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必
　
修

選
　
択

自
　
由

前
期

後
期

前
期

後
期

101 2前 2 2 中村悦子・本間昭子・☆内山美枝子

102 1後 2 2 ☆小林恵子・坪川トモ子・☆山田知佳

103 1後 2 2 池田かよ子・菅原真優美・☆宮坂道夫

104 1前 2 2 ○本間恵美子

105 1前 2 2 中村悦子・渡邊典子・斎藤まさ子

106 1前 2 2 中平浩人

107 1前 2 2 菅原真優美・鈴木宏・中平浩人

108 1前 2 2 金子史代

109 1後 2 2 金子史代・○中野啓明

110 1前 2 2 中村恵子

111 1後 2 2 鈴木宏・☆中村勝

201 1前 2 2 渡邉タミ子・池田かよ子・渡邊典子

202 1前 2 2 渡邊典子・池田かよ子

203 1前 2 2
渡邉タミ子・本間昭子・鈴木宏
○真壁あさみ・斎藤まさ子

204 1後 2 2 渡邊典子・渡邉タミ子・本間昭子・塚原加寿子

205 １後 2 2 本間昭子・池田かよ子・塚原加寿子

206 １後 2 2 本間昭子・渡邉タミ子・池田かよ子・渡邊典子

301 1前 2 2 金子史代・中平浩人・佐々木祐子・上原喜美子

302 1前 2 2 金子史代・佐々木祐子・柄澤清美・上原喜美子

303 1後 2 2 佐々木祐子・上原喜美子・清水理恵

304 1後 2 2 佐々木祐子・上原喜美子・清水理恵

305 1後 2 2 佐々木祐子・上原喜美子・清水理恵

401 1前 2 2 中村悦子・中根薫・和田由紀子・○浅田剛正

402 1後 2 2 中根薫・中村悦子・☆伊藤孝憲

403 1前 2 2 中根薫・和田由紀子・瀬倉幸子

404 1後 2 2 和田由紀子・中根薫・瀬倉幸子

405 1後 2 2 中村悦子・中根薫・和田由紀子・瀬倉幸子

看
護
学

特
別
研
究

501 1通・2通 8 2 2 2 2
中村悦子・金子史代・渡邉タミ子・本間昭子・池
田かよ子・渡邊典子・佐々木祐子・中根薫

〇学部専任教員

☆学外非常勤講師

担当教員 備考

共
通
科
目

看護教育学

看護政策論

看護倫理

看護心理学

看護研究法

看護情報統計学

原著講読

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 1年 2年

母子看護学特論Ⅲ

母子看護学演習Ⅰ

看護学特別研究

母子看護学演習Ⅱ

成
人
看
護
学

分
野

成人看護学特論Ⅰ

成人看護学特論Ⅱ

成人看護学演習Ⅰ

母子看護学実習

成人看護学実習

看護管理学実習

教育課程表（平成29年度入学生適用）

講義
番号

成人看護学演習Ⅱ

看
護
管
理
学

分
野

看護管理学特論Ⅰ

看護管理学特論Ⅱ

看護管理学演習Ⅰ

看護管理学演習Ⅱ

看護理論

ケアリング論

教育心理学

国際保健看護学

専
門
科
目

母
子
看
護
学
分
野

母子看護学特論Ⅰ

母子看護学特論Ⅱ



　2年

101 教科名

2 必・選 必修 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 看護教育学　歴史的編成　文献 ＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

２回
看護教育と看護教育学　看護教育制
度

＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

３回
看護教育と看護教育学　看護教育制
度

＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

４回
教育課程の構造　カリキュラムの構成
カリキュラムの類型

＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

５回
教育課程の構造　カリキュラムの構成
カリキュラムの類型

＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

６回
教授方略　　教授方術　　教材・教具
教育評価

＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

７回
教授方略　　教授方術　　教材・教具
教育評価

＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

８回 看護継続教育　　キャリア形成 ＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

９回 認定・専門看護師　教育課程 ＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

１０
回

キャリア開発　　教育プログラム ＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

１１
回

キャリア開発　　教育プログラム ＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

１２
回

キャリア開発　　教育プログラム ＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

１３
回

キャリア開発　　教育プログラム ＜予習＞プレゼンテーションの準備

１４
回

ケアリングの概念　　　教育的ケアリン
グモデル

＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

１５
回

ケアリングの概念　　　教育的ケアリン
グモデル

＜予習＞指示したテキスト、文献を事前に読んでおくこと。

0%

0%

60%

0%

40%

100%

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　日本の看護教育の歴史的変遷と特徴を踏まえて、現代の看護教育における課題について理解する。また看護専門職者としてキャリア形成について考察する。

学生の学習
（行動）目標

１．日本の看護教育における歴史的変遷を通して今日的課題を述べることができる。
２．看護教育における教育課程のあり方とその作成過程について説明できる。
３．看護教育における教育方法と教育評価について説明できる。
４．看護専門職として生涯学習・継続学習の必要性を理解し、キャリア教育プログラムを明確に述べることができる。

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

看護教育学

中村　悦子、本間　昭子、内山　美枝子

看護基礎教育における教育課程２　―教育内容―

看護基礎教育における教育課程３　―教育方法―

看護基礎教育における教育課程４　―教育評価―

看護職の将来像ーキャリア教育プログラムを作成する

キャリア教育プログラムの成果発表

生涯学習・継続学習の概念と看護専門者としてのキャリア形成　　　　（中村　悦子）

認定・専門看護師教育課程―看護職の役割拡大について

看護職の将来像ーキャリア教育プログラムを作成する

内　　容

ガイダンス（授業内容と授業の進め方）等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村  悦子）

日本の看護教育の歴史的変遷１　－基礎教育課程ー　　　　　　　　　　 　(内山美枝子)

日本の看護教育の歴史的変遷２

看護基礎教育における教育課程１　―教育理念と教育目標―

小テスト

試験

レポート

学習態度

看護職の将来像ーキャリア教育プログラムを作成する

ケアリングカリキュラム（抄読）                                                   (本間昭子)

授業計画（シラバス）

ケアリングカリキュラム（抄読）

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック
課題レポートは添削の上、評価によりフイードバックする。

備考
課題レポート（課題：看護教育の将来構想）で評価する。（60％）
その他では、成果発表の内容やプレゼンテーションの方法・態度で評価する。（40％）

その他

計

テキスト
１. 杉森みど里、舟島なをみ著：「看護教育学 第５版」　医学書院　2014 \５１８４
２. Jean Watson著　安酸史子監訳：「ケアリングカリキュラム（看護教育の新しいパラダイム）　」医学書院　20１１　\３９９０



1年

102 教科名

2 必・選 選択 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 政策、施策 【事前学習】参考書などで自己学習する。

２回 看護政策、概念、策定 【事前学習】参考書などで自己学習する。

３回 看護政策、看護行政 【事前学習】参考書などで自己学習する。

４回 看護法令、保健医療福祉関係法令
【事前学習】各自提示された課題についてまとめ、プレゼン
資料として持参する。

５回 保健師助産師看護師法の成立過程と課題
【事前学習】各自提示された課題についてまとめ、プレゼン
資料として持参する。

６回 看護師、保健師、助産師、人材確保
【事前学習】各自提示された課題についてまとめ、プレゼン
資料として持参する。

７回 看護職員、就業構造
【事前学習】各自提示された課題についてまとめ、プレゼン
資料として持参する。

８回 看護政策、看護行政、策定、課題
【事前学習】各自が関心のある看護政策および課題につい
てまとめ、プレゼン資料として持参する。

９回 看護政策、看護行政、策定、課題 グループワークに使用する資料の準備をしてくる。

１０
回

看護政策、看護行政、企画、策定
【事前学習】各自が看護政策の企画書を立案し、プレゼン資
料として持参する。

１１
回

看護政策、看護行政、企画、策定 グループワークに使用する資料の準備をしてくる。

１２
回

看護政策、看護行政、企画、策定 グループワークに使用する資料の準備をしてくる。

１３
回

看護政策、看護行政、企画、策定 全体発表の準備をしてくる。

１４
回

看護政策、看護行政、能力
【事前学習】各自が看護政策能力についてまとめ、プレゼン
資料として持参する。

１５
回

看護政策、看護行政、能力、課題
【事前学習】各自が看護政策への関与のあり方と課題につ
いてまとめ、プレゼン資料として持参する。

0%

0%

70%

30%

0%

100%

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　わが国における看護制度・看護政策・看護教育の変遷を学び、戦後の保健師助産師看護師法の成立過程と看護諸政策のプロセスを理解する。また、看護政策決定過程と関連
諸団体との連携・協働のあり方について学修し、地方行政レベルの看護行政をめぐる諸課題、政策決定過程への看護職者の関与のあり方について探究する。

学生の学習
（行動）目標

１．日本の看護制度や保健・医療政策の変遷を理解することができる。
２．保健師助産師看護師法成立過程と看護諸政策のプロセスを理解することができる。
３．看護政策決定過程と関連諸団体との連携・協働について考察することができる。
４．看護行政をめぐる諸課題、政策決定への看護職者の関与のあり方を探究することができる。

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

看護政策論

小林　恵子、坪川　トモ子、山田　知佳

保健師助産師看護師法の成立過程と課題　　　　　　　　（坪川）

看護師等の人材確保の促進に関する法律と課題　　　　（坪川）

看護職員の就業構造と課題　　　　　　　　　　　　　　　　　（坪川）

看護政策の企画発表 とディスカッション（演習）（１）　　（小林・坪川）

看護政策の企画発表 とディスカッション（演習）（２）　　（小林・坪川）

看護政策と課題（演習）（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　（坪川）

看護政策と課題（演習）（２）　　　　　　　　　　　　　　　　　（坪川）

看護政策の企画立案（演習）（１）　　　　　　　　　　　　　 （坪川）

内　　容

政策とは何か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小林）

看護政策の概念と策定過程　　　　　　　　　　　　　　　　　（小林）

看護政策と看護行政 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山田）

看護法令、医療法保健・医療・福祉関係の法令　　　　　（坪川）

小テスト

試験

レポート

学習態度

看護政策の企画立案（演習）（２）　　　　　　　　　　　　　 （坪川）

看護政策・施策に必要な能力　　　　　　　　　　　　　　　 （小林・坪川）

授業計画（シラバス）

看護職者の政策関与のあり方と課題　　　　　　　　　 　 （小林・坪川）

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック ・毎回のディスカッションを通してフィードバックする。

備考
課題レポート70％。
学習態度30%は、ディスカッションやプレゼンテーションなど参加度で評価する。

その他

計

テキスト 不要（随時、資料を配布します。）



1年

103 教科名

2 必・選 必修 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回
ヒポクラテスの誓い、ニュルンベルク綱
領、ヘルシンキ宣言、リスボン宣言

テキストの該当ページ（p.3-26）を読んで講義に臨むこと。

２回
事実と価値、記述倫理と規範倫理、
法・倫理・モラル、帰結主義と義務論、
ケアの倫理

テキストの該当ページ（p.29-42）を読んで講義に臨むこと。

３回 生命倫理の四原則、バルセロナ宣言 テキストの該当ページ（p.42-48）を読んで講義に臨むこと。

４回
患者の権利・利益・尊厳の保護、イン
フォームドコンセント、判断能力、代理
決定

テキストの該当ページ（p.42-48）を読んで講義に臨むこと。

５回
セカンド・オピニオン、医療安全とリス
ク管理、事前指示、事前ケア計画

テキストの該当ページ（p.48-54）を読んで講義に臨むこと。

６回
四分割法、臨床倫理委員会、臨床倫
理コンサルテーション

テキストの該当ページ（p.48-54）を読んで講義に臨むこと。

７回
ナラティヴ・アプローチ、患者・家族・医
療者の物語、物語の不調和、不調和
の調停

テキストの該当ページ（p.55-68）を読んで講義に臨むこと。

８回
医療職種の相互理解と連携、患者の
自己決定の支援、意思決定の共有

テキストの該当ページ（p.55-68）を読んで講義に臨むこと。

９回
看護倫理の歴史　倫理教育　徳の倫
理　原則の倫理　ケアの倫理

　　提示した文献または配布資料を読んでくること。

１０
回

倫理的分析の視点　倫理的意思決定
モデル

　　提示した文献または配布資料を読んでくること。

１１
回

看護倫理　意思決定　事例検討
提示された事例を読んでくること。前半の講義の復習をしてく
ること。

１２
回

看護倫理　意思決定　事例検討　まと
め

提示された事例を読んでくること。前半の講義の復習をしてく
ること。

１３
回

研究と看護倫理
提示された事例を読んでくること。前半の講義の復習をしてく
ること。

１４
回

看護倫理　意思決定　事例検討
提示された事例を読んでくること。前半の講義の復習をしてく
ること。

１５
回

看護者の倫理的責任 今までの講義で学んだことを復習してくること。

0%

0%

30%

30%

40%

100%

講義の概要
(教育目標を含む)

内　　容

倫理的問題分析の方法論：物語論（１）

倫理的問題分析の方法論：物語論（２）

看護倫理の歴史と看護職の倫理規範　　　　　　　　　　　　　　　　　（池田かよ子）

医療倫理の歴史と現状の課題                                            （宮坂　道夫）

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

看護倫理

池田　かよ子、菅原　真優美、☆宮坂　道夫

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　看護倫理の歴史的背景及び看護倫理を探究する上で基盤となる重要な概念や理論を学修し、看護実践上で遭遇する倫理的諸問題の解決に向けた分析の方法論を理解する。
看護実践上の倫理的問題事例を取り上げ、事例に応じた最適な方法論を活用し、倫理的意思決定アプローチについて学修する。また、看護の実践者、教育者、研究者としての責
任と役割について考究する。

学生の学習
（行動）目標

１．看護倫理の歴史的背景と現状の問題・課題について説明できる。
２．倫理的問題分析の方法論について説明できる。
３．看護の実践上で生じる倫理的諸問題を分析し意思決定アプローチについて説明できる。
４．看護の実践者、教育者、研究者としての責任と役割について説明できる。

授業計画（シラバス）

医療倫理学の方法論、基本的概念と構造

倫理的問題分析の方法論：原則論（１）

倫理的問題分析の方法論：原則論（２）

倫理的問題分析の方法論：手順論（１）

倫理的問題分析の方法論：手順論（２）

看護における倫理的意思決定の方法論

テキスト

講義で学んだ分析方法を用いて事例を検討（２）

講義で学んだ分析方法を用いて事例を検討（１）　　　　　　　　　　（菅原真優美）

講義で学んだ分析方法を用いて事例を検討（２）

小テスト

看護の実践者、教育者、研究者としての倫理的責任について検討する

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック レポート課題、プレゼンテーションについては、各担当教員がレポートおよび講義の中でコメントを行う。

講義で学んだ分析方法を用いて事例を検討（１）

試験

レポート

学習態度

備考

・レポート課題で理解度を評価する。
・学習態度は授業の準備・参加状況で評価する。
・その他はプレゼンテーションの内容や方法で評価する。
・各担当教員の評価点は宮坂：50点、池田：30点、菅原：20点とし、3人の教員の合計点を教科の評点とする。

その他

計

宮坂道夫：医療倫理学の方法(第2版)、医学書院、2011、\3024．



1年

104 教科名

2 必・選 選択 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 看護心理学、健康 配布プリントと討論された内容の理解

２回 ストレッサー、ストレス反応 配布プリントと討論された内容の理解

３回 ソーシャル・サポート 配布プリントと討論された内容の理解

４回 自己効力感、コーピング 配布プリントと討論された内容の理解

５回 小集団、集団過程 配布プリントと討論された内容の理解

６回 乳児期、幼児期 配布プリントと討論された内容の理解

７回 児童期、青年期 配布プリントと討論された内容の理解

８回 成人期、老年期 配布プリントと討論された内容の理解

９回 家族システム、ライフサイクル 配布プリントと討論された内容の理解

１０
回

ストレスマネジメント 配布プリントと討論された内容の理解

１１
回

筋弛緩法、呼吸法 配布プリントと討論された内容の理解

１２
回

臨床動作法 配布プリントと討論された内容の理解

１３
回

臨床動作法 配布プリントと討論された内容の理解

１４
回

マインドフルネス 配布プリントと討論された内容の理解

１５
回

ウェルビーイング 配布プリントと討論された内容の理解

0%

0%

0%

50%

50%

100%

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　看護における人間関係および健康に問題を抱える人へのアプローチを心理学的な視点から捉えなおし再検討する。そのために、特に社会心理学的な視点、臨床心理学的視点
を中心に、関連する諸理論について教授する。さらに、これらの考え方を看護の場面に実際に適用できるよう、ディスカッションやロールプレイを用いて考察を深める。

