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1・教育の責任 

 わたくし源内和子は看護学部看護学科の教員として、主に看護の専門科目を担当してい

る。過去 2年間の科目責任者となっている授業科目は以下のとおりである。各授業のシラバ

スは群馬医療福祉大学 WEBポータル上で本学学生並びに教職員に公開されている。 

 

科目名 

対象

学年 

必修・ 

選択 

開講年度 受講

者数 

単位 

成人看護学概論 1 必修 後期 90 1 

成人看護援助論Ⅱ 2 必修 前期 90 1 

成人看護学実習Ⅱ 3 必修 通年 90 2 

看護活動とメンバーシップ・リーダーシップ論 3 必修 通年 90 1 

看護と医療過誤 4 必修 前期 90 1 

看護の統合と実践「施設・統合実習」 4 必修 通年 90 2 

 

私の担当する授業は、表で分かるように講義と実習であるが全学年に及んでいる。 

看護の専門科目を 1 年次から看護学の基礎的な学問の授業を担当し、学生たちが 4 年次で

それまでの看護の学びを統合していく過程に関与できることは看護教員として幸せな事と

考えている。看護学部のカリキュラムは、文部科学省のあくまで基準ではあるが、本学部で

は、人文社会学系・自然科学系・教育学系・外国語・スポーツ科学の一般教養領域、人体の

構造や機能疾患・栄養学・薬理学などの医学自然科学系と看護関連法規・看護と医療過誤な

どの社会科学系（保健医療福祉）の看護関連領域、そして各専門看護学と統合分野の看護学

領域の 3領域で構成されている。担当している科目の殆どは看護学領域であるが、「看護と

医療過誤」については看護関連領域に位置づけられている。看護専門職を目指すためには 4

年間の基礎教育で 124単位をすべて習得する必要があるが、そのうちの看護学領域は 69単

位である。「成人看護学」については、1 年次から授業が 6 単位、実習が 6 単位である。そ

のうち科目責任を課せられているのが 6 単位である。これらは 1 年次から 3 年次で習得さ

れる。なお、その他の授業（成人看護援助論Ⅰ～Ⅴ、成人看護学実習Ⅰ）も領域内で共有し

て授業の進行、連続性を意識しながら担当している。 

「看護活動とメンバーシップ・リーダーシップ論」、「統合実習」及び「看護と医療過誤」

については、3年次と 4年次の授業、実習で関わっている。看護の専門分野の授業と並行し

て、統合分野へと授業も学年が積みあがるごとに構成されているので学生のレディネスに

応じた対応ができている。 

 本学は社会福祉士、理学・作業療法士、看護師、保健師、養護教諭等の医療・福祉の専門

職を目指す大学である。そしてそれらは全て国家資格を有しなければならない。つまり卒業

時には国家試験を受験し合格しなければ専門職として卒業後に志望する職業で働くことが

できないということに他ならないが、看護学を学ぶ学生は将来の看護専門職に就くという

意識を強く持って 4年間学ぶ必要がある。我々教員は、そのための専門分野の基礎知識の習



得には全力でサポートしなければならないと痛感している。 

まずは、担当している授業の詳細を列挙する。  

科目と時間数 到達目標・講義内容 授業形態 

成人看護学概論 

1 年次後期 30 時間

（1） 

 

・成人看護を理解し実践するうえで基礎となる概念を理解する。そ

のために成人の特徴として、成長発達、発達課題、健康問題、成人

を取り巻く環境について理解できるよう授業内容はグループワー

クを取り入れた。6-7人のグループ編成で成人期の「発達課題・健

康問題」をとことん調べ挙げて発表させることである。学生たちが

青年期の渦中に位置付けられ、現在の自分のこととして照合させ

る、また中年期は自分の両親、向老期は祖父母に焦点化できて身近

な生活課題から捉えることができればよいと考えた。更に、成人期

にある人の健康状態と看護について、疾病および療養の経過別に健

康の保持増進、急性期、慢性期、回復期、終末期の経過において学

ぶ。病態と病気については成人看護の基礎となる概念として特にヘ

ルスプロモーションと生活習慣病に時間を費やし、学生の両親にあ

てた生活習慣病予防の指導パンフレットにメッセージを添えて作

成し直接手渡し、両親からの返事をいただくものである。学生自身

の理解度を確認することができる。また学生が看護の専門知識を習

得し始めた時期に両親あてのメッセージを添えたのは両親の思い

も感じることができ一役買っているものと自負がある。 

講義・演

習 

成人看護援助論Ⅱ 

2 年次前期 30 時間

（1） 

 

 

