
 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ シラバス （実習概要） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅰ 実習目的 

健康障害により日常生活が未充足な対象をとおして、日常生活援助を実践するための知識・技

術・態度を理解する 

 

Ⅱ 実習目標 

1 看護活動を見学し、看護がどのように実践されているか理解する 

2 対象の思いや体験していることに関心を向け、対象を理解する 

3 対象の状態に合わせた日常生活援助を看護師と共に実施する 

4 実習を通して看護の魅力を発見し、学習者としての態度を身につける 

 

Ⅲ 実習施設と実習時間 

実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内 1H 

病棟において療養生活をしている患者の理解 

病棟での看護活動を見学し看護師の役割を知る 

新潟県立新発田病院 

新潟県立リウマチセンター 
42H 

基礎看護学実習のまとめ 学内 2H 

 

Ⅳ 実習内容 

科目名 基礎看護学実習Ⅰ 配当時期 1年次 後期 

担当者 
看護師として 5年以上の実務経験を有する 

専任教員 1単位(時間) 1単位(45時間) 

実習目標 行動目標 実習内容 

1 看護活動を見学 

し、看護がどのよう 

に実践されている 

か理解する 

 

1）看護師が患者をどのように観 

察し、状態を把握しているのか 

に気づきを示す 

 

 

 

2）看護師の患者との関わりから 

自己の学びを述べる 

 

(1)看護師の患者への声のかけ方、接し方、 

姿勢、距離など 

(2)看護師の患者の状態の把握 

(3)看護師間の関わりや連携 

(4)看護師と多職種との関わりや連携 

 

(1)目的を持ったコミュニケーションの実 

 際 

(2)患者への接し方の意味の考察 

(3)安全・安楽への配慮の実際 

(4)安全・安楽への配慮の根拠 

(5)自己のコミュニケーションの特徴の振

り返りと今後の課題 

 



2 対象の思いや体験 

していることに関 

心を向け、対象を理 

解する 

1） 看護学生としてふさわしい身 

だしなみ・態度・言葉づかいで

他者と関わる 

 

 

 

 

 

 

2） 対象を「一人の人」として尊重 

し、謙虚に学ぶ姿勢で関わる 

 

 

 

 

3） 対象の反応を観察し、言動や

言動以外で表現していること

にも関心を向けたコミュニケ

ーションをとる 

 

 

 

 

 

 

4） 対象にとっての安全・安楽・快 

適な療養環境を説明する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)清潔感のある身だしなみ 

・ユニフォームの正しい着用・髪型・髪色・ 

化粧等 

(2)学習者としての態度・言葉遣い 

・自分の表情への気づき 

・場所をわきまえた行動・態度 

・礼儀をわきまえた言葉遣い 

(3)主体的な挨拶と自己紹介 

 

(1)対象の思いや体験への関心 

(2)対象に関心を持った聞き方・態度 

(3)対象を尊重した言葉遣いと話し方 

(4)プライバシーへの配慮 

(5)素直な態度 

 

(1)対象の示す表情・仕草・態度、雰囲気 

(2)対象が話す内容、表現する言葉 

(3)対象の身体的状態・状況の把握 

(4)対象の発達段階、生活背景 

(5)場面に応じた言葉使い、声のトーン、声 

量、表情、態度 

(6)目線の高さ、対象との位置関係 

(7)対象の反応を踏まえたコミュニケーシ

ョン 

 

(1)疾患に伴う症状、障害 

(2)療養生活における制限の程度 

(3)対象の自立度 

(4)病棟での安全対策 

 ①ベッド周囲の環境 

 ②病室の環境 

 ③廊下の環境 

 ④看護場面 

 （患者確認・食事・排泄・清潔などの場面） 

(5)対象にとって安楽・快適な療養環境の工 

 夫 

 ①プライバシーの保護 

 ②個人の空間の提供 

 



5） 検査や治療及び看護を受けな

がら入院生活を送っているこ

とに気づきを示す 

 

6） 生活行動・機能の視点に沿っ

て対象を捉え、気づいたこと

を述べる 

  

 

(1)検査や治療に伴う生活の制限 

(2)制限による患者の心理 

 

 

(1)対象の入院前と入院後の生活行動の変

化の把握 

(2)生活行動の変化が生じた背景・要因 

(3)生活行動の視点から入院生活が対象に 

及ぼす影響 

3 対象の状態に合わ 

せた日常生活援助 

を看護師と共に実 

施できる 

 

 

 

 

 

 

1） 対象の生活行動の充足状況を

説明する 

 

 

2） 対象に必要な日常生活援助を 

見出す 

 

3） 対象に必要な日常生活援助が

計画する 

 

 

 

 

 

 

 

4）計画した援助を看護師または

教員と安全・安楽に実施する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)対象の生活行動に関するニーズの把握 

(2)生活行動が充足されているのか、されて 

いないのかを判断 

 

(1) 対象に必要な日常生活援助の判断・根拠 

・必要性・安全性・安楽性 

 

(1)実施する援助の一般的な留意点 

(2)対象の状態・状況に合わせた援助内容・

方法 

 ①日常生活行動の観察 

 ②疾患に伴う症状・障害 

 ③治療に伴う症状・障害 

 ④治療による生活上の規制の程度 

⑤対象の生活習慣・入院前の生活状況 

 

(1)方法・留意点･実施時間の修正と調整 

・担当看護師からの指導、助言 

・担当教員からの指導、助言 

(2)対象の状態・状況の把握と実施の判断 

・担当看護師からの助言、指導の下に判断  

(3)対象の状態に合わせた援助の実施 

・安全を踏まえた援助の工夫・修正 

・対象の個別性に合わせた工夫と修正 

(4)対象の安楽への配慮 

 ①プライバシーへの配慮 

 ②援助中の対象の表情や反応 

 ③環境への配慮 

・ベッドの高さ 

 ・物品の配置場所 



 

Ⅴ 実習方法 

  1 病棟オリエンテーションを受け、看護師の看護活動の場面を見学する 

2 1人の患者を受け持ち、積極的に関わりを持つ 

3 受け持ち患者に必要な日常生活援助を計画し、看護師と一緒に実施し、評価する 

 

 

 

 

 

 

 

 

5）対象の反応をふまえ、実施した 

援助を振り返る 

 

 

 

 

 

 

6）計画した援助を準備から後片 

づけまで責任を持ち実施する 

 ・対象の姿勢・体位 

 ・援助者の動線 

 ・温度、景色、照明、換気 

(5)援助中の対象の反応の観察 

(6)援助中、対象の状態に合わせた言葉かけ 

(7)援助後の看護師への報告 

 

(1)実施前・中・後の対象の反応と結果 

(2)援助の具体的実施方法と内容 

(3)(1)(2)の主観的、客観的情報を含めた事

実の記録  

(4)実施した援助の妥当性の評価と課題 

 ・援助の安全性、安楽性、快適性 

 ・良かった点、改善点 

 

(1)物品の準備・後始末の確認 

・使用物品の所定の場所への保管 

 ・病棟の決まりに合わせた廃棄物の処理 

(2)対象の持ち物の準備・後片づけの確認  

 

4 実習を通して看護 

の魅力を発見し、学 

習者としての態度 

を身につける 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）実習の学びを記述するととも 

に、看護に対する自分の考えを 

表現する 

 

 

 

2）約束を守り、グループメンバー 

と協力しながら積極的に実習 

を行う 

 

 

 

 

(1)疑問や印象に残ったことの意味づけ 

(2)実習を通して得た学び 

(3)実習前と実習後における自己の看護に 

対する考え 

(4)看護師を目指す者としての自己の課題 

 

(1)記録物の提出物の期日・時間の厳守 

(2)事前演習、追加学習の継続 

(3)メンバー間での協力 

(4)カンファレンスへの積極的参加 

・積極的発言、わかりやすい説明 

・メンバーの意見を聞く姿勢 

(5)自己の健康管理 



＜実習で実施できる技術項目＞ 

   1）バイタルサインの測定：腋窩検温、脈拍測定、呼吸測定、血圧測定 

   2）環境：病床環境の整備、ベッドメーキング、シーツ交換 

   3）活動：安楽な体位、体位変換、車椅子およびストレッチャーによる移動、移送、歩行介助 

   4）排泄：便器介助、尿器介助、ポータブルトイレ介助、おむつ交換 

   5）清潔：入浴およびシャワー浴介助、清拭、陰部洗浄、手浴、足浴、洗髪、口腔ケア、整容 

   6）衣生活：寝衣交換 

   7）食事：食事の準備、食事介助、配膳、下膳 

 

Ⅵ 実習記録 

1 実習評価表 

2 学びレポート…「基礎看護学実習Ⅰにおける学びと看護学生としての自己の課題」 

3 様式１ 

4 様式２ 

5 様式３ 

6 様式４ 

 

Ⅶ 実習評価 

実習評価表に基づき、出席状況、実習内容、実習態度、実習記録などを総合して評価する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

科目名 基礎看護学実習Ⅱ 配当時期 2年次 後期 

担当者 
看護師として 5年以上の実務経験を有する 

専任教員 単位（時間） 2単位（90時間） 

 

Ⅰ 実習目的 

 健康障害を持つ対象を理解し、看護の基礎となる知識・技術・態度を修得する 

   

Ⅱ 実習目標 

1 対象と良好な関係を構築し、看護者として配慮して行動する 

2 必要な情報を収集し、分析・解釈から対象を理解する 

3 対象に生じている看護問題を明確化する 

4 対象の看護問題について看護計画を立案する 

5 看護計画に基づき実践する 

6 実施した看護を評価する 

7 看護実践を通して看護に対する価値を見出す 

 

Ⅲ 実習施設と実習時間 

 

実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内 2H 

受け持ち患者との信頼関係を築き、状態をアセスメン

トし看護過程を展開する 

新潟県立新発田病院 

新潟県立リウマチセンター 
88H 

 

 Ⅳ 実習内容 

実習目標 行動目標 実習内容 

1 対象と良好な 

関係を構築し、看 

護者として配慮 

して行動する 

  

1）対象の気持ちを大切にし 

尊重した態度で関わる 

(1)対象及び家族の尊重、受容的な態度 

(2)対象に関心をもって話を聞く姿勢 

(3)状況に応じた言葉かけ  

(4)対象にあわせたコミュニケーション 

2）対象の反応から、自己の

言動と態度を振り返る 

(1)対象の反応への気づき 

(2)対象に応じた表情や言葉遣い 

(3)誠意ある行動、真摯に向き合う姿勢 

(4)自分の行動の意識化 



2 必要な情報を

収集し、分析・解

釈から対象を理

解する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1）系統的に目的をもった情

報収集をする 

 

 

(1)事前学習、既習の知識の活用 

(2)主観的情報と客観的情報の整理 

(3)ゴードンによる機能的健康パターンの 11項目に基 

づく情報の整理 

①各パターンに必要な情報の選択と収集 

②関連する情報の収集 

2）適切に情報収集をする 

 

 

 

(1)情報の収集源 

①対象とその家族 ・カルテ ・医療従事者等 

(2)情報収集の手段 

 ①面接、フィジカルアセスメント 

 ②看護の視点もった観察 

 ③対象に応じたコミュニケーション技術 

(3)変化する情報の収集と整理 

3）収集した情報を根拠と関 

連性をもって分析・解釈す 

る 

(1)情報の関連性をもった分析・解釈 

(2)パターン毎の関連性 

(3)事実と根拠を踏まえた分析・解釈 

4）情報を関連づけ全体像に 

表現する 

  

(1)情報間の関連性と根拠 

(2)対象の身体的状態、心理的状態、生活状況を踏ま

え 

た図式化 

(3)(2)の状況との関連と対象が抱える仮の看護問題 

5）統合アセスメントをする (1)関連図の図式化から患者の全体像の記述 

①病状、生活への影響、心理面への影響 

②看護問題（仮）をあげ、患者の看護の方向性の記 

述 

3 対象に生じて 

いる看護問題を 

明確化する 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）看護問題の原因や誘因、 

成り行き、看護の方向性を 

示す 

(1)看護問題の原因・誘因の分析・解釈 

①根拠となる情報と対象の状態・状況を踏まえた分 

析・解釈 

(2)問題が解決しない場合に起こり得る状態・状況 

①身体的、心理的、社会的側面からの成り行き 

2）原因・誘因をふまえた看 

護問題を見出す 

(1)対象に生じている看護上の問題を明確化 

(2)生命・生活に及ぼす影響力から優先順位の決定 



4 対象の看護問 

題について看護

計画を立案する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）看護目標は、評価可能な 

行動レベルで表現する 

 

 

 

 

(1)対象の望ましい状態・対象の望ましい行動の記述 

(2)対象の状態・状況に応じた達成可能な目標設定 

(3)看護目標は、RUMBAの法則の活用 

 ①現実的（Real） 

 ②理解可能（Understandable） 

 ③測定可能（Measurable） 

 ④行動的（Behavioral） 

 ⑤達成可能（Achievable） 

2）看護計画は観察計画、援 

助計画、教育計画に区分し

具体的な内容で立案する  

(1)観察計画（OP）援助計画（TP）、教育計画（EP） 

に区分した計画 

(2)観察計画（OP） 

・対象の疾患、症状、状況対象の状態にあわせた具体

的 

な項目 

(3)5W1Hを用いた援助計画・教育計画 

①いつ（When） ②どこで（Where）③だれが（Who）  

④なにを（What）⑤なぜ（Why）⑥どのように（How） 

3）個別性のある計画を立案 

する 

(1)対象の希望や生活習慣、入院生活を考慮した計画 

(2)対象の症状、病態、治療を踏まえた計画 

4）対象の状態に応じた行動 

計画を立て、必要時は修正 

する 

(1)その日の対象の状態に応じた援助方法を修正・追加 

(2)対象に合わせた方法・手段を用いた説明と同意 

5 看護計画に基 

づき実践する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）対象の安全を考慮して援 

助する 

 

 

 

 

(1)対象の状態のアセスメント 

(2)予測される危険や援助時の状態変化への対応 

(3)対象の特性や特徴を踏まえた安全な方法と技術 

(4)対象の安全を確保するための協力依頼と中止の判

断 

(5)曖昧な技術や判断によるリスク 

 ・報告・連絡・相談 

2）対象の安楽を考慮して援 

助する 

(1)対象の生活時間を考慮した援助方法と時間 

①援助時・看護者の立つ位置 

②対象の体位・体勢への配 

(2)援助時の環境面への配慮 

①プライバシーへの配慮 

②必要物品の選択 

③対象の満足度・対象の希望 



3）看護技術の基本を守ると 

ともに、状況や状態に応じ 

て援助する 

(1)基礎看護技術の原理・原則に沿った実施 

(2)準備、実施、後片付け（患者・環境・物品） 

(3)援助中の言葉かけと観察の視点 

(4)対象の状態・状況に応じた対応 

（中止・応用の判断について相談する） 

4）対象の気持ちを大切にし、 

相手を尊重した態度で援 

助する 

(1)援助中の言葉かけと観察 

(2)プライバシーへの配慮 

(3)対象の生活リズムを踏まえた援助 

(4)相手を尊重した態度 

(5)傾聴の姿勢 

(6)コミュニケーション技術 

5）看護援助の実施後は、対 

象の反応をもとに援助内 

容を振り返り、翌日の援助 

につなげる 

(1)援助の実施中・後の対象の反応と客観的情報の記述 

(2)自己の援助と対象の反応の意味づけ（解釈） 

(3)援助内容と対象の反応・結果の評価に基づく計画の 

追加・修正 

(4)自己の考察と次回への改善点の明確化 

①指導者や教員からの助言・指導 

②自己の客観的振り返り 

6 実施した看護

を評価する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）看護目標の達成状況を判 

断する 

(1)長期目標・短期目標の達成の程度 

(2)達成の判断・根拠となる援助内容と事実状況 

(3)対象の満足感 

2）達成できた要因、達成で 

きなかった要因から評価 

する 

 

