したテーマが望ましい。
・研究論文20編程度を目安にクリティークをおこない、課題と方法を検討する
・データ収集時期や方法の詳細は、相談しながら決定する。

1. 研究課題の設定（1年次後期）
2. 研究計画書作成
3. データ収集（精神看護学実習終了後より開始）
4. データの分析と考察
5. 論文作成
6. 論文内容の審査
7. 研究成果発表

到達目標

1. 研究の一連の過程を理解し、実施できる
2. 自分自身の現象の認識傾向を知り、妥当性または、厳密性を図る手段を考えることができる
3. 研究課題に適した研究デザインを選択することができる
4. 得られた研究成果を決められた時間と方法で明確に説明できる

水野恵理子※、岡本隆寛※、立石彩美※ 授業形態 演習

授業の位置づけ
精神看護学分野の特論および演習を基盤とし研究計画書を作成、発表した上で研究を遂行し、論文を完成させる。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP1-看護学の専門分野に関する研究に高い倫理観をもって取り組む研究能力
DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意 なし

成績評価の方法

評価方法
修士論文作成（50％）、口頭試問（50％）

評価基準

・先行研究に関するレビューの適切さ
・明確な問題意識に基づく研究テーマ設定
・テーマに見合った方法論の選択
・結論の導き方の適切さ
・論旨の明解性・一貫性・論理性
・論文における文章力・読解力・自己表現力、探究心、批判的思考力
・研究発表の明解さ

※…実務家担当教員

関連科目 なし

先修要件 なし
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授業回

1~45

1~45

1~45

試験・課題に対するフィードバック方法

参考文献

修士論文提出後に主査・副査より指導する。
修士論文発表会にて成果発表・質疑応答を行う。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

後日連絡

備考 なし

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

演習 各回予習90分、復習90分

岡本隆寛 精神障害者のリカバリーを促進するための精神保健福祉医療の現状と課
題、改善策について検討を進め、自己の研究課題を明確にし、研究計
画、論文作成までの指導を行う。

演習 各回とも予習90分、復習90分

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

指導者の指示による

その他

連絡先・オフィスア
ワー

各指導者から直接確認のこと

立石彩美 履修者が関心を持つメンタルヘルスに関するテーマについて、海外・国
内の文献検討を十分に行い、研究課題を絞り、研究計画を立案、調査を
実施、分析、結果をまとめ、論文として発表できるように、指導を行
う。研究者としての姿勢、倫理的行動、対象施設、対象者との関係性の
構築、についても学びながら、基礎的な研究能力を修得する。

演習 各回とも予習90分、復習90分

水野恵理子 後日連絡する
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開講学期 1,2年次/通年 単位数 4単位

代表教員 髙山　京子 ナンバリング

科目名 課題研究(がん看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Assignment Research-CNS in Cancer Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

自身の専門領域に関わるがん患者とその家族の抱えている看護上の問題を取り上げ、現実の看護現象を通して実証的に研究を行う能力を
養う。

１．課題の明確化
・緩和ケア、終末期、がん性疼痛、化学療法、放射線療法、の看護についての課題
２．研究計画書の作成
３．研究計画書に基づくデータ収集
４．調査結果の科学的分析
５．調査結果の論理的考察
６．論文の提出
７．論文内容の審査
８．論文内容の発表

到達目標

１．専門領域に関わるがん患者とその家族の抱えている看護上の問題に即して、研究計画書を作成できる。
２．研究計画書に基づいて、データを収集し、結果の分析・考察を行って、論文として記述できる。

髙山京子※ 授業形態 演習

※…実務家担当教員

授業の位置づけ

これまでのがん看護実践やがん看護学特論Ⅰ〜Ⅴおよび演習（がん看護CNS）を基盤として、がん看護領域の課題に関してテーマを設定
し、研究計画書を作成、発表した上で研究を遂行し、論文を完成させる。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP1-看護学の専門分野に関する研究に高い倫理観をもって取り組む研究能力
DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意
ゼミ形式で授業を行うため、毎回ゼミ資料を作成する。

成績評価の方法

評価方法
修士論文（50％）、口頭試問（50％）で評価する。

評価基準

・問題意識が明確でテーマ設定は適切か
・テーマに見合った方法論が選択されているか
・与えられた情報や仮定から、結論を導き出す過程に問題点は見られないか
・明解性・一貫性・論理性のある論旨が展開されているか
・文章力・読解力・自己表現力があるか

