
開講学期 前期 単位数 2単位

代表教員 大月　恵理子 ナンバリング

科目名 看護学研究方法論 必修・選択 必修

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

担当教員

授業概要

全体内容

　看護学の発展に寄与する研究法について、看護研究方法の種類と概要（質的研究、量的研究）、研究のプロセス（研究計画から発表ま
で）、研究倫理を学ぶ。研究論文のクリティークを通して、研究の実際を学び、自らの研究計画と研究論文を作成する際の基盤となるよ
う理解を深める。研究倫理については、自ら遂行する研究ならびに自部署等で看護職や他職種が遂行する研究において、倫理行為を判
断、遵守するための具体的な手続きについて探求する。
さらに、研究成果を看護実践にどのように活用するか、研究を通して看護実践がどのように発展していくかを探求する。

到達目標

１．看護学研究の目的と意義が説明できる。
２．主要な研究デザインと手法、そのプロセスを説明できる。
３．目的に合った研究論文を検索し、クリティークできる。
４．研究を計画するために準備すべきことを述べることができる。
５．研究する上で遵守すべき倫理的事項を述べることができる。
６．研究成果を自分の看護実践にどのように活用するかを述べることができる。
７．自分の看護実践の経験をふまえて研究疑問を述べることができる。

大月恵理子※、飯島佐知子※、大西麻未※、櫻井しのぶ※、高谷真由美※、湯浅美千代※ 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法
プレゼンテーション資料（40％）、ディスカッションへの参加状況（20％）、まとめのレポート（40％）を総合して評価する。

評価基準

１．看護学研究の目的と意義が説明できる。
２．主要な研究デザインと手法、そのプロセスを説明できる。
３．目的に合った研究論文を検索し、クリティークできる。
４．研究を計画するために準備すべきことを述べることができる。
５．研究する上で遵守すべき倫理的事項を述べることができる。
６．研究成果を自分の看護実践にどのように活用するかを述べることができる。
７．自分の看護実践の経験をふまえて研究疑問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

授業の位置づけ
　研究方法論と研究に必要な事項を学び、研究計画と研究論文作成の基盤とする。

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

学修上の注意

各授業終了時に課題が提示される。発表にあたっては事前に資料を準備する。
不明な点は事前に担当教員に確認すること。
研究計画発表会・研究報告会に積極的に参加し、各研究を理解するよう努め、質問することを通して研究者としての態度を体験する（出
席必須）。

テキストは使用しない

参考文献

授業内でコメントする。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考 　

参考文献は以下のほか、授業内で紹介する。
・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

その他

連絡先・オフィスア
ワー

各担当者にメールで連絡してください。

※…実務家担当教員

関連科目
演習、課題研究、特別研究

先修要件 なし
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授業回

1
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15

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

飯島佐知子 量的研究法①　概念枠組みと仮説設定、検証の考え方 講義、討議 予習・復習各90分

飯島佐知子 量的研究法②　横断研究、コーホート研究、交絡要因、因果関係 講義、討議 予習・復習各90分

大月恵理子 オリエンテーション
看護学領域における研究の意義、研究方法の種類と特徴、研究方法選択
の際の留意点
研究のプロセス①研究計画から発表まで

講義 復習90分

大月恵理子
図書館司書

研究のプロセス②文献検討の意義と方法 講義、討議 予習・復習各90分

櫻井しのぶ 質的研究法①　データ収集の特徴 発表、討議、講義 予習・復習各90分

櫻井しのぶ 質的研究法②　データ分析の方法 発表、討議、講義 予習・復習各90分

大西麻未 量的研究法③　実験研究・準実験研究、介入研究（ＲＣＴ） 講義、討議 予習・復習各90分

大西麻未 量的研究法④　尺度の活用と開発 講義、討議 予習・復習各90分

発表、討議 予習・復習各90分

櫻井しのぶ 質的研究法③　データ分析の実際 発表、討議、講義 予習・復習各90分

高谷真由美 研究のプロセス③　研究倫理 講義、討議 予習・復習各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）

大月恵理子 看護学領域における研究成果の活用と看護実践の発展 講義、討議 予習・復習各90分

湯浅美千代 研究論文のクリティーク③　質的研究　グループワーク 発表、討議 予習・復習各90分

湯浅美千代 研究論文のクリティーク④　質的研究　グループワーク 発表、討議 予習・復習各90分

大西麻未・飯
島佐知子

研究論文のクリティーク①　量的研究　グループワーク 発表、討議 予習・復習各90分

大西麻未・飯
島佐知子

研究論文のクリティーク②　量的研究　グループワーク
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開講学期 前期 単位数 2単位

代表教員 戸ヶ里　泰典 ナンバリング

科目名 応用統計学 必修・選択 必修

英語科目名 Applied statistics 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

看護学研究において実施されることが多い社会調査法（いわゆるアンケート調査）におけるデータ収集と測定方法、尺度開発方法など、
基本的なことを学び、さらに実際に統計ソフトを動かしながら最終的には多変量解析について理解を深める。データ処理統計ソフトにつ
いては看護領域で用いられることの多いSPSSを扱う。

到達目標

１．推測統計の基礎について理解する
２．二変量間の関係に関する統計結果を読み取ることができる
３．多変量解析の基礎について理解する
４．重回帰分析・因子分析に関する結果を読み取ることができる
５．SPSSを用いてデータ分析を行い結果を読み取ることができる

戸ヶ里泰典※、米倉佑貴※ 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法

課題レポート（50％）、日々の学習状況（25％）、受講態度（25％）

評価基準

１．推測統計の基礎について理解する
２．二変量間の関係に関する統計結果を読み取ることができる
３．多変量解析の基礎について理解する
４．重回帰分析・因子分析に関する結果を読み取ることができる
５．SPSSを用いて上記の解析を実行することができる
６．SPSSを用いた解析結果を整理し，図表を作成することができる
７．SPSSを用いた解析結果を解釈し，記述・説明することができる

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

統計学は根拠に基づく医療・看護（Evidence Based Medicine(EBM)、Evidence Based Nursing(EBN))を支える学問であり，臨床実践にお
いて重要である．
研究において，文献レビューを適切に行うために必須であるほか，量的研究デザインを使用する場合には，本科目で扱う社会調査法，
データ収集・測定方法，尺度の開発・使用方法，統計解析ソフトの使用方法に関する知識・技術は必須のものであり，特別研究，課題研
究の基盤となる科目である。

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

学修上の注意

１．事前に参考文献やインターネット検索等を用いて、各回のテーマに関する知識を深めておく
２．与えられた課題文献の読み込みや、データ解析を行う
※各授業につき予習2時間、復習2時間を目安とする。

なし

参考文献

課題レポートについては，後日解答例を示す

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考

土田昭司著　社会調査のためのデータ分析入門　有斐閣
森岡清志著　ガイドブック社会調査　日本評論社

その他

連絡先・オフィスア
ワー

戸ヶ里：電子メール（ttogari@ouj.ac.jp）で随時質問を受け付ける
米倉：授業終了後に質問を受け付けるほか、電子メール(yyonekura@slcn.ac.jp)で質問を受け付ける

※…実務家担当教員

関連科目
看護学研究方法論，特別研究，課題研究

先修要件 なし
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授業回

1

2

3

4
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15

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

戸ヶ里 一元配置分散分析とその応用 講義 予習：事前配布資料および相関係数や回帰
分析に関する情報・知識を図書やウェブサ
イトを自身で調べて学習を行う（2時間）
復習：配布資料を参照して授業内容につい
て振り返る（2時間）

戸ヶ里 相関と回帰 講義 予習：事前配布資料および多変量解析に関
する情報・知識を図書やウェブサイトを自
身で調べて学習を行う（2時間）
復習：配布資料を参照して授業内容につい
て振り返る（2時間）

戸ヶ里 調査デザインとサンプリング、検定の基礎 講義 予習：これまでに学んできた調査デザイン
やサンプリングに関する資料・図書を自身
で整理・調べて学習を行う（2時間）
復習：配布資料を参照して授業内容につい
て振り返る（2時間）

戸ヶ里 平均と分散、平均値の差の検定 講義 予習：代表値や統計学的検定に関する情
報・知識を図書やウェブサイトを自身で調
べて学習を行う（2時間）
復習：配布資料を参照して授業内容につい
て振り返る（2時間）

戸ヶ里 因子分析とその応用 講義 予習：課題として与えられた多変量解析を
用いた先行研究を調べて読み込み整理する
（2時間）
復習：配布資料を参照して授業内容につい
て振り返る（2時間）

戸ヶ里 尺度開発法入門 講義 予習：事前配布資料および多項目尺度開発
法に関する情報・知識を図書やウェブサイ
トを自身で調べて学習を行う（2時間）
復習：配布資料を参照して授業内容につい
て振り返る（2時間）

戸ヶ里 重回帰分析とその応用 講義 予習：事前配布資料および重回帰分析に関
する情報・知識を図書やウェブサイトを自
身で調べて学習を行う（2時間）
復習：配布資料を参照して授業内容につい
て振り返る（2時間）

戸ヶ里 重回帰分析を用いた研究とその読み方 講義 予習：事前配布資料および因子分析に関す
る情報・知識を図書やウェブサイトを自身
で調べて学習を行う（2時間）
復習：配布資料を参照して授業内容につい
て振り返る（2時間）

講義 予習: 事前配布資料を読む(2時間)
復習: 配布資料や講義動画を参照しなが
ら，講義時に行った操作を再度行い，確認
する(2時間)

米倉 SPSSでの分析の準備とデータの確認(データの読み込み，加工) 講義 予習: 事前配布資料を読む(2時間)
復習: 配布資料や講義動画を参照しなが
ら，講義時に行った操作を再度行い，確認
する(2時間)

米倉 SPSSを使った基本的な統計解析(度数分布表，記述統計量の算出) 講義 予習: 事前配布資料を読む(2時間)
復習: 配布資料や講義動画を参照しなが
ら，講義時に行った操作を再度行い，確認
する(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）

米倉 課題演習（データ解析演習） 演習 予習: 事前配布資料を読む(2時間)
復習: 配布資料や講義動画を参照しなが
ら，講義時に行った操作を再度行い，確認
する(2時間)

米倉 SPSSを使った多変量解析(ロジスティック回帰分析) 講義 予習: 事前配布資料を読む(2時間)
復習: 配布資料や講義動画を参照しなが
ら，講義時に行った操作を再度行い，確認
する(2時間)

米倉 SPSSを使った多変量解析(因子分析) 講義 予習: 事前配布資料を読む(2時間)
復習: 配布資料や講義動画を参照しなが
ら，講義時に行った操作を再度行い，確認
する(2時間)

米倉 SPSSを使った2変量の統計解析(t検定，一元配置分散分析，相関係数，
単回帰分析)

講義 予習: 事前配布資料を読む(2時間)
復習: 配布資料や講義動画を参照しなが
ら，講義時に行った操作を再度行い，確認
する(2時間)

米倉 SPSSを使った多変量解析(多変量解析の考え方，重回帰分析)
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授業回

1

2

開講学期 1,2年次/後期 単位数 2単位

代表教員 永野　光子 ナンバリング

科目名 看護理論特論 必修・選択 選択

英語科目名 Nursing Theory 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

「看護学とは何か」を問いつつ、看護理論の歴史的変遷を概観し、看護理論の体系について理解する。また、既存の看護理論の概要なら
びに卓越した看護の基盤となる、実践・教育・研究への看護理論の適用の実際について議論する。
1.看護理論とは
2.看護理論の歴史的変遷
3.看護理論の概要とクリティーク
4.看護理論の実践、教育、研究への適用

授業方法：講義、グループワーク(GW)、プレゼンテーション

到達目標

・理論を理解するために必要な基本的知識を修得し、関心のある看護理論を選択し、概要を説明することができる。
・看護理論を看護実践へ適用することにより看護現象を看護学的に説明することができる。
・卓越した看護実践・教育・研究の理論的基盤として、看護理論活用の意義と重要性を説明することができる。
・様々な看護理論に興味を示し、実践・教育・研究の活用に向けディスカッションに参加することができる。

永野  光子 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法
ディスカッションへの参画度(30%)、プレゼンテーション（40％）、最終レポート(30%)を総合して評価する。

評価基準

・関心のある看護理論の概要をプレゼンテーションすることができる。
・関心のある看護理論を、自己の実践・教育・研究に適用し、現象を看護学的に説明することができる。
・プレゼンテーションの内容について質問や意見を述べたり、他者の意見を聞きディスカッションしたりすることができる。
・看護実践に看護理論を適用する意義について、ディスカッションの場で述べること、レポートに記述することができる。

