
R４年度　実務経験のある教員による授業科目等の一覧表

学部・学科名（専攻）：　保健福祉学部・看護学科　　　　　　　　　　

実務経験のある教員名
実務経験を授業に生かしていく

内容について

解剖生理学Ⅰ 2 荻野 荻野　哲也
病院勤務での病理組織診断、病理解剖の経験
を生かし、人体の構造と機能について解説す
る。

解剖生理学Ⅱ 2 荻野 荻野　哲也
病院勤務での病理組織診断、病理解剖の経験
を生かし、人体の構造と機能について解説す
る。

病理学 2 荻野 荻野　哲也
病院勤務での病理組織診断、病理解剖の経験
を生かし、病気の成り立ち、構造や機能の変
化、治療、予後について解説する。

薬理学 2 高橋(吉) 高橋　吉孝
病院勤務の経験を生かし、臨床で実際に使用
される薬物の作用機序について説明してい
る。

生殖の科学 1 ※中堀 ※中堀 隆
総合病院の医師が最新の知識をもとに生殖の
科学について説明している

臨床病態学Ⅳ 1 ※脇・綾・納富・荒川

※脇　研自
※綾　邦彦
※納富誠司郎
※荒川創一

臨床医としての経験を踏まえて疾患の病態と
治療について教授している

救急医学 1 ※井上貴・犬飼 ※井上貴博
臨床医としての大学病院勤務の経験を踏まえ
て救急医療について教授している

ヒューマンケアリング論 1 實金 實金栄

医療機関において，看護師，保健師，介護支
援専門員として勤務していた経験を活かし，
相談・教育・支援の事例を示しながら，他者
とのかかわりについて説明する．

医学概論 1 ※松岡 ※松岡　孝
臨床医としての経験を生かして医学について
の導入の授業を行っている

健康教育論 1 住吉 住吉和子
健康教育の理論と行動変容のための支援方法
を学ぶ。

臨床での実践を活かして、効果的な健康教育
の在り方を説明している。

公衆衛生学 2 ※関 ※関　秋穂
公衆衛生に携わっている医師が、実務経験を
いかして、公衆衛生学全般を説明する。

看護情報学 1 實金 實金栄
ICT，IOT技術により収集したデータに基づく
療養管理，多職種連携，看護管理，看護研究
について解説する。

看護関係法規 1 沖本 沖本克子
病院での臨床経験に基づき、看護に必要な法
規を説明している。

看護学概論 1 森本 森本美智子
看護の現場の実務経験をもとに看護について
説明し講義内容を展開する。

看護の現場の実務経験をもとに、説明し講義
内容を展開する。

看護学基礎論Ⅰ 1 森本 森本美智子
臨床経験を活用した看護実践に必要な理論を
教授する

臨床の現場で理論をどのように使うか、具体
的に述べる。

看護学基礎論Ⅱ 1 森本・※山田
森本美智子
※山田佐登美

看護過程を学ぶにあたり、看護実践の実務経
験をから必要な看護過程の展開を教え、さら
に大学病院の看護部長経験のある方から臨床
で使用されている看護診断（NANDA）を講義
をする。

看護過程の事例展開においてロールプレイを
取り入れ、看護援助を展開することを学ぶ。

看護学方法論Ⅰ 1 佐藤（美）・高林
佐藤美恵
髙林範子

患者の日常生活を援助するための看護技術に
ついて、看護師としての実務経験をもとに、
講義と演習を組み合わせて授業を行う。演習
では、学生が看護師役や患者役となり、体験
を通して実践的に学ぶ。

看護学方法論Ⅱ 2 佐藤（美）・高林
佐藤美恵
髙林範子

患者の日常生活を援助するための看護技術に
ついて、看護師としての実務経験をもとに、
講義と演習を組み合わせて授業を行う。演習
では、学生が看護師役や患者役となり、体験
を通して実践的に学ぶ。