学生の学習
（行動）目標

１． 看護に関連する人間関係について心理学的アプローチから理解し、対処を検討できる。
２． 健康に問題を抱える人について心理学的視点から考察し、その問題点について対処を検討できる。

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

看護心理学

本間　恵美子

小集団における人間の行動

発達段階とこころの健康Ⅰ

発達段階とこころの健康Ⅱ

ストレス緩和技法２：臨床動作法(1)

ストレス緩和技法３：臨床動作法(2)

発達段階とこころの健康Ⅲ

家族のライフサイクルとこころの健康

ストレスマネジメント教育

内　　容

ガイダンス、看護心理学とは

ストレスの過程

ソーシャル・サポートとその効果

ストレスの緩和要因

小テスト

試験

レポート

学習態度

ストレス緩和技法１：心身的アプローチ

ストレス緩和技法４：マインドフルネス

授業計画（シラバス）

まとめ

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック プレゼンテーションについてのフィードバックは授業時に行なう。

備考
学習態度は、参加状況、発表態度による。
その他は、授業時に行なわれたプレゼンテーションによる。

その他

計

テキスト プリントを適宜配布する。



1年

105 教科名

2 必・選 必修 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回
看護研究の種類　研究プロセス　研究
の倫理指針

＜予習＞提示した文献を読み、研究の種類、倫理的問題につ
いて整理してくること。

２回 　課題の明確化
＜予習＞今までに取り組んだ研究を振り返り、そのプロセスを
整理してくること。

３回 研究の枠組み　研究デザイン ＜予習＞提示した文献を読み参加すること。

４回 文献検索　文献カード ＜予習＞提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

５回
ＫＪ法　グランデッド・セオリーアプロー
チ　テキストマイニング　インタビュー

＜予習＞各自に提示された研究法に関する文献を読み、その
研究法について簡単にまとめてくること。

６回 ＫＪ法　　質的統合法
＜予習＞提示された文献からＫＪ法の特徴を整理して臨むこ
と。

７回
グランデッド・セオリーアプローチ　理
論特性

＜予習＞グランデッド・セオリーアプローチについて、各自関
心がある部分を書籍を用いてまとめて臨むこと。

８回
M-GTA　データ　分析テーマ　概念の
生成法

＜予習＞提示した資料を復習し、M-GTAを使った論文を読ん
で臨むこと。

９回 テキストマイニング法 ＜復習＞テキストマイニング法の特徴を整理し復習する。

１０
回

量的研究方法の種類　データ収集方
法

＜予習＞提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

１１
回

准実験研究、調査研究
＜予習＞提示した文献を読み、課題の整理、プレゼンテーショ
ンの準備をしてくること。

１２
回

ニーズ研究、実験研究、相関的研究
＜予習＞提示した文献を読み、課題の整理、プレゼンテーショ
ンの準備をしてくること。

１３
回

評価研究、方法論的研究
＜予習＞提示した文献を読み、課題の整理、プレゼンテーショ
ンの準備をしてくること。

１４
回

質問の構成、質問形式 ＜予習＞提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

１５
回

研究計画書　倫理審査 ＜予習＞提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

0%

0%

60%

20%

20%

100%

テキスト

量的研究方法論（３）

質問紙作成

小テスト

試験

その他

計

必要時、指示する。

量的研究方法論（１）

質的研究方法論（２）

量的研究方法論（２）

レポート

学習態度

量的研究方法とデータ収集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡邊　典
子）

研究計画書と研究の倫理審査

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック
・課題レポートは添削し、評価する。N-COMPASSのレポート機能を使って評価を伝える。
・学んだことについて発言を求める。必要に応じ、補足説明をする。
・プレゼンテーションでは内容の理解と達成度について評価し、助言する。

備考
・課題レポート60％
・学習態度は討議への参加（発言）の状況20％
・プレゼンテーション20％

文献検索と活用

質的研究方法とデータ収集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（斎藤まさ
子）

質的研究方法論（１）

質的研究方法論（２）

質的研究方法論（３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村　悦
子）

講義の概要
(教育目標を含む)

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　看護研究は看護の効果的な発展に寄与するものである。本科目では、看護研究に重要な科学的・論理的思考と倫理的視点を養い、研究方法の種類と概要、研究プロセス、デー
タの特性と分析方法について教授する

学生の学習
（行動）目標

１．基本的研究方法とプロセスを学び、研究の倫理（研究者の責任や倫理的配慮）について説明できる。
２．質的研究デザインと方法について説明できる。
３．量的研究デザインと方法について説明できる。
４．文献検討の意義と方法について説明できる。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

看護研究法

中村　悦子、渡邊　典子、斎藤　まさ子

研究課題の明確化

内　　容

研究プロセスの外観　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村　悦
子）

研究を導く理論・概念枠組み

授業計画（シラバス）

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連



1年

106 教科名

2 必・選 選択 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習）の内容と分量　 (Textページ）

１回 エビデンス　EBM　EBN　母集団　標本
１．EBMについて学習してくる。(p.104,112左列,100左列)
２．母集団と標本の関係を学習してくる。(p.20左列,84)

２回 量的変数　質的変数　相関係数
１．データの種類を学習してくる。(p.2-9)
２．相関係数を学習してくる。(p.61,62,64,65)

３回 平均　中央値　分散　標準偏差
１．平均値と中央値を学習してくる。(p.10,11,18,19)
２．偏差の合計を計算してくる。(p.12,13)

４回 標準正規分布　中心極限定理
１．標本分布と標本平均の分布を予習する。(p.14-17,88左上)
２．中心極限定理を理解してくる。(p.20右列,21)

５回 信頼区間 １．95％信頼区間の意味を理解してくる。(p.22-23)

６回 帰無仮説　有意水準　統計量
１．仮説検定の手順を予習してくる。(p.38左列,42)
２．有意水準を説明できるようにしてくる。(p.38右列)

７回
有意確率
第1種の過誤　第2種の過誤　検出力

１．有意確率と統計量の大小関係を理解する。(p.38右,94右)
２．2つの過誤を理解してくる。(p.40左列,91-93)

８回
F検定　Studentのｔ検定　Welchのｔ検
定　ノンパラメトリック法

１．F検定の必要性を予習してくる。(p.88左下)
２．ｔ検定の使い分けを予習してくる。(p.44-49,89)

９回
一元配置分散分析　多重比較
Kruskal-Wallis検定

１．分散分析の理論を予習してくる。(p.50-52)
２．多重比較の必要性を予習してくる。(p.40右列)

１０
回

Z検定　カイ2乗分布
独立性の検定　直接確率法

１．独立性の検定の手順を予習してくる。(p.53-55,58-60)
２．期待度数を計算できるようにしてくる。(p.56例1)

１１
回

イェーツの補正　直接確率法
マクネマー検定

１．直接確率法の使用条件を予習してくる。(p.55右列)
２．マクネマー法を学習してくる。(p.56,57)

１２
回

重回帰分析　ロジスティック回帰
論文における統計学的分析方法

１．多変量解析に目を通してくる。(p.66-83)
２．事前配布の学術論文の「方法」を読む。

１３
回

一般的な統計ソフト １．事前配布の操作マニュアルを読み込んでくる。

１４
回

高度な統計ソフト １．事前配布の操作マニュアルを読み込んでくる。

１５
回

高度な統計ソフト １．事前配布の操作マニュアルを読み込んでくる。

0%

0%

100%

0%

0%

100%

テキスト

その他

計

テキスト
　　臨床研究マイスターへの道　医学統計学が身につくテキスト A. Petrie, C. Sabin著、杉森裕樹訳 メデイカル･サイエンス･インターナショナル 2014  3,888円税込

レポート

学習態度

IBMSPSSの使用法、重回帰分析　ロジスティック回帰

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック

授業中の質疑応答で、予習および復習した内容を確認していく。

備考

レポートは問題形式

頻用される統計学的検定法（３）対応のない2群の比率の検定①

高度な統計学的検定法
論文クリティーク

IBMSPSSの使用法、記述統計、平均、分散、効果量、、2群の差の検定　分散分析

小テスト

試験

１．正しい調査研究プロトコールを作成することができる。
２．情報収集および処理と活用ができる。
３．既存の医療情報・論文を正しく理解し、活用できる統計学を説明できる。

授業計画（シラバス）

統計の基礎（６）　仮説検定、ｐ値

頻用される統計学的検定法（１）対応のない/ある2群の平均値の比較

頻用される統計学的検定法（２）分散分析、多重比較

看護情報統計学

中平　浩人

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　なぜ看護研究に統計解析が必要なのか、統計解析が有効となるための調査研究プロトコールがいかに重要かを教授し、よりエビデンスレベルの高い知見を得るための調査研究
計画の基本を学ぶ。次に、統計の基礎を学び、続いて頻用される統計学的検定法および高度な統計学的検定法を教授する。そのうえで、多変量データ解析の最新の動向につい
て学び、実際の看護学/医療に関する研究論文を読み、その研究計画、方法論、バイアス・交絡などについて文献を各学生がクリティークし、その内容をプレゼンテーションする。
　また、IBM SPSS Statistics等の統計ソフトを用いて、各自が自分自身で統計的データ解析ができるようになることを目標とする。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

Excel分析ツールの使用法、記述統計、2群の差の検定、独立性の検定

頻用される統計学的検定法（４）対応のない2群の比率の検定②
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対応のある2群の比率の検定

内　　容

看護研究における統計解析の必要性、調査研究計画の重要性

統計の基礎（１）　データの種類　　相関と回帰

統計の基礎（２）　代表値・散布度

統計の基礎（３）　分布、標本平均の分布

統計の基礎（４）　信頼区間

統計の基礎（５）　仮説検定、α

学生の学習
（行動）目標



1年

107 教科名

2 必・選 必修 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 辞書無しの英文読解、小説 「快読１００万語」を熟読する、英文小説を読む

２回 辞書無しの英文読解、小説 「快読１００万語」を熟読する、英文小説を読む

３回 辞書無しの英文読解、文献 与えられた英文論文を指示された方法で予習する

４回 辞書無しの英文読解、文献 与えられた英文論文を指示された方法で予習する

５回 辞書無しの英文読解、文献 与えられた英文論文を指示された方法で予習する

６回
読解法
Abstract

事前に配布（レジュメに掲載）された資料を読んでくる。

７回 Introduction,  Objectives 事前に配布（レジュメに掲載）された資料を読んでくる。

８回 Study design, Subjects & Methods 事前に配布（レジュメに掲載）された資料を読んでくる。

９回 Results 事前に配布（レジュメに掲載）された資料を読んでくる。

10回 Discussion,  Reference 事前に配布（レジュメに掲載）された資料を読んでくる。

１1回 電子ジャーナル、検索、Web辞書
１回目の予習は不要です。貸与されているパソコンを用意して
ください。

１2回 英文講読 事前に配布された資料に目を通してくる。

13回 英文講読 事前に配布された資料に目を通してくる。

１4回 英文講読 事前に配布された資料に目を通してくる。

15回 英文講読 事前に配布された資料に目を通してくる。

0%

0%

0%

0%

100%

100%

小テスト

試験

テキスト

レポート

学習態度

医療・保健分野の英文資料を用いての講読演習　（3）

Lifestyle and Cancer Preventionに関する学術論文の講読演習　（１）

Lifestyle and Cancer Preventionに関する学術論文の講読演習　（２）

Lifestyle and Cancer Preventionに関する学術論文の講読演習　（３）

Lifestyle and Cancer Preventionに関する学術論文の講読演習　（４）

看護領域の英文資料を用いての講読演習　（３）（量的研究）

インターネット、PCを用いた英文の検索と講読

看護領域の英文資料を用いての講読演習　（１）（アブストラクト、全体像）

看護領域の英文資料を用いての講読演習　（２）（構文と文脈）

Lifestyle and Cancer Preventionに関する学術論文の講読演習　（５）

英文読解応用（２）

医療・保健分野の英文資料を用いての講読演習　（2）

医療・保健分野の英文資料を用いての講読演習　（１）

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

英文読解のための知識や技術を学修し、英文読解能力を涵養する。また、医療・保健・看護分野の英文資料の講読を通して、それらの内容を説明できるように教授する。

学生の学習
（行動）目標

1. 英語論文の形式について説明できる。
2. 英語の看護・医学用語に慣れ、使うことができる。
3. 英文による看護・医療・保健分野の研究論文の検索方法がわかる。
4. 英文による研究論文を読み、概要を説明することができる。
5. 海外の保健・医療・看護分野の動向について英文資料の講読を踏まえて説明できる。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

原著講読

菅原　真優美（11～15回）、鈴木　宏（1～5回）、中平　浩人（6～10回）

授業計画（シラバス）

看護領域の英文資料を用いての講読演習　（４）海外の文献から看護の動向を読み
解く

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 毎回の準備学習と授業での質問・発言によって行う。

備考 その他：質問・発言、課題の達成度その他

計

内　　容

英文読解応用（１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回から５回（鈴木　宏）



1年

108 教科名

2 必・選 選択 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 看護理論、歴史、用語、分析
＜予習＞　「看護理論集」の序を読んで看護理論の歴史的背
景をまとめておく。

２回 年代、理論
＜予習＞　「看護理論集」の序を読んで看護理論の発展過程
をまとめておく。

３回 理論の構成要素、分類、特徴
＜予習＞　「看護理論家の業績と理論評価」から第2章看護理
論を読んで理論の構成要素をまとめておく。

４回 理論、援助、研究、強みと限界
＜予習＞　「看護理論家の業績と理論評価」から第2章看護理
論を読んで理論の活用と課題をまとめておく。

５回 病気、回復過程、健康人の看護
＜予習＞ナイチンゲール「看護覚え書　看護であること、看護
でないこと」の序章をよみ論点をまとめておく。

６回 健康、環境、看護
＜予習＞　ナイチンゲール「看護覚え書　看護であること、看
護でないこと」の序章をよみ論点をまとめておく。

７回 the stream of life
＜予習＞　ヘンダーソン「看護に基本となるもの　看護婦の独
自に機能　を読み、論点をまとめておく。

８回 get inside the skin
＜予習＞　ヘンダーソン「看護に基本となるもの　人間の基本
的な欲求　　　およびそれら知基本的看護の関係」を読み、論
点をまとめておく。

９回 優れるということの意味
＜予習＞　「ヴァージニア・ヘンダーソン論文集　増補版　看護
に優れるとは」を読み、論点をまとめておく。

１０
回

＜看護過程＞の今日的意味
＜予習＞　「ヴァージニア・ヘンダーソン論文集　増補版　ザ・ナーシングプロセス　こ
の呼び名ではこれでよいのだろうか？」を読み、論点をまとめておく。

１１
回

セルフケア理論
＜予習＞　「看護実践に活かす中範囲理論　」第Ⅱ章の１を読
み、「セルフケア理論」について論点をまとめておく。

１２
回

セルフケア不足理論
＜予習＞　「看護実践に活かす中範囲理論　」第Ⅱ章の１を読
み、「セルフケア不足理論」について論点をまとめておく。

１３
回

看護システム理論
＜予習＞　「看護実践に活かす中範囲理論　」第Ⅱ章の１を読
み、「看護システム理論」について論点をまとめておく。

１４
回

結果予期、効力予期
＜予習＞　「看護実践に活かす中範囲理論　」第Ⅱ章の15を
読み、「自己効力感」について論点をまとめておく。

１５
回

自己効力感の4つの情報
＜予習＞　「看護実践に活かす中範囲理論　」第Ⅱ章の16を
読み、「自己効力感」について論点をまとめておく。

0%

0%

40%

30%

30%

100%

テキスト

その他

計

不要

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック

レポートの課題は授業で提示する。レポートに対する評価はその視点を明示し、それに基づいてコメントしフィード
バックする。

備考
学習態度は準備と発言とする。
その他は、プレゼンテーションとする。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

看護理論の抄読：セルフケア不足看護理論３

看護理論の抄読：セルフケア不足看護理論１（理論の看護実践への活用）

内　　容

看護理論の歴史的背景

看護理論の発展過程

看護理論の概要

看護実践における理論の活用と課題

看護理論の抄読：看護は何をなすべきか１

看護理論の抄読：看護は何をなすべきか２

学生の学習
（行動）目標

１．看護理論の科学的解釈、論理的枠組みを説明できる。
２．看護の諸理論の歴史と動向、理論開発のレベルを説明できる。
３．看護実践及び調査における理論の役割を理解し、自らの考えを発展させ、看護実践への活用を説明できる。