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ
本科目は、看護理論を理解するための基礎知識の獲得と活用の実際について理解することを目的としている。本科目の学習成果を基盤と
して各専門分野が用いる看護理論の活用に応用することができる。

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

学修上の注意

授業で取り上げる看護理論について、事前に参考書を読んでおく。
講義やプレゼンテーションを通じて興味を持った理論家の著書を読む。
プレゼンテーションについて行うディスカッションに積極的に参加する。
※各授業につき予習90分、復習90分を目安とする。

特になし

参考文献

レポートは個別にコメントする。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考
三島キャンパスとの遠隔授業については、浦安キャンパスと同様に講義の視聴と質疑応答を行う。発表については遠隔授業システムを用
い相互に発表を行う。

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

筒井真優美編集：看護理論家の業績と理論評価　第2版，医学書院.
A M-Tomey,都留伸子監訳：看護理論家とその業績　第3版，医学書院．
J. B.George,南裕子他訳：看護理論集−より高度な看護実践のために,日本看護協会出版会.
J. Fawcett,小島操子監訳：看護モデルの分析，医学書院.
筒井真優美編集：看護理論　看護理論21の理解と実践への応用　改訂第3版，南光堂.
野川道子編著：看護実践に活かす中範囲理論　第2版，メヂカルフレンド社．
各看護理論家の著書

その他

連絡先・オフィスア
ワー

mnagano@juntendo.ac.jpへご連絡ください。

永野 授業ガイダンス
授業の目的や内容、スケジュールの確認、看護理論に関する学習背景の
確認、選択する看護理論の決定

講義 予習：シラバスを読み、看護理論の種類を
調べておく(学習時間：２時間)
復習：担当する回の資料を収集する(学習時
間：２時間)

永野 基礎編①：看護理論とは
−看護理論の定義、構成要素

プレゼンテーショ
ンおよび講義

予習：参考書の該当箇所を読む。(学習時
間：２時間)
復習：看護理論の定義、構成要素について
整理し理解する。(学習時間：２時間)

※…実務家担当教員

関連科目 特になし

先修要件 特になし
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

永野 基礎編②：看護理論とは
−看護におけるメタパラダイム

プレゼンテーショ
ンおよび講義

予習：参考書の該当箇所を読む。(学習時
間：２時間)
復習：メタパラダイム、看護理論における
メタパラダイムについて、整理する。(学習
時間：２時間)

永野 基礎編③：看護理論の歴史 プレゼンテーショ
ンおよび講義

予習：参考書の該当箇所を読む。(学習時
間：２時間)
復習：看護理論の歴史について整理し、看
護理論の発展のポイントとなる出来事を理
解する。(学習時間：２時間)

永野 看護理論の実践、教育、研究への適用①
−各自が選択した看護理論の概要と実践への適用

プレゼンテーショ
ンおよびディス
カッション

予習：参考書の該当箇所を読み、選択され
た看護理論の概要を知る。(学習時間：２時
間)
復習：プレゼンテーションされた看護理論
について整理し、自己の実践への活用につ
いて考察する。(学習時間：２時間)

永野 看護理論の実践、教育、研究への適用②
−各自が選択した看護理論の概要と実践への適用

プレゼンテーショ
ンおよびディス
カッション

予習：参考書の該当箇所を読み、選択され
た看護理論の概要を知る。(学習時間：２時
間)
復習：プレゼンテーションされた看護理論
について整理し、自己の実践への活用につ
いて考察する。(学習時間：２時間)

永野 基礎編④：看護理論のクリティーク プレゼンテーショ
ンおよび講義

予習：参考書の該当箇所を読む。(学習時
間：２時間)
復習：看護理論のクリティークについて、
整理し理解する。(学習時間：２時間)

永野 看護理論の実践、教育、研究への適用
−キング看護理論の概要と実践への適用の実際

講義 予習：参考書の該当箇所を読み、キング看
護理論の概要を知る。(学習時間：２時間)
復習：キング看護理論の概要を整理し、自
己の実践への活用について考察する。(学習
時間：２時間)

プレゼンテーショ
ンおよびディス
カッション

予習：参考書の該当箇所を読み、選択され
た看護理論の概要を知る。(学習時間：２時
間)
復習：プレゼンテーションされた看護理論
について整理し、自己の実践への活用につ
いて考察する。(学習時間：２時間)

永野 看護理論の実践、教育、研究への適用③
−各自が選択した看護理論の概要と実践への適用

プレゼンテーショ
ンおよびディス
カッション

予習：参考書の該当箇所を読み、選択され
た看護理論の概要を知る。(学習時間：２時
間)
復習：プレゼンテーションされた看護理論
について整理し、自己の実践への活用につ
いて考察する。(学習時間：２時間)

永野 看護理論の実践、教育、研究への適用④(プレゼンテーション)
−各自が選択した看護理論の概要と実践への適用

プレゼンテーショ
ンおよびディス
カッション

予習：参考書の該当箇所を読み、選択され
た看護理論の概要を知る。(学習時間：２時
間)
復習：プレゼンテーションされた看護理論
について整理し、自己の実践への活用につ
いて考察する。(学習時間：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）

永野 まとめ
看護理論を実践へ適用する意義

講義 予習：これまでの授業資料を確認し、学ん
だことを整理する。(学習時間：２時間)
復習：看護理論を理解し実践に活用する意
義について考察する。(学習時間：２時間)

永野 看護理論の授業計画を立案する−看護基礎教育編− グループワークお
よびプレゼンテー
ション

予習：授業計画立案に関する資料を読む。
(学習時間：２時間)
復習：看護理論を教授する授業計画の立案
に関わる知識を確認し、看護理論の授業に
おけるミニマムエッセンシャルズを整理す
る。(学習時間：２時間)

永野 看護理論の授業計画を立案する−看護継続教育編− グループワークお
よびディスカッ
ション

予習：看護継続教育に関する資料を読む。
(学習時間：２時間)
復習：看護継続教育において対象に応じた
看護理論の授業の展開方法を考察する。(学
習時間：２時間)

永野 看護理論の実践、教育、研究への適用⑤
−各自が選択した看護理論の概要と実践への適用

プレゼンテーショ
ンおよびディス
カッション

予習：参考書の該当箇所を読み、選択され
た看護理論の概要を知る。(学習時間：２時
間)
復習：プレゼンテーションされた看護理論
について整理し、自己の実践への活用につ
いて考察する。(学習時間：２時間)

永野 看護理論の実践、教育、研究への適用⑥
−各自が選択した看護理論の概要と実践への適用
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授業回

1

2

開講学期 1,2年次/前期 単位数 2単位

代表教員 宮脇　美保子 ナンバリング

科目名 看護倫理特論 必修・選択 選択

英語科目名 Opinions on nursing ethics 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

人間科学としての看護学における「生命」「個人の尊重」「人間の尊厳」とは何かについて、看護専門職の責務という観点から教授す
る。また、先端医療および日常的看護実践における看護職の倫理的感受性を高め、倫理的意思決定の過程ならびに医療者間の倫理的調整
について議論する。さらに、倫理理論の活用と限界について考える。

1.「生老病死」と生命倫理
2. 医療倫理の歴史
3. 正義の倫理とケアの倫理
4. 倫理的感受性/倫理的ジレンマ/道徳的苦悩
5. 事例を用いた倫理的問題の分析
6. 倫理的調整の役割/サーバントリーダーシップ

到達目標

1. 医療倫理、看護倫理問題が生じる歴史的・社会的背景を踏まえ、倫理的実践について討議できる。
2. 倫理モデル、倫理原則を踏まえ、倫理的問題に具体的事例を通して分析できる。
3. 倫理的問題にかかわる人々の価値観を尊重し、その調整に向けて対応を検討できる。

宮脇　美保子 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法
・授業への参画−プレゼンテーション、倫理事例提出、討議(30%)
・レポート(70%)

評価基準

プレゼンと討議(30%) : 2回目以降から毎回学習内容について議論するため、担当回のプレゼンと毎回の授業における発言内容で評価す
る
レポート(70%): 自身の看護実践および学習した内容を踏まえ、「倫理的に行動できる看護者になるために」のレポート課題で評価する

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ
CNS教育課程における共通科目Aの中に設定されている。看護倫理は、看護現場において倫理的な問題・葛藤について関係者間での調整を
行うために必要な高度実践看護師としての知識を教授する科目として設定されている。

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

学修上の注意

1. 生命倫理、医療倫理に関する最新情報に関心をもつ
2. 看護実践を倫理的視点から意識的に考える
※各授業につき予習90分、復習90分を目安とする。

看護実践のための倫理と責任 宮脇美保子 中央法規出版 978-4-8058-3959-1

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学生が発表し、解説を行う。
科目のまとめとして提示するレポート課題は、科目責任者がコメントする。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考

・授業では自分の意見を積極的に言語化するよう心掛けてください。
・必読文献は、必ず事前に読んできてください。
・事例検討については、授業で積極的な議論ができるよう各自で考えを整理し、言語化できるよう準備してきてください。

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

参考文献
下記以外の文献は、授業内で提示する
・宮脇美保子(2021)　改訂 身近な事例で学ぶ看護倫理、中央法規出版 
・浜渦辰二、宮脇美保子(2012)　シリーズ生命倫理学 第14巻 看護倫理　丸善出版 
・サラT フライ著(2010)、看護実践の倫理 倫理的意思決定のためのガイド 日本看護協会出版会

その他

連絡先・オフィスア
ワー

質問がある方は、mmiyawa@keio.jpまでご連絡下さい。

宮脇 授業の進め方
・看護実践に内在する倫理
・自分自身の看護実践を振り返って

講義 予習・復習各90分

宮脇 第1章: 倫理について
Ⅰ.倫理とは何か:法、倫理、道徳
Ⅱ.医療倫理:・医療倫理の歴史的変遷
            ・医療倫理の原則、インフォームドコンセント
Ⅲ.臨床倫理:4分割表の活用
 (担当ページ「看護実践のための倫理と責任」pp.10-51)

プレゼン&ディス
カッション

予習・復習各90分
「看護実践のための倫理と責任」p.10-51を
必ず読んで授業に参加すること

※…実務家担当教員

関連科目 倫理は、看護実践に内在しているため、CNSの各コースで設定されている科目と関連している。

先修要件 なし
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14

15

宮脇 第1章: 倫理について
Ⅳ.看護倫理　(p.52-61)
　・看護教育と倫理
　・看護職の倫理綱領
……………………………………………
Ⅴ.看護研究と倫理　(p.62-66)
　・ベルモントレポート
　・研究倫理指針

プレゼン&ディス
カッション

予習・復習各90分
「看護実践のための倫理と責任」pp.52-66
を必ず読んで授業に参加すること

宮脇 第2章: 今、医療現場で何が起きているか ①
Ⅰ.患者、家族のニーズに応えられているか　(pp.68-79)
 ・患者、家族のニーズとケア
 ・寄り添うとは

プレゼン&ディス
カッション

予習・復習各90分
「看護実践のための倫理と責任」pp.68-79
を必ず読んで授業に参加すること

宮脇 第4章: 倫理的悩みを解決するために
Ⅰ. 市民感覚を取り戻す
Ⅱ. 気づきを言語化する
Ⅲ. 問題を話し合う場をつくる
Ⅳ. 倫理的感受性を高める
Ⅴ. 強い意志をもって団結する
(pp.142-160)

プレゼン&ディス
カッション

予習・復習各90分
看護実践のための倫理と責任」pp.142-160 
を必ず読んで授業に参加すること

宮脇 看護実践における倫理的問題
事例検討　1-2

プレゼン&ディス
カッション

予習・復習各90分
看護実践のための倫理と責任」pp.142-160 
を必ず読んで授業に参加すること

宮脇 第2章: 今、医療現場で何が起きているか②
Ⅱ.医療-患者関係の勾配　(pp.80-85)　　　　　　　　　　　　　　　　
　　・ペアレンタリズム
　・お互い様とお陰様
………………………………………………
Ⅲ.看護師の道徳的苦悩(pp.86-92)
　・信頼と責任
　・チーム医療

プレゼン&ディス
カッション

予習・復習各90分
看護実践のための倫理と責任」pp.80-92を  
必ず読んで授業に参加すること

宮脇 第3章: 事例検討　(pp.93-141)
Ⅰ患者にとっての最善の選択とは
Ⅱ拘束は誰のために、何のために行うのか
Ⅲインフォームド・コンセントは誰のために行うのか
Ⅳ生体肝移植をめぐって
Ⅴ高齢患者は医療に何を望んでいるのか
Ⅵ組織内のパワーをめぐって