 

(1) 看護目標達成・未達成の原因・誘因について分析 

①目標の妥当性の分析と判断 

②援助内容・方法の妥当性の分析と判断 

③情報のアセスメントの妥当性の分析と判断 

(2)目標達成に向けた看護の提言 

 ①目標の再設定 

 ②援助方法と内容の修正・追加 

 ③新たな看護問題の設定 

 



7 看護実践を通

して看護に

対する価値

を見出す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）実習施設では、実習生とし

て責任ある行動がとれる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)清潔感のある身だしなみ、表情、姿勢、動作 

(2)主体的な自己紹介と挨拶 

(3)行動計画の調整 

 ①行動計画の打ち合わせ 

 ②援助前の打ち合わせ 

 ③患者の状態の報告 

(4)対象への援助における責任 

 ①曖昧な判断での実施の回避 

②分からない事、出来ない事の判断 

③看護師への報告・連絡・相談の確実な実施 

(5)日常生活の調整と心身の健康管理 

2）約束やルールを守る (1)決められた提出物の期日・時間の厳守 

(2)約束した時間の厳守 

(3)指導者・スタッフとの約束事の厳守 

(4)実習記録物の適切な取扱い 

(5)守秘義務の厳守、個人情報の保護 

 ・パソコン閲覧時のルール 

 ・カルテ閲覧時のルール 

 ・対象から得た情報の管理（メモ帳、会話など） 

(6)使用物品の取り扱いと後片付け 

3）他者からの意見や評価を 

謙虚に受け止め、次の行動 

に活かす 

(1)謙虚に聴く姿勢 

(2)助言・指導の理解と受け入れ 

(3)より良い行動への改善 

4）自己の課題を見出し、主 

体的に学習する姿勢を示 

す 

(1)文献を活用した自己学習 

 ①できなかったこと、わからなかったことへの学習 

 ②新たな知識の獲得 

(2)主体的な看護技術の予習と復習 

(3)自己の意見を分かりやすく相手に伝える 

(4)他者の意見を傾聴し、自己の考えや意見を述べる 

5）自己の看護の学びを表現 

する 

(1)自己の学びを客観的に振り返り、考察 

(2)自己の看護実践を、文献を活用して記述  

 

 

 

 

 

 



Ⅴ 実習方法 

1名の患者を受け持ち、看護過程を用いて看護を実践する。 

 

Ⅵ 実習記録 

1 基礎看護学実習Ⅱ 評価表 

  2 学びのレポート 「受け持ち患者の看護過程を用いた看護実践を通しての学び」 

3 様式１：ゴードンの機能的健康パターンに基づくアセスメント用紙（様式-①～⑧） 

4 様式 2：全体像 

5 様式 3：アセスメント用紙（看護問題の明確化と看護の方向性） 

6 様式４：看護計画シート 

7 様式 5：看護計画評価シート 

8 様式６-①：毎日の実習記録（看護計画立案前）     

9 様式６-②：毎日の実習記録（看護計画立案後）   

   10 事前学習・追加学習 

 

Ⅶ 実習評価 

  実習評価表に基づき、出席状況、実習内容、実習態度、実習記録等を総合して評価する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ 実習目的 

手術を受ける対象と家族を理解し、急性期の生命維持・健康回復への看護を実践するための知

識・技術・態度を修得する 

 

Ⅱ 実習目標 

１ 対象の発達課題と特徴、取り巻く環境に基づいて対象を理解する 

２ 対象の顕在・潜在する健康問題を身体・精神・社会的側面からアセスメントする 

 ３ 対象の顕在・潜在する健康問題の解決・回避に向けた個別的な看護計画を立案・実践・評価する 

 ４ 対象への看護実践を通して看護に対する価値を見出す 

 ５ 保健医療福祉における看護の役割・機能を理解し反応する 

 

Ⅲ 実習施設と実習時間 

実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内 2H 

手術を見学し、急性期から健康回復に向かう対象とその

家族の理解と看護 

新潟県立新発田病院 

(病棟・手術室) 
80H 

救命救急センター見学によるその機能と役割の理解 新潟県立新発田病院 

(救命救急センター) 
8H 

 

Ⅳ 実習内容 

実習目標 行動目標 実習内容 

1 対象の

発達課題と

特徴、取り

巻く環境に

基づいて理

解する 

 

 

 

 

 

 

1)周手術期にある成人期の対象

とその家族の特徴を発達課題

と関連付けて説明する 

（1）対象の発達段階の情報をカルテやコミュニケーシ 

ョンから収集する 

（2）対象の身体的ならびに知的側面の情報をカルテや 

コミュニケーションから収集する 

①聴覚障害  ④触覚障害  ⑦運動能力 

②視覚障害  ⑤感覚障害  ⑧知的能力 

③平衡覚障害 ⑥自助具 等 

（3）社会・文化的側面の情報をカルテやコミュニケーシ 

ョンから収集する 

①職業   ④医療保険   ⑦趣味 

②住居環境 ⑤社会資源   ⑧信仰  

③家族構成 ⑥生きがい 等   

科目名 成人看護学実習Ⅰ 配当時期 3年次 前・後期 

担当者 
看護師として 5年以上の実務経験を有する 

専任教員 
単位（時間） 2単位（90時間） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)手術を受ける対象に生じてい

る器質的変化・機能障害・症状

について解剖生理を踏まえ説

明する 

（1）身体面の器質的変化・機能障害をカルテや担当医師 

や看護師の指導、対象の言動から情報収集する 

・初期症状からの経過、病態 生理、検査データ 

（2）対象に生じている症状を観察し、対象の言動を踏ま 

え情報収集する 

・疾患により生じている症状の有無 

3)周手術期における対象に行わ

れる検査・治療・処置の目的、

概要について説明する 

（1）現在の検査・治療・処置をカルテから情報収集する 

・治療：安静・食事・手術・放射線療法・化学療法・酸

素療法・その他 

（2）現在の検査データをカルテから情報収集する 

・看護に必要な検査データ 

・現在の状況の把握 

・過去の経過との比較 

・データが示す意味を考える 

4)ゴードンによる機能的健康パ

ターンを用いて、手術を受ける

対象を説明する 

 

 

 

 

 

（1）対象の入院前後の状態を主観的データ・客観的デー 

タとして適切に収集する 

①健康知覚／健康管理  ⑦自己知覚／自己概念 

②栄養／代謝      ⑧役割／関係 

③排泄         ⑨ｾｸｼｭｱﾘﾃｨ／生殖 

④活動／運動      ⑩ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ／ｽﾄﾚｽ耐性 

⑤睡眠／休息      ⑪価値／信念 

⑥認知／知覚 

2 対象の

顕在・潜在

する健康問

題を身体・

精神・社会

的側面から

アセスメン

トする 

 

 

 

 

 

 

 

1)ゴードンによる機能的健康パ

ターンを用いて、対象に生じて

いる器質的変化・機能障害・症

状、検査・治療・処置、検査デ

ータについて収集した情報を

解剖生理・病態学等を踏まえ分

析する 

（1）収集した対象の情報を講義で学んだ知識と比較分 

析し、入院前の対象全体を分析する 

（2）収集した対象の情報を解剖生理学・病態学の知 

識を用い現在の対象に生じている身体的状態を分 

析する 

 

 

2)ゴードンによる機能的健康パ

ターンを用いて対象が疾病と

共存しながら生活していくた

めの客観的な情報を解釈・分析

する 

 

（1）収集した対象の情報をゴードンによる機能的健康 

パターンを用いて分析する 

①健康知覚／健康管理  ⑦自己知覚／自己概念 

②栄養／代謝      ⑧役割／関係 

③排泄         ⑨ｾｸｼｭｱﾘﾃｨ／生殖 

④活動／運動      ⑩ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ／ｽﾄﾚｽ耐性 

⑤睡眠／休息      ⑪価値／信念 

⑥認知／知覚 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)ゴードンによる機能的健康パ

ターンを用いて対象の発達課

題・心理・社会・文化的視点か

らの情報を客観的に解釈・分析

する  

（1）収集した対象の情報を発達課題、心理・社会・文 

化的視点を踏まえて分析する 

 

 

 

4)対象の顕在・潜在する健康問

題とそれに関する因子につい

て全体像を用いて系統的に関

連づける 

（1）分析、抽出した健康問題を、既習の知識、事前学 

習、追加学習した知識を基に関連させ図式化する 

 

 

5)周術期にある対象の発達課題

とゴードンの機能的健康パタ

ーンを用いた分析から、顕在・

潜在する看護問題を明確化す

る 

（1）表面化している問題だけでなく、今後起こり得

る潜在化する問題にも着目する 

 

 

 

6)周術期にある対象の看護問題

の優先度を術後回復経過、合併

症の出現、日常生活の変化、不

安の観点から決定する 

（1）対象の状態を客観的に理解し、周術期における 

健康問題を抽出する 

（2）抽出した問題は、対象にとって重要なものとなっ 

ている 

7)周術期にある対象の状態を合

併症予防の観点から観察し、

日々アセスメントすることが

できる 

 

 

 

 

 

(1)対象の健康問題の優先度を以下の観点から決定す

る 

①身体侵襲の影響    ④社会的役割の変化 

②手術療法への不安   ⑤日常生活の変化 

③術後合併症のリスク  ⑥ｾﾙﾌｹｱ／ｾﾙﾌﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 

（2）介入優先度の高い健康問題の根拠を以下の観点か

ら分析する 

①問題の原因・誘因   ②問題の成りゆき 

③看護問題の明確化   ④看護の方向性 

3 対象の

顕在・潜在

する健康問

題の解決に

向けた個別

的な看護計

画を立案・

実践・評価

する 

1)対象に合わせた看護計画を対

象や家族とともに考え立案する 

 

 

 

 

 

（1）看護計画を以下の観点から計画する 

①問題をあげた根拠  ②対象の個別性 

③対象や家族の希望や要望なども確認し、内容・方

法をともに考える 

(2) 問題に対する対象の実現可能な目標を考え、対象

や家族と共有し目標にともに向かう 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 対象が最良の状態で手術を

受けられるように援助を実施す

る 

（援助する方法を説明できる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）術前検査を基に対象の身体状態の理解し観察する   

・呼吸機能検査  ・血液検査   ・画像検査 

・心電図検査   ・内視鏡検査 等 

（2）術前状態から術後のリスクを予測する 

（3）術前オリエンテーションの目的を理解し、個別性 

を考慮した指導を見学、その後の反応を観察する 

・オリエンテーション内容の理解 

・対象と家族の不安への対処 等 

（4）麻酔科医師の術前診察、および手術室・ICU看護 

師の実施する術前訪問の見学 

（5）合併症予防のための術前訓練の見学・実施 

・術前訓練の目的・方法の理解 

・術前訓練の指導・実施状況の確認 等 

3) 術前の不安や苦痛を最小限

にし、手術が受けられるように

援助を実施する 

（援助する方法を説明できる） 

 

 

（1）術前検査項目と目的 

（2）検査の説明、準備、前後の観察 

（3）術前検査結果、データの解釈 

（4）術前検査の援助 

（5）術前処置内容と目的の理解 

（6）対象、家族の心理状態の観察 

4) 術後の対象を安全・安楽に

迎える準備をする 

（準備方法を根拠に基づき説明

できる） 

 

（1）術後の状態を予測し、病室環境を整える 

・術後ベッドの作成     

・術後の循環動態…生体監視モニター、電気毛布、間

欠的空気圧迫装置の準備 等 

・術後の呼吸状態…Spo2モニター、吸引、酸素吸入療法

の準備 等 

5）手術および術中の状態変化

を理解し、帰室後・術後の適切

な観察を実施する 

(観察項目・観察方法を根拠

に基づき説明できる） 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 対象の手術見学を行う 

・麻酔導入までの精神的援助 

・麻酔導入・処置 

・手術体位取りの見学（神経障害、皮膚障害） 

・出血量や尿量、術中変化（呼吸・循環等） 

・麻酔覚醒時の循環・呼吸状態の観察  

（2）帰室後・術後の観察 

・循環動態、呼吸状態、麻酔覚醒レベル 

・腹部状態、創部の状態（疼痛・ドレーン・創等） 

・麻酔及び手術内容・経過 

・対象や家族の不安軽減に向けた援助   

（3）術後合併症を予測し予防のための援助を実施する 

・術後合併症の原因と症状の理解 



 

 

 

 

 

・術後合併症の徴候観察・術後合併症の援助 

（4）創処置 

（5）輸液管理・呼吸管理・疼痛管理・栄養管理 等 

（6）ドレーン・ガーゼ類の管理 

（7）検査（血液検査・レントゲン撮影検査 等） 

6) 離床に伴う不安に共感しな

がら、術後の合併症を予測し予

防するための援助を実施する 

 

 

 

（1）離床による生体変化・心理状況 

（2）安全安楽な離床への援助  

（3）術後経過日数や病状・自立度を考察しながら、日 

常生活行動の範囲を広げていく 

(4) 対象が術後経過に関心を持ち、状況が理解できる 

ように関わる 

7) 対象にとっての自立・自律し

た退院後の生活の再構築を目

指し、生活・活動状況に応じた

生活指導をする 

（1）退院への不安と生活状況の把握 

（2）現在の健康レベルで可能な生活が送れるように具 

体的方法を対象・家族と共に考える 

(3) 対象・家族に合わせた退院後の生活指導を行う 

8) 設定した目標や計画・実施が

対象にとって最良の状態であ

るかどうかを評価・修正する 

 

（1）看護実践の評価（目標・方法・達成度等） 

（2）看護実践・評価・指導等から、対象の状態に合わ 

せた看護計画の修正 

（3）修正した看護計画を実施し再評価 

4 対象へ

の看護実践

を通して看

護に対する

価値を見出

す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）具体的看護場面を通して、手

術を受ける対象・家族が健康回

復に向かうための看護の必要

性について自己の考えを示す 

(1) 経験したことから急性期看護に対する自己の考え

を持つ 

 

 

2）救命救急センター実習を通し

てクリティカルケア看護に対

する自己の考えを示す 

 

 

 

 

 

 

(1) 救命救急センターの機能と役割について、経験し

たことから看護に対する自己の考えを述べる 

・機能：ICU,CCU,HCU,看護体制 

・環境：感染予防、医療器具機器の管理、 

看護を受ける対象・家族の視点 

・適応対象：脳疾患患者、開頭術術後患者 

心筋梗塞患者、熱傷患者 

人工呼吸器装着患者 

食道がん術後患者 等 

3) 事前学習および追加学習を

充分に行い周術期にある対象

への安全・安楽・倫理に配慮し

た看護実践に向け知識・技術・

態度を修得する機会を積極的

に求める 

（1）看護技術経験録のレベルⅠ・Ⅱの内容の修得 

（2）実践した事前・追加学習内容 

(3) 臨床現場における学習への姿勢 

 

 

 



 4) カンファレンスで自分の意

見を述べ、グループメンバーと

意見を共有する 

(1) 学内カンファレンス・病棟カンファレンスで自分

の意見を述べるとともに、メンバーの意見を共有す

る  （アサーティブコミュニケーション） 

5 保健医

療福祉にお

ける看護の

役割・機能

を理解し反

応する 

 