関連科目
がん看護学特論Ⅰ〜Ⅴ、演習（がん看護CNS）

先修要件
なし
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授業回

1〜７

８〜15

16〜23

24〜30

試験・課題に対するフィードバック方法

参考文献

修士論文提出後に主査・副査より指導する。
修士論文発表会にて成果発表・質疑応答を行う。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

特になし

研究計画書に基づくデータ収集
・倫理審査委員会で審査を受けて、研究を開始する。

個別指導 予習90分、復習90分

備考

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

発表、討議 予習90分
発表資料を作成する。
復習90分

特になし

その他

連絡先・オフィスア
ワー

随時（事前にメールで連絡のこと　k.takayama.sv@juntendo.ac.jp）

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

髙山　京子 調査結果の科学的分析、論理的考察
論文の作成
論文内容の審査、発表

個別指導、発表、
討議

予習90分、復習90分

高山　京子 研究課題の明確化
・がん医療を取り巻く現状分析、文献のクリティークを行い研究課題を
見出す。
・ゼミでのディスカッションを通して研究課題を洗練する。

発表、討議 予習90分
発表資料を作成する。
復習90分

高山　京子 研究計画書の作成
・研究課題を明らかにするために適した研究方法を検討する。
・一貫性や整合性の点から内容を吟味し、倫理的配慮のなされた研究計
画書を作成する。

髙山　京子
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開講学期 1,2年次/通年 単位数 4単位

代表教員 川上　和美 ナンバリング

科目名 課題研究(感染看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Assignment Research-CNS in Infection Control Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

感染症に罹患しやすい易感染患者や感染症を抱える人々の複雑で解決困難な課題に対する看護実践を通して、感染予防・感染症の拡大防
止の視点からの環境調整、身体的・心理的・家族的・社会的な問題、隔離を必要とする治療環境整備に関する問題の解決に向けた研究課
題を明確にする。研究課題の解明にむけた臨床実践の場での看護介入や、研究対象者より得られたデータを分析、評価の過程を通して、
実践に活用できる研究能力を修得し、修士論文として提出する。
研究プロセスを通じ、医療機関、地域、在宅、福祉施設等のあらゆる場と状況のリスクアセスメントに基づく、感染症の発症予防・制御
等の的確な戦略を立案し、実践指導と評価ができるために必要となる研究能力を身につけることを目指す。
授業は段階的に以下の１〜８を達成しながら進めていく。具体的な研究課題・内容については、指導教員とよく相談して決定する。
１． 研究課題の明確化
２． 研究計画書の作成および倫理審査の申請
３． 研究計画に基づくデータ収集
４． データの科学的分析
５． 結果に対する論理的考察
６． 論文作成・提出
７． 論文審査
８． 論文発表

到達目標

１．研究課題を明確化し、研究計画書を作成することができる。
２．研究計画書の発表ができる。
３．研究計画書に基づきデータ収集ができる。
４．データを分析し、結果に対する論理的考察をすることができる。
５．修士論文をまとめ、提出することができる。

川上　和美※ 授業形態 演習

※…実務家担当教員

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

自身の実務経験ならびに感染看護学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴおよび演習（感染看護CNS）を基盤とし、感染症患者・易感染者の看護や、
集団を対象とした感染制御における課題解決が必要なテーマを取り上げ、研究計画書を作成、発表した上で研究を遂行し、修士論文を完
成させる。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP1-看護学の専門分野に関する研究に高い倫理観をもって取り組む研究能力
DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

・１年次前期は研究計画書作成に向け、関連文献のレビュー等を行い、月１〜２回程度、演習またはゼミにおいて発表し、内容を検討す
る。
・１年次後期は研究計画書の提出と倫理審査の申請にむけ、個別指導を行う。
・２年次は、感染看護学実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと並行して研究を遂行するため、計画的に行うこと。研究の進捗に合わせ、月１〜３回程度、個
別指導を行う。
・学生のテーマにより、分野内外の教員、研究者、臨床の実践者へ助言を求める。

成績評価の方法

評価方法 修士論文（50％）、口頭試問（50％）

評価基準

１．明確な問題意識と適切なテーマ設定
２．テーマに見合った方法論の選択
３．適切なプロセスによる結論の導出
４．論旨の明解性・一貫性・論理性
５．論文における文章力・読解力・自己表現力

関連科目

感染看護学特論Ⅰ、感染看護学特論Ⅱ、感染看護学特論Ⅲ、感染看護学特論Ⅳ、感染看護学特論Ⅴ、演習（感染看護CNS）、看護学研究
方法論、応用統計学

先修要件
感染看護CNS選択者のみ履修可

修士論文提出後に主査・副査より指導する。
修士論文発表会にて成果発表・質疑応答を行う。
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授業回

