
専門分野Ⅱ 看 2-12 

実施回 授業計画 予習・復習・キーワード 担当 

1（4/11） 

 3 限 

 

ガイダンス 

①老年臨床看護の授業概要が理解できる。 

②老年看護学領域の国家試験の出題基準が理解できる。 

老年症候群(1)（急性疾患に付随する症候） 

①老年症候群とは何かが説明できる。 

②老年症候群の分類が説明できる。 

[予習］シラバスで授業内容を確認し、

授業に臨む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめておく。ポートフォリオ作成 

[キーワード] 

アクティブラーニング、国家試験出題

基準、高齢者特有の症候・疾病とアセ

スメント、高齢者に対する看護過程、

高齢者に対する看護技術、老年症候群 

国家試験出題基準 

講義 

〇中村 

2（4/11） 

 4 限 

老年症候群(1)（急性疾患に付随する症候） 

③意識障害の成因と治療・看護が理解できる。 

④せん妄の定義が説明できる。 

⑤熱中症の成因と治療・看護が理解できる。 

⑥脱水の成因と治療・看護が理解できる。 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめ、ポートフォリオに整理す

る。 

[キーワード]意識、JCS、意識の中枢

神経、意識障害、せん妄の定義、熱中

症、脱水症、脱水症の発生機序、検査

データ、臨床所見 

講義 

〇中村 

  

3（5/2） 

 2 限 

老年症候群(2)（慢性疾患に付随する症候） 

①腰背痛の成因と治療・看護が理解できる。 

②やせ（るいそう）の成因と治療・看護が理解できる。 

③浮腫の成因と治療・看護が理解できる。 

④睡眠障害の成因と治療・看護が理解できる。 

 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめ、ポートフォリオに整理す

る。 

[キーワード]腰背痛、やせ、BMI、浮

腫、浮腫の分類、高齢者に好発する浮

腫性疾患、睡眠障害、成因と分類 

講義 

〇中村 

  

 

4（5/2） 

 3 限 

老年症候群(3)（ADL 低下に合併する症候） 

①転倒の成因と治療・看護が理解できる。 

②排尿障害の成因と治療・看護が理解できる。 

③便秘の成因と治療・看護が理解できる。 

④嚥下障害の成因と治療・看護が理解できる。 

 

 

 

 

 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめ、ポートフォリオに整理す

る。 

[キーワード]転倒の原因、転倒ハイリ

スク者、転倒防止対策、排尿障害、排

尿障害の分類、便秘、便秘の成因と分

類、嚥下障害、嚥下障害の成因と分類、 

嚥下機能検査、口腔ケア、嚥下体操 

 

講義 

〇中村 

  

 



５（5/9） 

 4 限 

高齢者の疾患の特徴と看護(1)（脳血管障害） 

①脳血管障害の病態生理・症状が理解できる。 

②治療経過が理解できる。 

②治療経過に応じた看護が説明できる。 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめておく。 

[キーワード]脳卒中の疾患分類、診断・

治療、症状、治療経過、経過別の看護、

クリニカルパス 

講義 

〇中村 

６（5/17） 

 3 限 

高齢者の疾患の特徴と看護(2)（心不全） 

①心不全の病態生理・症状が理解できる。 

②治療経過が理解できる。 

③治療経過に応じた看護が説明できる。 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめておく。 

[キーワード]右心不全、左心不全、急

性心不全、慢性心不全、フォレスター

分類、NYHA 心機能分類、予防、クリ

ニカルパス 

講義 

〇中村 

７（5/23） 

 4 限 

高齢者の疾患の特徴と看護(3)（パーキンソン病） 

①パーキンソン病の病態生理・症状が理解できる。 

②治療経過が理解できる。 

③治療経過に応じた看護が説明できる。 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめておく。 

[キーワード]4 つの症状、重症度分類、

薬物療法、アドヒアランス、日内変動、

クリニカルパス 

講義 

〇中村 

８（5/27） 

 2 限 

高齢者の疾患の特徴と看護(4)（高齢者肺炎・感染性胃腸炎） 

①高齢者肺炎の病態生理・症状が理解できる。 

②高齢者肺炎患者に必要な看護が説明できる。 

③感染性胃腸炎の病態生理・症状が理解できる。 

④感染性胃腸炎患者に必要な看護が説明できる。 

 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめておく。 

[キーワード]肺炎の種類、原因菌、高

齢者肺炎のメカニズム、診断・治療、

気道クリアランス、酸素化、ノロウイ

ルス、感染経路、予防策 

講義 

〇中村 

９（5/30） 

 2 限 

高齢者の疾患の特徴と看護(5)（骨粗鬆症・骨折） 

①骨粗鬆症の病態生理・症状が理解できる。 

②骨粗鬆症患者に必要な看護が説明できる。 

③高齢者に多い骨折部位が説明できる。 

④大腿骨近位部骨折の治療経過が理解できる。 

⑤骨折の治療・看護の原則が説明できる。 

 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめておく。 

[キーワード]骨粗鬆症の定義、成因、

リモデリング、骨密度 YAM、予防、

高齢者に多くみられる骨折、治療の原

則、大腿骨近位部骨折、ガーデン分類、

クリニカルパス、看護の要点 

 

