
科     目 単位（時間） 担 当 者 授業時期 

臨床検査 
１単位  

（15 時間） 

市川 徹郎（病院医師） 

柴田 綾（臨床検査技師） 

山田 慎之助（放射線技師） 

３年前期 

 

【学習目標】 

疾病や病態の診断や経過を判断する上で必要な検査を理解する。 

放射線及び超音波による画像検査の基本と放射線防御について理解する。 

 

 

【授業の進め方】 

 講義 

 病院検査室・放射線検査室見学（時間外） 

 

 

【授業スケジュール】 

 １   臨床検査とは（医療の中の臨床検査の位置付け、目的、種類、基本検査と精密検査） 

 ２   臨床検査データの基礎 

 ３   臨床検査の流れと看護師の役割 

 ４   臨床検査の流れと看護師の役割 

 ５   超音波，ＩＶＲ、血管造影 

 ６      放射線医学，画像診断、Ｘ線診断 

 ７      ＣＴ、核医学、ＭＲＩ 

      試験 

 

 

 

【教科書】 

 系統看護学講座別巻 臨床放射線医学  医学書院 

 系統看護学講座別巻 臨床検査     医学書院 

 

 

 

【参考書】 

 なし 

 

 

 

【評価方法】 

 筆記試験 

 



科     目 単位（時間） 担 当 者 授業時期 

看護栄養学 
１単位 

（30 時間） 

風間 悦子 

（大学教授） 
３年前期 

 

【学習目標】 

食と健康についての基礎的な事項を理解し、学生自身が望まし食生活を行うことを習得し、更に

対象者に対して適切な栄養指導、健康指導ができることを目標とする。 

 

 

【授業の進め方】 

「食生活」の面から、健康保持・増進・回復を促すために、栄養学、食品学の基本的な内容を学

ぶ。食品中の栄養素、食物の体内での役割、その人がより良く生きていくために何をどれだけ

食べればよいか、疾病の特徴と食、生活習慣病の予防、食文化と料理などを講義、糖尿病食事

療法のための食品股間表を使った演習、調理実習の形で進める。 

 

 

【授業スケジュール】 

 １ 健康づくりと食生活 

 ２ ライフサイクルと食の特徴 

 ３ 食物の機能 

 ４ どれだけ食べたらよいか 

 ５ 課題学習（食物バランスを考えた昼食お弁当づくり） 

 ６ 課題学習         〃   ＊献立名、容量、配慮店、工夫点、考察 

 ７ 課題学習         〃 

 ８ 糖尿病食時療法のための食品交換表 

 ９      〃 

 10 疾病と栄養 

 11 セルフケアと食・食生活の課題 

 12 課題学習（取り込まれた食べ物のゆくえ） 

 13 課題学習（糖尿病メディカルメニュー作成） 

 14 課題学習（献立作成、写真レポート作成） 

 15 試験 

 

 

【教科書】 

 看護栄養学 ：医師薬出版株式会社 

 糖尿病食事療法のための食品交換表：文光堂 

 

 

【参考書】 

 配布資料 

 

 

【評価方法】 

 筆記試験（70%） レポート（30%） 

 



科     目 単位（時間） 担 当 者 授業時期 

社会福祉論 
２単位 

（30 時間） 

平山 茂光 

（元社会福祉士） 
３年前期 

 

【学習目標】 

病気やケガのために療養を必要とする人々の生活を支える公的仕組みとしての社会保障制度

の大枠をとらえ、働けなくなることに起因する所得の減少・消滅に直面した患者や家族の暮ら

しを守り、安心して療養が継続できるように援助していくために必要な基礎的知識を身につけ

る。 

 

【授業の進め方】 

 「授業の進行計画」（別途配布）に沿って、１日２コマ進め、休憩時間など掲示した色々な資

料を見て、日々変化する社会と、それに適応するように社会保障制度が改正される姿を報道等の

資料も駆使して授業が立体的、多角的に展開できるように努めていきたい。 

 