看護学方法論Ⅲ 2 佐藤（美）・高林
佐藤美恵
髙林範子

病院に勤務していた経験を生かし、看護援助
について、実例を交えながら説明する。

看護学方法論Ⅳ 1 佐々木（新）・高林
佐々木新介
高林範子

看護師としての経験を踏まえ，看護師の基礎
技術である血圧測定をはじめとしたフィジカ
ルアセスメントについて講義と演習を実施し
ている．

看護学方法論Ⅴ 1 佐々木（新）・高林
佐々木新介
高林範子

診療の補助技術について，病院での臨床経験
を有する教員が研究成果や臨床経験を踏まえ
て講義をおこなっている．

看護学方法論Ⅵ 2 佐々木（新）・高林
佐々木新介
高林範子

診療の補助技術について，看護師としての臨
床経験を有する教員が演習を実施している．

基礎看護学実習Ⅰ 1 佐藤（美）他 佐藤美恵他
病院に入院している患者を受け持ち、医療の
場や看護師の役割について実践を通して学
ぶ。

基礎看護学実習Ⅱ 2 佐々木（新）他 佐々木新介他
病院で入院患者を受持ち，看護援助を実践す
る．指導に関わる者はすべて看護師免許を有
する実務者である．

成人看護学Ⅰ 1 住吉
住吉和子

成人の健康に影響する環境と健康を回復・維
持するための理論について、現場での経験を
加えながら、最新情報を説明する。

成人看護学Ⅱ 1 名越
名越恵美

成人の生活習慣が健康に影響すること、ま
た、成人期の役割が本人の自尊感情に与える
影および病期との関係をを病院での経験を踏
まえ教授する。
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成人看護学Ⅲ 2 住吉 住吉和子

急性期看護を教授するにあたり手術室・ICU
での救命救急及びクリティカルケア看護の経
験を活かし、総論ををイメージしやすいよう
に伝えている。

成人看護学Ⅳ 2 住吉 住吉和子

急性期看護を教授するにあたり手術室・ICU
での救命救急及びクリティカルケア看護の経
験を活かし、事例に基づき現状をイメージし
やすいように伝えている。さらに、演習で
は、原理原則ともに現場での見方を教授す
る。

手術室・ICU・ERの臨床経験を活用し、原
理・原則を基盤に臨床に即したアセスメント
の方法と演習を教授する。

成人看護学実習Ⅰ 3 名越・犬飼(智)
名越恵美
犬飼智子

急性期看護の自身の経験を活かし、周手術期
の看護の視点を指導すると共に実践時のロー
ルモデルになるよう演示する。

成人看護学実習Ⅱ 3 住吉・藤堂
住吉和子
藤堂由里

臨床経験を活かして、患者のアセスメント、
ニーズ把握、患者に寄り添う体験ができるよ
う、学生を支援する。

急性期にある慢性疾患を持つ人々の看護実習
では、身体の中で起きていること、治療、慢
性期の患者の看護の特徴が体験的に学べる機
会を提供する。

精神看護学Ⅰ 2 井上(幸） 井上幸子
臨床実践経験を参考に授業を展開している。

精神看護学Ⅱ 2 井上（幸） 井上幸子
臨床実践経験を参考に授業を展開している。

精神看護学実習 2 井上(幸）・岩本
井上幸子
岩本真弓

臨床実践経験を参考に実習指導を行なってい
る。

老年看護学Ⅰ 2 實金 實金栄

医療機関において，看護師，保健師，介護支
援専門員として勤務していた経験を活かし，
老年看護について，事例を体験を交えながら
説明する．

老年看護学Ⅱ 2 實金
實金栄

医療機関において，看護師，保健師，介護支
援専門員等として勤務していた経験を活か
し，老年看護について，事例を体験を交えな
がら説明する．

老年看護学実習 3 實金
實金栄

医療機関において，看護師，保健師，介護支
援専門員等として勤務していた経験を活か
し，老年看護および緩和ケアの実践，施設と
地域との協働による包括的ケア提供について
の学びが深まるよう実習指導を行う．

小児看護学Ⅰ 2 沖本・網野
沖本克子
網野裕子

病院の小児病棟で勤務していた経験に基づ
き、子どもの成長発達や権利・家族の特性に
ついて説明している。

小児看護学Ⅱ 2 沖本・網野
沖本克子
網野裕子

病院の小児病棟で勤務していた経験に基づ
き、健康障害をもつ子どもと家族の看護につ
いて説明している。

小児看護学実習 3 沖本・網野
沖本克子
網野裕子

病院の小児病棟で勤務していた経験に基づ
き、健康障害をもつ子どもと家族の看護が実
践できるよう実習指導している。

母性看護学Ⅰ 2 ※池田・川下 池田理恵
助産師としての臨床経験から、女性のライフ
サイクル各期における健康支援のあり方につ
いて説明している。

母性看護学Ⅱ 2 ※池田・川下
※池田理恵
川下菜穂子

助産師としての臨床経験から、妊娠、分娩、
育児期にある対象の健康支援等について説明
している。

母性看護学実習 2 岡﨑・川下
岡﨑愉加
川下菜穂子

助産師としての臨床経験から、周産期の母子
に対する看護を実践できるよう実習指導をし
ている。

地域看護学概論 2 森永 森永裕美子
保健師としての経験に基づき、公衆衛生看護
を中心に説明している。

在宅看護学 2 ※栗本・井上か
※栗本一美
井上かおり

訪問看護ステーションでの実務経験や管理者
経験がある。生活の場で展開される看護の実
践を、施設内の看護との比較や生活者の視点
により近い形で具体的に説明できる。

看護技術実験演習 1 佐々木（新） 佐々木新介

学生が講義・演習，病院実習を通して感じた
疑問や課題を実験的に検証する．講師は病院
での看護実践経験を有する教員が課題の焦点
化，計画立案，実施をサポートしながら行
う．