講義 

〇中村 



10（6/13） 

 4 限 

高齢者の疾患の特徴と看護(６)（COPD） 

①COPD の病態生理・症状が理解できる。 

②治療経過が理解できる。 

③COPD 患者に必要な看護が説明できる。 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめておく。 

[キーワード]COPD、拘束性肺疾患、

閉塞性肺疾患、呼吸不全、在宅酸素療

法、クリニカルパス 

 

講義 

〇中村 

11（6/20） 

 3 限 

高齢者の疾患の特徴と看護(７)（うつ、せん妄） 

①高齢者のうつ状態の症状が理解できる。 

②高齢者のうつに対する看護のポイントが説明できる。 

③せん妄のリスク要因が説明できる。 

④せん妄を予防するための看護が説明できる。 

⑤せん妄発生時の看護が説明できる。 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめておく。 

[キーワード]せん妄、dementia、抑う

つ、うつ状態 

 

講義 

〇中村 

12（6/27） 

 2 限 

高齢者の疾患の特徴と看護(8)（前立腺疾患） 

①前立腺肥大症の検査と診断について説明できる。 

②前立腺肥大症の治療と看護について説明できる。 

高齢者の手術療法に対する看護 

①手術を受ける高齢者の特徴と術前管理について説明でき

る。 

②高齢者に特徴的な手術と援助について理解する。 

③術後合併症の予防と、援助について理解する。 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめておく。 

[キーワード]前立腺肥大症、前立腺が

ん、高齢者ゆえのリスク、意思決定、

術前管理、術後管理、術後合併症予防、 

 

講義 

〇中村 

13（7/6） 

 2 限 

薬物療法と看護 

①加齢に伴う薬物療法の変化を理解する。 

②服薬管理とリスクマネジメントについて説明できる。 

③薬物療法に対する援助について説明できる。 

[予習］教科書該当部分を読んで参加

する。 

[復習］キーワードにそってまとめる。 

[キーワード]薬物動態の変化、有害反

応、看護師の責務、高齢者と薬の関係、

アドヒアランス、多剤併用（ポリファ

ーマシー） 

 

講義 

〇中村 

14（7/11） 

 2 限 

 

終末期の看護 

①終末期の概念と晩年期の特徴について説明できる。 

②終末期の生き方や死の迎え方の意向について説明でき

る。 

③終末期の身体兆候について理解できる。 

④終末期の苦痛緩和と安楽のための援助について説明でき

る。 

⑤終末期の精神的苦痛に対する援助について説明できる。 

[予習］教科書該当部分を読んで参加

する。 

[復習］キーワードにそってまとめる。 

[キーワード]自己の死生観、ターミナ

ルケア、緩和ケア、エンドオブライフ

ケア、死にいたる経過の 4 類型、意思

決定支援、症状マネジメント、日常生

活支援、悲嘆 

 

講義 

〇中村 



15（7/25） 

 2 限 

 

看護過程(1)事例提示と学習課題の明確化 

①事例の看護過程を展開する上で必要な情報収集ができる 

②何を学習しなければならないのかを明確にすることがで

きる 

＊フェイスシート、病態関連図を作成し、第 15 講に持参

する。病態関連図は 2 部コピーしておく。1 部提出。 

課題提出１   月  日     時 まで  

 

[予習］アセスメントガイドを読んで

臨む。 

[復習］フェイスシート、病態関連図を

作成する 

[キーワード]85 歳女性、虫垂切除術 

演習 

〇中村 

16（9/9） 

 2 限 

看護過程② グループワーク アセスメント 

①病態関連図を他者に説明することで、病態と治療の理解

が深まる。 

②ゴードンの機能的パターンのどのパターンに焦点をあて

たアセスメントが必要になるのかが明確になる。 

③焦点をあてたパターンのアセスメントの視点が明確にな

る。 

 

＊ 月 日までにアセスメント・全体像関連図を仕上げて

おく。全体像関連図は 2 部コピーしておく。一部提出。 

課題提出２  月  日   時 

 

[予習］病態関連図を作成して授業に

臨む。 

[復習］病態関連図の修正、必要な機能

的パターンのアセスメント、全体像関

連図の作成。 

[キーワード]情報収集、アセスメント、

病態関連図、全体像関連図 

演 習 / グ

ループ学

習 

〇中村 

 石川 

 石井 

 吉岡 

17（9/28） 

 3 限 

18（10/7） 

 2 限 

19（10/12） 

 3 限 

20（10/12） 

 4 限 

 

