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1・教育の責任 

 私、小林洋子は看護学部看護学科の教員として授業を担当している。過去 2年間の 

担当と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 
対象学部 

学年 

必修 

選択 

開講年度 

前期・後期・通年 

受講 

者数 
単位 

基礎看護援助技術Ⅰ 看護 1年 必修 令和 2年、前期 89 １ 

基礎看護援助技術Ⅱ 看護 1年 必修 令和 2年、前期 89 １ 

基礎看護援助技術Ⅲ 看護 1年 必修 令和 2年、前期 89 １ 

基礎看護援助技術Ⅳ 看護 1年 必修 令和 2年、前期 89 １ 

基礎看護援助技術Ⅴ 看護 2年 必修 令和 2年、前期 91 １ 

看護方法論 1 看護 1年 必修 令和元年、前期 89 １ 

看護方法論Ⅱ 看護 1年 必修 令和 2年、前期 92 １ 

基礎看護学実習Ⅰ 看護 1年 必修  令和 2年、前期 89 １ 

基礎看護学実習Ⅱ 看護 2年 必修 令和 2年、後期 90 2 

基礎演習Ⅱ 看護 2年 必修 令和 2年、通年 89 2 

チームケア入門Ⅱ 看護 2年 選択 令和 2年、後期 89 １ 

施設・病棟統合実習 看護 4年 必修 令和 2年、前期 90 2 

看護研究セミナー 看護 4年 必修 令和 2年、前期 90 １ 

医療・福祉・教育の基礎 看護 1年 選択 令和 2年、前期 202 2 

フィリピン海外研修 各学部 

1～3年 

選択 令和 2年、後期   2 

 

上記の表に見るとおり、私の担当する授業は看護学部 1-2年の看護学領域における「基礎

看護学」の必修科目で看護師国家試験受験資格に係る科目である。主に１－２年生を対象に

看護の共通する基礎知識・技術・思考過程を教授する科目である。「基礎看護援助技術Ⅰ」 

～「基礎看護援助技術Ⅴ」は、講義・演習の科目である。看護方法論Ⅰ・看護方法論Ⅱは看

護過程について学習する。講義と演習を実施した後、「基礎看護学実習Ⅰ」を 1年次、「基礎 

看護学実習Ⅱ」を２年次に実施している。本年度は２学年の担任している関係上「基礎演習

Ⅱ」および「チームケア入門Ⅱ」を担当している。また４年生については「看護研究セミナ

ー」「施設・病棟統合実習」を担当している。 

 本学での授業の他に、以下のような活動にも携わってきた。 

1）国際交流センター員（2017年～2021年） 

2) 入試広報員一員（2020年～2021年） 

3）2学年担任（2020年～2021年） 
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4) 本学の看護学部以外での活動 

 ・介護初任者研修 

 ・訪問型サービス A従事者養成研修の講義・演習 

 ・重度訪問介護従業者養成研修の講義・演習  

 

5) 本学以外での活動 

 ・群馬県立藤岡北高校 介護職員初任者研修の講義 

 

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」とある。また教育理念の「知行合一」は「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」と説明されている。更に全学ディプロマ・ポリシーには「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。」とうたわれている。これらには共通して「心（真心）」という文言

が含まれていることから、この視点（心の教育の重視・真心の確立）からの教育、または授

業への取り組みというのが我々教員に課せられた重要な使命である。 

 

3.教育の方法 

 このような理念・目的を実現するための取組について以下に述べる。 

「基礎看護援助技術Ⅰ」～「基礎看護援助技術Ⅴ」は、１－２年生を対象に看護の共通す

る基礎知識・技術・思考過程を教授する科目である。「看護方法論Ⅰ」「看護方法論Ⅱ」では、

看護過程の思考過程を学習する。看護過程とは独自の知識体系に基づき、ヘルスケア、看護

ケアを必要としている対象者のニーズに的確にこたえるために、どのような計画・介入援助

が望ましいかを考え、系統性・組織性を追究する活動のことである。臨床では看護記録とし

て記載する場合が多い（Wikipedia）。看護過程はすべての看護領域において基盤となる思考

のプロセスである。講義と演習の学習を経て、「基礎看護学実習Ⅰ」を 1年次、「基礎看護学

実習Ⅱ」を２年次に履修する。 

私が主に担当して実践している「基礎看護援助技術Ⅴ」の科目について述べていきたい。 

基礎看護援助技術Ⅴの授業の目的は、看護に必要なフィジカルアセスメントの基礎的な知

識、技術、態度を習得することができる。到達目標は、①フィジカルアセスメントの意義を

説明できる。②演習を通して客観的情報を得る手段であるフィジカルイグザミネーション

について、その方法、ポイントを述べることができる。③正常所見及び主な異常所見を説明

できる。④神経系、呼吸器系、循環器系、筋・骨格系、腹部（消化器）、の基礎的なフィジ

カルイグザミネーションが実施できる。⑤身体診察を受ける対象の気持ちを配慮した対応

ができる。授業の概要は、バイタルサイン測定、頭部、顔面、頸部、耳鼻咽頭、視覚、神経
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系、呼吸器系、循環器系、腹部（消化器）、筋・骨格系等に関する内容を教授する。講義後

