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小児の発達と看護Ⅰ　Introduction to Pediatric Nursing

単位数

1

時間数

15時間

授業回数

8回

授業形態

講義

授業概要

小児看護の理念、歴史と意義、子どもの権利について学び、子どもの権利を擁護する小児看護のあり方について考察することにより、子どもを主体とした小児看護を修得できるようになる。
子どもの健康問題や子どもを取り巻く社会・医療の現状と課題、子どもの法律・施策について学び、小児看護のもつ課題について考察することにより、今後の小児看護を創造することができるようになる。
小児看護で用いられる理論や子どもの成長発達について学び、子どもやその家族を理解することにより、子どもと家族の発達課題、成長発達を支援する看護実践ができるようになる。

到達目標

・小児看護の理念、家族とともに子どもの権利を擁護する小児看護の考え方を修得し具体的に述べることができる。
・子どもの健康問題や子どもを取り巻く社会・医療を理解し、小児看護の課題について説明できる。
・看護理論を活用して子どもとその家族を理解する能力を修得し臨床現場で応用することができる。
・子どもの成長発達を支援する看護を理解し実践することができる。

授業スケジュール

第1回	小児看護学で用いられる概念と理論①　－小児看護とは／小児看護の歴史と意義／
子どもの権利と看護－
第2回	小児看護学で用いられる概念と理論②　－小児看護と法律・施策
第3回	小児看護学で用いられる概念と理論③　－小児看護で用いられる理論－
第4回	子どもの成長・発達と看護①　－成長・発達の原則／乳児期の子どもの成長・発達と看護－
第5回	子どもの成長・発達と看護②　－幼児期の子どもの成長・発達と看護－
第6回	子どもの成長・発達と看護③　－学童期の子どもの成長・発達と看護－
第7回	子どもの成長・発達と看護④　－思春期の人々の成長・発達と看護／発育の評価－
第8回	まとめ

授業計画案

別紙

授業時間外の学習

予習においてはテキストの該当頁、関連書籍の該当頁を熟読するとともに、理解できない個所を明確にする。また、関連動画がある場合は視聴する。復習においてはテキスト、講義資料、参考文献などを用いて、学習した内容を整理し、理解を深める。

教科書

ナーシング･グラフィカ　小児看護学①小児の発達と看護、中野綾美　編、株式会社メディカ出版

参考書

・ナーシング･グラフィカ　小児看護学②小児看護技術、中野綾美　編、株式会社メディカ出版
・ナーシング･グラフィカ　小児看護学③小児の疾患と看護、中村友彦　編、株式会社メディカ出版
・ナーシング･グラフィカDVD　小児看護技術、中野綾美　監修、株式会社メディカ出版
小児看護学① 小児の発達と看護Ⅰ　授業計画案

単位：1単位（15時間　8コマ）／授業形態：講義
回
学習項目
到達目標
講義の工夫・留意点
評価の視点・方法
1
小児看護学で用いられる概念と理論①　－小児看護とは／小児看護の歴史と意義／子どもの権利と看護－
P.11-32

【関連動画】
・小児看護専門看護師とは　17
【小児看護とは】
・小児看護の対象、目的について述べることができる。
・子どもの権利を尊重した看護について説明できる。
・小児看護における家族の位置づけについて説明できる。
・エビデンスに基づく小児看護の実践に関する課題について説明できる。
・子ども観を社会的状況、育児環境の変化から述べることができる。
・小児看護に携わる看護者が、子どもにとっての最善の利益を目指した看護を創造していくとはどのようなことか、討議できる。
【小児看護の歴史と意義】
・小児医療、小児看護の変遷を説明できる。
・現代の小児医療、小児看護の課題について述べることができる。
・小児医療、小児看護の今後のあり方について述べることができる。
【子どもの権利と看護】
・子どもの権利条約、子どもの権利条約の変遷について説明できる。
・子どもの権利条約の特徴について説明できる。
・現代社会における子どもの生活、子どもを取り巻く医療を、子どもの権利条約の視点から捉え、課題となることを述べることができる。
・小児看護を実践する中で留意する子どもの権利、倫理的配慮を説明できる。
【講義の工夫・留意点】
・到達目標とすることを理解し、学生自身の言葉で、テキストを見ながら小児看護について述べることができるように支援する。
・概論的で単調になりやすいため、テキストにとらわれず自由な発想で小児看護について個々に考えてみる。
・個々の考えを何名かに発表してもらった後、小児看護では、子どもを主体的な存在として捉えることを説明する。
・子どもを看護する場合は、家族を集団として捉え、ケアの対象として位置づけることが重要であるということを説明する。
・小児看護に携わる看護者として「子どもの最善の利益」を目指すということを具体的にイメージできるように、例を提示する。
【講義の工夫・留意点】
・小児医療、小児看護、その他子どもに関する新聞や研究論文など、関心があるテーマについて自分の意見をもって授業に参加するように、事前に説明する。
・小児医療や小児看護に関する変遷を知ることは、臨床現場で看護援助を行う際に、非常に重要となる。これまでの経過がどうであったのか、現状はどうか、どのような課題があるかを、新聞や文献を用いて説明する。
・「子どもの権利条約」を身近なこととして理解できるように、社会での出来事を取り上げ、例を提示する。
・看護実践に共通することではあるが、小児看護の実践にも、常に倫理的判断を意識しなければならないことを繰り返し説明する。
【評価の視点・方法】
・自分の考えをまとめるためにレポートの提出などを課題とする。