看護過程③ 全体像関連図～看護診断～看護計画 

①グループでアセスメントについて話し合い、事例に必要

なアセスメントができる。 

②アセスメント結果から診断仮説を発見できる。 

③診断仮説を加えて全体像関連図を作成できる。 

④看護診断を特定し、看護診断の構成要素を整えることが

できる。 

⑤グループで看護計画・援助計画を検討し、現実可能性のあ

る看護計画・援助計画を立案する。 

 

＊各自修正した一連の成果物を提出する。 

 課題提出  月  日  時 

 

[予習］看護過程に取り組み成果物を

もって授業に臨む。 

[復習］全体像関連図、看護診断、看護

計画を修正する。 

[キーワード]全体像関連図、看護診断、

看護診断の構成要素、現実可能性のあ

る看護計画・援助計画 

演 習 / グ

ループ学

習 

〇中村 

 石川 

 石井 

 吉岡 

21（10/20） 

 1 限 

22（10/26） 

 3 限 

23（10/26） 

 4 限 

 

看護過程④ シミュレーション 

ブリーフィング→援助計画の実施→デブリーフィング 

①援助計画の実施 

・看護計画・援助計画に基づいたバイタルサイン測定の必

要性が説明できる 

・看護計画・援助計画に基づいたバイタルサイン測定を 

 実施できる 

[予習］看護計画・援助計画に基づいた

援助内容・手順を確認しておく。 

[復習］看護援助を振り返る 

[キーワード]看護計画の実施・修正 

バイタルサイン 

 

 

演 習 / シ

ミュレー

ション 

〇中村 

 石川 

 石井 

 吉岡 



24（11/16） 

 3 限 

25（11/16） 

 4 限 

 

看護過程④ シミュレーション 

ブリーフィング→援助計画の実施→デブリーフィング 

③援助計画の実施 

・看護計画・援助計画に基づいた清潔援助の必要性が説明

できる 

・看護計画・援助計画に基づいた清潔援助が実施できる 

 

[予習］看護計画・援助計画に基づいた

援助内容・手順を確認しておく。 

[復習］看護援助を振り返る 

[キーワード]援助計画の実施・修正 

清拭・オムツ交換・陰洗 

 

 

演 習 / シ

ミュレー

ション 

〇中村 

 石川 

 石井 

 吉岡 

 

26（12/7） 

 1 限 

27（12/7） 

2 限 

 

看護過程④ シミュレーション 

ブリーフィング→援助計画の実施→デブリーフィング 

④援助計画の実施 

・看護計画・援助計画に基づいた車いす移乗の必要性が説

明できる 

・看護計画・援助計画に基づいた車いす移乗が実施できる 

[予習］看護計画・援助計画に基づいた

援助内容・手順を確認しておく。 

[復習］看護援助を振り返る 

[キーワード]援助計画の実施・修正 

車いす移乗 

 

演 習 / シ

ミュレー

ション 

〇中村 

 石川 

 石井 

 吉岡 

28（12/7） 

 3 限 

 

高齢者の疾患の特徴と看護(9)（認知症） 

①認知症の定義が説明できる。 

②認知症の基本構造が説明できる。 

③認知症の診断・治療と予防について理解できる。 

 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめておく。 

[キーワード]中核症状、BPSD、

MMSE、SPECT、画像検査、アルツ

ハイマー病、血管性認知症、レビー小

体、前頭側頭型 

 

特別講義 

〇外部講

師 

 

 

29（12/7） 

 4 限 

高齢者の疾患の特徴と看護(10)（認知症） 

①認知症看護の原則が説明できる 

②認知種高齢者とのコミュニケーションが説明できる 

③認知症高齢者に必要な看護が説明できる 

④認知症高齢者家族へのサポートが理解できる 

 

[予習］教科書該当ページを読んで臨

む。 

[復習］キーワードをもとに授業内容

をまとめておく。 

[キーワード]認知症高齢者とのコミュ

ニケーション方法、認知症高齢者の環

境整備、日常生活における環境整備、

療養環境づくり、オレンジプラン 

特別講義 

〇外部講

師 

 

30（12/14） 

 3 限 

看護過程⑤ 看護計画修正 

①看護計画・援助計画の修正を行う。 

 

 

課題提出４ 修正した看護計画を 月 日  時に提出 

する 

[予習］看護計画・援助計画の修正 

[復習］看護計画を修正する 

[キーワード]看護計画の修正 

 

演 習 / グ

ループ学

習 

〇中村 

 石川 

 石井 

 吉岡 



 


