
専門分野Ⅱ 看 2-10 

実施回 授業計画 予習・復習・キーワード 担当 

1（ / ） 慢性的な病いを持つ人の看護（１） 

①慢性期の意味を説明できる 

②慢性疾患の特徴を説明できる  

➂慢性病患者の特徴が説明できる 

[予習]教科書 慢性病患者の理解につ

いて読んでおく。 

[復習] 授業内容を復習する。 

[キーワード] 慢性疾患の変遷、慢性

疾患 7 つの特徴、無力感、人間のパワ

ーの源泉、病みの軌跡、首尾一貫感覚、

健康信念モデル、コントロールの所在 

講義 

○佐藤 

2（ / ） 慢性的な病いを持つ人の看護（２） 

④慢性病との共存を支える看護実践に必要な方法について

説明できる。 

 

 

[予習]教科書 慢性病との共存を支え

る看護の実践を読んでおく。 

[復習] 授業内容を復習する。 

[キーワード]エンパワメント、セルフ

ケア、セルフマネジメント、自己効力

感 

講義 

○佐藤 

3（ / ） 慢性的な病いのある人への学習支援 

①慢性病患者への学習支援の必要性が説明できる。 

②慢性病患者への学習支援技術が説明できる。 

 

[予習]教科書 学習者である患者への

看護技術を読んでおく。 

[復習] 授業内容を復習する。 

 [キーワード] 学習支援、成人教育者、

成人学習理論、アドヒアランス、自己

効力感 

講義 

○佐藤 

4（ / ） 栄養・代謝機能障害のある人への看護（１） 

①糖尿病患者の身体的、心理・社会的特徴が説明できる。 

②糖尿病患者の看護活動について説明できる。 

・食事療法 

・運動療法 

[予習] 糖尿病について病態と治療論

で学習した内容を復習する。 

教科書 糖尿病患者の看護 疾患の

特徴、患者の特徴、食事療法・運動療

法への学習支援を読んでおく。 

[復習] 授業内容を復習する。 

[キーワード] 糖尿病、BMI、身体活動

レベル、エネルギー摂取量、食事療法、

運動療法、学習支援 

講義 

○佐藤 

5（ / ） 栄養・代謝機能障害のある人への看護（２） 

③糖尿病患者の看護活動について説明できる。 

 ・薬物療法 

 ・合併症予防 

 ・シックデイ 

[予習] 教科書 薬物療法のある生活

援助 合併症予防に対する援助を読

んでおく。 

[復習] 授業内容を復習する。 

[キーワード] 糖尿病、薬物療法、合併

症、学習支援 

 

 

 

 

講義 

○佐藤 



６（ / ） 免疫機能障害のある人の看護（１） 

①HIV 感染・AIDS 患者の身体的、心理・社会的特徴につい

て説明できる。 

②HIV 感染・AIDS 患者への学習支援について説明できる。 

[予習]HIV 感染・AIDS について病態

と治療論で学習した内容を復習する。 

[復習] 授業内容を復習する。 

[キーワード]無症候性キャリア期、日

和見感染、感染予防、服薬セルフマネ

ジメント 

アドヒアランス 

講義 

○佐藤 

７（ / ） 免疫機能障害のある人の看護（２） 

③関節リウマチ患者の身体的、心理・社会的特徴について説

明できる。 

④関節リウマチ患者の看護活動について説明できる。 

 

[予習]関節リウマチについて病態と治

療論で学習した内容を復習する。 

[復習]授業内容を復習する。 

[キーワード]関節症状、日常生活動作、

自己管理、ボディイメージ 

講義 

○佐藤 

８（ / ） 免疫機能障害のある人の看護（３） 

⑤SLE 患者の身体的、心理・社会的特徴について説明でき

る。 

⑥SLE 患者の看護活動について説明できる。 

 

＊事例・課題を提示する。 

[予習】SLE について病態と治療論で

学習した内容を復習する。 

[復習]授業内容を復習する。 

 [キーワード]再燃因子、紫外線対策、

感染予防、自己管理、ボディイメージ、

自己尊重、病者役割 

講義 

○佐藤 

9（ / ） 

1０（ / ） 

免疫機能障害のある人の看護（４） 

⑦事例について、身体状況を把握できる。 

⑧事例に必要な学習支援内容について説明できる。 

[予習]事例を読み込み、出された課題

に取り組んでくる。 

[復習]授業内容を復習する。 

[キーワード]セルフケア不足理論、自

己効力感、エンパワメント、成人学習

理論、ボディイメージ、自己尊重、病

者役割、病みの軌跡 

講義・グ

ループワ

ーク・ジ

グソー学

習 

○佐藤 

11（ / ） 排泄機能障害のある人の看護（１） 

①慢性腎不全の病態と病期分類について説明できる。 

②慢性腎不全患者の病期に応じた治療の目的及び看護目標

について説明できる。 

③保存期にある慢性腎不全患者の看護活動について説明で

きる。 

 