2
小児看護学で用いられる概念と理論②　－小児看護と法律・施策－

P.33-56

【小児看護と法律・施策】
・現代の子どもを取り巻く社会環境（母子保健指標も含む）、子育ての環境を説明できる。
・子どもと親を支援するための法律・施策について説明できる。

【講義の工夫・留意点】
・母子保健指標にはどのようなものがあり、指標は何を表しているのか、学生が考える時間もとりながら丁寧に説明する。
・母子保健施策は学生には難しいところであると思われるので、時間をかけ、ゆっくり説明する。
・母子保健施策の説明には体系図などを用い、視覚的な理解を得られるよう工夫する。
・学生が住む地域での子育て支援の施策にはどのようなものがあるのか調べることで関心をもつことができる。
・児童虐待の現状や今行われている対策を踏まえ、今後どのようなサービスが必要なのか、考える機会を設ける。
【評価の視点・方法】
・国家試験対策としても知識の定着を図るため、小テストなどを実施する。
3
小児看護学で用いられる概念と理論③
－小児看護で用いられる理論－

P.57-74

【小児看護に用いられる理論】
・小児看護で用いられる各理論を理解し説明できる。
・事例にセルフケア理論を活用できる。
・自我発達理論を活用して子どもの自我の発達を説明できる。
・認知理論を活用して子どもの認知の発達について説明できる。
・親子関係をアタッチメント理論や分離－固体化理論を活用して説明できる。
・家族システム理論・家族ストレス対処理論・家族発達理論を活用して、子どもの家族の状況を説明できる。
・家族システム理論・家族ストレス対処理論・家族発達理論を活用して、子どもの置かれた状況を理解し記述することができる。
・小児看護の実践において各理論を活用しながら、看護が創造できる。
【講義の工夫・留意点】
・各理論については、活用例を提示すると理解しやすい。
・セルフケア理論・セルフケア不足理論・看護システム理論から構成されていること、その概要を説明する。また、理論を用いる際、子どもが成長発達過程にあることを捉えられるように説明を加える。親や養育者、ケア提供者によって補完される子どものセルフケアと、セルフケア・エージェンシーの発達を、看護者としてどのように支援していくのかなどについて説明する。
・科学的発達理論の一つであるエリクソンの自我発達理論の概要を説明する。
・科学的発達理論の一つであるピアジェの認知発達理論の概要を説明する。
・親子関係論として、ボウルビィのアタッチメント理論、マーラーの分離－個体化理論の概要を説明する。
・家族理論として、家族システム理論、家族ストレス対処理論、家族発達理論の概要を説明する。
・理論を活用した看護の実際について検討する。特に、小児の発達と看護Ⅱの事例の展開時に活用することを意識する。

【評価の視点・方法】
・諸理論を活用したケースレポートの提出などを課題とする。
4
子どもの成長・発達と看護①　－成長・発達の原則／乳児期の子どもの成長・発達と看護－

P.75-98

【関連動画】
・乳児の発達　84
・姿勢反射　85
・新生児・乳児の発達～生後1.5カ月　86
・子どもの成長・発達過程を知ることの重要性を理解し説明できる。
・子どもの成長・発達の原則を説明できる。
・子どもの成長・発達に影響を及ぼす要因について理解し、列記することができる。
・乳児期の子どもの身体的成長・機能的発達・心理社会的発達の特徴を理解し説明できる。
・乳児期にみられる健康問題について理解し、教科書を用いながら説明できる。
・乳児期の子どものセルフケア・エージェンシーの発達を促す看護を理解し実習で実践できる。
・乳児期の子どもを養育する家族に必要な看護について述べることができる。
【講義の工夫・留意点】
・乳児期の形態的成長・発達の特徴は、小児看護でも基礎となる重要なところである。成人と異なる形態的特徴を理解して、身体状態が観察、アセスメントできるように説明する。
・乳児期の機能的発達の特徴は、小児看護でも基礎となる重要なところである。機能的発達の特徴を知ることによって、正常からの逸脱や、身体状態の悪化について予測性をもった看護援助ができることを説明する。
・具体的なイメージがわくように、乳児の人形や映像などの視覚的な教材を用いて授業を展開する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。事例の展開時に、知識が活用されているか確認する。
5
子どもの成長・発達と看護②　－幼児期の子どもの成長・発達と看護－

P.99-133

【関連動画】
・幼児期の子どもの世界　106
・幼児期の子どもの身体的成長・機能的発達・心理社会的発達の特徴を理解し説明できる。
・幼児期の子どもにみられる健康問題について理解し、教科書を用いながら説明できる。
・幼児期の子どものセルフケア・エージェンシーの発達を促す看護を理解し実習で実践できる。
・幼児期の子どもを養育する家族に必要な看護について述べることができる。
【講義の工夫・留意点】
・学生達が幼児期にどのような子どもであったかを話し合いながら、成長・発達における個人差や遺伝因子および環境因子の影響を考える。
・子どもに興味と関心をもてるように、事前に家族や親戚の子ども、映像の中の子ども（子どもと接する機会が少ないため、映像の活用を余儀なくされることも多い）と接して、どのようなことが観察できたか、感じたかレポートにまとめてもらう。
・基本的生活習慣の獲得と親や養育者のしつけについて、子どもを一人の人間として尊重した対応が重要であることを、新聞記事を活用して考える機会をつくる。
・幼児期の子どもにとっての食事、排泄、睡眠、清潔、遊びの必要性を成長・発達との関連から考える。
・子どもの社会性・自立性、知的能力、運動能力、情緒など各種能力との関連を意識づける。
・「昨日できなかったことが今日できる」この時期の発達に伴って起こる事故が変わることを強調する。また、自治体が危険防止に作成した学習ソフトなどを利用して、家庭や地域に潜む危険について説明する。
・食行動、排泄、清潔などの具体的な援助方法は、小児看護技術の中でも習得できるので、具体的な方法は小児看護技術で説明する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。
6
子どもの成長・発達と看護③　－学童期の子どもの成長・発達と看護－