成人の急性期にある対象を理解し、健康特性にあわせた看護実践能

力を身につけることを目的に ①手術を受け身体の一部を喪失した

患者の看護を実践できる能力を身に付ける②生体侵襲を受ける患

者に必要な基本的援助技術を習得する③クリティカルな状態にあ

る患者に必要な基本的援助技術を習得する④検査に必要な成人援

助技術について習得するという 4 つを授業の目標とした。授業方

法は 1 年次の成人看護学概論で学んだ対象特性、疾病特性を加味

した援助技術をまた、基礎看護技術論をベースに手術を受ける患者

と家族への看護方法、救急時のケアなどについて、根拠を基に学習

し、演習を通し看護実践能力の向上を目指した。講義は DVDや実際

の医療現場のスライドなど映像などを取り入れて視覚で理解しや

すいようにした。2年次で臨床場面もイメージが付きにくい時期に

専門看護領域の授業をどのような手段で身に就くように学習させ

るか教授方法の検討が必要なところである。私は臨床経験の蓄積か

らテキスト内容と臨床場面の経験値を織り交ぜながら教育をして

いる。既成の DVD よりは実際の臨床現場のスライドや動画の方が

講義・演

習 



はるかに看護をイメージしやすいと考えている。スライドを見たと

きの学生の反応は「生々しい」「看護師になったようだ」等多少リ

アリティに富んだものと思われる。 

成人看護学実習Ⅱ 

3 年次通年 180 時間

（4） 

いわゆる成人の急性期看護である。周術期・侵襲・手術・緊急など

のキーワードを取り入れた講義、演習が終了し、3年次に各施設を

利用し成人看護学実習が始まる。周術期の対象を理解し、周術期看

護の対象の問題を解決すべく看護過程の展開を実践していく。周術

期の看護展開の速さに目を見張りながら患者-看護者の関係性、時

間の経過とともに素早く実践しなければならない数々の看護行為

を実践で学ぶ。追いついていけない学生も中にはいる。しかしこの

実習で看護のすばらしさや「看護師を選んでよかった」と思えるよ

うな実習にしたいと常々思う。 

臨地実習 

看護活動とメンバー

シップ・リーダーシッ

プ論 

3 年次通年 15 時間

（1） 

看護活動の場において展開される看護マネジメントの基本と原則

を習得し、将来看護活動の場で活用できるための基礎を学ぶ。  

看護活動の場、これはまさしく臨地の場、実習で学ぶ、2年生の基

礎実習では個別の患者さんを受け持ちヘンダーソンの看護過程の

展開をした。領域実習では其々の領域の特徴だった患者を受け持ち

それぞれの理論を活用して看護過程の展開をする。領域実習で患者

の展開をする一方で、「看護ケアマネジメント」と「看護サービス

マネジメント」を理解していく。看護過程の展開がまさしく「看護

ケアマネジメント」であることに気づくことができるはずである。

授業方法は臨地実習が始まる前にマネジメントの理論を 4 コマ、

終了してから 4 コマの授業展開である。私は看護管理の経験値を

豊富に持つ。その経験から最初の 4 コマは実習に行く前なのでマ

ネジメントとは、とテキスト通りの講義では身につきにくいと考え

自ら実践してきた看護管理をすべて注ぎ込んでいる。スライドは実

践知の場面を提供しながら語った。臨地実習が彼らの「看護マネジ

メント」の理解度を深めてくれたことは間違いなく成果として現れ

た。そして将来の自身の看護師像をイメージし新人看護師として働

くうえでも「マネジメント」の知識が必要であることも理解できた。

この授業は次の 4年次で学ぶ「統合実習」に繋げられる。 

講義・演

習 

看護と医療過誤 

4 年次前期 15 時間

（1） 

医療事故はなぜ起こるのか、どんな時に起こるのか、考える。看護

の現場は、診療の補助業務と療養上の世話がある。してはならない

事をした事故と、するべきことをしなかった事故がある。また現場

では不可抗力の事故もおこりうることを理解する。医療事故を防止

するための組織的にどのような取り組みがなされているかを考え

講義 



る。看護の視点、患者の視点で事故について考えられること。事故

防止を未然に防止するために、看護における安全管理について理解

し、質の高い看護実践のためには、事故につながる危険を予知し回

