
講 義 要 項 

科目名 看護学概論 １単位 １４回 開講期 １年次４月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【目標】 

１ 看護全般の概念を学び、看護の本質と位置づけと役割を理解できる。 

２ 看護の機能と役割を学び、看護活動の概要を理解できる。 

３ 看護師としての責任と行動について理解できる。 
 

 

【講義内容】 

 

１ 看護とは 

1）看護の変遷   

2）看護の主要概念 

3）近代看護 

4）看護の定義 

 

２ 看護の対象としての人間 

1）統合体としての人間 

2）人間と欲求 

3）人間と環境 

4）ライフサイクル  

5）患者と家族  

 

３ 人間の健康 

1）健康の定義 

2）健康の段階と連続性 

3）健康に影響する諸要因 

4）障害の理解 

5）基本的権利としての健康 

(1)プライマリ･ヘルスケア 

(2)ヘルスプロモーション 

(3)健康指標 

(4)健康を守る法律・施策 

 

 

 

 

 

４ 看護の機能と役割 

1）看護の機能       

(1)看護のプロセスと理論 

(2)保健医療福祉の連携 

2）看護活動の場とその活動 

(1)医療施設における看護活動 

(2)地域における看護活動 

   3）継続看護の必要性 

 

５ 看護師としての責任と行動 

1）看護の専門性       

(1)看護職の各種資格と活動 

 （認定看護師、専門看護師 

  看護師の特定行為に関わる研修制度） 

(2)法的側面          

2）看護倫理 

(1)看護倫理の必要性 

(2)患者の権利 

(3)看護者の倫理綱領 

 

６ 看護の国際協力 

   1）世界の健康問題の現状 

   2）国際看護の基本理念 

   3）国際協力のしくみ 

   4）異文化看護 

 

テキスト 

・基礎看護学［１］：看護学概論（ 医学書院 ） 

・フローレンス・ナイチンゲール：看護覚え書（現代社） 

評価方法 

・筆記試験 

・レポート 



講 義 要 項 

科目名 看護の理論 １単位 ７回 開講期 １年次９月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【目標】 

１ 看護の理論を理解し、看護に対する考えを深めることができる。 

【講義内容】 

 

１ 看護理論の意義と分類 

1）看護理論とは 

2）看護理論を理解するための要素 

3）看護理論の分類 

(1)大きさによる分類 

   ①メタ理論 

   ②広範囲理論 

③中範囲理論 

   ④小範囲理論 

(2)テーマによる分類 

①ニード  

②相互作用、人間関係 

③システム  

④ケアリング 

(3)看護理論の年代と推移 

4）看護理論を学ぶ意義 

 

２ 主な看護理論の概要 

  ・看護理論家の背景 

・著書 

・看護のメタパラダイム 

  1）近代看護の創始者 

(1) フローレンス・ナイチンゲール 

2）ニード論 

(1) ヴァージニア・ヘンダーソン 

3）人間関係論 

(1)ヒルデガード・ペプロウ 

(2)ジョイス・トラベルビー 

4）システム理論 

(1)ドロセア・Ｅ・オレム 

(2)シスター・カリスタ・ロイ 

5）ケアリング 

(1)マドレイン・Ｍ・レイニンガー 

(2)ジーン・ワトソン 

(3)パトリシア・ベナー 

 

 

※一部グループワークを行い、看護理論の理解を深め、

まとめて発表する。 

※基礎看護学実習Ⅰと看護理論を関連付け、「私の考え

る看護」を考える。 
 

テキスト  

・基礎看護学［１］：看護学概論（ 医学書院 ） 

・ヴァージニア・ヘンダーソン 看護の基本となるもの

（日本看護協会出版会） 

・フローレンス・ナイチンゲール 看護覚え書  

（現代社） 

・看護学テキストNiCE  看護理論 （南江堂） 

評価方法 

・筆記試験 



講 義 要 項 

科目名 看護の基本となる技術Ⅰ １単位 １４回 開講期 １年次４月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【目標】 

１ 看護における人間関係成立の意義を理解し、基礎的なコミュニケーション技術を習得できる。 

２ 医療における安全性の意義を理解し、基本的な知識と技術を習得できる。 

 

 

【講義内容】 

 

Ⅰ 看護技術の概念  ＜２ｈ＞ 

 

１ 看護技術とは何か 

1）看護技術の特徴 

2）看護技術を適切に実践するための要素 

3）看護技術を構成する基本動作の習得 

 

 