プレゼン&ディス
カッション

予習・復習各90分
看護実践のための倫理と責任」pp.pp.93-
141を必ず読んで授業に参加すること

ディスカッション 予習・復習各90分
検討事例を必ず読んでくること

宮脇 看護実践における倫理的問題
事例検討　3-4

ディスカッション 予習・復習各90分
検討事例を必ず読んでくること

宮脇 看護実践における倫理的問題
事例検討　5-6

ディスカッション 予習・復習各90分
検討事例を必ず読んでくること

＊ 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）

宮脇 まとめ
・倫理的実践を目指して
・道徳的看護師であるために
・サーバントリーダーシップ

ディスカッション 予習・復習各90分
授業内容を踏まえて、自身の考えを言語化
してくること

宮脇 看護実践における倫理的問題
事例検討　11-12

ディスカッション 予習・復習各90分
検討事例を必ず読んでくること

宮脇 第5章: 看護実践におけるケアリング　
Ⅰ.人間としての尊厳を守る
Ⅱ.人間をまるごと理解する
Ⅲ.ケアを必要としている人に応える
Ⅳ.ユーモアのセンスを磨こう
(p162-175)

プレゼン&ディス
カッション

予予習・復習各90分
看護実践のための倫理と責任」pp.162-1750 
を必ず読んで授業に参加すること

宮脇 看護実践における倫理的問題
事例検討　7-8

ディスカッション 予習・復習各90分
検討事例を必ず読んでくること

宮脇 看護実践における倫理的問題
事例検討　9-10
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開講学期 1,2年次/後期 単位数 2単位

代表教員 水野　恵理子 ナンバリング

科目名 コンサルテーション論 必修・選択 選択

英語科目名 Consultation 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

看護現場でのコンサルテーションの目的、コンサルテーションのモデル、タイプ、ならびにコンサルタントの機能と役割とプロセスにつ
いて理解を深める。さらに複数分野の専門看護師が実際にコンサルテーションを行う際の工夫や、どのように知識、態度、技能を活用し
て相談活動を展開しているかを学び、臨地で生かせるコンサルテーションの基礎能力を養う。また、チーム医療におけるコンサルテー
ションの機能と役割に関する知識も習得する。

到達目標

1. コンサルテーションの概念と類似概念との比較からコンサルテーションの目的と役割を説明できる。
2. コンサルテーションのプロセスを確認する。
3. コンサルテーションの機能と役割に関する４つのモデルと２つのタイプについて識別できる。
4. コンサルテーション時の援助関係の特徴とコンサルタントとしての態度を学ぶ。
5. 個人だけでなく、グループおよび組織へのコンサルテーションの展開方法を説明する。
6. ロールプレイを通して、コンサルタントとしての役割と技術を習得する。
7. ロールプレイを通して、コンサルタントとしての態度を洞察し，自分自身の課題を明確にする。

水野恵理子※、大島泰子※、北村幸恵※、江波戸（鮒田）和子※、込山洋美※ 授業形態 講義

※…実務家担当教員

授業の位置づけ

この科目は、高度実践看護師（専門看護師；CNS）認定試験受験に必要な「共通科目A」の科目に位置する。
この科目は、援助関係を築き、支援に携わる職種に利用できる理論とスキルを提供する。また、CNSコース以外の学生にとっても参考に
なる内容を提供する。

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

関連科目 なし

先修要件 なし

・2〜4名の小グループでロールプレイを行い、コンサルタントとしてかかわったケースの振り返りをグループメンバー間で実施し、自分の課題を明確にする。さ
らにオブザーバーとして参加していた教員より具体的な指導を受ける。

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
プレゼンテーションとディスカッションでの貢献度（ 60％）、演習の状況とレポート内容 （40%）を統合して評価する

評価基準

・プレゼンテーション時に担当箇所について明確な説明ができる
・ディスカッション時に積極的な発言がある
・演習において、学修した理論、知識、スキルの具現化への努力がみられる
・演習をとおして、コンサルタントとして自分自身の特徴や課題の気づきがある

試験・課題に対するフィードバック方法

学修上の注意

1. テキスト1の論文を各自、学術メディアでコピーし、授業開始前に読んでおく。
2. テキスト2の担当箇所について効果的なプレゼンテーションをする。
3. プレゼンテーションの際、担当以外であってもテキスト２を事前に読んでおき、ディスカッションできるように準備しておく。

※プレゼンテーションでは、単なるテキストのcut & pasteは避け、できるだけ自分が理解した言葉で説明すること

インターナショナル　ナーシング　レ
ビュー，18(5)，4-12,アンダーウッド,P.R.
（1995）,コンサルテーションの概要−コンサ
ルタントの立場から

プロセス・コンサルテーション　援助関係を
築くこと,シャイン　E.H.(1999).稲葉・尾川
訳(2002),白桃書房,456113140X

・開講曜日は月曜2時限であるが、数回1・2時限となるので注意すること。（初回9月26日予定）
・演習では、構成人数3名を基本とし、コンサルタント、コンサルティ、オブザーバー役でロールプレイを実施する。コンサルティーは
相談内容を２〜３準備しておくこと。

備考

質問・相談は基本的は授業内でお願いします。
科目責任者のメールでも受け付けます。

連絡先・オフィスア
ワー

その他

・シャイン　E.H., 尾川丈一，石川大雅（2017) . シャイン博士が語る　組織開発と人的資源管理の進め方，白桃書房
 ・Caplan G. and Caplan R.(1993). Chapter 6,7,11,12, In Mental Health Consultaion and Collaboration, Waveland Press.
・ Lippitt G. and Lippitt R.(1994). Chapter 4 & 5, In The Consulting Process in Action 2nd,Jossey-Bass/Pfeiffer.
・Tracy M. and O' Grady H. (2019). Chapter 9, Consultation,Hamric and Hanson's Advanced practice nursing 6ed. An integrative approach, Elsevier.
　　　(中村，江川　監訳　2021). 高度実践看護　統合的アプローチ第2版，第9章　コンサルテーション，pp226−249，へるす出版

参考文献
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授業回

1

2

3

4〜6

7,8
(11/14
,
月,1・
2限）

9

10
(11/28
,月,2
限)

11
(12/5,
月2
限）

12~15
(12/12
&12/19
,
月,1・
2限）

予習：今までの授業内容を確認しておく。
コンサルティ役の準備として、相談内容を
準備しておく。
　　（学習時間2時間）
復習：自分がコンサルタントになったとき
のことを自己評価や指導内容をもとに振り
返り、課題を明確にする。
　　　その課題について、どのように解
決、改善できるかを考え、レポートにまと
める。
　　（学習時間2時間）

小グループごとの
ロールプレイ

コンサルテーションの演習水野 恵理子, 
大島 泰子, 北
村 幸恵

北村 幸恵

予習：今までの全授業内容の整理と確認を
する。
　　（学習時間2時間）
復習：小児看護CNSのコンサルテーション方
法や考え方をまとめる。
　　（学習時間90分）

講義コンサルテーションの実際
小児看護CNSの活動

込山 洋美

予習：今までの全授業内容の整理と確認を
する。
　　（学習時間2時間）
復習：精神看護CNSのコンサルテーション方
法や考え方をまとめる。
　　（学習時間90分）

講義コンサルテーションの実際
精神看護CNSの活動

大島泰子

予習：ディスカッションに参加できるよう
に準備しておく
　　（学習時間2時間）
復習：4つのモデルの違い、2つのタイプの
特徴を明確にしておく
　　　参考文献（学術メディア所蔵）の
Caplan, G. and Caplan, R.(1993)と 
Lippitt, G. and Lippitt, R.(1994)を参考
にする。
　　（学習時間2時間）

プレゼンテーショ
ンとディスカッ
ション

コンサルテーションのモデルとタイプ水野 恵理子

予習：テキスト1を読む。
　（学習時間　90分）
復習：医療場面でのコンサルテーションと
それに類似した概念の相違を復習すること
で、コンサルテーションの特徴や定義を明
確にする。
　（学習時間2時間）

講義コンサルテーションの概念
類似概念との比較からコンサルテーションの機能を検討

水野 恵理子

予習・復習・レポート課題等と学習時間授業方法 ＊授業内容担当者

＊ 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）

授業計画

予習: テキスト２の第8章と第9章を読んで
おく。
　　（学習時間2時間）
復習：自分の所属する組織について授業内
容を参考に見直してみる
　　（学習時間2時間）

講義組織開発とプロセス・コンサルテーション　
・組織のアセスメント
・組織へのコンサルテーション時の工夫

江波戸（鮒
田）和子

予習：各回ともテキスト２の該当箇所を読
み、ディスカッションに参加できるように
準備しておく
　　（学習時間2時間）
復習：各回ともプレゼンテーションの内容
の理解を深める
　　（学習時間90分）

テキスト２を基に
プレゼンテーショ
ンとディスカッ
ション

コンサルテーションにおける援助関係の構築　　（テキスト２　第1章
〜第7章）
・プロセス・コンサルテーションとは何か？　
・コンサルテーションの技法と力動的アセスメント　
・コミュニケーション技法

水野 恵理子

予習：ディスカッションに参加できるよう
に準備しておく
　　（学習時間2時間）
復習：プレゼンテーションの内容の理解を
深める
　　（学習時間90分）

プレゼンテーショ
ンとディスカッ
ション

コンサルタントの役割
コンサルテーションのプロセス

水野 恵理子

予習：今までの全授業内容の整理と確認を
する。
　　（学習時間2時間）
復習：慢性疾患看護CNSのコンサルテーショ
ン方法や考え方をまとめる。
　　（学習時間90分）

講義コンサルテーションの実際
慢性疾患看護CNSの活動
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開講学期 1,2年次/後期 単位数 2単位

代表教員 日下　華奈子 ナンバリング

科目名 家族関係論 必修・選択 選択

英語科目名 Family Relationships 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

　「家族」という概念は社会、文化によって多様な意味を有する。こと近年においては「家族」「家族機能」が私たちのQOLに寄与する
ことも注目されてきている。その背景には、従来、個人内で理解されてきた心理的、行動的な問題が、家族、社会といった個人を超えた
高次のシステムの視点、さらには家族の関係性の視点を導入したことにより、よりよい支援に結びつくことが実証されてきた経緯がある
からだ。
　さらに、個人のライフサイクルと家族の発達段階、家族のライフサイクルと並行してみてゆく視点は、個人のクライシスへの理解をよ
り促進することにも役立つ。
　本科目では、多様な様相を呈する「家族」の概念、文脈の理解に努めるとともに、医療保健領域において、どのような家族問題がテー
マとして扱われるのか、その家族問題に対してどのようにアプローチしているのかを概観する。そこから今後期待される家族支援とは何
かについて考察を深めていくことを目的とする。
　古くは「精神疾患」や「症状」が家族病因説と捉えられていた時代を経て、現在では家族機能をどのように支援に役立てゆくか、に
至った研究や最新の知見を紹介し、現代の家族支援の在り方を具体的な事例を用いて紹介する。
　家族関係をみる、さらには関係性をアセスメントするとは具体的にどのようなことなのか、について、ロールプレイや教材を用い、臨
床場面で活用できる技法を習得する。
　また、自身の専門性と絡めた積極的な議論を期待する。

到達目標

１．家族とは、何かを理解できる。
２．現代の家族問題について理解できる。
３．家族システムについて、理解できる。
４．家族アセスメント、関係性へのアセスメントの方法を理解できる。
５．家族の発達周期に生じやすいクライシスについて、プレゼンテーションできる。
６．医療保健領域で必要な家族支援の技法について習得できる。
７．医療保健領域で必要な家族支援の役割について理解できる。
８．家族支援における他領域との連携について理解できる。
９．上記について、最近の知見をもとに討議できる。

日下  華奈子 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法
期末レポート（20%）、講義内での取り組み（60%）、日々の学習状況（20%）
日々の学習状況に照らし合わせながら主として評価はレポートを重視する。

評価基準

1.システム論を説明できる。 
  
  
  
  
  

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

疾患による家族内で生じるストレス、さらには家族の持つ資源「レジリエンス」を見立て、援助要請が乏しい患者または家族とどう繋が
るかについ、家族システム、関係性の視点を用いて具体的かつ実践的なスキル獲得を目指す。

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

学修上の注意

１．開始前に、社会環境の変化が家族に及ばす影響について、予習しておくこと。
２．家族周期、家族発達段階について、予習しておくこと。
３．自身の専門性について考えておくこと。
※各授業につき予習90分、復習90分を目安とする。

特になし

参考文献

講義内での質問に対しては講義内で扱う。コメントについては出席者の専門療育に応じたコメントをする。出席者からのコメントや考察をもとに議論を深めてい
く。最終レポートとして本講義での知見を実践や教育にどのように行かせるかについてのまとめや考察を求める。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考
テキストはあると望ましいが、必ずしも購入の必要はない。希望者はオリエンテーション時に購入希望を受け付ける。