【授業スケジュール】 

 １ 社会保障制度 

 ２ 社会福祉の法制度 

 ３ 現代社会の変化 

 ４ 医療保障１ 

５ 医療保障２、介護保険制度１ 

 ６ 介護保険制度２ 

 ７ 所得保障 

 ８ 前半の振り返りと確認 

 ９ 公的扶助（生活保護制度） 

 10 高齢者福祉、ひとり親家庭の福祉、社会福祉と母子保健 

 11 障害者福祉 

 12 児童・家庭福祉 

 13 婦人保護、その他の福祉 

 14 福祉の専門職種と看護の連携、後半の振り返りと確認 

 15 試験 

 

 

【教科書】 

 系看 健康支援と社会保障制度[３]  社会保障・社会福祉   医学書院 

 

 

【参考書】 

 社会保障の手引き 中央法規出版 

 

 

【評価方法】 

 筆記試験 

 



科     目 単位（時間） 担 当 者 授業時期 

公衆衛生 
２単位 

（30時間） 

松本 清美（学校長保健師） 

西村 美紀（市保健師） 

六川 美里（市保健師） 

風間 なつ美（市保健師） 

３年後期 

【学習目標】 

健康や生活の質を、個人や生活する地域全体、職域、学校、さらには社会全体の枠組みの中で考え、広く集団

や社会の視点から健康問題をとらえることができる。また、関係する保健衛生に関係する法規や行政のしくみ

を理解する。 

 

【授業の進め方】 

 学校長が公衆衛生総論として第1回から第4回まで、第5回から公衆衛生各論として県及び市町村保健師によ

る地域の保健活動の実際を講義する。地域保健分野終了後に学校保健、産業保健の講義を行う。 

授業は教科書及びパワーポイン資料等による講義を中心に行い、適宜グループワークを取り入れる。 

 【授業スケジュール】  

 

＊備考欄の「教」は教科書「健康支援と社会保障②公衆衛生」の該当箇所を記載。授業の事前・事後学習とし

て、該当ページをよく読んでおくこと。 

  

【教科書及び参考書】 

 メディカ出版：健康支援と社会保障② 公衆衛生、 医学書院：健康支援と社会保障制度④ 看護関係法令  

 厚生労働統計協会：国民衛生の動向を用いる。参考書は必要に応じて紹介する。 

  

【評価方法】 

 筆記試験により評価する。 

 

No 日時 内容 実施者 備考

1 公衆衛生の歴史、公衆衛生システムと政策 学校長 教：第1･2章

2
公衆衛生の理念・概念（ヘルスプロモーションとソーシャルキャピタル）
公衆衛生のものさし(統計情報の収集と見方、衛生の主要指標など)

学校長 教：第3章

3  公衆衛生のものさし(統計情報の収集と見方、衛生の主要指標など) 学校長 教：第4章

4 公衆衛生活動のプロセス 学校長 教：第5章

5 保健所の役割と保健師活動について、母子保健対策について 県保健師 教：第6.9章

6 精神保健福祉対策について 県保健師 教：第10章

7 難病対策について 県保健師 教：第11章

8 結核・感染症対策について 県保健師 教：第13章

9 市町村の保健活動について（成人保健） 市保健師 教：第8･9章

10 市町村の保健活動について（母子保健） 市保健師 教：第6章

11 市町村の保健活動について（高齢者保健） 市保健師 教：第7章

12 学校保健について 学校長 教：第14章

13 産業保健について 学校長 教：第15章

14 公衆衛生まとめ 学校長

15 筆記試験



科    目 単位（時間） 担当者 授業時期 

   関係法規 
１単位 

（15 時間） 

和田  丈（長野保健福祉事務所副所長） 

小野 辰哉（食品・生活衛生課長） 

宮崎 多恵（検査課長） 

３年前期 

 

【学習目標】 

  法律の基礎知識を学び、生活者の健康を守るための法規の内容を理解する。 

【授業の進め方】 

  講義 

【授業スケジュール】 

 第１回 第 1 章 法の概念 第２章 看護法 

 第２回 第３章 医事法 

 第３回 第４章 保健衛生法 

 第４回 第４章 食品に関する法 第６章 環境衛生法 

  第５回 第５章 薬務法 

 第６回 第７章 社会保険法   第８章 福祉法 

第９章 労働法と社会基盤整備 

  第７回 第 10 章 環境法 

試験 

 

【教科書】 

  メディカ出版：ナーシンググラフィカ 健康支援と社会保障[４] 看護をめぐる法と制度 

【参考書】 

 随時 参考資料提示 

【評価方法】 

  筆記試験 

 