看護理論の抄読：看護の独自性１

看護理論

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

単位数 金子　史代

講義の概要
(教育目標を含む)

　看護実践の基盤となる看護理論と看護現象との関係について、看護の科学的解釈、論理的枠組みの探求を通して理解を深める。看護の諸理論の歴史と動向、理論開発のレベ
ルを学ぶとともに、看護実践及び調査における理論の役割を理解し、自らの考えを発展させ、看護実践への活用を探求する。

看護理論の抄読：看護の独自性２

看護理論の抄読：看護の独自性３

看護理論の抄読：看護の独自性４

看護理論の抄読：セルフケア不足看護理論２

看護理論の抄読：自己効力感１

小テスト

試験

レポート

学習態度

看護理論の抄読：自己効力感２



1年

109 教科名

2 必・選 必修 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 cure、care、nursing
<予習＞シラバスを読み込んでおくとともに、『ケアリングの現
在』序章及び　第4章を通読しておくこと。

２回
ケアする人、ケアされる人、関係性、
存在論

<予習＞事前に配布した資料を読み、論点をまとめておくこと。

３回 教育的関係
<予習＞事前に配布した資料に目を通しておくとともに、テキス
ト第2章を通読しておくこと。

４回
志向性、世界＝内＝存在、
現象学的方法

<予習＞事前に配布したした資料を読み、論点をまとめておく
こと。

５回 メイヤロフ、ハルト、ノディングズ
<予習＞『ケアリングの現在』を参考に、メイヤロフ、ハルト、ノ
ディングズのケアリング論の特徴をまとめてくること。

６回 質問、協同、拒絶、バーンアウト <予習＞事前に配布した資料を読み、論点をまとめておくこと。

７回
ケアリング関係の維持と向上、ケアリ
ング・カリキュラム

<予習＞『ケアリングの現在』第1章及び第11章を読み、論点を
まとめておくこと。

８回 人間的な表現、人間のあり方、人間性
<予習＞ローチ「アクト・オブ・ケアリング」序論を読んで論点を
まとめておく。

９回
ケアリングと看護学　ヒューマンケアリ
ング

<予習＞ローチ「アクト・オブ・ケアリング」、第1章を読んで論点
をまとめておく。

１０
回

健康、Well‐being（良好）、人間存在
<予習＞「ドロセア・E．オレムにおける看護のセルフケア不足
理論の基礎的研究」第2章を読み、論点をまとめておく。

１１
回

セルフケア、ケアリングの概念
<予習＞「ドロセア・E．オレムにおける看護のセルフケア不足
理論の基礎的研究」第3章を読み、論点をまとめておく。

１２
回

民間的ケアと専門的ケア
<予習＞「看護理論家の業績と理論評価」の第12章を読み、論
点をまとめておく。

１３
回

看護の核としてのケアリング
<予習＞「看護理論家の業績と理論評価」の第22章を読み、論
点をまとめておく。

１４
回

気づかいの第一義性、気づかいと看
護

<予習＞「看護理論家の業績と理論評価」の第27章を読み、論
点をまとめておく。

１５
回

ケア、ケアリング、看護
<予習＞「ドロセア・E．オレムにおける看護のセルフケア不足
理論の基礎的研究」第4章読み、論点をまとめておく。

0%

0%

40%

30%

30%

100%

テキスト

その他

計

１．中野啓明・金子史代他著：ケアリングの現在、晃洋書房2006.　2,700円
２．金子史代著：ドロセア・E．オレムにおける看護のセルフケア不足理論の基礎的研究
－ケアリング・学習・援助を中心にして－、看護の科学社2004.　(図書館　電子ブック）

レポート

学習態度

オレムの「看護として現れるケア、ケアリング」　　　　(８回から15回　金子　史代)

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック

レポートの課題は授業の前に提示する。レポートに対する評価はその視点を授業中に明示し、それに基づいてコ
メントし
フィードバックする。

備考 学習態度は準備と発言とする。
その他は、プレゼンテーションとする。

オレムの「状態としての健康と良好」

レイニンガーの「ケアとケアリングという視点に立って文化を超えた看護」

ベナーの「看護実践明示化から看護学教育法のたゆまぬ探求」

小テスト

試験

１． ケアリング概念を実存現象学の方法論上の特徴から説明できる。
２． M.メイヤロフ及びN.ノディングズのケアリング論の相違点を指摘することができる。
３．ケアの専門家として看護に必要なケア、ケアリングについて説明できる。
４．ケア・ケアリングの意味を看護学における理論、そして実践を通して説明できる。

授業計画（シラバス）

ケアの関係性を構築するための諸課題　　　　　　（１回から７回　中野　啓明）

ローチの「ケアする存在としての人間」

ローチの「ケアリングと看護学の視点」

ケアリング論

金子　史代、中野　啓明

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　看護学が注目するケア・ケアリングについて省察する。ここでいうケアとは、意識状態を指し示し、ケアリングは、ケアに対して、実際の行為や行動を強調している。本講義におい
ては、ケアリング概念の理論的な枠組みと諸課題を省察するとともに、ケアの専門家として看護に必要なケア、ケアリングについて探究する。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

ワトソンの「ヒューマンケアリングとしての看護」

オレムの「セルフケア行為への人間のニーズ」

内　　容

ケアリング概念の理論的な枠組

ケアリング概念の理論的な枠組の諸課題

ケアリング・マインド育成のための方策

ケアリングと看護学の方法論と実存現象学

M.メイヤロフ、N.ノディングズ等のケアリング論

ケアされる人の役割の「応答」の内実の吟味

学生の学習
（行動）目標



1年

110 教科名

2 必・選 選択 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 発達、学習、教え手のビリーフ ＜予習＞テキスト：pp.2～3、196～199を読んでくること。

２回 成熟、経験、レディネス ＜予習＞テキスト：pp.4～5、8～9、12～13を読んでくること。

３回 段階、順序、方向、課題 ＜予習＞テキスト：pp.118～134を読んでくること。

４回
行動主義、レスポンデント条件づけ、
オペラント条件づけ

＜予習＞テキスト：pp.6～7を読んでくること。

５回 構成主義、正統的周辺参加 ＜予習＞テキスト：pp.8～15を読んでくること。

６回
プログラム学習、有意味受容学習、発
見学習、適性処遇交互作用

＜予習＞テキスト：pp.90～93、102～103、110～111を読んでく
ること。

７回 内発的動機づけ、自己効力感 ＜予習＞テキスト：pp.34～45を読んでくること。

８回
発達課題、生活機能、サポートシステ
ム

＜予習＞配布資料を読んでくること。

９回
自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性
障害、学習障害

＜予習＞テキスト：pp.154～159を読んでくること。

１０
回

グループダイナミクス、職場の風土 ＜予習＞テキスト：pp.136～139を読んでくること。

１１
回

絶対評価、相対評価、PDCAサイク
ル、ポートフォリオ

＜予習＞テキスト：pp.174～185を読んでくること。

１２
回

受容、アセスメント、チーム支援 ＜予習＞テキスト：pp.162～165を読んでくること。

１３
回

肯定的配慮、共感的理解、自己一致 ＜予習＞配布資料を読んでくること。

１４
回

適性とニーズ、バーンアウト、キャリア
パス

＜予習＞テキスト：pp.26～33、196～203を読んでくること。

１５
回

キャリア観
＜復習＞これまでの学習内容を整理し、プレゼンテーションを
構成しておくこと。

0%

0%

30%

20%

50%

100%

講義の概要
(教育目標を含む)

内　　容

発達と学習 　⑥　動機づけ

個と集団の理解　①　適応・不適応

個と集団の理解   ②　発達障害

ガイダンス、教育心理学とは

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

教育心理学

中村　恵子

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　様々な場における発達や学習の過程、対人関係、教材、環境への教育的配慮等について、心理学的側面から教授する。人間理解を深め、個や集団に応じた実践を行うために、
教育現場で生じる現象について、様々な領域の心理学的知見をもとに情報収集や分析を行い、論理的・科学的に探求する。

学生の学習
（行動）目標

１．発達や学習、個と集団の理解、カウンセリングの理論について説明することができる。
２．教授方法や対象者理解の方法、カウンセリングにおける技法を用いて実践できる。
３．教育心理学における理論や技法をどのように実践に活かすことができるか、自分の考えを述べることができる。

授業計画（シラバス）

発達と学習　 ①　発達：遺伝と環境、知能の発達

発達と学習   ②　発達：人格の発達

発達と学習　 ③　学習：連合論、行動分析学

発達と学習　 ④　学習：認知論、状況論

発達と学習 　⑤　学習の方法：プログラム学習、有意味受容学習、発見学習

個と集団の理解   ③　集団と人間関係

テキスト

現場に活かすカウンセリング①　ヘルスカウンセリングによる教育的支援

現場に活かすカウンセリング②　個性の理解とカウンセリングマインド

現場に活かすカウンセリング③　キャリア育成への生涯発達的支援

小テスト

まとめとプレゼンテーション

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック グループワークおよびディスカッションを通してコメントする。

個と集団の理解   ④　教育評価

試験

レポート

学習態度

備考
レポート30％は、それぞれの学習活動に関する感想や意見の記述内容で評価する。
学習態度20％は準備・参加状況で評価する。
その他50％はプレゼンテーションで評価する。

その他

計



1年

111 教科名

2 必・選 選択 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 沿革、国際保健看護学、定義 関連文献から概要を把握しておく

２回 発展途上国、保健指標 関連資料から主な保健指標を収集しておく

３回 健康の決定要因、健康格差 関連文献から保健医療問題の背景を把握しておく

４回 問題解決策、　支援方法 活動・支援の概要を調べておく

５回 活動事例の検討と分析 活動事例を学び、復習する

６回 活動事例の検討と分析 活動事例を学び、復習する

７回 人権･健康課題 活動の基本概念、関連課題を調べておく

８回 レポート発表 活動の基本概念、関連課題を調べておく

９回 PHCの歴史、成功事例 ＰＨＣ文献の収集と分析の予習を行う

１０
回

PHCの日本との比較 国内のＰＨＣ活動状況をできるだけ調べておく

１１
回

事例検討、対象国と問題点の発掘 計画策定までの準備とはを学び、復習をする

１２
回

ＰＨＣ活動、指標と計画策定 有効な計画とはを学び、復習をする

１３
回

ＰＨＣ活動と経過観察 活動経過における留意点とはを学び、復習をする

１４
回

ＰＨＣ活動の評価と改善計画策定 活動評価の仕組みと改善への道付けを学び、復習をする

１５
回

個々のプロジェクト発表
論理性のある発表と質問への対応とはを考えて発表の準備を
する

0%

0%

60%

40%

0%

100%

テキスト テキストは不要。その代わり履修内容に応じて、プリント・資料を配付する。

小テスト

試験

レポート

学習態度
成 績 評 価

学習成果のフィードバック

課題については、院生の発表後周辺の状況等も加味して内容を深める。

学習態度として、幅広い視野からの学習を常に行い、与えられ課題把握に努力する必要性を強調する。

備考
課題レポート：課題の発表内容と質疑状況：６０％

学習態度：授業への取組姿勢１０％、プレゼンテーション:：３０％
その他

計

アフリカにおける国際保健看護活動計画を作成しながら看護活動を演習（２）

アフリカにおける国際保健看護活動計画を作成しながら看護活動を演習（３）

アフリカにおける国際保健看護活動発表

米国ないしはアジアの国の大学や地域を訪問し、国際保健看護の実態を体験する場
も計画している。

計

アフリカにおける国際保健看護活動計画を作成しながら看護活動を演習（４）

日本におけるＰＨＣとの比較

講義の概要
(教育目標を含む)

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　国際保健医療は、グローバルな視点からその現状と今後の保健医療問題を多面的に考察し、その解決に向けて実行可能な解決策を考える学問分野である。さらには、発展途
上国への看護領域での活動を行うに必要なWHO, UNICEFなどのプライマリヘルスケア（PHC）を基本とした看護活動・研究を知り、看護分野の国際協力・貢献のあり方を探求す
る。

学生の学習
（行動）目標

１．．国際保健看護学の概要を説明できる。
２．グローバルな看護・医療・保健分野の動向が説明できる。
３．健康日本２１と発展途上国のＰＨＣとの相違が説明できる。
４．発展途上国の問題解決法を説明できる。
５．国際保健看護の活動を説明できる

授業計画（シラバス）

国際看護活動の事例（１）　例：スリランカ

国際看護活動の事例（２）　例：ベトナム

伝統医療、国際精神保健、人間の安全保障、プレミアム開発目標、在日外国人の健
康問題と支援

（前半の）まとめ

WHO, UNICEFなどのプライマリヘルスケア（PHC）の概要　　９回から１５回（鈴木　宏）

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

国際保健看護学

鈴木　宏、中村　勝

アフリカにおける国際保健看護活動計画を作成しながら看護活動を演習（１）

内　　容

ガイダンス、国際保健の沿革、国際保健看護学とは何か　　１回から８回（中村　勝）

発展途上国の保健医療問題（１）

発展途上国の保健医療問題（2）

国際機関、国際協力機構（JICA）の活動と意義



1年

201 教科名

2 必・選 選択 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回
母子保健サービス推進体制、周産期
医療、小児医療及び不妊治療等の整
備と課題

<復習>授業で得た知識の確認と自己の研究課題の考察

２回
アタッチメント、ボンディング、分離・固
体化

＜復習＞授業で得た知識の確認

３回 アタッチメント理論、実証的研究 ＜復習＞授業で得た知識の確認

４回
思春期の母性・父性の発達、親性準
備性の形成

＜復習＞授業で得た知識の確認

５回
子育ての変遷、医療・地域・社会にお
ける支援

＜復習＞授業で得た知識の確認

６回
母親への適応過程　役割獲得　母子
相互作用

<復習>授業で得た知識の確認と自己の研究課題の考察

７回
父親への適応過程　役割獲得　父子
相互作用

<予習>プレゼンの準備
<復習>授業で得た知識の確認

８回
家族の発達段階　近代家族　家族と
法

<予習>プレゼンの準備
<復習>授業で得た知識の確認

９回 家族移行期　家族システム
<予習>プレゼンの準備
<復習>授業で得た知識の確認

１０
回

小児期の意義　成長発達の原理　発
達段階と発達課題

<予習>学習課題の明確化とその準備
<復習>既習した知識の整理

１１
回

発達危機と健康　健康支援
<予習>学習課題の明確化とその準備
<復習>既習した知識の整理

１２
回

子どもの権利条約　意思決定能力　倫
理的課題

<予習>学習課題の明確化とその準備
<復習>既習した知識の整理

１３
回

子どもの最善の利益　倫理的判断　看
護師の役割

<予習>学習課題の明確化とその準備
<復習>既習した知識の整理

１４
回

小児家族の健康　家族機能と構造
<予習>学習課題の明確化とその準備
<復習>既習した知識の整理

１５
回

小児の健康障害と家族　家族の危機
と対処法

<予習>学習課題の明確化とその準備
<復習>既習した知識の整理

0%

0%

70%

30%

0%

100%

小児の成長発達理論 （その２）

小テスト

試験

レポート

学習態度

家族の発達段階と家族のとらえ方

テキスト

小児の権利擁護論と倫理的課題（その１）

小児の権利擁護論と倫理的課題（その２）

小児家族の発達課題とストレス論　（その１）

小児家族の発達課題とストレス論　（その２）

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック
1.課題レポートに対する評価の視点を明示し、それに基づいてコメントによりフィードバックする。
2.授業への参加度と発言に関しては、院生/教員の実情に合わせて授業日時を柔軟に調整し、教育時間を確保で
きるように配慮し、院生の表現力に合わせて発言しやすいように媒体や用語の工夫を行って支援する。

備考
教員毎に課題レポート70％、学習態度として授業への参加度と発言30％とし、教員毎に100％で評価する。
3人の評価の平均により、教科の評点とする。

その他

計

特に、指定しない。

小児の成長発達理論 （その１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡邉　タミ
子）

授業計画（シラバス）

思春期における親性準備性形成支援

子育て支援と課題

母親の役割理論とアイデンティティ（ルービン、マーサーの理論　母子相互作用）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡邊　典子）