家族療法テキストブック　日本家族研究・家族療法学会編　金剛出版
講義内で適宜紹介する。（海外文献も含）

その他

連絡先・オフィスア
ワー

随時・講義前に講義資料をメールにて送付する。適宜メールにて連絡されたし。

※…実務家担当教員

関連科目 特になし

先修要件 なし
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授業回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

日下 　2．主要な鍵概念② 講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：円環的因果律と直線的因果律、シス
テム論の概要を理解する（1時間）

日下 Ⅱ．家族発達段階にみる関係性の変化とクライシス
　1．家族ライフサイクル

講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：家族ライフサイクル、各段階で生じ
るストレスについて理解する（1時間）

日下 オリエンテーション 講義 予習：受講にあたり自身の領域において
「家族」「関係性」の知識習得の必要性を
整理しておく（2時間）

日下 Ⅰ．家族関係という文脈の理解　—家族システム論について—
　1．主要な鍵概念①

講義 予習：健康な家族とはどういうものかにつ
いて考えておくこと（1時間）
復習：看護領域における家族支援の位置付
けの確認。医療者のコンテンツ、家族のコ
ンテクストの差異について理解する（1時
間）

日下 　2．家族療法家による面接と技法の実際 講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：印象に残った介入や場面を整理する
（1時間）

日下 Ⅳ．精神科医療保健、地域精神保健における家族支援の役割
　　—現代的な家族問題—
　1．カップル、夫婦関係への支援

講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：ライフサイクルと絡めた諸問題を整
理する（1時間）

日下 　2．家族発達段階にみる関係性の変化とクライシス
　　　健康な家族とは　家族レジリエンス

講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：レジリエンスの成り立ちと概念の整
理。家族レジリエンスについて理解する（1
時間）

日下 Ⅲ．家族関係への理解を深める
　1．ジェノグラムを関係理解に活用する

講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：ジェノグラムを作成することでの体
験を振り返る＊提出、発表は求めない（2時
間）

講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：ライフサイクルと絡めた諸問題を整
理する（1時間）

日下 　2．周産期から乳幼児期子どもをもつ家族への家族支援 講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：ライフサイクルと絡めた諸問題を整
理する（1時間）

日下 　3．児童・思春期の子どもをもつ家族 講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：ライフサイクルと絡めた諸問題を整
理する（1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）

日下 まとめ 講義 課題レポート：テーマは講義内にて提示す
る

日下 Ⅵ．危機介入
　1．自傷とその家族支援

講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：危機介入において望まれる支援につ
いて理解する（1時間）

日下 　2．自死とその家族支援 講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：自死とその家族への影響について、
整理する（1時間）

日下 　4. 青年期・成人期の子どもをもつ家族 講義 予習：事前配布資料を読む（1時間）
復習：ライフサイクルと絡めた諸問題を整
理する（1時間）

日下 　5．高齢家族、認知症の家族への家族支援
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開講学期 1,2年次/後期 単位数 2単位

代表教員 飯島　佐知子 ナンバリング

科目名 看護行政政策論 必修・選択 選択

英語科目名 Nursing Administration 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

　CNSや認定看護管理者等専門性の高い看護師は、対象患者に質の高い看護を提供することのみならず、保健・医療・福祉の政策上の諸
問題を改善し政策的な働きかけする役割を果たすことが期待されている。そのために本授業では、政策立案に必要な調査データ、モデル
事業の実施・評価の手法を教授し、Evidence Based Policy Makingの理解を促進する。さらに診療報酬・介護報酬にいて看護技術やサー
ビス提供体制の評価に資する方法論を教授し、医療・介護の受療者である患者・利用者にとって価値ある医療・介護サービスとはなにか
を討論する。これによりCNSや認定看護管理者等専門性の高い看護師が備えるべき看護政策の視点を涵養し、看護の質向上のために医療
制度の改善を目指した政策的な働きかけを行うために必要な知識を修得する。

到達目標

1 看護の人材確保・育成に関する政策の概要及び実際について説明できる
2. 看護の質向上・看護職者の質向上を図るための政策課題が説明できる
3. 政策決定過程を理解し、看護政策を提言することができる。
4. 診療報酬決定過程を理解し、CNS等の看護技術に対する技術評価提案書を作成できる。

飯島佐知子、橋本美穂、岩澤由子、伊勢田暁子、石田昌宏、大西麻未 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法

授業中の質疑応答30％、医療技術評価提案書40％、政策提言30％

評価基準

1 看護の人材確保・育成に関する政策の概要及び実際について説明できる
2. 看護の質向上・看護職者の質向上を図るための政策課題が説明できる
3. 政策決定過程を理解し、看護政策を提言することができる。
4. 診療報酬決定過程を理解し、技術評価提案書を作成できる。

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

保健、医療、福祉施設内の看護サービスの提供は、医療制度や看護政策の影響を受けている。また、社会の変化により対象者のニーズも
刻々と変化している。これに対応してより良い看護を提供するためには、新しい制度政策を創造することが求められる。本講義では、看
護政策の立案、実施過程を当事者である国会議員、政策秘書、看護協会職員から学び、政策案を作成する。

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

学修上の注意

・看護に関する政策課題について調べ論点を整理して授業に参加すること。
・厚生労働省、社会保障審議会、看護関連検討会の傍聴
自身の関心のある分野での看護の課題、それに対して現行の制度・政策がどのように関連・影響しているか、さらに、その課題に対し、
今後どのような医療・看護政策が必要と考えるかまとめておく
※各授業につき予習90分、復習90分を目安とする。

なし

参考文献

課題の発表後にコメントをフィードバックします。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考 　

（参考文献）
野村陽子：看護政策と政策, 法政大学出版局, 2015.
池上 直己：医療・介護問題を読み解く, 日本経済新聞出版, 2014．
権丈善一：医療介護の一体改革と財政:再分配政策の政治経済学Ⅵ,慶應義塾大学出版会、2015
小池智子：看護政策研究、看護管理学習テキスト8：看護管理研究、日本看護協会出版会、2014.
東京大学公共政策大学院 医療政策教育・研究ユニット： 医療政策集中講義: 医療を動かす戦略と実践 医学書院, 2015
筒井 孝子：地域包括ケアシステム構築のためのマネジメント戦略—integrated careの理論とその応用, 中央法規出版, 2014. 
松田 晋哉：医療のなにが問題なのか:超高齢社会日本の医療モデル, 勁草書房，2013.
井部俊子ほか（2011）看護管理学習テキスト.第7巻看護制度・政策論.日本看護協会出版会
見藤隆子ほか（2006）看護職者のための政策過程入門. 日本看護協会出版会
日本看護協会編（2010）．日本看護協会の政策提言活動.日本看護協会出版会

その他

連絡先・オフィスア
ワー

随時。事前に連絡してください。siijima@juntendo.ac.jp

※…実務家担当教員

関連科目
看護管理学特論Ⅰ(看護管理論)、看護管理学特論Ⅱ(人的資源管理論)、医療経済特論、

先修要件 なし
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授業回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

飯島 看護政策の政策提案にしてみよう 講義、発表、ディ
スカッション

予習90分、復習90分

飯島 看護政策を提案してみよう 発表、ディスカッ
ション

予習90分、復習90分

飯島 政策とは　看護政策を学ぶことの重要性、看護政策の立案プロセス
・社会保険制度改革における看護政策の現状と課題を俯瞰する。
・政策決定プロセスと看護専門職の決定プロセスの参画について歴史的
背景を踏まえ教授する。

講義 予習90分、復習90分

飯島 我が国の看護政策の変遷：Evidence Based Policy Making
・2035年の保健医療の姿を踏まえ、看護政策の課題を整理する

講義 予習90分、復習90分

橋本 職能団体の政策課題
専門性の高い専門看護師、実践能力の高い認定看護師、特定行為研修修
了者の人材育成の推進

講義 予習90分、復習90分

岩澤 看護の質向上のためのデータベース事業（DiNQL事業）の推進 講義 予習90分、復習90分

伊勢田 医療と看護政策、看護職の政策過程への参画 講義 予習90分、復習90分

伊勢田 医療と看護政策、看護職の政策過程への参画 講義 予習90分、復習90分

講義 予習90分、復習90分

石田・大西・
飯島

医療・看護政策に関わる法案の成立と看護系国会議員の役割の実際
参議院議員　石田昌宏　代議士事務所　見学実習

フィールドワーク 予習90分、復習90分

石田・大西 医療・看護政策に関わる法案の成立と看護系国会議員の役割の実際
参議院議員　石田昌宏　代議士事務所　見学実習

フィールドワーク 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）

飯島 CNS、看護管理者等高度実践看護に関わる技術評価提案書の発表 発表、ディスカッ
ション

予習90分、復習90分

飯島 診療報酬決定に関わる技術評価提案書の意義と内容：
CNSが日々の臨床実践に伴い臨床研究のデータを集積することに必要性
と
診療報酬評価の決定に必要な技術評価提案書の具体的内容について解説
する

演習 予習90分、復習90分

飯島 CNS、看護管理者等高度実践看護に関わる技術評価提案書の発表 発表、ディスカッ
ション

予習90分、復習90分

石田・大西 医参議院議員　石田昌宏　代議士事務所　見学実習療・看護政策に関わ
る法案の成立と看護系国会議員の役割の実際

フィールドワーク 予習90分、復習90分

飯島 我が国の看護政策の変遷：診療報酬決定過程と看護
・患者の目線や国民の立場（アウトカム志向の視点）を踏まえ、看護
サービスの「価値（Value）」との関連を、
日本の診療報酬決定過程及びイギリスとの違いについて解説する。
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科目名 国際保健論 必修・選択 選択

英語科目名 Global Health 対象学年 1年

開講学期 1,2年次/前期 単位数 2単位

代表教員 岡本　美代子 ナンバリング

担当教員

授業概要

全体内容

グローバル社会における人々の健康と保健・医療・福祉の現状について理解を深め、人々の健康に影響を及ぼす人口学的、社会経済的、
文化的な要因等について学ぶ。保健・医療関連分野での国際協力の理念と多様な組織の国内外における活動を理解する。また、保健・医
療関連分野における活動について学修する。

到達目標

１．グローバル社会における人々の健康と保健・医療の現状について理解を深めることができる
２．保健・医療関連分野での国際協力の理念と多様な組織の国内外における活動が理解できる
３．グローバル社会における保健・医療関連分野の活動の可能性について具体的に考察できる
４．グローバル社会における保健・医療関連分野の活動の実際を演習により学修する
５．保健・医療関連分野における参考書やアカデミック・ペーパー読解の演習を通して、関心のある領域の国際的なトレンドを学修する

岡本　美代子※ 授業形態 講義

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

共通科目の一つとして各分野の基盤となる科目であり、現代の国内外のグローバル社会に生活する人々についての幅広い保健・医療関連
分野の教養を学修する。

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

学修上の注意

現在の日本社会と国際社会を取り巻く保健・医療に関するトピックスをグローバルな視点を持って理解するための科目です。参加者との
対話を重視し、基本的に日本語で、講義、演習を行います。参考文献は、授業内で紹介します。参考書、アカデミック・ペーパーの読解
演習は、初心者に向けて読み方のコツや押さえておきたい基本について学修します。その他、時事ニュース等、国際的な保健・医療関連
分野の情報に関心を持っておくとよいです。到達目標の４については、その時期に開催される関連イベントや活動への積極的参加を推奨
します。

成績評価の方法

評価方法

１．積極的授業参加（演習・ディスカッション）（40％）
２．課題（プレゼンテーション）（40％）　
３．最終レポート（20％）

評価基準

１．積極的授業参加（演習・ディスカッション）
　　・グローバル社会における人々の健康と保健・医療の現状について説明し、ディスカッションすることができる
　　・保健・医療関連分野での国際協力の理念と多様な組織の国内外における活動について説明し、ディスカッションすることができる
２．課題（プレゼンテーション）
　　・グローバル社会における人々の健康と健康に導く活動についてまとめ、説明ができる
　　・関心のある領域の国際的なトレンドについて説明できる
３．最終レポート
　　・授業での学びをリフレクションし、今後の自らの活動への展望を述べることができる

試験はありません。授業内の課題については事後の授業でのフィードバックを行います。最終レポートについては、個々に評価コメントをメールで送付します。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

