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全学共通基礎科目（英語・情報処理演習など）・人間学（豊かな人間性を学ぶ）

専門基礎科目（看護の基礎となる専門的知識の修得）

体のしくみや機能などから身
体面を、精神保健論などから
心理・社会面を学び、人間理
解のための基礎知識を修得し
ます。

専門的基礎知識をより深め、
基礎看護技術などの専門科
目で看護の基本的技術を修
得します。

知識をさらに専門的に深め、
科学的根拠に基づく専門的
看護技術の修得とともに思考
力や判断力を養います。

理論と実践の統合を図り、看
護実践能力や応用力・指導力
を養います。卒業研究では、基
礎的な研究方法、問題解決方
法を学び、看護研究活動の基
盤を習得します。

　学びのステップ〈4年間の学習フロー〉

1年次 3年次 4年次

卒業研究

前　期 後　期 前　期 後　期

2年次

人間看護学部

人 間 看 護 学 科
Department of HUMAN NURSING

母なる湖のもとで私を創る、
人が暮らすこの場所で私の看護を創造する

人間看護学部　人間看護学科 3回生
吉田　健汰 さん／滋賀県立甲西高等学校出身

◎アドミッションポリシー
人間看護学部では、多面的な視野に立って人間と健康に関わる問題を解決し、地域に貢献できる看護
職者を育成します。この教育目標を達成するために、次のような学生を求めます。

求める学生像
　①人間に対する関心をもち、対人関係の基礎的能力を有する人（表現力・協調性）
　②生命、医療、看護に対して強い関心をもち、自ら学ぼうとする意欲を有する人（意欲・探求力）
　③高度な専門的知識を身につけるために必要な確かな基礎学力を有する人（知識・理解）
　④見出された課題解決に向けて論理的に思考できる基盤を有する人（思考力・判断力）
　⑤地域社会から国際社会の問題まで広範な関心をもち、人と協働する力を有する人（関心・協働性）

教室で学んだことを地域のなかで実践する。
素敵な笑顔が、かけがえのない成績表。
地域との繋がりが強い事が県大の魅力だとおもいま
す。特に人間看護学部の未来看護塾はその象徴であ
り、地域の方との盛んな交流のなかで学びの機会をい
ただいています。定期的な活動としては、病院、保育
園、福祉施設に訪問させて頂き利用者の方に楽しんで
もらえるように企画しています。活動を通して地域の方
の笑顔に触れたとき、やりがいや充実感を得ることがで
きます。また、活動をしていると、コミュニケーション力
や感受性が豊かになり、看護師として必要な力も養うこ
とができます。
これを読んでいるみなさんと楽しく活動出来ることを
楽しみにしています！！

専門科目 看護学（知識をより専門的に、専門的看護技術の修得）

実 習（理論と実践の統合）
基礎看護学実習Ⅰ地域生活実習 基礎看護学実習Ⅱ 臨床看護学実習 人間看護学統合実習

前　期 後　期 前　期 後　期

1日のスケジュール

カルテや申し送りから、受持ち患者さんの状態を把握します。
実習指導者さんと、今日の看護計画について相談します。アドバイスをいただいたり、
「どうして？」「その根拠は？」と厳しい指導も入り…鍛えられます。
看護師さんと一緒に、患者さんや家族へのケアをおこないます。
緊張するけれど、看護の醍醐味を感じられる体験です。
午前中の報告と午後のケアの相談をします。
休憩。ごはんを食べていても、メンバーとの会話は、
ついつい患者さんへの看護についての相談…。
病棟のカンファレンスに参加。時には意見を述べたりもします。
看護師さんと一緒に、午後のケアをおこないます。
今日一日の報告をします。
学生のカンファレンス。学びや気づきをグループメンバーと共有します。
指導者さんや教員と一日のふりかえりをおこない、来週の看護計画を考えます。
受持ち患者さんとスタッフに挨拶をして、今日の実習終了です。
週末なので大学の図書館で調べもの。久しぶりに他の実習グループの友達に会い、
おいしいものを食べに行くことに…。リフレッシュも大切です。
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臨地実習の金曜日



成人クリティカルケア演習
成人期にある患者の生命を守り、
安全な回復、治癒過程を支えるた
めの援助方法を学習します。

人体の構造（解剖学）とその機能（生理学）を統合的に学
びます。正常な構造と機能の理解は疾患や障がいの理解に
必須であり、看護を含むすべての医療行為に不可欠です。

解剖生理学Ⅰ
子どもの成長発達について理解し、健全な成長発達を促
進する看護を学びます。子どもの権利や看護倫理、また代
表的な発達の理論など、小児看護の基盤となる知識を習得
します。

