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1・教育の責任 

 私は、群馬医療福祉大学看護学部看護学科の教員として、成人看護学領域に所属し、急性

期看護を担当しております。急性期看護領域では、健康状態の急激な変化（突発的な事故や

重篤な疾病の発症、病気の活動期）によって生命の危機的状況にある患者や手術を受ける患

者の健康問題や、その家族への支援であり、急性期看護における科目の講義、演習指導と臨

地実習指導に携わっております。また、統合分野では感染・災害看護と危機管理の科目責任

者として、災害により健康上の問題をもつこととなった被災者に対し看護職者として真心

をもち、相手を思いやり手を差し伸べ、人道支援活動について考えていく科目を担当してお

ります。この科目は、看護の理念、看護の基盤になるものだと考えております。またこの科

目は、4年間で学んだ看護教育のすべての知識・技術を統合し、実践活動につなげていく科

目であり、さらに、国内の災害から国際的な看護活動実践に視野を広げ、グローバル・多様

な社会を柔軟に対応できるような看護人材育成を目指しています。且つ、これらの授業は、

将来医療従事者として社会に出ていく直前であり、4年次後期の最終・最後に行われる授業

科目を担当しており、看護学生から看護者として精神的・資格的に移り変わる期という非常

に繊細な部分や時期に携わっているため、重責を痛感しています。 

 さらに、1学年担任として、本学における建学の精神（資料 1）を基盤としている基礎演

習やボランティア活動と自己省察では、ボランティア活動を通して、地域の人々と関わりな

がら、将来の医療の専門職者としての態度、姿勢を育む人格教育に携わらせて頂いておりま

す。 

サークル活動では「ライフサポートサークル」「バレーボールサークル」を通して、本学

の学生と、他大学他学部の学生とが連携し、医療現場における技術・知識の共有を広げる活

動を行っております。 

令和 2年度に担当した授業科目は以下の通りであり、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おります。 

科目名 対象 概要 授業形式 

成人看護援助論Ⅱ 必修 

2年次  

前期 

90名 

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。 

・クリティカルな状態にある患者の看護(救急看護の

概念と対象への看護)  

・クリティカルな状態にある患者の看護(集中治療室

における看護・急変時の対応) 

・手術を受ける対象の看護(周術期に必要な看護技術：

深部静脈血栓症の予防) 

・手術を受ける対象の看護(周術期に必要な看護技術：

術後観察) 

講義・演習 

分担：4コマ 

成人看護援助論Ⅲ 必修 

2年次 

前期 

90名 

成人期の対象における看護の実践方法を、エビデンス

に基づき導き出す方法を修得する。 

・看護過程の展開Ⅱ：手術療法を行う事例についての

講義・グループワークを行う。 

講義・グルー

プワーク 

分担：5コマ 



成人看護援助論Ⅳ 必修 

2後期 

90名 

成人期の回復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。 

・生活行動に障害のある対象の看護(脳血管障害のあ

る患者の理解と看護) 

・生活行動に障害のある対象の看護(神経・筋疾患患者

の看護) 

・生活行動に障害のある対象の看護(運動機能に障害

のある患者の理解と看護) 

・循環機能に障害のある対象の看護(心電図検査を受

ける患者の看護（演習） 

講義・演習 

分担：7コマ 

成人看護学実習Ⅱ 必修 

3年次 

通年 

90名 

健康の危機状況にある対象の特徴を理解し、全身状態

の改善と合併症予防に努め、苦痛の緩和・早期回復に

向けての看護の実践 

臨地実習 

1週 

学内実習 

3週 

基礎看護援助技術Ⅳ 必修 

1年次 

後期 

90名 

救命救急を必要とする対象への判断方法を学習し、一

次救命処置技術を学ぶ。 

 