父親の役割理論とアイデンティティ（父親となる過程、父子相互作用）

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　母子看護の理念ならびに母子の対象特性の基盤となる概念や諸理論を学修し、多様化・複雑化する社会の変化に対応した母子と家族への看護実践への活用を探求する。

学生の学習
（行動）目標

１． 母子看護の理念と母子保健医療の課題を検討し、述べることができる。
２． 母子の対象特性と家族システムについて理解を深め、説明できる。
３． 母子の健康に関わる諸理論を理解し、看護実践への活用を述べることができる。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

母子看護学特論Ⅰ

渡邉　タミ子、池田　かよ子、渡邊　典子

家族移行期の理論（ベルスキーの研究から）

講義の概要
(教育目標を含む)

母子関係における理論の概説（１）  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （池田かよ
子）

母子関係における理論の概説（２）

内　　容

母子保健医療体制の動向と研究課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（渡邊　典
子）



1年

202 教科名

2 必・選 選択 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回
リプロダクティブヘルス／ライツ　学際
的動向

提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

２回
リプロダクティブヘルス／ライツ　女性
の健康支援

提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

３回 思春期　家族　健康問題 提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

４回 思春期　家族　健康支援 提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

５回 思春期　家族　健康支援課題 提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

６回 思春期　家族　健康支援課題 提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

７回 思春期　家族　健康支援課題
提示した文献を読み、課題の整理をし発表の準備をしてくるこ
と。

８回 周産期の母子　家族　健康問題 提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

９回 周産期の母子　家族　健康支援 提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

１０
回

周産期の母子　家族　健康支援課題 提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

１１
回

周産期の母子　家族　健康支援課題
提示した文献を読み、課題の整理をし発表の準備をしてくるこ
と。

１２
回

産科医療の動向　チーム医療 提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

１３
回

産科医療の動向　助産師の自立　課
題

提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

１４
回

母子保健　次世代育成支援システム
政策課題

提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

１５
回

母子保健　次世代育成支援システム
政策課題

提示した文献を読み、課題の整理をし発表の準備をしてくるこ
と。

0%

0%

60%

20%

20%

100%

講義の概要
(教育目標を含む)

内　　容

思春期と家族の健康支援推進のための研究・実践課題（まとめと発表）

周産期の母子と家族の健康問題の特性と課題　　       　　　　　　　　（小林　美代子）

周産期の母子と家族の健康支援と課題

リプロダクティブヘルス／ライツの概念（歴史的背景）と学際的動向　　 （渡邊　典子）

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

母子看護学特論Ⅱ

渡邊　典子、池田　かよ子

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　リプロダクティブヘルス／ライツの概念を基盤に、女性の健康問題と支援、次世代育成の準備期としての思春期・青年期、まさに次世代を育成する周産期の母子および家族の健
康問題と支援について、倫理的、政策的、研究的視点を通して専門職としての役割と機能について探求する。さらに、産科医師不足等の近年の産科医療の動向をふまえ、助産師
が本来の専門性を発揮し自立するための方策について共に探求する。

学生の学習
（行動）目標

１．リプロダクティブヘルス／ライツと支援に関する学際的動向について説明できる。
２．思春期とその家族の健康課題の特性とエビデンスに基づくケアとは何かを説明できる。
３．周産期の母子・家族の健康課題の特性とエビデンスに基づくケアとは何かを説明できる。
４．女性および次世代育成支援の課題について倫理的、政策的、研究的視点に基づき、看護職の専門性と責務を考察し説明できる。

授業計画（シラバス）

リプロダクティブヘルス／ライツと女性の健康支援の変遷と倫理的課題

思春期と家族の健康問題の特性と課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（池田　かよ
子）

思春期と家族の健康支援と課題

思春期と家族の健康支援推進のための研究・実践課題（その１）

思春期と家族の健康支援推進のための研究・実践課題（その２）

周産期の母子と家族の健康支援推進のための研究・実践課題

テキスト

近年の産科医療の動向とチーム医療の課題　　　　　　　　　　　　　　　　（渡邊　典子）

 近年の産科医療の動向と助産師の自立の課題

母子保健、次世代育成支援におけるヘルスケアシステムの構築と政策課題

小テスト

母子保健、次世代育成支援におけるヘルスケアシステムの構築と政策課題（まとめと
発表）

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 課題についてコメントし、意見交換を行い学びを深める

周産期の母子と家族の健康支援推進のための研究・実践課題（まとめと発表）

試験

レポート

学習態度

備考
・課題レポート60％
・学習態度は授業の準備・参加状況20％
・その他としてプレゼンテーション20％

その他

計

課題に沿った文献紹介



1年

203 教科名

2 必・選 選択 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 母子看護　家族の健康の考え方
母子看護学におけるヘルスプロモーションの理念を予習し、母
子看護学特論Ⅰの学習内容の復習

２回
小児慢性疾患の特徴　　家族機能と
構造　　アセスメント枠組み

家族の機能　母親の出産後の回復過程の予習し、看護と他職
種との連携についてを考えて、整理する

３回 家族ストレスと対処法　看護支援 小児慢性疾患をもつ家族のストレス要因と対処　看護支援

４回

５回

６回
発達に障がいのある子ども　家族
ヘルスアセスメント　障がい受容

事例を体験した場合、家族関係図を描いて参加する。
事例を体験していない場合は、指定する事例で行う。

７回
ストレス反応　家族役割の再構築
ソーシャルサポート

関連する文献を集め、生じやすい健康課題を整理して参加す
る。

８回
児童期　発達課題　家族関係のアセス
メント

学童期の子どもの発達について学習して臨む。

９回
発達課題　家族関係　友人関係　学校
連携　支援

不登校の事例をイメージできるように準備して臨む。

１０
回

思春期心性　発達課題　メンタルヘル
ス　家族アセスメント

思春期のメンタルヘルスについて体験事例を簡単にまとめてく
る。無い場合は関連する文献をまとめて臨む。

１１
回

引きこもる心情　日本の社会　家族支
援

引きこもりの概要、その心的状況と課題、家族役割について
関連する文献を読み、整理して臨む。

１２
回

小児のウイルス性、細菌性感染症、診
断法、治療法、家族

感染症の発生機序を学びなおし、最近の感染性の特徴を予習
してくる。

１３
回

免疫、予防接種、診断法、治療法、家
族

感染と免疫の関連、予防法を予習してくること。

１４
回

１５
回

0%

0%

70%

0%

30%

100%

子どものこころの問題の理解と対応

小テスト

試験

レポート

学習態度

学童期の子どもの心理療法

テキスト

学校における感染症への対応：学校と家族　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木　宏）

予防接種と母子保健とのかかわりと今後の方向性

喫煙、性感染症から見た母子看後と学校の対応

グローバルな視点から見た母子保健と学校保健

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック
1.課題レポートに対する評価の視点を明示し、それに基づいてコメントによりフィードバックする。
2.授業への参加度と発言に関しては、院生/教員の実情に合わせて授業日時を柔軟に調整し、教育時間を確保で
きるように配慮し、院生の表現力に合わせて発言しやすいように媒体や用語の工夫を行って支援する。

備考

レポート：担当教員毎に、最終回の講義時間内にレポートを作成し、７０％の割合で評価する。
その他 ： 担当教員毎に、課題を基に看護ケアや支援システムについて論じ、個々の発言と参加状況を３０％の割
合で評価する。
各教員は、レポート70％ならびに発言と参加状況30％の合計100％で評価し、担当教員の人数で割った平均点に
より成績を評価し、単位認定を行う。

その他

計

特に、指定はない。

引きこもりの子どものこころの健康課題と家族への支援

授業計画（シラバス）

食物アレルギーのある子どもと家族のヘルスアセスメント　　　　　　　　(本間昭子)

食物アレルギーのある子どもと家族の看護支援

学童期の子どものこころの健康と家族ヘルスアセスメント　　　　　　　　(真壁あさみ)

不登校の子どものこころの健康課題と家族への支援

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　母子看護学特論Ⅰの学修を踏まえて、子どもと家族の健康課題を解決するための諸理論と関連させてヘルスアセスメントし、看護の方向性を考察する。特に、慢性疾患や発達
に障がいのある子どもと家族、引きこもりの子どもを抱える家族ならびに感染症に関わる健康課題を取り上げ、看護介入や支援システム等について探求する。

学生の学習
（行動）目標

1. 健康課題を抱える子どもと家族に必要な看護ケア上の問題を的確に判断し、説明できる。
2. 健康課題を抱える子どもと家族に必要な支援のあり方について検討し、説明できる。
3. 子どもの健康増進に必要なヘルスプロモーションの展開方法を検討し、説明できる。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

母子看護学特論Ⅲ

渡邉　タミ子、本間　昭子、鈴木　宏、真壁　あさみ、斎藤　まさ子

思春期の子どものこころの健康と家族ヘルスアセメント　　　　　　　　　(斎藤まさ子)

講義の概要
(教育目標を含む)

慢性的な健康問題を子どもと家族のヘルスアセスメント

慢性的な健康問題を子どもと家族の看護支援

内　　容

ガイダンス   　子どもの健康問題と家族機能　　　　　　　　　　　　　　　　(渡邉タミ子)



1年

204 教科名

2 必・選 選択 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 母子看護 母子看護における問題を整理しておく。

２回 文献クリティーク 提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

３回 文献クリティーク 提示した文献を読み、課題の整理をしてくること。

４回 文献レビュー 主要なテーマに関連する文献を整理をしてくること。

５回 文献レビュー 主要なテーマに関連する文献を整理をしてくること。

６回 文献クリティーク 文献を選び出し、課題の整理をし,てくること。

７回 文献クリティーク 文献を選び出し、課題の整理をし,てくること。

８回 文献クリティーク 文献を選び出し、課題の整理をし,てくること。

９回 文献クリティーク 文献を選び出し、課題の整理をし,てくること。

１０
回

文献クリティーク 文献を選び出し、課題の整理をし,てくること。

１１
回

文献クリティーク 文献を選び出し、課題の整理をし,てくること。

１２
回

文献クリティーク
今までの文献クリティークを通し、課題の整理をし討論の準備
をしてくること。

１３
回

プレゼンテーション　自己の研究課題
今までの文献クリティークから課題の整理をし、発表・討論の
準備をしてくること。

１４
回

プレゼンテーション　自己の研究課題
今までの文献クリティークから課題の整理をし、発表・討論の
準備をしてくること。

１５
回

研究課題、デザインの明確化 自己の課題を整理しておく

0%

0%

50%

20%

30%

100%

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　母子看護学特論Ⅰ・Ⅱ・Ⅲで学んだ概念や理論をもとに、母子および家族への支援、思春期・青年期のリプロダクティブヘルスに関する自己の関心領域のさまざまなタイプの国
内外の研究文献を通読・精読する。そして研究の背景、研究デザイン、結果、考察等をクリティークし、科学的な研究の条件と論文の執筆方法を学ぶ。さらに、自己の研究課題を
整理するために、母子および家族、子育て等への支援、思春期・青年期のリプロダクティブヘルスへの支援、それらに対する具体的な取り組みを学び、研究の意義や研究デザイン
を明らかにする。

学生の学習
（行動）目標

１．思春期・青年期のリプロダクティブヘルス、母子・家族に関する国内外のさまざまなタイプの文献を通読・精読し、研究の背景・デザイン・結果・考察等をクリティーク説明できる。
２．科学的な研究の条件と論文の執筆方法を述べることができる。
３．文献のクリティークを通して母子および家族、子育て等への支援、思春期・青年期のリプロダクティブヘルスの新しい支援プログラム、取り組みを説明できる。
４．自己の研究課題について、研究の意義や研究デザインを説明できる。

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

母子看護学演習Ⅰ

渡邊　典子、渡邉　タミ子、本間　昭子　

主要なテーマに関連した量的文献レビュー

質的文献クリティーク

質的文献クリティーク

文献クリティーク

各自の研究課題および研究デザインの明確化、プレゼンテーション、討論

質的文献クリティーク

量的文献クリティーク

量的文献クリティーク

内　　容

母子看護における問題について検討する

文献クリティークの方法

文献クリティークの方法

主要なテーマに関連した質的文献レビュー

小テスト

試験

レポート

学習態度

量的文献クリティーク

各自の研究課題および研究デザインの明確化、プレゼンテーション、討論

授業計画（シラバス）

まとめ

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 課題に対しコメントを行い、意見交換の中で学びを深める

備考
・課題レポート50％
・学習態度は準備と授業の参加状況20％
・その他はプレゼンテーション30％

その他

計

テキスト 課題に沿った文献紹介



1年

205 教科名

2 必・選 選択 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回
母子　研究課題　　フィールドワーク
研究手法

予習：自己の探求したい研究的疑問や問題意識を整理して参
加する

２回 母子看護学分野　研究的疑問
予習：研究的疑問に関連する文献を調べて参加する
復習：演習で検討した内容をレポートする

３回 母子看護学分野　問題の所在
予習：研究的疑問に関連する文献を調べて参加する
復習：演習で検討した内容をレポートする

４回 研究的疑問　文献検索
予習：文献検索の方法について
復習：学びを整理しておく

５回 クリティーク
予習：文献の精読し、整理して臨む
復習：学びを整理しておく

６回 クリティーク
予習：文献の精読し、整理して臨む
復習：学びを整理しておく

７回 文献レビュー
予習：クリティークした文献をまとめて臨む
復習：学びを整理しておく

８回 文献レビュー
予習：クリティークした文献をまとめて臨む
復習：学びを整理しておく

９回 フィールドワーク 復習：フィールドワークで得た学びを整理する

１０
回

フィールドワーク 復習：フィールドワークで得た学びを整理する

１１
回

プレゼンテーション
予習：プレゼンテーションの準備をして参加する
復習：発展させたい研究課題を整理する

１２
回

研究課題　研究手法
予習：研究課題とフィールドワークの整理
復習：発展させたい研究課題を整理する

１３
回

研究課題　研究手法
予習：研究課題とフィールドワークの整理
復習：発展させたい研究課題を整理する

１４
回

研究課題　研究手法 予習：研究方法を整理して参加する

１５
回

研究課題　研究手法 復習：自己の探求したい研究課題とその研究計画をまとめる

0%

0%

50%

30%

20%

100%

テキスト

その他

計

特に、指定しない

レポート

学習態度

研究課題に即した研究計画（案）の作成 2　　　　　　　　 　  　　  　　   （共同）

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 毎回、ディスカッションを通してコメントする。

備考
レポート：フィールドワーク及び課題のまとめ　50%
学習態度：フィールドワークに向けた準備と参加状況  30％
その他：プレゼンテーションする力と質疑応答への対応を合わせて20％とする。

フィールドワーク（学会、研修会、海外研修への参加）　　　　　　　 　　（共同）

研究課題の明確化と研究デザインの検討 1      　　 　　　　　　　　 　　（共同）

研究課題に即した研究計画（案）の作成 1　　　　　　　　 　  　　  　　   （共同）

小テスト

試験

１．自己の研究課題に即したフィールドワークの選定とその進め方について理解し、研究デザインと関連づけて説明することができる。
２．研究課題に関連するフィールドワークに参加し、研究手法に必要な知見をまとめて報告することができる。

授業計画（シラバス）

文献レビュー1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（共同）

文献レビュー2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（共同）

フィールドワーク（学会、研修会、海外研修への参加）　　　　　　　 　　（共同）

母子看護学演習Ⅱ

本間　昭子、池田　かよ子

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

母子看護学に関わる専門領域における研究的疑問や問題の所在を踏まえて文献学的検討を行い、自己の研究課題を明確化する。
さらに、自己の探求したい研究課題や関連する課題に適したフィールドワークの意義とあり方について検討する。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

研究課題の明確化と研究デザインの検討2       　　 　　　　　　　　 　　（共同）

フィールドワークのまとめとプレゼンテーション　　　  　　　　　　　　  　　（共同）

内　　容

母子を対象としたフィールドワークや研究手法の特徴とすすめ方　　　 （共同）

母子看護学分野における研究的疑問についての検討　　　　　　　　　（共同）

母子看護学分野における研究上の問題の所在についての検討　　　（共同）

研究的疑問と文献の検索方法　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　（共同）

文献クリティーク1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（共同）

文献クリティーク2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（共同）

学生の学習
（行動）目標



1年

206 教科名

2 必・選 選択 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

１０
回

１１
回

１２
回

１３
回

１４
回

１５
回

0%

0%

40%

0%

60%

100%

　講義・演習などで学んだ母子看護学に関する理論・知識・技術を統合し、実習する。そのことで、より質の高い母子看護関連領域のサービスを提供できる看護実践、スタッフや他
職種への教育・相談、連携と調整、倫理的課題解決、研究の基盤となる能力を修得する。