購入指定のテキストはありません。以下の参考図書について授業内で紹介します。
1) Richard　Skolnic著、木原正博訳「 Global Health Third Edition」（Medical Science International）
2) Sarah E. Boslaugh著「Health Care Systems Around the world」(SAGE) 
3) 国際看護研究会編「国際看護学入門」（医学書院）
4) PHC開発研究会訳「バッシュ国際保健学講座」（じほう）
5) Michael Marmot著　栗林寛幸監訳「健康格差」（日本評論社） 
6) Karen Holland, Christine Hogg著 日本赤十字九州国際看護大学国際看護研究会監訳「多文化社会の看護と保健医療」
7) WHO「Classification And Minimum Standards For Foreign Medical Teams In Sudden Onset Disaster」　
8）岡本美代子編著「海外で国際協力をしたい人のための活動ハンドブック」（遠見書房）
 その他、関連論文、時事の国際的な保健・医療関連分野の課題に対応した資料・ウェブサイト情報等

その他

連絡先・オフィスア
ワー

研究室：浦安キャンパス　4階第3研究室
E-mail：myokamo@juntendo.ac.jp
オフィスアワー：月から土曜日（9:00-18:00）：対面希望の場合は、メールでアポイントメントをお取りください。

特になし

参考文献

備考
開講後のスケジュールは、受講者と話し合いながら柔軟に決めていきます。

※…実務家担当教員

関連科目
領域に関わらず共通科目として受講できます。

先修要件 なし
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授業回

1

2

3-4

5-6

7-8

9-11

12-14

15

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

岡本美代子 グローバル社会における人々の健康 I
　身近なグローバル社会（日本における多文化社会）

講義
GW

予習：最近の健康に関連する国際的な
ニュースについて内容を把握しておく。
「国際保健論」の授業で特に学びたいこと
を明確にしておく。(学習時間：2時間）
復習：授業内容をリフレクションし、身近
なグローバル社会について整理しておく。
（学習時間：2時間）

岡本美代子 グローバル社会における人々の健康　II
　健康に影響を及ぼす要因

講義
GW

予習：「健康の社会的決定要因」について
予め調べて内容を把握しておく。(学習時
間：2時間）
復習：授業内容をリフレクションし、「健
康の社会的決定要因」がどのように人々の
健康に影響を及ぼすかについて整理してお
く。（学習時間：2時間）

岡本美代子 グローバル社会における人々の健康　III
　開発途上国と健康問題

講義
GW

課題：開発途上国を１つ選び、健康に影響
を及ぼす要因と健康指標についてプレゼン
テーションの準備をしておく。(学習時間：
2時間）
復習：授業内容をリフレクションし、国際
社会と人々の健康の概観について整理して
おく。（学習時間：2時間）

岡本美代子 グローバル社会における人々の健康　IV
　開発途上国での主要な健康課題

講義
GW

課題：選んだ開発途上国の健康課題とその
対策について考察し、プレゼンテーション
の準備をしておく。(学習時間：2時間）
復習：授業内容をリフレクションし、国際
社会での健康対策の概観について整理して
おく。（学習時間：2時間）

講義
GW

予習：関心のある領域の最近発行されたア
カデミック・ペーパーを準備する（学修時
間：2時間）
復習：授業内容をリフレクションし、関心
のある領域の国際的なトレンドについて整
理しておく。（学習時間：2時間）

岡本美代子 保健・医療関連分野での国外における活動　
　理念と組織
　国際協力活動

講義
GW

予習：日本の国際協力活動についていくつ
か調べてくる。（学修時間：2時間）
復習：授業内容をリフレクションし、国際
協力の理念や組織、活動について整理して
おく。（学習時間：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）

岡本美代子 保健・医療関連分野での国内における活動　
　多文化共生社会と健康
　子どもの貧困と健康格差

講義
GW

予習：多文化共生、相対的貧困について調
べてくる。（学修時間：2時間）
復習：授業内容をリフレクションし、多文
化共生、相対的貧困について整理してお
く。（学習時間：2時間）

岡本美代子 まとめ 講義
GW

予習：これまでの授業内容をリフレクショ
ンし、理解が不十分な点について明確にし
てくる。（学修時間：2時間）
課題（最終レポート）：授業内容より関心
が高まったトピックスについて考察し、今
後の自らの活動への展望をする。（学習時
間：2時間）

岡本美代子 保健・医療関連分野における国際的トレンド 
　参考書、アカデミック・ペーパー読解
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開講学期 1,2年次/前期 単位数 2単位

代表教員 岩渕　和久 ナンバリング

科目名 高度先端医療・医科学特論 必修・選択 選択

英語科目名 Advanced Medical Teatment and Medical Science 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

現代科学のめざましい進歩は、医療技術を高度で精緻なテクノロジーへと変化させています。その原動力となっているものは、生命現象
が分子生物学的手法や細胞生物学の技術を駆使して分子レベルで解明され、医療技術へと直ちに応用できるようになったことにありま
す。本特論は、高度先端医療の現場で行われている医療を裏付けているテクノロジーの原理や方法と、それをもたらした細胞生物学、生
化学、分子生物学や免疫学的なメカニズムを学ぶことで、看護職者としてより高度な能力を身につけることを目指します。

教室での講義を中心とします。一部体験学習を行います。
実際の研究現場での集中講義等を行う場合があります。

到達目標
高度先進医療や救命救急医療において実践されている医療技術の基礎となる科学知識を理解する。

岩渕和久※、田中裕※、中山仁志※ 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法
授業参加度（50%）、学習態度・課題レポート（50%）で評価する。

評価基準

授業で紹介した先進医療に関わる内容が理解できたか

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ
先端医療の科学的理論や実践について理解する

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

学修上の注意

講義項目について、参考書などを利用して予習し、講義中に配布されたプリントの内容を各自まとめ直す。

学生の希望により、実際に研究装置を用いて、高度先進医療に応用されている基礎医学分野の科学技術の実際を体験する。

なし

参考文献

課題に対して回答する

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考
研究現場は環境医学研究所などの順天堂大学大学院医学研究科の研究施設です。

講義等で適宜知らせます。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

※…実務家担当教員

関連科目
バイオテクノロジー、医療工学、救命医療、災害医療

先修要件 なし
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授業回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

中山 高度先端医療における分析技術の利用と原理 講義 予習９０分・復習９０分

中山 高度先端医療と免疫学（I） 講義 予習９０分・復習９０分

岩渕 高度先端医療に活かされる最先端の科学にはどのようなものがあるか 講義 予習９０分・復習９０分

岩渕 高度先端医療と分子生物学 講義 予習９０分・復習９０分

中山 最先端医療におけるiPS細胞の可能性〜その原理と問題点〜 講義 予習９０分・復習９０分

岩渕 最先端医療とその問題点 講義 予習９０分・復習９０分

中山 高度先端医療と免疫学（II） 講義 予習９０分・復習９０分

岩渕 オーダーメード医療とは 講義 予習９０分・復習９０分

講義 予習９０分・復習９０分

田中 救命救急医療の最前線 講義 予習９０分・復習９０分

田中 救急医療と臨床倫理 講義 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）

岩渕 最先端の分析技術に触れてみる(III) 演習 予習９０分・復習９０分

岩渕 最先端の分析技術に触れてみる(I) 演習 予習９０分・復習９０分

中山 最先端の分析技術に触れてみる(II) 演習 予習９０分・復習９０分

田中 救急医療は社会を映す 講義 予習９０分・復習９０分

田中 災害医学研究の最前線
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開講学期 1,2年次/後期 単位数 2単位

代表教員 櫻井　しのぶ ナンバリング

科目名 保健医療連携特論 必修・選択 選択

英語科目名 Public Health Coordination 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

医療が病院単体で、自己完結することは減少し、地域における医療連携が重要になってきた。本特論は、医療と介護の機能分担と連携強
化のために、①病院退院時の退院支援の方策、②地域における主治医と看護職者および、福祉職者（ケアマネジャー等）の連携の方法、
③医療と介護との連携などの地域における医療と介護の包括的・継続的マネジメント、④医療ニーズの高い重度者の在宅生活を支援する
医療と介護の機能分担と連携の方策などについて探求する。

＜授業形態と進め方＞
講義・事例検討
医療連携に関して講義した後、事例を提示し、より良い医療連携の在り方を、参加者全員で検討していく。
問題解決型の授業を目指している。
時には、現場を訪問・見学し、担当者の生の意見を聞くことを計画している。

到達目標

・事例を提示し、その事例における課題を明確にすることができる
・明確となった課題から自身の次の支援へのヒントを得ることができる
・自組織の課題が明確となり、今後の自己の活動のヒントを得ることができる

櫻井しのぶ※、湯浅美千代※、宮本千恵美※、漆戸由紀子※、秋山正子※ 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法

プレゼンテーション資料（30％）、ディスカッションへの参加状況（30％）、レポート（40％）を総合して評価する。

評価基準

・提示された事例における課題を明確にすることができる
・地域連携、多職種連携に関する自組織と自身の課題を述べることができる
・明確となった課題から自身の今後の実践活動について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

授業の位置づけ

共通科目として、現在の保健・医療体制における看護実践に必須となっている地域連携、多職種連携の考え方と実際を学ぶ。

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

学修上の注意

・第1回の授業終了後に示した事例発表、プレゼンテーションのための資料を作成
・自組織（もしくは、以前所属していた組織）における退院支援の流れについて説明できるよう復習し、理解しておくことが望ましい。
・医療連携は、常に進化している。事例検討をしつつ、日々の看護の実践に有意義であるよう授業展開をするので、主体的に参加してほ
しい。

特になし

参考文献

授業内または授業後にコメントする。メールでの質問、相談に対応する。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考

秋山正子：つながる・ささえる・つくりだす　在宅現場の地域包括ケア：医学書院：2016
その他、その都度最新の資料を配布する予定である。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

順天堂メールアドレスにて随時連絡可能
櫻井：ssakura@
湯浅：myuasa@
宮本：c-miyamoto@
漆戸：yurushi@

秋山：授業終了後に教室あるいはメールで質問を受け付ける。

※…実務家担当教員

関連科目

看護行政政策論、福祉特論、医療経済特論、看護管理学特論Ⅰ、地域看護学特論Ⅰ、在宅看護特論Ⅰ

先修要件
なし
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授業回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

漆戸由紀子 医療ニーズの高い重度者の在宅生活を支援する医療と福祉の機能分担と
連携

対面講義、プレゼ
ンテーション、
ディスカッション

予習・復習各90分
プレゼンテーション事例を考察したものを
レポート提出する

漆戸由紀子 医療ニーズの高い重度者の在宅生活を支援する医療と福祉の機能分担と
連携

対面講義、プレゼ
ンテーション、
ディスカッション

予習・復習各90分
プレゼンテーション事例を考察したものを
レポート提出する

櫻井しのぶ 医療の機能分化と役割を理解し、医療の継続性について考える。 講義、ディスカッ
ション

予習・復習各90分

湯浅美千代 患者の意思決定と退院支援マネジメント 講義、ディスカッ
ション

予習・復習各90分

櫻井しのぶ 医療ニーズの高い重度者の在宅生活を支援する医療と福祉の機能分担と
連携

プレゼンテーショ
ン、ディスカッ
ション

予習・復習各90分
第１回目の授業で提示した課題についての
発表準備とまとめ

秋山正子 地域における主治医と看護職者及び福祉職者
（ケアマネジャー等の連携の方法）

講義 予習・復習各90分

宮本千恵美 医療ニーズの高い重度者の在宅生活を支援する医療と福祉の機能分担と
連携

対面講義、プレゼ
ン、ディスカッ
ション

予習・復習各90分
プレゼンテーション事例を考察したものを
レポート提出する

宮本千恵美 医療ニーズの高い重度者の在宅生活を支援する医療と福祉の機能分担と
連携

対面講義、プレゼ
ンテーション、
ディスカッション

予習・復習各90分
プレゼンテーション事例を考察したものを
レポート提出する

講義 予習・復習各90分

秋山正子 地域における主治医と看護職者及び福祉職者
（ケアマネジャー等の連携の方法）

講義・演習 予習・復習各90分

秋山正子 地域における主治医と看護職者及び福祉職者
（ケアマネジャー等の連携の方法）

講義・演習 予習・復習各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）

秋山正子 地域における医療と福祉の包括的・継続的マネジメント 講義・演習 予習・復習各90分

秋山正子 地域における医療と福祉の包括的・継続的マネジメント 講義・演習 予習・復習各90分

秋山正子 地域における医療と福祉の包括的・継続的マネジメント 講義・演習 予習・復習各90分

秋山正子 地域における主治医と看護職者及び福祉職者
（ケアマネジャー等の連携の方法）

講義・演習 予習・復習各90分

秋山正子 地域における医療と福祉の包括的・継続的マネジメント
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授業回