P.134-150
・学童期の子どもの発達課題を理解し説明できる。
・学童期の子どもの身体的成長・機能的発達・心理社会的発達の特徴を理解し説明できる。
・学童期の子どもにみられる健康問題について理解し、教科書を用いながら説明できる。
・学童期の子どものセルフケア・エージェンシーの発達を促す看護を理解し実習で実践できる。
・学童期の子どもを養育する家族に必要な看護について述べることができる。

【講義の工夫・留意点】
・図表やグラフで示すことで、学童期の成長発達を理解しやすいように工夫する。
・発達課題・具体的操作位相・勤勉性対劣等感の説明は、これまでの学習をフィードバックしながら講義を進める。
・生活習慣病・セルフケア・ライフスキルの説明は、学生の考えや普段の体験を連動させながら講義を進める。
・新聞記事などを活用し、学童期の子どもや家族、学校、地域の抱える課題について討議する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。
7
子どもの成長・発達と看護④　－／思春期の人々の成長・発達と看護／発育の評価－

P.150-176
【思春期の人々の成長・発達と看護】
・思春期の人々の身体的成長・機能的発達・心理社会的発達の特徴を理解し説明できる。
・思春期の人々にみられる健康問題について理解し、教科書を用いながら説明できる。
・思春期の人々のセルフケア・エージェンシーの発達を促す看護を理解し実習で実践できる。
・思春期の人々を養育する家族に必要な看護について述べることができる。

【発育の評価】
・発育評価の必要性について説明できる。
・発育（成長・発達）を評価する方法を具体的に提示することができる。
・フィジカルアセスメントの必要性や留意点を説明できる。
・子どもに適した身体発育の評価の必要性を理解し選択することができる。
・子どもに適した身体発育の評価方法を実施することができる。
・子どもの状況に適した心理社会的発達の評価の必要性を理解し、選択することができる。
【講義の工夫・留意点】
・思春期の特徴を明確にするために、今まで学習したその他の小児の成長発達段階と対比しながら受講できるように講義する。
・以前に学習した理論について振り返りながら授業を進め、学生の理解が促されるように講義する。
・思春期の人々への看護について、自分の経験と照らし合わせて考えるように促し、看護を深める。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。

【講義の工夫・留意点】
・書き込み式の講義資料を配布し、学習内容の理解を図る。
・実際に指数を計算することによって、発育の評価方法を理解し、看護実践に活用できるようにする。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。
8
まとめ


8

小児の発達と看護Ⅱ　Disease and Care of the Sick Children

単位数

1

時間数

30時間

授業回数

15回

授業形態

講義

授業概要

健康を障害されることが、子ども・家族にとってどのような意味があるのか、子どもと家族の体験について学び、子どもと家族を一つの単位として捉えることにより、健康レベルや生活背景に応じた日常生活の過ごし方、援助方法について、小児看護を創造することができるようになる。

到達目標

・健康を害することが子どもや家族にとってどのような体験なのか説明することができる。
・健康障害をもつ子どもや家族への看護について、基本的な考え方や理論に基づき、看護が実践できる。

授業スケジュール

第1回	健康障害をもつ子ども・家族への看護①　－健康障害や入院が子どもと家族に及ぼす影響と看護－
第2回	健康障害をもつ子ども・家族への看護②　－急性期にある子どもと家族への看護－
第3回	健康障害をもつ子ども・家族への看護③　－慢性期にある子どもと家族への看護－
第4回	健康障害をもつ子ども・家族への看護④　－終末期にある子どもと家族への看護－
第5回	健康障害をもつ子ども・家族への看護⑤　－検査や処置を受ける子どもと家族への看護／手術を受ける子どもと家族への看護－
第6回	健康障害をもつ子ども・家族への看護⑥　－外来における子どもと家族への看護／在宅における子どもと家族への看護－
第7回	健康障害をもつ子ども・家族への看護⑦　－／災害を受けた子どもと家族への看護／被虐待児（虐待を受けている可能性のある子ども）と家族への看護－
第8回	健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開①　－集中治療を受けている子どもと家族への看護－
第9回	健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開②　－ハイリスク新生児と家族への看護－
第10回	健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開③　－先天的な健康問題をもつ子どもと家族
への看護－
第11回	健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開④　－心身障害のある子どもと家族への看護
　　　　－
第12回	健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開⑤　－痛みのある子どもと家族への看護－
第13回	健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開⑥　－在宅で終末期を迎えている子どもと家
族への看護－
第14回	健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開⑦　－成人への移行期にある健康障害をもつ
子どもと家族への看護－
第15回	まとめ、試験