小児看護学概論
母性看護に関連する諸概念、人の性と生殖のメカニズム、母子保健の
動向や施策について理解し、母性看護の役割や機能を学びます。また、
妊婦の身体的・心理的・社会的特徴を理解し、母子とその家族のウェ
ルネスに向けた看護を展開していくための基礎的知識を学習します。

母性看護学概論

看護の対象である人間、対象を取り巻く環境や健康につい
て考えます。その上で、看護実践の基礎となる看護の概
念、看護の目的、看護の役割機能、看護実践を導く看護理
論を学び看護の本質を理解します。

人間看護学概論
成人期の特徴（発達段階、発達課題、健康問題）、生活と
健康を守るシステム、地域における成人保健活動の取り組
み、病む人の急性期・回復期・慢性期・終末期における看
護の特徴について学びます。

成人看護学概論
在宅看護活動の目的、対象、方法について人々の生活と健
康レベルに即して学び、地域における在宅看護活動の特徴
を理解します。また、在宅ケアにおける社会資源について
理解し、生活自立支援について考えます。

在宅看護学概論

精神科医療・看護の歴史および、「心の病気」を取り巻く社会情勢を理解し、精神科
医療の現状や課題について考察します。また、「精神看護」の概念について探求し「心
を病む」人をどのように理解し支援をすればよいのかを学びます。さらに「心を癒す」こ
とと「身体を癒すこと」の関連性を踏まえ、看護の持つ普遍性についても考えます。

精神看護学概論
「老い」や「加齢」とは何かを考え、高齢者の身体的・心理
的・社会的変化について学びます。また、老年看護に活用
できる概念や理論について理解し、高齢者を取り巻く社会
状況や社会制度について考えます。

老年看護学概論
地域で生活する人 （々小児・母子・成人・高齢者等）の健康
障がいの予防、健康の保持・増進、健康障がいを持つ人々
を対象とする公衆衛生看護学の概念、意義、基本的理念に
ついて学びます。

公衆衛生看護学概論
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●看護師国家試験受験資格
●保健師国家試験受験資格
●教員免許：養護教諭一種
●社会福祉主事任用資格

人間看護学部は『地域に貢献で
きる』看護職の育成を目指し教育
環境を整えています。地域住民の
医療ニーズを踏まえ、幅広く在宅
ケアや地域支援について学べるカ
リキュラムを特色としています。ま
た、看護師だけでなく保健師や養
護教諭といった課程選択も可能
です。

人間看護学科
ってこんなところ

人間看護学部
人間看護学科
甘佐　京子 教授

◎人間看護学部附属施設

◎講座・領域紹介 ◆滋賀県内
近江八幡市立総合医療センター
大津赤十字病院
済生会滋賀県病院
滋賀医科大学医学部附属病院
滋賀県立精神医療センター
滋賀県立小児保健医療センター
滋賀県立成人病センター
市立長浜病院
高島市民病院
豊郷病院
長浜赤十字病院
東近江総合医療センター
彦根市立病院
大津市民病院

◆滋賀県外
大垣市民病院
大阪医科大学附属病院
大阪警察病院
大阪大学医学部附属病院
金沢病院
岐阜大学医学部附属病院
京都大学医学部附属病院
近畿中央病院
福井県立病院
大阪赤十字病院
名古屋医療センター

◆養護教員
石川県教育委員会
近江八幡市立八幡小学校
京都市野外活動施設花背山の家
京都市立大宮小学校
甲賀市立信楽小学校

長野県小諸高等学校
長浜市立木之本小学校
滋賀県教育委員会

◆保健師
愛知県
交野市
京都市
甲賀市
神戸市
滋賀県
日野町
福井県
米原市
守山市
栗東市
岐阜県
岐阜市
大阪府

2014～2016年度卒業生の職種別就職状況

授 業
PICK UP

OB & OG Message

彦根市立病院は、彦根市内で唯一、産婦人科がある総合病
院です。３科の混合病棟所属のため、様々な仕事を担当し
ますが、現在は助産師としての仕事が増え、外来の妊婦健
診や分娩の手伝い、産後健診などを行っています。当病院
の助産師は各々、外来・病棟ともに担当し、つながりを大
切にしています。
大学では、近江楽座の未来看護塾というプロジェクトに携
わっていました。これは地域の方々に心も体も健康になっ
てもらえるような活動を行うプロジェクトで、当病院と連
携しています。「病院ふれあいまつり」に参加し、助産師の
方の講演を聞いたことが特に印象的で、「この病院で働き
たい、助産師になりたい」という思いを強くし、現在の仕事
につながっています。また、大学では学生2名に対し教員1
名という少人数で演習を行っていたので、実践的な力をつ
けることができました。
これまでは技術の向上に精一杯でしたが、今後は一声かけ
る・よりよく工夫するなどプラスαを考えて行動したいで
す。そして、経験豊富な先輩方から多くのことを吸収し、助
産師として自立し、「ここで産んでよかった」と言っていただ
けるようなお産のサポートをしていきたいです。