1

2

開講学期 1,2年次/前期 単位数 2単位

代表教員 松山　毅 ナンバリング

科目名 福祉特論 必修・選択 選択

英語科目名 Social Welfare 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

保健や医療の分野でも、福祉に関心がもたれて久しい。要因としては、疾病の主たる内容が、急性期・伝染性疾患よりも、長期にわたる
慢性疾患へと大きく変化してきたことがある。また、心身の機能が徐々に低下する高齢者の割合が年々増加してきていること、障害者や
難病患者も加わって、地域社会や福祉施設でも医療需要は高まってきていることもあげられる。
さらに、近年重要性を増している、疾病・介護予防や健康管理・健康増進においても、日常生活が営まれる地域社会や社会福祉とのかか
わりが、ますます大きくなってきている。
講義形式ではなく、毎回１〜２名程度のレポーターによる話題提供と、それに基づく討議・講義を行う。
下記基本テキストおよび参考文献等の中から、レポーターは自分の興味関心のある分野を選択し、その内容について概要をまとめ、自分
の考えも加えて発表する。レポーター以外の受講者もテキスト該当箇所を読んでおき、積極的に議論に参加することを期待したい。

到達目標

①学際的な視点からケアについて考えられるようになること
②健康の概念について、多様性を考慮した上で健康支援について考察することができること
③個別支援とともに、地域支援や社会資源開発などの観点からも健康支援について考えられるようになること

松山  毅 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法

授業で発表するレポート（60％）、学期末のレポート試験(49％）で評価します。基本的には、授業で発表したレポートを、授業内の質
疑や討議を踏まえて論文形式でまとめなおし、考察を加えたものを学期末レポートにしたいと考えています。詳細は授業内で指示しま
す。

評価基準

①学際的な視点からケアについて考えられるようになっているか
②健康の概念について、多様性を考慮した上で健康支援について考察することができているか
③個別支援とともに、地域支援や社会資源開発などの観点からも健康支援について考えられるようになっているか

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

共通科目として、社会福祉学・ソーシャルワークという観点をふまえつつ、広く健康・社会・文化の文脈の中に「ヘルスプロモーショ
ン」「ケア」を位置づけて考えていきたい。ますます地域社会や福祉・医療現場で推進される「保健・医療・福祉の連携」を前提とし
た、「健康を支える社会的な支援の考え方」の習得を目標とする。

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

学修上の注意
基本テキストの中から各自の担当個所を発表してもらいますので、報告者以外も該当箇所を通読して授業に臨むこと。
受講生自身の研究テーマと関連付けて課題図書を読み、考察すること。

なし

参考文献

報告レポートに関しては授業内でコメントする。課題レポートなどについてはメールなどでコメント等をフィードバックする。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

（予習：２時間）
事前配布の資料を読み、自分の興味関心と本講義を履修した動
機や目的などを考えておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

備考 授業の進め方、発表の順番・担当箇所などについてはオリエンテーション時に相談します。

授業計画

担当者

基本テキスト：
『講座ケア　全4巻　ミネルヴァ書房』　①広井良典編「ケアとはなんだろうか」、②大橋謙策編「ケアとコミュニティ」、③中西直編「ケアと人間」、④近藤
克則編「ケアと健康」
＊使用テキストは受講生と相談して決めます。
参考テキスト：
上野千鶴子他編著『ケア　その思想と実践１〜６』岩波書店　2008年
川本隆史編『ケアの社会倫理学』有斐閣選書、2005年、等
その他、随時紹介します。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

担当：松山毅　E-mail：tmatsuya [at] juntendo.ac.jp
　※ ［at］を＠に変更してください。

授業内容 授業方法 ＊ 予習・復習・レポート課題等と学習時間

松山

松山

オリエンテーション

現代の社会福祉を取り巻く状況について（講義）

講義

講義

※…実務家担当教員

関連科目 なし

先修要件 なし

（予習：２時間）
事前配布の資料を読み、自分の興味関心と本講義を履修した動
機や目的などを考えておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

松山

松山

発表 講義

発表

＊ 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）

松山

松山

松山

松山

松山

松山

松山

発表

発表

発表

発表

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

松山

松山

松山

松山

発表

発表

発表

講義

発表

発表

発表

発表

発表

発表

発表

発表

発表

発表

発表

まとめ

発表

発表

発表

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

（予習：２時間）
本講義全体を通して理解したこと、考えたこと、獲得された新
しい視点、などについて短いレポートを作成しておく
（復習：1時間）
講義課題レポートの作成

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく

（予習：２時間）
テキストの報告該当箇所についてあらかじめ読んでおき、わ
かったところ、わからなかったところ、ディスカッションで深
めたいテーマなどを整理しておく
（復習：1時間）
授業で理解できたこと、わからなかったことを調べておく
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開講学期 1,2年次/後期 単位数 2単位

代表教員 阿曽沼　元博 ナンバリング

科目名 医療情報論 必修・選択 選択

英語科目名 Medical Information 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

医療情報学は、医療情報工学や科学と領域的には別物である。本科目の「医療情報論」は医療情報学分野の授業である。情報学とは「 
情報の本質に関する様々なことを主に考える学問分野であり情報の分類に関する検討や、情報の利活用のあり方、更には標準化などを考
える学問分野である」 
また、情報学の特徴は以下の通りである
１．実学であること
　【実学】とは、理論より実用性・技術を重んずる学問。実際生活の役に立つ学問。農学・工学・商学・医学など。（三省堂「大辞林」
より）
２．医療のあらゆる側面と関係すること
　 予防、診断、治療等の医療行為及び関係する事務処理を始め、社会が必要とする。医療関係情報のあらゆる処理を対象とする。
３．制度・政策に依存する部分が大きい
　 国際的に共通する部分もあるが、国や地域の事情に合わせた独自要素が存在する。日本では医療法、薬事法、診療報酬体系に影響さ
れる！
本授業では、この特徴を踏まえ、医療情報とどう向き合い、どう使いこな（活用）し、そしてどう取り扱う（処理の方法等）かを、社会
情勢との関わりや、医療制度との関わりを重視して論じる。実学である為、日々の医療活動を踏まえて講義を行う。

到達目標

「情報」の持つ意味を理解すると共に、患者・家族にとって、組織にとって、そして自分自身にとって価値ある情報をどう収集し、どう
蓄積し、そしてどう活用するかという方策を理解することを目標とする。
また組織内で、情報システム構築を行う場合におけるプロジェクト・マネジメントのあり方も勉強し、リーダシップが発揮でき、プロ
ジェクトリーダーと成りうる人材となることを期待している。

阿曽沼元博 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法

課題レポート（50％）、日々の学習状況（25％）、受講態度（25％）
講義終了後、講義で論じた内容の中から、自らがテーマを選択し、そのテーマについて論じるレポートを提出する。レポートは、テーマ
選択の理由・現状認識の論述・課題の整理・課題克服の為の方策提示・・という起承転結がしっかりしていることが求められる。授業の
中で、レポートの書き方なども言及する。

評価基準 授業に向き合う姿勢、質問をする姿勢、そしてレポート内容

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ
我々一人一人が情報とどう向き合うか、また情報の信憑性を判断し価値のある情報に辿り着き、利活用の精度・質を上げるための考え方
を学ぶ。

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

学修上の注意

色々なモバイル機器やPCを自由に使える様に日々活用できることが基本となる。その為の情報武装を自ら行い、医療情報、電子カルテ、
医療制度改革、更には情報に関わる全ての項目におけるICT関連項目を調べておく。また最近のデジタル社会関連の情報に触れておく

参考文献

レポートに関しては種々のコメントを付記して返送する

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考
医療制度、病院の機能・組織、地域社会における医療等など、勤務や生活の中で疑問を常に持つことを心かけて授業に臨んでほしい。

講義のテキストは授業内容に合わせ、講師作成のテキストをその都度配布する。
参考文献
「情報の文明学」 梅棹忠夫（著）中公文庫
「それは情報ではない」　リチャード.S.ワーマン（著）エムディエヌコーポレーション
マーシャル・マクルーハン「メディア論」等の書籍、書評など

その他

連絡先・オフィスア
ワー

asonuma-m@juntendo.ac.jp

※…実務家担当教員

関連科目 特になし

先修要件 特になし

- 110 -



授業回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

阿曽沼 社会と医療情報学の関わりを理解する上で、現在の医療制度と医療情報
処理分野における関わりについて学ぶ
・我が国の医療制度を概観し、医療情報学との関わりを理解する

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼 講義１〜３を復習しながら、医療制度との関わりを更に解説する
また、医療情報学の有効ツールである医療情報処理システム（以下；医
療ICTと云う）の歴史を学ぶ①
（１９７０年代から２０００年代初頭の創世期から定着期までの歴史を
中心に）

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼 「情報」の持つ意味を理解すると共に、「情報」と付き合う姿勢につい
て学ぶと共に、講義全体の構成について概説する

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。予習復習各90分

阿曽沼 「医療情報学」について理解するために、授業概要に示した情報学の本
質について引き続き学ぶ（AI時代の医療情報システムについても言及す
る）

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼 病院における医療ICT(電子カルテシステム導入を中心に)のプロジェク
トメーキングの方策と課題を学ぶ
・何の為に情報（ICTシステム）化するのか
・電子カルテシステムを安定稼働させる為の課題と方策（順天堂の事例
を踏まえて）　等

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼 病院における電子カルテシステム導入の効果を考える
・厚生科研（阿曽沼班）での研究をベースに学ぶ。電車カルテシステム
の導入効果をどう判断するか。

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼 医療情報学の有効ツールである医療ICTの歴史を学ぶ②
・電子カルテを法的に「診療録」とする為の行政との攻防について

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼 医療情報学の有効ツールである医療ICTの歴史を学ぶ③（２０００年以
降の電子カルテ時代を中心に）。歴史を学び現在や将来に活かす。

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼 病院における電子カルテシステムの活用例を学ぶ
・データ後利用として、経営支援側面や医療高質化の為の活用例

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼 医療制度と医療ICTの関わりの実際例を学び、課題を考える①
・オンライン医療システムと医療制度との関わり
・インターネット医薬品販売と医療制度との関わり

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各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）

阿曽沼
（外部講師/電
子カルテシス
テム運用の実
地見学を予
定）

・電子カルテシステム稼働の実際（サイトビュー形式）
順天堂大学練馬病院の電子カルテシステム稼働実態の見学とシステム構
築メンバーとのディスカッション

病院現場での見
学、交流会（状況
によって講義）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼 講義実施の時期に開催される予定の医療情報学関連の学会や研究会で適
当なものがあれば学会参加をし、多くのテーマに触れることとする（課
外授業を計画する）。また学会の幾つかの発表を元にディスカッション
を行う。コロナの状況を勘案し、参加方法を検討する。また、別内容と
なることもある。授業開始後示す。

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼 前回講義でのディスカッションの纏めと、レポートの書き方などを概説
する

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼 人工知能の基本を学び、人工知能の功罪を考える①
・ディープラーニング能力とビッグデータ処理の進展によって、人工知
能が脚光を浴びている。人工知能技術が社会に与えるインパクトを考え
る

講義（状況によっ
てZOOMオンライ
ン）

次回以降、前回授業の振り返りを行うが、
講義内容で興味ある点に関してはネットな
どで理解を深めるための探索に心掛けて欲
しい。探索した上での質問にも応じる。予
習復習各90分

阿曽沼
（外部講師/医
療ベンチャー
創業者を予
定）

人工知能の基本を学び、人工知能の功罪を考える②
・人工知能システムの現場から開発者の話を聞くことを予定している。
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開講学期 1,2年次/後期 単位数 2単位

代表教員 植木　純 ナンバリング

科目名 機能病態学特論 必修・選択 選択

英語科目名 Disease Mechanisms 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

本特論では器官別に代表的な疾患をとりあげ、生理機能の異常や病態生理を分子病態、分子薬理学を含めて理解することで、様々な疾患
の病態やその評価に基づく臨床看護判断能力、適切な治療介入を選択する能力を養う。

到達目標

1. 代表的な疾患に関わる臓器の生理学的な機能とその異常を説明できる。
2. 代表的な疾患の病態や全身に及ぼす影響を説明できる。
3. 代表的な疾患の病態の発症と治療について説明することができる。
4. 薬物療法、非薬物療法の機能病態学的な視野から説明できる。

植木純※、岩渕和久※、加茂敦子※、加藤洋一※、北村庸雄※、小池道明※、佐野裕子※、濱田千
江子※、平井周※、小﨑綾子※

授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法
授業内でのディスカッションへの参加状況(60％)、レポート(40%)を総合して評価する。

評価基準

1. 代表的な疾患に関わる臓器の生理学的な機能とその異常を説明できる。
2. 代表的な疾患の病態や全身に及ぼす影響を説明できる。
3. 代表的な疾患の病態の発症と治療について説明することができる。
4. 薬物療法、非薬物療法の機能病態学的な視野から説明できる。

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ
本科目では、疾患の病態、診断、そして最先端の治療についても解説する。本科目の理解は、疾患の理解に加え、看護臨床判断能力を高
め、柔軟性のある質の高い看護実践能力につながる。