授業計画案

別紙

授業時間外の学習

予習においてはテキストの該当頁、関連書籍の該当頁を熟読するとともに、理解できない個所を明確にし、参加する。また、関連動画がある場合は視聴する。復習においてはテキスト、講義資料、参考文献などを用いて、学習した内容を整理し、理解を深める。

教科書

ナーシング･グラフィカ　小児看護学①小児の発達と看護、中野綾美　編、株式会社メディカ出版

参考書

・ナーシング･グラフィカ　小児看護学②小児看護技術、中野綾美　編、株式会社メディカ出版
・ナーシング･グラフィカ　小児看護学③小児の疾患と看護、中村友彦　編、株式会社メディカ出版
・ナーシング･グラフィカDVD　小児看護技術、中野綾美　監修、株式会社メディカ出版
小児看護学①　小児の発達と看護Ⅱ　授業計画案

単位：1単位（30時間　15コマ）／授業形態：講義
回
学習項目
到達目標
講義の工夫・留意点
評価の視点・方法
1
健康障害をもつ子ども・家族への看護①
－健康障害や入院が子どもと家族に及ぼす影響と看護－

P.177-195

【関連動画】
・小児の入院が家族に及ぼす影響　191
・子どもの病気の理解について発達的特徴と関連させて説明できる。
・子どもの病気の理解に影響を与える要因について説明できる。
・病気や入院による子どもへの影響について説明できる。
・子どものプレパレーションについて、教科書を用いて具体的な例を挙げることができる。
・病気をもつ子どもにはどのようなストレスがあるかを説明できる。
・病気をもつ子どものストレスへの対処行動にはどのような行動があるか説明できる。
・病気をもつ子どもがストレスに対応していくプロセスについて、ストレス・コーピングモデルを用いて説明できる。
・疾病や入院に伴う子どものストレスを緩和する支援について説明できる。
・病気や入院による子どもの家族への影響について説明できる。
・疾病や入院に伴う子どもの家族のストレスを緩和する支援について説明できる。
【講義の工夫・留意点】
・病気の理解は、発達段階によって異なる。発達段階毎の病気の捉え方について説明する。また、発達段階以外の要因についても説明し、総合して子どもの病気の理解が捉えられるように工夫する。
・子どものプレパレーションについて、事例を用いてロールプレイ、シミュレーション教育を取り入れる。
・健康障害を伴う子どものストレスが理解できるように説明する。まず、テキストを参考に、健康な子どもの家庭や地域、学校での生活について、今までの学習を学生とともに振り返る。その後、子どもが病気をもち、治療や検査、処置を受けることによって、生活にどのような制限が起こるのか、身体的変化はどのような影響を及ぼすか、病気がもたらすストレッサーについてグループワークの中で討議する。討議した内容を発表し、どのように看護援助ができるか、学びを深める。ストレス・コーピングモデルは、他の授業でも学んでいると考えられるので、資料を持参するよう、事前に知らせる。
・子どものストレッサーについて講義した後は、子どもの家族への支援について討議する。
・具体的な事例を提示し、援助方法の実際がイメージできるようにする。
【評価の視点・方法】
・グループワークへの取り組みやレポートの提出などを課題とする。
2
健康障害をもつ子ども・家族への看護②
－急性期にある子どもと家族への看護－

P.195-220
・子どもの発熱の特徴、発熱の身体への影響が説明できる。
・子どもの発熱時の、アセスメントの視点が列記できる。
・子どもへの発熱時の看護ケア、苦痛を軽減する看護ケアが説明できる。
・子どもが発熱したときの家族の苦痛を軽減する看護ケアについて具体的に述べることができる。
・子どもの脱水の特徴、脱水になりやすい理由が説明できる。
・子どもの脱水時の、アセスメントの視点が列記できる。
・子どもへの脱水時の看護ケア、苦痛を軽減する看護ケアが説明できる。
・脱水時の子どもの家族への看護ケアについて具体的に述べることができる。
・子どものけいれんの原因が理解できる。
・子どものけいれんの、アセスメントの視点が列記できる。
・子どもへのけいれん時の看護ケア、苦痛を軽減する看護ケアが説明できる。
・けいれん時の子どもの家族への苦痛を軽減する看護ケアについて具体的に述べることができる。
・子どもが呼吸困難を呈しやすい解剖学的な理由について理解することができる。
・子どもの呼吸困難を引き起こす呼吸器疾患について列記できる。
・子どもの痙攣の、アセスメントの視点が列記できる。
・子どもへの痙攣時の看護ケア、苦痛を軽減する看護ケアが説明できる。
・痙攣時の子どもの家族の苦痛を軽減する看護ケアについて具体的に述べることができる。
・発熱時、脱水時、痙攣時、呼吸困難時、生命徴候が危険な状況のアセスメントの視点と必要な看護ケアについて理解できる。
・急性期にある子どもの家族の心理を理解し、必要な援助について説明できる。
【講義の工夫・留意点】
・子どもに多くみられる症状が取り上げられている。子どもがそれぞれの症状を呈する際の小児ならではの特徴を押さえながら解説する。
・アセスメントの視点は重要である。特に成人と異なった視点（測定方法、普段の様子との比較、意識状態の確認方法、食事・哺乳状態、臨床検査所見：資料4　P.410参照）について解説を加える。小児看護技術の講義では、事例の展開を行うので、その際には、アセスメントの視点について教科書を見ながら列記し、知識として定着するように工夫する。
・看護ケアについては、その方法について説明するが、具体的な方法は、小児看護技術の講義で説明する。
・家族への支援については、具体的な援助について、学生に発言を促し、既往歴や子どもの発達段階、家族の生活背景等、個別性をもった看護実践ができるように支援する。家族への支援を考える際は、家族に関する理論などを取り入れると、さらに深いアセスメントとなる。
・事例を取り入れ、急性期にある子どもの家族の心理的特徴と看護についての理解を促す。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。
3
健康障害をもつ子ども・家族への看護③
－慢性期にある子どもと家族への看護－

