
2022年度 授業概要
学 科 命公務員科

必修
選択

必 修 年 次 1年次
担当教員 深梅 亜紀子

科目名
(英 )

救急救命処置概論 I

実務経験 O

Int「 oduction to Emergency Care I 授 業 総時間 30B寺 問 開講区分 後期

形態  | 講 義
(単位 ) (2単位 ) 曜日・時]―ス

【授業の 学習 内容】 ( ※ 実 務経験の ある教 貝 矢口見を有する教 貝 が どの よつ な授 業を実施するの か 具体的 | る )

「 救急救命処置」とは「 その症状が著しく悪化する恐れ があり 又 は そ の 生 口P が危険な状態 | こある傷病者が病院又は診療所に搬送されるまでの間に 当該傷病者

こ対して行われる気道の 確 保 ′い芋白の 回復 そ の他 の 処置 で あつて 当該傷病者の症状の著 しし 悪化を防止 し、又 は その生命の危険を回避するた め こ必要なもの

医療職であり 事法 制 全 体 枠組みの中で
し つ 」と定義されて し る 救急枚命士は「 救急救命処置」を反復継続してイ予う とを業 として し る。国家 資格を受けた 医 の の

「 救急救命処置活動 や傷病者 適切な観察と迅速 な緊 急
医 療職との業務の整合性を保ちながらその業 の 範囲が定められ て し る そ の 定め られた範囲で行 つ 」 の

「魅 高めるイ クショナ ザ
重症度の 判 断 は救急救命士 の 必 須 の スキル として「 整 合性 がとれる」ように 繰 り返 し改 善 向上 しなが ら「効 果 」「 効率」 力」を ン ス トラ ル ア

イン の 実践を行 しヽ 本授業修了 時 | は各 々 の説明ができるよつ になる

1 998年 3月看護師免許取得 1 998年4月 20 1 年 3 月 ICU所属 20 1 1 年 4月 20 1 5年 5月 までER所属する

プ ロ′ ィヾダー取得、」TAS酵〔子ま度 重症度半J 定プ口 ′ミィダ―取得 福 岡看護協会災害支援ナース 登録、日 本救急医学会認定ICLSインス トラクター取得

主業務 はICUではROSC後の集中 療 やER初期診療後の 全 身管理、ERでは救急初期診療 BLS ICLS活動 災害教育を行つて し た

病悪巧鶏訂三正棄至場存垢雨諏乖頭琵罪躍顧瓦誘郭諏琵頑更呼巧下顧憲現場て石百て賜病者の適切は観察と緊急度・重症度判別ができるようになる。

く具体的目標〉
①観察について説明できる。
②現場活動の基本について説明できる。
③全身状態の観察について説明できる。
④局所の観察について説明できる。

授業計画・内容

1回 目 (目標①)観察について説明できる。 観察の目的と意義ツ イヾタルサインの正常値・観察の方法 間診、視診、聴診、触診

2回 目 (目 標②)現場活動の基本について説明できる。 状況評価・初期評価・全身観察と重点観察・緊急度、重症度、医療機関選定・搬送、車内活動

3回 目 (目 標②)現場活動の基本について説明できる。 全身観察と重点観察・緊急度、重症度、医療機関選定・搬送、車内活動

4回 目 (目標③)全身状態の観察について説明できる。 外見の観察体位、顔貌、顔色、表情、嘔吐、喀血、吐血、四肢の変形、外出血

5回 目 (目 標③)全身状態の観察について説明できる。 外見の観察皮膚、失禁、痙攣、栄養会話、態度、歩行、行動

6回 目
(目 標③)全身状態の観察について説明できる。

~頁
道に関する観察気道開通、気道閉塞呼吸の有無、性状 ・循環に関する観察脈拍の有無、性状

様式、血圧

7回 目 (目 裸③)全身状態の観察について説明できる。 神経に関する観察」CS、 GCS、 特殊型、神経学的所見異常CPSS、 KPSS

8回 目 (目 標④)局所の観察について説明できる。 皮膚の観察色調、温度、乾燥、発汗、出血班、発疹、浮腫

こつ い 頸

管偏位
9回 目

10回 目 (目 標④)局所の観察について説明できる。   頭部・顔面・頸部皮下気腫、腫脹、変形、髄腋漏、視覚、聴覚胸郭運動、呼吸音、心音

11回 目 (目 標④)局所の観察について説明できる。   腹部腹部膨隆、腹膜刺激徴候、腸婦動音、腹壁静脈怒張、腹部腫瘤腹部動脈拍動

12回 目 (目 標④)局所の観察について説明できる。   鼠頸部・会陰部・骨盤・四肢運動障害、知覚障害、浮腫、腫脹、変形、短縮、動脈拍動関節可動域

13回 目
(目 標④)局所の観察について説明できる。   手指、足趾、爪変形、腫脹、色調、潰瘍、爪床圧迫テスト各種アルゴリズム・緊急度と重症度・判別

の基準

14回 目 終講試験対策

15回 目 終講試験

準備学習
時間外学習

蔑覇頚蕩再藤諏扉覇硬薬鶏訂〒克覇コ野閥努誦反簾覇可蒻評訂藤釈環下蕨頑脈看訴К軍夢て百石あで復習が必要です。

(目 標②)救急救命士の活動内容について予習が必要です。
救急救命士の専門性である「病院前救護活動」での適切な観察や重症度・緊急度判断の学びを深め、適切な迅速な病院搬送ができるため復習が必

要です。
(目 標③)目 標②を達成させるために全身観察の重点をしつかり押さえるために復習が必要です。
r口 土]石 続 、日1百∩ 先注 計十 ス士〃、1-本 Bを E〕

~大
I― ぅ 1、 イ侑 響 .岳 習 Aも泳市ネ十 日 1聾∩ 左宅,k十 ,日百F畑喪 I一ぅ 1、 イイ甲れ2差理 ム ス士ふ府調 べ l泳 亜 不十

評価方法

革穂講封ビ乙番賊議下縣輔瑞雨覇漸碩下彊喬Ч野罰駆頭硬勇頚覇頚魔乱め、筆記試験を行う。
●出席率
●月ヽテスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

魅力:救急救命士の専門性である「病院前救護救護活動Jでの救命率の向上や予後の改善には観察能力、緊急度・重症度判断は非常に大きな役割と

なります。観察するスキルを持つ事で迅速・適切な緊急度・重症度を判断する事に繋がり今後の現場活動に活かされます。

授業計画 :看護師として今まで経験した事をみなさんにお話ししながら授業を進めていきたいと思います。

講義終盤には終講試験対策で国家試験過去問題 (選択問題)を行い国家試験に備え少しずつ慣れていきたいと思います。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :改訂第10版救急救命士テキスト ヘるす出版

季壱娠説ザだ翠暫彗】二夭ラ栃サ身り編二拿望幕井智野催亀異蘇留贅弓昇すT形ワ毛妊市挫書院



2022年度 授業概要
学 科 急救命公務員科

科目名
(英 )

救急救命処置概論 Ⅱ

Introduction to Emergency Care Π

必修
選択

必 修 年次 1年次
古森 喬

○

授業
形態

講義
総時間 :45時間

(単位)|(3単位 )

開講区分 :       後期

曜日・時限:     火曜日 1・ 2限]―ス  :

【摂業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

簑謎蟄繋寮ぷ      健擦為辮継 最男監跳唇癌請縣塚除認4房篭磨撒留鍵鞘雪隆矯
明ができるようになる。

実務経験 :1995年 3月 看護師免許取得 1997年 4月 ～2003年 11月 ICU所属・2003年 11月 ～2010年 10月 ER所属・2010年 11月 ～2015年 2月 循環器、

外科病棟・2015年 3月 ～形成外科、泌尿器科病棟  現在に至る  福岡県施設病院協会看護学校 :2014年～災害看護学・国際看護学 講師

」NTECプ ロバイダー取得、JPTECプ ロバイダー取得、徳洲会災害支援ナース登録、AHA ACLSプ ロバイダー取得、AHA ACLS― EPプ ロバイダー取得、

AHAファーストエイドプロバイダー取得、AHA BLSインストラクター取得

主業務はICUでは術後の管理、集中治療やER初期診療後の全身管理、ERでは救急初期診療・BLS'lCLS活動・災害教育、院内移植ヨーデイネーターを行つていた。

な観察・評価・救急処置ができるようになる。

<具体的な目標>
目標①資基材による観察、目的について説明できる。
目標②外傷処置に対する観察、目的について説明できる。
日標③l次救命処置の目的について説明できる。
目標④在宅医療の目的について説明できる。

授業計画・内容

1回 目
【到達目標】資基材による観察、目的について説明できると①観察の目的と意義・酸素投与方法とその意義・酸素投与時の注意点・SP02測足とその

意義

2回 目
義・酸素投与方法とその意義・酸素投与時の注意点・SP02測 定とその

意 義

3回 目
【到達目標】資基材による観察、目的について説明できる。②観察の目的と意義・血圧測定とその意義・血圧測定の注意点・聴診器の使い方とその意

義

4回 目
の目的と意義・血圧測定とその意義・血圧測定の注意点・聴診器の便い方とその意

義

5回 目 【到達目標】資基材による観察、目的について説明できる。③・気管内挿管とは'気管内挿管の適応,気管内挿管の手順・気管内挿管の合併症

6回 目 【到達目標】資基材による観察、目的について説明できる。③・気管内挿管とは・気管内挿管の適応・気管内挿管の手順 気管内挿管の合併症

7回 目 【到達目標】資基材による観察、目的について説明できる。③・気管内挿管とは・気管内挿管の適応・気管内挿管の手順・気管内挿管の合併症

8回 目 【到達目標】資基材による観察、目的について説明できる。③,気管内挿管とは'気管内挿管の適応 気管内挿管の手順・気管内挿管の合併症

9回 目
【到達目標】資基材による観察、目的について説明できる。④・閉鎖式エアウエイの気道確保器具について・ラリンゲルマスク・アイジエル・ラリンケルチュー

ブ コンビチューブ

10回 目
ウエイの気道確保器具について・ラリシゲルマスク・アイジエル・ラリンケ〕レチュー

ブ'コ ンビチューブ

11回 目
【コl達 目標】外傷処置に対する観察、目的について説明できる。①・止血方の目的と適応・止血点止血法 SBチューフ・永久止血法・肉視鏡による止血

,去

12回 目
【到達目標】外傷処置に対する観察、目的について説明できる。① 止血方め目的と適応・止血点止血法 SBチューブ・永久止血法・内視鏡による止血

,去

13回 目
【到達目標】外傷処置に対する観察、目的につしてて説明できる。②・固定処置の目的とその意義・ネックカラー、バツクボード・包帯、三角巾・シーネ・陰Lキ

フス

14回 目
【到達目標】外傷処置に対する観察、目的について説明できる。②・固定処置の目的とその意義・ネックカラー、バツクボード・包帯、三角巾・シーネ・陰圧ギ

ブス

15回 目 【到達目標】1次救命処置の目的について説明できる。・¬次救命処置の目的とその意義・除細動器とその意義・除細動器使用時の合併症

準備学習
時間外学習

(目 標①)救急救命士としての資基材による観察、目的について復習が必要です。
(目 標②)救急救命士として外傷処置に対する観察、目的について予習が必要です。
(目 標③)救急救命士として1次救命処置の目的について復習が必要です。
(目 標④)救急救命士として在宅医療の目的について復習が必要です。

評価方法

医療における救急活動の習熟度を測るため、筆記試験を行う。

●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

魅力 :救急救命士として基礎的処置を習得することは救命率の向上にに繋がります。

授業計画 :看護師として今までの経験を活かし皆さんが興味をもてる授業内容で進めていきたいと思います。

救急救命士は専門性で難しいイメージがあると思いますが授業の中で少しずつ過去の国家試験問題を解き学んでいきたいと思います。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :改訂第 10版 救急救命士テキスト ヘるす出版

参考書 〔救急救命士標準テキスト追補板 へるす出版 わかりやすい救急救命士法 へるす出版



2022年度 授業概要
学 科 魚救命公務員科

科目名
(英 )

救急救命処置概論 Π

Introduction to Emergency Care Ⅱ

必修
選択

必 修 年 次 1年次
担当教員 古森 喬

実務経験 ○

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

45時間

(3単位)

開講区分

曜日・時限

後期

火曜日 1・ 2限ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的 I こ記載する)

実務経験 :1995年 3月 看護師免許取得 1997年 4月 ～2003年 11月 ICU所属・2003年 11月 ～2010年 10月 ER所属,2010年 11月 ～2015年 2月 循環器、

外科病棟・2015年 3月 ～形成外科、泌尿器科病棟  現在に至る  福岡県施設病院協会看護学校 :2014年～災害看護学・国際看護学 講師

」NTECプ ロバイダー取得、JPTECプ ロバイダー取得、徳洲会災害支援ナース登録、AHA ACLSプロバイダー取得、AHA ACLS― EPプ ロバイゲー取得、

AHAフアーストエイドプロバイダー取得、AHA BLSイ ンストラクター取得

主業務はlCUでは術後の管理、集中治療やER初期診療後の全身管理、ERでは救急初期診療・BLS'ICLS'舌 動・災害教育、院内移植ョーデイネーターを行つていた。

<具体的
目標①
目標②
目標③

な目標>

授業計画・内容

16回 目 【到達目標】引次救命処置の目的について説明できる。・¬次救命処置の目的とその意義・除細動器とその意義・除細動器使用時の合併症

17回 目 【到達目標】1次救命処置の目的について説明できる。・司次救命処置の目的とその意義・除細動器とその意義・除細動器使用時の合併症

18回 目 【到達目標】1次救命処置の目的について説明できる。・1次救命処置の目的とその意義・除細動器とその意義・除細動器使用時の合併症

19回 目 【到達目標】在宅医療の目的について説明できる。・在宅療養とは・在宅療法の種類・酸素療法、自己注射、経管栄養、気管切開、自己導尿など

20回 目 【到達目標】在宅医療の目的について説明できる。・在宅療養とは・在宅療法の種類・酸素療法、自己注射、経管栄養、気管切開、自己導尿など

21回 目 試験対策

22回 目 まとめ

23回 目 終講試験

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :改訂第10版救急救命士テキスト ヘるす出版

参考書 :救急救命士標準テキスト追補板 へるす出版 わかりやすい救急救命士法 へるす出版



2022年度 授業概要
学 科 救魚救命公務員科

担当教員 :

実務経験 :

○

河野 寛幸
必 修 2年次年 次

必修
選択

救 急症候学 I

Emerrency Symptomatology I

科目名
(英 )

30時間

2単位

開講区分

曜日・時限

後 期

火曜日 12限
総時間
(単位 )

請義
業

態

授

形
ヨース

実務者経験 :1986年 6月 ～現在

岡徳洲会病院、函館共愛会病院、聖マリア病院、福岡和白病院等で救急業務に携わつている。

にこ各
た二次救

にようにAHAこ繋

るす的具体 記載のる かが ど よの な授つ を業る教員※ ある教員の 矢日授 の学業 内容】習 務経験実
つ し できる「 の 中集 療」 て説明る 次救命 置処 自と 芋白己 心 開再 後生理 る事め の連鎖であで救命し 内容かた さら|う 症 病態 を深候急病救 生理態 学 で習 得

事でどを不I し用 命処置を行うの 定 る薬剤投与や為」であ 確気道 保器具なBLS) して 処救急救命 置 」 特 行救 急 士救 命 は 次 救 置命 処 と平イ予こなる
々は各 説 明の るができプ―ACLS 口 得をす でる事 修本授業 時了イ 一 受ゲ 講 取的上 予と の改後 韮 が ります 最 終のく 救命率の傷病者の 向

※

り多
る。

系、呼吸系、消化系、泌尿器系に関わる疾患の症候・病態生理を学び、救急現場において適切な観察・評価・救急処置ができるようになる。

<具体的な目標>
目標①めまいについて説明できる
目標②呼吸困難について説明できる
目標③喀血について説明できる
目標④失神について説明できる
目標⑤胸痛について説明できる
日標⑥動悸について説明できる

【到達目標】

授業計画・内容

こつ

・原因疾患 判別を要する病態・緊急度、重症度の判断・現場活動

分 1末梢性2中枢性3失神性

し

し こつい

・定義、 分類¬ 吸気性呼吸困難2呼気

原 刊 呼吸 2循環系3外因系、随伴症状・

1回 目

8回 目

2回 目

7回 目

3回 目

6回 目

4回 目

5回 目

定義・分類・喀血による影響

定義、概念・

にヽつし

中枢性、失神性の鑑別原

(目

判別・現場活動随伴症状・緊急度、重
つ い吸

つ 明

について

急度、重症度の判断・現場活動

混合性呼吸困難

・定義、概念・原因疾患
(目 について

9回 目

10回 目

11回 目

12回 目

13回 目

14回 目

こつい

)

活動半1別

(

(

原因疾患・随伴症状・緊急度、重症度の判断・現場活動

につい

る病態・緊急度、重症度の判別・

るこつ し

定義、概念・発症機序

原因疾患・緊急度、重症度の判断・現場活動
こつ し

定義、概念・発症機序
こつし

終講試験15回 目

学について予習が必要です。
(目 標①～⑥)各症候の振り返りと復習が必要です
最終的にAHA― BLSプ ロバイダー受講するので事前学習が必要です。

準備学習
時間外学習

評価方法

●出席率
●小テスト

●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

医ス ト

受講生への
メッセージ

動内容を体験・学ぶ事で理解が深まり今後の現場活動に活かされます。

授業計画 :最終的にAHA―ACLSプ ロバイダー受講します。その必要な理論(知 識)は、前半の授業で行いますので体調管理には、気をつけて欠席をし

い様にしてください。

こ活たに

のとの」で
―ACLSAHA プ ゲィヾ ―受講 る事す 際で実がめ よ か常 自ケD 館己 研 必要 ですまた具 な芋旨示を体 的 得 る症 候 る知関す 必言哉が です要各