講義・演習 

分担：2コマ 

感染・災害看護と危

機管理 

（国際協力を含む） 

必修 

4年次 

後期 

90名 

近年多様化する災害発生に伴い、人々の健康被害も多

様化している。それらの人々に対して看護活動を行う

ためには、災害の特性をふまえた人々の理解も必要で

ある。また、災害時における看護の理解を深めるとと

もに、災害サイクル各期において他職種と協働しなが

ら看護活動を行うための必要な知識・技術も必要であ

る。さらには、グローバル化が進む中で、在日外国人

に対し諸外国に対応する保健・医療活動等看護実践の

機会が増えている。看護の多様な場を理解するために

も、国際社会が求める看護師の役割について理解し、

看護実践能力を身につける。 

科目責任者 

講義・演習 

分担：5コマ 

ボランティア活動と

自己省察 

必修 

1年次 

通年 

90名 

ボランティア活動を通して、医療従事者としての基本

的態度を学び、身につけ、幅広い視点・視野・協調性・

行動力などを培うことを目的とする。 

・ボランティア活動について 

・ボランティア活動に望む態度・心構え 

講義・グルー

プワーク 

分担： 

基礎演習Ⅰ 必修 

1年次 

通年 

90名 

本学の建学の精神・教養目的に基づき、高校と大学の

相違を、さまざまな観点から学び、円滑な移行を目指

して初年次教育をおこなう。礼儀、挨拶、ボランティ

ア活動、環境美化活動を理解し、積極的に取り組み、

人間としての基礎的教養力と自律的実践能力を養う。

基礎演習の導入として、高校のリメディアル教育、学

問への動機づけ、コミュニケーション能力など、学習

成果を保証するための学習方法や技術を総合的に学

ぶ。 

講義・演習 

分担：4コマ 

 

委員会活動、その他 

1)国家試験対策 



2)高大連携 

3)入試広報 

4）ライフサポートサークル顧問 

5）バレーボールサークル顧問 

 

2.教育の理念・目的 

本学における建学の精神「仁」の説明では、「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」においては「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」としている。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。」とされている。（資料２） 

また、看護学部が目指す看護師は、福祉に強い福祉連携型の看護専門職者の育成としてい

る。病気やケガに向き合うだけでなく、まずは人間を理解すること。そして、患者やそのご

家族に寄り添った看護を行い、医療サービスと福祉サービスを効果的に結びつけるために、

看護学の観点から人間、環境、健康、看護の概念における基礎的知識と幅広い教養を身につ

けることである。 

私の教育理念は、人間はいかなる状況においても、適応していけると考え、内的・外的環

境を調整し人間が適応していくために、手を差し伸べることだと考えている。そして私が育

てたい看護師は、患者の健康問題に対して、まず幅広い医学知識をもとに看護実践へとつな

げ、患者がいかなる状況でも、安心して、医療・福祉をうけそして社会に適応していけるよ

うに看護者が懸け橋となることです。そのために、基本となる医学的知識を身に着け、基礎

的な看護実践力を身につけられるように、学生が人に対して真心を持ち、人をいつくしむ心

を育てながら導き、自己の看護の向上に向けて、看護の振り返りや自己洞察を行い、建学の

精神である「仁」を具現化し、実践しようとする学生を育てることを基本理念としています。

看護実践の中では、常日頃から看護者と患者の関わりを振り返り、且つ自己省察が必要不可

欠であるため、自己省察をしながら学生自身が自己の傾向や課題に気づきそして自分自身

に目を向け、その中から学生の成長に繋がるように学生を導いていくことが、私の責務だと

考えている。 

3.教育の方法 

教育の理念・目的を実現するための方法を述べたい。 

１）人体の構造と機能の基礎知識を身に着け看護実践につなげるために 

看護は人体の構造と機能を理解したうえで初めて根拠ある看護実践が行えます。専門看

護の講義時には、人体の構造と機能についての基礎知識の確認を行い、看護についての講義

を行っています。学生がよりイメージしやすいように、画像やオリジナルの映像を多く取り

入れています。また、講義は主にパワーポイントで説明することが多いですが、学生配布資



料はワークブックタイプを配布し、調べ学習や復習がしやすいようにしている。 

 

２）アクティブ・ラーニングを取り入れリアルタイムに学生と学生、学生と教員でディスカ

ッションを行い医療に必要なコミュニケーション能力も育成する 

情報化社会がより進み、知識・情報・技術が変化し続けている現代、さらにはグローバル

化といった複雑な社会構造となり、多様な社会的ニーズに答えるために、看護職としても柔

軟な対応が求められます。このような社会的背景の中で、学生が主体的に判断をする力を身

につけていき、社会における看護者を位置づける力を養う必要があります。そのために、学

生が能動的に学ぶことによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験などの能

力が身についていく。特に災害看護においては、多職種と協働・連携しながら看護職者の位

置づけと役割を認識し、チームワーク、マネージメント力を発揮するためにコミュニケーシ

ョンを取りながら、主体的に行動する基礎的能力を身につける必要がある。災害看護・国際

看護では経験豊富な講師と学生がグループワーク、ディスカッションを行いながら、災害教

育の一体化となれるようなアクティブ・ラーニングを展開している。 

 

３）シミュレーションを取り入れ、臨床判断能力を育成する 

看護では、患者を危険にさらすことなく安全・安楽を基本とした看護実践を提供するため

に基礎的な実践力を身につけることが重要である。そのためには知識だけでなく、技術を統

合し、実践力としていくことが重要である。その方法としてシミュレーション演習を取り入

れている。事例はより具体的に、状況設定も学生がイメージしやすいように、オリジナルで

動画を作成し、模擬患者においてはリアリティな表現ができるように視覚効果を工夫し体

験学習から、体感学習により効果を上げる工夫をしている。また、この教育の中では、実施

している学生以外の学生も、目の前に起きている現象に対して「気づき」が生まれるような

演習計画を立てている。「気づき」から学生が主体的に学び、知識の確認・知識から技術の

確認を行い、それらを統合し主体的に考え、看護を実践し、自己の振り返りと自己省察を繰

り返しながら看護の質の向上ができるような教育を展開している。 

 