（2017年1月現在）

2013年度卒業
勤務先：彦根市立病院

松井 緑さん

基礎看護技術Ⅰ
生活行動および生活の場となる環境に
ついて看護の視点から考察し、療養環
境を整える看護技術を習得します。

◎進路状況（2014～2016年度卒業生）

取得可能な資格一覧

〈専門科目の例〉 講　義

看護英語
ミシガンの大学から来た学生さん
と交流しました。

エンドオブライフケア演習
模擬患者さん相手のロールプレ
イを通して、エンドオブライフ
におけるコミュニケーション技
術について考察します。

母性看護学演習
マタニティサイクルにあ
る女性の心身、社会的
側面から、その適応に
ついて学んでいます。

看護キャリアデザイン論
グループワークを通して、看護の
役割を深く見つめ、自分を分析し
て自分の進むべき道を考えます。

※1 すべての資格は、大学が定める所定の科目を履修し、単位を修得する必要があります。

地域交流看護実践研究センターでは大学と地域が連携して看護の実践・教育・研究を行っています。卒業
後のキャリアアップや生涯学習の場として活用できます。

地域交流看護実践研究センター
（Shiga, Regional Community Reserch Center for Nursing Practice）

　教員スタッフとその専門分野

専門基礎 ● 安原 治
　
基礎看護学 ● 伊丹 君和 ● 窪田 好恵
 ● 米田 照美 ● 川端 愛野
 ● 関　 恵子
　
母性看護学 ● 越山  雅文 ● 古川 洋子
 ● 板谷  裕美 ● 渡邊 友美子
 ● 堀内  遥子 ● 濱野 裕華
　
小児看護学 ● 古株 ひろみ ● 川端 智子
 ● 玉川 あゆみ
　
成人看護学 ● 糸島 陽子 ● 横井 和美
 ● 荒川 千登世 ● 大門 裕子
 ● 小野 あゆみ ● 喜多下 真里
 ● 中川 美和 ● 生田 宴里
　
老年看護学 ● 平田 弘美 ● 松井 宏樹
　
公衆衛生 ● 小林 孝子 ● 馬場 文
　
在宅看護学

精神看護学 ● 甘佐 京子 ● 牧野 耕次
 ● 下通 友美 
　
教育実践支援室 ● 大脇 万起子
（人間看護分室）

▲講演会風景

1.基礎看護学講座
人間看護学の基盤となる理論や方法を追求する
講座です。専門基礎領域と基礎看護領域からな
ります。
① 専門基礎領域
看護学を学ぶために必要な知識（解剖生理学、生
化学、微生物学、病理学、疾病論、薬理・薬物、心
理など）を学びます。
② 基礎看護領域
看護の基盤となる人間理解、問題解決能力を養
い、人々の健康問題を具体的にサポートしていく
ための基礎的知識や技術を学びます。

3.成熟看護学講座
人間として成熟した段階にある成人・老年期を対
象にする講座です。人間を包括的連続的に捉え、
あらゆる健康状態に対応する看護のあり方を追求
します。
① 成人看護領域
健康問題を抱えながら生きる「成人」とその家族
に対する看護について学びます。
② 老年看護領域
加齢に伴う変化や疾病・障がいを持つ高齢者への
ケアを通して高齢者看護を学びます。

2.成育看護学講座
人間の成長発達に重点をおき、次世代を育んでい
く人々や、成長していく子どもの発達過程に応じ
た看護のあり方を追求する講座です。
① 母性看護領域
リプロダクティブ・ヘルス／ライツの観点から、す
べてのライフステージにある女性とその家族を中
心とした人々を対象に、より高い健康レベルで生
活が営めるように支援するための基礎的知識や
技術を学びます。
② 小児看護領域
子どもとその家族に対し、子どもの最善の利益を
考えた看護について学びます。

4.環境看護学講座
人と人、人と社会といった人間と環境との関係を
中心に、全ての年代を対象に様々な地域・場で
健康問題に関わる看護のあり方や、人間のこころ

（精神）に関わる看護を追求する講座です。
① 公衆衛生看護領域・在宅看護領域
保健所、市町村保健センター、企業、学校、訪問
看護ステーションで実施する公衆衛生看護・在宅
看護の知識や技術を学習します。
② 精神看護領域
精神看護領域では、精神疾患・障がいをもつ対象
への看護にくわえて、あらゆる状況にある対象へ
の精神的支援や、こころの健康維持・増進に向け
た支援の方法について幅広く学びます。また、看
護者自身のこころの健康・ストレス対処等につい
ても学習します。

・ ● 小島 亜未　 ● 川口 恭子
● 河野 益美　 ● 森本 安紀

※1

看護師
70%

保健師
12%

助産師
11%

養護教員 6%
その他 1%
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