学生の学習
（行動）目標

１．多様な健康課題をもつ母子および家族に対して高度な知識・技術に基づいて科学的な看護判断し、最適な看護実践ができる。
２．母子および家族の権利を擁護し、倫理的感性を高め、適切な態度で対処することができる。
３．母子保健医療福祉に携わる人々と連携・協働を図って、高度な看護専門職者としての役割を果たすことができる。
４．母子看護の質的向上に貢献できる研究の方向性を説明できる。

授業計画（シラバス）

講義の概要
(教育目標を含む)

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

母子看護学実習

本間　昭子、渡邉　タミ子、池田　かよ子、渡邊　典子

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

４．臨地実習指導者

内　　容

１．実習方法

　・オリエンテーション

　・実習計画の立案

　・計画に基づいて実習を展開する

  ・実習レポート作成し、プレゼンテーションする

　・文献検討の時間を週2回（2日）設ける。＊半日を4回でも可。

２．実習期間

　・１年次の後期に１週間、又は分割して１週間に相当する期間

　・自己の深めたいテーマに関連した保健医療サービスを提供している１施設を選ぶ

３．実習施設

　・大学院修士課程修了者と同等の能力を有する人

小テスト

試験

レポート

学習態度

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック
実習日ごとに整理した内容に、コメントする。
実習レポートはプレゼンテーション時のディスカッションを通じて出された意見を整理してまとめる。

備考
レポート：実習レポート30％　プレゼンテーション　10％
その他：実習計画10％　看護実践力50％

その他

計

テキスト 特になし



１年

301 教科名

2 必・選 選択 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 慢性病　看護

２回
病いと疾患、病いの意味 ＜予習＞「病いの語り　慢性の病をめぐる臨床人類学」1章の

論点をまとめてくる。

３回
生きる事の痛み　医学モデルと病者の
説明モデル

＜予習＞「病いの語り　慢性の病をめぐる臨床人類学」4章、7
章の論点をまとめてくる。

４回
スティグマ　慢性であることの社会的
文脈

＜予習＞「病いの語り　慢性の病をめぐる臨床人類学」10章、
11章の論点をまとめてくる。

５回 病みの軌跡
＜予習＞「慢性疾患の病みの軌跡」1章の論点をまとめてく
る。

６回 病みの軌跡モデルを用いた看護介入 ＜予習＞「慢性疾患の病みの軌跡」/関連文献を探す

７回 不確かさ ＜予習＞「不確かさ」/文献を紹介する。事前に読んでおく

８回 不確かさを抱く患者への支援 ＜予習＞「不確かさ」/関連文献を探す

９回 セルフマネジメント
＜予習＞「セルフマネジメント」/文献を紹介する。事前に読ん
でおく

１０
回

セルフマネジメント支援 ＜予習＞「セルフマネジメント」/関連文献を探す

１１
回

セルフマネジメント支援　自己効力感 ＜予習＞「生活の再構築」5～8章を読んでおく

１２
回

自己概念 ＜予習＞「生活の再構築」9～14章を読んでおく

１３
回

慢性病　看護
＜復習＞慢性疾患看護の専門性と自己の課題についてまと
めてくる

１４
回

生活習慣病、メタボリック症候群、悪性
新生物、動脈硬化

＜予習＞メタボリック症候群の病態生理を理解してくる。

１５
回

疫学、特定健康診査・特定保健指導、
ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝ/ﾊｲﾘｽｸ ｱﾌﾟﾛｰﾁ

＜予習＞特定健康診査・特定保健指導について説明できるよ
うにしてくる。

１６
回

0%

0%

40%

30%

30%

100%

学習態度

慢性病看護の実践例から学ぶ
「その人らしさを尊重する」（上原　喜美子）

慢性病看護の実践例から学ぶ
「持てる力を生かす」（上原　喜美子）

小テスト

試験

レポート

慢性病看護学領域に関する理論学習3（金子　史代）

テキスト

まとめ（金子　史代）（佐々木　祐子）（上原　喜美子）

生活習慣病と慢性疾患との関連を、医学的視点より考察する(中平　浩人）

生活習慣病の実態を疫学的に明らかにし、日常生活環境・産業保健の視点より生活
習慣病の予防と看護の役割を探求する        まとめ(中平　浩人）

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック

レポートの課題は授業で提示する。レポートに対する評価はその視点を明示し、それに基づいてコメントしフィード
バックする。

備考 学習態度はグループワークへの参加態度である。
その他はプレゼンテーションである。

その他

計

不要

慢性病看護学領域に関する理論学習4（金子　史代）

授業計画（シラバス）

慢性病看護学領域に関する理論学習1（佐々木　祐子）

慢性病看護学領域に関する理論学習2（佐々木　祐子）

慢性病看護学領域に関する理論学習2（佐々木　祐子）

慢性病看護学領域に関する理論学習3（金子　史代）

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　慢性病をもつ人とその家族の特徴を多側面に理解するために、諸理論を学修する。また、患者自身が自己管理することにより、病と共に生き、その人なりの健康生活を維持する
ための方略と家族への支援を探求する。

学生の学習
（行動）目標

１．慢性病をもつ人と、その家族がかかえる問題を理解し看護ケアの方略を述べることができる。
２．慢性病をもちながら、その人なりの健康生活を維持するために必要な、セルフマネジメントを開発することができる。
３．慢性病に関連する生活習慣病の実態把握と、予防及び看護の役割を説明できる。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

成人看護学特論Ⅰ

金子　史代 、 中平　浩人、佐々木　祐子、上原　喜美子

慢性病看護学領域に関する理論学習4（金子　史代）

講義の概要
(教育目標を含む)

慢性病看護学領域に関する理論学習1（金子　史代）

慢性病看護学領域に関する理論学習1（佐々木　祐子）

内　　容

ガイダンス
講義概要、到達目標（金子　史代）



1年

302 教科名

2 必・選 選択 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 成人、慢性疾患
＜予習＞「クロニックイルネス―人と病いの新たなかかわり」
第1章を読んで論点をまとめてくる。

２回
学習能力、、ボディイメージ、コンプライア
ンス、アドヒアランス、セルフエフィカシー

＜予習＞「クロニックイルネス―人と病いの新たなかかわり」
第8章を読んで論点をまとめてくる。

３回
アンドラゴジー、ジェロゴジー、ペタゴジー ＜予習＞事前に配布した資料を読み、論点をまとめてくる。

４回
エンパワメント、エンパワメント・アプロー
チ

＜予習＞事前に配布した資料を読み、論点をまとめてくる。

５回 家族アセスメントモデル：フリードマン ＜予習＞事前に配布した資料を読み、論点をまとめてくる。

６回
家族アセスメントモデル：フリードマン、
カルガリー、渡辺式

＜予習＞事前に配布した資料を読み、論点をまとめてくる。

７回 セルフケア、オレムの理論
＜予習＞「看護実践に活かす中範囲理論」(野川道子編）の
「セルフケア不足理論】を読んで論点をまとめてくる。

８回 セルフケアと成人看護
＜予習＞「看護実践に活かす中範囲理論」(野川道子編）の
「セルフケア不足理論】を読んで論点をまとめてくる。

９回 がんサバイバー、症状マネジメント ＜予習＞グループでディスカションする文献を読んでくる。

１０
回

STAS-J、グリーフケア ＜予習＞グループでディスカションする文献を読んでくる。

１１
回

成人、慢性疾患、セルフケア
＜予習＞１回から10回：プレゼンテーションの資料を準備す
る。

１２
回

ヘルスプロモーション、慢性病政策、 ＜予習＞グループでディスカションする文献を読んでくる。

１３
回

ヘルスプロモーション、がん政策 ＜予習＞グループでディスカションする文献を読んでくる。

１４
回

慢性疾患、成人、家族、 ＜予習＞研究課題を明確化するための資料を準備する。

１５
回

慢性疾患、成人、研究課題
＜予習＞１0回から14回：プレゼンテーションする資料を準備す
る。

0%

0%

40%

30%

30%

100%

講義の概要
(教育目標を含む)

内　　容

慢性疾患をもつ成人への援助技術の探求１（セルフケアの指導と評価）（金子　史代）

慢性疾患をもつ成人への援助技術の探求２（セルフケアの指導と評価）（金子　史代）

慢性疾患をもつ成人への援助技術の探求３ (終末期の包括的ケア)（佐々木　祐子）

成人が慢性疾患をもつという体験 （金子　史代）

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

成人看護学特論Ⅱ

金子　史代、 佐々木　祐子、柄澤　清美、上原　喜美子

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　慢性疾患をもつ成人と家族の学習・行動の特徴を理解し、症状と治療に伴うさまざまな時期に対応する支援技術と評価に関する方法を諸理論から学修する。また、慢性疾患をも
つ成人のセルフケア行動に必要な革新的な指導技術、心理・行動へのアプローチ、医療チームとの連携と協働を探求する。

学生の学習
（行動）目標

１．慢性疾患をもつ成人と家族の学習・行動の特徴を説明できる。
２．慢性疾患をもつ成人のセルフケアへの指導、援助技術の革新的方策を説明できる。
３．慢性疾患をもつ成人のセルフケアに必要な医療チームの連携と協働を説明できる。

授業計画（シラバス）

慢性疾患をもつ成人の学習・行動の特徴（金子　史代）

慢性疾患をもつ成人の学習・行動を理解するための諸理論１（金子　史代）

慢性疾患をもつ成人の学習・行動を理解するための諸理論２（佐々木　祐子）

慢性疾患をもつ成人の家族がもつ問題とその解決策１（柄澤　清美）

慢性疾患をもつ成人の家族がもつ問題とその解決策２（柄澤　清美）

慢性疾患をもつ成人への援助技術の探求４ (終末期の包括的ケア)（佐々木　祐子）

テキスト

慢性疾患をもつ成人と家族に適用される医療・福祉制度と体制の探求１（上原喜美
子）

慢性疾患をもつ成人と家族に適用される医療・福祉制度や体制の探求２（上原喜美
子）

慢性疾患をもつ成人と家族の質の高い生活への方策を探求する研究課題の明確化
（上原喜美子）

小テスト

１回から14回の内容のまとめ　　研究課題　　プレゼンテーション(金子　史代・佐々木
祐子・柄澤清美・上原喜美子)

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック

レポートの課題は授業で提示する。レポートに対する評価はその視点を明示し、それに基づいてコメントしフィード
バックする。

１回から10回の内容のまとめ　プレゼンテーション(金子　史代・佐々木　祐子・柄澤清
美)

試験

レポート

学習態度

備考

学習態度は準備と参加状況を含む。
その他はプレゼンテーションである。

その他

計

不要



1年

303 教科名

2 必・選 選択 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 慢性期看護、アンドラゴジー
＜予習＞慢性期看護に関するこれまでの経験を振り返ってく
ること

２回 事例、看護支援、クリティーク ＜予習＞必要な文献を準備し、熟読してくること

３回 事例、看護支援、クリティーク ＜予習＞必要な文献を準備し、熟読してくること

４回 事例、看護支援、クリティーク ＜予習＞課題に応じて事前準備をしてくること

５回 家族看護、クリティーク ＜予習＞課題に応じて事前準備をしてくること

６回 慢性期看護、自己管理、家族看護 ＜予習＞課題に応じて事前準備をしてくること

７回 慢性期看護、自己管理、家族看護 ＜予習＞課題に応じて事前準備をしてくること

８回 慢性期看護、自己管理、家族看護 ＜予習＞課題に応じて事前準備をしてくること

９回 セルフマネジメント ＜予習＞課題に応じて事前準備をしてくること

１０
回

看護理論、QOL ＜予習＞課題に応じて事前準備をしてくること

１１
回

慢性期看護、研究活動 ＜予習＞新潟青陵学会抄録を事前に熟読すること

１２
回

慢性期看護、研究活動 ＜予習＞学会抄録を事前に熟読すること

１３
回

慢性期看護、研究活動 ＜予習＞学会参加で得られた知見の振り返りを行うこと

１４
回

慢性期看護
＜予習＞これまでの講義での学びを用いて、発表準備を行う
こと

１５
回

慢性期看護
＜予習＞これまでの講義での学びを用いて、発表準備を行う
こと

0%

0%

40%

30%

30%

100%

慢性病看護学領域の学会参加（新潟青陵学会）

小テスト

試験

レポート

学習態度

臨床の場で慢性看護学領域の患者を受け持ち、ケアを通して看護支援の実態を検証
する

テキスト

慢性病看護学領域の学会参加

慢性病看護学領域の学会参加（佐々木祐子）

プレゼンテーションとまとめ（佐々木祐子）

プレゼンテーションとまとめ（佐々木祐子、上原喜美子、清水理恵）

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 提出された課題については、関連する授業時間内に助言し指導を行う。

備考
レポートの課題は授業中に示す。
学習態度はグループワークへの参加態度である。
その他はプレゼンテーションである。

その他

計

　野川道子編著：看護実践に活かす中範囲理論、メヂカルフレンド社  2010.  \3,885.

慢性病看護学領域の今日的課題について理論と実践を比較し検討する（グループ
ワーク）（佐々木祐子）

授業計画（シラバス）

慢性看護学領域の事例を通して、看護支援の特徴を明らかにする（文献検討）
（佐々木祐子）

家族看護の先行研究を通して、看護支援の特徴を明らかにする（文献検討）
（佐々木祐子）

臨床の場で慢性看護学領域の患者を受け持ち、ケアを通して看護支援の実態を検証
する

臨床の場で慢性看護学領域の患者を受け持ち、ケアを通して看護支援の実態を検証
する

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　慢性病をもつ成人期にある人とその家族を対象とした先行研究をクリティークし、自分の取り組むべき研究課題を明確にする。

学生の学習
（行動）目標

１．慢性病看護学領域に関連する基本的概念を説明できる。
２．慢性病を持ちながら生活する人に対する、特徴的な看護介入・評価について説明できる。
３．慢性病看護学領域の今日的研究課題を明確に述べることができる。
４．慢性病をもつ人、あるいは家族と面談し看護支援の実態を明確に述べることができる。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

成人看護学演習Ⅰ

佐々木　祐子、上原　喜美子、清水　理恵

慢性病とセルフマネジメントの関連を理論的に検証する（上原喜美子）

講義の概要
(教育目標を含む)

慢性看護学領域の事例を通して、看護支援の特徴を明らかにする（文献検討）
（清水理恵）

慢性看護学領域の事例を通して、看護支援の特徴を明らかにする（文献検討）
（上原喜美子）

内　　容

成人看護学演習の講義概要と到達目標（佐々木　祐子）



1年

304 教科名

2 必・選 選択 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 慢性期看護、教育的支援  ＜復習＞授業後に研究課題に応じた今後の計画を考える

２回 アセスメントモデル、成人患者 ＜予習＞テキスト２の中で１つの理論を選んで読んでくる

３回 アセスメントモデル、成人患者と家族
＜予習＞授業で検討した理論について、他の文献を用いて知
識を深める。

４回 文献検討、成人患者指導 ＜予習＞グループでディスカションする文献を読んでおく。

５回 文献検討、成人患者の家族支援 ＜予習＞グループでディスカションする文献を読んでおく。

６回 フィールドワーク　実践 ＜復習＞フィールドワークで得た体験を整理しておく。

７回 フィールドワーク　実践 ＜復習＞フィールドワークの課題を調整しておく。

８回 フィールドワーク　実践 ＜復習＞フィールドワークでの成果と課題をまとめておく。

９回
中範囲理論、フィールドワーク、成人
患者

＜予習＞フィールドワークに即したディスカションする文献を読
んでおく。

１０
回

中範囲理論、フィールドワーク、家族
＜予習＞ディスカション後に研究課題につ関する資料を準備
する。

１１
回

研究課題、患者指導、家族支援、課題 ＜予習＞グループでプレゼンテーションする資料を準備する。

１２
回

研究課題、患者指導、家族支援、立案 ＜予習＞研究課題を明確化するための資料を準備する。

１３
回

研究課題、患者指導、家族支援、調整 ＜予習＞自己の探求したい研究課題をまとめる。

１４
回

研究課題の明確化、支援、方略 ＜予習＞グループでディスカションできるように準備する。

１５
回

研究課題の明確化 ＜予習＞プレゼンテーションの準備をする。

0%

0%

40%

30%

30%

100%

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　慢性疾患をもつ成人と家族の包括的なアセスメント、指導・支援技術、評価方法に関して文献検討により課題を明確にし、方策を立案計画する。実際にフィールドにて実践を行う
中でデータを収集しながら分析（解釈）し、実現性のある革新的な方策を探求する。