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。 

 

 

授業科目 感染・災害看護と危機管理（国際協力を含む） 

実施日  令和 2年度後期実施 

実施対象者数 65人 

学部 看護学部 4年 



（4:そう思う.3:ややそう思う.2:あまりそう思わない.1:そう思わない） 

 質問項目 この講義の平均 

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 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.89 

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。 3.88 

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。 

3.88 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.78 

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。 3.89 

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。 3.78 

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。 3.91 

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。 

3.89 

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。 3.88 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.85 

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。 3.85 

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。 3.83 

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。 3.86 

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。 3.88 

自由記述 

・とてもわかりやすい講義でした。ありがとうございます。 

・グループワークや実技があって、とても理解が深まった。コロナ禍でなかなか実技やグル 

ープワークのような授業ができないので、久しぶりにこういった授業ができて楽しかっ

たし、学びを深めることができた。この分野をもっと深めたいと改めて思った。 

・授業や問題ではトリアージのことに触れていたのですが、初めて実際にトリアージをし

て、現場の混乱がない中でもこんなについていけなくて大変であったのに、実際の現場を

考えると恐ろしくなりました。中山先生の授業を受けるたびに救急救命に憧れを抱き、い

つかは中山先生みたいに瞬時に判断してテキパキ動ける救急看護師になりたいと思いま

した。大勢の人がいる中でトリアージを行うというのはすごく責任を感じるし、患者だけ

でなく周りの人の倫理的問題もあることが分かりました。また、国際医療にも高校生の時

から興味があり、とても勉強になりました。グループもすごく楽しく、災害医療や国際医

療により興味を持ちました。分かりやすくためになる授業をありがとうございました。 

・今回の授業が私が今まで授業を受けてきた中で 1 番分かりやすく、実践を通してさらに

理解が深まった授業でした。今後もこの授業方法でやっていってほしいと思いました。 

ありがとうございました。 

・事例のやつを詳しく解説とかしてたのですがメモが追いつかなかったので資料として入



っているといいなと思いました。 

・YouTubeもう一度アップして欲しいです。 

・トリアージ頭に入りました！ありがとうございました！！ 

 

感染・災害看護と危機管理についての学生評価は非常に高い評価を受けている。この科目

の組み立ては、経験豊富な講師を全ての授業で 2名体制で行い、講義・演習・グループディ

スカッションを組み合わせた、コラボレーション授業計画となっている。具体的には、講義

は予習・復習で繰り返し視聴できるように YouTubeにアップし、また、実技・演習で実施す

る動画をオリジナルで作成し予習・復習で繰り返し視聴学習できるようにしている。また、

授業前に聴講させ学生が主体的に演習に取り組めるように計画し、その結果、アンケート結

果からみてもわかるように、授業前の予習だけではなく、授業後の予習でも繰り返し視聴で

きることで、知識の定着が図られたと推察し、この科目における授業計画の有効性がみられ

た。授業時間に限りがある中ではあるが、今後の展望として、さらなる高い教育効果をあげ

られるような授業計画としていきたいと考える。 

 

5. 教育を改善するための努力 

 私自身、教育における研究について更なる向上の必要があると考えている。看護学部では、

FD 研修の中で授業改善のために、教員間の授業参観を行い質の高い教育を目指している。

今後も継続し、学生評価の結果や授業改善の結果を考察し、振り返りと自己省察を繰り返し、

且つ社会の変動と共に質の高い教育方法を模索していくことが必要不可欠であると考える。

そのため、他の専門家と協力しながら多様化する社会ニーズに沿った教育・研究を進めてい

く。 

 

6今後の目標（短期・長期） 

短期目標 

 基礎知識から臨床での看護実践につなげていけるように、臨床判断能力向上のための教

育内容を取り入れていきたいと考える。特に臨地実習前後における学内実習において、臨床

判断モデルを活用した実習プログラムを作成していき教育効果を検証していく。 

 

長期目標 

 災害看護教育を通して、地域に根差した貢献活動に目を向けた看護師を育成したい。 

 

7.添付資料・参考資料 

（資料１）鈴木利定・中田勝『咸有一徳』修訂第 3版、P60、2020年 4月、中央法規出版 

（資料２）同上 

（資料３）ザ・ロイ適応看護モデル第 2版、医学書院 


