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1．教育の責任 

 私、八木智子は看護学部看護学科の教員として、看護学部で授業、実習を担当している。 

着任後、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 

精神看護援

助論Ⅰ 

看護 2年 必修 令和 2、前期 89  1 

精神看護援

助論Ⅱ 

看護 2年  必修 令和 2、後期 89  1 

精神看護学

実習 

看護 3年  必修 令和 2、通年 84  2 

看護研究セ

ミナー 

看護 4年  必修 令和 2、前期 11  1 

総合演習Ⅱ 看護 4年  必修 令和 2、通年 90  1 

精神看護援

助論Ⅱ 

看護 2年 必修 令和元、後期 90  1 

精神看護学

実習 

看護 3年 必修 令和元、通年 91  2 

看護研究セ

ミナー 

看護 4年  必修 令和元、前期 10  1 

総合演習Ⅱ 看護 4年  必修 令和元、通年 91  1 

 

 上記の表でわかるように、精神看護学領域を担当している私の授業は、看護学部 2年と 3

年の精神科看護にかかわる科目が多いことである。2・3年次は、1年次に培った基礎看護学

の知識と技術を土台とし、各専門領域の知識や技術を積み上げるよう学習を深め、看護に対

する幅広い能力を身に付け、感性を養い、人間性を豊かにし、医療に対する倫理観を深める

べく学習することが重要である。精神看護学においては、学生にとって初めて学習する内容

であり、興味や関心が薄い学生も多くいるのが現状である。また、身の周りに精神疾患を抱

える患者が少ないことや、精神科患者に対するイメージがわかない学生も多い。マスコミな

どが事件の報道で取り上げる精神疾患を抱える患者のイメージにより、「怖い」といった先

入観やネガティブなイメージを持つ学生もいる。しかし、精神疾患は、現在、日本の 5大疾

病のひとつに含まれており、医療、福祉に求められている社会的ニードは高い。そのため看



護学を学ぶ学生に対して、正しい知識と技術、倫理観について、学習を深めることができる

よう、大学の教育理念に基づき、真摯に教育に取り組まなければならないと考える。 

 

 本学での授業の他に、以下のような活動も行った。 

1） 高大連携 精神看護学領域 講師：「こころの健康－ストレスと対処方法－」（2020） 

2） 高崎市医師会看護専門学校 講師：精神看護学概論「精神医療と看護の歴史・法律」

(2019・2020) 

3） 各種委員会 

 

2.教育の理念・目的 

本学の建学の精神「仁」とは、「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」であり、教育理念の「知行合一」とは、「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」とある。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。」

とある。（資料 1） 

医療においても、「医は仁術」、「医は仁術なり」と言われるように、「医は、人命を救う博

愛の道である」（広辞苑）のように、「仁」という言葉を非常に大切にしている。また「博愛

の道」といった「人をいつくしむ心」も同様に大切にしている言葉である。 

心や体に何らかの不調を来たし、病める患者やその家族を看護する看護師にとって、この

ディプロマ・ポリシーにある、「真心(思いやり・いつくしむ心)」を持ち、対象の看護にあ

たることは非常に大切である。このような人格的な資質を育むためには、心の教育の重視、

真心の確立を目指した教育を根幹に授業への取り組みが重要な課題である。 

 看護の対象である様々な人々の、心と体の看護に携わる看護師にとって、真心を持って、

人の道（正しい行い）を行うことは最も大切であり、人格的な資質を育み、豊かな人間性を

兼ね備えた人材を育成することが重要である。 

 また、そのような人間性を持ち合わせながら、医療に関する高い知識と技術、自己研鑽に

励む力を育む教育が重要である。 

 