【使用教科書・教材・参



2022年度 授業概要
学 科 急救命公務員科

年 次 2年次
河野 寛幸担当教員

実務経験 ○
必修

必修
選択

救急症候学 Ⅱ

Emerrency Symptomatology ll

科目名
(英 )

:       後期

i     火Π翌日 12限

開講区分

曜日・時限
講義

総時間
(単位 )

15時間

1単位

授業
形態ヨース

実務者経験 :1986年 6月 ～現在
岡徳洲会病院、函館共愛会病院、聖マリア病院、福岡和白病院等で救急業務に携わつている。

に

た
によう

ににAHA―に繋

つ し 説 明て できる自と 芋白己 心 開後再 中の集 治療生理 る事で救命め での連鎖 次救命処置ある生理学 で した 容 か内 さろ ち 症候こ各 病態 を深急病救 態 習 得
r し用 次 救 処置を行う事での で や 気与 保器具な道確 示|〕どをと て 救急救命処 特定行為 ある薬剤投置 」し士救急救命 次救命は 一 処置 BLS) 平行なる

々 の ができ よる つよ各 説 明′ で 修業 時了ACLSプ ロ イダ 受 得 を講 取 る事す 本 授の の 上 と向 予 改の りますが韮 最終的り く多 病者 救命率 後の傷

、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する

の他各種疾患の症候・病態生理を学び、救急現場において適切な観察・評価・救急処置ができるようになる。

<具体的な目標>
目標①腹痛について説明できる
目標②吐血・下血について説明できる
目標③腰痛・背部痛について説明できる
目標④体温上昇について説明できる

【到達目標】

授業計画・内容

1回 目
つ

関連痛刊発 内 関連痛、原因疾患1 内

2回 目

3回 目

患、随伴症候・緊急度、重症度の 断・現場活動

い

る ・緊急度、重症度の判断・・定義、概念 因疾患司 吐血疾患2下血疾患、

につし(目

部位から診断する疾患・既往歴から

4回 目

5回 目

6回 目

・緊急度、重症度の判断・

緊急度、重症度の判断・現場活動

こつ

下 て)い

吐血の性状から診断する疾 ・下血の性状から診断する疾患・半1

こつ し

患2血管疾患定義、概念・原因疾患1 内臓疾患 3筋・

原因疾患・緊急度、重症度の判別・現場活動定義、概念・発症機序・病態、発
(目 につい

7回 目

8回 目 終講試験

LSプ ロバイダー受講

ら

準備学習 (目 標①～④)各症候の振り返りと復習が必要です
時間外学習 最終的にAHA― BLSプ ロバイダー受講するので事前学習が必要です。

学について予習が必要です。

評価方法

●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

理 のに て ス ト

受講生への
メッセージ

動内容を体験・学ぶ事で理解が深まり今後の現場活動に活かされます。

授業計画 :最終的にAHA―ACLSプ ロバイダー受講します。その必要な理論(知識)は 、前半の授業で行いますので体調管理には、気をつけて欠席をしな

い様にしてください。

に

に指 示

え的とで」で
ヽAHA―ACとSプロ ダ 講す一受 でる事 実 際 活イは か 自ら 研鑽己 要ですが 必ま 的な るためを得 に 常関 るす 識が必矢日 要です各症候 た具体

【使用教科書・教材

教科書 :改訂第10版 救急救命士テキスト ヘるす出版
Erで 役立つ救急症候学 河野 寛幸



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科 目名

(英 )

救急病態生理学 I
必修
選択

必 修 年 次 2年次

授業
形態

講 義
45時間

3単位

総時間 :

(単位):
開講区分

曜日・時

前 期

火曜日 12限 目ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

救急救命士の専門職である「救急救命処置」の中でも「包括的指示」であるBLS(BaSc ttfe Suppo武 )は 自己研鑽が必須であり、「救命の連鎖」として一般市民への

指導や普及活動を行う事で傷病者の予後に大きく左右する。「心停止の予防」や「心停止の早期認識」に関して迅速で的確な判断が必要とされる。そのため救急病

態生理学を学び病態に関する知識を深める事が重要である。最終的にはAHA― BLSプ ロバイゲー取得をする事で本授業修了時には各々の説明ができるようにな

る。

※実務者経験 :1986年 6月 ～現在

福岡徳洲会病院、函館共愛会病院、聖マリア病院、福岡和白病院等で救急業務に携わつている。

福岡博多トレーニングセンター 代表理事 (AHA―BLS AHA― ACLS)

【到達目標】

呼吸不全・循環不全(心不金・ショック)・ 心肺停止の症候・病態生理を学び、救急現場において適切な観察・評価・救急処置ができるようになる。

<具体的な目標>
目標①呼吸不全について説明できる
目標②心不全について説明できる
目標③ショックについて説明できる
日標④心肺停止について説明できる

授業計画。内容

1回 目
る

2回 目 出量、呼吸不全、その他)心肺停止に至る病

つ し

目標④)心肺停止について説明できる
・生体酸素状況(不整脈、低心拍出量、呼吸不全、その他)

3回 目

4回 目 5H5T)・ ′い

こつ

5回 目
(目 標④)心肺停止について説明できる
・心肺蘇生中の生理学的動態・心拍再開後(ROSC)の 生理学的動態

6回 目
(目 標④)心肺停止について説明できる
。心肺停止についてまとめ・振り返り

7回 目 ・AHA― BLSプ ロバイダー プレ学 習

8回 目 ・AHA― BLSプロバイダー プレ学習

9回 目 AHA― BLSプ ロバイゲー プレ学 習

10回 目
(目 標①)呼吸不全について説明できる
・定義と概念・基本的病態

11回 目 混合性換気障害・低酸素血症、高二酸化炭素血症・緊急度、重症度判別
につい

12回 目 呼吸運動障害 (発生機序・病態・対応)・ 気道の障害 (発生機序・病態・対応 )

て)い

13回 目
(目 標①)呼吸不全について説明できる
。肺胞の障害(発生機序・病態・対応)・ 肺間質の障害(発生機序・病態・対応)

14回 目 呼吸不全についてのまとめ・振り返り

こつ し

15回 目
(目 標②)心不全について説明できる
・定義と概念・原因疾患・病態生理学(心機能曲線、神経・内分泌反応、循環の変化)

準備学習
時間外学習

目標ё呼吸不全について踊床医学呼硬器蕨顧の理解が不可欠です。さらに解剖学、呼吸・血液生理学、運動字について予智が必要です。
日標②心不全について臨床医学循環器疾患の理解が不可欠です。さらに解剖学、循環・血液生理学、運動学について予習が必要です
目標③ショックについて目標①②の復習が必要です。
目標④心肺停止について臨床医学循環器疾患の理解が不可欠です。さらに解剖学、循環・血液生理学、運動学について予習が必要です。
最終的にAHA― BLSプロバイダー受講するので事前学習が必要です。

最終講義にて定期テスト(終講試験)を行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。
●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験)

上記にて成績評価判定を行う。

評価方法

受講生への
メッセージ

魅力:一般市民へ指導の立場でもある救急救命士は最終目標のAHA― BLSプ ロバイダー受講する事で実際に活動内容を体験でき本授業の概要の理

解が深まります。さらに自己研鏡する事で「包括的指示」の中でも迅速に的確に判断・処置することができ今後の現場活動に活かされます。

授業計画 :最終的にAHA― BLSプ ロバイゲー受講します。その必要な理論(知 識)は 、前半の授業で行いますので体調管理には、気をつけて欠席をしな

い様にしてください。

【使用 教材・参考書】

教科書 :改 訂第10版 救急救命士テキスト ヘるす出版
Erで 役立つ救魚症候学 河野 宙幸



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

救急病態生理学 I科目名
(英 )

必修
選択

必 修 年 次 2年次

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

45時間

3単位

開講区分

曜日・時限

前 期

火曜日 12限 目コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

救急救命士の専門職である「救急救命処置」の中でも「包括的指示」であるBLS(BaSc ttfe Suppo武 )は 自己研鑽が必須であり、「救命の連鎖」として一般市民への

指導や普及活動を行う事で傷病者の予後に大きく左右する。「心停止の予防」や「心停止の早期認識」に関して迅速で的確な判断が必要とされる。そのため救急病

態生理学を学び病態に関する知識を深める事が重要である。最終的にはAHA― BLSプロバイゲー取得をする事で本授業修了時には各々の説明ができるようにな

る。

【到達目標】

呼吸不全・循環不全(心不全・ショック)・ 心肺停止の症候・病態生理を学び、救急現場において適切な観察・評価・救急処置ができるようになる。

<具体的な目標>
目標①呼吸不全について説明できる
目標②心不全について説明できる
日標③ショックについて説明できる
目標④心肺停止について説明できる

授業計画・内容

16回 目
目 ショ につい

・循環血液量減少性ショック・心原性ショック

17回 目
心 外 血液分布異常性ショック

18回 目
について

ショックについてのまとめ・ り返り

19回 目
ショックについて

念・ショックの判断と判別・種類と分類・ 重症度判別・病態

20回 目 心不全についてのまとめ・ り返り

21回 目
(目 について

慢性心不金の急性増悪・現場活動

22回 目
につし

( 心拍出量、肺うつ血、体循環うつ血、循環系)・ 種類(急 左心・右心・うつ血)

23回 目 終講義試験

準備学習
時間外学習

ず。さらに解剖学、呼吸・血液生理学、運動字について予習が必要です。

目標②心不全について臨床医学循環器疾患の理解が不可欠です。さらに解剖学、循環・血液生理学、運動学について予習が必要です

目標③ショックについて目標③②の復習が必要です。
目標④心肺停止について臨床医学循環器疾患の理解が不可欠です。さらに解剖学、循環・血液生理学、運動学について予習が必要です。

最終的にAHA― BLSプ ロバイダー受講するので事前学習が必要です。

評価方法

テスト( るため、

●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

の AHA― BLS 口 ′ イ 内 の

解が深まります。さらに自己研鑽する事で「包括的指示」の中でも迅速に的確に判

授業計画 :最終的にAHA― BLSプロバイダー受講します。その必要な理論(矢日識)は

断・処置することができ今後の現場活動に活かされます。

、前半の授業で行いますので体調管理には、気をつけて欠席をしな

い様にしてください。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :改訂第10版救急救命士テキスト ヘるす出版
Erで役立つ救急症候学 河野 寛幸



2022年度 授業概要
学 科 救 急救命公務 員科

担当教員
2年次

実務経験

河野 寛幸

○
必 修

必修  :
選択  :

年 次救急病態生理学 E科目名
(英 )

火曜日 12限

前期45時間

3単位

総時間
(単位 )

開講区分

曜日・時限
講義

授業
形態]―ス  :

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授

救急病態生理学 Iで習得した内容からさらに各症候・病態生理を深める事で救命の連鎖である「二次救命処置と自己心拍再開後の集中治療」について説明できる

ようになる。救急救命士は一次救命処置 (BLS)と平行して「救急救命処置」の「特定行為」である薬剤投与や気道確保器具などを利用した二次救命処置を行う事で

より多くの傷病者の救命率の向上と予後の改善に繁がります。最終的にAHA―ACLSプロバイダー受講取得をする事で本授業修了時には各々の説明ができるように

なる。

※実務者経験 :1986年 6月 ～現在
福岡徳洲会病院、函館共愛会病院、聖マリア病院、福岡和白病院等で救急業務に携わつている。
女口爾キ台ク_(lヶ__一 ′`ガ■夕` ″々 中― イ十嘉 T甲 室 r△ HA―寂I(ミ AHA― A∩ I(ミ ヽ

業を実施するのか、具体的に記載する)

【到達目標】

神経系に関わる疾患の症候・病態生理を学び、救急現場において適切な観察・評価・救急処置ができるようになる。

<具体的な目標>
目標①重症脳障害について説明できる
目標②意識障害について説明できる
目標③頭痛について説明できる
目標④痙攣について説明できる
目標⑤運動麻痺について説明できる

授業計画'内容

1回 目
党明てきる

・概念・発生機序

2回 目
(目 標①)重症脳障害について説明できる
・一次性R凶病変、二次性脳病変

3回 目
害について説明できる

・頭蓋内圧克進・脳ヘルニア

4回 目
(目 標①)重症脳峰

~害
について説明できる

・特殊な意識障害

(目 標①)重症脳障害について説明できる
。
1図障害まとめ・1凶障害振り返り5回 目

6回 目
日月できる

・原因刊 一次性脳病変2二次性脳病変・随伴症状

7回 目
(目 標(2))意 識障害について説明できる
。随伴症状 1 バイタル異常2-般 症候3神経所見

8回 目
(目 標②)意識障害につて説明できる
・判別を要する病態

9回 目
(目 標⑫)意識1軍 署につて説明できる
・緊急度、重症度判別・現場活動

(目 標③)頭痛について説明できる
・発症機序・分類1-次性頭痛2二次性頭痛10回 目

11回 目
(目 標③)頭痛について説明できる
・原因疾患
(目 標(3つ )頭痛について説明できる
・発症の状況・性状

12回 目

13回 目
(目 標③)頭痛について説明できる
・随伴症状・緊急度重症度の判断・現場活動

(目 標(4))痙 撃について説明できる
,定義、概念・病態

14回 目

15回 目
(目 標④)痙攣について説明できる
種類刊 局所性2全身性

(目 標①～⑥)各症候の振り返りと復習が必要です
最終的にAHA― BLSプ ロバイダー受講するので事前学習が必要です。準備学習

時間外学習

評価方法

最終講義にて定期テスト(終講試験)を行い、生命・「医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。

●出席率
●月ヽテスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

魅力:二 次救命処置は「牛寺定行為」であり医師との連携が必須で特定行為指示要請が必要となります。傷病者の状態を迅速に的確に伝えるためには

各症候に関する知識が必要です。また具体的な指示を得るためには日常から自己研鑽が必要です。AHA―ACLSプ ロバイダー受講する事で実際に活

動内容を体験・学ぶ事で理解が深まり今後の現場活動に活かされます。

授業計画:最終的にAHA― ACLSプ ロバイダー受講します。その必要な理論(知 識)は 、前半の授業で行いますので体調管理には、気をつけて欠席をしな

い様にしてください。

【使用教科書・教材・参

教科書 :改 訂第10版救急救命士テキスト ヘるす出版
Erで 役立つ救魚デ干候学 河野 宙華



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

必修
選択

2年次
担当教員 河野 寛幸

科目名
(英 )

救急病態生理学 亘 必 修 年 次
実務経験 O

授業

形態

総時間 45時間 開講区分 前 期
講義

(単位 ) 3単位 曜日・時限 火曜 日 12限
ヨース

【授業の学 習 内容】 ( ※ 実務経験のある教貝 矢口見 る教 貝 が どの ような授業を実施するの か 具 体 的 に 記 載 する )

救急病態生理学 I で習得 した内容かろ さら| こ各症候 病態生理を深 める事で救命の連鎖で ある「 二次救命処 置 と自己 心 拍再開後 の 集 中治療」I つ し て 説 明できる

よう| こなる 救急救命士は 次救 命処置 ( BLS ) と平行して 薬剤投与や気道確保器具などを不I〕用 した 次救命処置を行う事で より多くの傷病者 の救命率 の 向上 と予

後の改善に繋がります。
最終的にAHA―ACLSプロバイゲー受講取得をする事で本授業修了時には各々の説明ができるようになる。

【到連目標】

神経系に関わる疾患の症候・病態生理を学び、救急現場において適切な観察・評価・救急処置ができるようになる。

<具体的な目標>
目標①重症脳障害について説明できる
日標②意識障害について説明できる
日標③頭痛について説明できる
目標④痙攣について説明できる
日標⑤運動麻痺について説明できる
日標⑥めまいについて説明できる
日標⑥失神について説明できる

授業計画・内容

判断・現場活動

対麻痺4四肢麻痺 5交又

緊急度、重症度の判断・現場活動

麻痺

判別を要する

16回 目

21回 目

17回 目

20回 目

18回 目

19回 目

こつし
・判別を要する病態・緊急度、

こつし

につい

因疾患・随伴症状

・分類1単麻痺  2

・各症候についてまとめ、振り返りを行う (試験対策含む)22回 目

23回 目 終講試験

準備学習
時間外学習

らに解剖学、脳神経・血液生理学、運動字について予智が必要です。

(目 標①～⑥)各症候の振り返りと復習が必要です
最終的にAHA一BLSプロバイゲー受講するので事前学習が必要です。

評価方法

●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

こて ス

受講生への
メッセージ

内容を体験・学ぶ事で理解が深まり今後の現場活動に活かされます。

授業計画:最終的にAHA―ACLSプ ロバイダー受講します。その必要な理論(知 識)は 、前半の授業で行いますので体調管理には、気をつけて欠席をしな

い様にしてください。

に

にう舌動
に

医り
′AHA ACLSプ ロ ゲ 講す一 受 で実際る事ィヾめ | よ| 常 りか 己自 必要です研鑽がまた具体 な的 得 る指示を た症 候 す関 識 がる知 です必 要