Ⅱ 人間関係成立・発展の技術  ＜８ｈ＞ 

１ コミュニケーションの意義と目的 

1）コミュニケーションとは 

2）医療におけるコミュニケーション 

 

２ コミュニケーションの構成要素と成立過程 

1）コミュニケーションの基本的構成要素 

2）コミュニケーションのプロセス 

3）ミスコミュニケーションを避けるための心構え 

 

３ 関係構築のためのコミュニケーションの基本 

 

４ 効果的なコミュニケーションの技術 

1）傾聴   

2）共感   

3）情報収集 

4）説明   

5）アサーティブネス 

 

５ コミュニケーション障害がある人への対応 

 

 

 

 

 

 

       

 

Ⅲ 医療における安全  ＜８ｈ＞ 

 

１ 安全性の意義 

 

２ 安全確保の基礎知識 

1）医療事故の現状 

2）医療事故と医療過誤 

3）看護者の法的責任 

4) 安全を阻害する要因 

 

３ 組織としての安全管理対策 

   1) リスクマネジメント、セーフティマネジメン

ト 

   2) インシデント・アクシデントレポート 

 

 

４ 安全を守るための看護師の役割 

 

５ 安全確保の技術 

   1)転倒・転落防止 

   2)患者誤認防止 

   3)感染防止 

 (1) 感染防止の基礎知識 

(2) 標準予防策（スタンダードプリコーション） 

(3）感染経路別予防策 

(4）洗浄・消毒・滅菌 

(5）感染性廃棄物の取り扱い 

 

 

 

 

テキスト 

・基礎看護学［２］：基礎看護技術Ⅰ（ 医学書院 ） 

・基礎看護学［３］：基礎看護技術Ⅱ（ 医学書院 ） 

・看護がみえる①基礎看護技術(メディックメディア) 

評価方法 

・筆記試験 

校内実習   

①患者・家族とのコミュニケーション ＜４ｈ＞ 

②医療スタッフとのコミュニケーション 

＜２ｈ＞ 

 

校内実習   

①標準予防策、感染経路別予防策  ＜２ｈ＞ 

②無菌操作、滅菌手袋の着脱      ＜２ｈ＞ 

 



講 義 要 項 

科目名 看護の基本となる技術Ⅱ １単位 １４回 開講期 １年次６月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【目標】 

１ 対象の健康状態を評価する意義と方法を理解し、基本的な技術を習得できる。 

２ 看護における記録・報告の意義と方法を理解できる。 

【講義内容】                     

 

Ⅰ 対象把握の技術   ＜１４ｈ＞ 

 

１ ヘルスアセスメント    

1）ヘルスアセスメントとは  

2）ヘルスアセスメントの目的・方法 

 

２ ヘルスアセスメントの基礎知識   

   1）一般状態のアセスメント・系統別のアセスメント 

   2）フィジカルイグザミネーション 

  (1)問診  

(2)視診 

  (3)触診 

(4)聴診 

(5)打診   

３ バイタルサインの観察とアセスメント 

1)バイタルサインとは 

2)測定方法とアセスメント 

(1)体温 

(2)脈拍 

(3)呼吸 

(4)血圧 

(5)意識 

3)バイタルサインの記録（フローシート） 

 

４ 系統別フィジカルアセスメント 

1)各フィジカルイグザムの目的 

2)各フィジカルイグザムに必要な基礎知識 

3)各フィジカルイグザムの方法 

 

 
 

 

 

Ⅱ 記録・報告   ＜２ｈ＞ 

 

１ 記録 

1) 目的と機能 

2) 記録の構成 

  (1)基本情報 

 (2)看護計画 

  (3)経過記録 

  (4)看護サマリー 

3) 記載・管理における留意点 

   (1) 記載基準 

     (2) 個人情報の管理 

     (3)守秘義務 

 

２ 報告 

   1) 目的 

   2) 方法（バイタルサイン測定後の報告） 

 

 

 

 

テキスト 

・基礎看護学［２］：基礎看護技術Ⅰ（ 医学書院 ） 

・はじめてのフィジカルアセスメント 

（メヂカルフレンド社） 

評価方法 

・筆記試験 

 

校内実習   

①バイタルサイン測定、記録・報告       ＜４ｈ＞ 

②腹部、神経系、頭頸部、筋・骨格系のフィジカルイグザム  ＜４ｈ＞ 

③胸部、血管系のフィジカルイグザム  ＜４ｈ＞  



講 義 要 項 

科目名 看護の基本となる技術Ⅲ １単位 １４回 開講期 １年次４月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【目標】 