 

1）周術期にある対象の保健医療

福祉チームの中での、看護師の

役割・機能を説明する 

（1）対象や家族の看護実践を通して、看護師の役割・機 

能に対する自分の考えを持つ 

(2) チーム医療（看護師間、看護師－他職種間等）につ 

いての考え方を述べる 

2）対象への影響や不利益を考慮

し、看護職者としてふさわしい

行動・態度で自発的に行動す

る。（身だしなみ，言葉使い・態

度，挨拶，約束・ルールを守る，

心身の健康管理） 

(1) 看護者としてふさわしい行動・態度 

(2) 自身の心身の健康管理 

(3) 自主的な学習態度 

 

 

Ⅴ 実習方法 

1 受け持ち患者を決め、看護過程のプロセスにそって実習展開する。 

2 対象の状況 ： 可能な範囲で 18～65歳（該当年齢の対象がいない場合 74歳まで）である対象 

周手術期看護が必要な対象 

＊ただし該当する対象者がいない場合は、受け持ち対象から学べることを学ぶ。 

3 救命救急センター見学実習は、看護師の指導のもとで 1日実習を行なう。 

4 手術見学実習は、受持ち対象の手術見学をする。 

 

Ⅵ 実習記録 

1 成人看護学実習Ⅰ 評価表  

2 成人看護学実習Ⅰ 学びのレポート 

3 受け持ち患者記録 

  1）情報用紙 

  2）総合アセスメント・全体像 

  3）受持ち患者の解決すべき問題 

  4）看護計画用紙 

5）毎日の実習記録 

  6）手術見学実習記録  

4 救命救急センター見学実習記録 

5 救命救急センター実習 学びのレポート：「私の考えるクリティカル看護」 

6 看護技術経験録 

7 事前学習・追加学習 

 

Ⅶ 実習評価   実習評価表に基づき評価する 



 

Ⅰ 実習目的 

  慢性病の対象と家族を理解し、生涯にわたるセルフケア・セルフマネジメントを促す看護を実践す

るための知識・技術・態度を修得する 

 

Ⅱ 実習目標 

1 対象の発達課題と特徴、取り巻く環境に基づいて対象を理解する 

2 対象の顕在・潜在する健康問題を身体・精神・社会的側面からアセスメントする 

 3 対象の顕在・潜在する健康問題の解決・回避に向けた個別的な看護計画を立案・実践・評価する 

 4 対象への看護実践を通して看護に対する価値を見出す 

 5 保健医療福祉における看護の役割・機能を理解し反応する 

 

Ⅲ 実習施設と実習時間 

 

実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内 2H 

慢性病をもつ対象とその家族の理解と看護 新潟県立新発田病院 

新潟県立リウマチセンター 
88H 

 

Ⅳ 実習内容 

実習目標 行動目標 実習内容 

1 対象の発

達課題と特

徴、取り巻

く環境に基

づいて対象

を理解する 

 

 

1）慢性疾患がもたらす障害の概

念について対象者と家族を関連

づけて説明する   

 

(1)対象の疾患、治療・療養経過・療養生活への思い 

を理解する 

(2)地域における生活者として対象をとらえることの

意義を理解する 

2）ゴードンによる機能的健康パ

ターンを用いて、対象の情報を

収集し説明する 

 

 

 

 

 

 

(1)対象の身体的ならびに認知側面の情報をカルテや 

コミュニケーションから収集する 

①身体面の器質的変化･機能障害をカルテや医師、

看護師の指導、対象の言動から情報収集する 

・初期症状発現からの経過,病態生理,検査データ 

②対象に生じている症状を観察し、対象の言動を

踏まえ情報収集する 

・疾患により生じている症状の有無 

③検査・治療・処置をカルテから情報収集する 

科目名 成人看護学実習Ⅱ 配当時期 2 年次（後期） 

担当者 
看護師として 5 年以上の実務経験を有する 

専任教員 
単位（時間） 2 単位（90 時間） 



 

 

 

 

 

 

       

 

・治療：安静・食事・薬物・放射線・酸素・化学

療法・その他 

④現在の検査データをカルテから情報収集する 

・疾患、治療に必要な検査データの値 

・現在の状況の把握 

・過去の経過との比較 

(2)対象の入院前後の状態を主観的データ・客観的デ

ータを適切に収集する 

①健康知覚／健康管理  ②栄養／代謝 

③排泄         ④活動／運動   

⑤睡眠／休息      ⑥認知／知覚 

⑦自己知覚／自己概念  ⑧役割／関係 

⑨ｾｸｼｭｱﾘﾃｨ／生殖    ⑩ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ／ｽﾄﾚｽ耐性 

⑪価値／信念 

3）ゴードンの機能的健康パター

ンに、対象者の個別性が盛り込

まれている 

(1)一般的な事象にとどまらず、対象の生活史や背景 

を理解し、家族からも含めて情報を収集する 

2 対象の顕

在・潜在す

る健康問題

を身体・精

神・社会的

側面からア

セスメント

する  

 

１）ゴードンによる機能的健康パ

ターンを用いて、対象に生じて

いる器質的変化・機能障害・症

状、検査・治療・処置、検査デ

ータについて収集した情報を解

剖生理・病態学等を踏まえ分析

する 

(1)1-2）で収集した対象の情報を講義で学んだ知識 

と比較し分析。入院前の対象全体を分析する 

①健康知覚／健康管理  

 

２）ゴードンによる機能的健康パ

ターンを用いて対象が疾病と共

存しながら生活していくための

客観的な情報を解釈・分析する 

(1)1-2）1-3)で収集した情報を対象の生活の視点か

ら分析する  

②栄養／代謝 ③排泄 ④活動／運動 ⑤睡眠／ 

休息 ⑥認知／知覚 ⑦自己知覚／自己概念 

3）ゴードンによる機能的健康パ

ターンを用いて対象の発達課

題・心理・社会・文化的視点か

らの情報を客観的解釈・分析す

る 

 

(1)1-2）1-3）で収集した対象の情報を心理・社会 

的な役割の視点から分析する 

⑧役割／関係 ⑨ｾｸｼｭｱﾘﾃｨ／生殖 

⑩ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ／ｽﾄﾚｽ耐性 ⑪価値／信念 

４）対象の顕在・潜在する健康問

題とそれに関する因子について

全体像を用い系統的に関連づけ

る   

(1)2-1）2-2）2-3）で分析、抽出した健康問題を既

習の知識、事前学習・追加学習した知識を基に情

報を統合し記述する 



５）対象の発達課題と身体的・精

神的・社会的特徴を踏まえ、顕

在・潜在する看護問題を見出す 

(1)対象の身体面・精神面・社会面に着目する 

(2)表面化している問題だけではなく、今後起こりう

る潜在する問題にも着目する 

６）対象の看護問題の優先度を合

併症の出現、日常生活の変化、

セルフケア・セルフマネジメン

トの観点から決定する 

(1)抽出した看護問題は、対象にとって重要なものに 

なっている 

(2)セルフケア・セルフマネジメントの必要性につい 

て理解し、支援方法を検討する 

3 対象の顕

在・潜在す

る健康問題

の解決・回

避に向けた

個別的な看

護計画を立

案・実践・

評価する 

1) 優先度の高い健康問題の原

因・誘因、問題に介入しない時

の成り行きから、看護問題の明

確化、看護の方向性を考える  

(1)優先度 1 位の健康問題の根拠を以下の観点から 

分析する 

①問題の原因・誘因   ②問題の成りゆき 

③看護問題の明確化   ④看護の方向性 

2）エンパワメントの考えに基づ

き対象や家族の実現可能な目標

を対象や家族とともに共有する 

(1)問題に対する対象の実現可能な目標を考え、対象

や家族と共有し目標にともに向かう 

3）情報を分析した結果より、エ

ンパワメントの考えに基づき、

対象の個別状況に合わせた看護

計画を対象や家族とともに立案

する 

(1)看護計画を以下の観点から計画する 

①問題をあげた根拠  ②対象の個別性 

③対象や家族の希望や要望なども確認し、内容・

方法をともに考える 

4）対象の病状悪化・合併症予防

のために、対象の症状・反応の

変化を観察しながら、安全・安

楽に配慮した援助を実施する 

(1)対象の身体状態の理解と観察 

(2)身体状態悪化・合併症の徴候の理解と観察 

(3)病状悪化・合併症予防のための援助 

(4)援助の際は対象のバイタルサイン、症状悪化の有

無、言動や表情、態度に着目して実施する 

(5)対象にとっての安全・安楽を考え、配慮しながら

援助を実施する 

5）回復への期待と無力感や希望

がない気持ちで揺らぐ対象およ

び家族への精神面への援助を実

施する 

(1)対象の揺らぐ気持ちをコミュニケーションから把  

 握する 

(2)回復状況の把握 

(3)対象の状況に合わせ傾聴・受容的態度・共感的 

態度を活用する 

6）セルフケア・セルフマネジメ

ントに向けて、対象やその家族

の自己効力感に着目し、対象の

意欲を引き出す関わりを実施す

る 

 

 

(1)対象やその家族の意欲を引き出すために、自己 

効力感の高低を把握して関わる 

①遂行行動の成功体験  ③言語的説得 

②代理的経験      ④生理的・情動的状態 

(2)ADL、自立度の確認 

(3)キーパーソンの把握 

(4)家族や周囲の人との協力体制と連携 



 

 

(5)医療チームとの連携 

①看護スタッフとの情報交換 

②カンファレンス参加（Dr,PT,OT,ST,MSW 等） 

7）ライフスタイルや発達課題と

関連付けて、対象の入院中およ

び退院後における生活の再構

築・セルフケア・セルフマネジ

メントに向けた指導を、理論に

基づいた根拠により対象や家族

に実施する。（行動変容ステー

ジモデルなど） 

(1)対象のライフスタイルや発達課題、退院後の生

活、セルフケア・セルフマネジメントの程度を理

解し、指導内容の検討 

・知識：疾患、治療、悪化予防 

・情報提供：社会資源の活用 

・セルフケアの方法、セルフマネジメントの方法 

(2)対象や家族の行動変容ステージモデルの段階把握 

・無関心期・関心期・準備期・実行期・維持期 

(3)行動ステージに合った方法 

・意識の高揚 ・感情的体験 ・環境の再評価  

・自己の再評価 ・自己の解放  ・援助関係 

・刺激の統制  ・強化ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ など 

(4)年齢や理解度を考え指導方法検討 

日時、場所、媒体、順序性、面接・対話形式 

パンフレット・ビデオ活用、体験・デモンス

トレーション 

・実物提示・説明など 

(5)指導実施後の対象や家族の理解度確認 

・評価視点の明確化 

・疑問点や理解していない点については再指導 

 

8）設定した目標や計画、実施が

対象にとっての最良の状態であ

るかどうかを評価し修正する 

(1)看護実践の評価（目標・方法・達成度等） 

(2)看護実践・評価・指導等から、対象の状態にあわ

せた看護計画の修正 

(3)修正した看護計画を実施し再評価 

4 対象への

看護実践を

通して看護

に対する価

値を見出す 

1）看護実践場面をもとに、疾病

の再発予防、セルフケア・セル

フマネジメントに向けた看護介

入の在り方について自己の考え

を示す 

(1)経験したことから疾病の再発予防、セルフケア･

セルフマネジメントに向けた看護について考え、

自己の言葉で表現する 

2）ライフスタイルや発達課題、

健康レベルと関連づけて、対象

の身体的・精神的・社会的な変

化や揺れ動く気持ちに気付きを

示す 

(1)病気を診断されたことに伴う心理的な反応を、ラ

イフサイクルや発達課題と関連付けて理解する 

(2)長期間にわたる病気管理を続けることの困難さを

理解する 

 

 



3）対象への安全・安楽・倫理に

配慮した看護実践に向けた知

識・技術・態度を修得する機会

を求める 

(1)看護技術経験録のレベルⅠ・Ⅱの内容の修得 

(2)対象や家族への安全・安楽・倫理を考えた行動 

4）対象や家族に関心・思いやり

を持ち実習を行う 

(1)対象や家族へ関心・思いやりをもつ姿勢・態度 

5）カンファレンスで自己の意見

が述べられ、グループメンバー

と意見の共有をする 

(1)学内カンファレンス・病棟カンファレンスで自己

の意見を述べるとともに、メンバーと意見を共有

する（アサーティブコミュニケーション） 

5 保健医療

福祉におけ

る看護の役

割・機能を

理解し反応

する 

1）対象にとっての自立・自律し

た生活の再構築を目指し、必要

な社会資源の活用について説明

する 

(1)受け持ち患者の社会資源に関する知識 

 

 

2）対象の保健医療福祉チームの

中での看護師の役割・機能を説

明する 

(1)対象や家族の看護実践を通して、看護師の役割・

機能に対する自己の考えを持つ 

3））対象への影響や不利益を考慮

し、看護職としてふさわしい行

動・態度で実習に臨む。（身だ

しなみ、言葉使い、挨拶、約

束・ルールを守る、心身の健康

に留意する） 

(1)看護者としてふさわしい行動・態度 

(2)自身の心身の健康管理 

(3)自主的な学習態度 

 

 

Ⅴ 実習方法 

1 受け持ち患者を決め、看護過程のプロセスにそって実習展開する。 

2 対象の状況：可能な範囲で 18～65 歳（該当年齢の対象がいない場合 74 歳まで）である対象 

慢性病をもち日常生活の自己管理が必要な対象  

＊ただし該当する対象者がいない場合は、受け持ち対象から学べることを学ぶ。 

3 既習の知識・技術、対象への関心や思いやりを統合し実践する。 

・解剖生理学 ・病理学 ・病態学 ・薬理学 ・成人臨床看護学の知識と技術 ・栄養学 

・成人看護学概論（セルフケア・セルフマネジメント・エンパワメント・行動変容ステージ・ 

自己効力感など）  

 

Ⅵ 実習記録 

 1 受け持ち患者記録 

  1）情報用紙 

  2）統合アセスメント・全体像 

  3）受け持ち患者の解決すべき問題 



  4）アセスメント用紙 

  5）看護計画シート 

  6）看護計画評価シート 

  7）毎日の実習記録 

2 成人看護学実習Ⅱ評価表 

 3 成人看護学実習Ⅱ 学びのレポート 

 4 事前学習・追加学習 

 5 看護技術経験録 

 

Ⅶ 実習評価 

 実習評価表に基づき評価する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目名 成人看護学実習Ⅲ 配当時期 3年次 前・後期 

担当者 
看護師として 5 年以上の実務経験を有す

る専任教員 
単位（時間） 2単位（90時間） 

 

Ⅰ 実習目的 

   治癒及び回復が困難な対象とその家族を理解し、その人らしい生が全うできるような看護を実践

するための知識・技術・態度を修得する 

 

Ⅱ 実習目標 

1 対象の発達課題と特徴、取り巻く環境に基づいて対象を理解する 

2 対象の顕在・潜在する健康問題を身体・精神・社会的・スピリチュアル的側面からアセスメントす

る 

3 対象の顕在・潜在する健康問題の解決・回避に向けた個別的な看護計画を立案・実践・評価する 

4 対象への看護実践を通して看護に対する価値を見出す 

5 保健医療福祉における看護の役割・機能を理解し反応する 

 

Ⅲ 実習施設と実習時間 

 

実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内 2H 

治癒及び回復が困難な対象とその家族の看護 新潟県立新発田病院 88Ｈ 

 

