
                              実務経験のある教員による授業科目 

 

領域 区分 授業科目名 単位 時間数 時期 科目担当者 

専門分野Ⅰ 基礎看護学 基礎看護学援助論演習 １ 30 2学年前期 

戸梶 里奈 

平田 優樹 

河田 和美 

授
業
目
標 

１． 看護を必要とする対象の疾患、症状、治療、処置を関連づけ、看護技術のエビデンスに 

基づき、援助を実践するための基礎的能力を習得する。 

授   業   計   画 担当 備考 

１ 
排泄困難を訴える患者の援助 

１） 間欠的導尿  ２）持続的導尿（膀胱留置カテーテル） 

半

田 

戸梶 

 

講義 

２  援助の実際   導尿 演習 

３ 
 排泄困難を訴える患者の援助 

３） 摘便  ４）浣腸 
講義 

４ 援助の実際   浣腸                                演習 

５ 
排泄困難を訴える患者の看護 

５）ストーマ  
講義 

６ 
呼吸困難を訴える患者の看護 

１） 酸素吸入療法（カニューラ・マスク・中央配管式・酸素ボンベ） 

平田 

講義 ７ 
呼吸困難を訴える患者の看護 

２） 排痰ケア（体位ドレナージ、吸引：口腔・鼻腔・気管内） 

３）吸引（モデル人形・口腔内・鼻腔内・気管内） 

４）吸入（ネブライザー吸入）  ５）人工呼吸療法 
８ 

９ 

１０ 

呼吸を整える技術演習 

１）口腔・鼻腔からの吸引   ２）気管切開部からの吸引 

３）カニューレ・酸素マスクの酸素吸入 

４）体位ドレナージ 

演習 

１１ 
嚥下困難を訴える患者の看護 

１） 経鼻経管栄養法 ２）経瘻管栄養法 ３）非経口栄養法 

河田 

講義 

１２ 

１３ 

モデル人形を使用しての経鼻経管栄養法 

経鼻カテーテル挿入・固定・抜去方法の実際 
演習 

１４ 中心静脈栄養法 末梢循環促進ケア 講義 

１５ 終講試験 まとめ 

評価方法 終講試験 100％ 

テキスト 

・系統看護学講座 専門分野Ⅰ 基礎看護学② 基礎看護技術Ⅰ 著：有田清子［ほか］ 医学書院  

・系統看護学講座 専門分野Ⅰ 基礎看護学③ 基礎看護技術Ⅱ 著：有田清子［ほか］ 医学書院 

・系統看護学講座 専門分野 臨床看護総論 医学書院 

参考図書 ・看護技術プラクティス［第３版 動画付き］ 監修：竹尾惠子 学研  

履修上の 

注意点 
事例を用います。根拠を考えながら演習に取り組みましょう。 

授業には積極的に参加し、援助方法を習得しましょう。 



                              実務経験のある教員による授業科目 

領域 区分 授業科目名 単位 時間数 時期 科目担当者 

専門分野Ⅱ 成人看護学 
成人看護学援助論Ⅰ 

生活行動に障害のある 

患者の看護 

1 30 2学年前期 

半田 直子 

平田 優樹 

戸梶 里奈 

授
業
目
標 

１． 生活行動に障害のある患者の特徴、看護の役割が理解できる。 

２． 慢性期において医療を必要とする患者の基本的な看護援助方法が理解できる。 

３．各機能障害にある患者を総合的に理解し、予測される問題や解決のための基本的な看護援

助方法が理解できる。 

授   業   計   画 担当 備考 

１ 生活行動に障害のある患者の特徴、看護の役割について 

半田 

講義 

２ 
慢性の脳・神経機能障害のある患者の看護 

①高次機能障害 ②運動機能障害 ③感覚機能障害 

３ 
慢性の脳・神経機能障害のある患者の看護 

①脳梗塞後遺症患者の看護 ②脊髄損傷患者の看護 

４ 呼吸機能障害のある患者の看護 症状 ①呼吸困難 ②チアノーゼ 

５ 呼吸機能障害のある患者の看護 疾患 ①肺がん ②気胸 

６ 循環機能障害のある患者の看護  ①心不全患者の看護  

平田 

７ 循環機能障害のある患者の看護  ②狭心症・心筋梗塞患者の看護 

８ 循環機能障害のある患者の看護  ①教育支援 

              1)事例展開をもとに生活指導 
９ 

１０ 栄養代謝能障害のある患者の看護 【肝硬変事例展開】  

 