１ 安全・安楽な療養環境の意義を理解し、基本的な知識と技術を習得できる。 

２ 姿勢・活動の意義を理解し、基本的な知識と技術を習得できる。 

【講義内容】 

 

Ⅰ 安全・安楽な療養環境  ＜６ｈ＞ 

 

１ 環境調整の意義 

1）人間と環境 

2）療養環境とは 

3）療養環境における看護の役割 

 

２ 病室の環境のアセスメントと調整 

1）病室・病床の選択 

2）温度・湿度 

3）光・音 

4）色彩 

5）空気の清浄性とにおい 

6）人的環境 

 

３ 療養環境を整えるための援助 

1）ベッド周囲の環境整備 

2）安全で快適なベッドメーキング 

 

 

 

 

 

Ⅱ 姿勢・活動      ＜６ｈ＞ 

 

１ 姿勢 

  1）よい姿勢 

 2）体位の種類と身体への影響 

 3）安楽な姿勢・体位の特徴 

 4）同一体位による有害性 

 5）廃用症候群の予防 

 6）ボディメカニクスの原理と看護実践への活用 

 

２ 活動 

1）活動・運動の意義 

2）活動・運動に影響する要因のアセスメント 

：日常生活動作（ＡＤＬ） 

 

３ 姿勢・活動を整えるための援助 

1）体位変換 

2）移動 

3）移乗・移送 

4）安楽な体位への工夫 

 

 

テキスト 

・基礎看護学［３］：基礎看護技術Ⅱ（ 医学書院 ） 

・看護がみえる①基礎看護技術(メディックメディア) 

 

評価方法 

・筆記試験 

校内実習  

①体位変換、安楽な体位の保持  ＜４ｈ＞ 

②車椅子、ストレッチャーへの移乗・移送 ＜４ｈ＞ 

 

校内実習   

①ベッドメーキング  ＜２ｈ＞ 

②臥床患者のリネン交換・病床環境の整備 ＜４ｈ＞ 

演習 

①リネンの取り扱い方、ベッド周囲の環境＜２ｈ＞ 



講 義 要 項 

科目名 看護の基本となる技術Ⅳ １単位 １４回 開講期 １年次10月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【目標】 

１ 看護過程の意義と科学的思考プロセスを理解できる。 

 

【講義内容】 

 

１ 看護過程の基本構造   ＜２０ｈ＞ 

1）看護過程とは 

2）看護過程の構成要素と相互関係 

 

２ 看護過程展開の基盤となる考え方     

1）問題解決過程 

  2）クリティカルシンキング 

  3）倫理的配慮と価値判断 

  4) リフレクション 

  

３ 臨床判断としての看護診断 

  1）看護診断とは 

2）ＮＡＮＤＡ-Ｉ看護診断 

 

４ ゴードンの機能的健康パターンを用いた看護過程

の展開 

  1）アセスメント 

   (1)疾病の理解 

   (2)情報収集と整理 

    (3)情報の分析・解釈 

(4)全体像の構造化 

2）看護問題の明確化（看護診断） 

 (1)問題の明確化 

 (2)問題の優先順位の決定 

3）看護計画 

    (1)成果・指標の設定 

   (2)看護計画の立案 

  4）実施 

    (1)実践の意義 

   (2)記録 

①ＰＯＳ、ＳＯＡＰ 

②フローシート 

  5）評価 

 (1)評価の意義・目的 

 (2)評価の方法 

 

テキスト 

・基礎看護学［２］：基礎看護技術Ⅰ（ 医学書院 ） 

・ＮＡＮＤＡ-Ⅰ 看護診断 定義と分類（ 医学書院 ） 

・看護過程に沿った対症看護（ 学研 ） 

・系統別看護学講座 別巻 臨床検査（医学書院） 

・今日の治療薬 （ 南江堂 ） 

評価方法 

・筆記試験  

演習  ＜８ｈ＞ 

事例による看護過程の展開 



講 義 要 項 

科目名 生活を整える技術Ⅰ １単位 １４回 開講期 １年次６月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【目標】 

１ 健康と栄養の関連について理解し、基本的な知識と技術を習得できる。 

２ 人間にとっての排泄の意義を理解し、基本的な知識と技術を習得できる。 
 

 

 

【講義内容】 

 

Ⅰ 食事    ＜６ｈ＞ 

 

１ 食事・栄養の意義 

 

２ 食事・栄養摂取の基礎知識 

1）栄養状態のアセスメント 

2) 水分・電解質バランスのアセスメント 

 