Ⅳ 実習内容 

実習目標 行動目標 実習内容 

1 対象の発達 

課題と特徴、 

取り巻く環境

に基づいて対

象を理解する 

 

1)ゴードンによる機能的パ

ターンを用いて対象の

情報を収集し説明する  

(1)対象の身体的ならびに認知側面の情報をカルテやコミ

ュニケーションから収集する 

①身体面の器質的変化・機能障害をカルテや医師、看護

師の指導、対象の言動から情報収集する 

・初期症状発現からの経過、病態生理、検査データ 

  ②対象に生じている症状を観察し、対象の言動を踏まえ

情報収集する 

・疾患により生じている症状の有無 

③現在の検査・治療・処置をカルテから情報収集する 

・治療：安静・食事・薬物・放射線・酸素・化学療法・

その他 

④現在の検査データをカルテから情報収集する 



・疾患、治療に必要な検査データの値 

・現在の状況の把握 

・過去の経過との比較 

（2）対象の入院前後の状態を主観的データ・客観的データ

を適切に収集する 

①健康知覚／健康管理  ⑦自己知覚／自己概念 

②栄養／代謝      ⑧役割／関係 

③排泄         ⑨ｾｸｼｭｱﾘﾃｨ／生殖 

④活動／運動      ⑩ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ／ｽﾄﾚｽ耐性 

⑤睡眠／休息      ⑪価値／信念 

⑥認知／知覚 

2)対象のライフスタイルと

生活環境を踏まえその

人らしい生活のあり方

を説明する  

（1）対象の入院前の生活スタイルと入院後の生活スタイル

の相違について情報収集する 

（2）対象の入院後の生活スタイルが変化したことについて

の思いや考えを、対象とのコミュニケーションから

情報収集する 

（3）対象が入院することによって役割が変化することにつ

いての思いや考えを、対象とのコミュニケーション

から情報収集する 

・家庭での役割 ・職場での役割 ・地域での役割 

3）様々な要素から「その人

らしさ」を説明する 

「その人らしさ」をつくっている要素を情報収集する 

2 対象の顕在 

潜在する健康 

問題を身体・

精神・社会・ス

ピリチュアル

的側面からア 

セスメントす

る 

1）ゴードンによる機能的健

康パターンを用いて、

対象に生じている器質

的変化・機能障害・症

状、検査・治療・処置、

検査データについて収

集した情報を解剖整

理・病態学などを踏ま

え分析する 

（1）1-1）で収集した対象の情報を講義で学んだ知識と比

較し分析。入院前の対象全体を分析する 

①健康知覚／健康管理  

2）ゴードンによる機能的健

康パターンを用いて対象

のその人らしい生活のあ

り方について客観的に情

報を解釈・分析する 

（1）1-1）1-2）で収集した情報を対象の生活の視点から

分析する  

②栄養／代謝 ③排泄 ④活動／運動 ⑤睡眠／休息 

 



3）ゴードンによる機能的健

康パターンを用いて対

象の発達課題・心理・社

会・文化的視点からの

情報を客観的に解釈・

分析する 

（1）1-1）1-2）1-3）で収集した対象の情報をゴードンに

よる機能的健康パターンを用いて分析する 

⑥認知／知覚 ⑦自己知覚／自己概念 

⑧役割／関係 ⑨ｾｸｼｭｱﾘﾃｨ／生殖 

⑩ｺｰﾋﾟﾝｸﾞ／ｽﾄﾚｽ耐性 ⑪価値／信念  

4）対象の身体・生活・心理・

社会・文化的視点からの

情報を関連付け全人的

苦痛の視点を入れ統合

的にアセスメントする 

1）2-1）、2）、3）で分析、抽出した健康問題を既習の知識、    

事前学習・追加学習した知識を基に情報を統合し記述す

る。 

・その人にとっての身体的苦痛、精神的苦痛、社会的苦痛、

スピリチュアル的苦痛（時間存在・関係存在・自律存在を

失う苦しみ）を考え記述する。 

5）対象の身体・生活・心理・

社会・文化的視点、全人的

苦痛の視点からの情報を

系統的に関連付ける全体

像を説明する。 

(1)様式 1での情報と分析を関連させて図式化する 

 ①身体・生活・心理・社会・文化的視点 

②「その人らしさ」を大切にする 

 ②身体的・精神的・社会的・スピリチュアル的苦痛の側

面から捉える 

6）対象の身体・生活・心理・

社会・文化的視点、全人的

苦痛の視点から顕在・潜在

する看護問題を見出す 

(1)対象の身体・生活・心理・社会・文化的側面に着目する 

(2)対象の全人的苦痛（身体的・精神的・社会的・スピリ 

チュアル的苦痛）に着目する 

(3)表面化している問題だけでなく、今後起こりうる顕在

化していない問題にも着目する 

7)対象の看護問題の優先度

をその人らしさ、QOL、安

楽、全人的苦痛の観点から

決定する 

(1)対象の健康問題の優先度を以下の観点から決定する 

①その人らしさ ②QOL ③安楽 ④苦痛の緩和 

 

3 対象の顕在・

潜在する健康

問題の解決・回

避に向けた個

別的な看護計

画を立案・実

践・評価する 

1）優先度の高い健康問題の

根拠を原因・誘因、成り

行きから分析し看護の

方向性を決定する 

 (1)優先順位 1位の健康問題の根拠を以下の観点から分析

する 

①問題の原因・誘因     

②問題の成り行き 

③看護の方向性 

 

 



2）エンパワメントの考えに

基づき対象やその家族の

選択権、自己決定権を尊

重し実現可能な目標を対

象や家族とともに共有す

る 

(1) 問題に対する対象の実現可能な目標を考え、対象や

家族に選択し決定してもらえるよう関わる。決定した目

標は対象や家族と共有し目標にともに向かう 

3）対象の身体・生活・心理・ 

社会・文化的特徴を踏ま

えて科学的根拠に基づい

た個別的な看護計画を立

案する 

(1)看護計画を立案する 

①問題をあげた根拠  ②対象の個別性 

③対象や家族の希望や要望なども確認、内容・方法をと

もに考える 

 

4）日々対象の症状・反応の

変化を観察しながら、個

別的で安全・安楽・自立に

配慮した援助を実施する 

 

（1）対象の身体状態の理解と観察 

（2）身体状態悪化・合併症の徴候の理解と観察 

（3）病状悪化・合併症予防のための援助 

（4）援助の際は対象のバイタルサイン、症状悪化の有無、

言動や表情、態度に着目して実施する 

（5）対象にとっての安全・安楽を考え、配慮しながら援助

を 実施する 

5）対象や対象の家族の全人

的苦痛を最小限にするため

に安楽に向けた援助を実施

する 

(1)対象の身体的苦痛の理解と観察 

(2)身体的苦痛増強の徴候の理解と観察 

①苦痛の日内変動 

 ②薬剤の使用状況（時間・作用時間） 

 ③活動状況 

 ④睡眠状況 

 ⑤検査データ          など 

(3)身体的苦痛緩和のための援助 

(4)援助の際は対象のバイタルサイン、症状悪化の有無、 

   言動や表情、態度に着目して実施する 

(5)対象にとっての安全・安楽を考え、配慮しながら援助を 

実施する 

(6)対象の精神的苦痛の理解と観察 

(7)精神的苦痛増強の徴候の理解と観察 

①苦痛を増強する因子 

  ②苦痛を緩和する因子 

(8)対象の受容過程への理解 



・キューブラー・ロスの悲嘆過程 

    ＜否認→怒り→取り引き→抑うつ→受容＞ 

  ・各段階に応じた援助 

(9)苦痛緩和のための援助 

 ①傾聴   ②受容的態度   ③共感的態度 など 

(10)対象や家族が生きてきた軌跡や考え方を引き出し 

＜振り返る＞ことを大切に関わる 

6）対象の「その人らしさ」

をとらえ、ＱＯＬ維持

もしくは向上のための

援助を実施する 

(1)「その人らしさ」への理解 

(2)対象や家族にとってのＱＯＬへの理解 

(3)対象や家族が望むＱＯＬに近づけるような援助 

7）設定した目標や計画、実

施が対象にとって最良

の状態であるかどうか

を評価し修正する 

(1)実施した看護が目標に向かっているか、達成度はどう

か 

(2)目標は現在の対象や家族の状態に合っているか 

(3)看護計画の内容は現在の対象や家族の状態に合ってい

るか 

(4)対象の日々の状態をアセスメントし、計画を追加・修正

する、もしくは優先順位を変更する 

(5)優先順位が変更するようであれば理由を記入し、新た

に 1位となる看護計画を立案する 

(6)日々の振り返りから看護計画の追加・修正を図り、より

個別性のある看護計画を目指す 

8）実施した援助を客観的に

見つめ、批判的かつ論理

的に吟味して看護計画

を評価する 

（1）看護実践の評価（目標・方法・達成度等） 

（2）看護実践・評価・指導等から、対象の状態に合わせた

看護計画の修正 

(3）修正した看護計画を実施し再評価 

4 対象への看 

護実践を通 

して看護に 

対する価値 

を見出す 

1）具体的な看護実践場面を

もとに、対象の安楽に向け

た看護の大切なことにつ

いて自分の考えを示す 

(1)経験したことから対象の安楽に向けた看護に対する自

分の考えを持ち、文献を用いて論理的に述べる 

 

2）対象への看護を通して

「生と死」について考えを

示す 

(1)対象との関わりを通して、自己の「生」についての思い、 

「死」に対する思いの変化を示す 



3）対象への安全・安楽・倫

理に配慮した看護実践に

向けた知識・技術・態度を

修得する機会を求める 

(1)事前学習 

(2)追加学習 

(3)看護技術経験録レベルⅠ・Ⅱの内容の修得 

 

４)対象や家族に関心・思い

やりをもって、尊厳や人

権を守り擁護的立場で

行動し、誠実に対応しな

がら実習を行う 

(1)対象や家族へ関心・思いやりをもつ姿勢・態度 

(2)対象や家族の尊厳や人権を守り擁護的な立場で行動す

る 

(3)対象や家族の質問や要求にすぐ対応する努力をする 

5）カンファレンスで自分の

意見が述べられ、グルー

プメンバーと意見の共

有をしようとする 

(1)テーマカンファレンス・最終カンファレンスで自分の

意見を述べるとともに、メンバーと意見を共有する 

（アサーティブコミュニケーション） 

 

5 保健医療福 

祉における 

看護の役割 

機能を理解 

し反応する 

1）臨死期にある対象とその

家族、または死亡した場

合の対象とその家族へ

の看護師の役割・機能を

説明する 

(1)臨死期にある対象への看護 

①疼痛のコントロール 

②死への恐怖・不安 

③精神的安寧をもたらす援助 

(2)臨死期状態にある家族への看護 

 ①家族との関係性の構築・信頼関係・コミュニケーショ

ン 

 ②家族の患者ケアへの参加 

 ③家族の看取りの意思決定を促す 

 ④希望を叶える方法を家族と共に考える 

 ⑤グリーフケア 

(3)多職種との連携 

 ①在宅との連携 

  ・地域の医師、ケアマネージャー、MSW 

 ②施設との連携 

 ③チーム医療 

  ・医師、薬剤師、栄養士、緩和ケアチーム 

＊グループ内で経験がない場合は、臨床での経験を聴き

考える 



2）対象への影響や不利益を

考慮し、看護職者として

ふさわしい行動・態度で

実習に臨む 

(1)身だしなみが整えられている 

(2)敬語や丁寧語を適切に用いる 

(3)挨拶を適切に行う 

(4)時間などの約束・ルールを守る 

(5)自己の心身の健康管理 

 

Ⅴ 実習方法 

1 受け持ち患者を決め、看護過程のプロセスにそって実習展開する 

2 対象の状況：治癒が困難な状況にある対象、終末期の対象 

 

Ⅵ 実習記録 

1 実習評価表 

2 レポート：「対象の安楽に向けた看護で大切なこと」 

3 レポート：「生と死に対する自己の考え」（実習前レポート） 

4 レポート：「生と死に対する自己の考え」（実習後レポート） 

5 様式 1－①②③④⑤⑥⑦… データベース 

6 様式 2… 統合アセスメント 

7 様式 3… 関連図 

8 様式 4… 看護問題 優先順位の決定 

9 様式 5… アセスメント用紙 

10 様式 6… 看護計画シート 

11 様式 7… 看護計画総合評価シート 

12 様式 8-① 毎日の実習記録（看護計画立案前） 

13 様式 8-② 毎日の実習記録（看護計画立案後） 

14 事前学習・追加学習 

 

Ⅶ 実習評価 

 実習評価表に基づき評価する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目名 老年看護学実習Ⅰ 配当時期 3年次 前・後期 

担当者 
看護師として 5年以上の実務経験を有する 

専任教員 単位（時間） 2単位（90時間） 

 

Ⅰ 実習目的 

老年期にある対象者とその家族を理解し、老年看護の基礎となる知識・技術・態度を修得する 

 

Ⅱ 実習目標 

1 老年期にある対象者の特徴を捉え、価値観、信念、尊厳を尊重したコミュニケーション力を身につけ

る 

2 老年期にある対象者のその人らしい生活を送る上での健康問題と“もてる力”を理解する 

3 老年期にある対象者の健康問題を改善するために、生活機能・行動に着目した個別性のある看護計

画を立案し、実践、評価する 

4 老年期にある対象者に実践した援助を振り返り看護の価値を考察する 

 

Ⅲ 実習施設と実習時間 

 

実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内 2時間 

病院に入院している老年期にある対象者の 

理解と看護 

新潟県立新発田病院 

新潟県立リウマチセンター 

88時間 

 

 

 

Ⅳ 実習内容 

実習目標 行動目標 実習内容 

1 老年期にある

対象者の特徴

を捉え、価値

観、信念、尊厳

を尊重したコ

ミュニケーシ

ョン力を身に

つける 

1)対象者の尊厳や人格に配慮

した態度を表現し、老年期

にある対象の個別性に合わ

せたコミュニケーションを

行う 

(1)対象者の尊厳 

(2)加齢に伴う視聴覚機能 

(3)加齢に伴う認知機能 

(4)パーソナリティ（人格） 

(5)病態の特徴 

(6)対象者の希望 
2）対象者からの質問・要請

に誠実に対応し、対象者の

選択権・自己決定権を尊重

する 



2 老年期にある

対象者のその

人らしい生活

を送る上での

健康問題と

“もてる力”

を理解する 

 

1）老年期にある対象者のその

人らしい生活を送る上で

必要な情報を収集する 

 

 

 

 

 

(1)老年期の特徴 

・加齢に伴う身体的特徴 

（運動器・呼吸器・循環器・消化器・腎・泌尿器・

視聴覚・脳神経・皮膚・生殖器・免疫・内分泌） 

・加齢に伴う心理的特徴 

・加齢に伴う社会的特徴 

(2)現病歴・既往歴に対する理解 

(3)病態・病期（急性期・回復期・慢性期・終末期） 

(4)健康状態 

(5)治療（薬物療法・安静療法・手術療法）状況 

 

2）老年期にある対象者のその

人らしい生活のあり方を

分析・解釈する 

 

(1)入院前後のライフスタイルと生活環境 

 ・ADL評価指標 

 （食事、排泄、清潔、更衣、移動の自立状況） 

・活動、睡眠状況 

 ・サポートシステム（家族・社会資源・地域） 

 ・住宅環境 

 ・余暇活動、生きがい、楽しみ 

(2)対象者の目指す回復像 

 ・対象者の希望 

 ・家族の希望 

 