学生の学習
（行動）目標

１． 慢性疾患をもつ成人と家族の包括的なアセスメントについて説明できる。
２． 慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の実施と評価から課題を明確に述べることができる。
３． 慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の革新的な方略を立案し計画ができる。

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

成人看護学演習Ⅱ

佐々木　祐子、上原　喜美子、清水　理恵

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の確認２（文献検討）（清水理恵）

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の実施１（フィールドワーク）（佐々木
祐子）

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の実施２（フィールドワーク）（佐々木
祐子）

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の立案１（研究課題の明確化　演習）
（佐々木祐子）

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の立案２（研究課題の明確化　演習）
（佐々木祐子）

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の実施３（フィールドワーク）（佐々木
祐子）

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の評価１（文献検討・フィールドワー
ク）　　　　　（上原喜美子）

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の評価２（文献検討・フィールドワー
ク）　　　　（佐々木祐子）

内　　容

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の革新的な方略の立案にむけ、授業
概要の説明（佐々木祐子）

慢性疾患をもつ成人と家族の包括的なアセスメント１（学内演習）（佐々木祐子）

慢性疾患をもつ成人と家族の包括的なアセスメント２（学内演習）（佐々木祐子）

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の確認１（文献検討）（上原喜美子）

小テスト

試験

レポート

学習態度

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の課題の明確化（プレゼンテーショ
ン・ディスカッション）（佐々木　祐子、上原　喜美子、清水　理恵）

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の革新的な方略の立案１（研究課題
の明確化・ディスカッション）（佐々木　祐子）

授業計画（シラバス）

慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術の革新的な方略の立案 ２(研究課題
の明確化・プレゼンテーション）（佐々木　祐子、上原　喜美子、清水　理恵）

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 提出されたレポート課題は、関連する授業時間内に助言し指導を行う。

備考
レポートの課題は授業で示す。
学習態度は準備と参加状況を含む。
その他はプレゼンテーションである。

その他

計

テキスト 不要



1年

305 教科名

2 必・選 選択 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回

２回

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

１０
回

１１
回

１２
回

１３
回

１４
回

１５
回

0%

0%

40%

30%

30%

100%

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

慢性疾患をもつ成人と家族の包括的なアセスメント、指導・支援技術、評価方法に関して多職種との協働の視点から実際にフィールドでデータを収集しながら分析（解釈）し、実現
性のある革新的な方策と、看護職者の指導・支援技術を向上させる教育的機能を実践を行う中で探求する。

学生の学習
（行動）目標

１． 慢性疾患をもつ成人と家族の包括的アセスメント、高度な看護実践を提供できる
２． 慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援を多職種との協働の視点から実践できる
３． 看護職者の慢性疾患をもつ成人と家族への指導・支援技術を向上させる教育的機能を果たすことができる

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

成人看護学実習

佐々木　祐子、上原　喜美子、清水　理恵

４．実習課題：

　　１）対象者の包括的アセスメント、高度な看護実践の提供できる

　　２）多職種との協働の視点から看護の役割を考え実践できる

　　３）看護職者のケアを向上させる教育的機能を果たすことができる

５．実習期間：2週間（この期間中の実習課題を達成するに必要な時間）

内　　容

１．実習施設：学生の研究課題と関連する慢性病者の看護実践が行われている場
    （外来・病棟・地域）

2・指導者・単位認定者：慢性病者の看護経験がある修士課程修了者もしくはそれと
同等の能力を有する看護師・大学院成人看護学教員

３．実習報告と記録：実習したことを評価しレポートを作成

小テスト

試験

レポート

学習態度

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 提出された課題に対しては、指導後にコメントをつけて返却する。

備考

実習課題に対応する記録用紙を自分で作成し、提出したレポートで評価する。
学習態度は実習への準備・参加状況で評価する。
その他は実習成果のプレゼンテーションで評価する。

その他

計

テキスト 不要



1年

401 教科名

2 必・選 選択 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回
サービスとは何か　経営資源　コン
シューマリズム

　＜予習＞配布資料を読み、臨床現場の実態と比較してくる。

２回
管理プロセス　PDCA　リスクマネジメ
ント

　＜予習＞配布資料を読み、臨床現場の実態と比較してくる。

３回 看護の質評価の視点 　＜予習＞配布資料を読み、臨床現場の実態と比較してくる。

４回 アウトカム指標、ベンチマーキング 　＜予習＞アウトカムマネジメントについて調べてくる。

５回 組織、組織構造・機能、組織変革 　＜予習＞　所属組織の構造について調べてくる。

６回 組織行動　組織文化 　＜予習＞  所属組織の組織文化について調べてくる。

７回
人的資源管理の全体像　　目標管理
人材育成

　＜予習＞配布資料を読み、「組織と個人」との関連について
まとめてくること。

８回 専門職、キャリア、キャリア開発
＜予習＞配布資料を読み、臨床現場の実態と比較して自分の
考えをまとめてくる。

９回
看護職のキャリア開発、クリニカルラ
ダー

＜予習＞所属組織のキャリア開発プログラムについて調べて
くる。

１０
回

リーダーシップ理論、パワー
＜予習＞配布資料を読み、優れたリーダーについて自分の考
えをまとめてくる。

１１
回

対人援助関係、病院システム、守秘義
務、コーピング

＜予習＞配布資料を読み、自分のコミュニケーション傾向につ
いて考えをまとめてくる。

１２
回

看護職のストレス反応、バーンアウト、
職業特性

＜予習＞看護職のストレス因子について、臨床現場の特性か
ら考察しておくこと。

１３
回

看護職の傷つき　バーンアウト
＜予習＞看護臨床の現場でのストレスマネジメントについて、
管理的立場からの留意事項を考察しておくこと。

１４
回

コーチング、アサーティブ ＜復習＞12回13回の講義内容を復習してくる。

１５
回

看護管理　今後の課題
＜予習＞14回までの講義を通し、看護管理上の今後の課題
について自分の考えを整理しておく。

20%

0%

60%

20%

0%

100%

ストレスケア（ストレスマネジメント）

ストレスケア                                                                     （和田由紀子）

 コミュニケーション論

人的資源活用論

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

内　　容

看護サービスマネジメント論　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　　　（中村　悦子）

組織における行動、組織文化

組織の概念、組織の構造・機能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (中根　薫）

看護サービスマネジメント論

看護サービスの質保証と評価

看護職のキャリア開発プログラム

リーダーシップ論

専門職業とキャリア開発

授業計画（シラバス）

看護管理上の今後の課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村　悦子）

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック
小テスト（口頭による確認など）により、理解の確認とそれに合わせせコメントしていく。課題レポートは学習のまと
めとして評価する。

備考

小テスト

試験

レポート

教員毎に小テスト20％、課題レポート60％、学習態度として授業への参加度と発言20％とし、教員毎に100％で評
価する。
4人の評価の平均により、教科の評点とする

その他

計

学習態度

看護職のストレッサーとストレス反応　　　　　　　　　 　　　　　　 　　　　(浅田　剛正)

看護サービスの質保証と評価

看護管理学特論Ⅰ

中村　悦子、中根　薫、和田由紀子、浅田　剛正

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　質の高い看護・医療を効果的・効率的に提供するために必要な看護サービスマネジメントの基本となる理論について学修する。また、チーム医療推進のためのリーダーシップの
あり方、人的資源管理における活用やキャリア開発プログラム、職場環境改善に関する諸問題を探求し、看護管理上の今後の課題について検討する。

学生の学習
（行動）目標

１．看護サービス管理のプロセスと看護の質評価について説明できる。
２．看護組織の構造と機能、組織文化について説明できる。
３．人的資源管理、キャリア開発プログラムについて説明できる。
４．リーダーシップの理論を用いて、そのあり方を検討し説明できる。
５．看護職のメンタルヘルとストレスマネジメントについて説明できる。
６．看護管理上の今後の課題について検討し説明できる。

なしテキスト



1年

402 教科名

2 必・選 選択 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 看護と経営
＜予習＞看護における経営認識について自分の考えを整
理しておく。

２回 人的資源の体系　人材マネジメント
＜予習＞提示した文献を読んでくること。臨床での人事シス
テムがどのようになっているか整理しておくこと。

３回 雇用形態　ワークライフバランス ＜予習＞雇用形態とその実際について整理しておくこと。

４回 目標管理　　バランススコアカード
＜予習＞提示した文献を読んでくること。臨床での人事考課
がどのようになっているか整理しておくこと。

５回 モチベーション理論 ＜予習＞仕事意欲について自分の考えを整理しておく。

６回 組織コミットメント
＜予習＞組織コミットメントについて自分の考えを整理して
おく。

７回 職務満足　患者満足
＜予習＞職務満足、患者満足に関する資料を整理してお
く。

８回
医療法，医療制度改革，2次医療圏，
病院，診療所，病床区分，設置主体

＜予習＞その都度文献を提示し、コースワークに沿ってまと
める。

９回
診療報酬制度，出来高払，包括払い，
看護必要度，入院基本料，特掲診療
料

＜予習＞その都度文献を提示し、コースワークに沿ってまと
める。

１０
回

PL・BS・CF、原価計算、経営指標、経
営参画

＜予習＞その都度文献を提示し、コースワークに沿ってまと
める。

１１
回

戦略的経営、財務会計、管理会計、経
営基盤の安定

＜予習＞その都度文献を提示し、コースワークに沿ってまと
める。

１２
回

予算管理、生産性、KPI、BSC
＜予習＞その都度文献を提示し、コースワークに沿ってまと
める。

１３
回

経営参加の意義　　事例検討 ＜予習＞看護部として経営参加事例を紹介・準備する。

１４
回

経営参加の意義　　事例検討 ＜予習＞看護部として経営参加事例を紹介・準備する。

１５
回

看護管理者　経営参加　　意義
＜予習＞病院経営参画の意義と今後の課題についてまと
めておく。

0%

0%

70%

30%

0%

100%

テキスト 特に指定なし

レポートは、N-COMPASSのレポート機能を使って評価を伝える。

備考
課題レポート70％、学習態度として授業への参加状況(発言)30％とし、教員毎に100％で評価する。
２人の評価の平均により、教科の評点とする。

その他

計

レポート

学習態度

経営分析

看護管理者の病院経営参画の意義について事例検討（１）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　（中村　悦子・中根薫）

看護管理者の病院経営参画の意義について事例検討 (２）

小テスト

成 績 評 価

学習成果のフィードバック

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

ワークモチベーション（１）

人材活用と雇用形態

組織目標と組織運営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中村　悦子）

ガイダンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（中根　薫）

経営と人的資源管理

内　　容

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　組織の理念、組織目標を達成するための人材マネジメント、特にワークモチベーションに焦点を当て人的資源管理の戦略的手法について探求する。医療の背景、諸制度につい
て学修し、財務管理、経営分析の方法について基礎的知識を身につける。看護管理者の経営参画の意義について理解を深める。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

看護管理学特論Ⅱ

中根　薫、中村　悦子、☆伊藤　孝憲

学生の学習
（行動）目標

１．人的資源管理の意義、ワークモチベーションについて説明できる。
２．医療経営の基本となる医療制度、診療報酬、看護必要度、財務管理について説明できる。
３．看護管理者の経営参画の意義について説明できる。

授業計画（シラバス）

看護管理者の病院経営参画の意義についてまとめ　（３）

計

財務諸表の見方、コストと原価管理

試験

ワークモチベーション（２）

ワークモチベーション（３）

医療政策と病院経営 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（伊藤　孝憲）

医療費、診療報酬

財務管理



1年

403 教科名

2 必・選 選択 開講時期 前期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 　看護サービスマネジメント ＜予習＞臨床における看護管理上の課題を整理しておく。

２回 　文献クリティークの方法 ＜予習＞提示した文献を読み、課題の整理をしておく。

３回 　文献レビュー
＜予習＞主要なテーマについて文献検索を行い、クリティーク
する文献を決めておく。

４回 　文献レビュー
＜予習＞主要なテーマについて文献検索を行い、クリティーク
する文献を決めておく。

５回 　文献クリティーク ＜予習＞提示した文献を読み、課題の整理をしておく。

６回 　文献クリティーク ＜予習＞提示した文献を読み、課題の整理をしておく。

７回 　文献レビュー
＜予習＞主要なテーマについて文献検索を行い、クリティーク
する文献を決めておく。

８回 　文献レビュー
＜予習＞主要なテーマについて文献検索を行い、クリティーク
する文献を決めておく。

９回 　文献クリティーク ＜予習＞提示した文献を読み、課題の整理をしておく。

１０
回

　文献クリティーク
＜予習＞提示した文献を読み、臨床の実態と比較し整理して
おく。

１１
回

　文献クリティーク
＜予習＞今までの文献クリティークで学んだことを整理してお
く。

１２
回

　文献クリティーク
＜予習＞今までの文献クリティークで学んだことを整理してお
く。

１３
回

　プレゼンテーション　課題
＜予習＞今までの文献クリティークで学んだことを整理し、発
表の準備をしておく。

１４
回

　プレゼンテーション　課題
＜予習＞今までの文献クリティークで学んだことを整理し、発
表の準備をしておく。

１５
回

　自己の課題 ＜復習＞自己の課題を整理しておく。

0%

0%

40%

30%

30%

100%

講義の概要
(教育目標を含む)

内　　容

主要なテーマを取り上げ、 文献レビュー

主要なテーマを取り上げ、 文献レビュー

文献クリティーク

看護管理における臨床が抱える課題について検討する

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

看護管理学演習Ⅰ

中根　薫、和田　由紀子、瀬倉　幸子

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　看護管理学の基盤となる概念や理論を、臨床で直面する諸問題と関連づけ、その適用について討議する。主要なテーマを取り上げ、文献クリティークを行い、自己の課題を明確
にする。

学生の学習
（行動）目標

１．看護管理学の基盤となる概念や理論について説明できる。
２．臨床上の問題解決に向けた理論の適用について説明できる。
３．自己の課題を明確に述べることができる。

授業計画（シラバス）

文献クリティークの方法

主要なテーマを取り上げ、 文献レビュー

主要なテーマを取り上げ、 文献レビュー

文献クリティーク

文献クリティーク

文献クリティーク

テキスト

文献クリティーク

プレゼンテーションとまとめ(自己の課題を明確にする)

プレゼンテーションとまとめ(自己の課題を明確にする)

小テスト

まとめ

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 毎回の文献クリティーク、プレゼンテーションにおいてコメント・アドバイスを行う。

文献クリティーク

試験

レポート

学習態度

備考
学習態度30%は、準備・参加の状況（発言）で評価する。
その他30%は、プレゼンテーションで評価する。

その他

計

なし



1年

404 教科名

2 必・選 選択 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 看護管理　研究課題 ＜予習＞看護管理に関する文献を検索する。

２回 文献検討 ＜予習＞文献を準備する。

３回 文献検討 ＜予習＞文献を準備する。

４回 クリティーク（critque） ＜復習＞これまでの文献クリティークを振り返っておく。

５回 クリティーク（critque） ＜復習＞これまでの文献クリティークを振り返っておく。

６回 看護管理　研究課題 ＜予習＞看護管理に関する文献を検索する。

７回 文献検討 ＜予習＞文献を準備する。

８回 文献検討 ＜予習＞文献を準備する。

９回 クリティーク（critque） ＜復習＞これまでの文献クリティークを振り返っておく。

１０
回

クリティーク（critque） ＜復習＞これまでの文献クリティークを振り返っておく。

１１
回

看護管理　研究課題 ＜予習＞この時点での研究課題を整理しておく。

１２
回

フィールドワーク　fieldwork ＜予習＞フイールドワークでの学びを整理しておく。

１３
回

フィールドワーク　fieldwork ＜予習＞フイールドワークでの学びを整理しておく。

１４
回

フィールドワーク　fieldwork ＜予習＞フイールドワークでの学びを整理しておく。

１５
回

フィールドワーク　fieldwork　研究課題
＜予習＞フイールドワークでの学びを整理し、発表資料を作成してお
く。

0%

0%

40%

30%

30%

100%

テキスト

その他

計

特に指定しない。

レポート

学習態度

フイールドワークの発表会

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 文献クリティークおよび11回、１５回において、院生・教員間で行う意見交換を通じて随時実施する。