 

[予習]腎不全について病態と治療論で

学習した内容を復習する。 

[復習]授業内容を復習する。 

 [キーワード]浮腫、呼吸困難、食事療

法、薬物療法、セルフモニタリング、

学習支援 

講義 

○佐藤 

12（ / ） 排泄機能障害のある人の看護（２） 

④透析療法を受けている患者の看護活動について説明でき

る。 

 ・血液透析 

 ・腹膜透析 

 

＊事例・課題を提示する 

[予習】腎不全について病態と治療論

で学習した治療内容について復習す

る。 

[復習]授業内容を復習する。 

[キーワード]血液透析、腹膜透析、排

便コントロール、シャント管理、水分

制限、食事制限、塩分制限、社会資源 

講義 

○佐藤 



13（ / ） 排泄機能障害のある人の看護（３） 

⑤事例について、身体状況を把握できる。 

⑥事例に必要な学習支援内容について説明できる。 

[予習] 事例を読み込み、出された課題

に取り組んでくる。 

[復習]授業内容を復習する。 

 [キーワード]病みの軌跡、セルフケア

不足理論、自己効力感、エンパワメン

ト、学習支援、成人学習理論 

講義・グ

ループワ

ーク 

○佐藤 

14（ / ） 

15（ / ） 

排泄機能障害のある人の看護（４） 

⑦事例に必要な学習支援方法について説明できる。 

⑧患者への学習支援のまとめができる。 

 

[予習] 事例を読み込み、出された課題

に取り組んでくる。 

[復習]授業内容を復習する。 

[キーワード] 病みの軌跡、セルフケア

不足理論、自己効力感、エンパワメン

ト、学習支援、成人学習理論 

講義・グ

ループワ

ーク・ジ

グソー学

習 

○佐藤 

 

16（ / ） 消化機能障害のある人の看護（１） 

①肝炎・肝硬変の病態生理・主要症状が説明できる 

②肝炎・肝硬変の治療・検査が説明できる。 

③肝炎・肝硬変患者の看護が説明できる。 

 

[予習]肝炎、肝硬変の病態と治療を復

習する。教科書の肝炎、肝硬変患者の

看護と事例を読む。 

[復習]講義と HCV、HBV 陽性者の社

会的背景を知り自分の考えをまとめ

る。 

[キーワード] 腹水、黄疸、食道静脈瘤、

門脈圧亢進症、肝性脳症、出血傾向、

食事療法、運動療法、薬物療法、患者

会、薬害訴訟 

講義 

○池谷 

17（ / ） 消化機能障害のある人への看護（2） 

④炎症性腸疾患の病態生理・主要症状が説明できる。 

⑤炎症性腸疾患の治療・検査が説明できる。 

⑥炎症性腸疾患患者（潰瘍性大腸炎、クローン病）の看護が

説明できる。 

[予習]潰瘍性大腸炎とクローン病の病

態と治療の復習をする。 

[復習]講義を復習する。 

[キーワード]潰瘍性大腸炎、クローン

病、食事療法、経管栄養法、中心静脈

栄養法 

 

講義 

○池谷 

18（ / ） 血液・造血器機能障害のある人の看護（１） 

①がん看護の概要について説明できる。 

②白血病の病態生理・主要症状が説明できる。 

③白血病の治療・検査が説明できる。 

[予習]血液・造血器の病態と治療論Ⅱ

の授業を復習する。 

[復習]講義を復習し課題に取組む 

[キーワード]がん告知、危機理論、骨

髄穿刺、造血器腫瘍、化学療法、骨髄

抑制、寛解療法、支持療法 

講義 

○池谷 

19（ / ） 血液・造血器機能障害のある人の看護（２） 

④白血病患者の看護について説明できる。 

 

[予習】前回の講義を振り返る。 

[復習]講義を復習し課題に取組む 

[キーワード] がん薬物療法、吐気・嘔

吐 

講義 

○池谷 



20（ / ） 血液・造血器機能障害のある人の看護（３） 

④白血病患者の看護について説明できる。 

 