戸梶 

 

１１ 栄養代謝能障害のある患者の看護  ①肝炎患者の看護②肝硬変患者の看護 

１２  栄養代謝能障害のある患者の看護  ③肝臓がん患者の看護 

１３ 栄養代謝能障害のある患者の看護  ④膵炎患者の看護   

１４ 
 消化吸収機能障害のある患者の看護  

①潰瘍性大腸炎患者の看護②クローン病患者の看護 

１５ 終講試験 まとめ   

評価方法 終講試験 85%   小テスト 15% 

テキスト 

・成人看護学 慢性期看護論 第 3版 編集：鈴木志津枝、藤田佐和  ヌーベルヒロカワ 

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学⑦ 脳・神経    著：竹村信彦  医学書院  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学③ 循環器       著：吉田俊子  医学書院   

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学⑤  消化器       著：松田明子 医学書院  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学② 呼吸器    著：浅野浩一郎 医学書院 

参考図書 
・看護過程に沿った対症看護 監修：高木永子 学研メディカル秀潤社 

・疾患別看護過程の展開 第４版 監修：山口瑞穂，関口恵子 学研  

履修上の 

注意点 事前に各疾患の病態関連図を作成し授業に参加しましょう。 



                              実務経験のある教員による授業科目 

 

領域 区分 授業科目名 単位 時間数 時期 科目担当者 

専門分野Ⅱ 成人看護学 
成人看護学援助論Ⅱ     
周手術期にある患者の看護 

１ 30 2学年前期 湯浅 有加里 

授
業
目
標 

１．手術侵襲による生体反応を理解できる。 

２．術前・術中・術後に応じた看護の役割を理解できる。 

３．主要な術後合併症の要因、患者への影響、予防的ケア・対処ケアを理解できる。 

４．手術後の自己管理に関する援助を理解できる。 

授   業   計   画 担当 備考 

１ 
周手術期の考え方  周手術期看護の特徴                                                    

手術侵襲による生体反応 / 周手術期にある人への看護援助の特徴  

湯浅 

講義 

２ 

周手術過程に応じた看護  

術前の看護 / インフォームドコンセント 

手術オリエンテーション 身体準備/手術室入室  

３ 術中の看護  麻酔導入・手術体位の固定/看護師の役割/麻酔覚醒時の援助 

４ 

５ 

６ 

術後合併症予防の看護・術後の看護                                         

術直後のモニタリング / 術後回復促進ケア/退院に向けたケア術後合

併症と予防のための看護技術 

７ 
術式による特徴的な手術看護  

 呼吸機能障害のある患者の看護 / 開胸術（肺）/ 胸腔内ドレナージ管理                                

８ 循環機能障害のある患者の看護 / PCI(冠動脈) 

９ 脳・神経機能障害のある患者の看護 / 脳室ドレナージ管理  

１０ 女性生殖器障害のある患者の看護/乳房切除術 

１１ 消化・吸収機能障害のある患者の看護 / 開腹術（大腸）/ストーマ造設 

１２ 消化・吸収機能障害のある患者の看護 / 開腹術（胃） 

１３ 
看護過程の展開① 胃切除を受けた患者の看護事例 

事例紹介（DVD）/アセスメント/関連図 
演習 

１４ 
看護過程の展開② 胃切除を受けた患者の看護事例  

  看護問題抽出/看護計画・評価 
演習 

１５ 終講試験 まとめ 

評価方法 終講試験８０％  レポート２０％ 

テキスト 

・周手術期看護論 編：雄西智恵美，秋元典子 ヌーヴェルヒロカワ  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学② 呼吸器 著：川村雅文       医学書院  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学③ 循環器 著：吉田俊子       医学書院   