【使用教科書



2022年度 授業概要
学 科 救急救命公務員科

担当教員

実務経験

古森 喬

23年
1年次年 次必 修

必修
選択病院前医療概論 I

Introduction to Prehospital Ca「 e I

科目名
(英 )

開講区分

曜日・時限

前期

火曜日 1・ 2限
授業
形態

講義
30時間

(2単位 )鰯帥ヨース

・BLS・ ICLS て し

的に記載する)

こついて救急救命士の必須のスキルとして学

記録・関係機関との連携について理解し、本コント

かのす施 るよの を実がる教員 ど な授つ※ 験 あの 教員る 矢日見実務経学 習の 内容授業
防機関,肖 おける救急活動プ レ市Ⅲ医療体 レホスピタ療体制害医 病院前は 急救 医療体制医療概論で病院前

の救急活動通と搬送 信体制医療機関選定レ ロ ー ル MC や現場活動メディカは医療概論で病院前びます

に 至

の ができ ようる こなる。時 ! は 各々 説 明了,多授業
201棟 5年外科病20120 月 2月5年 循環器20 E 0年ICU 月 0年 月 属R所997 2003年 月 属所 2003年4年 月99 得師免許取5年 3 看護月実務経験

除看護学 講 師4年 災害看護学会 看岡福 施設病県 院協 護学校る病棟泌尿器科 現在月 形 成外科
ス′EPプロ AHAフアーイダ 取 得ACLSAHA口LSプ ダ 取得ィヾACAHAス登録、空 支援ナー徳 会 災洲PTECプ ダ 取得ィヾ」′NTECプロ ダ 取 得イ」

トェィドプロバ イダー取得 、AHA BLSイ ンストラクター 取 得

【到連目標】

枚急・災害・病院前医療体制について学び消防機関における救急活動を熟知し傷病者を安全に救急搬送できるようになる。

(具体的目標〉
目標①・救急医療体制について説明できる。

目獲8:義雇寄径嬢釈馬星猛馬診躍塀請にっぃて説明できる。
目標④・消防機関における救急活動について説明できる。

第二次二次こつ医療シス 医療体制)ム I てヽt 救急( 病院告示 期初ア

つ

)・ 周産翔・精神・小 療体制について初期・第二次・

トリアージについて'大規模災害における 害医療体制について・

1回 目

4回 園

2回 目

3回 目

授業計画・内容

リににつし
小児医療体制について

目

システムについて (

につい
(CBRNE)に ついて

こつい

について・特殊災害(CBRNE)に ついて害における災害トリアージについて'

5回 目

6回 目

7回 目

8回 目

こつし

当 )

ににジ |
しつ てつ fお る災害サ 医療体制しアトリ てヽ 大規模 堂

に つ

しつルホス至1 目
P サDCA クイ )ルMC てヽし MC 協議会MC直接( 間

(CBRN匠 )について

につし

体制について・特殊災害(CBRNE)に ついてトリアージについて'大規模災害におけ
のる。

のル)につい

MCについて (直接 MC・ 問 接 MC・ 協 議 会・PDCAサ イクル )

BLS・ ACLS

BLS'ACLS
Cに

ル 明

C サPDCA クイ レノ )つ し て C 間接M 協議会M ( 直接M9回 目

10回 目
BLS・ ACLS・ 応タル)について で

つ

関関係機 の連携との市1通信体 急活動救機関選定医療

に つ し目
の連携活 動救 急 関 との記録 関係機通 体イ言 常1と搬送医療機関選定

目
・MCについて (直接 MC・ 間 接 MC・ 協 議 会・PDCAサ イクル )

11に
11回 目

12回 日

13回 目 ・通信体制・救急活動の記録・関係機関との連携医療機関選定

信
| 明でつ ・119

終講試験対策14回 目

15回 日 終講試験

こつ

に

こ実
に

でする来 ため も 習予 要が 必切適ヽ が 出で迅速な搬送しと て 多角軍し 応を数傷病者対 行 し救命士 人 時の概念を理堂救 急( 目
| が必習 要ですめプ タピ )ル 迅速 Iを 施す も復るたと てし 医 ( レホス療体制病院前救急救命士

標②)

標③)

がくヽためて し も復 習 です必要を理解 て実施しし通 救急活動の 関記 録 係機関としと 医療機関て 定と選 搬送 十言l本 市1( 標④)目 命士救急救
準備学習
時間外学習

画 :看護師として今までの経験を活かし皆さんが興味をもてる授業内容で進めてし

命士は専門性で難しいイメージがあると思いますが授業の中で少しずつ過去の国

測るため、
行 い 、

のに け

しで

きヽたいと思います。
家試験問題を解き学んでいきたいと思います。

ス

その

試験を行う。
●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講言式験 )

義にて

評価方法

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :改 訂第 10版救急救命士テキスト ヘるす出版

参考書 :救 急救命士標準テキスト追補板 へるす出版 わかりやすい救急救命士法 へるす出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

必修
選択

必修 年 釈 2年次
古財/灘 辺

○

担当教員 :

実務経験 :

科目名
(英 )

:  救急処置実習 Ⅱ(応用手技 )

:Emergency Care Practical Training(Appned sk‖ Is)

コース  :
実習

授業
形態

総時間
(単位 )

405時間

9単位

前期・後期

月曜・木曜

開講区分

曜日・時限

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状
態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解
し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

※実務者経験 :

古財 敏行 :】ヒ九州市消防局で35年間勤務・救急救命九州研修所5年間勤務
灘辺 正信:宗像地区消防本部勤務

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

1回 目 (オ リエンテーション)救急処置の重要性を理解し救急救命士としての使命を説明できる。

2回 目 (規律訓練)節度を持った行動ができる。

3回 目 (規律訓練)節度を持つた行動ができる。

4回 目 (規律訓練)節度を持った行動ができる。

5回 目 (心肺蘇生法)適切な心肺蘇生法 (BLS)が 出来る。～1年次の理解及び習得度確認～

6回 目 (心肺蘇生法)適切な心肺蘇生法 (BLS)が 出来る。～1年次の理解及び習得度確認～

7回 目 (心肺蘇生法)適切な心肺蘇生法 (BLS)が 出来る。～1年次の理解及び習得度確認～

8回 目 (心肺蘇生法)適切な心肺蘇生法 (BLS)が 出来る。～1年次の理解及び習得度確認～

9回 目 (心肺蘇生法)心肺停止患者の対応として救急隊の活動ができる。 (デモ活動DVD)

10回 目 (心肺蘇生法)心肺停止患者の対応として救急隊の活動ができる。 (デモ活動DVD)

11回 目 (心肺蘇生法)心肺停止患者の対応として救急隊の活動ができる。 (デモ活動DVD)

12回 目 (心肺蘇生法)心肺停止患者の対応として救急隊の活動ができる。 (デモ活動DVD)

13回 目 (心月市蘇生法)心肺停止患者の対応として救急隊の活動ができる。 (デモ活動DVD)

14回 目 (心月市蘇生法)心肺停止患者の対応として救急隊の活動ができる。 (デモ活動DVD)

15回 目 (心肺蘇生法)心肺停止患者の対応として救急隊の活動ができる。 (デモ活動DVD)

準備学習
時間外学習

準備字習 :1年次で習つた手枝を復習すること。また、隊で情報を共有し運携を高める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実技試験で総合評価を行う。
●出席率(67%以 上)

●授業態度
●定期実枝試験

受講生への
メッセーン

救急現場で
~夫

際の傷病者に対して適切な対応や処直が出来るよ引こならなけれはなりません。1年久で身につけたスキルを再石径認し、より正確で確
実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へ るす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

古財/灘辺

○

担当教員

実務経験

修
択

必
選

必 修 年 次 2年次救急処置実習Π(応用手技 )

Emergency Care Pracjcal Training(App ed Skils)

科目名
(英 )

405時間

9単位

前期・後期

月曜・木曜

開講区分

曜日・時限]―ス

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状

態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解

救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。

修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

に る )

、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

16回 目 (心肺蘇生法)心肺停止患者の対応として救急隊の活動ができる。 (デモ活動DVD)

17回 目 (器具を使用した気道確保)ラ リングアルチューブ (LT)が 実施できる。 (基本手技・DVD)

18回 目 (器具を使用した気道確保)ラ リングアルチューブ (LT)が 実施できる。 (基本手技・DVD)

19回 目 (器具を使用した気道確保)ラ リングアルチューブ (LT)が 実施できる。 (基本手技・DVD)

20回 目 (器具を使用した気道確保)ラ リングアルチューブ (LT)が 実施できる。 (基本手技・DVD)

21回 目 (器具を使用した気道確保)ラ リングアルチューブ (LT)が 実施できる。 (基本手技・DVD)

22回 目 (器具を使用 した気道確保)ラ リンゲアルチューブ (LT)が 実施できる。 (基本手技 。DVD)

23回 目 (器具を使用した気道確保)ラ リンゲアルチューブ (LT)が 実施できる。 (基本手技・DVD)

24回 目 (器具を使用 した気道確保)ラ リンゲアルチューブ (LT)が 実施できる。 (基本手技・DVD)

25回 目 (器具を使用した気道確保)心肺停止思者の対応として救急隊の活動及びラリングアルチューブが実施できる。 (デモ活動DVD)

26回 目 (器具を使用した気道確保)心肺停止患者の対応として救急隊の活動及びラリングアルチューブが実施できる。 (デモ活動DVD)

27回 目 (器具を使用した気道確保)心肺停止患者の対応として救急隊の活動及びラリングアルチューブが実施できる。 (デモ活動DVD)

28回 目 (器具を使用した気道確保)心肺停止忠考の対応として救急隊の活動及びラリンゲアルチューブが実施できる。 (デモ活動DVD)

29回 目 (器具を使用した気道確保)心肺停止患者の対応として救急隊の活動及びラリンゲアルチューブが実施できる。 (デモ活動DVD)

30回 目 (器具を使用した気道確保)心肺停止忠者の対応として救急隊の活動及びラリンゲアルチューブが実施できる。 (デモ活動DVD)

準備学習
時間外学習

準備字習 11年 釈で習つた手板を復習す 。また 、隊で l盾
報 を共 石 し連 ヂ乃臣を島め る。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実技言式験で総合評価を行う。
●出席率 (670/o以 上)

●授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりません。1年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確

実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へ るす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅱ(応用手技 )

Emergency Care PracdcЭ I Training(Apphed SkJIs)

必修
選択

必 修 年 次 2年次
担当教員 古財/灘辺

実務経験 ○

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

405時間

9単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

月曜・木曜ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者(患者)の状
態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手枝、評価、合併症及び注意点を理解
し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

※申 務 者 絡 E● :

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

31回 目 (器具を使用した気道確保)心肺停止患者の対応として救急隊の活動及びラリングアルチューブが実施できる。 (デモ活動DVD)

32回 目 (器具を使用した気道確保)心肺停止患者の対応として救急隊の活動及びラリンゲアルチューブが実施できる。 (デモ活動DVD)

33回 目 (器具による気道異物除去)異物による窒′自、患者に対して器具を用いた異物除去法が実施できる。 (喉頭鏡 。マギール鉗子・DVD)

34回 目 (器具による気道異物除去)異物による窒′自、患者に対して器具を用いた異物除去法が実施できる。 (喉頭鏡・マギール鉗子・DVD)

35回 目 (器具による気道異物除去)異物による窒′自、患者に対して器具を用いた異物除去法が実施できる。 (喉頭鏡 。マギール鉗子・DVD)

36回 目 (器具による気道異物除去)異物による窒′自、患者に対して器具を用いた異物除去法が実施できる。 (喉頭鏡・マギール鉗子・DVD)

37回 目 (器具による気道異物除去)異物による窒′自、患者に対して器具を用いた異物除去法が実施できる。 (喉頭鏡 。マギール鉗子・DVD)

38回 目 (器具による気道異物除去)異物による窒′自、患者に対して器具を用いた異物除去法が実施できる。 (喉頭鏡・マギール鉗子・DVD)

39回 目 (器具による気道異物除去)異 4勿 による窒息患者に対して器具を用いた異物除去法が実施できる。 (喉頭鏡 。マギール鉗子・DVD)

40回 目 (器具による気道異物除去)異物による窒虐、患者に対して器具を用いた異物除去法が実施できる。 (喉頭鏡・マギール鉗子・DVD)

41回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技・DVD)

42回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技・DVD)

43回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技・DVD)

44回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技 。DVD)

45回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技・DVD)

準備学習
時間外学習

手備字音 :1年 沢で智つた手板を復習すること。また、l赤で情報を共石し運携を高める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び侵某悪反、定期冥技試験で総合評価を行う。
●出席率 (67。/o以 上)

●授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で
~夫

際の傷病者に対して適切な対応や処直が出来るようにならなけれ lよ なりません。1年久で身につけたスキルを再確認し、より正確で確
実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へ るす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

救急処置実習 H(応用手技 )

Emergency Care Pracjca Training(App ed Skls)

必修
選択

必 修 年 次 2年次
担当教員

実務経験

古財/灘辺

○

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

405時間

9単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

月曜・木曜]―ス  :

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状

態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解
し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。

本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

※宰 落 者 経 験 :

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

46回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技・DVD)

47回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技・DVD)

48回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技・DVD)

49回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技・DVD)

50回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技・DVD)

51回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技 ,DVD)

52回 目 (気管内挿管)気管挿管が実施できる。 (基本手技・DVD)

53回 目 (気管内挿管)異物による窒虐、で心肺停止患者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

54回 目 (気管内挿管)異物による窒虐、で心肺停止患者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

55回 目 (気管内挿管)異物による窒虐、で心肺停止忠者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

56回 目 (気管内挿管)異物による窒′g、で心肺停止患者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

57回 目 (気管内挿管)異物による窒′g、で心肺停止患者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

58回 目 (気管内挿管)異物による窒虐、で心肺停止患者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

59回 目 (気管内挿管)異物による窒′自、で心肺停止患者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活丁l)lDVD)

60回 目 (気管内挿管)異物による窒起、で心肺停止患者の刈応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

つ

準備学習
時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。

個人練習できる手技については復習すること。間外学習

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実技試験で総合評価を行う。
●出席率(67%以 上)

0授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりません。1年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確

実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へるす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅱ(応用手技 )

Emergency Care Pracdcal Train ng(Apphed Sk‖ s)

必修
必修  :
選択  : 年 次 2年次

担当教員 i

実務経験 :

古財/灘辺

○

授業
形態

実 習
総時間 :405時間

(単位): 9単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

月曜。木曜]―ス

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状
態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解
し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

翼 車 落 者 絡 酷

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

61回 目 (気管内挿管)異物による窒虐、で心肺停止忠者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

62回 目 (気管内挿管)異物による窒虐、で心肺停止忠者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

63回 目 (気管内挿管)異物による窒虐、で心肺停止忠者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

64回 目 (気管内挿管)異物による窒′自、で心肺停止忠者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

65回 目 (気管内挿管)異物による窒′自、で心肺停止忠者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

66回 目 (気管内挿管)異物による窒′自、で心肺停止忠者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

67回 目 (気管内挿管)異物による窒′自、で心肺停止忠者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

68回 目 (気管内挿管)異物による窒′自、で心肺停止患者の対応として救急隊活動、異物除去法、気管挿管が実施できる。 (デモ活動DVD)

69回 目 (1次病院実習前)看護科実習室で行 うナーシングケアができる。 (看護科へ依頼)

70回 目 (1次 病院実習前)看護科実習室で行 うナーシングケアができる。 (看護科へ依頼)

71回 目 (1次 病院実習前)看護科実習室で行 うナーシングケアができる。 (看護科へ依頼)

72回 目 (1次 病院実習前)看護科実習室で行 うナーシングケアができる。 (看護科へ依頼)

73回 目 (1次 病院実習前)看護浴1実習室で行 うナーシングケアができる。 (看護科へ依頼)

74回 目 (1次 病院実習前)看護科実習室で行 うナーシングケアができる。 (看護科へ依頼)

75回 目 (1次病院実習前)看護利実習室で行 うナーシングケアができる。 (看護科へ依頼)

準備学習
時間外学習

準備字習 :1年次で習つた手技を復習すること。また、豚で情報を共石し運携を高める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期冥枝試験で総合評価を行う。
●出席率 (670/o以 上)

●授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で冥際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなけれ lよ なりません。1年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確
実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガイドブック (へるす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

古財/灘 辺担当教員 :

実務経験 i
○

必修
選択

必修 年 次 2年次科目名
(英 )

救急処置実習Ⅱ(応用手技 )

Emergency Care Pracucal Train ng(Apphed Skilis) 開講区分 :      前期・後期

曜日・時限:      月曜・木曜ヨース

授業
形態

実習
総時間
(単位 )

405時間

9単位

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状

態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解

し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。

修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

る )

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

|■
1授業計画,内容

76回 目 (1次病院実習前)看護科実習室で行 うナーシングケアができる。 (看護科へ依頼)

77回 目 (1次病院実習前)1次病院実習オリエンテーションを行う。 (履歴書・誓約書等記入)

78回 目 (1次病院実習前)1次病院実習オリエンテーションを行う。 (履歴書・誓約書等記入)

79回 目 (1次病院実習前)1次病院実習オリエンテーションを行 う。 (日 程表・病院割 り振 り。タイムスケジュール等)

80回 目 (1次病院実習前)1次病院実習オリエンテーションを行 う。 (レポー ト関連)