P.221－233
・慢性疾患をもつ子どもの特徴について説明できる。
・慢性期にある子どもの状況的危機と発達的危機について説明できる。
・慢性期にある子どもの脅かされている「子どもの権利」について具体的に述べることができる。
・慢性期を生き抜いていく子どもの取り組みについて討議することができる。
・慢性期にある子どもを育む家族の体験を具体的に述べることができる。
・慢性期にある子どものエンパワメントを支援する看護を具体的に述べることができる。
・慢性期にある子どもの家族のエンパワメントを支援する看護を具体的に述べることができる。
・慢性期にある子どもの抱える今後の課題について討議できる。
【講義の工夫・留意点】
・慢性期にある子どもが、発達課題に加え、どのような課題をもちながら生活しているか、教科書を参考にしながら解説する。
・脅かされている「子どもの権利」については、p.224の事例などを用いて、どのような権利が脅かされているのか、学生が意見を述べることを支援する。
・困難な体験をしながらも、発達課題に取り組む子どもたちを理解できるよう、グループ討議などを行い、意見が表出できるようにする。
・セルフケア理論や、家族看護エンパワメントモデルなどを用いて、慢性期にある子どもとその家族へ、どのような看護援助が必要か、アドボケイトとしての看護者のあり方について討議する。
・テキストの事例を用い、発問を多くし、よりイメージできるように説明する。

【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。
4
健康障害をもつ子ども・家族への看護④
－終末期にある子どもと家族への看護－

P.234-248
・子どもの死の理解に関する古典的研究、ピアジェの認知発達理論、既存の研究結果を用いて、子どもの死の概念発達を説明できる。
・終末期にある子どもと家族の心理について述べることができる。
・終末期にある子どもの身体徴候について関連図を用いて説明できる。
・終末期にある子どもの緩和ケア、QOLを支援する上で必要な視点について、教科書を用いて説明できる。
・終末期にある子どもの家族への援助について討議できる。
【講義の工夫・留意点】
・子どもの認知的発達と死の概念について説明する。小児が思い描く死に関する恐怖・不安の理解と対応について説明する。
・教科書を参考にしながら、終末期にある子どもと家族が、どのような心理状態にあるのか、講義の中で討議する機会をもつ。
・終末期にある子どもの身体特徴について図3.4-7を参考としながら説明する。このような状況にある子どもと家族へ、どのような緩和ケア、QOLを支援するケア、こころのケアが必要か、教科書を用いて討議する。
・小児へのインフォームドコンセント・インフォームドアセントについて説明する。
・子どもと家族の意思決定とそのプロセスについて説明する。
・子どもを小児がんで亡くした親とその親の体験談に触れる。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。
5
健康障害をもつ子ども・家族への看護⑤
－検査や処置を受ける子どもと家族への看護／手術を受ける子どもと家族への看護－

P.249-269

【関連動画】
・検査を受ける子どもと家族への看護　255

【検査や処置を受ける子どもと家族への看護】
・検査や処置を受ける子どもへの説明と同意について説明できる。
・検査や処置を受ける子どもの安全、安楽への援助を説明できる。
・検査や処置を受ける子どもの力を引き出す援助を説明できる。
・検査や処置を受ける子どもとその家族への援助を、事例を通して理解し、具体的に述べることができる。
【手術を受ける子どもと家族への看護】
・手術を受ける子どもの特徴について説明できる。
・手術を受ける子どもの手術の時期と種類について説明できる。
・手術を受ける子どもの術前看護について理解し実践できる。
・手術を受ける子どもの術後看護について理解し実践できる。
・手術を受ける子どもの家族への看護について理解し実践できる。
【講義の工夫・留意点】
・事例を用いて検査や処置時の看護をイメージしやすいように説明する。
・小児看護学における検査・処置時の看護は子どものみならず家族に対しても必要であることを説明する。
・小児看護技術の事例の展開で、手術前・後の看護を実践してみる。
・成人看護学で学んだ、術前術後の看護との共通点や相違点を示すことで、子どもの手術の特徴と看護が理解しやすいようにする。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。
6
健康障害をもつ子ども・家族への看護⑥
－外来における子どもと家族への看護／在宅における子どもと家族への看護－