[予習】前回の講義を振り返る 

[復習]講義を復習し課題に取組む 

[キーワード]がん薬物療法、骨髄抑制、

易感染、易出血、貧血、 

講義・グ

ループワ

ーク 

○池谷 

21（ / ） 血液・造血器機能障害のある人の看護（４） 

⑤造血幹細胞移植を受ける患者の看護について説明でき

る。 

⑥がんと共に生きる人の看護について考えることができ

る。 

[予習】前回の講義を振り返る。 

[復習]講義を復習し課題に取組む 

[キーワード]セルフケア、自己効力感、

成人学習理論、がんサバイバー、AYA

世代、 

講義・グ

ループワ

ーク 

○池谷 

22（ / ） 終末期にある人の看護（１） 

①終末期医療の現状と課題が分かる。 

②終末期にある人と家族の特徴から、対象者のニードや諸

問題が分かる。 

③終末期医療の倫理的問題が分かる。 

[予習]教科書「成人看護学総論」の人

生の最期を支える看護 A、B を読む。

課題レポート「私が考える最期の過ご

し方」に取組む。 

[復習]講義を復習し課題に取組む 

[キーワード]終末期、告知、安楽死、

尊厳死、公平性の問題、倫理原則、意

思決定 

講義 

○池谷 

23（ / ） 終末期にある人の看護（２） 

④終末期医療の倫理的問題について具体的に考えることが

できる。 

⑤緩和ケア・ターミナルケア、ホスピスケアの概要がわか

る。 

⑥終末期にある人の全人的苦痛がわかる。 

[予習】前回の講義を振り返る 

[復習]講義を復習し課題に取組む 

[キーワード] 緩和ケア、QOL、ターミ

ナルケア、ホスピス、全人的苦痛 

講義・グ

ループワ

ーク 

○池谷 

24（ / ） 終末期にある人の看護（３） 

⑦全人的苦痛がある人の看護がわかる。（終末期にある膵臓

がん患者） 

[予習]膵臓がんの復習をする。 

[復習]講義を復習し課題に取組む 

[キーワード] 膵臓がん、腹水、黄疸、

るい痩、全身倦怠感、下肢浮腫、がん

性疼痛、医療用麻薬、ペインスケール、

症状マネジメントモデル 

講義・グ

ループワ

ーク 

○池谷 

25（ / ） 終末期にある人の看護（４） 

⑧全人的苦痛がある人の看護を考えることができる。 

[予習] 教科書「成人看護学総論」人生

の最期を支える看護 C、「中範囲理論」

の死の受容過程理論について読む。 

[復習]講義を復習し課題に取組む 

[キーワード]悲嘆、スピリチュアルペ

イン、死の受容過程理論、ケアリング、

自己概念 

 

 

 

 

講義・グ

ループワ

ーク 

○池谷 



 

26（ / ） 終末期にある人への看護（５） 

⑨終末期にある人の終末像と看取りの看護がわかる。 

⑩残された家族への看護を考えることができる。 

[予習] 教科書「成人看護学総論」人生

の最期を支える看護 D、「臨床看護学

総論」家族への援助を読む 

[復習]講義を復習し課題に取組む 

[キーワード]終末像、看取り、家族看

護、予期悲嘆、グリーフケア 

講義・グ

ループワ

ーク 

○池谷 

27（ / ） 終末期のある人への看護（６） 

⑪看護師自身のグリーフケアについて考えることができ

る。 

⑫自己の死生観、看護観について考えることができる。 

[予習]教科書「中範囲理論」ストレス・

コーピング理論を読む。これまでの学

習を振り返り課題の準備をする。 

[復習]終末期看護について自分の考え

や疑問を整理してまとめる。 

[キーワード]悲嘆、ストレス、自己効

力感、コーピング、死生観 

講義・グ

ループワ

ーク 

○池谷 

28（ / ） 慢性期看護のまとめ 

①慢性期看護についてグループワークを行い、自己の慢性

期看護観を明確にできる。 

 

[予習・事前課題]慢性期看護について

の自分の考えをレポートに記載し提

出する。 

[復習]グループワークや発表会を踏ま

え、慢性期看護について整理する。 

[キーワード]慢性期看護に関するキー

ワード 

演習・ジ

グソー学

習 

○佐藤 

池谷 

29（ / ） がん看護のまとめ 

①がん看護についてグループワークを行い、自己のがん看

護観を明確にできる。 

[予習・事前課題]がん看護についての

自分の考えをレポートに記載し提出

する。 

[復習]グループワークや発表会を踏ま

え、がん看護や終末期看護について整

理する。 

[キーワード]がん看護、終末期看護に

関するキーワード 

 

 

演習・ジ

グソー学

習 

佐藤 

○池谷 

 

30（ / ） まとめ 

①慢性期看護・がん看護についてグループで話し合った内

容を発表し、学びを共有して、それぞれの看護観について深

めていくことができる。 

 

〔予習〕これまで授業で取り上げたキ

ーワードについて復習しておく。 

[復習]グループワークや発表会で学ん

だことを整理する。 

[キーワード]これまでの授業内で取り

上げたキーワード 

演習・グ

ループワ

ーク 

○佐藤 

池谷 