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

学修上の注意

1. テーマに関わる文献を読み、講義内でのディスカッションの準備をする。
2. 関心のある特定領域について文献検討を行いレポートにまとめる。
※各授業につき予習90分、復習90分を目安とする。

なし

参考文献

プレゼンテーション、討議については、その場でコメントする。
課題レポートは提出後に評価し、内容と結果をメール等で伝える。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考

・自主的に参加すること。
・オフィスアワーを各担当教員が設けているので、メール等で連絡を取って、積極的にコンタクトを取ること。
※教員により受講場所が変更となる場合があります。

テキストは用いない。配付資料に基づき講義を行う。講義が多領域、多分野にわたるため、学術論文は講義毎に紹介する。

参考資料・文献
1）Harrison's Principles of Internal Medicine 20th edition, 2018, McGraw-Hill
2）ハリソン内科学第5版, メディカル・サイエンス・インターナショナル 2017 
3)日本呼吸器学会(編). COPD（慢性閉塞性肺疾患）診断と治療のためのガイドライン第5版.メディカルレビュー社, 東京, 2018
4)Nutritional assessment and therapy in COPD: a European Respiratory Society statement. Eur Respir J. 2014;44:1504-20
5)COPDの身体活動性をめぐるサイエンス、日本呼吸器学会誌 2015;4-46
6)図説分子病態学5版、中外医学社 2014
7)やさしい分子薬理学—分子構造から薬理活性へ—、共立出版 2010

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：植木 純　junueki@juntendo.ac.jp

※…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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

平井 病態の理解を深める病理学の知識 講義 予習・復習各90分

植木 呼吸器系疾患の病態生理と診断・治療の考え方　Ⅰ 講義 予習・復習各90分

加茂 看護に活かす解剖生理と病態の知識 Ⅰ 講義 予習・復習各90分

加茂 看護に活かす解剖生理と病態の知識 Ⅱ 講義 予習・復習各90分

佐野 筋骨格系疾患の病態生理と診断・治療の考え方　Ⅱ 講義 予習・復習各90分

加藤 循環器系疾患の病態生理と診断・治療の考え方 Ⅰ 講義 予習・復習各90分

植木 呼吸器系疾患の病態生理と診断・治療の考え方　Ⅱ 講義 予習・復習各90分

佐野 筋骨格系疾患の病態生理と診断・治療の考え方　Ⅰ 講義 予習・復習各90分

講義 予習・復習各90分

加藤 循環器系疾患の病態生理と診断・治療の考え方 Ⅱ 講義 予習・復習各90分

濱田 腎臓・泌尿器疾患の病態生理と診断・治療の考え方 講義 予習・復習各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）

小﨑 看護の視点からみた事例検討 講義 予習・復習各90分

北村 消化器疾患の病態生理と診断・治療の考え方　Ⅰ 講義 予習・復習各90分

北村 消化器疾患の病態生理と診断・治療の考え方　Ⅱ 講義 予習・復習各90分

小池 血液疾患の病態生理と診断・治療の考え方 講義 予習・復習各90分

岩渕 免疫異常による疾患の発症機構と病態生理、治療の考え方
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開講学期 1,2年次/後期 単位数 2単位

代表教員 飯島　佐知子 ナンバリング

科目名 医療経済特論 必修・選択 選択

英語科目名 Health economics 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

　我が国の医療施設では、医師・看護師など人材・資源が不足している中で、医療ニーズの高い高齢者の増加に対応し、質の高い医療を
提供する必要がある。本講義の目的は,医療や看護によって患者のQOLを高めるために、限られた資源を効果的にかつ効率的配分するため
の経営学・経済学理論や方法を用い探求することである。
　授業内容は,保健経済学について医療サービス財の特徴や市場の失敗などの基本理論を学ぶ。健康保険制度と診療報酬制度の仕組みと
看護師の労働市場の特徴と看護サービスの評価について学ぶ。病院の財務諸表と原価計算の方法および費用効果分析など経済評価の方法
を学ぶ。

到達目標

1．所属施設の財務諸表の情報を分析し経営課題を抽出できる。
2．バランスドスコアカードを作成できる。
3．経済学的な費用の範囲と分析の立場の関連が説明できる
4．看護に関連した費用効果分析の文献をクリティークできる。

飯島佐知子、野中時代、鎌田健司 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法
授業でのディスカッション（30点）,財務分析および改善案の提案（30点）,文献レビューの発表（40点）を総合して評価する。

評価基準

課題の発表内容　50％　
質疑　50％

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

看護をするために必要な人的、物的資源を確保したり、看護によってどのように報酬が得られるのかを知ることは看護管理の重要な役割
の１つである。本講義では、病院の財務管理や質評価と連携したバランスドスコアカード、診療報酬制度のあり方、その評価方法として
費用効果分析について学習する。

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

学修上の注意

所属施設の財務分析に必要な関連資料を収集する。
所属施設の財務情報を分析し経営課題を抽出し,改善案を作成する。
看護の費用効果分析の文献を収集する。
集めた文献を基準に従ってクリティークし,発表原稿を作成する。
※各授業につき予習90分、復習90分を目安とする。

なし

参考文献

課題発表時に行う

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考 　

鎌江伊三夫,林 良造,城山英明／監：医療技術の経済評価と公共政策,海外の事例と日本の針路,じほう,2013
Michael F. Drummond, George W. Torrance, 久繁 哲徳, 岡 敏弘(翻訳)：保健医療の経済的評価−その方法と適用(単行本),じほう,2003,
Sachiko Iijima: Cost-benefit analysis of comprehensive mental health prevention programs in Japanese workplaces: a pilot study. Ind Health. 
51(6):627-33,2013
横山 和仁, 飯島佐知子:【こころの健康とその政策的課題-こころの健康政策構想会議の提言を踏まえて-】 精神保健と現代社会　わが国における精神疾患によ
る経済損失, 保健の科学, 53(9) 585-589, 2011.
飯島佐知子,横山和仁:精神病早期介入の医療経済学的評価,臨床精神医学41(10)1381-1386,2013
大島弓子、飯島佐知子：改訂版　看護管理と医療安全、放送大学出版会、2018
飯島佐知子,他：大腸癌手術症例における手術部位感染予防対策の費用効果分析．環境感染. 21(2),103-108,2006.
飯島佐知子：看護の費用効果分析の方法．看護教育. 47(10), 922-925, 2006.
飯島佐知子：看護の費用効果分析の事例．看護教育. 47(11), 1151-1155, 2006.
飯島佐知子,他：症例別原価計算における診療行為別原価計算方法の比較．病院管理35(5)25-34,2003

その他

連絡先・オフィスア
ワー

随時。事前に連絡してください。siijima@juntendo.ac.jp

※…実務家担当教員

関連科目
看護管理学特論Ⅰ(看護管理論)、看護管理学特論Ⅱ(人的資源管理論)、医療経済特論、看護行政政策論、

先修要件 なし
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授業回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

鎌田 マルチレベル分析の方法 講義、演習 予習：マルチレベル 分析に関連する文献を
収集して読む（90分）
復習：マルチレベル 分析のデータを解析し
てみる（90分）

飯島 看護師にもできる財務分析 講義、演習 予習：自己の所属施設やそれに類似した施
設の財務諸表を収集する、電卓を用意する
（90分）
復習：自己の所属施設やそれに類似した施
設の財務諸表を分析してみる（90分）

飯島 経営学と経済学,保健経済学とは,医療サービスの財としての特徴 講義 予習：医療経済学に関連する文献を収集し
て読む（90分）
復習：関連する文献を読む（90分）

鎌田 マルチレベル分析の理論 講義 予習：マルチレベル 分析に関連する文献を
収集して読む（90分）
復習：関連する文献を読む（90分）

野中 看護部にもできる経営改善 講義、演習 予習：自己の所属施設やそれに類似した施
設の財務諸表を収集する、電卓を用意する
（90分）
復習：自己の所属施設やそれに類似した施
設の財務諸表を分析してみる（90分）

飯島 病院の管理会計　部門別,疾病別,パス別,DPC別原価計算の方法 講義 予習：関連する文献を収集して読む（90
分）
復習：学習したことを整理する（90分）

飯島 財務分析をしてみよう　（演習） 演習 予習：自己の所属施設やそれに類似した施
設の財務諸表を収集する、電卓を用意する
（90分）
復習：自己の所属施設やそれに類似した施
設の財務諸表を分析してみる（90分）

野中 看護部にもできる経営改善 講義、演習 予習：自己の所属施設やそれに類似した施
設の財務諸表を収集する、電卓を用意する
（90分）
復習：自己の所属施設やそれに類似した施
設の財務諸表を分析してみる（90分）

発表、ディスカッ
ション

予習：発表の準備（90分）
復習：学習内容について整理する。（90
分）

飯島 看護管理に用いるバランスド・スコアカード 講義 予習：バランスド・スコアカードに関する
文献を読む（90分）
復習：自己の所属施設やそれに類似した施
設の財務諸表や経営指標、職員数、加算等
の情報を収集する（90分）

飯島 バランスド・スコアカードを作成してみよう 演習、グループ
ワーク

予習：自己の所属施設やそれに類似した施
設の財務諸表や経営指標、職員数、加算等
の情報を収集する（90分）
復習：自己の所属施設やそれに類似した施
設のバランスド・スコアカードを作成する
（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）

飯島 費用効果分析に関する文献レビュー発表 発表 予習：関連する文献を収集して読み、基準
に沿って評価する（90分）
復習：学習内容について整理する。（90
分）

飯島 費用最小化分析,費用効果分析の方法 講義、演習 予習：関連する文献を収集して読む（90
分）
復習：学習内容について整理する。（90
分）

飯島 看護の費用効果分析の事例検討 講義、演習 予習：関連する文献を収集して読む（90
分）
復習：学習内容について整理する。（90
分）

飯塚・石田 順天堂医院の財務分析 講義 予習：これまで学習した財務諸表の用語を
復習しておく（90分）
復習：順天堂医院の財務諸表について分析
し、改善点について考察する。（90分）

飯島 バランスド・スコアカードの発表

- 115 -



開講学期 1,2年次/後期 単位数 2単位

代表教員 岩渕　和久 ナンバリング

科目名 臨床薬理学 必修・選択 選択

英語科目名 Clinical pharmacology 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

生物学的製剤など新たな医薬品が次々と患者に投与されており、看護職者は臨床の場において薬物治療や医薬品の知識を備えている必要
がある。本授業では薬物治療の基礎や薬物治療の科学的根拠、医薬品の適正使用に必要な臨床薬理学の基礎的知識を習得する。さらに、
緊急応急処置や慢性疾患管理等に必要な薬剤を中心に、薬剤使用の判断、投与後の患者モニタリング、生活調整、回復力の促進、患者の
服薬管理能力向上に関する知識とそれらを基にした看護技術について学ぶ。

授業形態はセミナー形式の予定である。

到達目標

①臨床の場において、正しく医薬品を使用するために必要となる臨床薬理学の基礎知識を学び、対象患者の治療薬使用の判断の根拠、用
い方を説明できる。
②薬剤投与後の患者モニタリングの意義を理解する。
③患者の服薬管理能力が向上するような服薬に関する説明・観察・指導などが説明できる。

岸野吏志※、木村利美※、加藤俊介※、宮崎哲朗※、中野真理子※、岩渕和久※ 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法
授業における参加度（50%）、課題レポート（50%）で評価する。

評価基準

①臨床の場において、正しく医薬品を使用するために必要となる臨床薬理学の基礎知識を学び、対象患者の治療薬使用の判断の根拠、用
い方を説明できる。
②薬剤投与後の患者モニタリングの意義を理解する。
③患者の服薬管理能力が向上するような服薬に関する説明・観察・指導などが説明できる。

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ

看護実践する上で必要な薬物治療や医薬品の知識と理論を修得する上で必要な授業である。。

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

学修上の注意

1.事前にシラバス内容に基づき、参考書等に目を通して概要を把握し、理解できないところを抽出しておく。
2.配布された資料の内容や授業中のメモを教科書や参考書と照合して理解を深める。
※各授業につき予習30分、復習90分を目安とする。

なし

参考文献

掲示板にて学習すべきことなどを通知する。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 備考

備考 　

指定しない
薬が見えるvol.1, vol.2 (メディアックメディア)、イラストで学ぶ薬理学（医学書院）、図解 薬理学（医学書院）

その他

連絡先・オフィスア
ワー

iwabuchi@juntendo.ac.jp
随時受け付けます。

※…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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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