避できる能力が必要であることを理解する。また医療職間・医療職

と患者間との適切なコミュニケーションの仕方を理解する。 

医療安全対策のステップアップを目指して、良好なチームワークを

意識しながら、病院職員が一丸となり医療安全文化の醸成を目指す

ことが必要であることを学ぶ。多くの内容を盛り込みながら 8 コ

マの授業を展開している。実習も終えた 4 年次生に主に発問し学

生に考えさせている。学生は次の統合実習を見据えて自らに課題を

見つけている。実習を終了し現場のイメージがわいて次には新人看

護職として自ら組織の一員として働くイメージを持たせる。それら

を意識しながら問いかけをするので概ね授業の成果はある。 

看護の統合と実践「施

設・統合実習」 

4 年次通年 90 時間

（2） 

実習目標と学びの方法は以下の 4点である。  

1）施設および病院組織における看護管理の実際について理解する。 

施設および病院における看護部の位置づけと役割について、組織の

中の医療安全管理体制、病棟管理の実際を理解し、看護管理者の役

割について述べることができる。また、看護活動におけるマネジメ

ントの必要性や看護活動におけるリーダーシップ、メンバーシップ

の必要性について実際を学び座学で学んだことを統合してもらう。

2）患者・家族を支援するチーム医療の実際を学び、看護職間・多

職種における役割や協働・連携について理解する。 チーム医療に

おける看護専門職の役割、多職種のカンファレンスに参加する。チ

ーム医療における多職種との連携について理解する。                                          

3）患者・家族に対する退院支援や地域包括ケアシステムにおける

看護活動のあり方を理解する。退院後の生活指導の見学を通し、患

者・家族の希望を尊重した社会資源の活用や在宅復帰に向けての退

院支援について理解する。医療・介護・住まい・生活支援サービス・

福祉における支援ネットワークを通して、地域とのつながりや地域

包括ケアシステムについて学び、患者を生活者として捉え看護の領

域が入院施設だけではない、地域へと視点の幅を広げること。 

4） 看護専門職を目指す者として、看護活動する上での自己の課題

を明確にする。統合実習を振り返ることで、学生に看護専門職とし

て働く場をイメージさせ 4年間の基礎教育と臨床看護が乖離せず、

実践と教育が融合していけるようにすることが必要と考える。 

臨地実習 

 



2.教育の理念・目的 

本学の建学の精神「仁」の説明に「真心を育て、人の道を行うのが群馬医療福祉大学の建

学の精神」とあり、また教育理念の「知行合一」を説明して「美しい心を行いで示す」こと

が群馬医療福祉大学の教育理念とあり、更に全学ディプロマ・ポリシーに、「真心(思いやり・

いつくしむ心)を育て、人の道を行う(正しい行い)「仁」を建学の精神とし、人格的な資質

を育むとともに、社会的常識、およびそれらに支えられた豊かな教養により醸成された人間

性を身につける。」とある。 

【看護学部ディプロマポリシー（DP)との関連で以下の具体的視点がある） 

〈看護学の知識〉看護学の観点から基礎的知識と幅広い教養を身につけている。  

〈コミュニケーション能力〉相互の立場を尊重した適切なコミュニケーション能力を身に

つけている。  

〈課題対応能力〉広く多元的に情報を収集し、科学的根拠の基に課題解決に向けた対応能力

を身につけている。  

〈看護実践能力〉科学的根拠に基づき、安全・安楽・自立を基本とした看護実践が提供でき

るための能力を身につけている。  

〈共感的態度〉看護の振り返りや自己洞察を行い、共感的な態度をとる姿勢を身につけている。  

〈倫理観〉生命の尊厳と人権の尊重を基盤とした倫理的視点から考える態度を身につけている 

〈連携・協働力〉保健医療チームの一員として、互いの立場を尊重し他者と協働関係を築く

力を身につけている。  

〈地域的・国際的視野〉地域的・国際的視野を持ち、地域社会の特性と人々の健康ニーズを

理解する力を身に付けている。  

〈研鑚し続ける姿勢〉看護専門職者に求められる新たな課題に対して、主体的に取り組む姿

勢を身につけている。  

 

