実務経験のある教員による授業科目
科目名
単位数

看護福祉学部看護学科
内容

1 保健医療福祉行政論

2

医学を専門とする教員と社会政策・労働経済論を専門とする教員が、それぞれの
経験を活かして、保健、医療、福祉の政策や行政の実施体制を開設する。

2 精神保健Ⅰ

2

看護師業務およびカウンセリング業務を経験した教員が精神保健に関する基本的
な知識について講義・演習する。

3 居住福祉論

2

民間コンサルトで22年間、住宅政策や福祉のまちづくりのコンサルティングに携
わっていた経験をふまえ、高齢者にとって優しく快適で安全・安心な住環境整備方
策について講述する。

4 福祉のまちづくり論

2

それぞれソーシャルワーカー、看護師の実践経験があり、病者・障害者支援のため
のまち（地域社会）づくりについて講義・演習により実践力を培う。

5 病態生理学

2

6 感染症学

2

7 臨床病態学Ⅰ

1

8 臨床病態学Ⅱ

1

9 看護学原論Ⅰ

1

看護師業務を経験した教員が看護学原論Ⅰの目的・対象・方法に関する基本的な
知識及び看護実践に必要な実体に働きかける。

10 看護学原論Ⅱ

2

看護師業務を経験した教員が看護学原論Ⅱの目的・対象・方法に関する基本的な
知識及び看護実践に必要な実体に働きかける。

11 基礎看護学技術Ⅰ

2

12 基礎看護学技術Ⅱ

2

13 基礎看護学技術Ⅲ

1

14 フィジカルアセスメント

1

15 看護倫理学

1

看護師業務を経験した教員が看護学倫理学の目的・対象・方法に関する基本的な
知識及び看護実践に必要な実体に働きかける。

16 基礎看護学実習Ⅰ

1

看護師の資格を有する教員の指導の下、基礎看護学に必要な看護実践能力を身
につけるための実習を行う。

17 基礎看護学実習Ⅱ

2

看護師の資格を有する教員の指導の下、基礎看護学に必要な看護実践能力を身
につけるための実習を行う。

18 母性看護学概論

1

19 母性看護学

2

20 母性看護学実習

2

病理専門医であり病理診断や病理解剖などの実務経験をもつ教員が、病態生理
学の理解を深めるために、炎症や腫瘍などについて、顕微鏡実習を実施し、指導・
解説する。
医師として感染症業務を経験した教員が感染症学の目的・対象・方法に関する基
本的な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける
技術・看護過程展開の技術について講義・演習する。
医師業務を経験した教員が臨床病態学の目的・対象・方法に関する基本的な知識
及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技術・看護
過程展開の技術について講義・演習する。
医師業務を経験した教員が臨床病態学の目的・対象・方法に関する基本的な知識
及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技術・看護
過程展開の技術について講義・演習する。

看護師業務を経験した教員が基礎看護学の目的・対象・方法に関する基本的な知
識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技術・看
護過程展開の技術について講義・演習する。
看護師業務を経験した教員が基礎看護学の目的・対象・方法に関する基本的な知
識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技術・看
護過程展開の技術について講義・演習する。
看護師業務を経験した教員が基礎看護学の目的・対象・方法に関する基本的な知
識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技術・看
護過程展開の技術について講義・演習する。
看護師業務を経験した教員が基礎看護学の目的・対象・方法に関する基本的な知
識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技術・看
護過程展開の技術について講義・演習する。

看護師と助産師の資格を有し業務経験のある教員が母性看護学の目的・対象に
関する基本的な知識及び考え方について講義する。また不妊治療クリニック医師
による生殖補助医療の実際と課題について講義する。
看護師・助産師業務を経験した教員が母性看護学の目的・対象・方法に関する基
本的な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける
技術・看護過程展開の技術について講義・演習する。
看護師・助産師の資格を有する教員の指導の下、母性看護学実習に必要な看護
実践能力を身につけるための実習を行う。

実務経験のある教員による授業科目
科目名
単位数

看護福祉学部看護学科
内容

21 母子保健学

1

看護師または助産師の資格を有し業務経験のある教員が母性看護学及び小児看
護学に必要な母子保健の基本的な知識を講義する。

22 小児看護学

2

看護師業務に携わった経験を持つ教員が、小児看護学の目的・対象・方法に関す
る基本的な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識そのもの
に働きかける技術・看護過程展開の技術について講義・演習する。