1〜7

8〜15

16〜23

24〜30

参考文献

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

特になし

３．研究計画に基づくデータ収集
・倫理委員会で研究計画について承認を受けたのち、計画に基づきデー
タ収集を行い、研究を遂行する。

個別指導 研究遂行に必要な時間

備考 なし

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

発表
討議

各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

参考文献は適宜紹介する。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

質問・相談等は随時メールで受け付ける。
科目責任者：kzkawaka@

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

川上　和美 ４．データ分析、結果のまとめ、考察
５．論文作成
６．論文内容の審査、発表

個別指導
発表
討議

研究遂行に必要な時間

川上　和美 １．研究課題の明確化
・研究課題の明確化に向けて、文献検討、ヒヤリングなどの小規模調
査、教員および学生間や臨地スタッフ等とのディスカッションを行う。
・テーマに関する、ディスカッション、文献収集、クリティークを通し
て、研究課題を明確化し、文章化する。

発表
討議

各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

川上　和美 ２．研究計画書の作成
・研究方法の検討を行い、研究計画書としてまとめる。
・研究方法は、対象者への調査だけでなく、看護実践の評価、技術開発
の取り組み、看護実践の改善プロセスなど、看護実践向上に寄与する新
しい取り組みを表現し、評価する方法の開発を含む。
・作成した研究計画書を発表し、内容の妥当性、実行可能性を検討し、
修正する。

川上　和美
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開講学期 1,2年次/通年 単位数 4単位

代表教員 湯浅　美千代 ナンバリング

科目名 課題研究(高齢者看護CNS) 必修・選択 選択

英語科目名 Assignment Research-CNS in Gerontological Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

看護援助が必要な高齢者とその家族がもつさまざまな問題、臨床の場で取り組む必要がある改善課題、技術開発、看護職をはじめとする
医療チームの問題などから、看護の発展に寄与する課題に焦点をあて、研究課題として明確化し、探索するプロセスを通して、実践の場
で活用できる研究能力を修得する。

到達目標

高齢者とその家族に提供されている看護の実践上の課題から、テーマを明確にし、研究計画をたて、それに基づいてデータ収集、分析を
行い、論文として記述できる。

湯浅美千代※、島田広美※、杉山智子※ 授業形態 演習

※…実務家担当教員

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

自身の実務経験ならびに各分野の特論および演習（高齢者看護CNS）を基盤とし、高齢者を看護する場で課題解決が必要なテーマを取り
上げ、研究計画書を作成、発表した上で研究を遂行し、論文を完成させる。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP1-看護学の専門分野に関する研究に高い倫理観をもって取り組む研究能力
DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

・学生のテーマにより、複数の教員での指導体制をとる。
・１年次前期は研究計画書作成に向け、関連文献のレビュー等を行い、月１〜２回程度ゼミ形式で発表し、内容を検討する。
・１年次後期は研究計画書の提出にむけ、月１〜２回程度のゼミでの発表に加え、個別指導を行う。
・２年次は、高齢者看護学実習Ⅰ・Ⅱと並行して研究を遂行するため、計画的に行うこと。
　研究の進捗に合わせ、個別指導を行う。
　月１〜２回程度ゼミ形式で進捗状況を報告し、内容を検討する。

成績評価の方法

評価方法
修士論文（50％）、口頭試問（50％）

評価基準

・明確な問題意識と適切なテーマ設定
・テーマに見合った方法論の選択
・適切なプロセスによる結論の導出
・論旨の明解性・一貫性・論理性
・論文における文章力・読解力・自己表現力

関連科目
高齢者看護学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ、演習（高齢者看護CNS）

先修要件
高齢者看護CNS選択者のみ受講可

参考文献

修士論文提出後に主査・副査より指導する。
修士論文発表会にて成果発表・質疑応答を行う。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

テキストは用いない

参考文献は適宜紹介する。
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授業回

１〜7

8〜15

16〜23

24〜30

３．研究計画に基づくデータ収集
　倫理委員会で研究計画について承認を受けたのち、計画に基づき、研
究を遂行する。

個別指導 研究遂行に必要な時間

備考

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

質問・相談等は随時メールでお願いします。
科目責任者：myuasa@juntendo.ac.jo

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

湯浅美千代
島田広美
杉山智子

４．データ分析、結果のまとめ、考察
５．論文作成
６．論文内容の審査、発表

個別指導
発表、討議

研究遂行に必要な時間

湯浅美千代
島田広美
杉山智子

１．研究課題の明確化
　課題の明確化に向けて、文献検討、ヒヤリングなどの小規模調査、教
員および学生間や臨地スタッフ等とのディスカッションを行う。
　テーマに関する、ディスカッション、文献収集、クリティークを通し
て、研究課題を明確化し、文章化する。