3.教育の方法 

（１） 看護学領域：精神看護学  

〇精神看護援助論Ⅰ 

主な精神疾患の症状、治療による生活の影響を理解し、看護の役割と回復への支援を知る

ことが本授業の目的である。この授業を受ける学生は、1年次に精神看護学概論を履修して

おり、人間の精神の発達とメンタルヘルスの視点から、精神保健医療福祉の役割と精神看護

の活動の在り方を学習している。しかし、具体的な疾患に対する看護の方法や患者の症状と



その看護についての学習はこの授業の中で行っていくため精神看護を学ぶ初学者である。

対象である精神疾患を抱える患者の理解も具体的なイメージが持てず、漠然としている状

況である。 

この様なレディネスの学生に対して、DVDや動画といったビジュアル映像などの視聴覚教

材を活用し、視覚に働きかけ、興味や関心を持ち、授業に臨めるよう働きかけることが重要

である。イメージをつかむことができれば、そこから自分の生活経験や身の周りの出来事を

想起させ結びつけて考えることができるようになる。また、精神疾患を抱える対象の理解に

ついては、映画教材を活用していくことも有効である。 

この様な媒体となる教材を有効活用し授業に組み込んでいくことで、学生の対象理解、疾

患理解も深まっていく。 

当事者の語りを授業の中に組み込んでいき、学生の感性を刺激し、人間性を豊かに、感情

が揺さぶられるような働きを授業の中で心がける。 

実際に精神科病棟に勤務する看護師のインタビューなどからも、学生の職業的な倫理観

を育むことができ、実際には経験していないが、看護師のエピソードを聴くことで、追体験

を行うことができるような働きかけを組み込んでいく。 

 書籍や雑誌の切り抜きなどを授業の資料とし、精神看護を身近なものとして考えること

ができるよう活用する。 

 ニュースや新聞記事、ネットなど、時事問題をタイムリーに学生に提示することで、身近

に起きている社会問題も他人事ではなく、リアリティーをもって医療従事者として考える

きっかけとなる。その様な媒体も多く取り入れ、興味深い授業が行える方法に取り組んでい

く。 

 上記に挙げた方法と共に、教科書や資料の活用、既習の知識の統合から、精神疾患と看護

の視点を多角的に理解し、疾病が生活に及ぼす影響と他職種との連携、地域社会支援の重要

性など、精神科看護の役割を学び、精神科看護活動の実際と知識を関連付け、精神科看護の

関心を高め、学びを深めることができるよう展開する。 

 

〇精神看護援助論Ⅱ 

 精神看護学概論を学び、精神看護援助論Ⅰも履修が済んでいる学生である。精神看護援助

論Ⅱは既習の学習を基盤に、精神症状によって影響される健康や生活を学習し、そのうえで

学生自らアセスメントする力を養うことである。また、健全な精神活動、生活行動に向けて、

対象の自律への看護支援とその思考過程が理解できるようにする。学習理論として、オレ

ム・アンダ―ウッドの「セルフケア理論」を用いての授業、患者の紙面上の事例を用いて、

自分の頭で考え、文章を作成し、言語化できるようにする。 

自己理解、対象理解については、理論家「ぺプロウ」について学習し、対象理解の方法や、

プロセスレコードを実施する。また、自己理解を促すことができるよう、グループワークや

演習を実施する。 



 援助的コミュニケーション技術を演習により経験し、患者役、看護師役、観察者役を通し、

コミュニケーションの方法を体得する。 

認知行動療法のひとつである生活技能訓練（SST）を実施し、その実践を通して患者の自

律に向けた援助の方法や、認知行動療法のアプローチ方法を学習する。 

これらの実践的な授業を通して、患者と看護師関係におけるコミュニケーションスキル

を高め、自己活用能力を高めることができるよう展開する。 

 本講義では、講義と演習を組み合わせて行うことで、精神看護学における援助理論を学び、

実践を通して経験を通して体得する。 

精神疾患の代表的な統合失調症の事例に対する看護プロセスについて理論をもとに記述

し、グループ演習、ディスカッションを通し、多角的な視点でアセスメントする能力を養う。

また、学生は事例に対する発表会を行うことによりプレゼンテーション能力を養うことが

できるよう授業を展開する。 

 

〇精神看護学実習 

精神看護学概論、精神看護援助論Ⅰ、Ⅱ、さらにこれまでの基礎学習の知識、技術を統合

し、精神障害により日常生活に支障をきたしている人とその家族との関係性を築きながら、

個別性に応じた看護の展開を実践する。また、精神障害者が、その人らしく地域で生活する

ための地域精神保健活動の現状から、精神看護の役割と課題を明確にする。 

実習は、臨地実習にて患者を受け持ち看護過程の展開をする。カンファレンスや看護師の

業務に実際に携わり、看護の知識と技術が習得できるよう展開する。 

 

〇看護研究セミナー 

必修科目「看護研究概論」「看護研究方法論」での学習内容を活用し、自己の研究テーマ

に基づき看護研究の一連の過程を実施することを通じ、看護研究を実施するために必要な

基礎的能力を習得させる。 

看護実習での実践活動から抽出した看護問題、各々の研究疑問を研究テーマとし、担当教

員の指導を受けながら、文献検討、研究テーマの吟味・決定、研究計画書の作成、データー

収集・分析、論文及び抄録作成、研究成果の発表などの看護研究の一連のプロセスを実際に

経験し学習させる。 

 

（２） 一般教養領域：総合演習Ⅱ  

〇総合演習Ⅱ 

本学の建学の精神、教育理念に基づき、基礎演習Ⅰ、Ⅱ、総合演習Ⅰで身に付けた学士力

や問題解決能力を基盤にして、資格取得に向けての高度な専門的知識の修得とプレゼンテ

ーション能力の育成を目指すことを目的とする。また、礼儀、環境美化活動、ボランティア、

進路決定等に自主的に取り組み、実習を通じ身に付いた実践力をさらに高め「仁」の精神を



持つ自立した社会人になるためのスキルアップを図る。 

何事においても積極的に取り組む姿勢や、看護専門職者として、マナー及び問題解決能力

を身に付け主体的に行動できるように各自の目標課題に向かって自己研鑽できるように授

業展開を考えている。 

 

