
 

領 域 
専門基礎分野 

疾病の成り立ちと回復の促進 
対象学年 2年 開講時期 前期 

科 目 

疾病論Ⅳ 

外科：消化器、循環器、呼吸器、 

内分泌、脳神経 

内科：血液・リンパ系 

単位（時間） 

1単位（30時間） 

消化器外科   8時間 

循環器外科   6時間 

呼吸器外科   4時間 

内分泌外科   4時間 

脳神経外科   4時間 

血液･リンパ系 4時間 

講師名 

所 属 

院内講師    嬉野医療センター 外科医師 

院内講師    嬉野医療センター 心臓血管外科医師 

院内講師    嬉野医療センター 外科医師 

院内講師    嬉野医療センター 外科医師 

院内講師    嬉野医療センター 脳神経外科医師 

吉田 真一郎  長崎医療センター 血液内科医師 

科目目標 

1．開胸術、開腹術、開心術、開頭術等代表的な術式と術後合併症について理解できる 

 2．生体防御機能障害がおこる疾患の特徴と治療について理解できる 

 

授業概要：  

主にテキストの以下の項目に沿って講義を行う。 

授業計画 

回数 講義内容 講義形式 担当講師 

1 

1．消化器系の外科的治療と術後合併症 

1）開腹術と術後合併症 

2）代表的な術式と術後合併症 

（1）食道再建術   

講義 院内講師 

2 
1．消化器系の外科的治療と術後合併症 

2）代表的な術式と術後合併症 

（2）胃切除術と胃全摘術  

講義 院内講師 

3～4 

1．消化器系の外科的治療と術後合併症 

2）代表的な術式と術後合併症 

（3）肝切除術    

（4）膵頭十二指腸切除術  

（5）人工肛門造設術  

（6）結腸切除術 

講義 院内講師 

5～6 

1．循環器系の外科的治療と術後合併症 

1）開心術と術後合併症 

＊IABP・PCPS 

2）代表的な術式と術後合併症 

（1）冠動脈パイパス術   

（2）弁置換術  

講義 院内講師 

7 

1．循環器系の外科的治療と術後合併症 

2）代表的な術式と術後合併症 

（3）解離性大動脈瘤と外科的治療 

（4）腹部大動脈瘤と外科的治療 

講義 院内講師 



8～9 

1．呼吸器系の外科的治療と術後合併症 

1）開胸術と術後合併症 

＊胸腔ドレナージ 

2）代表的な術式と術後合併症 

（1）肺切除術 

講義 院内講師 

10～11 
1．内分泌系の外科的治療と術後合併症 

1）甲状腺摘出術と術後合併症 

2）乳房切除術の種類と術後合併症 

講義 院内講師 

12～13 

1．脳神経系の外科的疾患と外科的治療、術後合併症 

1）頭部外傷 

（1）頭蓋底骨折 

（2）硬膜下血腫 

（3）クモ膜下血種 

2）開頭術と術後合併症 

3）代表的な術式と術後合併症 

（1）開頭血腫除去術 

（2）クリッピング術、シャント術 

（3）腫瘍摘出術 

（4）脳血管内治療 

講義 院内講師 

14～15 

1．血液・リンパ系におこりやすい症状とその病態生理 

1）貧血   

2）白血球数変動   

3）脾腫  

4）リンパ節腫脹 

2．造血機能系の検査・診断 

1）抹消血液検査 

2）骨髄穿刺・骨髄生検 

3）出血傾向の検査：出血時間、プロトロンビン時間（PT）、

部分トロンボプラスチン時間（PTT） 

3．造血器の疾患と治療 

1）赤血球系の異常 

（1）赤血球増加症 

（2）再生不良性貧血 

2）白血球系の異常 

（1）白血球減少症  

（2）無顆粒球症 

   ＊骨髄移植 

3）リンパ球の異常 

悪性リンパ腫の種類 

4）出血性疾患 

（1）紫斑病 

（2）血友病 

（3）汎発性血管内症候群 

5）造血器の腫瘍 

（1）白血病 

（2）形質細胞腫 

（3）多発性骨髄腫 

講義 吉田 真一郎 

 試験   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

【消化器外科】  系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学〔5〕消化器、医学書院 

【循環器外科】  系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学〔3〕循環器、医学書院 

【呼吸器外科】  系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学〔2〕呼吸器、医学書院 

【内分泌外科】1. 系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学〔6〕内分泌・代謝、医学書院 

2. 系統看護学講座 専門分野  成人看護学〔9〕女性生殖器、医学書院 

【脳神経外科】  系統看護学講座 専門分野Ⅱ 成人看護学〔7〕脳神経、医学書院 

【血液･リンパ系】 系統看護学講座 専門分野  成人看護学〔4〕血液・造血器、医学書院 

参考文献 

評価方法 

 筆記試験（別紙評価計画参照） 



 

領 域 
専門基礎分野 

疾病の成り立ちと回復の促進 
対象学年 2年 開講時期 前期 

科 目 

疾病論Ⅴ 

脳神経、眼疾患、皮膚疾患、 

女性生殖器 

単位（時間） 

1単位（30時間） 

脳神経   10時間 

眼疾患    6時間 

皮膚疾患   6時間 

女性生殖器  8時間 

講師名 

所 属 

院内講師  嬉野医療センター 神経内科医師 

院内講師  嬉野医療センター 眼科医師 

院内講師  嬉野医療センター 皮膚科医師 

院内講師  嬉野医療センター 皮膚科医師 

院内講師  嬉野医療センター 産婦人科医師 

科目目標 

 認知機能・感覚機能・生殖機能障害がおこる疾患の特徴と治療について理解できる 

 

授業概要：  

主にテキストの以下の項目に沿って講義を行う。 

授業計画 

回数 講義内容 講義形式 担当講師 

1～5 

1． 脳神経系におこりやすい症状とその病態生理 

2． 脳神経系の検査・診断 

3． 脳神経系の疾患と内科的治療 

4． 脳脊髄液循環障害の疾患と内科的治療 

5． 腫瘍性疾患と内科的治療 

6． 脳・神経系の感染症の疾患と内科的治療 

7． 神経・筋疾患と内科的治療 

8． てんかんの内科的治療 

9． 中枢神経障害の疾患と内科的治療 

10．脱髄性疾患と内科的治療 

11．末梢神経障害の疾患と内科的治療 

講義 院内講師 

6～8 
12．眼疾患におこりやすい症状とその病態生理 

13．眼疾患の検査・診断 

14．眼疾患と治療 

講義 院内講師 

9 15．皮膚機能障害におこりやすい症状とその病態生理 

16．皮膚科の検査・診断 
講義 院内講師 

10～11 17. 皮膚疾患と治療 講義 院内講師 

12～15 
18．女性生殖器でおこりやすい症状とその病態生理 

19．女性生殖器疾患の検査・診察・診断 

20．女性生殖器疾患と治療  

講義 院内講師 

 試験   
 

テキスト 

1. 系統看護学講座  専門分野Ⅱ 成人看護学〔7〕脳神経、医学書院 

2. 系統看護学講座  専門分野Ⅱ 成人看護学〔13〕眼、医学書院 

3. 系統看護学講座  専門分野  成人看護学〔12〕皮膚、医学書院 

4. 系統看護学講座  専門分野  成人看護学〔9〕女性生殖器、医学書院 

参考文献 

評価方法 

 筆記試験（別紙評価計画参照） 


