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1. 教育の責任 

 わたくし、上田葉子は群馬医療福祉大学の教員として、看護学部の基礎看護学領域に属し

ている。該当領域では、基礎看護援助技術の講義・演習を主に担当している。また、担任と

しての活動もしており、総合演習Ⅰを担当している。担任は年度によって受け持つ学年が異

なるため、基礎演習Ⅰ・Ⅱまたは総合演習Ⅰ・Ⅱの科目を担当する。各授業のシラバスは群

馬医療福祉大学 Webポータル上で本学の学生並びに教職員に公開されている。 

 

以下は令和２年度の担当科目である。 

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Ⅱ 

看護学部 

1年生 
必修 

令和 2年 

前期 
90名 1単位 

基礎看護援助

技術Ⅳ 

看護学部 

1年生 
必修 

令和 2年 

後期 
89名 1単位 

基礎看護学 

実習Ⅰ 

看護学部 

1年生 
必修 

令和 2年 

前期 
89名 1単位 

基礎看護学 

実習Ⅱ 

看護学部 

2年生 
必修 

令和 2年 

後期 
90名 2単位 

総合演習Ⅰ 
看護学部 

3年生 
必修 

令和 2年 

通年 
86名 1単位 

 

【基礎看護援助技術】 

基礎看護援助技術はⅠ～Ⅴまであり、Ⅰ～Ⅲは日常生活援助技術、Ⅳは診療の補助技術、

Ⅴはフィジカルアセスメントで構成される。上記の表より基礎看護援助技術Ⅱは 1 年生前

期、Ⅳは 1年生後期に担当し、その他の基礎看護援助技術Ⅰ・Ⅲ・Ⅴについては主に演習補

助を実施している。 

基礎看護援助技術は看護技術の基礎となる部分である。1 年生で習得した看護技術は実習

における患者への直接的ケアへとつながるため、看護技術を教える責任は重大である。 

【基礎演習・総合演習】 

現在 9年間、担任としての役割を担い、基礎演習または総合演習の科目を担当してきた。

1～4 年生までの各学年における担任の役割を経験している。令和元年には２年生担任の主

任を経験した。年度ごとに単元の担当は変わるが、対象学年に沿った指導となるように工夫

をして講義を実施している。 

 【本学での授業の他】 

1）高大連携授業 令和 2年度 第 5回目「感染の伝播を防ぐ知識や技術を学ぶ」を担当し

た。参加者数は 180 名であり、多くの高校生が講義に参加している。高校生からは「わ

かりやすい授業だった」「正しい手洗いの仕方がよくわかり、コロナ対策として取り入
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れていきたい」という声があり、時世に沿った講義内容だったと考える。 

 

2. 教育の理念・目的 

本学の建学の精神、教育の理念は「仁」、「知行合一」である。看護は人間対人間の関

わりであり、その関わりには思いやりが重要不可欠である。看護師を目指す学生の心（真

心）を育て、美しい心を行いで示すことができるように導く必要がある。 

ヴァージニア＝ヘンダーソンは『看護の基本となるもの』のなかで看護の独自の機能につ

いて「病人であれ健康人であれ各人が、健康あるいは健康の回復（あるいは平和な死）に資

するような行動をするのを援助することである。その人が必要なだけの体力と意思力と知

識とをもっていれば、これらの行動は他者の援助を得なくても可能であろう。この援助は、

その人ができるだけ早く自立できるようにしむけるやり方で行う。」と表現している。看護

教員として、学生も同様に「看護師になりたい」という意思力を継続させ、看護の知識を教

授することで看護師として自立できるように育成する責務があると考える。 

 

3. 教育の方法 

 基礎看護学の教員として学生に対して教育活動を実施するようになり６年が経過した。

特に基礎看護学は大学１年生に教育活動を実施するため、入学後の学生がどの程度の学習

能力があるのか確認している。講義を実施する前には学生の診断的評価を行い、学習億票を

達成させるために講義内容の変更や工夫をするようにしている。初めて看護を学ぶ学生に

対して、どのような教授方法を行えばイメージができるのか、学生に伝わるのかを常に考え、

参考資料を活用しながら講義資料を作成している。単元終了後にはミニテストや事後課題

を提示し、形成的評価を実施している。その結果を踏まえ、フィードバックを行い総合的評

価へとつなげるようにしている。 

  

 

4. 教育の成果・評価 

 本学で実施している学生による授業評価アンケートの前期と後期の結果と令和 3 年に実

施されたピュアレビューの評価の一例を以下に示す。 

１）授業評価アンケート結果 

① 前期 

授業科目 基礎看護援助技術Ⅱ オムニバス形式 科目責任者 

教授方法 講義,演習 

実施日  令和２年 7月実施 

実施対象者数 89人 

学部   看護学部 
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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。 3.81 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 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。 3.73 