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いる。担当する

授業では、授業終了時にコメントカードの提出を学生に求めている。以下にコメントカード

の結果の一例を示す。 

 

授業科目  精神看護援助論Ⅱ 

実施日   令和 2年 11月 20日 

実施対象者数 90人 

学部 看護学部 2年 

 

１、今日の授業の理解度 

 

 

 

２、自由記述 

 

リラックスしたい時に自律訓練法や呼吸法などの方法を使ってみたいと思いました。リラク

ゼーションとは何か、ストレス反応はどういうものがあるのかなど改めて理解することが出

来ました。 

図などがあってわかりやすかった 

社会現象にもなったアニメの影響で「呼吸」について注目されていますが、気持ちのコント

ロールができることは知りませんでした。 

54.50%
43.60%

2%

0.00%

20.00%
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60.00%

わかった わからない

4 3 2 1

今日の授業の理解度



少しの深呼吸法や落ち着いた音楽、声のトーンでリラックスできることが分かりました。自

分自身にも活用してみたいです。 

深呼吸を行ったり、力を抜くだけで気持ちが楽になりました 

多くのリラクゼーション法を学べたため、実践してみようと思います。授業ありがとうござ

いました。 

今日学んだリラクセーション方法に既視感があったのですが、よく考えたら催眠術などもこ

の方法を用いているのかなと思いました。(YouTubeで見たことがあったので)呼吸法や自律訓

練法などは普段寝る前などに取り入れていて、これをすると眠りにつきやすくなり、寝起き

も良くなるなと感じたので、これからも続けていこうと思います！ 

リラクセーションには様々な方法があることがわかりました。実際に、講義内でやってみた

り、説明を聞いたりして、リラクセーションの内容についてイメージすることができまし

た。 

呼吸法を体験したら眠くなった。これも一つの効果なのかなと感じた。朝早く起きた時はた

まに瞑想をして呼吸を意識することがあるが、呼吸を整えることはリラックス効果があり、

良いことだと学ぶことができたのでよかった。自分のためにもなり、患者への一つのケア方

法として知ることができ有意義な時間になりました。講義ありがとうございました。 

今日やったリラクゼーションの中では漸進的筋弛緩法が気軽にリラックスができることが実

感出来ました。 

動画が印象的です。動画が授業の中であるとイメージが湧いてわかりやすいです。 

講義ありがとうございました。DVDや例などが多くわかりやすかったです。 

動画を見て実際にやってみて深く息を吸ったり吐いたりすることが意外と気持ちよかったで

す。体が落ち着いたと言いますかスッキリしました。時々思い返してやってみたいと思いま

す。 

自律訓練法は映像を見るまでどういったものか想像できなかったが、映像を見たことでよく

わかった。 

動画や、実際に行いながら授業を進めてもらっていたのですごく楽しかったです。ありがと

うございます。 

動画が印象的です。動画が授業の中であるとイメージが湧いてわかりやすいです。 

動画や、実際に行いながら授業を進めてもらっていたのですごく楽しかったです。ありがとう

ございます。 

 

 

 



5.教育を改善するための努力 

 今後、授業を担当するにあたり、学生はまだ人生経験も少なく、看護学生としてのレディ

ネスも看護について学び始めた初学者であることを念頭に置き、学生が疾患や患者のイメ

ージを具体的に持つことができるよう、よりわかりやすい授業を工夫していく必要がある。 

学生が理解しやすく、視覚や聴覚に訴えかけるような、興味、関心を高める授業展開を工夫

しなければならないと考える。 

 学生が理解できるような授業展開を行うためには、教員としてより良い授業方法を身に

付けられるよう自己研鑽していく必要がある。 

 

6.今後の目標（短期・長期） 

短期目標：日々の大学での学びを大切にし、礼儀、環境美化活動、ボランティア、進路決定

等に自主的に取り組み、実習を通して身に付いた実践力をさらに高め「仁」の精神を持ち、

他者をいつくしむ心を忘れず学生の教育に努める。 

 

長期目標：本学の建学の精神、教育理念に基づき、学士力や問題解決能力を基盤にし、資格

取得に向けた、高度な専門的知識の習得と、豊かな人間性を育む教育を目標とする。 

自律した社会人になるための自己研鑽を惜しまぬ学生を教育できるよう、教育実践に真

摯に取り組む。 

 

7．参考資料 

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 

 