備考
レポート30％は、12～15回目のフィールドワーク後に提出されるレポートで評価する。
学習態度30％は、各講義の準備・参加状況で評価する。
その他30％は、12回目のプレゼンテーションで評価する。

文献クリティーク

フイールドワーク（国内学会または海外研修）

フイールドワーク（国内学会または海外研修）

小テスト

試験

１．文献検討、文献クリティーク、フィールドワークを通して自己の課題を明確に述べることができる。
２．国内外の医療・看護の情報にも着目し、自己の課題について理解を深め、現場への活用、適用について自分の考えを述べることができる。

授業計画（シラバス）

文献検討

文献検討

文献クリティーク

看護管理学演習Ⅱ

和田　由紀子、中根　薫、瀬倉　幸子

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　看護管理上の問題から研究課題を絞り込む。研究課題に関する知見を文献検討、文献クリティーク、フイールドワークから得る。また、国内だけでなく海外にも目を向け、幅広い視野の中で自
己の課題を探求する。

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

フイールドワーク（国内学会または海外研修）

プレゼンテーション（自己の研究課題を明確にする）

内　　容

ガイダンス　研究課題について方向性を決定する。

文献検討

文献検討

文献クリティーク

文献クリティーク

研究課題について主要テーマを検討する

学生の学習
（行動）目標



1年

405 教科名

2 必・選 選択 開講時期 後期 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回

２回 課題にあった実習計画を前期6月ごろまでに立案する。

３回

４回

５回

６回

７回

８回

９回

１０
回

１１
回

１２
回

１３
回

１４
回

１５
回

0%

0%

40%

30%

30%

100%

３．実習場所

・県内の施設

４．実習指導者

・認定看護管理者の資格のある看護管理者(それに準ずる者)
・大学院看護管理学分野の教員

・１年次　後期。2週間。

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

内　　容

１．実習方法

・実習施設の１～２施設選択する（自施設以外）。

・自己の課題にあわせ実習計画を立てる。臨地の指導者と打ち合わせする。

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　看護管理学特論Ⅰ・Ⅱおよび看護管理学演習Ⅰ・Ⅱで修得した理論を基盤に、臨地における管理の実際から自己の課題を探求する。課題に焦点をあて、臨地での情報収集、ま
た文献検討を行い、課題をより深める。

学生の学習
（行動）目標

１．臨地における管理の機能・役割について説明できる。
２．自己の課題（管理上の問題）に焦点をあてアセスメントできる。
３．看護管理学に関する自己の課題を明確に説明できる。

授業計画（シラバス）

・方法は参加観察法、インタビューなどを用いる。情報整理し分析する。

・文献検討の時間を週2回（2日）設ける　*半日を4回でも可。

・レポート作成する。プレゼンテーション。

２．実習期間

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

看護管理学実習

中村　悦子、中根　薫、和田　由紀子、瀬倉幸子

テキスト

小テスト

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック
レポートは、添削の上、コメントをつけて返却する。 学習態度は、実習期間中のカンファレンス時の発言や臨地の
指導者の助言をもとにフイードバックする。プレゼンテーションでは、学びの達成度について意見交換し、評価を通
して助言する。

備考

試験

レポート

学習態度

レポート課題で理解度を評価する。学習態度30%は、準備・参加状況で評価する。
その他30%は、プレゼンテーションで評価する。

その他

計

な　し



1・2年

501 教科名

8 必・選 必修 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 研究課題
提示した文献を読んでくること。「看護管理学演習Ⅰ」で明確に
した自己の課題を検討してくること。「看護研究法」の講義を復
習してくること。

２回 研究デザイン
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」の講義を復習し
てくること。研究課題の研究デザインを考えてくること。

３回 研究方法
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」の講義を復習し
てくること。研究目的にあった研究方法を考えてくること。

４回 研究の倫理的視点
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」の講義を復習し
てくること。

５回 研究計画書
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」の講義を復習し
てくること。研究計画書案を作成してくること。

６回 研究の倫理的視点 倫理申請書を作成してくること。

７回 データ収集の方法　分析方法
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」「看護情報統計
学」の講義を復習し、分析方法を考えてくること。

８回 結果の整理　結果の読み方　表作成
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」「看護情報統計
学」の講義を復習し、結果を整理してくること。

９回 論文構成　考察の視点
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」の講義を復習
し、論文構成をしてくること。自己の研究に関連した文献を熟
読してくること。

１０
回

プレゼンテーション プレゼンテーションの準備をする。

１１
回

１２
回

１３
回

１４
回

１５
回

0%

0%

60%

20%

20%

100%

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　質の高い看護を組織的に提供するために「看護サービスマネジメント」について探求し、成果を論文としてまとめる。特に「個を活かすことにより組織は活性化する」という人的資
源管理の考えに基づき、組織的な取り組みや看護職の意欲、育成と評価に関する研究指導を行う。

学生の学習
（行動）目標

１．臨床における課題を明確にし、研究課題を抽出できる。
２．研究課題に関する有効な文献検索ができる
３．研究計画書が作成できる。
・文献のクリティークを通して、研究目的を設定できる。
・適切な研究デザインを選択できる。
・データ収集法・分析方法を計画できる。
・倫理的配慮を具体的に記述できる。
４．研究計画に沿って、データ収集・分析ができる。
５．研究結果を適切に記述できる。
６．文献を活用し、結果の妥当性、信頼性を検証しながら考察ができる。
７．論文を作成できる。
８．効果的なプレゼンテーションができる。

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

看護学特別研究

中村　悦子

研究計画書の作成

倫理的な申請手続き

データ収集と分析

データ分析結果と考察

論文作成

プレゼンテーション

内　　容

文献検討による研究テーマ、研究課題の明確化

研究目的・研究デザインの選拓

研究方法を計画する

倫理的配慮の検討

小テスト

試験

レポート

学習態度

授業計画（シラバス）

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック
研究論文指導のプロセス（文献検討・文献クリティーク、ディスカッション、プレゼンテーションなど）で、主体性や計
画性など取組み姿勢をサポートしながら評価によってフードバックする。

備考

レポート60%は、研究論文の取り組みと達成度で評価する。
学習態度20%は、ディスカッションやプレゼンテーションへの参加態度など総合的に評価する。
その他20%は、文献検討、研究論文クリティークの成果で評価する。
＊学位論文審査を受ける。

その他

計

テキスト 指定なし。適宜紹介する。



1・2年

501 教科名

8 必・選 必修 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回
文献検索、文献検討、キーワードの特
定

＜予習＞研究課題を明らかにするために、既存文献より明ら
かなこと明らかでないことを調べてくる（文献レヴュー)。

２回 研究デザイン、研究方法
＜予習＞適切な研究デザイン・研究方法・測定尺度により研
究計画書を作成してくる。

３回 構成要素、実施計画 ＜予習＞研究課題にあった実施計画を検討する。

４回 研究方法、妥当性と信頼性 ＜予習＞研究課題にあった研究方法の検討する。

５回 倫理原則、倫理的責任、倫理的配慮
＜予習＞倫理的配慮について調べて、必要なことを記述してく
る。

６回 データの収集法、予備調査、本調査
＜予習＞データの収集のための調査の方法を検討し決定す
る。

７回 データを読む、統計処理、質的統合 ＜予習＞データの収集のための調査を実施する。

８回 データ分析法 ＜予習＞研究目的に合った分析法を調べておく。

９回 データ分析法 研究目的に合った分析法を活用する。

１０
回

論文の構成要素、図・表、文献
＜予習＞論文のまとめ方の基本と方法を調べておく。研究目
的・方法・結果・考察、科学的で論理的な記述、図・表の作成
法、文献の活用

１１
回

論文の構成要素 ＜予習＞論文全体をまとめる。

１２
回

論文の構成要素 ＜予習＞論文全体をまとめる。

１３
回

発表、抄録 ＜予習＞発表の準備をする。

１４
回

論文提出 指定された書式で期限に提出する。

１５
回

報告

0%

0%

60%

20%

20%

100%

研究計画書の作成（３）

データ収集

データ収集

データ分析・検討

テキスト

修士論文の作成

発表と成果

論文提出

特に指定しない。

修士論文の作成

修士論文の作成

小テスト

試験

レポート

学習態度

単位数 金子　史代

　慢性疾患をもつ人とその家族の疾病、治療の受容過程と生活の再構築への支援、対象者を生活者の観点から捉えたセルフケア支援に関連する課題を探求する研究課題の設
定、倫理的配慮を含めた計画書の作成、研究計画に沿った行動、論文作成と発表等、これらの研究に関する一連の行動ができるように指導する。

学生の学習
（行動）目標

１． 臨床における課題を明確にし、研究のための課題を明確にできる。
２． 研究方法、倫理的配慮の手続きを含めた研究計画書を作成できる。
３．看護研究計画に沿って、データ収集・分析ができる。
４．研究結果を適切に記述し、評価を受け、完成度の高い論文を作成できる。
５．研究活動の過程から臨床における研究の活用、限界と課題を考えることができる。

講義の概要
(教育目標を含む)

研究課題の明確化

研究計画書の作成（１）

内　　容

研究課題の明確化

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号 看護学特別研究

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

授業計画（シラバス）

調査協力者への結果報告

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック レポートは研究論文の取り組みと達成度である。

備考
学習態度は、文献検討、研究論文クリティークの成果である。
その他は、ディスカッションやプレゼンテーションへの参加態度である。その他

計

データ分析・検討

研究計画書の作成（２）



1・2年

501 教科名

8 必・選 必修 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 研究態度　文献データベース　検索法
既習した看護研究法を踏まえて、活用した文献に関する自己
の見解を明らかにし整理しておく

２回 看護現象　研究疑問　研究課題
看護現象における課題について事例を挙げて説明できるよう
に記述し、指導内容を踏まえてそれを精錬させる。

３回 研究デザイン　研究方法
研究課題の明確化を図り、科学的・論理的に研究活動を推進
できるように、指導を受けながら精錬させる。

４回 研究デザイン　研究方法　倫理的配慮
研究課題の明確化を図り、科学的・論理的に研究活動を推進
できるように、指導を受けながら精錬させる。

５回 研究方法　適時性　実行可能性
研究課題の明確化を図り、科学的・論理的に研究活動を推進
できるように、指導を受けながら精錬させる。

６回 研究計画書　構成要素　実施計画
研究課題に対応した的確な研究計画を作成し、科学的・論理
的にかつ的確に研究活動を推進できるようにする。

７回 研究方法　妥当性・信頼性の確保
研究課題に対応した的確な研究計画を作成し、科学的・論理
的にかつ的確に研究活動を推進できるようにする。

８回
調査の任意性　個人情報・プライバ
シーの保護

研究課題に対応した的確な研究計画を作成し、科学的・論理
的にかつ的確に研究活動を推進できるようにする。

９回 倫理審査　審査手続き　不正行為
研究の倫理綱領について関心をもち、倫理的課題に対して適
切に対応できるよう倫理的配慮について整理する。

１０
回

研究協力者の募集方法　協力依頼の
方法

研究計画書に基づいて、データ収集を適切に行うための協力
依頼施設との交渉手続きについて検討する。

１１
回

データの取り扱い　管理方法
収集したデータの適正な保管管理に関する経験知を踏まえて
検討し、指導を受けて改善点を強化する。

１２
回

データ分析法　信頼性・妥当性の確保
研究目的に対応させた妥当性・信頼性のある分析手続きを経
て、確かな研究成果を導き出せるようにする。

１３
回

論文の構成要素　作成方法　評価基
準

研究目的・方法に対応した研究結果を科学的・論理的に、しか
も適切な引用文献を活用して論述できるように推敲する。

１４
回

研究報告　抄録　発表媒体　　論文投
稿

研究成果をより適切に、かつ分かりやすく発表できるように、
適切な媒体を選択して取り組むことができるようにする。

１５
回

論文提出 指定された書式にそろえ、期限までに提出する。

0%

0%

0%

0%

100%

100%

講義の概要
(教育目標を含む)

内　　容

研究計画書の作成  その２
　　２）研究方法／研究デザイン・データ収集の方法・期間・データ分析の方法
研究計画書の作成  その３
 ３）安全性の確保（予想される有害現象と対策）人権・プライバシー保護に関する配
慮

倫理審査委員会提出書類の作成・申請手続き（機関・施設の基準に準拠する）

関心領域の文献の批判的検討

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

看護学特別研究

渡邉　タミ子

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　小児看護学の視点から健康や生活支援などに関わる研究課題を設定し、倫理的配慮に基づいて研究計画を立案、適切な調査法によるデータ収集、質的又は統計学的手法によ
る分析を行い、それらを踏まえて研究論文の作成に至るまでのプロセスを自立してできるように指導する。

学生の学習
（行動）目標

１．研究的疑問に関わる文献収集とそのレビューを行い、研究課題を明確化できる。
２．研究課題の解明に適切な研究方法を選択することができる。
３． 倫理的配慮を含めた研究計画書を作成できる。
４． 適切な研究方法を用いてデータ収集し、客観的・科学的に分析できる。
５． 研究結果を分かりやすくかつ適切に記述し、客観的・科学的考察を加えて論文を作成できる。
６．研究成果の妥当性・信頼性について評価を受け、論文の完成度を高めることができる。
７．研究の結論から、看護実践への提言と研究の限界について認識を深めることができる。

授業計画（シラバス）

研究課題の検討：研究したい問いや現象が研究課題となりうるのかの検討

研究方法の検討　　その１
　　１）探求したい研究デザイン、現象のデータ収集方法の検討

研究方法の検討　　その２
　　２）探求したい現象の研究における倫理的配慮の検討

研究方法の検討　　その３
　　３）探求したい現象の具体的なデータ収集方法の検討

研究計画書の作成　その１
　　１）研究課題・研究背景、研究の目的・意義

研究対象者、研究協力施設との調整

テキスト

妥当なデータ分析方法　研究デザインに応じた研究結果の生成、指導者からのスー
パービジョン

修士論文の作成

発表と評価

小テスト

論文提出

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック

1.文献検討や論文のクリテーク；自主ゼミでのプレゼンテーションの中で評価し、適時コメントによりフィードバック
する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.研究論文の取り組みや達成度；研究目的と研究方法と対照させて、
論旨が一貫し、論理的・科学性に裏付けて論述しているか面談や自主ゼミになどを通じて、推敲を重ね、論文とし
ての精度が上がるように支援する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.プレゼンテーションへの参加態度；他の院
生の研究発表や学会発表等を通じて、自己の参加態度についてリフレクションによる望ましい態度形成を図れる
よう指導する。

データ収集・整理、データの適正な保管管理

試験

レポート

学習態度

備考

その他100％は、以下の配分で評価する。

　文献検討、研究論文クリティークの成果　20％
　研究論文の取り組みと達成度　60％
　ディスカッションやプレゼンテーションへの参加態度　20％

その他

計

特に、指定のテキストはない。



1・2年

501 教科名

8 必・選 必修 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 研究課題　文献クリティーク
自己の探求したい研究課題に関連する文献を集め、要約して
臨む。検討結果を踏まえ、課題をさらに検討してくる。

２回
研究方法　研究デザイン　文献クリ
ティーク

関連する文献を読んで臨む。

３回 研究方法　倫理的配慮 関連する文献を読んで臨む。

４回 研究方法　データ収集 具体的なデータ収集方法の案を考え、整理して臨む。

５回 研究計画書　研究の目的・意義 研究計画書を作成して臨む。

６回
研究計画書　研究方法　データ収集
データ分析

研究計画書の修正をして臨む。

７回 研究計画書　倫理的視点 予想される有害現象と対策について整理して臨む。

８回 倫理審査 倫理申請書を作成して臨む。

９回 研究対象者　研究協力施設
連絡調整日程や場所等は複数の手段で確認して調整して臨
む。

１０
回

研究計画の実施　データ収集と整理
「看護研究法」「看護情報統計学」の講義を復習し、分析方法
を考えて臨む。

１１
回

データ分析　　討論 データを整理して臨む。

１２
回

論文構成 論文のアウトラインを作成して臨む。

１３
回

論文の推敲 研究目的と考察の視点が対応しているかを検討する。

１４
回

修士論文発表会　口頭試問
発表資料の準備とプレゼンテーションを試行して臨む。
研究を発展させる示唆（評価）を生かし、論文を見直す。

１５
回

論文提出 指定された書式にそろえ、期限までに提出する。

0%

0%

0%

20%

80%

100%

講義の概要
(教育目標を含む)