23 小児看護学実習

2

看護師の資格を有する教員の指導の下、小児看護学に必要な看護実践能力を身
につけるための実習を行う。

24 成人看護学概論

1

看護師業務を経験した教員が、成人看護学の目的・対象・方法に関する基本的な
知識を講義する。

25 緩和ケア論

1

看護師業務を経験した教員及びがん看護専門看護師が、人生の最終段階にある
人々及びその家族に対する看護実践の基礎知識を講義する。

26 成人急性看護学

2

看護師業務を経験した教員が急性看護学の目的・対象・看護方法に関する基本的
な知識について講義する。

27 成人急性看護学演習

1

看護師業務を経験した教員が急性看護学の目的・対象・看護方法に関する基本的
な知識について講義する。

28 成人慢性看護学

2

看護師業務を経験した教員および認定看護師、がん看護専門看護師が慢性看護
学の目的・対象・方法に関する基本的な知識について講義する。

29 成人慢性看護学演習

1

病院の入院・外来看護、施設看護、入退院支援、多機関・多職種連携、地域連携、
医療と社会福祉相談援助、行政政策の立案にかかわってきた教員が慢性看護学
演習の目的・対象・方法に関する基本的な知識について講義する。

30 成人急性看護学実習

2

看護師資格を有する教員の指導の下、成人急性看護学に必要な看護実践能力を
身につけるための実習を行う。

31 成人慢性看護学実習

2

看護師の資格を有する教員の下、成人慢性看護学に必要な看護実践能力を身に
つけるための実習を行う。

32 療養生活ﾏﾈｼﾞﾈﾝﾄ実習

2

33 老年看護学概論

2

34 老年看護学

2

看護師業務を経験した教員が老年看護学の目的・対象・方法に関する基本的な知
識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術について講義する。

35 老年看護学演習

1

看護師業務を経験した教員が老年看護学の目的・対象・方法に関する基本的な知
識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技術・看
護過程展開の技術について講義・演習する。

36 老年看護学実習

4

看護師の資格を有する教員の下、老年看護学に必要な看護実践能力を身につか
るための実習を行う。

37 精神看護学概論

1

看護師業務を経験した教員が精神看護学の目的・対象・方法に関する基本的な知
識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術について講義・演習する。

38 精神看護学

2

看護師業務を経験した教員が精神看護学の目的・対象・方法に関する基本的な知
識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術について講義・演習する。

39 精神看護学演習

1

看護師業務を経験した教員が精神看護学の目的・対象・方法に関する基本的な知
識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術について講義・演習する。

40 精神看護学実習

2

看護師の資格を有する教員の指導の下、精神看護学に必要な看護実践能力を身
につけるための実習を行う。

病院の入院・外来看護、施設看護、入退院支援、多機関・多職種連携、地域連携、
医療と社会福祉相談援助、行政政策の立案にかかわってきた教員が療養生活マ
ネジメントに必要な看護実践能力を身につけるための実習を行う。
看護師業務を経験した教員が老年看護学の目的・対象・方法に関する基本的な知
識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技術・看
護過程展開の技術について講義・演習する。

41
42
43
44

実務経験のある教員による授業科目
看護福祉学部看護学科
科目名
内容
単位数
看護師・助産師の資格をもつ訪問看護師経験のある教員が家族看護論の目的・対
家族看護論
象・方法に関する基本的な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技
1
術。認識に働きかける技術・看護過程展開の技術について講義・演習する。
看護師・保健師の資格をもつ訪問看護師経験のある教員が、在宅看護の目的・対
象・方法に関する基本的な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技
在宅看護論
1
術。認識そのものに働きかける技術・看護過程展開の技術について講義・演習す
る。
看護師・保健師の資格をもつ訪問看護師経験のある教員が、在宅看護の目的・対
象・方法に関する基本的な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技
在宅看護演習
1
術。認識そのものに働きかける技術・看護過程展開の技術について講義・演習す
る。
看護師・保健師の資格をもつ訪問看護師経験のある教員の指導の下、在宅看護に
在宅看護実習
2
必要な看護実践能力を身につけるための実習を行う。
公衆衛生看護活動を経験した教員が公衆衛生看護学の概念・理念、対象・方法に
関する基本的な知識及び考え方について講義する。