3）老年期にある対象者のその

人らしい生活を送る上で

妨げている原因・誘因を分

析・解釈する 

(1)入院環境が老年期にある対象者に与える影響 

(2)病態・治療が老年期にある対象者に与える影響 

 

 

4）老年期にある対象者のもて

る力を分析・解釈する 

(1)対象者の強み 

(2)対象者の自立 

 

5）老年期にある対象者の発達

課題の獲得について分析・

解釈する 

(1)対象者の生活史 

(2)ライフサイクルにおける発達課題の獲得 

6）老年期にある対象者の収集

した情報と分析・解釈した

内容を全体像に記述する 

(1)加齢変化と疾患が生活に及ぼす影響 

(2)入院前後の ADLの変化 

(3)サポートシステム（家族・社会資源・地域） 

 



3 老年期にある

対象者の健康

問題を改善す 

るために、生

活機能・行動

に着目した個

別性のある看

護計画を立案

し、実践、評

価する 

 

 

 

 

 

 

 

 

1）老年期にある対象者を統合

的にアセスメントする 

 

(1)仮の問題の関連性 

(2)仮の問題の統合 

(3)現在の問題の抽出 

2)老年期にある対象者のその

人らしい生活と QOL の維持

または向上を踏まえ、仮の

看護問題の優先順位を決定

する 

(1)ADL評価指標と自立・介護の程度 

(2)対象者のもてる力と残存機能 

(3)本人の希望と目指す回復像 

(4)二次的障害 

 

3）老年期にある対象者のその

人らしい生活を送る上で妨

げている看護問題を明確化

し、看護の方向性を記述す

る 

 

(1)看護問題の原因・誘因 

 ・加齢変化（身体的・心理的・社会的） 

 ・病態と治療 

 ・入院前後の生活の変化 

(2)対象者のもてる力と残存機能 

(3)対象者の希望と目指す回復像 

 

4）老年期にある対象者のその

人らしい生活と QOL の維持

または向上を踏まえ、実現

可能な看護目標を設定する 

(1)対象者の現在の状態 

(2)対象者のもてる力と残存機能 

(3)対象者の自立 

(4)RUMBAの法則 

 

5）老年期にある対象者のその

人らしい生活と QOL の維持

または向上を踏まえ、根拠

のある看護計画を立案する 

 

 

 

 

 

(1)対象者のライフスタイルと生活環境に合わせた 

援助 

(2)疾病の治癒・回復と健康の保持・増進 

(3)対象者の状態、加齢変化に合わせた援助 

(4)老年期特有の合併症予防 

(5)安全・安楽な援助 

(6)セルフケア能力に合わせたもてる力・自立を踏 

まえた援助 

(7)対象者の希望に合わせた援助 

(8)対象者の意思決定を促す援助 

(9)根拠のある援助 

(10)家族との協働 



 6）老年期における対象者の個

別性を踏まえ、実施する看

護の根拠・目的・方法につ

いて対象者にわかりやすく

説明する 

(1)加齢変化と病態による視聴覚・認知への影響 

(2)パーソナリティ（人格） 

 

7）老年期にある対象者のその

人らしい生活、QOL の維持

または向上を踏まえ、もて

る力、自立の視点で援助を

実践する 

(1)対象者のセルフケア能力 

(2)対象者のもてる力・自立 

(3)対象者の尊厳 

 

8）対象者のその日の心身の状

態・状況に合わせ安全・安

楽に留意した援助方法を選

択し、対象の反応を捉えな

がら実践する 

(1)病状の経過、症状 

(2)治療状況 

(3)心理状態・認知機能 

(4)対象者の反応 

9)対象者の反応から実践した

看護を振り返る 

(1)セルフケア能力に合わせたもてる力・自立を踏 

まえた援助 

(2)安全・安楽な援助 

(3)対象者の状態・状況に合わせた援助 

10)対象者の状態に合わせて

看護計画を追加・修正する 

(1)対象者の状態・状況に応じた計画の追加・修正 

(2)対象者のもてる力・自立の程度に応じた計画の

追加・修正 

(3)治療状況に応じた計画の追加・修正 

11)目標の達成度を日々評価

する 

(1)目標達成できた要因 

・患者の状態とアセスメント 

・問題、目標、計画内容の妥当性 

(2)目標達成できなかった要因 

・情報収集とアセスメントの妥当性 

・問題、目標、計画内容の妥当性 

12)看護計画を総合的に評価

する 

(1)目標達成できた要因 

・患者の状態とアセスメント 

・問題、目標、計画内容の妥当性 

(2)目標達成できなかった要因 

・情報収集とアセスメントの妥当性 

・問題、目標、計画内容の妥当性 



4 老年期にある

対象者に実践

した援助を振

り返り看護の

価値を考察す 

 る 

1）老年期における対象者の

「その人らしい生活」を支

える看護について具体的

な実践場面と文献を用い

て、自己の学びを述べる 

(1)対象者を通して学んだ老年期の特徴 

(2)その人らしい生活を支える援助方法 

(3)文献を用いた客観的な振り返り 

 

2)カンファレンスで自分の意

見が述べられ、グループメ

ンバーとの意見の共有が

できる 

(1)共感的理解 

(2)事前・追加学習 

(3)技術経験録の内容 

(4)看護職者としてふさわしい・行動・態度 

(5)個人情報の保護 

(6)身だしなみ 

(7)報告・連絡・相談 

(8)心身の健康管理 

(9)規則の順守 

 

 

 

 

3)対象者の援助に必要な知

識・技術・態度を修得する

ための機会を積極的に求

める 

4)看護職者としてふさわしい 

態度・行動をとる（個人情 

報の保護、身だしなみ、報 

告・連絡・相談、規則を守る） 

5)心身の健康を管理する 

 

Ⅴ 実習方法 

＜新発田病院・リウマチセンター＞ 

65歳以上の老年期の対象者を受け持ち、看護過程を展開する 

 

Ⅵ 実習記録 

1 老年看護学実習Ⅰ 評価表 

2 老年看護学実習Ⅰ 学びのレポート 

3 様式 1…アセスメントシート＜ゴードンの機能的健康パターン＞ 

4 様式 2…全体像・統合アセスメント 

5 様式 3…アセスメントシート＜看護問題の明確化・看護の方向性＞ 

6 様式 4…看護計画シート 

7 様式 5…看護計画評価シート 

8 様式 6-①…毎日の実習記録：看護計画立案前 

9 様式 6-②…毎日の実習記録：看護計画立案後 

10 事前学習 

11 追加学習 

  

Ⅶ 実習評価 

    実習評価表に基づき、実習内容、実習記録、態度、出席状況を総合して評価する 

 



 

科目名 老年看護学実習Ⅱ 配当時期 3年次 前・後期 

担当者 
看護師として 5年以上の実務経験を有する 

専任教員 単位（時間） 2単位（90時間） 

 

Ⅰ 実習目的 

老年期にある対象者とその家族を理解し、多様な生活・療養の場に向けた看護の基礎となる知識・

技術・態度を修得する 

 

Ⅱ 実習目標 

1 老年期にある対象者と家族が退院後の生活・療養の場に向け抱える健康問題を理解する 

2 老年期にある対象者と家族の退院後の生活・療養の場に向けた看護計画を立案し、実践、評価する 

3 老年期にある対象者と家族の生活・療養の場を支えるためのケア環境とチーム体制を理解する 

4 老年期にある対象者と家族に実践した援助を振り返り、退院支援における看護の価値を考察する 

 

Ⅲ 実習施設と実習時間 

  

実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内 2時間 

病院に入院している老年期にある対象者の退院を

支援する看護 

新潟県立リウマチセンター 

新潟県立新発田病院 
72時間 

介護老人福祉施設を利用する老年期にある対象者

の理解と看護 

特別養護老人ホーム 
16時間 

 

Ⅳ 実習内容 

実習目標 行動目標 実習内容 

1 老年期にある

対象者と家族

が退院後の生

活・療養の場

に向け抱える

健康問題を理

解する 

 

 

 

 

1)老年期にある対象者と家族

の退院支援に必要な情報を収

集する 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)老年期の特徴 

・加齢に伴う身体的特徴 

（運動器・呼吸器・循環器・消化器・腎・泌尿

器・視聴覚・脳神経・皮膚・生殖器・免疫・

内分泌） 

・加齢に伴う心理的特徴 

・加齢に伴う社会的特徴 

(2)現病歴・既往歴に対する理解 

(3)病態・病期（急性期・回復期・慢性期・終末期） 

(4)健康状態（対象者・家族） 

(5)治療（薬物療法・安静療法・手術療法）状況 



 2)老年期にある対象者の退院

後のその人らしい生活のあ

り方を分析・解釈する 

 

(1)入院前後のライフスタイルと生活環境 

 ・ADL評価指標 

 （食事、排泄、清潔、更衣、移動の自立状況） 

・活動、睡眠状況 

 ・サポートシステム（家族・社会資源・地域） 

 ・住宅環境 

 ・余暇活動、生きがい、楽しみ 

(2)対象者の目指す回復像 

 ・対象者の希望 

 ・家族の希望 

3)老年期にある対象者の退院

後のその人らしい生活を送

る上で妨げている原因・誘因

を分析・解釈する 

(1)入院環境が老年期にある対象者に与える影響 

(2)病態・治療が老年期にある対象者に与える影響 

(3)家族に与える影響 

4)老年期にある対象者の退院

後の生活に向けたもてる力

を分析・解釈する 

(1)対象者・家族の強み 

(2)対象者の自立 

5)老年期にある対象者の発達

課題の獲得について分析・解

釈する 

(1)対象者の生活史 

(2)ライフサイクルにおける発達課題の獲得 

 

 

6)老年期にある対象者と家族

の退院支援に必要な情報と

分析・解釈した内容を全体像

に記述する 

(1)加齢変化と疾患が生活に及ぼす影響 

(2)入院前後の ADLの変化 

(3)サポートシステム（家族・社会資源・地域） 

2 老年期にある

対象者と家族

の退院後の生

活・療養の場

に向けた看護

計 画 を 立 案

し、実践、評価

する 

 

1)老年期にある対象者と家族

を統合的にアセスメントす

る 

(1)仮の問題の関連性 

(2)仮の問題の統合 

(3)現在の問題の抽出 

2)老年期にある対象者の退院

後のその人らしい生活と QOL

の維持または向上を踏まえ、

仮の看護問題の優先順位を

決定する 

(1)ADL評価指標と自立・介護の程度 

(2)対象者のもてる力と残存機能 

(3)対象者の希望と目指す回復像 

(4)二次的障害 

(5)家族の介護力 



 

 

 

 

 

3)老年期にある対象者の退院

後のその人らしい生活を送

る上で妨げている看護問題

を明確化し、看護の方向性を

記述する 

 

(1)看護問題の原因・誘因 

 ・加齢変化（身体的・心理的・社会的） 

 ・病態と治療 

 ・入院前後の生活の変化 

(2)対象者のもてる力と残存機能 

(3)対象者・家族の希望と目指す回復像 

(4)家族の介護力 

4)老年期にある対象者の退院

後のその人らしい生活と QOL

の維持または向上を踏まえ、

実現可能な看護目標を設定

する 

(1)対象者の現在の状態 

(2)対象者のもてる力と残存機能 

(3)対象者の自立 

(4)RUMBAの法則 

 

5)老年期にある対象者の退院

後のその人らしい生活と QOL

の維持または向上を踏まえ、

根拠のある看護計画を立案

する 

(1)対象者のライフスタイルと生活環境に合わせ

た援助 

(2)疾病の治癒・回復と健康の保持・増進 

(3)対象者の状態、加齢変化に合わせた援助 

(4)老年期特有の合併症予防 

(5)安全・安楽な援助 

(6)セルフケア能力に合わせたもてる力・自立を踏 

まえた援助 

(7)対象者・家族の希望に合わせた援助 

(8)対象者の意思決定を促す援助 

(9)根拠のある援助 

(10)家族との協働 

(11)継続看護 

6)老年期にある対象者の個別

性を踏まえ、実施する看護の

根拠・目的・方法について対

象者と家族にわかりやすく

説明する 

(1)加齢変化と病態による視聴覚・認知への影響 

(2)パーソナリティ（人格） 

 

 

7)老年期にある対象者の退院

後のその人らしい生活、QOL

の維持または向上を踏まえ、

もてる力、自立の視点で援助

を実践する 

(1)対象者のセルフケア能力 

(2)対象者のもてる力・自立 

(3)対象者の尊厳 

 

 



 8)対象者のその日の心身の状

態・状況に合わせ安全・安楽

に留意した援助方法を選択

し、対象の反応を捉えながら

実践する 

(1)病状の経過、症状 

(2)治療状況 

(3)心理状態・認知機能 

(4)対象者の反応 

 

9)対象者の反応から実践した

看護を振り返る 

(1)セルフケア能力に合わせたもてる力・自立を踏 

まえた援助 

(2)安全・安楽な援助 

(3)対象者の状態・状況に合わせた援助 

10)対象者の状態に合わせて看

護計画を追加・修正する 

(1)対象者の状態・状況に応じた計画の追加・修正 

(2)対象者のもてる力・自立の程度に応じた計画の

追加・修正 

(3)治療状況に応じた計画の追加・修正 

11)目標の達成度を日々評価す

る 

 

(1)目標達成できた要因 

・患者の状態とアセスメント 

・問題、目標、計画内容の妥当性 

(2)目標達成できなかった要因 

・情報収集とアセスメントの妥当性 

・問題、目標、計画内容の妥当性 

12)看護計画を総合的に評価す

る 

 

3 老年期にある

対象者と家族

の生活・療養

の場を支える

ためのケア環

境とチーム体

制を理解する 

 

1)介護老人福祉施設を利用す

る老年期にある対象者のケ

ア環境と施設における看護

の役割、多職種連携・協働に

ついて説明する 

(1)介護老人福祉施設における看護師の役割 

(2)利用者のケア環境 

(3)介護老人福祉施設における多職種連携・協働 

2)退院支援における多職種連

携・協働の必要性について説

明する 

(1)病院の医療チームにおける看護師の役割 

(2)病院における専門職種の役割 

(3)病院における多職種の協働 

4 老年期にある

対象者と家族

に実践した援

助 を 振 り 返

り、退院支援

における看護

の価値を考察

する 

1)老年期にある対象者の退院

支援における看護について

具体的な実践場面と文献を

用いて、自己の学びを述べる 

(1)対象者を通して学んだ退院支援における看護

の役割 

(2)文献を用いた客観的な振り返り 

 

2)カンファレンスで自分の意

見が述べられ、グループメン

バーと意見の共有ができる 

(1)共感的理解 

(2)事前・追加学習 

(3)技術経験録の内容 

(4)看護職者としてふさわしい・行動・態度 

(5)個人情報の保護 



 3)対象者の援助に必要な知識・

技術・態度を修得するための

機会を積極的に求める 

(6)身だしなみ 

(7)報告・連絡・相談 

(8)心身の健康管理 

(9)規則の順守 

 

 

4)看護職者としてふさわしい 

態度・行動をとる（対象者と 

の関係構築、個人情報の保 

護、身だしなみ、報告・連絡・ 

相談、規則を守る） 

5)心身の健康を管理する 

 

Ⅴ 実習方法 

＜新発田病院・リウマチセンター＞ 

65歳以上の老年期にある対象者を受け持ち、看護過程を展開する 

 