チームガバナビリティ演習 1 中村(光)・住吉・岡﨑・高林

中村光
住吉和子
岡﨑愉加
高林範子

現場での経験を活かして、事例を検討する際
のアドバイスを行う。また、チーム医療が進
められる背景や現状について説明する。（住
吉）

地域保健福祉演習 1 住吉・久保田・坂野 住吉和子
看護職として住民共に地域保健福祉活動を
行った経験を活かして指導する。

災害看護論 1 森本・住吉・森永
森本美智子
住吉和子
森永裕美子

災害医療チームの一員として、被災地の避難
所等における看護支援の経験を活かして説明
する。

がん看護学 1 名越 名越恵美

化学療法や放射線療法、および患者・家族の
心情を事例について、実践経験を踏まえてア
セスメント時に実際の症例や対処について説
明している。

看護倫理学 1 森本 森本美智子
臨床看護の現場において、看護実践の倫理内
容を取り上げ、倫理的アプロ―チを教授す
る。

臨床現場で起こりうるさまざまな倫理面を取
り上げ教授する

看護アセスメント学 1 名越 他 名越恵美

看護診断時にアセスメントの視点をどのよう
に持つか、患者の反応を伝える際に看護経験
を活かし説明している。

チームステップスのSBAR及びシミュレーショ
ン演習で、臨床の場での患者の反応とアセス
メントの仕方について臨床経験を活かして教
授する。

看護政策・マネジメント論 1 森永他 森永裕美子

保健師・看護師としての経験に基づき、わが
国の保健医療福祉政策の政策決定における看
護職の役割、看護におけるマネジメントの基
礎的理論と実際について説明している。



実務経験のある教員名
実務経験を授業に生かしていく

内容について

①実務経験のある教員による授業科目

授業科目名
開講
単位数

担当教員
②主として実践的教育から

構成される授業科目

看護研究 1 森本 森本美智子
臨床看護の実務経験を活用し、看護における
看護研究を教育する。

臨床現場で看護の質を向上をめざし、研究を
行うことを説明する。

看護教育 2 佐藤（美） 佐藤美恵
看護師としての経験に基づいて、看護教育に
ついて説明している。

卒業研究 4 学科教員
保健師・助産師・看護師・医師としての経験
に基づき、卒業研究の指導をしている。

在宅看護学実習 2 住吉・井上か
住吉和子
井上かおり

看護師としての実務経験を活かし、在宅での
療養生活に看護職がどのように介入していく
のか、対象者把握のポイントおさえての指導
ができる。

統合実習 2 沖本・他 沖本克子他
保健師・助産師・看護師・医師としての経験
に基づき、マネジメント及び問題解決に導く
指導をしている。

助産診断・技術学Ⅰ 2 岡﨑・※中堀・※川本・※上村 岡﨑愉加

大学病院での勤務経験があり、異常発生時の
助産師の役割を中心に、その実務をいかして
説明する。
オムニバス形式で現職の医師が異常妊娠・異
常分娩・異常産褥、異常新生児について説明
する

助産診断・技術学Ⅱ 2 岡﨑・川下 岡﨑愉加
大学病院での勤務経験があり、分娩介助を中
心とした助産ケアについて、その経験をいか
して指導する

助産診断・技術学Ⅲ 1 ※池田・岡﨑 岡﨑愉加
大学病院等での勤務経験があり、集団を対象
とした保健指導について、その実務経験をい
かして説明する

女性のライフサイクルと助産 1 岡﨑 岡﨑愉加

大学病院での勤務経験があり、女性のライフ
サイクル各期の健康とケアについて、その実
務経験をいかして説明する

助産管理 1 岡﨑 岡﨑愉加

大学病院での勤務経験があり、助産管理につ
いて、その実務経験をいかして説明する
また、現職の周産期センター師長や開業助産
師が、それぞれの現場で助産管理業務につい
て説明する

助産学実習Ⅰ 2 岡崎、川下
岡﨑愉加
川下菜穂子

妊娠末期から産後1カ月まで一組の母子を受
け持ち、各期に応じた助産活動を学ぶ。

助産学実習Ⅱ 2 岡崎、川下
岡﨑愉加
川下菜穂子

分娩期にある女性、胎児・新生児やその家族
に対し、基礎的な助産ケアを提供し、分娩解
除を中心に助産師として必要なアセスメント
能力や分娩介助技術、助産師としての態度を
修得する。

開講単位数合計 105


	看護