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学⑤ 消化器 著：松田明子      医学書院  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学⑦ 脳・神経 著：吉岡成人      医学書院  

参考図書 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学①成人看護学総論 医学書院 

履修上の 

注意点 

 

 

 

 



                              実務経験のある教員による授業科目 

領域 区分 授業科目名 単位 時間数 時期 科目担当者 

成人看護学 専門分野Ⅱ 
成人看護学援助論Ⅲ

緩和ケアを必要とする 

患者の看護 

１ 30 2 学年後期 
湯浅 有加里

河田 和美 

授
業
目
標 

終末期にある対象の身体的・心理的・社会的・スピリチュアル的変化・症状について学習する。 

１．終末期・緩和ケア・ホスピスケアの定義、理念、制度、倫理的課題について理解できる。 

２．終末期にある患者の代表的な症状が患者に与える影響及び緩和方法を理解できる。 

緩和ケアを必要とする対象の理解と具体的な介入について学習する 

１．がん医療、がん治療の基本的な考え方と治療に対する看護が理解できる。 

２．がん患者とその家族の特徴と援助にについて理解できる。 

３．緩和ケアにおける具体的な介入方法について理解できる 

授   業   計   画 担当 備考 

１ 緩和・ターミナルケア看護とは    倫理的課題  チーム医療 

湯浅 

河田 

講義 

 

２ 終末期にある人の理解        身体的特徴  全人的苦痛   

３ 
終末期にある人とその家族の理解   死の受容過程  

予期的悲嘆 悲嘆  

４ 

５ 

終末期にある人の症状と緩和ケア   倦怠感・浮腫・呼吸器症状 

消化器症状  精神症状 

６ 終末期にある人の症状と緩和ケア   痛み 

７ がん医療と看護           現在と動向 心理的サポート 

８ がん治療に対する看護①       薬物療法 

９ がん治療に対する看護②       手術療法・放射線療法 

１０ 

１１ 

造血機能障害をもつ患者の看護    白血病・悪性リンパ腫患者の看護  

１２  感染症を持つ患者の看護       HIV 感染症患者の看護 

１３ 緩和ケアにおける看護介入① 

１４  緩和ケアにおける看護介入② 

１５ 終講試験 

評価方法 終講試験 

テキスト 

・成人看護学  緩和・ターミナルケア看護論 第 2 版 編集：鈴木志津枝、藤田佐和 ヌーベルヒロカワ

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学① 成人看護総論 著：小松浩子 医学書院  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学④ 血液・造血器  著：飯野京子 医学書院  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学⑪ アレルギー膠原病感染症  著：岩田健太郎 医学書院 