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。 

3.82 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.79 

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。 3.85 

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 

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。 3.92 

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。 

3.81 

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。 3.90 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.53 

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。 3.63 

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。 

3.79 

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。 3.81 

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。 3.81 

 

② 後期 

授業科目 基礎看護援助技術Ⅳ オムニバス形式 科目責任者 

教授方法 講義,演習 

実施日  令和 3年 2月 3日  

実施対象者数 89人 

学部   看護学部 

 
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。 3.86 

4 授業の構成は適切だったと思いますか。 3.77 

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。 3.77 

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。 

3.74 

7 板書やスライドの内容は、わかりやすいものでしたか。 3.74 
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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。 3.74 

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。 

3.85 

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。 3.88 

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。 

3.77 

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。 

3.83 

13 授業の難易度は、あなたにとってどのようでしたか。 3.46 

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。 3.60 

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。 

3.77 

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。 3.77 

（※本年度は１・２の設問が無かったため省略。） 

自由記述 

∙ 講義ありがとうございました。 

 

２）ピュアレビュー結果 

 授業科目 基礎看護援助技術Ⅳ 

 単元   第 1回科目オリテンテーション、安全確保の技術 

 実施日  令和 3年１月７日 

 参加教員数 １名 

 

参加した教員からのコメントの一部を以下に示す。 

 【授業参観をして良かった点】 

∙ 科目オリエンテーションでは、評価方法等具体的に説明され、教員の話し方、

声のトーン、スピードともわかりやすくかったと感じた。 

∙ 日常生活の援助技術における事故防止については、前期に担当した環境援助の

学習内容を想起させた説明と、ストレッチャーの移送の技術演習場面での事故

を関連して説明したいたことは、学生がイメージしやすく理解できた。 

∙ KYTの食事介助の場面を使って考えさせたのは良かったと感じた。 

 

 【授業を参観して、こうすればもっと良くなるのではないかと感じた点】 

∙ 第1回の安全確保の技術導入講義なので、既習学習かもしれないが、過去の医

療事故の内容をKYTのように、何が起きて医療事故になり、看護者を目指す学
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生一人ひとりが医療事故の当事者になりうることを意識づけできると良いと感

じた。学生が自分も事故を起こすかもしれない。そのためには、どうしたら良

いかということを考える授業とすれば、スライドと資料で説明した内容と結び

つくのではないかと考える。 

∙ 食事介助の場面のKYTをミニテスト20分間で実施していたが、講義中に食事介

助場面のKYTを教材として活用して、学生一人ひとりが考えて資料に書き込ん

で、順番に気づいた点を発表し合う学び合いの講義をしてから、違う場面のKY

Tをミニテストとすることで、学生が講義で学習したことの確認（ミニテスト

）になるのではと考える。 

 

5. 教育を改善するための努力 

 前期、後期における授業評価の結果を踏まえ、以下のように教育方法を改善する。 

∙ 学生の診断的評価を行いながら、シラバスに沿った授業展開ができるように担当科目

について単元の順序性や実施する演習の内容を再検討する。 

∙ 授業の難易度については前期 3.53、後期 3.46の数値を改善できるように、学生のレデ

ィネスとして事前課題を提示する。また単元ごとに形成的評価を実施し、その結果を踏

まえて講義の方法や配布資料の工夫を行うことで学生を目標達成へと方向づけられる

ように教育活動を行う。 

 

6. 今後の目標（短期・長期） 

短期 

∙ 学生の診断的評価を行い、担当科目ごとに単元の順序性を検討する。 

∙ 単元ごとに形成的評価を実施し、学生の学習状況を把握する。その結果に基づいて、講

義方法の再検討を実施する。 

∙ 時間割の調整を行うことで、授業の難易度や進み方のペースに対して配慮する。 

長期 

∙ 現在担当している基礎看護援助技術Ⅱ・Ⅳのほか、基礎看護援助技術Ⅰ・Ⅲについても

講義を担当し、基礎領域で実施する講義や演習を学生に指導できるように準備する。 

 

7. 添付資料・参考資料 

１）ヴァージニア＝ヘンダーソン.“看護師の独自の機能、すなわち基本的看護ケア”.看護

の基本となるもの.湯槇ます・小玉香津子.最新装版,日本看護協会出版会，2018，p.14. 

２）基礎看護援助技術Ⅱ第１回講義資料（令和２年５月 28日実施） 

３）基礎看護援助技術Ⅳ第１回講義資料（令和３年１月７日実施） 