81回 目 中間試験 【LT'器具を用いた気道確保・気管挿管】

82回 目 中間試験 〔L′ビ・器具を用いた気道確保・気管挿管】

83回 目 中間試験 【LT・ 器具を用いた気道確保・気管挿管】

84回 目 中間試験 【し
′
r・ 器具を用いた気道確保・気管挿管】

85回 目 (外 傷)JPTECプ ロバイダーコースタスクを実施する。

86回 目 (外傷)JPTECプ ロバイダーコースタスクを実施する。

87回 目 (外傷)JPTECプ ロバイダーロースタスクを実施する。

88回 目 (外傷)JPTECプ ロバイダーコースタスクを実施する。

89回 目 (1次病院実習前)と 次病院実習オリエンテーションを行 う。 (報告会・フィー ドバック)

90回 目 (1次病院実習前)1次病院実習オリエンテーションを行 う。 (報告会・フィー ドバック)

準備学習
時間外学習

準備字習 :1年久で習つた手技を復習すること。また、隊で情散を共石し運ギ乃Eを高める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実技試験で総合評価を行う。
●出席率 (670/o以 上)

0授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりません。1年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確

実なスキルになるように瀬張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へ るす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公落 昌科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅱ(応用手技 )

Emergency Carc Pracjcal Tra ning(App ed Sk‖ Is)

必修
選択

必修 年 次 2年次
担当教員

実務経験

古財/灘辺

○

授業
形態

実習
総時間
(単位 )

405時間

9単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

月曜・木曜ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状

態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解
し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。

本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

※
~キ

務者経験 :

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るよう1こなる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

91回 目 (静脈路確保)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

92回 目 (静脈路確保)静μR路確保が実施できる。 (基本手技 。DVD)

93回 目 (静脈路確保)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

94回 目 (静脈路確保)静μR路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

95回 目 (静脈路確保)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

96回 目 (静脈路確保)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

97回 目 (静脈路確保)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

98回 目 (静脈路確保)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

99回 目 (静脈路確保)静脈路確保が実施できる。 (基本手技 ,DVD)

100回 目 (静脈路確保)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

101回 目 (静脈路確保)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

102回 目 (静脈路確保)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

103回 目 (静脈路確保及び薬斉J投与)静lV、 路lltと 保が実施できる。 (基本手技・DVD)

104回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

105回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

準備学習
時間外学習

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実枝試験で総合評価を行う。
●出席率 (670/。 以上)

0授業態度
●定期実枝試験

受講生への
メッセージ

救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりません。1年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確
実なスキルになるように瀬張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へるす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅱ(応用手技 )

Emergency Care Pracjcal Training(App ed Sk‖ Is)

必修
選択

必修 年次 2年次
担当教員 :

実務経験 i

古財/灘辺

O

授業
形態

実習
総時間
(単位 )

405時間

9単位

開講区分 :

曜日・時限 :

前期・後期

月曜・木曜コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状

態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解

し、各処置の精度を高め、傷病者(患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。

本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

※実務者経験

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

1援業計画・内容

106回 目 (静脈路確保及び薬斉J投与)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

107回 目 (静μR路確保及び薬剤投与)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

108回 目 (静脈路確保及び薬斉1投与)静μR路確保が実施できる。 (基本手技 。DVD)

109回 目 (静μR路確保及び薬剤投与)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

110回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)静脈路確保が実施できる。 (基本手技 。DVD)

111回 目 (静μR路確保及び薬剤投与)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

112回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)静μR路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

113回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)静脈路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

114回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)静μR路確保が実施できる。 (基本手技・DVD)

115回 目 (静脈路確保及び薬斉1投与)心肺停止患者の対応として救急隊活動、静脈路確保、薬剤投与が実施できる。 (デモ活動DVD)

116回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)心肺停止患者の対応として救急隊活動、静脈路確保、薬斉J投与が実施できる。 (デモ活動DVD)

117回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)心肺停止患者の対応として救急隊活動、静脈路確保、薬剤投与が実施できる。 (デモ活動DVD)

118回 目 (静脈路確保及び薬斉J投与)心肺停止患者の対応として救急隊活動、静μR路確保、薬剤投与が実施できる。 (デモ活丁l'lDVD)

119回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)心肺停止忠者の対応として救急隊活動、静脈路確保、薬剤投与が実施できる。 (デモ活動DVO)

120回 目 (静脈路確保及び薬斉J投与)心肺停止患者の対応として救急隊活動、静μR路確保、薬剤投与が実施できる。 (デモ活動DVD)

準備学習
時間外学習

準備学習 :1年次で習つた手枚を復習すること。また、il赤で情報を共石し運携を高める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実技試験で総合評価を行う。
●出席率(670/o以 上)

0授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりません。1年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確

実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へるす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅱ(応用手技 )

Emergency Care PracjcЭ  Tra ning(Apphed Skil s)

必修
選択

必修 年 次 2年次

授業  :
形態  : 実 習

総時間
(単位 )

405時間

9単位 月曜・木Π醒

開請区分

曜日・時限

前期・後期

ヨース  :

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価(発症機序)や傷病者 (患者)の状
態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解
し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

※寧 落 者 経 験 :

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

121回 目 (静脈路確保及び薬斎」投与)心肺停止患者の対応として救急隊活動、静脈路確保、薬剤投与が実施できる。 (デモ活動DVD)

122回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)心肺停止忠者の対応として救急隊活動、静脈路確保、薬剤投与が実施できる。 (デモ活動DVD)

123回 目 (静脈路確保及び薬斉J投与)心肺停止患者の対応として救急隊活動、静脈路確保、薬剤投与が実施できる。 (デモ活動DVD)

124回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)心肺停止忠者の対応として救急隊活動、静脈路確保、薬剤投与が実施できる。 (デモ活動DVD)

125回 目 (静 脈路確保及び薬斉J投与)心肺停止患者の対応として救急隊活動、静脈路確保、薬剤投与が実施できる。 (デモ活動DVD)

126回 目 (静脈路確保及び薬剤投与)心肺停止患者の対応として救急隊活動、静脈路確保、薬剤投与が実施できる。 (デモ活動DVD)

127回 目 (血糖測定)血糖渕l定 が実施できる。 (基本手技 。DVD)

128回 目 (血糖測定)血糖測定が実施できる。 (基本手技・DVD)

129回 目 (血糖測定)血糖測定が実施できる。 (基本手技・DVD)

130回 日 (血糖測定)血糖測定が実施できる。 (基本手技 。DVD)

131回 目 (血糖測定及びブ ドウ糖投与)血糖測定及びブ ドウ糖投与が実施できる。 (基本手技・DVD)

132回 目 (血糖測定及びブ ドウ糖投与)血糖測定及びブ ドウ糖投与が実施できる。 (基本手技・DVD)

133回 目 (血糖測定及びブ ドウ糖投与)血糖測定及びブ ドウ糖投与が実施できる。 (基本手技・DVD)

134回 目 (血糖測定及びブ ドウ糖投与)血糖測定及びブ ドウ糖投与が実施できる。 (基本手技・DVυ )

135回 目 (血糖測定及びブ ドウ糖投与)血糖測定及びブ ドウ糖投与が実施できる。 (基本手技・けVD)

つ

準備学習
時間外学習

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実技試験で総合評価を行う。
●出席率 (67。/o以 上)

●授業態度
●定期実枝試験

受講生への
メッセージ

枚急現場で冥際の傷病者に対して適切な対胚や処直が出釆るようにならなけれ lよ なりません。1年沢で身につけたスキルを再れ程認し、より正にで確
実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へ るす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

修
択

必
選

必 修 年 次 2年次
担当教員 古財/灘辺

実務経験 O
科目名
(英 )

救急処置実習亘(応用手技 )

Emergency Care Practical Training(Apphed Sk‖ s)

ヨース
実 習

授業
形態

総時間
(単位 )

405時間

9単位

前期・後期

月曜・木曜

開講区分

曜日・時限

、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価(発症機序)や傷病者 (患者)の状
、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解

し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。
授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

136回 目 (血糖測定及びブ ドウ糖投与)血糖測定及びブ ドウ糖投与が実施できる。 (基本手技 。DVD)

137回 目 (血糖測定及びブ ドウ糖投与)血糖測定及びブ ドウ糖投与が実施できる。 (基本手技・DVD)

138回 目 (血糖測定及びブ ドウ糖投与)血糖測定及びブ ドウ糖投与が実施できる。 (基本手技 。DVD)

139回 目 (血糖測定及び静脈路確保、ブ ドウ糖投与)低血糖が疑われる患者の対応 として救急隊活動、血糖測定、静脈路確保、ブ ドウ糖投与が実施できる。 (デ モ活動DVD)

140回 目 (血糖測定及び静脈路確保、ブ ドウ糖投与)低血糖が疑われる患者の対応 として救急隊活動、血糖潰J定 、静脈路確保、ブ ドウ糖投与が実施できる。 (デ モ活動DVD)

141回 目 (血糖測定及び静月lk路確保、ブ ドウ糖投与)低血糖が堤われる息者の対応 として救急隊活動、血糖演」定、静脈路確保、ブ ドウ糖投与が実施できる。 (デ モ活動DVD)

142回 目 (血糖測定及び静脈路確保、ブ ドウ糖投与)低血糖が疑われる忠者の対応 として救急隊活動、血糖潰J定 、静脈路確保、ブ ドウ糖投与が実施できる。 (デ モ活動DVD)

143回 目 (血糖演」定及び静脈路確保、ブ ドウ糖投与)低血糖が疑わオ1′ る患者の対応 として救急隊活動、血糖測定、静脈路確保、ブ ドウ糖投与が実施できる。 (デモ1舌動DVD)

144回 目 (血糖測定及び静脈路確保、ブ ドウ糖投与)低血糖が片fわれる忠者の対応 として救急隊活動、血糖測定、静脈路確保、ブ ドウ糖投与が実施できる。 (デ モ活動DVD)

145回 目 (血糖測定及び静脈路確保、ブ ドウ糖投与)低血糖が疑われる患者の対応 として救急隊活動、血糖測定、静脈路確保、ブ ドウ糖投与が実施できる。 (デ モ活411DVD)

146回 目 (血糖測定及び静脈路確保、ブドウ糖投与)低血糖が疑われる患者の対応として救急隊活動、血糖測定、静脈路確保、ブ ドウ糖投与が実施できる。 (デモ活動DVD)

147回 目 (外傷スキル・アPTEC)外傷スキル (丁 P狙
｀EC)が 実施できる。 (基本手技 。DVD)【状況評価 。初期評価】

148回 目 (外傷スキル・JP′rec)外傷スキル (丁 P狙
｀EC)が 実施できる。 (基本手技・DVD)【状況評価 。初期評価】

149回 目 (外傷スキル・丁PTEC)外傷スキル (ア P牡
｀EC)が 実施できる。 (基本手技・DVD)【状況評価・初期評価】

150回 目 (外傷スキル・、アP′「EC)外傷スキル (チPTEC)が実施できる。 (基本手技・DVD)【状況評価・初期評価】

準備学習
時間外学習

キ怖
~子‐

占:1年′天で宙つた芋子又をイ夏智アること。また、豚で情報を哭有し避 T乃=を呂める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実技試験で総合評価を行う。
●出席率(67%以 上)

●授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりません。1年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確
実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へるす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 員 科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅱ(応用手技 )

Emergency Care Pracucal Train ng(Apphed Sk‖ s)

必修
選択

必 修
担当教員

実務経験

古財/灘辺
年 次 2年次

○

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

開講区分

曜日・時限

405時間

9単位

前期・後期

月曜・木曜コース  :

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価(発症機序)や傷病者 (患者)の状
態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解
し、各処置の精度を高め、傷病者(患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

深 室 落 者 絡 E舎

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

151回 目 (外傷スキル・JPTEC)外傷スキル (JPTEC)が実施できる。 (基本手技・DVD)【 状況評価 。初期評価・全身観察】

152回 目 (外傷スキル・JPTEC)外 傷スキル (JPTEC)が実施できる。 (基本手技 ,DVD)【 状況評価・初期評価・全身観察】

153回 目 (外傷スキル・JPTEC)外傷スキル (JPTEC)が実施できる。 (基本手技・DVD)【状況評価・初期評価・全身観察】

154回 目 (外傷スキル・JPTEC)外傷スキル (JPTEC)が実施できる。 (基本手技・DVD)【状況評価・初期評価・全身観察】

155回 目 (外傷スキル・JPTEC)外 傷スキル (JPTEC)が実施できる。 (基本手技 ,DVD)【 状況評価・初期評価・全身観察・継続観察・詳細観察・車内活動】

156回 目 (外傷スキル・JPTEC)外 傷スキル (JPTEC)が実施できる。 (基本手技・DVD)【状況評価・初期評価・全身観察・継続観察・詳細観察・車内活動】

157回 目 (外傷スキル・JPTEC)外 傷スキル (JPTEC)が実施できる。 (基本手技・DVD)【状況評価・初期評価・全身観察・継統観察・評細観察・車内活動】

158回 目 (外傷スキル・JPTEC)外 傷スキル (JPTEC)が実施できる。 (基本手技・DVD)【 状況評価・初期評価・全身観察・継続観察・詳細観察・車内活動】

159回 目 (外傷スキル・アPTEC)外傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (丁Pl EC)イこ基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

160回 目 (外傷スキル・JPTEC)外 傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (チPTEC)1こ 基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

161回 目 (外傷スキル・、アPTEC)外傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (丁PTEC)1こ 基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

162回 目 (外 傷スキル・アPTEC)外傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (IPTEC)1こ 基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

163回 目 (外 傷スキル・アPTEC)外傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (デ P′どEC)1こ 基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

164回 日 (外傷スキル・JPTEC)外傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (ア P′「EC)に 基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

165回 目 (外傷スキル・JPTEC)外傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (アPTEC)1こ 基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

準備学習
時間外学習

準備字習 :1年沢で習つた手技を復習すること。また、l家で情報を共石し運携を高める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実技試験で総合評価を行う。
●出席率 (670/o以 上)

0授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で冥際の傷病者に対して適切な対応や処者ヒが出来るようにならなけれはなりません。1年次で身につけたスキルを再石覆認し、より正れ覆で確
実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へ るす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 員 科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅱ(応用手技 )

Emergency Care Practical Training(Apphed Sk‖ Is)

必修
選択

必修 年次 2年次
担当教員 :

実務経験 i

古財/灘辺

O

授業
形態

実習
総時間
(単位 )

405時間

9単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

月曜・木曜コース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価(発症機序)や傷病者 (患者)の状
態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解
し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるよう1こなる。

※車 落者 絡 目奮!

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

166回 目 (外傷スキル・JPTEC)外傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (JPTEC)|こ 基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

167回 目 (外傷スキル・JPTEC)外傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (」PTEC)|こ 基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

168回 目 (外傷スキル・JPTEC)外傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (JPTEC)1こ 基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

169回 目 (外傷スキル・JPTEC)外傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (」PTEC)1こ 基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

170回 目 (外傷スキル・アPTEC)外傷傷病者に対する救急隊活動、外傷スキル (JPTEC)1こ 基づく活動が実施できる。 (デモ活動DVD)

171回 目 (分娩介助)分娩介助が実施できる。 (基本手技・DVD)

172回 目 (分娩介助)分娩介助が実施できる。 (基本手技・DVD)

173回 目 (分娩介助)分娩介助が実施できる。 (基本手技・DVD)

174回 目 (分娩介助)分娩介助が実施できる。 (基本手技・DVD)

175回 目 (分娩介助)分娩介助が実施できる。 (基本手技・DVD)

176回 目 (分娩介助)分娩介助が実施できる。 (基本手技・DVD)

177回 目 (分娩介助)分娩介助が実施できる。 (基本手技・DVD)

178回 目 (分娩介助)分娩介助が実施できる。 (基本手技・DVD)

179回 目 (救急車同乗実習)救急車同乗実習オリエンテーション (日 程表 。割り振 り。タイムスケジュール等)

180回 目 (救急車同乗実習)救急車同乗実習オリエンテーション (レポー ト関連)

準備学習
時間外学習

準備字習 :1年スで習つた手 T史を復習すること。また、豚で情報を共石し連 Fゎ
臣そ局める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実技試験で総合評価を行う。
●出席率(67%以 上)

0授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で冥際の傷病者に対して適切な対応や処着Lが出来るようにならなけれ lよ なりません。1年沢で身につけたスキルを再石経認し、より正石IEでれ程

実なスキルになるように頼張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へるす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公落 昌科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅱ(応用手技 )

Emergency Care Pracdcal Training(Apphed Sk lls)

必修
必修
選択

年 次 2年次
担当教員

実務経験

授業
形態

実習
総時間
(単位 )

405時間

9単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

月曜Ⅲ木曜ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状

態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解

し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。

本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

※ 車 務 者 絡 硲

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

181回 目 (救急車同乗実習)依頼先実習期間での救急車同乗実習

182回 目 (救急車同乗実習)依頼先実習期間での救急車同乗実習

183回 目 (救急車同乗実習)依頼先実習期間での救急車同乗実習

184回 目 (救急車同乗実習)依頼先実習期間での救急車同乗実習

185回 目 (救急車同乗実習)依頼先実習期間での救急車同乗実習

186回 目 (救急車同乗実習)依頼先実習期間での救急車同乗実習

187回 目 (救急車同乗実習)依頼先実習期間での救急車同乗実習

188回 目 (救急車同乗実習)依頼先実習期間での救急車同乗実習

189回 目 (救急車同乗実習)救急車同乗実習オリエンテーション (報告・フィーードバツク)