P.270-286


【外来における子どもと家族への看護】
・小児外来ではどのような健康問題をもった子どもたちや家族が受診するか説明できる。
・外来を訪れる子どもや家族の体験を説明できる。
・外来看護の果たす役割が説明できる。
・小児外来の環境を考える上で大切なポイントを説明できる。
・日常的疾患、慢性・長期的な疾患をもち外来を受診する子どもと家族への援助を討議することができる。
【在宅における子どもと家族への看護】
・小児在宅医療の意義について説明できる。
・小児在宅ケアの現状について説明できる。
・在宅医療を必要とする子どもと家族の特徴について説明できる。
・在宅療養移行期に子どもと家族へ必要な看護援助について説明できる。
・在宅療養を行う子どもと家族へ必要な看護援助について説明できる。
・在宅療養の継続に必要な多職種連携などの看護援助について説明できる。
・在宅療養の継続における今後の課題について討議できる。
【講義の工夫・留意点】
【外来における子どもと家族への看護】
・小児外来を訪れる小児の疾患別の特徴を説明する。
・緊急性や隔離が必要な小児疾患を説明する。
・小児外来看護師に必要な知識と技術を説明する。
・小児外来に求められる子どもや家族への対応を説明する。
・基本的な知識を踏まえ、子どもと家族への外来看護として、日常的疾患、慢性・長期的な疾患をもつ子どもと家族への看護援助について討議する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。
・小児外来に求められる環境や構造上の注意点をともに考える。 

【講義の工夫・留意点】
【在宅における子どもと家族への看護】
・学生の住む地域の周産期医療の現状、子どもへの訪問看護を実践している訪問看護ステーション、小児在宅診療所などを事前に調べ、講義に出席するように促す。
・在宅療養中の子どもや家族の体験、医療的ケアの現状、療養生活上の工夫について、事前にインターネットで情報収集することを促す。
・講義の中で、子どもがその子らしく生活することができる、子どもを主体とした環境をどのように整えることができるか、多職種連携の視点をもちながら討議する。
・子どもの成長発達に伴って日常生活支援の内容が変化することを伝え、看護者のどのような支援が必要なのか説明する。
・NICU入院児支援コーディネーターの役割と現状について説明する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。


7
健康障害をもつ子ども・家族への看護⑦
－災害を受けた子どもと家族への看護／被虐待児（虐待を受けている可能性のある子ども）と家族への看護－

P.287-306
【災害を受けた子どもと家族への看護】
・災害を受けた子どもの心と身体への影響について説明できる。
・災害時の子どもと家族への看護援助について説明できる。
・特に支援を必要とするハイリスク要因をもつ子どもと家族への看護援助について説明できる。
・子どもや家族を看護する者への支援について討議できる。

【被虐待児（虐待を受けている可能性のある子ども）と家族への看護】
・児童虐待の定義と具体的な内容について説明できる。
・虐待が子どもに与える影響について説明できる。
・虐待のサインについて具体的に述べることができる。
・保護者の虐待防止への支援方法について説明できる。
・被虐待児への短期的・長期的な支援について説明できる。
【講義の工夫・留意点】
【災害を受けた子どもと家族への看護】
・災害を受けた子どもの心と身体への影響について説明する。
・既存の研究や報告書を用いて、東日本大震災など、災害によって子どもや家族の生活がどのように変化したかを説明する。
・図3.9-2を用いて、子どもの気になる言動/反応について説明し、看護者として子どもや家族へどのような看護が実践できるか討議する。
・被災した看護者がどのような状況に置かれ、どういった支援が必要か討議する。
・小児在宅用ケアパッケージを活用した災害への備えについて、ツールの活用方法について討議する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。

【講義の工夫・留意点】
【被虐待児（虐待を受けている可能性のある子ども）と家族への看護】
・児童虐待の定義や虐待が子どもに与える影響について説明する。
・最近のニュースなどで、虐待について取り上げたものを用いて、現状について説明する。
・看護者として、どのような支援が可能か、子どもと保護者への看護について討議する。その際に、協働が必要になる機関と、その役割について討議する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。
8
健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開①
－集中治療を受けている子どもと家族への看護－

P.309-319
・手術や集中治療を受ける子どもとその家族の特徴について説明できる。
・手術や集中治療を受ける子どもへの看護について説明できる。※1
・手術や集中治療を受ける子どもの家族への看護について説明できる。
・教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面について関連図を参考にしながらアセスメントし記述できる。
・子どもの家族について、今まで学んだ理論を用いてアセスメントし記述できる。
・教科書に記載されたケアプランを参考にしながら、子どもや家族への具体的な看護援助について述べることができる。
・看護倫理の視点からのアドバイスを参考にしながら、子どもや家族にとって最善の利益となる看護や医療について討議できる。
【講義の工夫・留意点】
・以下、「健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開」では、具体的な事例が記載されている。基礎知識について説明した後、教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面について関連図を参考にしながら説明する。心臓疾患は、病態整理が複雑なため、説明を加えながら学生の理解を促し、適宜、参考資料を準備する。必要時、疾患の理解のために、「小児の疾患と看護」の教科書を活用する。
・基礎疾患をどのように理解して、看護実践するのか説明する。
・手術や集中治療を受ける子どもとその家族の体験について説明する。
・学生には、今まで学んだ小児看護や子どもの権利、看護倫理、法律・施策、看護理論、子どもの成長発達などの知識を活用することを意識的に説明する。
・事前に学生に課題として事例を読み、必要な資料を持参すること、※1について、各自、計画を立案して持参することを伝える。
・看護倫理については、倫理的感受性が高められるように、常に提供した医療や看護が子どもにとって最善の利益であるのか、問いかけながら解説する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。また、事前課題への取り組みなども評価に含める。
9
健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開②
－ハイリスク新生児と家族への看護－