は学生同士でペアになり演習にて体験する。演習では正常所見について確認する。また、身

体診察を受ける対象の気持ちを考慮する必要性を理解する機会とする。第 14、15回は、事

例に基づきフィジカルアセスメントを実施・評価する。身体の系統別に関する内容を学習後、

学生に事例を提示する。学生は事例患者に対して、必要なアセスメントの手順書を作成する。

「アセスメント」とは「評価・査定」という意味である。アセスメントは看護にとっては基

本であり、対象となる患者について情報収集し、その情報の意味、問題の有無、問題があれ

ばどんな問題なのかを「評価」することを指す。正確にアセスメントするためには上手に情

報を集めなくてはいけない。その情報の意味を考えるために、専門的な知識、経験などが不

可欠である。具体的な対応として、教員は 18名相当の学生を担当して、一人ずつ実践の場

面を確認して評価し、指導を行っている。演習において学生は事例の対象者に対して、あら

かじめ考えていた手順書の通りに行動ができていたか、何を観察して、どういう手順で診察

をしていくのか、考察しながら行動することが求められる。学生は対象患者のことを考えな

がら悩み、自分の考える最良の看護を提供できるように工夫をしている。講義と演習は必ず

看護学実習を見越して一貫して組み立てることが重要であると考えている。さまざまな領

域別の実習を経験することは、学生が興味を持つ分野を知る機会になると考えている。 

<講義について＞ 

年度当初にシラバスを作成し、講義開始時にシラバスをパワーポイントで説明を行い、授

業をスタートしている。学生は他の科目との関係もあり、予習、復習が行えていないことが

多い。２回目以降は前回の授業の復習をすることにより次の授業内容につなげている。また、

学生に理解してもらえるように人体の構造の絵や図を多く取り入れている。看護師の国家

試験に関わる科目なので、過去の国家試験問題を提示している。学生の中にはまだ国家試験

は遠い先のことと考えている学生もいるので、1年次からの学習内容が国家試験に繋がって

いることを伝えるようにしている。そうすることで、学生は今大事な学習をしていると理解

する。授業する教員は学生の思いが変化していく様子をコメントカードから読みとること

ができる。今学習している内容は基礎看護学実習Ⅱやその後の領域別実習でも必要になる

大切な科目であることを伝えている。講義・演習・実習では、可能な限り私自身の経験をも

とにした情報を提供している。今までの経験から考えると教科書に記載された通りに患者

を援助することが多くの場合難しいのも事実である。しかし、患者のことを適切に分析する

過程が重要なことには変わりない。そこで臨床の現場で勤務していた経験をもとに、私なり

に興味がわいた事例や、上手にできたときの事例や失敗したときの事例を紹介し、学生の興

味を引くことができるようにしている。 

＜演習について＞ 

基礎看護援助技術Ⅰ～Ⅴは、看護師役と患者役を体験しながら、実際に経験して上手にで

きたこと、できなかったことをもとに課題を考察させている。そういう経験の積み上げをも

とに、少しずつ相手の立場にたった看護について考えられるようになっていく。最初は自分
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のことしか考えられなくても、立場変換ができるようになっていく。技術演習は繰り返して

練習し、積極的に習得していくことが大切であると教授している。 

＜実習について＞ 

学生は必要な科目の単位が修得されたのち、1年次は基礎看護学実習Ⅰ、２年次は基礎看 

護学実習Ⅱを病院実習として行う。基礎看護学実習Ⅰの目的は、医療・看護の行われている

場において、対象および対象をとりまく療養環境の理解を深め、看護活動の実際を学ぶこと

である。学生は初めての実習であるため、見学することが精一杯で、周囲に目を向けられな

いことも多いので、意識的に気づくことができるように指導を行っている。 

 基礎看護学実習Ⅱでは、患者の健康上のニーズを把握し、看護過程の展開をとおして、基

礎的な看護実践の能力を養うことを目的としている。基礎看護学実習Ⅱでは、実際に患者を

担当させていただき、これまで学んだ看護学概論、基礎看護援助技術、看護過程の展開など

の知識と技術を活用し、看護技術の体験や患者の抱える問題の焦点化を行い、看護計画の立

案、実施、評価を行っていく。このように講義・演習・実習を一貫させ連動することは、学

生が将来行う看護を具体的に想像しやすくなり、興味や関心を抱き、自己の課題を明確にす

るきっかけとなると考えている。 

基礎看護学実習Ⅱの「実習での学び」で、学生は学習した多くの事柄から自分自身の考え

や今後の課題について記述する。それを読むと学生自身が自己の看護観を持ち始めている

ことがわかる。私は基礎看護学領域の教員として、学生が看護全領域につながる基礎的な学

習や看護観を習得できるよう教育・援助することが重要であると考える。（資料１）  

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。 

授業科目：基礎看護援助技術Ⅴ  

実施日：2019年 9月 

実施対象者数：87人中 57名回答 

 質問項目 この講義の

平均 

１ シラバスに即した内容の授業が行われていたと思いますか。 3.81 

２ 教員は私語を注意するなど、受講生が授業に集中できる環境を作っていた。 3.82 

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。 3.81 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.72 