内　　容

研究計画書の作成  その３
   ３）安全性の確保、人権やプライバシー保護に関する配慮

倫理審査委員会提出書類の作成・申請手続き（機関・施設の基準に準拠する）

研究対象者、研究協力施設との調整

研究課題の検討：研究したい問いや現象が研究課題となりうるのかの検討

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

看護学特別研究

本間　昭子

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　病気や障がいのある子どもと家族が利用する保健医療・教育・福祉システムに求める支援と提供される支援の関係に視点をあて、家族を基盤とした社会の中で子どもが育つた
めに求められる看護の機能と役割を探究するテーマについて研究指導を行う。

学生の学習
（行動）目標

１． 文献検索・文献検討を行い、研究課題を発見し明確化できる。
２． 研究課題の解明に適切な研究方法を選択することができる。
３． 倫理的配慮を含めた研究計画書を作成できる。
４． 適切な研究方法を用いてデータ収集し、客観的・科学的に分析できる。
５． 研究結果を分かりやすく記述し、客観的・科学的考察を加えて論文を作成できる。
６． 研究成果の妥当性・信頼性について評価を受け、論文の完成度を高めることができる。
７． 研究の結論から、看護実践への提言と研究の限界について認識を深めることができる。

授業計画（シラバス）

研究方法の検討　　その１
　　１）探求したい研究デザイン、現象のデータ収集方法の検討

研究方法の検討　　その２
　　２）探求したい現象の研究における倫理的配慮の検討

研究方法の検討　　その３
　　３）探求したい現象の具体的なデータ収集方法の検討

研究計画書の作成　その１
　　１）研究課題・研究背景、研究の目的・意義

研究計画書の作成  その２
　　２）研究方法／研究デザイン・データ収集の方法・期間・データ分析の方法

研究計画の実施
　データ収集と整理、データの保管

テキスト

論文構成の検討

論文作成

発表と評価

小テスト

論文提出

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 毎回課題を整理して、次のステップに進めるようにゼミナール時間に整理する。

データ分析

試験

レポート

学習態度

備考

学習態度20％は、研究論文の取り組みの姿勢や討論やプレゼンテーションへの参加態度を総合して評価する。
その他80％は、以下の配分で評価する。
　①文献検討、研究論文クリティークの成果　20％
　②研究論文の達成度　60％
＊また、学位論文審査(公開発表会における最終試験を含む)を受けることが条件である。

その他

計

不要



1・2年

501 教科名

8 必・選 必修 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 研究課題　文献クリティーク
自己の探求したい研究課題に関連する文献を集め、要約して
くる。検討結果を踏まえ、課題をさらに検討してくる。

２回
研究方法　研究デザイン　文献クリ
ティーク

関連する文献を読んでくること。「看護研究法」の講義を復習し
てくる。

３回 研究方法　倫理的配慮
関連する文献を読んでくること。「看護研究法」の講義を復習し
てくる。

４回 研究方法　データ収集
フィールドワークが必要な場合は、その方法について検討して
くる。

５回
タイムスケジュールの計画　研究計画
書　研究の目的・意義

研究計画書を作成してくる。ゼミ方式の討議結果をふまえ、研
究の目的・意義をさらに明らかにする。

６回
研究計画書　研究方法　データ収集
データ分析

研究計画書を作成してくる。ゼミ方式の討議結果をふまえ、
データ収集とデータ分析の方法をさらに検討する。

７回 研究計画書　倫理的視点 予想される有害現象と対策について整理してくる。

８回 研究倫理の手続き
倫理申請書を作成してくる。申請書の不備な点を修正して、完
成させる。

９回 研究対象者　研究協力施設
文書による連絡調整日程や場所等を複数の手段で確認して
調整する。

１０
回

研究計画の実施　データ収集と整理
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」「看護情報統計
学」の講義を復習し、分析方法を考えてくること。

１１
回

データ分析　　討論
ゼミ方式のデータ分析のために、データを整理してくる。
討論で明らかになった課題を、次回までに検討してくる。

１２
回

論文構成
論文のアウトラインを作成してくる。
検討結果をふまえ、論文のアウトラインを修正する。

１３
回

論文の推敲 研究目的と考察の視点が対応しているか検討を繰り返す。

１４
回

修士論文発表会　口頭試問
発表資料の準備と、プレゼンテーションを試行して臨む。
研究を発展させる示唆（評価）を生かし、論文を見直す。

１５
回

論文提出 指定された書式にそろえ、期限までに提出する。

0%

0%

0%

20%

80%

100%

講義の概要
(教育目標を含む)

内　　容

研究計画書の作成  その３
   ３）安全性の確保（予想される有害現象と対策）人権・プライバシー保護に関する配慮

倫理審査委員会提出書類の作成・申請手続き（機関・施設の基準に準拠する）

研究対象者、研究協力施設との調整

研究課題の検討：研究したい問いや現象が研究課題となりうるのかの検討

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

看護学特別研究

池田　かよ子

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　性と生殖に関する価値観が多様化する中で、妊娠、出産、育児期の女性の健康に影響を及ぼす思春期や青年期、また渦中にある妊婦や育児期の母子や家族の健康問題を明
らかにし、次世代の健康を見据えた有効な支援のあり方について研究指導を行う。

学生の学習
（行動）目標

１． 文献検索・文献検討を行い、研究課題を明確化できる。
２． 研究課題の解明に適切な研究方法を選択することができる。
３． 倫理的配慮を含めた研究計画書を作成できる。
４． 適切な研究方法を用いてデータ収集し、客観的・科学的に分析できる。
５． 研究結果を分かりやすく記述し、客観的・科学的考察を加えて論文を作成できる。
６． 研究成果の妥当性・信頼性について評価を受け、論文の完成度を高めることができる。
７． 研究の結論から、看護実践への提言と研究の限界について認識を深めることができる。

研究方法の検討　　その１
　　１）探求したい研究デザイン、現象のデータ収集方法の検討

研究方法の検討　　その２
　　２）探求したい現象の研究における倫理的配慮の検討

研究方法の検討　　その３
　　３）探求したい現象の具体的なデータ収集方法の検討

研究計画書の作成　その１
　　１）研究課題・研究背景、研究の目的・意義

研究計画書の作成  その２
　　２）研究方法／研究デザイン・データ収集の方法・期間・データ分析の方法

研究計画の実施
　データ収集と整理、データの保管

テキスト

論文作成１

論文作成２

発表と評価

小テスト

論文提出

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック ディスカッションやプレゼンテーションでコメントを行う

データ分析

試験

レポート

学習態度

備考
学習態度：ディスカッションやプレゼンテーションへの参加態度　20％
その他：文献検討、　研究論文クリティークの成果　研究論文の取り組みと達成度　８０％
＊中間発表、学位論文審査を受ける

その他

計

必要時、指定する。



1・2年

501 教科名

8 必・選 必修 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回
文献検索、文献検討、キーワードの特
定

＜予習＞研究課題を明らかにするために、既存文献より明ら
かなこと明らかでないことを調べてくる（文献レヴュー)。

２回 研究デザイン、研究方法
＜予習＞適切な研究デザイン・研究方法・測定尺度により研
究計画書を作成してくる。

３回 構成要素、実施計画 ＜予習＞研究課題にあった実施計画を検討する。

４回 研究方法、妥当性と信頼性 ＜予習＞研究課題にあった研究方法の検討する。

５回 倫理原則、倫理的責任、倫理的配慮
＜予習＞倫理的配慮について調べて、必要なことを記述してく
る。

６回 データの収集法、予備調査、本調査
＜予習＞データの収集のための調査の方法を検討し決定す
る。

７回 データを読む、統計処理、質的統合 ＜予習＞データの収集のための調査を実施する。

８回 データ分析法 ＜予習＞研究目的に合った分析法を調べておく。

９回 データ分析法 研究目的に合った分析法を活用する。

１０
回

論文の構成要素、図・表、文献
＜予習＞論文のまとめ方の基本と方法を調べておく。研究目
的・方法・結果・考察、科学的で論理的な記述、図・表の作成
法、文献の活用

１１
回

論文の構成要素 ＜予習＞論文全体をまとめる。

１２
回

論文の構成要素 ＜予習＞論文全体をまとめる。

１３
回

発表、抄録 ＜予習＞発表の準備をする。

１４
回

論文提出 指定された書式で期限に提出する。

１５
回

報告

0%

0%

60%

20%

20%

100%

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

　性と生殖に関わるリプロダクティブヘルスの視点から、次世代育成の準備期である思春期保健全般と次世代育成期にある周産期の母子と家族の健康課題と支援、及びその支
援の中核を担う助産師の専門性発揮と自立について、出産の歴史・社会的考察をもとに研究指導を行う。

学生の学習
（行動）目標

１．文献検索・文献検討を行い、研究課題を明確化し説明できる。
２．研究課題の解明に適切な研究方法を選択し説明できる。
３．倫理的配慮を含めた研究計画書を作成できる。
４．適切な研究方法を用いてデータ収集し、客観的・科学的に分析できる。
５．研究結果を分かりやすく記述し、客観的・科学的考察を加えて論文を作成できる。
６．研究成果の妥当性・信頼性について評価を受け、論文の完成度を高め作成できる。
７．研究の結論から、看護実践への提言と研究の限界について認識を深め説明できる。

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

看護学特別研究

渡邊　典子

研究計画書の作成（３）

データ収集

データ収集

修士論文の作成

発表と成果

データ分析・検討

データ分析・検討

修士論文の作成

内　　容

研究課題の明確化

研究課題の明確化

研究計画書の作成（１）

研究計画書の作成（２）

小テスト

試験

レポート

学習態度

修士論文の作成

論文提出

授業計画（シラバス）

調査協力者への結果報告

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 定期的にゼミ（報告会）を設け、報告に対するコメント、および論文の方向性について意見交換する

備考
研究論文の取り組みと達成度で評価　60％
学習態度はディスカッションやプレゼンテーションへの参加態度など総合的な評価20％
その他はプレゼンテーションで評価　20％
＊学位論文審査(公開発表会における最終試験を含む)を受ける

その他

計

テキスト
テキストなし。
参考書は適宜紹介する。



1・2年

501 教科名

8 必・選 必修 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回
リサーチクエスチョン、研究テーマの絞
り込み、文献レビュー

＜予習＞研究テーマに関する文献レビューを行ってくること。

２回 研究方法
＜予習＞「看護研究法」の講義の復習し、研究計画書を作成
してくること。

３回 ICN倫理指針、倫理原則 ＜予習＞「看護研究法」の講義の復習を行ってくること。

４回 研究計画書
＜予習＞「看護研究法」の講義の復習し、研究計画書を作成
してくること。

５回 統計処理、質的分析
＜予習＞「看護情報統計学」「看護研究」の復習を行ってくるこ
と。

６回 結果の整理 ＜予習＞規定の形式で論文を作成してくること。

７回 論文作成、クリティーク
＜予習＞研究クリティークの手順に沿って、作業を行ってくる
こと。

８回 プレゼンテーション これまでの研究成果をまとめてくること。

９回

１０
回

１１
回

１２
回

１３
回

１４
回

１５
回

0%

0%

60%

20%

20%

100%

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

質の高いエンド・オブ・ライフケアを提供するために、患者と家族への包括的なケアを探求する。特にがんの診断時から治療選択や治療継続における心理的援助、終末期にある患
者と家族のニーズに沿った看取りに関する研究を指導する。

学生の学習
（行動）目標

１．臨床における課題を明確にし、研究のための課題を抽出できる。
２．倫理的配慮の手続きを含めた研究計画書を作成できる。
３．看護研究のプロセスに沿って、データ収集・分析・検討ができる。
４．看護研究のプロセスを通して、臨床における研究のあり方を考察できる。

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

講義の概要
(教育目標を含む)

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号

単位数

看護学特別研究

佐々木　祐子

データ収集と分析

データ分析結果と考察

論文作成

プレゼンテーション

内　　容

文献検討による研究課題の明確化

研究方法の計画

倫理的配慮の検討

研究計画書の作成

小テスト

試験

レポート

学習態度

授業計画（シラバス）

計

成 績 評 価

学習成果のフィードバック 研究論文作成過程において、適宜フィ－ドバックを行っていく。

備考
レポートは研究論文の取り組みと達成度である。
学習態度はディスカッションやプレゼンテーションへの参加態度である。
その他は、プレゼンテーションである。
＊学位論文審査を受ける。

その他

計

テキスト 指定なし。適宜紹介する。



1・2年

501 教科名

8 必・選 必修 開講時期 通年 担当者

回 キーワード 準備学習（予習・復習）の内容と分量

１回 研究課題
提示した文献を読んでくること。「看護管理学演習Ⅰ」で明確に
した自己の課題を検討してくること。「看護研究法」の講義を復
習してくること。

２回 研究デザイン
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」の講義を復習し
てくること。研究課題の研究デザインを考えてくること。

３回 研究方法
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」の講義を復習し
てくること。研究目的にあった研究方法を考えてくること。

４回 研究の倫理的視点
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」の講義を復習し
てくること。

５回 研究計画書
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」の講義を復習し
てくること。研究計画書案を作成してくること。

６回 研究の倫理的視点 倫理申請書を作成してくること。

７回 研究協力依頼の方法 研究協力依頼の方法と交渉手続きについて考えてくること。

８回 データ収集の方法　分析方法 収集したデータの整理・保管方法について考えてくること。

９回 データ収集の方法　分析方法
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」「看護情報統計
学」の講義を復習し、分析方法を考えてくること。

１０
回

結果の整理　結果の読み方　表作成
提示した文献を読んでくること。「看護研究法」「看護情報統計
学」の講義を復習し、結果を整理してくること。

１１
回

論文構成 論文のアウトラインを作成してくること。

１２
回

考察の視点 自己の研究に関連した文献を熟読して考察を考えてくること。

１３
回

論文の推敲 研究目的と考察の視点が対応しているか検討してくること。

１４
回

作成要項、審査基準 指定された書式にそろえ、期限までに提出すること。

１５
回

口頭試問
発表資料の準備とプレゼンテーションを試行して臨むこと。審
査結果を生かし、論文を見直すこと。

0%

0%

60%

20%

20%

100%

研究科・学 年 看護学研究科

講義番号 看護学特別研究

単位数 中根　薫

倫理的配慮の検討

DP（ディプロマ・ポリシー）
との関連

「別途N-COMPASS上に示されている「DPとカリキュラムとの対照表」を参照のこと。

講義の概要
(教育目標を含む)

質の高い看護を組織的に提供するために「看護サービスマネジメント」について探求し、成果を論文としてまとめる。特に「個を活かすことにより組織は活性化する」という人的資源
管理の考えに基づき、組織的な取り組みや看護職の意欲、育成と評価に関する研究指導を行う。

学生の学習
（行動）目標

１．臨床における課題を明確にし、研究課題を抽出できる。
２．研究課題に関する有効な文献検索ができる
３．研究計画書が作成できる。
・文献のクリティークを通して、研究目的を設定できる。
・適切な研究デザインを選択できる。
・データ収集法・分析方法を計画できる。
・倫理的配慮を具体的に記述できる。
４．研究計画に沿って、データ収集・分析ができる。
５．研究結果を適切に記述できる。
６．文献を活用し、結果の妥当性、信頼性を検証しながら考察ができる。
７．論文を作成できる。
８．効果的なプレゼンテーションができる。

授業計画（シラバス）

内　　容

文献検討による研究テーマ、研究課題の明確化

研究目的・研究デザインの選択

研究方法を計画する

計

研究計画書の作成

倫理的な申請手続き

研究対象者、研究協力施設との調整

データ収集と整理、データの保管

データ収集と分析

データ分析結果

論文構成の検討

論文作成

論文推敲

論文提出

発表と評価

成 績 評 価

小テスト

学習成果のフィードバック
研究論文指導のプロセス（文献検討・文献クリティーク、ディスカッション、プレゼンテーションなど）で、主体性や計
画性など取組み姿勢をサポートしながら評価によってフィードバックする。

試験

レポート

学習態度

備考

レポート60%は、研究論文の取り組みと達成度で評価する。
学習態度20%は、ディスカッションやプレゼンテーションへの参加態度など総合的に評価する。
その他20%は、プレゼンテーションで評価する。
＊学位論文審査を受ける。

その他

計

テキスト 指定なし。適宜紹介する。