＜介護老人福祉施設＞ 

  1 実習時間は 9：00～16：30、実習期間は後半の 2日間とする 

2 看護師、介護士に同行し、施設利用者と関わりながら実習を行う 

 

Ⅵ 実習記録 

1 老年看護学実習Ⅱ 評価表 

2 老年看護学実習Ⅱ 学びのレポート 1 （病院実習の学び） 

          学びのレポート 2 （施設実習の学び） 

3 様式 1…アセスメントシート＜ゴードンの機能的健康パターン＞ 

4 様式 2…全体像・統合アセスメント 

5 様式 3…アセスメントシート＜看護問題の明確化・看護の方向性＞ 

6 様式 4…看護計画シート 

7 様式 5…看護計画評価シート 

8 様式 6-①…毎日の実習記録：看護計画立案前 

9 様式 6-②…毎日の実習記録：看護計画立案後 

10 事前学習 

11 追加学習 

  

Ⅶ 実習評価 

    実習評価表に基づき、実習内容、実習記録、態度、出席状況を総合して評価する 

 

 

 

 

 



 

 

Ⅰ 実習目的 

小児とその家族を理解し、看護の基礎となる知識・技術・態度を修得する 

 

Ⅱ 実習目標 

1 健康な乳幼児の成長発達を理解し、保育の実際を説明する 

2 健康な学童の成長発達を理解し、学校保健の実際を説明する 

3 健康障害を持つ小児と家族を理解し、発達段階、健康段階にあわせた看護を実践する 

 

Ⅲ 実習施設と実習時間 

                                     

 実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内 2時間 

健康な小児の看護 保育園 16時間 

小学校 8時間 

健康障害を持つ小児の看護 新発田病院（病棟・外来・NICU） 64時間 

 

Ⅳ 実習内容 

1 保育園実習 

健康な乳幼児の成長発達を理解し、保育の実際を説明する 

 

実習目標 行動目標 実習内容 

1 保育園の概要を理 

解する 

1）乳幼児の成長をはぐくむ為に必要 

な保育環境を説明する 

(1)保育園の沿革、環境、設備 

園児定数、クラス別人数 

職員組織、職員人数 

(2)行事（年間・月間） 

年齢別保育活動の実際 

(3)健康・安全管理対策 

(4)保育士の役割 

2 年齢別の成長発達 

の特徴を理解する 

1）乳幼児の成長発達を説明する (1)年齢別の成長発達の状況 

（形態的成長・精神・運動機能の発達） 

(2)成長発達を促す遊び 

 

科目名 小児看護学実習 配当時期 3年次  前･後期 

担当者 
看護師として 5年以上の実務経験を

有する専任教員 
単位（時間） 2単位（90時間） 



3 乳幼児の基本的生 

活行動の自立状況と 

保育の実際を理解す 

る 

1）乳幼児の基本的生活行動の自立状

況を説明する 

2）年齢にあわせた援助のあり方を説

明する 

(1)年齢別の基本的生活行動の自立状

況 

(2)1 日の保育スケジュールに沿った

年齢別保育の実際 

4 保育の実際を通し 

て、乳幼児との接し 

方を理解する 

1）乳幼児の言語発達の実際を説明す 

 る 

2）発達段階にあわせた小児のコミュ 

ニケーション方法を説明する 

(1)乳幼児のことば・仕草・表情・機嫌 

(2)言語発達の理解と接し方 

 

 

2 小学校実習 

健康な学童の成長発達を理解し、学校保健の実際を説明する 

 

実習目標 行動目標 実習内容 

1 学童期の成長発達

について理解する 

1）学童期の成長発達状況を説明 

する 

(1)年齢別の成長発達の状況 

（形態・精神運動機能の発達） 

2 学童期の健康問題 

について理解する 

1）学童期の小児の健康問題を説 

明する 

(1)保健室利用の実態 

(2)児童の訴え 

(3)授業や休憩時間の状況 

3 保健教育や学校保 

健活動の実際を理解 

する 

1）学童期の小児の健康管理や健   

康教育活動を説明する 

(1)定期健康診断、う歯への指導 

(2)健康増進への指導 

(3)保健室での養護教諭の関わり方 

 

3 小児病棟実習・小児外来実習・NICU実習 

健康障害を持つ小児と家族を理解し、発達段階、健康段階にあわせた看護を実践する 

 

実習目標 行動目標 実習内容 

1 患児の状況を理 

解する 

1）疾病経過・症状・検査・処置・治 

療を説明する 

2）出生時および成長発達の状況を 

説明する 

3）入院前後の生活状況および入院・ 

病気に伴う苦痛と適応状況を説 

明する 

4）患児の入院・病気に対する家族の 

理解と対処状況を説明する 

5）患児の入院に伴う家族への影響

を説明する 

 

(1)疾病経過、症状、検査、処置、治療な 

 ど 

(2)出生時および成長発達の状態 

(3)小児伝染性疾患の罹患状況、予防接種 

(4)入院前後の基本的生活行動の状態     

(5)入院・病気に伴う身体的・精神的苦痛 

(6)入院・病気への適応状態 

(7)患児の入院と病気に対する両親の理 

解と対処状況、面会状況 



2 患児・家族との関

係を理解する 

1）発達段階や健康段階にあわせた 

コミュニケーションを実践する 

2）患児・家族の気持ちを配慮した関 

わりを実践する 

 

(1)言語的・非言語的コミュニケーション 

(2)健康障害や発達段階に応じた関わり

方 

(3)家族との関わり方 

(4)プライバシーの保護 

3 患児の日常生活 

の援助を実践する 

 

1）患児にとって必要な観察ポイン 

トをあげ、観察を実践する 

2）発達段階や健康段階にあわせた 

健康回復への援助を実践する 

3）患児の家族に対して適切な援助 

を実践する 

(1)環境、食事、排泄、清潔、衣生活、移 

動および活動、遊び、学習の援助など 

(2)事故防止、感染予防 

(3)症状の観察 

(4)生活指導 

(5)診療の介助 

4 安全・安楽を配慮 

した小児看護技術 

を実践する 

1）小児の特性を理解した看護技術 

を実践する 

(1)小児看護技術項目参照 

 

5 小児病棟の特殊 

性を理解する 

1）小児病棟の構造・設備から、事故 

予防・感染予防対策を説明する 

(1)構造、設備、物品 

(2)病棟管理、看護方針 

(3)病床数、入院患児の特徴 

 事故予防対策感染管理対策、 

6 小児外来の特徴 

と看護の実際を理 

解する 

 

1）処置・治療・検査の実際を見学 

し、必要なケアを説明する 

2）専門外来にて通院治療を受けて 

いる小児・家族の疾病への取り組 

み方を説明する 

(1)一般外来、慢性疾患外来、乳児健診、 

予防接種 

(2)受付時の対応、問診表 

(3)伝染性疾患への対応、事故防止 

(4)診察の介助 

(5)自己管理指導、家族への指導、育児相 

 談 

7 NICUの特徴と看 

護の実際を理解す 

る 

1)NICU の概要を理解し、ハイリス

ク児の看護の実際を説明する 

2)家族への援助を説明する 

(1)NICUの構造、設備、医療機器、安全対 

策、スタッフメンバー構成 

(2)体温管理、呼吸・循環管理、輸液管理 

、感染防止、ディベロップメンタルケア 

(3)保育器の取り扱いの実際 

(4)生活の援助（栄養、排泄、清潔、睡眠） 

(5)親子関係確立の援助（愛着形成、ファ 

ミリーノート、カンガルーケア） 

(6)社会資源の活用 

 

 

 



Ⅴ 実習方法 

 

1 保育園実習 

1)実習時間は 9:00～16:00 とする 

  2)各年齢別クラスをローテーションし、保育園の日課に沿って、実習を行う 

3)保育士と共に園児に関わり、保育の実際を学ぶ  

 

2 小学校実習 

１)実習時間は 9:00～15:30 とする   

2)自己の実習課題を明確にして、養護教諭の指導に従って実習を行う  

 

3 小児病棟実習・小児外来実習・NICU 実習 

1)小児病棟実習 

(1）小児期（0～15歳）にある、原則として小児科での入院患者を受け持ち、看護過程を展開する 

2)小児外来実習・NICU実習 

(1）実習指導者の指導に従って実習を行う  

 

Ⅵ 実習記録 

 

1 評価表 

2 学びレポート 

3 小児看護学実習記録 

  1）様式 1  2）様式 2-①②  3）様式 3-①②  4）様式 4  5）様式 5 

4 外来実習記録 

5 NICU実習記録 

6 保育園 

1）保育園①：保育園の概要  2）保育園②：保育園実習記録２日分 

7 小学校実習記録 

  1）課題レポート（表紙不要） 

   ・テーマ：各自で設定したテーマ（実習目的から考える） 

   

Ⅶ 実習評価 

 

 実習評価表に基づき、実習内容、実習記録、態度、出席状況を総合して評価する 

 

 

 

 

 



 

科目名 母性看護学実習 配当時期 3年次 前・後期 

担当者 
看護師として 5 年以上の実務経験を有する

専任教員 
単位（時間） 2単位（90時間） 

 

Ⅰ 実習目的 

 妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期にある対象とその家族を理解し、看護を実践するための知

識、技術、態度を修得する 

 

Ⅱ 実習目標 

1 妊娠期・分娩期・産褥期・新生児期にある対象とその家族を理解する 

2 産褥期の対象を身体的・精神的・社会的側面からアセスメントし個別的な看護計画を立案・実

践・評価する 

3 母性看護を通して母性看護に対する価値を見出す 

4 保健医療における看護の機能を理解し反応する 

    

Ⅲ 実習施設と実習場所 

 

 

Ⅳ 実習内容 

 

【妊娠期・妊婦の看護】 

実習目標 行動目標 実習内容 

1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

 

 

1）妊娠に伴う身体

的変化を説明する 

 

 

(1)妊娠週数に伴う生理的変化 

①母体の変化 

・子宮の大きさ・腹囲 ・子宮底長・基礎体温 

・つわり・乳房・胎児の成長に伴う症状 

②胎児の変化 ： 身長・体重・形態 

実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内 2Ｈ 

妊娠期・妊婦の看護 県立新発田病院（産科外来） 8Ｈ 

分娩期・産婦の看護 

県立新発田病院（病棟） 80Ｈ 産褥期・褥婦の看護 

新生児期・新生児の看護 



 

 

 

 

 

2)妊婦の精神・社会

的変化を説明する 

 

 

(1)妊婦の精神的変化 

・妊娠の受容・心配，悩み，不安の有無 

(2)妊婦の社会的変化 

・日常生活の調整・就労，育児環境の変化受容 

・夫や家族の妊娠の受容   

1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

3母性看護を通して母性看

護に対する価値を見出す 

4保健医療における看護の

機能を理解し反応する 

3)妊婦健康診断の

意義を説明する 

 

 

 

 

(1)妊娠各期における健康診断の意義 

・妊娠初期・妊娠中期・妊娠後期 

 

 

 

 

 

1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

4保健医療における看護の

機能を理解し反応する 

4)母子手帳の目的

と活用について説

明する 

(1)母子健康手帳の目的 

(2)母子健康手帳の活用 

1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

5)妊婦健康診断時

の計や検査結果か

ら既習の知識と比

較する 

(1)担当妊婦の計測値や検査結果を知識と照らし

合わせ現在の状態がどうかを考える 

・体重測定・血圧測定・腹囲測定・子宮底測定 

・レオポルド４段診断法・超音波検査・NSTな

ど 

1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

3母性看護を通して母性看

護に対する価値を見出す 

4保健医療における看護の

機能を理解し反応する 

6)保健指導の意義

を説明する 

(1)妊娠各期における個別保健指導 

・妊娠初期，妊娠中期，妊娠後期の生活指導， 

・合併症予防，栄養指導 など 

 

 

【分娩期・産婦の看護】 

実習目標 行動目標 実習内容 

1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

7)産婦の身体的変

化を説明する 

 

(1)分娩各期に伴う身体的変化 

①分娩開始 ②分娩第 1期 ③分娩第 2期  

④分娩第 3期 ⑤分娩第 4期 



1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

2産褥期の対象を身体的・

精神的・社会的側面から

アセスメントし個別的な

看護計画を立案・実践・

評価する 

 

 

 

8)分娩各期または

帝王切開による分

娩の身体的・精神

的援助を説明する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)分娩第１期の看護 

①腹部の観察 

②分娩進行状態の把握 

・陣痛間歇・発作時間，内診結果 

③児心音の把握 

④分娩進行に伴う観察 

・分泌物 ・破水 ・怒責感 

⑤産痛の緩和 

・呼吸法 ・補助動作 ・マッサージ 

⑥分娩経過に応じた日常生活援助 

・食事・排泄・清潔・環境調整・活動と休息 

(2)分娩第２期の看護 

①分娩進行状態の把握 

・陣痛間歇・発作時間，内診結果 

②児心音の聴取 

③分娩進行に伴う観察 

・破水 ・怒責 ・排臨 ・発露 

④呼吸法と怒責法 

⑤励ましの声かけ 

⑥分娩経過に応じた日常生活援助 

・食事・排泄・清潔・環境調整・活動と休息 

(3)分娩第３期の看護 

①胎盤剥離徴候の観察 

②胎盤娩出時刻・娩出様式の確認 

③子宮収縮状態と出血状態の確認 

④子宮収縮促進の援助 

⑤産婦の一般状態の観察 

・バイタルサイン・創痛・疲労・後陣痛など 

⑥分娩経過に応じた日常生活援助 

・食事・排泄・清潔・環境調整・活動と休息 

⑦胎盤の観察と計測 

(4)分娩第４期の看護 

①産婦の一般状態の観察 

・バイタルサイン・子宮底長と収縮状態・悪露 

・排尿状態 

②分娩経過に応じた日常生活援助 

・食事・排泄・清潔・環境調整・活動と休息 

(5)帝王切開を受ける産婦の援助 

①不安の把握および軽減するための援助 



②産婦および新生児の急変時の対策の見学 

(6)母子関係を円滑にする援助 

①母子対面 ②家族と児の対面 ③早期授乳  

④母親および家族へのねぎらい 

1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

3母性看護を通して母性看

護に対する価値を見出す 

9)分娩見学の学び

を示す 

(1)分娩見学の考え・思い・感情 

 

 

【産褥期・褥婦の看護】 

実習目標 行動目標 実習内容 

1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10)褥婦の身体的変化

を説明する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)復古状態 

①子宮の退縮  ②悪露の性状・量・色  

③会陰部の状態 

(2)復古現象を促進させるための援助 

①早期離床  ②排泄指導  ③外陰部の清潔  

④悪露交換  ⑤子宮底の輪状マッサージ  

⑥産褥体操  ⑦直接授乳 

(3)乳房の進行性変化 

①乳房・乳頭・乳輪の状態 

 ②乳管開通の有無と程度 

(4)乳汁分泌を促進させるための援助 

①母乳栄養の利点  ②乳汁分泌のメカニズム  

③授乳指導（早期授乳開始） 

④搾乳方法の指導  

⑤乳房トラブルに対する援助  

⑥栄養・水分、睡眠・休息、精神面に関する

指導 

11)褥婦の精神・社会

的特徴を説明す

る 

 

 

 

 

(1)褥婦の精神・社会的特徴 

①母親役割取得状況 

・育児に関する知識や技術の習得 

・母子相互作用 ・育児不安 

②マタニティブルー  

③家族関係の成立 

・夫や家族のサポート ・役割変化 



2産褥期の対象を身体的・

精神的・社会的側面から

アセスメントし個別的な

看護計画を立案・実践・

評価する 

 