参考図書 

・看護過程に沿った対症看護  監修：高木永子 学研メディカル秀潤社  

・疾患別看護過程の展開 第 5版ｗ 監修：山口瑞穂，関口恵子 学研    

・系統看護学講座 別巻 がん看護学 著：小松浩子 医学書院  

・系統看護学講座 別巻 緩和ケア  著：恒藤暁・内布敦子 医学書院 

履修上の 

注意点 

事前・事後学習が重要になるので、主体的に取り組みましょう。 

事前学習：事前に教科書を読み、授業計画に示した代表的な疾患の治療、検査、看護のポイント

をおさえておきましょう。 

事後学習：事前に整理したポイントを講義で学習した内容を踏まえて追加、修正しましょう。 



                             実務経験のある教員による授業科目 

領域 区分 授業科目名 単位 時間数 時期 科目担当者 

専門分

野Ⅱ 
成人看護学 

成人看護学援助論Ⅳ 

生命の危機状態に 

ある患者の看護 

１ 30 
2学年 

後期 

西村 祐枝 

田渕 郁朗 

湯浅 有加里 

授
業
目
標 

１．生命危機状態にある対象の身体的特徴を理解する。 

２．生命危機状態にある対象および家族の心理、社会的特徴を理解する。 

３．クリティカルな場における看護師の役割を理解する。  

４．くも膜下出血患者の事例を通して、看護過程を展開できる。 

授   業   計   画 担当 備考 

１ 
急性期看護の特性 

①救急看護の概念と現状  ②看護師に求められる能力と場の特徴  

③急性期にある人とその家族の特徴 

田渕 講義 

２ 
ショック状態にある患者の看護  

 播種性血管内凝固を合併した患者の看護 

３ 急性の循環機能障害のある患者の看護 急性心筋梗塞 

４ 急性の循環機能障害のある患者の看護  急性脳出血・脳梗塞 

５ 
急性の生体防御機能障害のある患者の看護 

     ①熱傷 ②急性中毒  

６ 
７ 
８ 
 

集中治療下での看護 

① 呼吸管理 / 人工呼吸器装着中の患者の看護 

② 体液・循環管理 / 体液バランスと循環のモニタリング 

③ 心臓カテーテル・中心静脈圧   

     ④ 心理・精神的支援 家族支援 

西村 講義 

９ 
急性の脳・神経機能障害のある患者の看護 

くも膜下出血患者の看護 ① 事例紹介② アセスメント 

湯浅 演習 １０ くも膜下出血患者の看護  ③ 関連図  ④ 問題点抽出 

１１ くも膜下出血患者の看護⑤ 看護計画 

１２ 
１３ 
１４ 

救急処置法の実際（BLS講習） 
日赤

(湯浅) 
演習 

１５ 終講試験 まとめ   

評価方法 終講試験 70％（田渕 50点・西村 20点）レポート 30％(湯浅) 

テキスト 

・成人看護学 急性期看護論 ヌーヴェルヒロカワ   

・系統看護学講座 別巻 救急看護学 医学書院 

・系統看護学講座 別巻 臨床外科看護総論 著：矢永勝彦，小路美喜子    医学書院 

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学② 呼吸器 著：川村雅文      医学書院  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学③ 循環器 著：吉田俊子      医学書院   

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学④ 血液・造血器 著：飯野京子 医学書院  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学⑦ 脳・神経 著：吉岡成人     医学書院  

参考図書 ・疾患別看護過程の展開 第４版 監修：山口瑞穂子，関口恵子 学研 

履修上の 

注意点  



実務経験のある教員による授業科目 

 
領域 区分 授業科目名 単位 時間数 時期 科目担当者 

専門分

野Ⅱ 
成人看護学 

成人看護学援助論Ⅴ 

生涯にわたり健康コントロー

ルを必要とする患者の看護 

1 30 2学年前期 高山 典子 

授
業
目
標 

 

1. 各疾患の代表的な治療法と具体的な看護援助について説明することができる。 

2. 慢性病をもつ人とその家族のセルフマネジメント能力を高めるための具体的方法につい

て述べることができる。 

3. 慢性腎不全患者へのセルフケアマネジメントを踏まえた患者支援を行うことができる。 

4. 慢性病を有する患者の看護過程を展開することができる。 

 

授   業   計   画 担当 備考 

１ 慢性期看護の考え方 慢性期にある人の特徴と看護援助  

高山 

講義 

 

２ 慢性の内部環境調節障害のある患者の看護 甲状腺機能障害 

３ 
身体防御機能障害のある患者の看護  

膠原病:全身性エリテマトーデス・リウマチ 

４ 
慢性の内部環境調節障害のある患者の看護 

慢性腎不全をもつ患者の看護① 慢性腎臓病  

５ 慢性腎不全をもつ患者の看護② 血液透析、腹膜透析 

６ 慢性の代謝機能障害にある患者の看護 脂質異常症 痛風 

7 慢性の代謝機能障害にある患者の看護 糖尿病 

８ 糖尿病を持つ患者の看護① 事例 アセスメント 

演習 

９ 糖尿病をもつ患者の看護② 関連図 

１０ 糖尿病をもつ患者の看護③ 問題点抽出 

１１ 糖尿病をもつ患者の看護④ 看護計画立案 

１２ 糖尿病をもつ患者の看護⑤ 退院への支援  

事例・パンフレット作成・患者指導 １３ 

１４ 糖尿病をもつ患者の看護⑤ 評価 まとめ 

１５ 終講試験 まとめ  

評価方法 終講試験 80%、グループワーク・課題提出（ルーブリック評価）20% 

テキスト 

・成人看護学 慢性期看護論 第 3版 編集：鈴木志津枝、藤田佐和 ヌーヴェルヒロカワ  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学⑥ 内分泌・代謝 著：吉岡成人 医学書院  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学⑧ 腎・泌尿器  著：河邊博史 医学書院  