190回 目 (総合演習)学年末試験に向けた練習・復習を行 う。

191回 目 (総合演習)学年末試験に向けた練習・復習を行 う。

192回 目 (総合演習)学年末試験に向けた練習・復習を行 う。

193回 目 (総合演習)学年末試験に向けた練習・復習を行 う。

194回 目 学年末試験① (静脈路確保 。薬剤投与)

195回 目 学年末試験① (静脈路確保 '薬剤投与)

準備学習
時間外学習

準備字習 :1年久で習つた手板を復習すること。また、隊で情散を共石し連T乃
匡を局める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。

個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実技試験で総合評価を行う。
●出席率(67%以 上)

●授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりません。1年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確

実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へるす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅱ(応用手技 )

Emergency Care Pracucal Training(Apphed Skil s)

必修
選択

必修 年次 2年次
担当教員

実務経験

古財/灘辺

○

授業
形態

実習
総時間
(単位 )

405時間

9単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

月曜・木曜ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状

態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解

し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。

本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

※窯落者経既貧:

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

196回 目 学年末試験① (静脈路確保 。薬剤投与)

197回 目 学年末試験① (静脈路確保・薬剤投与)

198回 目 学年末試験① (静脈路確保 。薬剤投与)

199回 目 学年末試験② (外傷スキル・JPTEC)

200回 目 学年末試験② (外傷スキル・丁PTEC)

201回 目 学年末試験② (外傷スキル・JPTEC)

202回 目 学年末試験② (外傷スキル・アPTEC)

203回 目 学年末試験② (外傷スキル・JPTEC)

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。

個人練習できる手技については復習すること。

つ

準備学習
時間外学習

評価方法

出席状況及び授業態度、定期実技試験で総合評価を行う。
●出席率(67%以 上)

●授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりません。1年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確

実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へるす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 昌 科

必修
必修  :
選択  : 年 次 2年次

古財/灘辺

○

担当教員

実務経験
科目名
(英 )

:  救急処置実習Ⅱ(応用手技 )

:Emergency Care Pracuca Training(Apphed Sk‖ Is)

ヨース

授業
形態

実習
総時間
(単位 )

405時間

9単位

前期・後期

月曜・木曜

開講区分

曜日・時限

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価(発症機序)や傷病者 (患者)の状
態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の目的、適応、手技、評価、合併症及び注意点を理解
し、各処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなければなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

※実務者経験 :

古財 敏行 :メヒ九州市消防局で35年間勤務・救急救命九州研修所5年間勤務

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

1回 目 (オ リエンテーション)救急処置の重要性を理解し救急救命士としての使命を説明できる。

2回 目 (規律訓練)節度を持つた行動ができる。

3回 目 (規律訓練)節度を持つた行動ができる。

4回 目 (規律訓練)節度を持った行動ができる。

5回 目 (心肺蘇生法)適切な′い肺蘇生法 (BLS)が 出来る。～1年次の理解及び習得度確認～

6回 目 (心肺蘇生法)適切な心肺蘇生法 (BLS)が 出来る。～1年次の理解及び習得度確認～

7回 目 (心肺蘇生法)適切な′い肺蘇生法 (BLS)力 出`来る。～1年次の理解及び習得度確認～

8回 目 (心肺蘇生法)適切な′い肺蘇生法 (BLS)が 出来る。～1年次の理解及び習得度確認～

準備学習
時間外学習

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、定期
~夫
枝試験で総合評I面を行う。

●出席率 (670/o以 上)

●授業態度
●定期実技試験

受講生への
メッセージ

救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりません。1年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確
実なスキルになるように頑張りましょう。2年次は主に救急救命処置を活用した隊活動になります。一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急救命
士を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト 上下巻、」PTECガ イドブック (へ るす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pubhc ServЭ nt Lecture m (Advaη ced・ App“ cation)

必修
選択

必 修

選択
年次 3年次

担当教員

実務経験

灘辺 正信

○

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

開講区分

曜日・時限

前 期

ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防士になるためには、1次試験 (教養試験)突破をし、2次試験 (面接試験)に合格する必要がある。2次試験は人物を重視した面接試験であるが、何度もいろいろ
な先生と練習をする必要がある。

【到達目標】

目標の消防の情報収集をしながら、自己分析をし、何か強みなのかなど基礎を固めた上で面接練習に臨み、公務員2次試験(面接試験)で最終合格を勝ち取る。
<具体的な目標>
目標①講話や情報収集又は説明会を通して、公務員の現状を知ることができる
目標②自己分析をし、自分の強みを知ることができる
目標③自己分析を元に受け答えができる
日標④模擬面接会や集団討論などいろいろなことを実施し、最終的に2次試験に合格できる

141回 目 就職について(キャリアセンター)の講話、履歴書の書き方、サクセスナビ説明

142回 目 目標①消防士になるためには〈救急教員)の講話 公務員試験情報収集の仕方などがわかる

143回 目 目標②自己分析ができ、自己分析シーHこ書くことができる

144回 目 目標①福岡県警早期採用説明会で直接話を聞くことにより、試験日程、募集人数などがわかる

145回 目 目標②自己分析ができ、長所短所が書くことができる

146回 目 目標①自衛隊早期採用説明会で直接話を聞くことにより、試験日程、募集人数などがわかる

147回 目 目標②履歴書を完成し、自分の強みがわかる

148回 目 目標③履歴書を元に、いろいろな質問でも受け答えができる

149回 目 目標③履歴書を元に、少し圧迫ぎみな質問でも受け答えができる

150回 目 目標③集団面接 2チームに分け、受け答えができる

151回 目 目標①消防試験に合格するため(救急教員)の講話やどのようなことをしておかないといけないかがわかる

152回 目 目標④集団討論1回 目 題を与え、2チームに分け、その題について討論をし、フィードバックする

153回 目 目標④集団討論2回 目 題を与え、3チームに分け、その題について討論をし、フィードバックする

154回 目 目標④プレ模擬面接会 来週の本番に向け、一人一人面接を受けることができる

155回 目 日標④模擬面接会(キャリアセンター)本番さながら、一人一人面接受け、受け答えができる

準備学習
時間外学習

日 Eと 舛 弔Tほ 、さろ ん と 日 分 日 身 を J版 り退 り、国 子女ノー トを 1午

"え

ア る (プ

'を
高 7ラ の しま つ 。て (プ

'ノ

ー トを :ア El― 回 〕女4果 雪 を 裸 り退 し、ぞ (メ

'度
ヒ とに ノー トを音

きかえることで自分だけのノートが出来上がります。それから、日標とする消防の情報収集が不可欠になります。時間を見つけては、消防のホーム
ページや消防年報を見て、面接で言うことを整理した方が、よリスムーズに本番の面接に臨むことができます。

評価方法

消防試験最終合格に目標に立て、画接練習 (集 国面接・個別面接)や集団討論などの演習を交えながら、総合的に評価する。
●提出物 (200/o)

●面接練習(20%)
●模擬面接会 (600/。 )

割合で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

面接練習は、いろいろな先生にしてもらうのがベストです。一人で乗り越えるのではなく、たくさんの先生の力を借りながら、アドバイスをもらいながら

繰り返し繰り返し面接練習をして下さい。努力あるのみです。努力した人は、必ず最終合格が勝ち取ることができます。頑張つて下さい。



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

疾病救急医学Ⅲ

Emergency Medicine Ⅲ

必修

選択
必 修 年 次 2年次

担当教員 :
恒吉 俊美

実務経験i     O
授業
形態

講 義
総時間
(単位)

30時間

2単位

開講区分

曜日・時限 水曜日

前期

ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

筋・骨格系疾患 :本疾患は外傷により生じるもの、内因性疾患が原因で生じるものとがある。緊急度はおおむね低く、救命にかかわる疾患は少ないが、

傷病者のADL(日 常生活動作)に影響を与える。緊急度の高い疾患との鑑別を求められるため、病態の理解が必要となる。
感染症 :感染症には感冒症状から敗血症、感染力の弱いものから強いもの、頻度の高いものから低いものまで多岐にわたり存在する。

傷病者の救命はもちろんのこと、救助者の危機管理も重要不可欠の知識となる。各種の感染症を理解し、説明できるようになることが必要。
※実務者経験 :

2005年 4月 ～2007年 3月 救急救命九州研修所にて指導教官
1985年 ～現在 久留米大学救命救急センター、済生会福岡病院、済生会二国市病院、糸島市急患センター、朝倉医師会病院、医療法人社回医王会朝倉健生病

院、医療法人三井会神代病院にて救急業務に携わつている。

【到達目標】

筋・骨格系、感染症の主な疾患の発生機序、症状、救急処置等について理解することができるようになる。
<具体的な目標>
目標①筋・骨格系疾患の症候、対応、病態について説明できる。
目標②感染症についての法律、種類、徴候、対応、病態について説明できる。

1授業計画=内容

1回 目 (目 標①)疲学と救急医療における意義、主要症候、基本的対応について説明できる。

2回 目 (目 標①)急性腰痛症、椎間板ヘルニアについて説明できる。

3回 目 (目 標①)後縦靭帯骨化症、脊椎狭窄症について説明できる。

4回 目 (目 標①)化膿性関節炎、結晶誘発性関節炎、肘内障について説明できる。

5回 目 (目 標①)肩関節周囲炎、肩腱板損傷について説明できる。

6回 目 (目 標①)変形性関節症、関節リウマチについて説明できる。

7回 目 (目 標①)進行性筋ジストロフィー、重症筋無力症について説明できる。

8回 目 (目 標①)同期性四肢麻痺、横紋筋融解症について説明できる。

9回 目 (目 標②)疫学と救急医療における意義、感染症法、予防機種、感染症の徴候、基本的対応について説明できる。

10回 目 (目 標②)敗血症、結核について説明できる。

11回 目 (目 標②)インフルエンザ、食中毒について説明できる。

12回 目 (目 標②)輸入感染症、発疹性感染症①について説明できる。

13回 目 (目 標②)発疹性感染症②について説明できる。

14回 目 (目 標②)性感染症、その他の感染症について説明できる。

15回 目 終講試験

準備学習
時間外学習

(目 標①)筋・骨本各糸涙患を理解するために、予習として解剖生理、年齢・性別による生体変化等の知識が必要である。
(目 標②)感染症の分類、予防接種の種類、感染経路、感染防御に用いる資機材についての予習が必要である。

評価方法

終講試験100%で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

筋・骨格系疾患は様々な要因で発症し、病態を理解しないと救急現場で緊急度の高い疾患との鑑別ができない。年齢や性別により生じる病態の特徴

を学び、傷病者の訴えに沿える対応をできるよう1こなつてください。
感染症については、小児から高齢者まで発症する。海外からの渡航者も含め、さまざまな種類が存在するため、各種感染症の特徴を理解する必要が

ある。また、感染症が拡大しないための対応も求められる。傷病者だけではなく、身の安全を守るための知識を習得してください。

【使用教科書・教材・参考書】

改訂10版 救急救命士 標準テキスト



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

疾病救急医学Ⅳ

Emergency Medicine Ⅳ

必修
選択

必修 年 次 2年次
担当教員

実務経験

深梅 亜紀子

○

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

15時間

(1単位 )

開講区分

曜日・時限

後期

ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

精神障害は脳の損傷や障害が原因で生じたり、原因不明のもの、心理的・環境的な原因から生じたりする。現場活動時に既往歴のない傷病者においては、鑑別の

難しい分野でもある。そのため、判断力が必要となり、病院選定や医師への情報提供をしつかし対応できないと、受け入れ施設も少ないことも作用し、たらい回しと

なり搬入時間に影響を与える。傷病者へのコミュニケーション能力も含め、精神障害の講義が修了するときには現場活動について説明ができるようになる。

実務経験 :1998年 3月 看護師免許取得 1998年 4月 ～2011年 3月 ICU所属・2011年 4月 ～2015年 5月 までER所属する
」NTECプ ロバイダー取得、JTAS緊 急度・重症度判定プロバイゲー取得 福岡看護協会災害支援ナース登録、日本救急医学会認定ICLSインストラクター取得

主業務はICUではROSC後 の集中治療やER初期診療後の全身管理、ERでは救急初期診療・BLS・ ICLS,舌 動・災害教育を行つていた

【到達目標】

精神障害の特殊性とその発生機序、症状、救急処置等について理解することができるようになる。
<具体的な目標>
目標①精神障害の原因や現状、症候について説明できる。
日標②精神障害の症状に合わせた対応について説明できる。
日標③精神障害の症候、対応、病態について説明できる。

1回 目 (目 標①)精神障害の分類、疫学、主要症候について説明できる。

2回 目 (目 標②)精神症状への基本的対応について説明できる。

3回 目 (目 標③)統合失調症、気分障害について説明できる。

4回 目 (目 標③)器質性精神疾患、中毒性障害について説明できる。

5回 目 (目 標③)パニック障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、 解離性(転換性)障害、摂食障害について説明できる。

(目 標③)パーソナリティー障害、精神遅滞、広汎性発達障害について説明できる。6回 目

7回 目 (目 標③)悪性症候群、セロトニン症候群について説明できる。

終講試験

9回 目

10回 目

11回 目

12回 目

13回 目

14回 目

5ヽ回 目

準備学習
時間外学習

碓騨踊

"厨
神障害には外傷から内因性疾患、薬物中毒も関運するため、各種の復習が前提となる。

(目 標②)さまざまな症状を有するため、コミュニケーション能力や接遇についての復習が必要となる。
(目 標③)精神障害の疾患を理解するためには、使用教科書の精神障害への熟読が必要となる。

評価方法

終講試験1000/oで成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

精神障害が特殊なためイメージがつきにく(理解するのが難しい分野である。傷病者にしかわからない症状もあり、現場活動において苦戦することが多

いため、しっかりとした事前学習と予習が必要。また、自分自身や身の回りの人が罹患する場合もあるため、身近に起こり得るものと理解し、わからな

い時などは質問をするなど、自主的に努力をしてください。

【使用教科書・教材・参考書】

改訂10版 救急救命士 標準テキスト



2022年度 授業概要
学 科 :救魚救命公務 科

科目名
(英 )

疾病救急医学 V

Emergency Medicine V

必修
選択

必修 年次 2年次
担当教員 深梅 亜紀子

○

授業
形態

講 義
総時間
(単位 )

45時間

(3単位 )

開講区分 後期

ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある 知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

小児・高齢者・周産期の傷病者は災害弱者 (災害時要配慮者)であり災害時のみならず「病院前救護活動」ではそれぞれの特徴を考慮した対応が必要である。それは、それ

ぞれが通常よりも自分の身に危険が差し迫つた時、それを察知しても適切な行動をとることができない、または困難な者であるからである。加えて重要な症状を見逃す危険性

が高い。そのため救急救命士が「病院前救護活動」行う中でそれぞれの傷病者とのコミュニケーション・IC・ 観察・柔軟な対応を行う事や緊急度・重症度判断・迅速な病院搬送

ができる事が重要である。これらの内容に関して「整合性がとれる」ように繰り返し改善・向上しながら「効果」「効率」「魅力」を高めるインストラクシヨナルデザインの実践を行い

本授業修了時には各々の説明ができるよ〕こなる。
実務経験 :1998年 3月 看護師免許取得 1998年 4月 ～2011年 3月 ICU所属・2011年 4月 ～2015年 5月 までER所属する
」NTECプロバイダー取得、JTAS緊急度・重症度判定プロバイダー取得 福岡看護協会災害支援ナース登録、日本救急医学会認定ICLSインストラクター取得

主業務はICUで はROSC後 の集中治療やER初期診療後の全身管理、ERでは救急初期診療・BLS・ ICLS活動・災害教育を行つていた

【到達目標】

児・高齢者・周産期の特殊性とその発生機序、症状を学び、救急現場において必要な救急処置や適切な対応ができるよ〕こなる。
<具体的な目標>
目標①小児枚急疾患(発生機序、症状、救急処置法)について説明できる
目標②高齢者救急(発生機序、症状、救急処置法)について説明できる
日標③周産期救急疾患(その発生機序、症状、救急処置法)について説明できる

1回 目
(目 標①)スキャモン発育型、小児の発育、バイタルサイン、特徴、発達による救急疾患の変化が説明できる
生理学的特徴 ・手根骨・成長、発達、発育・BMI生理的体重減少(平 均出生体重、身長、頭囲)・新生児黄疸・パーセンタイル・スキヤモン発育型

2回 目
(目 標①)代表的疾患の好発年齢 病歴聴取の要点 観察と判断 Jヽ 児に特有な症状が説明できる
・内因性疾患・予防接種歴・不慮の事故・CTAS PAT GCG SD値・′卜児傷病者ツ イヾタル評価・流行性疾患 ・トリアージ分類・感染症サーベイランス

3回 目
(目

・応
標①)新生児搬送途上の注意点 緊急度・重症度判別 医療機関選定の説明ができる
急処置・小児専門医・高次医療機関

4回 目
(目 標①)熱性痙攣 痙攣の判別 細菌性能膜炎とウイルス性髄膜炎 月凶炎について説明できる
・複雑性熱性痙攣 ・β群溶血性連鎖球菌・不穏症状・疸攣重積発作・エンテロウイルス・てんかん・ムンプスウイルス・Hb・ 髄膜炎・大腸菌・インフルエンザ