 

 

 

12)褥婦・新生児の妊

娠経過・分娩経過

について収集した

情報を分析する 

(1)基礎情報 

①既往歴 ②職業 ③妊娠・分娩歴 

 ④妊娠中の経過  ⑤分娩経過 ⑥①～⑤の考

察 

13)褥婦・新生児の身

体的・精神的・

社会的状態を分

析する 

 

 

(1)母親のアセスメント 

①生殖器の復古  ②全身の回復状態  

③乳房状態・授乳 ④精神状態・母親役割   

⑤家族／役割関係 ⑥生活／社会環境 

(2)新生児のアセスメント 

①健康状態 ②成長発達 ③養護・栄養  

④親子・家族関係 

14)褥婦・新生児の妊

娠経過・分娩経

過、身体的・精

神的・社会的状

態を踏まえ看護

問題を決定する 

(1)看護問題の決定 

・受け持ち褥婦または新生児の看護問題 

 

 

15)実施したアセスメ

ントに基づき、

褥婦・新生児の

個別状況に合わ

せた看護計画を

立案する 

(1)看護計画の立案 

・受け持ち褥婦または新生児の看護問題の中

で、優先度が１番高い問題の計画を立案 

 

16)エンパワメントの

考えに基づき実現

可能な目標を褥婦

や家族と共有する 

(1)目標の共有 

・目標の説明と同意 

 

17)母子関係確立、退

院後のための援

助を実施する 

 

 

(1)母子関係確立のための援助 

①妊娠・分娩の受け止め方  

②分娩後早期の母子対面    

 ③育児指導：抱き方・おむつ交換・授乳指導 

調乳指導・沐浴指導 

18)設定した目標や計 

画、実施が褥婦や

新生児にとって最

良の状態であるか

どうかを評価し修

正する 

(1)看護計画の評価 

 

 

 



【新生児の看護】 

実習目標 行動目標 実習内容 

1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

19)出生後の新生児の

生理的変化を説明

する 

 

(1)胎外生活の適応 

①呼吸の確立 ②循環動態の変化 ③体温  

④腎機能  ⑤消化器機能  ⑥生理的黄疸  

⑦感染防御力 ⑧皮膚の変化 ⑨原始反射 

1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

4保健医療における看護の

機能を理解し反応する 

20)出生後の新生児の

看護を説明する 

 

 

(1)新生児看護の原則と援助 

①呼吸の確保 ②保温 ③感染予防  

④事故防止   ⑤栄養   ⑥異常の早期発見 

 

1妊娠期・分娩期・産褥

期・新生児期にある対象

とその家族を理解する 

21)新生児に行われる

診察検査・処置を

説明する 

(1)新生児の診察・検査・処置 

①出生直後の診察 ②先天性代謝異常検査 

③黄疸の検査  ④ビタミン K2シロップ与薬 

⑤退院診察 

 

【実習全体】 

実習目標 行動目標 実習内容 

3母性看護を通して母性看

護に対する価値を見出す 

4保健医療における看護の

機能を理解し反応する 

22)集団指導の学びを

説明する 

 

 

(1)妊娠各期における集団保健指導 

①安産教室：出産育児への準備・生活指導 

・栄養指導 

②育児指導：沐浴指導・退院指導       

4保健医療における看護の

機能を理解し反応する 

 

 

 

 

 

23)対象への影響や 

を考慮し、看護職

者としてふさわし

行動・態度で自発

的に行動する 

(1)実習中の態度 

・身だしなみ・言葉使い・挨拶 

・約束やルールを守る  

（2）心身の健康管理 

24)妊婦・産婦・褥

婦や新生児に関心

や思いやりをもっ

て援助を実施する 

(1)援助中の態度や行動 

 

 

3母性看護を通して母性看

護に対する価値を見出す 

25)母性看護で大切な 

ことについて自分 

の考えを示す 

(1)経験したことから看護に対する自分の考え 

 

 

 



Ⅴ 実習方法 

1 妊婦の看護 

 1) 妊婦健康診査に来院した妊婦を健診の流れに沿って、指導のもとに見学および援助を実施す

る。 

 2) 安産教室を見学できたら行う。 

2 産婦の看護 

 1) 分娩は原則として１例は見学する。 

 2) 担当させていただいた産婦の援助を指導のもと実施または見学する。 

3 褥婦・新生児の看護 

 1) 褥婦と新生児を受け持ち、看護過程を展開する。 

 2) 援助は助産師の指導のもと実施または見学する。 

 

Ⅵ 実習記録 

1 母性看護学実習評価表（様式 1） 

2 母性看護学実習の学び（様式 2） 

3 産科外来実習記録用紙（様式 3） 

4 受け持ち患者記録用紙 

 1) 基礎情報用紙（様式 4）           2) 褥婦・新生児経過表（様式 5） 

3) 母親・新生児のアセスメント用紙（様式 6）  4) 看護計画用紙（様式 7） 

 5) 評価用紙（様式 8）             6) 毎日の実習記録（様式 9） 

5 分娩・集団指導見学記録（様式 10） 

6 事前学習 1～6 

   

Ⅶ 実習評価 

  実習評価表に基づき評価する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ⅰ 実習目的 

精神に障害のある対象とその家族を理解し、看護の基礎となる知識・技術・態度を修得する 

 

Ⅱ 実習目標 

1 精神に障害のある対象およびその家族を理解する 
2 対象の顕在・潜在する健康問題を把握し、必要な援助ができる 
3 対象との関わりを通して自己を振り返り、関係を発展させる技術を理解する 
4 デイケアを利用している対象と、その人への援助を理解する 
5 対象の安全と人権を守るための援助を理解する 
6 保健医療福祉チームの一員としての看護師の役割を理解する 
7 地域における支援事業を知り、地域で生活している対象を理解する 

 

Ⅲ 実習施設と実習時間 

 

実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内 2時間 

精神科病棟に入院している対象の看護 新潟県立新発田病院 68時間 

外来に通院している対象（デイケアを利

用している対象）の看護 
デイケア外来 4時間 

地域で生活している対象の看護 障害福祉サービス事業所 16時間 

 

Ⅳ 実習内容 

実習目標 行動目標 実習内容 

1 精神に障害のあ

る対象およびそ

の家族を理解す

る 

1) 対象を身体的側面から説明する 

2) 対象を心理的・社会的側面から説明 

する 

3) 対象に行なわれている治療につい 

て説明する 

4) 家族への援助の必要性を説明する 

 

(1) 患者の表情、行動、言動、他患者との関 

係、患者の外見（服装） 

(2) 精神症状の観察（抑うつ状態、躁状態、 

幻覚妄想、拒絶、無為等） 

(3) 生育歴、生活歴、発症の時期、症状、   

治療の経過、病気や治療に対する受けと 

め方、入院形態 

(4) 薬物療法、精神療法、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等 

(5) 薬物療法の有害反応 

(6) 家族の面会状況、家族との関係 

2 対象の顕在・潜

在する健康問題

を把握し、必要

な援助ができる 

1) 収集した情報の意味を解釈し、情報 

を互いに関連づけて分析する 

2) 患者が抱えている看護上の問題を 

抽出する 

(1) 情報の収集－ゴードンの視点に基づい 

た情報収集 

・精神症状・精神状態 

・精神障害が対象の生活に与える影響 

科目名 精神看護学実習 配当時間 3年次 前・後期 

担当者 
看護師として 5 年以上の実務経験を有する

専任教員 
単位（時間） 2単位（90時間） 



3) 達成可能で具体的な看護目標を立 

てる 

4) 患者に応じた具体的な援助を計画 

する 

5) 安全・安楽に援助を実施する 

6) 対象の状況に応じた日常生活に対 

する援助を実施する 

7) 対象の状況に応じた治療に対する 

援助を実施する 

8) 実施した援助の結果や患者の反応 

を述べる 

9) 結果に基づいて評価・修正する 

・セルフケアの状況 

・社会生活の自立の程度 

(2) 情報の分析・解釈（正常性、正常値、平 

均値等との照合・比較） 

(3) 看護問題の明確化 

(4) 看護目標の設定  

(5) 継続的・自主性を尊重したケア計画の 

実施 

(6) 援助内容、時間、患者の反応などの正 

確な報告と記録 

(7) 看護目標の達成状況、その達成に影響 

をもたらした要因等の評価 

3 対象との関わり

を通して自己を

振り返り、関係

を発展させる技

術を理解する 

1）患者の言動の意味を理解し述べる 

2) 患者に対する自分自身の感情や行 

動の意味を理解し述べる 

3) 自分自身の言動や感情が患者との 

相互作用に影響していることを述べ 

る 

(1) プロセスレコードの記述 

・患者と自分自身の感情・意志・思考 

(2) 転移・逆転移 

(3) 自我の防衛機制 

(4) 言語的・非言語的コミュニケーション 

4 デイケアを利用

し て い る 対 象

と、その人への

援助を理解する 

1) デイケアを利用している対象の生 

活について述べる 

2) デイケアを利用している対象に対

する援助について述べる 

 

(1) デイケアの目的、活動内容、医療チーム 

の構成 

(2) 利用者の理解 

・日常生活の過ごし方 

・表情、動作、参加状況 

・他利用者との交流、コミュニケーション 

(3) 利用者に対するスタッフの関わり方 

5 対象の安全と人

権を守るための

援助を理解する 

1) 法律に基づいた入院形態を説明す 

る 

2) 安全を守るための病棟の構造上の 

特徴や危険物の管理の必要性を述べ 

る 

3) 対象の権利を擁護するための援助 

について説明する 

(1) 精神保健福祉法 

・入院形態 

・通信、面会、外出、外泊 

・身体拘束、隔離 

(2) 病棟の構造上の特徴 

(3) 私物の管理 

(4) 患者の権利擁護 

6 保健医療福祉チ

ームの一員とし

ての看護師の役

割を理解する 

1) 関係機関や他職種との協働の実際 

を説明する 

2) 関係機関や他職種との協働におけ 

る看護師の役割を説明する 

(1) 医師、薬剤師、管理栄養士、作業療法士、 

精神保健福祉士、臨床心理士等の専門職 

との協働 

7 地域における支

援事業を知り、

地域で生活して

いる対象を理解

する 

1) 地域における支援事業の実際につ 

いて述べる 

2) サービスを利用している対象の生 

活について述べる 

(1) 障害者総合支援法 

(2) 施設利用の目的、活動内容、構成職種 

(3) 利用者の理解 

・日常生活の過ごし方 

・表情、動作、参加状況 

・他利用者との交流、コミュニケーション 

(4) 利用者に対するスタッフの関わり方 

(5) 家族への支援 

 



Ⅴ 実習方法 

1 精神科病棟 
1) 受持ち患者 1名を決め、看護過程のプロセスに沿って看護を展開し実習する 
2) 病棟で行なわれている活動（レクリエーション、作業療法、SSTなど）に参加する 
3) 自分で体験した患者との一場面をプロセスレコードにまとめ、検討する 
4) 受持ち患者以外にも、患者の言動・精神症状・治療内容などから精神障害を持つ対象の特徴を学
ぶ 

5) デイケア実習を病棟実習期間中に行なう（2グループに分かれ、半日の実習） 
2 障害福祉サービス事業所 
1) 事業所で行なわれている作業・活動を利用者と伴に行なう 
2) 実習後半の 2日間で実習する 

 

Ⅵ 実習記録 

1 精神看護学実習評価表(様式 1) 

2 精神看護学実習の学び(様式 2) 
3 受け持ち患者記録 

・様式 3… 情報、情報の分析・解釈(ゴードン) 

・様式 4… 全体像 

・様式 5… アセスメント 

・様式 6… 看護計画 

・様式 7… 看護の評価 

・様式 8-①… 毎日の実習記録(看護計画立案前) 

・様式 8-②… 毎日の実習記録(看護計画立案後) 

・プロセスレコード(様式 9) 

4 デイケア実習の学び(様式 10) 
5 障害福祉サービス事業所実習の学び(様式 11) 
6 課題学習 
7 看護技術経験録 

 

Ⅶ 実習評価 

実習評価表に基づき、出席状況、実習内容、態度、実習記録により、総合して評価する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



科目名 在宅看護論実習 配当時期 ３年次 前・後期 

担当者 
看護師として 5 年以上の実務経験を有する

専任教員 
単位（時間） 2単位（90時間) 

 

Ⅰ 実習目的  

地域の中で生活する対象とその家族を理解し、対象に応じた看護を実践するための知識・技術・態度

を修得する 

 

Ⅱ 実習目標   

1 在宅で療養する対象とその家族の健康レベルと生活に応じた看護を理解する 

 2 在宅療養を支える社会資源の活用の実際を理解する 

  3 慢性疾患を持ち通院治療を受ける対象の生活状況を理解する 

4 在宅療養にかかわる関連職種との連携の実際を理解する 

 

Ⅲ 実習施設と実習時間 

 

実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内 2H 

訪問看護実習 訪問看護ステーション 56H 

在宅介護支援実習 
居宅介護支援事業所 

地域包括支援センター 
16H 

透析見学実習 新潟県立新発田病院 8H 

入院支援・退院支援実習 患者サポートセンター 8H 

 

Ⅳ 実習内容 

目標 行動目標 実習内容 

1 在宅で療養 

する対象と、 

その家族の 

健康レベル 

と生活に応 

じた看護を 

理解する 

 

 

 

 

1) 訪問看護ステーシ 

ョンの機能と役割に 

ついて説明する 

 

2) 在宅で療養する個 

人の身体的・精神 

的・社会的な状況に 

ついて説明する 

 

 

 

(1) 訪問看護ステーションの概要 

  地域・施設の特徴       

訪問看護の特性  

 

(1) 療養する個人の情報収集 

①疾病、症状、治療内容、病歴  ②生活環境、生活歴 

③日常生活動作  ④社会資源の活用の有無 

⑤インフォームド・コンセントと自己決定 

⑥権利擁護（アドボカシー） ⑦生きがい、価値観 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3）看護の対象は療養 

する個人とその家族 

であることがわか 

り、両者を「１単位」 

として説明する 

 

4) 在宅で療養する個

人を支える「介護力」 

について説明する 

 

 

 

5) 在宅で療養する個 

人と家族を「生活者」と

してとらえ、抱え 

ている健康問題を解 

決するための必要な

援助について説明する 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 療養する個人と家族の健康状態・精神的状態 

(2) 療養する個人と家族の生活スタイル・価値観 

(3) 家族の介護状況と生活への影響、精神的負担程度、当面の 

悩み など 

    

 

(1) 介護力 

①介護の知識と技術の内容 

②介護の意欲、使用できる時間、体力、理解力、介護の工

夫、介護協力者の有無 

③介護者の健康状況、精神的負担の度合い 

  

(1) 療養する個人の療養環境 

(2) 必要とする看護 

①療養する個人の健康状態、生活状況 

②ライフスタイル、価値観、主体性の尊重 

③療養生活の維持 

④自立支援、信頼関係 

⑤施設内看護との相違 

 