３ 医療施設における食事 

1）経口的栄養摂取 

2）非経口的栄養摂取 

 

４ 食事栄養摂取に影響する要因とアセスメント 

    1) 成長・発達段階 

   2) 食習慣・生活習慣 

   3) 食事環境 

   4) 食欲 

   5) 摂食・嚥下機能 

   6) 消化・吸収機能 

 

５ 食事の援助 

1）食事援助の目的 

2）食事援助の方法 

  

 

 

Ⅱ 排泄  ＜１２ｈ＞ 
 

１ 排泄の意義          
  

２ 排泄のアセスメント 

   1) 排尿 

2) 排便 

 

３ 排泄に影響を及ぼす要因 

 

４ 病院における排泄 

1）排泄の場と適応 

2）排泄用具と適応 

 

５ 排泄の援助 

1）排泄援助の目的 

2）排泄援助の基本 

  

６ 排泄障害時の援助方法 

1）排尿障害：排尿困難、尿閉、尿失禁 

2）排便障害：便秘、下痢、便失禁 

 

 

テキスト 

・基礎看護学［３］：基礎看護技術Ⅱ（ 医学書院 ） 

・看護がみえる①基礎看護技術(メディックメディア) 

・看護がみえる②臨床看護技術(メディックメディア) 

評価方法 

・筆記試験 

校内実習  ＜２ｈ＞ 

 ①食事摂取の援助 

校内実習   

 ①床上排泄の援助       ＜４ｈ＞ 

・便器・尿器を用いた排泄援助 

・便器を用いた陰部洗浄 

②排尿・排便障害時の援助 

・グリセリン浣腸、摘便  ＜２ｈ＞ 

・一時的導尿       ＜２ｈ＞ 

 



講 義 要 項 

科目名 生活を整える技術Ⅱ １単位 １４回 開講期 １年次５月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【目標】 

１ 生活における清潔・衣生活の意義と援助の必要性を理解し、基本的な技術を習得できる。 

２ 生活における睡眠・休息の意義と援助の必要性および援助方法を理解できる。 

【講義内容】 

 

Ⅰ 清潔・衣生活   ＜１２ｈ＞ 

 

１ 衣生活 

1）衣生活の意義 

2）衣生活の条件 

3）衣生活のアセスメント 

  (1)着衣による生体への影響 

(2)病衣・寝衣の選択条件と交換の基準 

    4) 衣生活の自立困難な人への援助 

   (1)健康障害に関するニーズのアセスメント 

   (2)病衣・寝衣交換 

 

２ 清潔 

1）清潔・整容の意義 

2）身体各部の汚れの原因 

3）清潔援助の効果 

4）清潔のアセスメント 

   (1)清潔ニーズの把握 

   (2)身体各部における清潔状況 

   (3)清潔行動に影響する要因 

(4)清潔援助による身体への影響と方法の選択 

5）状態にあわせた清潔援助の方法 

   (1)入浴・シャワー浴 

   (2)部分浴 

   (3)全身清拭 

   (4)洗髪 

   (5)整容 

 

 

 

 

Ⅱ 睡眠と休息   ＜４ｈ＞ 

 

１ 睡眠・休息の意義 

２ 睡眠・覚醒のリズム 

1）サーカディアンリズム 

2）睡眠のリズム 

３ 睡眠障害 

４ 睡眠・休息のアセスメントと援助 

   1）睡眠・休息に影響を及ぼす因子 

   2）睡眠・休息を促す援助 

 

 

テキスト 

・基礎看護学［３］：基礎看護技術Ⅱ（ 医学書院 ） 

・看護がみえる①基礎看護技術(メディックメディア) 

評価方法 

・筆記試験 

 

校内実習    

 ①寝衣交換    ＜２ｈ＞ 

②足浴、爪切り  ＜２ｈ＞ 

③全身清拭    ＜４ｈ＞ 

④洗髪と整髪   ＜４ｈ＞ 

 



 

講 義 要 項 

科目名 診療に伴う技術 １単位 １４回 開講期 １年次１０月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【科目目標】 

１ 薬物療法の意義と安全、確実に与薬する必要性を理解し、基礎的な知識、技術を習得できる。 

２ 検査における看護師の役割を理解できる。 

【講義内容】 

 

Ⅰ 薬物療法と看護  ＜１４ｈ＞ 

１ 薬物療法の意義・目的 

  