P.319-330
・NICUに入院する子どもと家族の特徴について説明できる。
・NICUに入院する子どもと家族の権利擁護について説明できる。※1
・NICUに入院する子どもの集中治療と看護の特徴について説明できる。
・教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面について関連図を参考にしながらアセスメントし記述できる。
・子どもの家族について、今まで学んだ理論を用いてアセスメントし記述できる。
・教科書に記載されたケアプランを参考にしながら、子どもや家族への具体的な看護援助について述べることができる。
・看護倫理の視点からのアドバイスを参考にしながら、子どもや家族にとって最善の利益となる看護や医療について討議できる。
【講義の工夫・留意点】
・基礎知識について説明した後、教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面について関連図を参考にしながら説明する。NICUの環境や保育器など、学生にはイメージしにくいので、視覚的資料を活用し、説明を加えながら学生の理解を促し、適宜、参考資料を準備する。必要時、疾患の理解のために、「小児の疾患と看護」の教科書を活用する。
・基礎疾患をどのように理解して、看護実践するのか説明する。
・NICUに入院した子どもとその家族の体験について説明する。
・痛みのケア、ディベロップメンタルケア、家族中心ケアは丁寧に解説し、実習時に学生が意識的に見学、実践できるようにする。
・学生には、今まで学んだ小児看護や子どもの権利、看護倫理、法律・施策、看護理論、子どもの成長発達などの知識を活用することを意識的に説明する。
・事前に学生に課題として事例を読み、必要な資料を持参すること、※1について、各自、計画を立案して持参することを伝える。
・看護倫理については、倫理的感受性が高められるように、常に提供した医療や看護が子どもにとって最善の利益であるのか、問いかけながら解説する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。また、事前課題への取り組みなども評価に含める。
10
健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開③
－先天的な健康問題をもつ子どもと家族への看護－

P.331-343
・先天的な健康問題をもつ子どもとその家族が置かれた状況について説明できる。
・先天的な健康問題をもつ子どもの発達課題を考慮したセルフケアへの支援について説明できる。※1
・教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面、社会面について関連図を参考にしながらアセスメントし記述できる。
・子どもの家族について、今まで学んだ理論を用いてアセスメントし記述できる。
・教科書に記載されたケアプランを参考にしながら、子どもや家族への具体的な看護援助について述べることができる。
・看護倫理の視点からのアドバイスを参考にしながら、子どもや家族にとって最善の利益となる看護や医療について討議できる。
【講義の工夫・留意点】
・基礎知識について説明した後、教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面について関連図を参考にしながら説明する。心臓疾患は、病態整理が複雑なため、説明を加えながら学生の理解を促し、適宜、参考資料を準備する。必要時、疾患の理解のために、「小児の疾患と看護」の教科書を活用する。
・基礎疾患をどのように理解して、看護実践するのか説明する。
・先天的な健康問題をもつ子どもや親の手記、親の会の活動報告を紹介し、心理的側面の理解を深める。
・学生には、今まで学んだ小児看護や子どもの権利、看護倫理、法律・施策、看護理論、子どもの成長発達などの知識を活用することを意識的に説明する。
・エリクソンの自我発達理論と先天的な健康問題を関連付ける。
・セルフケア理論、家族理論に基づいて、先天的な健康問題をもつ子どもと家族への看護について考える。
・事前に学生に課題として事例を読み、必要な資料を持参すること、※1について、各自、計画を立案して持参することを伝える。
・看護倫理については、倫理的感受性が高められるように、常に提供した医療や看護が子どもにとって最善の利益であるのか、問いかけながら解説する。
・【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。また、事前課題への取り組みなども評価に含める。
11
健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開④
－心身障害のある子どもと家族への看護－

P.343-357
・心身障害のある子どもと家族の特徴について説明できる。
・心身障害のある子どもの看護の視点について説明できる。
・教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面、社会面について関連図を参考にしながらアセスメントし記述できる。
・子どもの家族について、今まで学んだ理論を用いてアセスメントし記述できる。※1
・教科書に記載されたケアプランを参考にしながら、子どもや家族への具体的な看護援助について述べることができる。※2
・看護倫理の視点からのアドバイスを参考にしながら、子どもや家族にとって最善の利益となる看護や医療について討議できる。※3
【講義の工夫・留意点】
・基礎知識について説明した後、教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面について関連図を参考にしながら説明する。適宜、脳性麻痺やてんかんに関する資料を用いて学生の理解を促す。必要時、疾患の理解のために、「小児の疾患と看護」の教科書を活用する。
・基礎疾患をどのように理解して、看護実践するのか説明する。
・心身障害のある子どもと家族の手記、親の会の活動報告を紹介し、心理的側面の理解を深め、体験について説明する。
・学生には、今まで学んだ小児看護や子どもの権利、看護倫理、法律・施策、看護理論、子どもの成長発達などの知識を活用することを意識的に説明する。
・QOLを高めるために必要なことを考える。
・事例では、訪問看護など社会資源の活用、多職種連携について記載されている。在宅療養に関しては、在宅療養を行う子どもと家族への看護での学習をいかせるように助言する。退院調整について説明を加える。
・事前に学生に課題として事例を読み、必要な資料を持参すること、※1～3について、各自、計画を立案して持参することを伝える。
・看護倫理については、倫理的感受性が高められるように、常に提供した医療や看護が子どもにとって最善の利益であるのか、問いかけながら解説する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。また、事前課題への取り組みなども評価に含める。
12
健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開⑤
－痛みのある子どもと家族への看護－