5回 目

(目 標①)上気道狭窄をきたす急性感染症 気管支Π諦息 腸重積急il生腹垣について説明できる
・ジフテリア感染症・抗原抗体反応・ステロイド・真性、仮性クループ・呼気性呼吸困難・腸管J需動・犬吠様咳嗽・交感神経、副交感神経 ・間欠性腹痛・痙摯性ク
ループ・Π需鳴 ・ヨH観血的

=占
侮・低酸素血症・「許魚性気管支F詩息・腹膜刺激症状・RSウイルス・運動誘発性Π需息・アレルギー体質・β遮断薬

6回 目
(目 標①)HUS血管炎 動脈瘤 イテゴ舌 ヒトヘルペスウイルス 不顕性感染 SIDS ALTE児 童虐待について説明できる
・HUS・ 突発性発疹・,II崎病 ・流行性耳下月,泉 炎・SIDS・ 溶連菌感染症・被虐待児症候群

7回 目 (目 標①)演習①小児人形を用いた演習

8回 目 (目 標①)小児救急疾患終講試験

9回 目 (目 標②)1カロ齢と老化2高齢者疾患の特徴3高齢者の置かれた状況について説明できる

10回 目 (目 標②)4高齢者疾患の症候5高齢傷病者への対応について説明できる

11回 目
(目 標②)主な疾患について説明できる
1認知症 2高齢者虐待

12回 目
(目 標②)主な疾患について説明できる
3せん妄4誤疎性肺炎

13回 目
主な疾患について説明できる
Л壼6 月比フlく

(目 標②)

5肺気

14回 目
(目 標②)主な疾患について説明できる
7骨粗慈症8前立腺肥大9廃用症候群

15回 目 高齢者救急疾患まとめ・終講試験対策

準備学習
時間外学習

前提:講義口数が少ないのでこの授業を受けるには、踊F木 医学小児・高齢者・周屋期のI里解が不可欠でア。番らにそオとそれの群皆J早、符ぼについKヤ智ア)｀必景
です。目標①小児救急疾患の発生機序、症状、救急処置法について復習が必要です
日標②高齢者救急の発生機序、症状、救急処置法について復習が必要です
日標③周産期救急疾患その発生機序、症状、救急処置法について復習が必要です
それぞれの復習をしつかり行う事が「病院前救護活動」での適切な観察・緊急度・重症度判断、迅速な病院搬送に繋がります。

評価方法

最終講義にて定期テスト(終講試験)を行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。
●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験)

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

ンョンも舌渋丁る手が

」ではこれらの学びを深める事で適切な
魅力 :「救急医療」の中でも小児・高齢者・周産期の傷病者は通常とは違う症状や病態を呈する要が多くまた、F正状のカキ

特徴的です。さらに症状の進行は速いため迅速な対応が必要とされます。救急救命士の専門性である「病院前救護活動

観察・迅速・適切な緊急度・重症度を判断する事に繋がり今後の現場活動に活かされます。
授業計画 :看護師として今まで経験した事をみなさんにお話ししながら授業を進めていきたいと思います。
講義終盤には終講試験対策で国家試験過去問題(選択問題)を行い国家試験に備え少しずつ慣れていきたいと思います。

改訂10版 救急救命士 標準テキスト



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 科

担当教員 i 深梅 亜紀子

O実務経験

修
択

必
選

必修 年次 2年次科目名
(英 )

疾病救急医学 V

Emergency Medicine V 授業
形態

講義
総時間
(単位 )

45時間

(3単位 )

後期開講区分

口召日・ヨース

周産期の傷病者は災害弱者 (災害時要配慮者)であり災害時のみならず「病院前救護活動」では

りも,自 分の身に危険が差し迫った時、それを察知しても適切な行動をとることができない、または

【授業の学習内容】 (※実務経験の 員、知見

困難な者であるから
ユニケーンヨン

インス インの実践を行し
そのため敷急救命士が「病院前救護活動」行う中でそれぞれの傷病者とのコミ

事が重要である。これらの内容に関して「整合性がとれる」ように繰り返し改善・

れ の した対 る応が必要であ それ は それそれ ぞ 特徴を考慮卜児 高齢者・
力llである。 て重要な症状をえ す見 逃が よ通 常

速な病迅 院搬送IC 重症度応を行う事や緊急度 断半J柔軟な対観察が

める トラクシヨナルデザが向 ら「効果」効率」魅力 を高上しなができる

認定ICLSインス
た

」TAS緊急度・重症度判定プロバイダー取得 福岡
の集中治療やER初期診療後の全身管理、ERでは

20 20 る年4月 201 年3月 属ICUP斤 年4月 月5年 5 すまでER所属看護師免許取得998年 3月実
日 得トラクター取ロ 看護協会 堂災 ス登録支援ナー 急本救 学会医ダィヽ 得 、一 取

IC LSLS 害教育を行つてし災活 動救 初期急 診療ROSC業務はICUで は 後主

の 業を実施するのか、具体的に記載する)

業修了時には各々の説明ができるようになる。

【到達目標】

小児・高齢者・周産期の特殊性とその発生機序、症状を学び、救急現場において必要な救急処置や適切な対応ができるようになる。
<具体的な目標>
目標①小児救急疾患(発生機序、症状、救急処置法)について説明できる
目標②高齢者救急(発生機序、症状、救急処置法)について説明できる
目標③周産期救急疾患(その発生機序、症状、救急処置法)について説明できる

内容

16回 目 高齢者救急疾患終講試験

(目 標③)正常妊娠について説明できる
。受精と着床・胎児・胎児付属器・妊娠週数・母体の変化

17回 目

18回 目
(目 標③)正常分娩について理解説明できる
・分娩第1期・分娩第2期・分娩第3期

19回 目

(目 標③)異常妊娠について説明できる
・妊娠初期の異常中●流産異所性妊娠(子 宮外妊娠)胞状奇胎・妊娠中期以降…・切迫早産・前期破水妊娠高血圧症候群 子痢 HELLP症候群
前置胎盤 常位胎盤早期剥離 子宮内胎児死亡

20回 目
(目 標③)異常分娩について説明できる
早産 前期破水 骨盤位分娩 子宮破裂 弛緩出血 子宮内反 羊水塞栓

(目 標③)分娩介助について説明できる
・分娩介助方法 膳帯処置 胎盤娩出 褥婦の観察と処置

21回 目

(目 標③)妊娠と新生児の観察と処置について説明できる
。問診・観察・妊婦搬送中の注意・新生児の観察と処置気道確保 謄帯切断 新生児仮死 新生児救急搬送 搬送法22回 目

23回 目
(目 標③),F妊 娠時の不正出血について説明できる
・器質的疾患がある場合 子宮癌 子宮内膜症 子宮筋腫 り口巣嚢腫茎捻転・器質的疾患が無い場合 機能性子宮出血

24回 目 周産期救急疾患終講試験

準備学習
時間外学習

前程帝誘覇軍踊下万輌丙万百Ч弼妥礫を受けるには、臨床医学小児・高齢者・周産期の理解が不可欠です。さらにそれそれの角4剖字、特徴について予習が必要
です。日標①小児救急疾患の発生機序、症状、救急処置法について復習が必要です
目標②高齢者救急の発生機序、症状、救急処置法について復習が必要です
目標③周産期救急疾患その発生機序、症状、救急処置法について復習が必要です
それぞれの復習をしつかり行う事が「病院前救護活動」での適切な観察・緊急度・重症度判断、迅速な病院搬送に繁がります。

評価方法

最終講義にて定期テスト(終講試験)を行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。
●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験)

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

「救急医療」の中でも小児・高齢者・周産期の傷病者は通常とは違う症状や病態を呈する事が多くまた、症状のカギとなるコミュニケーションも晋渋する手が特徴

的です。さらに症状の進行は速いため迅速な対応が必要とされます。救急救命士の専門性である「病院前救護活動」ではこれらの学びを深める事で適切な観

察・迅速・適切な緊急度・重症度を判断する事に繋がり今後の現場活動に活かされます。

授業計画 :看護師として今まで経験した事をみなさんにお話ししながら授業を進めていきたいと思います。講義終盤には終講試験対策で国家試験過去問題 (選

択問題)を行い国家試験に備え少しずつ慣れていきたいと思います。

【使用教科書・教材・参考書】

改訂10版 救急救命士 標準テキスト



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公落 昌科

科目名
(英 )

病院前医療概論 Π

Introduction to Prehospital Care Ⅱ

必修
選択

必 修 年 次 1年次
担当教員

実務経験

深梅 亜紀子

O

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

30時間

(2単位 )

開請区分

曜日・時限

前期

火曜日 1・ 2限コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

「救急医療」は突発的に発生し緊急に適切な処置を行わないと症状が悪化する。生命そのものが危険な状態にある傷病者の診療である。

傷病者の救命率の向上と予後の改善は病院前救護活動に大きく左右される。

救急救命士の専門性である病院前救護活動の役割や責任について
「整合性がとれる」ように繰り返し改善・向上しながら「効果」「効率」「魅力」を高めるインストラクショナルデザインの実践を行い本授業修了時には各々の説明ができ

るようになる。
実務経験 :1998年 3月 看護師免許取得 1998年 4月 ～2011年 3月 ICU所属・2011年 4月 ～2015年 5月 までER所属する

」NTECプロバイダー取得、JTAS緊 急度・重症度判定プロバイダー取得 福岡看護協会災害支援ナース登録、日本救急医学会認定ICLSインストラクター取得

主業務はICUではROSC後 の集中治療やER初期診療後の全身管理、ERでは救a初期診療・BLS・ ICLS活動・災害教育を行つていた        _____
【到達目標】

病院前救護活動における救急救命士の役割と責任について学び、救急救命士として法令及び安全管理を遵守した現場活動ができるようになる。

(具体的目標〉
士の役割について説明できる

と傷病者の関係について説明できる
こ関する法令について説明できる

と生涯教育について説明できる
・感染対策について説明できる

トレスに対するマネージメンHこついて説明できる

1回 目 (目 標①)救急医療における救急救命士の役割(傷病者・医療機関とのかかわり・連携)について説明ができる

2回 目 (目標①)医療職種としての責任(守秘義務・救急救命処置録・自己研鑽)について説明ができる

3回 目 (目 標②)ICとコミュニケーション・対象に応じたコミュニケーション(高齢者・小児・関係者・医師・MIST・ 隊員)が出来る

4回 目 (目 標②)救急活動におけるコミュニケーション(DNAR)が 出来る

5回 目 (目 標③)・ 法令について・救急救命士法について説明が出来る(目 的・資格・業務・救急救命処置の定義・特定行為)

6回 目
こ`て・救急救命士法について説明が出来る

医師法・保健師助産師看護師法・消防法(法令による救急業務について)・ 医療法・その他の法令

7回 目 (目 標④)救急救命士の養成について説明が出来る

8回 目 (目 標④)救急救命士の生涯教育・病院実習について説明が出来る

9回 目 (目 標⑤)・ 安全管理・リスクマネージメント(インシデント・アクシデント)について説明ができる

10回 目
(目 標⑤)傷病者の事故について(転倒・転落・チューブ類事故:誤疎・感染)・ 救急救命士の事故(感染・活動中の事故・暴言暴力)

活動における事故報告と対応が出来る

11回 目
(目標⑤)・ 感染予防策と感染防御(スタンダードプリコーシヨン・感染経路)・ 救急活動での感染防御(手洗い・防護具)・ 洗浄と消毒
・感染事故と事故後の対応(感染事故・針刺し事故・結核への対応・インフルエンザヘの対応)・ 感染症法について説明できる

12回 目
(目 標⑥)救急活動でのストレス(ス トレスの概念・ストレス反応・ストレス障害)

・救急活動でのストレスヘの対応(ス トレス耐性・デフュージング・デブリーフィング)について説明ができる

13回 日 試験対策

14回 目 まとめ

15回 目 終講試験

準備学習
時間外学習

配司頚)囁開窓顧市王]という専門職であり役割を理解する事で病院前救護活動できるようになるので講覇の優習が必要です。

(目標②)コミュニケーションでは必要なコミュニケーション技法について予習が必要です。
(目標③)国家資格が必要な職業はそれぞれの法令において義務が明文化されているため講義の復習が必要です。
(目 標④)救急救命士の養成と生涯教育は継続が必要になるので講義の復習が必要です。
(目 標⑤)安全・感染では自己防衛・傷病者を守る観点から講義の復習が必要です。
(目 標⑥)救急救命士のストレスに関する概要の復習が必要です。

評価方法

最終講義にて定期テスト(終講試験)を行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。

●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

魅力:救急救命士の専門性である「病院前救護活動」により傷病者の救命率や予後は大きく改善されます。

まずは基本である病院前救護活動について学びを深める事が今後の現場活動に活かされます。

授業計画 :看護師として今まで経験した事をみなさんにお話ししながら授業を進めていきたいと思います。

講義終盤には終講試験対策で国家試験過去問題 (選択問題)を行い国家試験に備え少しずつ慣れていきたいと思います。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :改訂第10版救急救命士テキスト ヘるす出版

参考書 :救急救命士標準テキスト追補板 へるす出版 わかりやすい救急救命士法 へるす出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

解剖学・生理学

Anatomy Physiology

必修

選択
必修 年次 1年次

担当教員 川野 岡1

実務経験

授業
形態

講 義
総時間
(単位 )

120

8単位

開講区分

曜日・時限

前期

月曜日ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

医療従事者として最も重要な分野である。人体の正常を理解しないとその変化である病態、外傷における対応、傷病者の観察、救急救命処置、全てにおいて必要
不可欠な知識として必要です。
解剖学・生理学については構造や各臓器の働き、部位、生命維持、生体反応を説明できるようになることが重要です。

【到連目標】

人体を構成する要素や人体の各器官の構造と、その機能について系統的に理解できるようになる。
<具体的な目標>
目標①人体の構造、機能、部位を理解し説明できるようになる。

(目 標①)人体を構成する要素について説明できる。1回 目

2回 目 (目 標①)人体を構成する要素について説明できる。

3回 目 (目 標①)人体を構成する要素について説明できる。

4回 目 (目 標①)人体を構成する要素について説明できる。

5回 目 (目 標①)体表からみる人体の構造

6回 目 (目 標①)体表からみる人体の構造

7回 目 (目 標①)体表からみる人体の構造

8回 目 (目 標①)体表からみる人体の構造

9回 目 (目 標①)呼吸系について説明ができる。

10回 目 (目 標①)呼吸系について説明ができる。

11回 目 (目 標①)呼吸系について説明ができる。

12回 目 (目 標①)呼吸系について説明ができる。

13回 目 (目 標①)循環系について説明ができる。

14回 目 (目 標①)循環系について説明ができる。

15回 目 (目 標①)循環系について説明ができる。

準備学習
時間外学習

(日 標 (1))準備字首として、便用教科書である秋急秋爺士標手テキストとからたの地凶叩長の烈翫が必要です。

評価方法

定期試験500/o

終講試験50%
で成績評価を行う

受講生への
メッセージ

解剖字では難しい漢字を使用し、内容や範囲が広いため、理解をするまでに非常に時間を必要とする。医療従票者として共通する知識で、この分野を
理解しておけなければ救急救命士として人命に携わることができない。自分の日標を叶えるために挫折せずに、少しずつでも構わないので、予習・復
習をするようにしてください。

【使用教科書・教材・参考書】

改訂10版 救急救命士 標準テキスト
からだの地図帳



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

解剖学・生理学
必 修

選択
必 修 年 次 1年次

担当教員

実務経験

川野 剛

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

120

8単位

開講区分

曜日・時限

前期

月曜 日]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

医療従事者として最も重要な分野である。人体の正常を理解しないとその変化である病態、外傷における対応、傷病者の観察、救急救命処置、全てにおいて必要

不可欠な知識として必要です。
解剖学・生理学については構造や各臓器の働き、部位、生命維持、生体反応を説明できるようになることが重要です。

【到達目標】

人体を構成する要素や人体の各器官の構造と、その機能について系統的に理解できるようになる。
<具体的な目標>
目標①人体の構造、機能、部位を理解し説明できるようになる。

16回 目 (目 標①)循環系について説明ができる。

17回 目 (目 標①)消化系について説明ができる。

18回 目 (目 標①)消化系について説明ができる。

19回 目 (目 標①)消化系について説明ができる。

20回 目 (目 標①)消化系について説明ができる。

21回 目 (目 標①)泌尿系について説明ができる。

22回 目 (目 標①)泌尿系について説明ができる。

23回 目 (目 標①)泌尿系について説明ができる。

24回 目 (目 標①)泌尿系について説明ができる。

25回 目 (目 標①)生殖系について説明ができる。

26回 目 (目 標①)生殖系について説明ができる。

27回 目 (目 標①)生殖系について説明ができる。

28回 目 定期試験 (人体の構造から生殖系まで)

29回 目 (目 標①)内分泌系について説明ができる。

30回 目 (目 標①)内分泌系について説明ができる。

準備学習
時間外学習

(目 標(1))準備学習として、使用教科書である救急救命士標準テキストとからだの地図中長の烈読が必要です。

評価方法

定期試験500/o

終講試験500/o

で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

解剖学では難しい漢字を使用し、内容や範囲が広いため、理解をするまでに非常に時間を必要とする。医療従畢者として共通する知識で、この分野を

理解しておけなければ救急救命士として人命に携わることができない。自分の目標を叶えるために挫折せずに、少しずつでも構わないので、予習・復

習をするようにしてください。

【使用教科書・教材・参考書】

改訂10版 救急救命士 標準テキスト
からだの地図帳



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

解剖学・生理学
必修
選択

必修 年次 1年次
担当教員

実務経験

サII里予 岡‖

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

120

8単位

開講区分

曜日・時限

前期

月曜日ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

医療従事者として最も重要な分野である。人体の正常を理解しないとその変化である病態、外傷における対応、傷病者の観察、救急救命処置、全てにおいて必要
不可欠な知識として必要です。
解剖学・生理学については構造や各臓器の働き、部位、生命維持、生体反応を説明できるようになることが重要です。