3.教育の方法 

看護基礎教育の最終目標は、「総合的な看護実践能力」を身に付けることである。（卒業時到

達目標）-文部科学省：看護系大学における看護基礎教育課程における看護実践の能力到達目標 2004- 

看護学部のディプロマポリシーを理解したうえで、私は特に、統合分野・統合科目（基礎・

専門科目で履修した内容を臨床で活用するため、チーム医療、看護管理、医療安全等を学ぶ）

を以下の視点で取り組んできた。 

1） 基礎教育と臨床場面での乖離を防ぐ方法を目指して： 

私の担当する授業科目「看護活動とメンバーシップ・リーダーシップ論」は「看護管理学」

として統合分野の確立を目指していきたいと常々考えている。 

そのために、1年時から看護学概論の中でセルフマネジメント教育を、その中にはストレス

マネジメントやタイムマネジメント教育が含まれる。3年次でケアマネジメント、看護サー

ビスマネジメントの概要を行い臨地実習で実践力を習得する。4年次で組織論を踏まえた看



護サービスマネジメント、医療安全、看護管理について、昨今の地域包括ケアシステム論等

の追加教育を統合実習時間の中で行っている。この段階で学生は看護場面をイメージでき

臨床へ繋げるための準備が整うと考える。まさに教育と実践が融合していける時である。 

「看護管理学」は将来の看護専門職に必要な知識、技術であり、看護職としての基本的態度、

姿勢を習得するための科目としてとらえ、看護基礎教育と実践の場で学ぶ「新人看護職員研

修」を連携させ段階的に積み上げることによりマネジメント力を生かした良質な看護実践

力を持った看護師の育成、更には看護管理者の育成にも発展することが期待できる。今後

「看護管理学」教育は、基礎教育の中で将来の看護専門職を目指す学生に新たな夢を与えら

れるような授業科目として更に充実した構築を目指していきたいと考える。 

2）看護専門職者に求められる人材像との乖離を防ぐ方法を目指して： 

学生のレディネスに応じた授業展開をすることは常に望まれることであるが、必ずしも授

業が順調に展開しているとは限らない。それは学生のレディネスの問題か教員の教育の仕

方に問題があるのか…。いずれにしても教員は自らの教育方法を常に進化させていく努力

をしていかなければならないと考える。その一つとして基礎教育の段階から社会人基礎力

の育成が望まれる。社会人基礎力は「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」の

3つの要素があるが、それらは学生の段階から学生のレディネスに応じた指導が必要である。 

更に、看護専門職の視点でどのように育成していくか問われる。看護は医療専門職として

様々な専門職種とチームを組み医療の目的達成のために協調し、支えあっていかなければ

ならない。その為に相手の意見を聴く力や立場の違いを理解できる柔軟性、そして自らの専

門性を発信でき相手に働きかける力等、看護専門職になるために必要な力は社会人基礎力

に他ならない。更に必要な力として「学び続ける力」。自らの視野を広げてたくさんの体験・

経験や、能力、キャリアを組み合わせ目的を実現させるために「統合」する力。自己実現や

社会貢献に向けて行動を起こす力であり、医療の現場で求められる人材となる。我々教員の

果たすべき役割は大きいと考える。 

 

4.教育の成果・評価 

 本学では年 2回、前期と後期に学生による授業評価アンケートを実施しており、担当する

全授業でアンケートの提出を学生に求めている。以下にアンケート結果の一例を示す。 

（＊評価は 4件法：4そう思う・3ややそう思う・2あまりそうは思わない・1そうは思わない） 

授業科目 成人看護学概論 

実施日  令和 2年 2月 

実施対象者数  90人 

学部 看護学部 

 質問項目 2018年 2020年 

3 教員は授業のために十分な準備をしていたと思いますか。 3.92 3.92 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.92 3.81 



5 教員の説明は、あなたにとってわかりやすいものでしたか。 3.90 3.77 

6 使用した教科書、参考書、配布資料などの教材は、理解を補う内容であり、適切に使

われていましたか。 

3.94 3.88 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.94 3.81 

8 授業での教員の話し方（声の大きさ、話す速さ）は、適切でしたか。 3.87 3.86 

9 授業によって、この分野(領域)をもっと勉強してみたいと思いましたか。 3.87 3.84 

10 授業によって、新しい知識を得ることができたと思いますか。 3.95 3.91 

11 授業によって、新しいものの見方や考え方を得ることができたと思いますか。 3.94 3.93 

12 この授業で得られたものは、自分にとって価値があったと思いますか。 3.95 3.91 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.92 3.70 

14 授業の進み方のペースは、あなたにとってどのようでしたか。 3.88 3.79 

15 成績評価の基準と評価方法の説明は適切になされていたと思いますか。 3.92 3.81 

16 評価方法は授業の内容にふさわしいものだと思いますか。 3.92 3.86 

17 この授業においては公正かつ正確な評価が行われると思いますか。 3.92 3.84 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