P.357-368
・子どもの痛みの特徴について説明できる。
・子どもの痛みのアセスメントの方法が説明できる。※1
・子どもの痛みを緩和する技術について述べることができる。※2
・痛みのある子どもの家族への支援が説明できる。※3
・教科書に記載されている事例の身体・生活面、成長発達面について関連図を参考にしながらアセスメントし記述できる。
・子どもの家族について、今まで学んだ理論を用いてアセスメントし記述できる。
・教科書に記載されたケアプランを参考にしながら、子どもや家族への具体的な看護援助について述べることができる。
・看護倫理の視点からのアドバイスを参考にしながら、子どもや家族にとって最善の利益となる看護や医療について討議できる。
【講義の工夫・留意点】
・基礎知識について説明した後、教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面について関連図を参考にしながら説明する。急性リンパ性白血病について説明を加えながら学生の理解を促し、適宜、参考資料を準備する。必要時、疾患の理解のために、「小児の疾患と看護」の教科書を活用する。
・基礎疾患をどのように理解して、看護実践するのか説明する。
・急性リンパ性白血病の子どもと家族の手記、親の会の活動報告を紹介し、心理的側面の理解を深め、体験について説明する。
・痛みの履歴書の活用方法、痛みのアセスメント方法、痛みに関する看護について説明する。
・学生には、今まで学んだ小児看護や子どもの権利、看護倫理、法律・施策、看護理論、子どもの成長発達などの知識を活用することを意識的に説明する。
・事前に学生に課題として事例を読み、必要な資料を持参すること、※1～3について、各自、計画を立案して持参することを伝える。
・看護倫理については、倫理的感受性が高められるように、常に提供した医療や看護が子どもにとって最善の利益であるのか、問いかけながら解説する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。また、事前課題への取り組みなども評価に含める。
13
健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開⑥
－在宅で終末期を迎えている子どもと家族への看護－

P.369-378
・在宅で終末期を迎えている子どもとその家族へのケアが説明できる。
・在宅で終末期を迎える子どもとその家族を支えるチームの連携について説明できる。※1
・教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面、社会面について関連図を参考にしながらアセスメントし記述できる。
・子どもの家族について、今まで学んだ理論を用いてアセスメントし記述できる。※2
・教科書に記載されたケアプランを参考にしながら、子どもや家族への具体的な看護援助について述べることができる。※3
・看護倫理の視点からのアドバイスを参考にしながら、子どもや家族にとって最善の利益となる看護や医療について討議できる。※4
【講義の工夫・留意点】
・基礎知識について説明した後、教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面について関連図を参考にしながら説明する。必要時、疾患の理解のために、「小児の疾患と看護」の教科書を活用する。
・基礎疾患をどのように理解して、看護実践するのか説明する。
・在宅で終末期を迎えている子どもと家族の手記、親の会の活動報告を紹介し、心理的側面の理解を深める。
・緩和ケアについて説明する。
・学生には、今まで学んだ小児看護や子どもの権利、看護倫理、法律・施策、看護理論、子どもの成長発達などの知識を活用することを意識的に説明する。
・事前に学生に課題として事例を読み、必要な資料を持参すること、※1～4について、各自、計画を立案して持参することを伝える。
・看護倫理については、倫理的感受性が高められるように、常に提供した医療や看護が子どもにとって最善の利益であるのか、問いかけながら解説する。子どもが主体となっているのか確認する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。また、事前課題への取り組みなども評価に含める。
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健康障害をもつ子ども・家族への看護過程の展開⑦
－成人への移行期にある健康障害をもつ子どもと家族への看護－

P.379-395
・成人への移行期にある健康障害をもつ子どもの発達課題とその克服について説明できる。※1
・成人への移行期にある健康障害をもつ子どもをもつ親の特徴と役割について説明できる。
・成人への移行期にある健康障害をもつ子どもとその家族への看護が説明できる。※2
・教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面、社会面について関連図を参考にしながらアセスメントし記述できる。
・子どもの家族について、今まで学んだ理論を用いてアセスメントし記述できる。※3
・教科書に記載されたケアプランを参考にしながら、子どもや家族への具体的な看護援助について述べることができる。
・看護倫理の視点からのアドバイスを参考にしながら、子どもや家族にとって最善の利益となる看護や医療について討議できる。
【講義の工夫・留意点】
・基礎知識について説明した後、教科書に記載されている事例の身体状態、成長発達的側面について関連図を参考にしながら説明する。1型糖尿病について説明を加えながら学生の理解を促し、適宜、参考資料を準備する。必要時、疾患の理解のために、「小児の疾患と看護」の教科書を活用する。
・基礎疾患をどのように理解して、看護実践するのか説明する。
・成人への移行期にある健康障害をもつ子どもとその家族の体験について説明する。
・学生には、今まで学んだ小児看護や子どもの権利、看護倫理、法律・施策、看護理論、子どもの成長発達などの知識を活用することを意識的に説明する。
・セルフケア力を高めるためには、何が必要か考える。
・看護学概論においての成人への移行期の特徴を想起し、健康障害をもつ子どもを理解する。
・発達的危機を克服できているか考える。
・事前に学生に課題として事例を読み、必要な資料を持参すること、※1～3について、各自、計画を立案して持参することを伝える。
・看護倫理については、倫理的感受性が高められるように、常に提供した医療や看護が子どもにとって最善の利益であるのか、問いかけながら解説する。
【評価の視点・方法】
・知識の定着を図るため、小テストの実施やレポートの提出などを課題とする。また、事前課題への取り組みなども評価に含める。
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まとめ、試験