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学⑪ アレルギー・膠原病・感染症 著：岩田健太郎 医学書院 

参考図書 
・看護過程に沿った対症看護  監修：高木永子 学研メディカル秀潤社  

・疾患別看護過程の展開 第４版 監修：山口瑞穂，関口恵子 学研   

履修上の 

注意点 課題は提出日を厳守。率先的にグループワークに参加すること。 



実務経験のある教員による授業科目 

領域 区分 授業科目名 単位 時間数 時期 科目担当者 

専門分野Ⅱ 老年看護学 
老年看護学援助論Ⅰ 

老年期の日常生活援助 
1 30  2学年前期 

高﨑 栄子 

井上 順子 

授
業
目
標 

１．高齢者の特性をふまえた援助方法を理解する。 

２．高齢者の生活機能を整えるために必要な看護について理解する。 

授   業   計   画 担当 備考 

１ 高齢者によくみられる身体症状とアセスメント 1 ①発熱 ②痛み ③掻痒 ④脱水 

高﨑 講義 

２ 
高齢者によくみられる身体症状とアセスメント 2 ①嘔吐 ②浮腫  

③倦怠感 ④褥瘡・スキン-テア 

３ 

４ 

５ 

日常生活を支える基本的活動 ①基本動作と環境のアセスメントと看護 

             ②転倒のアセスメントと看護 

③廃用症候群のアセスメントと看護 

６ 

７ 

食事・食生活   ①食生活に着目する意義    

         ②高齢者に特徴的な変調 

         ③摂食・嚥下機能のアセスメントと看護 

         ④食事に対する看護 

８ 

９ 

排泄       ①排泄ケアの基本姿勢  ②排泄障害のアセスメントと看護 

１０ 

清潔       ①清潔の意義       

        ②高齢者に特徴的な変調 

        ③清潔のアセスメントと看護 

１１ 

高齢者と生活リズム  ①高齢者に特徴的な変調 ②生活リズムのアセスメント 

高齢者とコミュニケーション①高齢者とのコミュニケーションの特徴とかかわり方 

            ②高齢者におこりやすいコミュニケーション障害 

             ③コミュニケーション障害のアセスメントと看護 
井上 講義 

１２ 
高齢者の死にかかわる権利の擁護 

①終末期の捉え方  ②アドバンスディレクティブ  ③リビングウィル 

１３ 

１４ 

高齢者の終末期における看護 ①家族の参加と支援 ②チーム支援の意義と役割 

終末期看護の実践 ①介護する家族の生活と健康  ②介護する家族への看護 

１５ 終講試験 まとめ   

評価方法 授業内で適宜実施する小テスト（10％）、終講試験（90％）で総合評価する 

テキスト 
・系統看護学子講座 専門分野Ⅱ 老年看護学 著：北川公子 他 医学書院 

・生活機能からみた 老年看護過程＋病態・生活機能関連図 編：山田律子、荻野悦子、井出訓 医学書院 

参考図書 
・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護 病態・疾患論 著：佐々木英忠 他 医学書院 

・根拠と事故防止からみた 老年看護技術 編：亀井智子 医学書院 

履修上の 

注意点  



実務経験のある教員による授業科目 

領域 区分 授業科目名 単位 時間数 時期 科目担当者 

専門分野

Ⅱ 
老年看護学 

老年看護学援助論Ⅱ 

老年期の健康障害時の看護
1 30  2 学年前期 

平田 優樹 

髙山 典子 

高崎 栄子 

授
業
目
標 

１．高齢者に特有な健康障害を理解する 

２．高齢者の健康障害に応じた援助方法を理解する 

授   業   計   画 担当 担当 

１ 
検査・治療を受ける高齢者の看護  

①円滑な検査実施への援助  ②薬物療法における援助  
平田 講義 

２ 
入院治療・リハビリテーションを受ける高齢者の看護   

①入院に伴う環境の変化  ②生活機能向上につなぐ看護 

３ 

 