【到達目標】

人体を構成する要素や人体の各器官の構造と、その機能について系統的に理解できるようになる。
<具体的な目標>
目標①人体の構造、機能、部位を理解し説明できるようになる。

31回 目 (目 標①)内分泌系について説明ができる。

32回 目 (目 標①)内分泌系について説明ができる。

33回 目 (目 標①)血液・免疲系について説明ができる。

34回 目 (目 標①)血液・免疫系について説明ができる。

35回 目 (目 標①)血液・免疲系について説明ができる。

36回 目 (目 標①)血液・免疫系について説明ができる。

37回 目 (目 標①)筋・骨格系について説明ができる。

38回 目 (目 標①)筋・骨格系について説明ができる。

39回 目 (目 標①)筋・骨格系について説明ができる。

40回 目 (目 裸①)皮膚系について説明ができる。

41回 目 (目 標①)皮膚系について説明ができる。

42回 目 (目 標①)皮膚系について説明ができる。

43回 目 (目 標①)生命の維持について説明ができる。

44回 目 (目 標①)生命の維持について説明ができる。

(目 標①)生命の維持について説明ができる。45回 目

準備学習
時間外学習

(目 標 (1))準備学習として、便用教科書である救急激命士標準テキストとからだの地凶中長の烈読が必要です。

評価方法

定期試験500/o

終講試験500/o

で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

解剖学では難しい漢字を使用し、内容や範囲が広いため、理解をするまでに非常に時間を必要とする。医療従事者として共通する知識で、この分野を
理解しておけなければ救急救命士として人命に携わることができない。自分の日標を叶えるために挫折せずに、少しずつでも構わないので、予習・復
習をするようにしてください。

【使用教科書・教材・参考書】

改訂10版 救急救命士 標準テキスト
からだの地図帳



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

解剖学・生理学科目名
(英 )

必修

選択
必修 年次 1年次

担当教員 :

実務経験
:

川野 岡1

授業
形態

講義
総時間
(単位)

120

8単位

開講区分

曜日・時限

前期

月曜日]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

医療従事者として最も重要な分野である。人体の正常を理解しないとその変化である病態、外傷における対応、傷病者の観察、救急救命処置、全てにおいて必要
不可欠な知識として必要です。
解剖学・生理学については構造や各臓器の働き、部位、生命維持、生体反応を説明できるようになることが重要です。

【到達目標】

人体を構成する要素や人体の各器官の構造と、その機能について系統的に理解できるようになる。
<具体的な目裸>
目標②人体の構造における神経系の構造と機能が説明できるようになる。

46回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(神経系の構成、神経系の役割)

47回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(大脳、間脳、小脳)

48回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(脳幹、脊髄、脳室、脳脊髄液)

49回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(脳神経)

50回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(脳神経、脊髄神経【デルマトーム】)

(目 標②)神経について説明ができる。(運動の伝導路【錘体路・錐体外路】)51回 目

52回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(運動の伝導路【錘体路・錐体外路】)

53回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(知覚の伝導路【脊髄視床路・後索】)

54回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(自 律神経【交感神経・副交感神経】)

55回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(自 律神経【交感神経・副交感神経】)

56回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(脳循環【内頚動脈系・椎骨脳底動脈系・ウイリス動脈輪】)

57回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(脳循環【代謝・頭蓋内圧・1図血流】)

58回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(意識【意識の意味・意識の中枢】)

59回 目 (目 標②)神経について説明ができる。(反射【角膜反射・咽頭反射・R黍蓋腱反射】)

60回 目 終講試験

準備学習
時間外学習

(日 標①)卒偏字習として、便用教科書である秋急萩爺士保手テキストとからたの地凶甲長の課読が必要でア。

評価方法

定期試験500/o

終講試験500/o

で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

解剖学では難しい漢字を使用し、内容や範囲が広いため、理解をするまでに非常に時間を必要とする。医療従事者として共通する知識で、この分野を
理解しておけなければ救急救命士として人命に携わることができない。自分の目標を叶えるために挫折せずに、少しずつでも構わないので、予習・復
習をするようにしてください。

【使用教科書・教材・参考書】

改訂10版 救急救命士 標準テキスト
からだの地図帳



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 科

科目名
(英 )

外傷各論

Trauma

必修
選択

必修 年 次 2年次
担当教員

'II里

予 岡1

実務経験

授業
形態

講義
総時間
(単位)

60

(4単位 )

開講区分 前期

曜日'時 火曜日 34限ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

交通事故などによる外傷傷病者は、近年減少傾向にあるが、若年者における死亡原因の上位を占めている事実は変わりません。防ぎえた外傷死(PTD)を減らすことは

外傷診療の大きな目的です。最近では、消防と医療の連携が注目されているが、高エネルギー外傷による傷病者の救命には搬送と医療の連携が大切です。この連携が上

手く機能するためには、搬送途上での適切な処置が重要であり、そのためには的確な判断ができる各外傷の知識が必要です。病院前における外傷初期診療には
「JPTEC」 にて標準化されたプロトコールを理解し、各外傷や特殊な外傷について標準テキストにてしつかりとした知識を構築し、本講義終了時には病院前における外傷初
期診療が実践でき、各外傷や特殊な外傷について説明できるようになる。

【到達目標】

各部位における外傷の受傷機転、発生機序、病態、症状、所見及び予後等を学び、外傷時の現場活動において必要な救急処置や適切な対応ができるようになる。

<具体的な目標>
標①
標②
標③

目
目

目

授業計画・内容

1回 目 外傷に伴う生体の反応(循環動態・炎症性メディエータ)、 生体反応の破綻と「致死的外傷3徴候」について説明できる。

2回 目 外傷に伴う出血性ショックの病態とショックに対する輸液効果を説明でき、その他の外傷性ショックについて列挙できる。

3回 目 状況評価で行うべきことを列挙でき、初期評価・全身観察の目的、評価項目及びそれぞれの評価時の段階で行う処置を説明できる。

4回 目 重点観察を行うべき状況を説明でき、ロードアンドゴーか否かを適切に判定し、傷病者の緊急度・重症度に応じて適切な搬送先医療機関を選定できる。

5回 目 搬送中の体位管理と体温管理の注意点が説明でき、外傷によるショックに対する静脈路確保と輸液の考え方を説明できる。

6回 目 詳細観察や継続観察の目的を説明し、観察項目を列挙できる。

7回 目 外傷全体及び外傷死亡における頭部外傷の位置づけ、頭部外傷の特徴的な受傷機転について説明できる。

8回 目 開放性損傷と閉鎖性損傷の違い、一次性脳損傷と二次性1凶 損傷の違い、頭蓋外及び頭蓋内の主な損傷の病態について説明できる。

9回 目 頭部外傷の続発性・後遺症について説明でき、受傷機転、生理学的評価、解剖学的評価の概要を説明できる。

10回 目 意識状態と重症度の関係を説明でき、重症度を高めに見積もるべき特殊な状況を列挙できる。

11回 目 顔面外傷と唄部外傷の発生状況、特殊な事情、主な損傷形態とその問題点、バイタルサインの評価と処置概要を説明できる。

12回 目 外傷に占める頚椎損傷の割合、好発部位、頭部・顔面外傷との関連性と、主な受傷機転による損傷形態について説明できる。

13回 目 脊髄損傷の分類と代表的な損傷形態、脊髄ショックと神経原性ショック、損傷レベルと主な徴候、バイタルサイン評価と処置概要について説明できる。

14回 目 外傷全体及び外傷死亡における胸部外傷の位置づけ、主な受傷状況と損傷しやすい臓器、胸部の典型的損傷及び外傷性窒息の病態を説明できる。

15回 目 受傷機転、生理学的評価、解剖学的評価の概要、主な胸部外傷に対する処置、気胸に対する陽圧換気と輸液、緊急度が高い胸部外傷を説明できる。

準備学習
時間外学習

率偏字智として各解舌J字的舌い位の場所、機言ヒをしつかり手巴握したつえで技栗に参刀日丁ることで、より埋肝刀`深よる。また、既禁におI丁0ハイモヌルサインの上吊

値をしつかり理解した上で異常値か正常値を判別できる。また、講義の範囲をしつかり復習することが必要となります。講義で利用した資料やノート、講義内確

認小テストの見直しが必要になります。
●解剖生理学復習
●バイタルサイン正常値復習
●講義振り返り

評価方法

終講試験にて外傷各論についての知識習熟度を筆記試験にて評価を行う。
●出席率
●筆記試験
で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

救急救命士として外傷傷病者、外傷対応については必ず遭遇する事案であり、適確かつ迅速に対応が求められます。また、大規模災吾等では多数傷病者
が発生する可能性があり、複数の対応者や傷病者がいるなかで連携して活動することも考えられます。傷病者を「防ぎ得た外傷死」から一人でも多く救い、適

切な判断の下、医療機関選定を行える救急救命士として現場で活躍して頂きたいです。

【使用教科書・教材・参考書】

改訂第10版 救急救命士
改訂第2片反ネ甫言Ttt 」PTE

標準テキスト
cガイドブック



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

外傷各論

Trauma

必修

選択
必修 2年次年次

担当教員 :

実務経験 i

川野 剛

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

60

(4単位 )

開講区分

曜日・時限

前期

火曜日 34限ョース  :

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

交通事故などによる外傷傷病者は、近年減少傾向にあるが、若年者における死亡原因の上位を占めている事実は変わりません。防ぎえた外傷死(PTD)を減らすことは

外傷診療の大きな目的です。最近では、消防と医療の連携が注目されているが、高エネルギー外傷による傷病者の救命には搬送と医療の連携が大切です。この連携が上

手く機育ヒするためには、搬送途上での適切な処置が重要であり、そのためには的確な判断ができる各外傷の知識が必要です。病院前における外傷初期診療には
「JPTEC」 にて標準化されたプロトコールを理解し、各外傷や特殊な外傷について標準テキストにてしつかりとした知識を構築し、本講義終了時には病院前における外傷初
期診療が実践でき、各外傷や特殊な外傷について説明できるようになる。

【到達目標】

各部位における外傷の受傷機転、発生機序、病態、症状、所見及び予後等を学び、外傷時の現場活動において必要な救急処置や適切な対応ができるようになる。
<具体的な目標>
標①
標②
標③

目
目

目

16回 目 外傷に占める腹部外傷の割合と損傷しやすい臓器、鋭的損傷及び鈍的損傷の主な受傷機転とそれぞれ損傷しやすい臓器について説明できる。

17回 目 腹部外傷で問題となる重要な病態、腹部臓器の損傷形態、受傷機転、生理学的評価、解剖学的評価の概要を説明できる。

18回 目 腹膜刺激徴候や腹部1影満の意義、主な処置の概要、ダメージコントロール手術、外傷死の三徴、コンパートメント症候群について説明できる。

19回 目 外傷に占める骨盤骨折の割合、死因、分類、受傷機転、生理学的評価、解剖学的評価の要点、触診法の意義と注意点、固定について説明できる。

20回 目 四肢外傷の発生状況と外傷死亡における位置づけ、筋肉・腱・捻挫・脱口について、病的・疲労骨折、開放性と閉鎖性の違いについて説明できる。

21回 目 骨折の合併症、筋区画症候群、阻血の5P、 大腿骨と各関節の損傷形態、四肢外傷の評価と適切な処置について説明できる。

22回 目 皮膚・軟部組織損傷の分類と損傷形態の違い、デグロービング損傷とデコルマン損傷、圧座症候群、主な外傷に対する処置について説明できる。

23回 目 小児の特徴、乳幼児揺さぷられ症候群、特徴的外傷、外傷時の観察 (コ ミュニケーション)と各評価について説明できる。

24回 目 高齢者の特徴、主な外傷、外傷時の観察 (コ ミュニケーションと注意点)と各評価について説明できる。

25回 目 妊婦の特徴、妊娠外傷の評価・処置の注意点について説明できる。

26回 目 熱傷の病態、初期評価と全身観察の要点、合併しやすい病態、気道熱傷、熱傷面積、熱傷指数・熱傷予後指数・アルツの基準について説明できる。

27回 目 化学損傷の特徴、症状、フッ化水素酸による化学損傷の特徴、化学性肺炎を引き起こす原因化学物質、観察と処置の要点について説明できる。

28回 目 電撃症と雷撃症の定義、症状・病態・観察と処置、雷撃症におけるトリアージ(多 数傷病者)の 特徴を説明できる。

29回 目 総頸と絞頸、拒頸の違い、発生機序、観察と処置の要点を説明できる。それぞれの咬傷による特徴と観察、処置の要点について説明できる。

30回 目 終講試験

準備学習
時間外学習

準備宇
‐
占として各解音J7聞剖∫位の場Fサ「、T寃冨Bを しつかり手巴子屋したつえで政栗に参 ,〕田アることで、より埋群が沫よる。また、奮況禁におげ0ハイグルサインの上耳

値をしつかり理解した上で異常値か正常値を判別できる。また、講義の範囲をしつかり復習することが必要となります。講義で利用した資料やノート、講義内確
認小テストの見直しが必要になります。
●解剖生理学復習
●バイタルサイン正常値復習
●講義振り返り

評価方法

終講試験にて外傷各論についての知識習烈Fぇ を華記試為央にて評価を行う。
●出席率
●筆記試験
で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

救急救命士として外傷傷病者、外傷対応については必す遭遇する事果であり、適確かつ述返に対胚が求められます。また、大規模災吾等では多数傷病者
が発生する可能性があり、複数の対応者や傷病者がいるなかで連携して活動することも考えられます。傷病者を「防ぎ得た外傷死」から一人でも多く救い、適
切な判断の下、医療機関選定を行える救急救命士として現場で活躍して頂きたいです。

【使用教科書・教材・参考書】

改訂第10版 救急救命士標準テキスト
改訂第2版 補訂版 」PTECガ イドブック



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科      _

科目名
(英 )

外傷総論

GeneraI Introduction to Trauma

必修
選択

必修 年次 ¬年次
担当教員

実務経験

,H里予 岡け

授業
形態

講義
総時間
(単位)

15

(H単位 )

開講区分

曜日・時限

後 期

]―ス

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

交通事故などによる外傷傷病者は、近年減少傾向にあるが、若年者における死亡原因の上位を占めている事実は変わりません。外傷の救命率を改善することで防
ぎえた外傷死(PTD)を減らすことが外傷診療の大きな目的です。ロードアンドゴーとトラウマバイパスの概念と受傷機転による高エネルギー外傷の要件、それぞれの
外傷による損傷を理解することが必要です。日―ドアンドゴーとトラウマバイパスについては外傷システムを、受傷機転による高エネルギー外傷の要件については総務
省消防庁による報告書を、それぞれの外傷による損傷は標準テキストの説明を理解する。本講義終了後、外傷システムと受傷機転による高エネルギー外傷の要件、
それぞれの外傷による損傷ついて説明できるようになる。

【到達目標】

外傷についての傷病者の評価や受傷機転、発生機序、ショックを学び、外傷時の現場活動において必要な救急処置や適切な対応ができるようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

1回 目 死亡統計における外傷の位置づけ、外傷傷病者の予測生存率・予測外死亡率・防ぎ得た外傷死、外傷による死亡時期について説明できる。

2回 目 外傷システム・トラウマバイパス・ロードアンドゴーについて説明できる。

3回 目 力学的エネルギーと損傷との関係を説明できる。

4回 目 直達損傷と介達損傷とは何かを説明できる。

5回 目 介達損傷の原因となる外力を4種類列挙し、それぞれについて説明できる。

6回 目 外力による損傷を、成傷器・損傷部位・損傷の数・それぞれの観点から分類できる。

7回 目 四輪車の事故・自動二輪車の事故・墜落・転落などの主な受傷形態について、特徴的な受傷機転や病態について説明できる。

8回 目 終講試験

9回 目

10回 目

11回 目

12回 目

13回 目

14回 目

15回 目

準備学習
時間外学習

準備宰習として各解剖字的部位の場所、機能をしつかり手巴獲したうえで捜栗に参刀日丁/oこ とで、より理解が沐ま/o。 また、講義の市巳口をしつかリイ夏曽アる
ことが必要となります。講義で利用した資料やノート、講義内確認小テストの見直しが必要になります。

●解剖生理学復習
●講義振り返り

評価方法

終講試験にて外傷各論についての知識習熟度を筆記試験にて評価を行う。
●出席率
●筆記試験
で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

救急救命士として外傷傷病者、外傷対応については必ず遭遇する事案であり、適確かつ迅速に対応が求められます。また、大規模災吾等では多数傷
病者が
発生する可能性があり、複数の対応者や傷病者がいるなかで連携して活動することも考えられます。傷病者を「防ぎ得た外傷死」から一人でも多く救い、
適切な
判断の下、医療機関選定を行える救急救命士として現場で活躍して頂きたいです。

【使用教科書・教材・参考書〕

改訂第 10版 救急救命士標準テキスト

改訂第2版 補訂版 」PTECガイドブック



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

環境障害

EnvironmentaI Insuits

必修
選択

必修 年 次 2年次
担当教員 :

実務経験 :