２ 薬物療法の基礎知識 

1）薬物とは 

2）薬物の体内動態 

3）薬効に影響を与える因子 

4）与薬の指示と情報 

  (1)指示書の内容 

  (2)添付文書の活用 

  5）ジェネリック医薬品 

 

３ 与薬における看護師の役割 

1）保助看法で定める看護師の業務と責務 

  (1) 誤薬・患者誤認の防止（６Ｒの確認） 

  (2) 薬物の管理 

①薬剤の保管 

②毒薬・劇薬の管理 

③麻薬の管理 

     (3)与薬における看護師の範疇 

2）与薬を効果的に行うための看護師の役割 

  (1) 清潔・感染予防 

  (2) 説明と態度 

 

４ 与薬の種類と方法・留意点 

1）内用薬、外用薬  (※点眼薬は見て学ぶ技術） 

2）注射 

 (1)皮内注射      (2)皮下注射 

  (3)筋肉内注射     (4)静脈内注射 

   (5)点滴静脈内注射  (6)中心静脈注射 

  

５ 与薬の観察と管理 

    1)薬効・副作用の観察 

   2)輸液時の管理 

 

 

 

６ 輸液管理 

   1) 基礎知識 

    2) 援助の実際 

 

Ⅱ 検査に伴う看護  ＜４ｈ＞ 

１ 検査を受ける患者の心理  

 

２ 検査時の看護師の役割    

 

３ 検査時の看護 

1）侵襲的検査と非侵襲的検査    

（1）検体検査：尿、便、喀痰、血液 

（2）生体検査：内視鏡検査、骨髄穿刺（腰椎穿刺） 

 

テキスト 

・基礎看護学［３］：基礎看護技術Ⅱ（ 医学書院 ） 

・今日の治療薬 （ 南江堂 ） 

・系統看護学講座 別巻 臨床検査：（医学書院） 

・看護がみえる①基礎看護技術(メディックメディア) 

・看護がみえる②臨床看護技術(メディックメディア) 

評価方法 

・筆記試験 

・技術試験 

校内実習   

 ①与薬（経口、直腸内）               ＜２ｈ＞ 

②皮下注射、筋肉内注射の準備と実施  ＜４ｈ＞ 

③点滴静脈内注射の準備・実施        ＜４ｈ＞             



講 義 要 項 

科目名 臨床看護技術 １単位 １４回 開講期 ２年次４月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 救急救命士 

【目標】 

１ 健康障害を持つ対象を理解し、症状や経過に応じた看護援助が考えられる。 

２ その場の患者の状況に応じて、既習した看護技術を複数適用することができる。 

３ 救急状況での看護の役割を理解し、一次救命の技術を習得できる。 

【講義内容】 

 

Ⅰ 症状・状態に応じた看護   ＜１２ｈ＞ 

 

１ 臨床看護技術の特徴 

1）臨床とは何か 

2）入院医療の場 

3）臨床看護技術の位置づけ 

4）疾病のたどる経過 

 

２ 主要症状のある患者の看護 

1）症状と随伴症状 

2）観察とアセスメント 

3）援助の実際 

 

３ 症状・状態に応じた看護 

1）発熱 

(1)体温調節中枢の発熱時の機序 

(2)体温の観察とアセスメント 

  (3)発熱を緩和する援助 

2）呼吸困難  

(1)呼吸困難とは 

(2)呼吸の観察とアセスメント 

(3)呼吸困難を緩和する援助 

  3)浮腫 

    (1)浮腫とは 

    (2)浮腫の観察とアセスメント 

    (3)浮腫を緩和する援助 

 

 

 

 

 

Ⅱ 救急法    ＜２ｈ＞ 

 

１ 救急状況と看護 

1） 救急状況とは 

2） 生命活動のアセスメント 

3）救急法 

  (1)一次救命処置 

  (2)二次救命処置 

  (3)包帯法、止血法 

  4）救急状況にある患者と家族への看護 

 

 

 

テキスト 

・基礎看護学［３］：基礎看護技術Ⅱ（ 医学書院 ） 

・看護過程に沿った対症看護（ 学研 ） 

・看護がみえる①基礎看護技術(メディックメディア) 

 

評価方法 

・筆記試験 

 

校内実習・演習   

①罨法・酸素吸入法  ＜２ｈ＞ 

②症状の観察とケア  ＜４ｈ＞ 

校内実習：救急法（上級救命講習受講） ＜８ｈ＞ 

①気道確保の仕方 

②人工呼吸法 

③心臓マッサージ 

④ＡＥＤ 

⑤止血法 

 