疾患を持つ高齢者の看護  

① 骨筋系（骨粗鬆症・骨折等）   
髙山 

講義 

４ ② 循環器系 （心不全・虚血性心疾患）  平田 

５ ③ 呼吸器系 （肺結核・肺炎）  

髙山 

６ ④ 感覚器系（白内障・難聴等）  

７ ⑤ 泌尿器系（前立腺肥大症・前立腺がん・膀胱がん）   

８ ⑥ 脳外・神経系 （パーキンソン病等）  

９ ⑦ 褥瘡・皮膚 

１０ 

１１ 
⑧ 認知機能の障害：うつ・せん妄・認知症 

１２ 
生活・療養の場における看護の展開 

① 在宅高齢者 ②保健・医療・福祉施設における看護 

高崎 講義 １３ 

１４ 

高齢者のリスクマネジメント 

①高齢者と医療安全 ②救命救急 ③災害看護 

１５ 終講試験 まとめ   

評価方法 授業内で適宜実施する小テスト、授業の理解をレポート（20％)・終講試験（80％)で総合評価する

テキスﾄ 
・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学  著：北川公子 他  医学書院 

・生活機能からみた 老年看護過程＋病態・生活機能関連図 編：山田律子、荻野悦子、井出訓 医学書院

参考図書 

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護 病態・疾患論 著：佐々木英忠 他 医学書院 

・ナーシンググラフィカ 老年看護学② 高齢者看護の実践 編：堀内ふき、大渕律子、諏訪さゆり  

メディカ出版 

・老年看護学 概論と看護の実践第 5版 編：奥野茂代、大西和子 ヌーヴェルヒロカワ 

履修上の 

注意点  



実務経験のある教員による授業科目 

 

領域 区分 授業科目名 単位 時間数 時期 科目担当者 

専門分野Ⅱ 老年看護学 

老年看護学援助論Ⅲ 

老年期の健康障害時の援助技術

（看護過程） 

1 15  2学年後期 
髙山 典子 

高﨑 栄子 

授
業
目
標 

 

１．健康障害をもつ高齢者の事例をもとに看護過程を展開できる。 

２．高齢者のもてる力を発揮できるために高齢者アクティビティ（レクリエーション）の実践

を考えることができる。 

 

授   業   計   画 担当 備考 

１ 

高齢者の特徴を活かした看護過程の考え方 

  ①高齢者が望む生活を中心とした看護過程 

  ②生活行動モデルによる看護過程 

  ③目標志向型思考看護過程 

高﨑 

                       

講義 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

看護過程演習 

  紙上事例展開  認知症のある高齢者    

①情報収集とアセスメント 

                  ②全体像 

③もてる力と看護の焦点抽出・明確化 

                  ④看護計画立案 

                     ＊グループワーク 

演習 

 ７ 

 ８ 

高齢者アクティビティ 

 ・高齢者アクティビティとは 

 ・高齢者アクティビティの効果 

 ・高齢者アクティビティの計画立案 ＊グループワーク 

髙山 講義 

評価方法 看護過程演習課題 80％  グループワーク・演習 20％ 

テキスト 

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学  著：北川公子 他  医学書院 

・生活機能からみた 老年看護過程＋病態・生活機能関連図 編：山田律子、荻野悦子、井出訓 

医学書院 

参考図書 

・系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護 病態・疾患論 著：佐々木英忠 他 医学書院 

・ナーシンググラフィカ 老年看護学②高齢者看護の実践 編：堀内ふき,大渕律子,諏訪さゆり  

メディカ出版 

・根拠と事故防止からみた 老年看護技術 編：亀井智子 医学書院 

履修上の 

注意点 事前学習：事例における疾患の病態・治療・看護のポイントを学習しておくこと 
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