岸野 医薬品の適正使用 II 
血中薬物濃度の臨床的意義と役割

講義 予習90分、復習90分

岸野 医薬品の適正使用 III 
PK/PDの考え方：抗菌剤、抗真菌剤、等

講義 予習90分、復習90分

岸野 臨床薬理学とは 講義 予習90分、復習90分

岸野 医薬品の適正使用 I 
個体差の要因

講義 予習90分、復習90分

岸野 医薬品の適正使用Ⅵ
医薬品の管理に必要な知識の向上　（医薬品の品質に影響を与える因子
と保存条件、特別な配慮を要する医薬品、注射薬調製時の留意点、等）

講義 予習90分、復習90分

岸野 医薬品の適正使用Ⅶ
治療方針決定の根拠　（EBM：Evidence Based Medcine）：臨床上の疑
問を解決するための臨床研究などの科学的データに基づいた、患者に
とって最も有益で害の少ない治療法

講義 予習90分、復習90分

岸野 医薬品の適正使用 IV
PK/PDの応用：抗悪性腫瘍薬、等

講義 予習90分、復習90分

岸野 医薬品の適正使用 V
特別な配慮を要する医薬品、相互作用、注射薬の配合変化、等

講義 予習90分、復習90分

講義 予習90分、復習90分

木村 臨床における適切な薬物使用の実際　I
消化器系・循環器系作用薬

講義 予習90分、復習90分

木村 臨床における適切な薬物使用の実際　II
抗菌薬化学療法と感染制御

講義

＊ 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）

岩渕 生物薬剤の原理と使用の実際・まとめと総合討議 講義 予習90分、復習90分

宮﨑 動脈硬化の発症機序と薬物治療 講義 予習90分、復習90分

中野 臨床薬理学の臨床看護実践への活用
薬物療法における看護師の役割

講義 予習90分、復習90分

加藤 臨床における適切な薬物使用の実際　III
抗腫瘍薬の適応、症状調整としての支持療法

講義 予習90分、復習90分

宮崎 心不全の発症機序と薬物治療
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授業回

1

2

開講学期 1,2年次/後期 単位数 2単位

代表教員 金子　育世 ナンバリング

科目名 グローバルメディカルコミュニケーション 必修・選択 選択

英語科目名 Global Medical Communication 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

医療や看護に関する最新テキストの事例を通して当該領域における基本的な英語力を身につける。臨床現場での会話を中心に、症状や疾
患名、医療器具や検査などの医療英語を修得し、使いこなすことを目標とする。授業では、テキストの他に、欧米の医療・看護ジャーナ
ルから履修者の専門領域に関連する英語論文を選び、読解・批評を行いながら、実践的な英語読解力を養う。CDを使用してのリスニング
練習、使用頻度の高い表現の反復学習、医療系語彙の練習、読解問題のほか、希望によりテキストの内容を深める形でディスカッショ
ン・プレゼンテーション課題も適宜行う。

到達目標

・医療・看護系の語彙や表現を理解できる。
・各事例で扱った症状、疾患、ケアの方法について英語で説明できる。
・英語で書かれた医療・看護系の論文の主旨を理解できる。
・医療トピックに対して医療従事者として意見を述べることができる。

金子育世※、植木純※ 授業形態 講義

成績評価の方法

評価方法 期末レポート（50%）、プレゼンテーション（30%）、授業参画度（20%）を統合して評価する。

評価基準

・医療・看護系の語彙や表現を理解できるか
・各事例で学習した症状や疾患、ケアの手順を英語で表現できるか
・医療・看護系の英語論文の内容を理解できるか
・医療・看護系の英語論文の内容を批評できるか
・医療トピックについて医療従事者として意見を述べることができるか

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ
医療や看護を専門とする研究者に必要とされる英語力の基礎を築くための科目である。また、グローバルに活躍できる医療従事者となる
素地を作る科目でもある。

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

【予習】
・テキストの文献は辞書を引き、大まかな内容を把握しておく。
・テキストの学習範囲を読み、わからない単語の意味を調べ、問題を解いておく。
・論文講読では担当以外の部分についても内容を把握し、内容について批評する。
【復習】
・授業で扱った文献の用語・表現などをまとめる。
・授業で扱った事例（症状・疾患・ケア方法）についてより詳しく調べる。
・論文講読では、事前に理解できなかった英語表現を見直し、読解のポイントを確認する。

初回授業で指示する

参考文献

課題等に対するフィードバックの希望者には、随時メールで受け付ける。

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

授業中に適宜紹介する。

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）ikaneko@

　金子 授業ガイダンス、課題説明
英語学術論文の書き方＆読み方
論文の構成、abstractの読み方

講義
ディスカッション

予習：英語論文の構成要素やabstractの書
き方を確認し、日本語論文と比較してみ
る。abstractによく使われている単語や表
現を調べておく（学習時間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 Outpatient Care: Visit to the Clinic
Vocabulary, Conversation Practice, Listening Comprehension, 
Communication Activity

講義
ディスカッション

予習：テキストの該当箇所を読み、わから
ない単語の意味を調べておく。（学習時
間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

※…実務家担当教員

関連科目 なし

先修要件 なし
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

　金子 Outpatient Care: Injury and Pain
Vocabulary, Conversation Practice, Listening Comprehension, 
Communication Activity

講義
ディスカッション

予習：テキストの該当箇所を読み、わから
ない単語の意味を調べておく。（学習時
間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 Outpatient Care: Medical Examination
Vocabulary, Conversation Practice, Listening Comprehension, 
Communication Activity

講義
ディスカッション

予習：テキストの該当箇所を読み、わから
ない単語の意味を調べておく。（学習時
間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 Women's Health and Family Care: Delivery 
Vocabulary, Conversation Practice, Listening Comprehension, 
Communication Activity

講義
ディスカッション

予習：テキストの該当箇所を読み、わから
ない単語の意味を調べておく。（学習時
間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 Women's Health and Family Care: Children's Health
Vocabulary, Conversation Practice, Listening Comprehension, 
Communication Activity

講義
ディスカッション

予習：テキストの該当箇所を読み、わから
ない単語の意味を調べておく。（学習時
間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 論文1　医療・看護英語ジャーナルの論文講読＆批評 プレゼンテーショ
ン
ディスカッション

予習：該当論文を読み内容を把握し、内容
について批評する。（学習時間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 Women's Health and Family Care: Women's Health
Vocabulary, Conversation Practice, Listening Comprehension, 
Communication Activity

講義
ディスカッション

予習：テキストの該当箇所を読み、わから
ない単語の意味を調べておく。（学習時
間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

講義
ディスカッション

予習：テキストの該当箇所を読み、わから
ない単語の意味を調べておく。（学習時
間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 Chronic Illness: Lifestyle-related Disease
Vocabulary, Conversation Practice, Listening Comprehension, 
Communication Activity

講義
ディスカッション

予習：テキストの該当箇所を読み、わから
ない単語の意味を調べておく。（学習時
間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 論文2　医療・看護英語ジャーナルの論文講読＆批評 プレゼンテーショ
ン
ディスカッション

予習：該当論文を読み内容を把握し、内容
について批評する。（学習時間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：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）

　金子 論文3　医療・看護英語ジャーナルの論文講読＆批評 プレゼンテーショ
ン
ディスカッション

予習：該当論文を読み内容を把握し、内容
について批評する。（学習時間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 Inpatient Care: Admission for Surgery
Vocabulary, Conversation Practice, Listening Comprehension, 
Communication Activity

講義
ディスカッション

予習：テキストの該当箇所を読み、わから
ない単語の意味を調べておく。（学習時
間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 Inpatient Care; Daily Life in the Hospital
Vocabulary, Conversation Practice, Listening Comprehension, 
Communication Activity

講義
ディスカッション

予習：テキストの該当箇所を読み、わから
ない単語の意味を調べておく。（学習時
間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 Chronic Illness: Dietary Restrictions
Vocabulary, Conversation Practice, Listening Comprehension, 
Communication Activity

講義
ディスカッション

予習：テキストの該当箇所を読み、わから
ない単語の意味を調べておく。（学習時
間：2時間）
復習：授業で扱った文献の用語・表現など
をまとめ、事前に理解できなかった箇所を
読み直す。（学習時間：2時間）

　金子 Chronic Illness: Dementia
Vocabulary, Conversation Practice, Listening Comprehension, 
Communication Activity
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授業回

1〜10

開講学期 1,2年次/通年 単位数 2単位

代表教員 谷川　武 ナンバリング

科目名 医療看護学特別講義 必修・選択 選択

英語科目名 Special lecture on medical care nursing 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

医療看護学に必要な衛生学・公衆衛生学の重要なテーマについて、最新の情報を専門家から学ぶ。
2020（令和2）年度は、「自殺の疫学と予防介入」、「医療経済・政策学入門」、「口腔疾患と肝炎ウイルス〜臓器相関からみた病態と
治療戦略」などをテーマとした。

到達目標
医療看護学に必要な衛生学・公衆衛生学の課題について説明できる。

谷川　武 授業形態 講義

試験・課題に対するフィードバック方法

授業の位置づけ
衛生学・公衆衛生学の重要なテーマについて理解し、保健・医療・福祉環境の変化に対応できる高度な教育研究能力を有する看護専門職
を目指す。

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

学修上の注意
医学部の衛生・公衆衛生合同ゼミナールの参加となるため、日程等詳細は別途通達する。

成績評価の方法

評価方法
課題レポート（60％）、受講態度（40％）
レポートは、A4用紙１枚程度にまとめ、講義終了後２週間以内に公衆衛生学講座（j-koshueisei@juntendo.ac.jp）宛に提出する。

評価基準 医療看護学に必要な衛生学・公衆衛生学の課題について説明できる。

参考文献

講義後のレポートは、最後の講義後にまとめてフィードバックする。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 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

＊ 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）

※…実務家担当教員

関連科目
衛生学、公衆衛生学

先修要件 なし

特にないが、テーマに応じて紹介する。

その他

連絡先・オフィスア
ワー

【連絡先】医学研究科公衆衛生学講座（j-koshueisei@juntendo.ac.jp）
【オフィスアワー】月〜金：9時-18時

各回により異
なる

医療看護学に必要な衛生学・公衆衛生学に関する重要なテーマについて
専門家から講義してもらう。

講義 各回予習・復習90分
各回、A4、1枚程度のレポート提出（Word
ファイル）

備考
月１回、年10回。
原則として毎月第3火曜日午後6時〜
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授業回

開講学期 1〜2年次/通年 単位数 2単位

代表教員 植木　純 ナンバリング

科目名 リサーチ トピックス -  M 必修・選択 選択

英語科目名 Research Topics - M 対象学年 1年

担当教員

授業概要

全体内容

国内外の学会・研究会・大学等が主催する招請講演・教育講演・研修会および順天堂大学が主催する講演会・研修会等への参加により、
医療看護研究に関連する最新の知見を深める。
対象となる講演会・研修会等および手続き等については下記詳細を参照。

到達目標
・他者の研究を自身の研究に引き付けて捉えることができる。
・他者の発表内容を簡潔にまとめ、わかりやすく報告することができる。

− 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
この科目は、「高い倫理観」、「看護学に関する高度な専門知識」及び「看護学に関する研究能力」を身に付けるという
学位授与方針の達成に寄与する。

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

学修上の注意
15回の出席で2単位とする。
（1回　60〜90分）

成績評価の方法

評価方法
傍聴記50％、平常点50％を総合して評価する。

評価基準
・他者の研究を自身の研究に引き付けて捉えることができる。
・他者の発表内容を簡潔にまとめ、わかりやすく報告することができる。

参考文献

研究指導教員から随時指導を行う。

テキスト

書名 著者 出版社 ISBN 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

＊ 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）

※…実務家担当教員

関連科目 なし

先修要件 なし

なし

その他

連絡先・オフィスア
ワー

各研究指導教員へ随時連絡する。

【対象】
下記で研究科委員会の承認を得たもの
・国内外の学会・研究会・大学等の主催する招請講演・教育講演・研修
会（分野に関連するもの。発表の有無を問わない。）
・順天堂大学の主催するFDワークショップ，FD講演会，国際交流講演
会，外国人講師による遠隔講義
・その他

【手続き】
①対象となる講演会・研修会等に参加後、出席表に必要事項を記入し、
研究指導教員の署名・捺印を得る。
（学会・研究会への参加の場合、参加を証明できる書類を添付）
②出席が15回に達したら、出席一覧表（最終レポート）に必要事項を記
入、研究指導教員の署名・捺印を得たものを、①とあわせて浦安キャン
パス事務室に提出。

　出席表および出席一覧表（最終レポート）の様式については別途案内
する。

予習各回90分
学会参加前に、事前に関連する基礎的な内
容や、直近の研究成果を確認しておく。

復習各回90分
聴講した発表、およびその質疑応答の内容
をまとめておく。

備考
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