45 公衆衛生看護学概論

2

46 保健指導論

1

47 公衆衛生看護活動論Ⅰ

1

48 公衆衛生看護活動論Ⅱ

2

49 公衆衛生看護技術Ⅰ

1

50 公衆衛生看護技術Ⅱ

1

51 公衆衛生看護技術Ⅲ

1

52 公衆衛生看護管理論

1

53 産業保健論

1

54 学校保健Ⅰ

1

養護教諭を経験した教員が、学校保健全般についての対応と指導について講義・
演習する。

55 学校保健Ⅱ

2

養護教諭を経験した教員が、学校保健全般についての対応と指導について講義・
演習する。学校組織についても講義・演習を通して深める。

56 公衆衛生看護学実習Ⅰ

2

保健師の資格を有する教員の指導の下、公衆衛生看護学に必要な看護実践能力
を身につけるための実習を行う。

57 公衆衛生看護学実習Ⅱ

3

保健師の資格を有する教員の指導の下、公衆衛生看護学に必要な看護実践能力
を身につけるための実習を行う。

58 看護研究方法論

1

看護師または助産師の資格を有し業務経験のある教員が看護実践能力に必要な
看護研究に関する基本的な知識と研究プロセスについて講義する。

59 看護管理学

1

60 看護マネジメント実習

2

保健師業務を経験した教員が保健指導論の目的・対象・方法に関する基本的な知
識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術・認識に働きかける技術。看
護過程展開の技術について講義・演習する。
保健師業務を経験した教員が公衆衛生看護活動の目的・対象・方法に関する基本
的な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技
術・看護過程展開の技術について講義・演習する。
保健師業務を経験した教員が公衆衛生看護活動の目的・対象・方法に関する基本
的な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技
術・看護過程展開の技術について講義・演習する。
保健師業務を経験した教員が公衆衛生看護学の目的・対象・方法に関する基本的
な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技
術・看護過程展開の技術について講義・演習する。
保健師業務を経験した教員が公衆衛生看護学の目的・対象・方法に関する基本的
な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技
術・看護過程展開の技術について講義・演習する。
保健師業務を経験した教員が公衆衛生看護学の目的・対象・方法に関する基本的
な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技
術・看護過程展開の技術について講義・演習する。
保健師業務を経験した教員が公衆衛生看護管理の目的・対象・方法に関する基本
的な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける技
術・看護過程展開の技術について講義する。
保健師業務を経験した教員が産業保健・看護活動の目的・対象・方法に関する基
本的な知識及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術。認識に働きかける
技術・看護過程展開の技術について講義する。

総合病院での看護管理の実務経験から、医療現場で実践される看護職の管理的
機能やそのマネジメントについての実際から、時代に対応した質の高い看護サービ
スや医療サービスを提供するための方策を講義やＧＷから深める。
看護師の資格を有する教員の指導の下、看護マネジマントについて、授業で学ん
だ基礎的知識や理論を実際と結びつけ、理解が深められるように実習を通して導
く。

実務経験のある教員による授業科目
科目名
単位数

看護福祉学部看護学科
内容

61 看護教育学

1

看護学業務を経験した教員が、看護職に必要な教育学的視点や理論について講
義・演習を行う。

62 災害看護学

1

看護師としての災害看護の経験のある教員が、災害時のサイクルに応じた知識と
役割等について講義および演習を行う。

63 基礎看護発展セミナー

1

看護師の資格を有する教員の指導の下、看護実践能力を発展させるための演習
を行う。

64 成人看護発展セミナー

1

看護師業務を経験した教員およびがん看護専門看護師が、緩和ケア病棟、緩和ケ
ア外来、訪問看護など様々な場での看護実践の基礎知識を教授する。

65 老年看護発展セミナー

1

看護師業務を経験した教員が老年看護学の基本的な理念をもった上で、看護実践
や専門職連携の実際について講義・演習を行う。

66 小児看護発展セミナー

1

看護師の資格を有する教員の指導の下、小児看護学に必要な看護実践能力を発
展させるための演習・実習を行う。

67 母性看護発展セミナー

1

看護師と助産師の資格を有し業務経験のある教員が講義の目的・対象に関して学
生の関心のあるテーマに絞り、さらに深く掘り下げた問題や課題等について助言・
指導する。

68 精神看護発展セミナー

1

看護師業務を経験した教員が精神看護の目的・対象・方法に関する基本的な知識
及び看護実践に必要な実体に働きかける看護技術について演習する。

69 在宅看護発展セミナー

1

看護師資格を有する教員の指導の下、在宅看護に必要な看護実践能力を身につ
けるための実習を行う。

看護学科専門科目 計
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