発表、討議 各回予習・復習各90分を目安とし、発表準
備を行う。

湯浅美千代
島田広美
杉山智子

２．研究計画書の作成
　研究方法の検討を行い、計画書としてまとめる。
　研究方法は、対象者への調査だけでなく、看護実践の評価、技術開発
の取り組み、看護実践の改善プロセスなど、看護実践向上に寄与する新
しい取り組みを表現し、評価する方法の開発を含む。
　作成した研究計画書を発表し、内容の妥当性、実行可能性を検討し、
修正する。

湯浅美千代
島田広美
杉山智子
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開講学期 1,2年次/通年 単位数 4単位

代表教員 佐藤　まゆみ ナンバリング

科目名 課題研究（急性・重症患者看護CNS） 必修・選択 選択

英語科目名 Assignment Research-CNS in Critical Care Nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

クリティカルな状況にある患者とその家族が抱える問題、クリティカルケア看護の充実のために取り組む必要のある看護職者や医療チー
ム、あるいは組織の問題などを研究課題として設定し、研究プロセスに沿って研究を行うことを通して、実践の場で活用できる研究能力
を修得する。

到達目標

１．文献検討等をもとに研究課題を明確にすることができる
２．研究計画を立案し、研究計画書を作成することができる
３．研究計画に基づきデータを収集することができる
４．収集したデータを分析することができる
５．分析結果に基づき論理的に考察することができる
６．上記１〜６のプロセスを論文にまとめることができる
７．論文内容を公表/発表することができる

佐藤まゆみ※ 授業形態 演習

※…実務家担当教員

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

この科目は「専門科目」に位置づけられる。自身の実務経験ならびにクリティカルケア看護学特論や演習（急性・重症患者看護CNS）を
基盤に学修する。

ディプロマ・ポリ
シー、コンピテンシー
との関連

DP1-看護学の専門分野に関する研究に高い倫理観をもって取り組む研究能力
DP3-高度な看護実践、研究・教育活動を通して国際的・社会的に貢献できる能力

学修上の注意

・ゼミを通した指導と個別指導を組み合わせて指導する。
・ゼミの際には毎回ゼミ資料を作成してゼミに臨むこと。
・クリティカルケア看護学実習と併行して研究を行うことになるため、計画的にすすめること

成績評価の方法

評価方法
課題研究への取り組み状況30％、課題研究論文70%により評価する

評価基準

１．文献検討等をもとに研究課題を明確にすることができる
２．研究計画を立案し、研究計画書を作成することができる
３．研究計画に基づきデータを収集することができる
４．収集したデータを分析することができる
５．分析結果に基づき論理的に考察することができる
６．上記１〜６のプロセスを論文にまとめることができる
７．論文内容を公表/発表することができる

関連科目
クリティカルケア看護学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ、演習（急性・重症患者看護CNS）、クリティカルケア看護学実習Ⅰ・Ⅱ

先修要件
急性・重症患者看護CNSコースの学生のみ受講可。

参考文献

ゼミや個別指導の際に指導を行う。修士論文提出後には主査・副査より指導する。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

なし

参考文献はその都度提示する。
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授業回

1〜7

8〜15

16〜23

24〜30

３．研究計画に基づくデータ収集
研究計画について倫理審査委員会から承認をうけたのち、計画に基づき
データを収集する。

個別指導 研究遂行に必要な時間

備考

授業計画

担当者 授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

発表・討議
個別指導

予習（発表準備）90分、復習90分。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

質問や相談については随時メールで受け付ける。
佐藤まゆみ　m.sato.qh@juntendo.ac.jp

＊ アクティブラーニングの要素を取り入れている場合、その内容を明記（PBL、反転授業、グループワーク、討議、発表等）

佐藤まゆみ ４．データ分析
５．分析結果に基づく考察
６．論文作成
７．論文内容の審査
８．論文内容の発表

個別指導
発表・討議

研究遂行に必要な時間

佐藤まゆみ １．研究課題の明確化
文献検討およびゼミでのディスカッションを通して研究課題を明確にす
る

発表・討議 予習（発表準備）90分、復習90分。

佐藤まゆみ ２．研究計画書の作成
文献検討およびゼミでのディスカッションを通して研究方法の検討を行
う。研究計画を研究計画書としてまとめる。

佐藤まゆみ
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