自由記述 

・とても良い勉強（授業内容）でいろいろと知識が増えた。・看護師を目指すうえでの心構

えも教えられました。・二年次の各論が楽しみです。 

「成人看護学概論」の授業は 1年次後期の授業である、概論の授業では今後の援助論に繋げ

ることを強く意識して取り組んでいる。学生からの「2年次の各論が楽しみ」との評価は大

変頼もしく授業の興味関心を引いたと考えられる。また今年度はコロナ化で授業形態は

Zoomでの授業がほとんどであった。唯一 4コマグループワークと発表を取り組んだ時は「対

面でグループ活動ができたことがよかった」「対面の授業が少なく先生と直接関わる機会が

少なく残念だが仲間の意見を聞けて良かった」など学生は教員と関わって、また学生同士の

関わりがあってこその大学生活本来の学びが会得できるはずである。 

担当科目についての学習成果に絞っての評価を見ると（表 1）概ね学習意識が高まってお

り特に学年が進むにつれ点数が上がっている見方ができる。授業によって、「新しい知識を

得る」、「新しいものの見方や考え方を得る」、「この授業で得られたものは、自分にとって価

値があった」などの項目が高く学生の学習意欲を感じる。施設・統合実習ではあくまで点数

だけであるが、4 年次であることから将来の自身の働く看護師をイメージできたと考える。

実習指導に際しての指導者の評価は「看護実践に関わることは少なかったので、自己の課題

を明確にするまで至ったかは把握できないが、各自の目標は明確だった。」と述べている。

教員は更に「各論実習も終了し、多くの経験をし、今回の実習で色々な立場・役割を学び、

自己の課題が明確になった。」「個々の学生が今回の統合実習から課題を見出していた。」

また学生は「医療従事者の一員であることを意識して協働・協力・連携の必要性を学べた」

「文献からの知識と現場との実際に結びつけることができた」「看護師はチーム医療の中で



キーパーソン的な役割を担っており、患者の気持ちを代弁するために患者・家族の望む生活

を理解したうえで患者の強みを生かしたアセスメント・退院支援を行っていく必要がある」

などとコメントしていることから、統合実習の目的である「保健・医療・福祉チームにおけ

る看護専門職の役割と責任を理解し、総合的な看護実践能力を高めるための知識・技術・態

度を修得する」が達成できたと思われる。本学の統合実習は、領域実習では得られない「個」

の看護実践から「チーム」「組織」の視点を持っての実習が可能となった。看護師に求めら

れる実践能力の学生個々の達成度も 87.8点と授業評価からは高得点であった 

 

授業評価 (評価視点 3：学習成果についてのみ)2020年度（表 1） 

 

 

5. 教育を改善するための努力 

【授業・実習】 

・学生の主体性を重んじて「自らの課題に挑戦する学習」として「事例」の展開を強化し、

既習の知識を踏まえながら充分考えさせて授業・実習に臨めるようにする。 

・臨床判断能力を身に付ける教授法：リアリティのある事例を基に学生たちが臨床判断を発

表しグループ内で意見交換をする。各人の思考過程を発表し合うことで理解度を高める。 

・学校教育は学習者と教育者の相互行為で成立する。ウイズコロナの時代においてオンライ

ン授業でも双方向の授業を成立するよう努力する。 

・看護の専門職を育成する立場である。「看護のすばらしさ」を伝えていく姿勢を常に持ち

実践現場を想定した「臨場感」を伝えていく努力をする。そして、看護の対象は「生活をし

ている人間」であることも忘れずに看護学を教育する以前に「真心(思いやり・いつくしむ

心)を育てていきたいと考える。 

 

6今後の目標（短期・長期） 

・学生の成長を手助けできるような教育 

① 学生は成長する存在であると信じること。授業の中で発問の機会を多く持ち学生自ら答

科目

授 業 に よ っ

て 、 この 分野

(領域 )を もっ

と 勉 強し てみ

た い と思 いま

したか。

授業によっ

て、新しい知

識を得ること

ができたと思

いますか。

授業によっ

て、新しいも

のの見方や考

え方を得るこ

とができたと

思いますか。

この授業で得

られたもの

は、自分に

とって価値が

あったと思い

ますか。

成人看護学概論（1年） 3.84 3.69 3.93 3.91

成人看護援助論Ⅱ（2年） 3.53 3.79 3.68 3.84

看護活動とMシップ・R

シップ（3年）
3.54 3.69 3.73 3.69

看護と医療過誤（4年） 3.62 3.88 3.85 3.98

施設・統合実習（4年） 3.64 3.87 3.91 3.87



えを導き出せるようじっくり待つ。そして学生がのびのびと学習できる環境を整える。

そのためには教員―学生間の信頼関係をしっかり築く。学生に寄り添うこと。 

② 学生のキャリア形成支援を行う。学生のキャリアは必ず開花すると信じ、学生自らキャ

リアデザインを構築出来、自己実現できるよう支援する。 

 

7.添付資料・参考資料 

 