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。 3.7 

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。 

3.74 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.72 
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学部：看護学部  

自由記述 

 ・資料を作るのが遅い。（1名） 

 ・内容が詰め込んだように感じた。（1名） 

 ・私のグループはいつも 1人人数が多く、調整をすると聞いておりましたが、1年のころ 

から改善が見られない。（1名）  

5. 教育を改善するための努力 

 2019 年度は対面で通常通りの講義と演習が実践できた。講義は一人の教員が行うが、演

習は基礎看護学領域の教員が全員でグループを担当して行う。87名の場合は、43名と 44名

の半分に分けて、5名の教員で担当して指導を行っている。１台のベッドに 4から 5名の学

生が配置されて、1人の教員が 2台のベッドを担当することになる。その際、教員間で同じ

内容で同じ方向で指導を進めていかないと学生から不平不満の声が出てきてしまう。その

ためには、早期に授業案を作成して、教員全員が共通理解の基、演習の準備と実施ができる

ようにしていく必要がある。授業準備が担当者全員の共通認識のもと徹底されていること

が重要なので、協力体制の構築に努めたい。また授業内容が「詰め込んだ」ように感じた学

生もいたので、内容を精選して教授していきたいと考える。 

 2020 年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、対面での授業ができず遠隔による授業

を実施した。バイタルサインの測定やフィジカルアセスメントの演習は、学生同士が看護師役と患者

役となり演習を行っているが、こうした状況下では実施不能である。2020 年度は、第 14-15 回の演

習でモデル人形（シナリオ）を使用した実践を行った。呼吸音や心音、腸蠕動音で正常音と異常音を

確認することができた。自分自身で聴診器を当て、音を聞くことができたことに学生は喜びを感じて

いたようである。その素朴で原初的な喜びが臨床の場で生かされ、将来の看護師像につながっていく

ことができるようにしていきたいと考える。 

 2020 年度、FD・SD 委員会主催の「授業参観実施」では、参観して頂いた先生から、良かった点と

して、ハッキリとした声でよく聞こえる声の大きさで聞きやすかった。資料を映し出し、説明してお

りわかりやすかった。改善点は、説明が続いたので学生に質問したり、理解しているかなどを聞くこ

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。 3.79 

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。 3.68 

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。 3.84 

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。 3.79 

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。 3.86 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.68 

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。 3.68 

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。 3.68 

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。 3.77 

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。 3.7 
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とで、学生の興味がわき学習効果が挙げられるのはないかという意見があった。今後、授業を 

する上で改善を図っていきたいと考える。 

6今後の目標（短期・長期） 

＜短期的な目標＞ 

 私が行う教育が学生の興味・関心、課題の明確化にどう影響しているかを確認していくた 

め、データを収集し研究報告をしていきたい。フィジカルアセスメントについては、看護の

研究者があらゆる視点から研究を行っている。自分自身がどこに焦点を当てて、研究目的を

明らかにしたいのか、考えて課題を明確にしていきたいと考える。 

＜長期的な目標＞ 

 看護学部の教員として 9年目となるが、基礎看護学領域を担当しているため、1-2学年の

学生の状況や理解度を知ることはできるが、3-4学年の学習状況や理解度の特徴は不明瞭で

ある。特にフィジカルアセスメントの知識と技術の定着化を目指していきたい。1-2年次に

教授した教育内容である知識と技術が看護の実践の場である臨地でどのように生かされて

いるのか、学生の目線で考えた内容を検討していく必要がある。特に基礎看護援助技術Ⅴの

内容はフィジカルアセスメントであり、臨地へ行けば必ず必要となる知識と技術である。基

礎看護学領域で学習したことが積み重ねられて、臨床の場や卒業後どう生かされているの

か、今のところ自分自身の教育の成果を十分確認できていない。そこで３－４年生や卒業生

ともつながりを持ち、臨床の場で彼らがいかに成長し、また課題を抱えているかを考察した

い。彼らからのフィードバックを受信し学ぶことで、基礎看護学の分野で教育活動に携わる

自分自身の研鑽をすすめ、教育実践に役立てたい。 

7.添付資料・参考資料 

 資料１：シラバス 

 資料２：授業資料 

 資料３：授業評価アンケート 