(3) 同行訪問による生活状況の観察と援助 

①呼吸：環境調整、吸引、在宅酸素・吸引を必要とする療

養者と家族への指導など 

②食事：必要な栄養素、水分量、食事摂取能力の判断と食

事内容、摂取方法の工夫など 

③排泄：排泄環境の調整、排泄障害がある人への自立の援 

助と工夫、膀胱留置カテーテルの管理、尿路感染の予防 

と指導、排泄に伴う心理的負担の軽減など 

④清潔・衣生活：清潔行動への自立の援助と工夫（入浴介

助、寝衣の交換、口腔ケアなど） 

⑤コミュニケーション：コミュニケーション手段の理解と

工夫など 

⑥活動・休息：安楽な体位、移動動作の援助、リハビリテ

ーションと家族への指導など 

⑦安全：誤嚥の予防、転倒・転落の防止など 

⑧服薬：服薬状況の把握、副作用の早期発見に対する療養

者と家族への指導、服薬方法の工夫と指導、医師・薬剤

師との連携など 

 



⑨介護者への援助：介護方法の助言、精神的支援、資源の

活用など 

2 在宅療養を 

支える社会 

資源の活用 

の実際を理 

解する 

 

 

 

 

1) 地域包括支援セン 

ター・居宅介護支援 

事業所の機能と役割 

について説明する 

 

 

2) 在宅療養に必要な 

社会資源の種類と活 

用方法について説明 

する 

 

 

(1) 地域包括支援センターの活動内容 

(2) 居宅介護支援事業所の活動内容 

(3) 居宅介護支援事業所･地域包括支援センターの職員と同行 

訪問し活動内容の見学 

(4) 地域で生活する人の健康・生活維持 

 

(1) 社会資源の種類と職種 

①医療保険と介護保険 

②介護認定の基準と居宅サービス 

③介護支援専門員（ケアマネージャー）と人的資源の活用 

④介護用品・介護機器の利用方法 

(2) サービス提供の実際 

3慢性疾患を 

持つ対象の 

生活状況の 

理解と看護 

の必要性を 

理解する 

 

1) 透析療法における 

看護の実際を説明 

する 

 

2) 透析療法を受けて 

いる対象の病態生理 

および生活指導の必 

要性を説明する 

 

3) 透析療法を受けて 

いる対象の在宅での 

生活を説明する 

 

(1) 透析療法の実際 

①透析開始から終了までの看護の見学 

 

 

(1) 透析療法前後の生理的変化 

(2) 病態生理と関連した生活指導 

(3) セルフケアの維持・継続 

 

 

(1) 透析療法を受けている人とのコミュニケーション 

(2) 透析療法を受けることによる心身・生活への影響、家族へ 

の影響 

(3) 社会保障制度の利用と経済的側面 

(4) 療養上の課題 

4 在宅療養 

にかかわる 

関係職種と 

の連携の実 

際を理解す 

る 

1）施設内（病院）看

護と在宅看護との

連携の必要性につ

いて説明する 

 

 

 

2）事例から、在宅移

行期の課題解決に

向けた具体的な看

護を述べる 

(1) 継続看護の必要性 

(2) 継続的な医療の提供における看護師の機能と役割 

(3) 関連職種との協働と連携 

  介護支援専門員,医師,介護職,施設,市町村,他 

(4) 地域連携センターの役割 

(5) 入院支援と退院支援、退院調整 

 

(1) 退院を可能とするための制度・地域サービス・社会資源と

の連携・調整 

(2) 在宅療養への早期の取り組み 

 



Ⅴ 実習方法 

1 居宅介護支援事業所・地域包括支援センター 

1) 職員の在宅訪問・介護相談等に同行し、職員の役割を把握する 

2) 地域で行われている、介護予防や介護支援・相談の実際を見学する 

 

2 訪問看護ステーション 

1) 訪問前に立案されている援助計画について把握する 

2) 訪問看護師に同行し、見学介助を行いながら援助の実際を経験する 

 ＊事例によっては、情報把握から実施までの看護過程にそった学習をする 

  3) 介護者の介護方法を尊重し、家庭内の物品を有効利用して日常生活の援助を実施する 

4) 実習期間中に継続して訪問できる事例があれば、実施できる援助技術については指導のもとに 

援助を行う 

 

3 透析見学実習 

1) 透析開始前の準備から終了までの一連の流れを見学する 

2) 対象者の状態を考えながら、コミュニケーションをとる 

3) カンファレンスを通してグループで情報交換をし、学習を共有するとともに学びを深める 

 

4 入院支援・退院支援実習 

1) 入院支援・退院支援の実際について説明を受ける 

2) 事例検討 

 

Ⅵ 実習記録 

 1 実習評価表 

 2 在宅看護論実習の学び 

 3 訪問看護ステーション実習記録 

 4 地域包括支援及び在宅介護支援実習記録 

 5 透析見学実習記録 

 6 入院支援・退院支援実習記録 

 7 技術経験録 

 8 事前学習・追加学習 

 

Ⅶ 実習評価 

  実習評価表に基づき､出席状況、実習内容、態度、実習記録等を総合して評価する 

 

 

 

 

 



 

Ⅰ 実習目的 

対象のニーズに応じた看護を、チームの中で実践するための基礎的知識・技術・態度を修得する 

 

Ⅱ 実習目標 

1 多重課題における臨床判断及び看護の優先順位・時間管理を踏まえた援助を実施する  

2 病棟における医療安全管理体制と具体策を理解し実践する 

3 夜間における患者の療養生活や看護援助の特徴を理解する 

4 病棟における看護管理の実際を学び、看護師としてのメンバーシップ及びリーダーシップについ 

て理解する 

   5 保健・医療・福祉チームにおける看護の役割を理解する 

 6 専門職として倫理的指針のもと行動し、看護者としての自己の課題を見出す 

 

Ⅲ 実習施設と実習時間 

 

実習内容 実習施設 実習時間 

オリエンテーション 学内等 6H 

病棟の看護管理同行実習、 

チームリーダー同行実習、スタッフ同行実習 

 

新潟県立新発田病院 

新潟県立リウマチセンター 

 

28H 

臨床判断同行実習 16H 

患者を受け持ち、看護展開の実習 36H 

夜間実習（看護業務見学実習） 4H 

 

Ⅳ 実習内容 

実 習 目 標 行 動 目標  実 習 内 容 

1 多重課題における

臨床判断及び看護

の優先順位・時間

管理を踏まえた援

助を実施する  

 

 

 

1）看護師が行っている看護

の優先順位の臨床判断の

根拠について説明する 

 

 

 

 

 

(1)多重課題における優先順位と判断 

・患者の病態・病状の把握 

・治療状況 

・安全性・緊急性・重症度・患者ニーズ・処置 

・予定外の検査・処置 

・援助の実施時間 

 

 

科目名 統合実習 配当時期 
3年次 

（後期） 

担当者 
看護師として 5年以上の実務経験を有する 

専任教員 
単位（時間） 2単位（90時間） 



 

 

 

2）看護師の患者への看護に

ついての臨床判断につい

て説明する 

 

3）受け持ち患者の看護に必

要な情報について優先順位

を踏まえ効率的に収集しア

セスメントする 

 

4）情報の意味・関連を考え

ながら、チームの計画を踏

まえて看護問題を抽出する 

5）看護問題に対し、科学的

根拠に基づき安全・安楽・

自立に配慮し個別的な計

画を立案する 

6）患者の反応をとらえなが

ら、その状況で最善な看

護を優先順位・時間配分

を考え実施する 

 

 

 

 

 

 

7）実施結果を分析・判断し

報告する 

 

 

8）看護問題に応じた SOAPを

記録し実施した看護を評

価する 

 

9）計画の追加修正を適宜行

い、最終的に実施した看

護を客観的に見つめ批判

的かつ論理的に吟味して

看護を評価する 

(1)臨床判断能力 

・同行看護師の臨床判断場面における思考 

①看護師の気付き ②看護師の解釈   

③看護師の反応  ④看護師の省察 

(1) 情報収集とアセスメント 

・優先順位を踏まえた情報収集 

・必要かつ重要な情報の判別 

・短時間での情報収集 

・限られた情報からの分析・解釈 

(1)関連図を用いた全体像 

・情報の関連性の図式化 

・病棟の看護診断との関連 

(1)看護計画の立案 

・病棟の看護診断・看護計画看護診断を参考に 

安楽・自立・個別性のある計画立案 

 

(1)患者の状態に合わせた看護計画の実施 

・状態の観察と状況判断 

・援助時の留意点・方法 

(2)患者への援助の優先順位と時間配分 

・患者の病状の重症度、緊急性と安全性 

・患者のニードの充足状況 

・スケジュールの適時性・妥当性 

・個々の患者の状況に合わせた援助の実施 

(3)適時・適切な報告・連絡・相談 

(4)状況応じた看護師への応援・協力要請 

(1)患者の反応と分析 

・客観的事実と患者の反応 

・関連する状況と情報からの分析 

・援助内容・方法の妥当性の検討 

(1)看護の実践と効果の判定、評価 

・根拠となる事実の記述(Sデータ Oデータ) 

・エビデンスに基づく分析・解釈の記述 

・看護問題・目標に応じた評価の記述  

(1)評価を踏まえた計画の追加・修正 

(2)実践内容や結果を分析、判断、省察 

・日々の援助の結果、評価と目標達成に向けたプ 

ロセス 

(3)看護計画の最終評価 



・成果に対する状態・状況の変化 

・成果の判断に至った根拠 

2 病棟における医療 

安全の体制と具体 

策を理解し実践す

る 

1）看護師が行っている医療

安全対策の視点を説明す

る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）自らが看護援助する際の

医療安全の視点と具体策

を考え、実践し説明する 

 

(1)組織における医療安全対策 

・各種マニュアル ・感染管理 ・情報管理 

(2)看護業務、患者の状況 

・物理的要因、人的要因、環境要因 

（療養環境、医療機器。療内容、タイムプレッシ

ャー、多重課題、優先順位、多職種との連携 

患者に伴う認知・身体・心理・急変など）、 

(3)患者の状態に応じた安全対策 

・環境整備・ベッド柵・安全マットなど複数 

(4)インシデント発生時の対応 

・インシデントの分析、初期対応の必要性 

・インシデント報告の重要性 

(1)看護実践時の医療安全の視点   

・患者の状態・状況における安全の視点 

・看護技術の正確性と安全・安楽 

・患者の療養環境の安全 

(2)看護計画の個別性のある安全の視点 

(3)安全を踏まえた具体策と実施 

3 夜間における看護 

の療養生活や看護 

援助の特徴を理解 

する 

1）夜間における患者の療 

養生活について説明する 

 

2）夜間における看護援助の

特徴を臨床判断・倫理・安

全・連携の視点から説明

する 

(1)夜間の患者の状態・反応・心理 

・夜間の療養環境 

・家族の面会状況と患者の反応 

(2)夜間の看護援助場面 

(1)日常生活援助、治療、検査、処置 

・夜間の環境における安全管理 

・限られたマンパワーにおける看護師の臨床判断 

・看護師間の情報共有と連携 

4 病棟における看護 

管理の実際を学び、 

看護師としてのメ

ンバーシップ及び

リーダーシップに

ついて理解する 

 

 

 

 

 

1)看護チームにおける看護

管理の役割と臨床判断・

倫理・安全・連携を説明す

る 

 

2)看護チームにおけるリー

ダー看護師の役割、臨床

判断・倫理・安全・連携を

説明する 

 

 

(1)病棟の看護管理の実際 

・看護部組織のマネジメント 

・看護管理における倫理と安全管理 

・看護管理における臨床判断 

・看護管理における他部署等との連携 

(1)リーダーの役割と判断 

・病棟患者の把握とスタッフ状況の把握 

・状況変化に応じた臨床判断 

・ペア間の業務の調整 

・看護実践における倫理と安全管理 

・看護部と他職種との協働・連携 



 

 

 

 

3)看護チームにおけるスタ

ッフ看護師の役割、臨床

判断・倫理・安全・連携を

説明する 

(1)スタッフ看護師の役割と判断 

・ペア間の情報共有 

・援助における臨床判断 

・アセスメント・援助における倫理 

・多重課題と行動調整における安全と連携 

(2)状況変化に応じたスタッフ間の連携・協力 

(3)リーダーへの報告・連絡・相談 

5 保健・医療・福祉チ

ームにおける看護の

役割を理解する 

 

 

 

 

 

1)保健医療福祉チームの連

携場面から看護の役割を

説明する 

 

 

 

 

 

2）看護実践から看護専門職

としての役割を説明する 

(1)看護の継続性・情報の共有 

・看護チーム内の引き継ぎ（準夜勤務帯） 

・多職種との情報交換 

(2)医師、理学療法士、薬剤部、栄養課、ケース 

ワーカーなどとの院内連絡・調整 

(3)ケアマネージャー、訪問看護ステーションな

ど病院施設外との連携 

(4)保健医療福祉チームの連携 

(1)多職種と協同する中での看護師の役割 

(2)他職種の役割と看護の専門性 

6 専門職として倫理

的指針のもと行動

し、看護職としての

自己の課題を見出す 

1）看護者の倫理綱領を考え

ながら看護実践し省察す

る 

2）同行や看護実践場面をも

とに、文献を用いながら

自己の看護観についての

考えを示す 

3)対象への安全・安楽・倫理

を配慮した看護実践に向

けた知識・技術・態度を身

に着けるため主体的に行

動する 

4）主体的に思考し判断し行

動する 

(1)看護師の倫理綱領（15項目） 

・倫理綱領に基づく実践と自己の行動・行為 

・自己を振り返る力  

(1)看護組織とチームの一員としての実践の振り

返り 

(2)看護師としての自覚と責任 

(3)自己の看護観の明確化 

(1)主体的な技術の修得 

・技術経験録レベルⅠ・Ⅱ 

 

 

 

(1)主体的な思考・主体的な判断・主体的な行動

(2)自ら提言・発信する力 

 

 

Ⅴ 実習方法 

1 同行実習 

1) 看護師長に同行し見学実習する 

  2) リーダーに同行し見学実習する 

  3) スタッフに同行し見学実習する 



2 臨床判断同行実習 

1) 患者を複数受け持つスタッフに同行判断し、看護師の臨床判断を聞き取りする 

3受け持ち実習 

  1）患者を受け持ち看護過程の展開をする 

2) ゴードンの機能的健康パターンに基づく看護過程を展開して看護実践する 

  ＊病棟の看護診断を参考にする 

3) 患者の状況をその都度判断し、援助の留意点・方法を考え状態にあわせて実践する 

4) 患者の援助の優先順位を決定し、時間管理に対応した実践ができる 

5) チームで進められるケアに参加し看護実践する 

4 夜間実習 

1) 夜間勤務帯で実習を行う 

2) 夜間実習は同行見学実習とする 

 3) 夜間実習の翌日は原則休みとする 

5 看護技術の修得 

  1) 技術経験録の未修得項目を修得する 

  2) 患者の状態にあわせた援助方法を検討し、技術を修得する 

 

Ⅵ 実習記録 

1統合実習の学びのレポート 

「対象のニーズに応じた看護をチームの一員として実践するための自己の看護観」 

2 実習記録 

1）見学実習の記録  

統合様式１：看護師長同行実習記録 

  統合様式２：リーダー看護師同行実習記録 

  統合様式３：スタッフ看護師同行実習記録 

  統合様式４：臨床判断実習記録 

  統合様式５：夜間同行実習記録 

 2）受け持ち患者の記録 

  統合様式６：ゴードンの機能的健康パターン 

  統合様式７：全体像 

  統合様式８：看護計画シート 

  統合様式９：受け持ち患者実習記録 

3 統合実習評価表 

   

Ⅶ 実習評価 

実習評価表に基づき、出席状況、実習内容、態度、実習記録等により総合して評価する 

 