サII里予 岡‖

授 業

形 態
講義

総時間 1 15時 間

(単位)|(1単位)

開講区分

曜日・時限

後期

ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

気候の変化(温暖化)による熱中症患者の増加や高齢化社会による高齢者の異物による窒息、レジャー等による環境因子が生体に与える障害について講義を通
じて理角子する必要があります。また、環境因子による患者の対応では様々な関係者と関わる事例が多い為、連携の手法としてどのような情報が必要かをディスカッ
ションします。本講義終了後、環境因子による障害についての概要、発症原因・分類、症状、処置等が説明できるようになる。

※実務者経験

【到達目標】

環境因子による障害について発生機序、病態、症状、予後などを学び、環境因子が原因となる救急活動において観察,評価,処置及び搬送方法について適切な対
応ができるようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画1内容

1回 目

2回 目 消化管異物・鼻・耳・日艮・性器異物の種類と症状、羽水の危険因子・過程・予後、羽水傷病者の観察と処置について説明できる。

3回 目 熱中症の疫学・原因と発生の特徴・発生機序・分類と症状、熱中症傷病者に対する観察と処置について説明できる。

4回 目 偶発性低体温の発生機序と病態生理、偶発性低体温傷病者に対する観察、処置の要点についてを説明できる。

5回 目 放射線の概要、放射線による急性障害と晩発障害、確定的影響と確率的影響、急性放射線症候群について説明できる。

6回 目 放射線被ばく防護法、区域管理とスクリーニング及び除染、傷病者の観察と処置の要点、被ばく医療体制について説明できる。

7回 目 急性高山病の判断基準と観察・処置の要点、減圧障害・酸素欠乏症の症状と観察・処置の要点について説明できる。

8回 目 終講試験

9回 目

10回 目

引回目

12回 目

13回 目

14回 目

15回 目

準備学習
時間外学習

l果境陣吾を
~子

智丁るにあたり、解剖征埋7のイ夏宙 ,9｀ 必妥で丁。
さらに、熱中症については近年、気温の上昇に伴い患者数も増えていることから、環境による救急患者も増えていることを認識する必要がある。
また、環境障害についてそれぞれの特徴についてまとめると理解ができやすいと思います。
●解剖学
0ノート振り返り

評価方法

終講言式験にて中毒について知識習熟度を肇記試験にて評価を行う。
●出席率
●終講試験
で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

気候の変化に伴い熱中症の増加、小児の海や川でのレジャー中の瘍水事故、東日本大震災での放射線物質による障害、その他環境障害による概
要や原因、症状をしつかり理解することが重要です。また、傷病者に対する対応や他の機関と連携して対応する活動も含めて理解が必要です。救急救
命士としと傷病者を適切に観察し、医療機関に判定できるようになつてい頂きたいです。

【使用教科書・教材・参考書】

改訂第10版 救急救命士標準テキスト



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科日名
(英 )

急性中毒

Acute Poisoning

必 修

選択
必修 年 次 2年次

担当教員 :

実務経験 :

,H里予 岡‖

授業
形態

講義
総時間
(単位)

15時間

(1単位)

開講区分 後期

曜日・時ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

中毒物質による急性中毒患者は中毒物質の把握、状況評価、傷病者の観察が重要になります。また、近年では乱用薬物の多様化となつており、それに応じた対
応や観察も必要となつています。中毒物質については一般的に使用される薬物及び医療薬品として扱われている薬品の種類や効果について、家庭用品での問い

合わせ・誤飲等の発生した場合での対応も含めて講義を通じて理解する必要があります。また、中毒患者の対応では様々な関係者 (警察や保健所)と関わる事例
が多い為、連携の手法としてどのような情報が必要かをディスカッションします。本講義終了後、中毒物質についての種類、特性、症状、処置等が説明できるように

なる。

【到達目標】

中毒物質による障害について発生機序、病態、症状、予後などを学び、中毒物質が原因となる救急活動において観察,評価,処置及び搬送方法について適切な対
応ができるようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

1回 目 問題となる・問い合わせの多い中毒物質の種類、小児と高齢者に多い中毒の特徴、ADMEの特徴について説明できる。

2回 目 中毒物質に特有な臭気と随伴症状、中毒傷病者の観察・処置の要点について説明できる。

3回 目 急性中毒を起こしやすい医薬品の中毒症状と処置・観察の概要を説明できる。

4回 目 農薬中毒・工業用品中毒の症状と処置・観察の概要を説明できる。

5回 目 ガス中毒・アルコール中毒の症状と処置・観察の概要を説明できる。

6回 目 自然毒中毒・家庭用品中毒の症状と処置・観察の概要を説明できる。

7回 目 乱用薬物中毒の症状と処置・観察の概要を説明できる。

8回 目 終講試験

9回 目

10回 目

コ回目

12回 目

13回 目

14回 目

15回 目

準備学習
時間外学習

中毒を字習丁/oにあたり、楽守勿の代冨身寸橙踏を優習する必要がありま丁。また、代謝に関19る 臓喬 l‐ついKも職耳Bを冨のK再れ住認が必要で丁。
さらに、中毒については近年、特殊な中毒物質も増えている為、ネットやニュース等にも関心を持つことが大事です。講義内のノートの振り返りや各中
毒物質ごとにまとめると理解ができやすいと思います。
●薬理学 代謝経路
●解剖学
●ノート振り返り

評価方法

終講試験にて中毒について知識習熟度を筆記試験にて評価を行う。
●出席率
●終講試験
で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

ネットやニュースで近年、中毒物質による関心が高まつています。また、秋急救命士としても一般的な中毒物貨の種類や薬理作用、急性中毒による

徴候等も含めてしっかり理解することが重要です。また、傷病者に対する対応や他の機関と連携して対応する活動も含めて理解が必要です。救急救命
士として中毒による傷病者を適切に観察し、医療機関に判定できるようになってい頂きたいです。

【使用教科書・教材・参考書】

改訂第10版 救急救命士標準テキスト



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

i  救急処置実習 I(基本手技 )

:Ettergency Care Practical Training(Basc Sk‖ Is)

必修
選択

必修 1年次年次
実務経験 'H里

予 岡‖

授業
形態

実習
総時間
(単位 )

270時間

(6単位 )

開講区分

曜日・時限

前期

水曜、金曜 (不 定期 )ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施
~す

るのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士としてまず基本を身につけることが重要です。集団行動で必要となる規律訓練やロープ結索、一次救命処置(AED&CPR)等 の基本手技を
身につけることが必要となります。個人手技や班、グループとして実習を行い、規律訓練やそれぞれの手技の意味、目的、内容を理解し本授業修了時には習得した

基本手技が実施できるようになる。

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
日標②
目裸③

授業計画・内容  |

1回 目 (実習前オリエンテーション)救急処置の重要性を理解し救急救命士としての使命を説明できる。

2回 目 (規律訓練)節度を持った行動ができる。

3回 目 (規律訓練)節度を持った行動ができる。

4回 目 (規律訓練)節度を持った行動ができる。

5回 目 (規律訓練)節度を持った行動ができる。

6回 目 (規律訓練)節度を持った行動ができる。

7回 目 (規律訓練)節度を持った行動ができる。

8回 目 (規律訓練)飾度を持った行動ができる。

9回 目 (ロ ープ結索訓練)各種結びができる。

10回 目 (ロ ーブ結索訓練)各種結びができる。

悧回目 (ロ ーブ結索訓練)各種結びができる。

12回 目 (ロ ーブ結索訓練)各種結びができる。

13回 目 (ロ ーブ結索訓練)各種結びができる。

14回 目 (ロ ーブ結索訓練)各種結びができる。

15回 目 (ロ ープ結索訓練)各種結びができる。

準備学習
時間外学習

事前字習は必要ありませんが、冥習で習つた埃日については時間外復習が必要となります。笑T貢 や手子更については難しいものもありまりますが、時

間外に反復して復習・練習することで必ず出来るようになります。
●復習
●反復練習

評価方法

出席状況及び授業態度、前期期末試験および学年末試験を総合的に評価
●出席率 (670/。 以上)

0実技・手技試験
●筆記試験

受講生への
メッセージ

消防官及び救急救命士として必要となる基本動作・基本手技については必ず必要になります。また、初めて習う内容なので難しいかもしれませんが、
1つ 1つ確実に練習し、繰り返し行うことで出来るようになります。また、習うことに興味を持ち、取り組むことが大事となります。しっかりと¬年次に基礎を
身につけましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト 上下巻 (へ るす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

救急処置実習 I(基本手技)

Emergency Care Practical Training(Basc sk‖ Is)

必修
選択

必修 年 次 1年次
担当教員 :

実務経験 :

サH里予 岡‖

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

270時間

(6単位 )

開講区分

曜日・時限

前期

水曜、金曜 (不定期 )]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載ずる)

消防官及び救急救命士としてまず基本を身につけることが重要です。集団行動で必要となる規律訓練やロープ結索、一次救命処置(AED&CPR)等 の基本手技を
身につけることが必要となります。個人手技や班、グループとして実習を行い、規律訓練やそれぞれの手技の意味、目的、内容を理解し本授業修了時には習得した
基本手技が実施できるようになる。

※実務者経験

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

16回 目 (救命手当・止血法他)大出血の上血方法を理解 し処置できる。

17回 目 (救命手当・止血法他)大出血の上血方法を理解し処置できる。

18回 目 (救命手当・止血法他)大出血の止血方法を理解し処置できる。

19回 目 (救命手当・止血法他)大出血の上血方法を理解し処置できる。

20回 目 (救命手当・止血法他)大出血の止血方法を理解 し処置できる。

2刊 回目 (体位管理と保温)傷病者の主訴や症状による体位管理・保温ができる。

22回 目 (体位管理と保温)傷病者の主訴や症状による体位管理・保温ができる。

23回 目 (体位管理と保温)傷病者の主訴や症状による体位管理・保温ができる。

24回 目 (体位管理と保温)傷病者の主訴や症状による体位管理 '保温ができる。

25回 目 (体位管理と保温)傷病者の主訴や症状による体位管理・保温ができる。

26回 目 (休位管理と保温)傷病者の主訴や症状による体位管理・保温ができる。

27E]目 (搬送法・各種担架取扱い)徒手及び各種担架での搬送ができる。

28回 目 (搬送法・各種担架取扱い)徒手及び各種担架での搬送ができる。

29回 目 (搬送法 ,各種担架取扱い)徒手及び各種担架での搬送ができる。

30回 目 (搬送法・各種担架取扱い)徒手及び各種担架での搬送ができる。

準備学習
時間外学習

事前字習は必要ありませんが、
~夫

習で習つたI貞 日については時間外復習が必要となります。
~夫

子支や手硬については異佳しいものもありまりますが、時
間外に反復して復習・練習することで必ず出来るようになります。
●復習
●反復練習

評価方法

出席状況及び侵某態反、前期期末試験および字年末試験を総合的に評価
●出席率(67%以 上)

●実技・手枝試験
●筆記試験

受講生への
メッセージ

消 il万冒及び秋急款命士として必要となる基本動作・基本手伎については必す必要になります。また、初めて習う内容なので難しいかもしれませんが、
1つ 刊つ確実に練習し、繰り返し行うことで出来るようになります。また、習うことに興味を持ち、取り組むことが大事となります。しつかりと¬年次に基礎を
身につけましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

救急処置実習 I(基本手技 )

Emergency Care Practical Tra ning(Bas c Sk‖ ts)

必修

選択
必 修 年次 1年次

実務経験

担当教員 サII里予 岡‖

授業
形態

実習
270時間

(6単位 )

総時間
(単位 )

開講区分

曜日・時

前 期

水曜、金曜 (不 定期 )コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有ずる教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士としてまず基本を身につけることが重要です。集回行動で必要となる規律訓練やロープ結索、一次救命処置(AED&CPR)等 の基本手技を
身につけることが必要となります。個人手技や班、グループとして実習を行い、規律訓練やそれぞれの手技の意味、目的、内容を理解し本授業修了時には習得した
基本手技が実施できるようになる。

※実務者経験

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内!容

31回 目 (バイタル測定)意識を確認 し意識レベルを評価できる。

32回 目 (バイタル測定)意識を確認 し意識レベルを評価できる。

33回 目 (バイタル測定)呼吸 (回
′チ女・様式)を確認し評価できる。

34回 目 (バイタル測定)呼吸 (回数・様式)を確認 し評価できる。

35回 目 (バイタル測定)循環 (μR拍 )を l在認 し評価できる。

36回 目 (バイタル測定)循環 (舟l(拍 )を確認 し評価できる。

37回 目 (バイタル測定)聴診器を使用 し呼吸音・心音を聴取できる。

38回 目 (バイタル測定)聴診器を使用 し呼吸音・心音を聴取できる。

39回 目 (バイタル測定)血圧計で血圧測定ができる。

40回 目 (バイタル測定)血圧計で血圧測定ができる。

41回 目 (バイタル測定)SP02モ ニターで酸素飽和度を測定できる。

42回 目 (バイタル測定)SP03モ ニターで酸素飽和度を測定できる。

43回 目 (気道確保)用手的気道確保法 (頭部後屈あご先拳上法・下顎拳上法)が実施できる。

44回 目 (気道確保)用手的気道確保法 (頭部後屈あご先拳上法・下顎拳上法)が実施できる。

45回 目 (気道確保)用 手的気道確保法 (頭部後屈あご先拳上法・下顎拳上法)が実施できる。

つ つ

準備学習
時間外学習

間外に反復して復習・練習することで必ず出来るようになります。
●復習

評価方法

出席状況及び授業態反、前期期末試験および学年末試験を総合的に評価
●出席率 (67%以 上 )

0実技・手技試験
0箋記試蜃食

受講生への
メッセージ

消 lワテ冨及び萩急秋命士として必要となる基本動作・墨不手T貢 については必す必要になります。また、1テlめて習う閃否なので妥佳しいかもしれませんが、
1つ 司つ確実に練習し、繰り返し行うことで出来るようになります。また、習うことに興味を持ち、取り組むことが大事となります。しつかりと刊年次に基礎を
身につけましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

i  救急処置実習 I(基本手技 )

:Emergency Care Practical Train ng(Basic Sk‖ Is)

必修
必修
選択

年 次 1年次
担当教員

実務経験

)|十 里予 岡1

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

270時間

(6単位 )

開講区分

曜日・時限

前期

水Π醍、金曜 (不定期 )ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士としてまず基本を身につけることが重要です。集団行動で必要となる規律訓練やロープ結索、一次救命処置(AED&CPR)等の基本手技を
身につけることが必要となります。個人手枝や班、グループとして実習を行い、規律訓練やそれぞれの手技の意味、目的、内容を理解し本授業修了時には習得した
基本手技が実施できるようになる。

※実務者経験

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

46回 目 (気道確保)用 手的気道確保法 (頭部後屈あご先拳上法・下顎拳上法)が実施できる。

47回 目 (気道確保)エアウエイを用いた気道確保法 (経 日・経鼻エアウエイ)が実施できる。

48回 目 (気道確保)エアウエイを用いた気道確保法 (経 口。経鼻エアウエイ)が実施できる。

49回 目 (気道確保)エアウエイを用いた気道確保法 (経 日・経鼻エアウエイ)が実施できる。

50回 目 (気道確保)エアウエイを用いた気道確保法 (経 口。経鼻エアウエイ)が実施できる。

51回 目 (気道確保)エアウエイを用いた気道確保法 (経 口。経鼻エアウエイ)が 実施できる。

52回 目 (気道確保)エアウエイを用いた気道確保法 (経 口・経鼻エアウエイ)が 実施できる。

53回 目 (気道確保・補助呼吸)BVM(バ ッグ・バルブ・マスク)を用いた気道確保法が実施できる。

54回 目 (気道確保・補助呼吸)BVM(バ ング °バルブ・マスク)を用いた気道確保法が実施できる。

55回 目 (気道確保・補助呼吸)BVM(バ ッグ・バルブ・マスク)を用いた気道確保法が実施できる。

56回 目 (気道確保・補助呼吸)BVM(バ ッグ・バルブ・マスク)を用いた気道確保法が実施できる。

57回 目 (気道確保・補助呼吸)BVM(バ ッグ・バルブ・マスク)を用いた気道確保法が実施できる。

58回 目 (気道確保・補助呼吸)BVM(バ ッグ・バルブ・マスク)を用いた気道確保法が実施できる。

59回 目 (胸 骨圧迫)胸 骨圧迫 (BLS)が 実施できる。

60回 目 (胸骨圧迫)胸 骨圧迫 (BLS)が 実施できる。

準備学習
時間外学習

手同l甲習は′Zヽ妥ありませんが、笑習で‐
目つた狽日については時間外復習 ,9｀ 必要となりま丁。央T又 やキ子又についKほ妄[しいも(プ

'も
ありまり丁丁が、崎

間外に反復して復習・練習することで必ず出来るようになります。
●復習
●反復練習

評価方法

出席状況及び授業態度、前期期末試験および学年末試験を総合的に評価
●出席率(67%以 上)

●実技・手技試験
●筆記試験

受講生への
メッセージ

消防官及び救急救命士として必要となる基本動作・基本手技については必ず必要になります。また、初めて習う内容なので難しいかもしれませんが、
1つ 1つ確実に練習し、繰り返し行うことで出来るようになります。また、習うことに興味を持ち、取り組むことが大事となります。しつかりと呵年次に基礎を
身につけましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 昌 科

科目名
(英 )

救急処置実習 I(基本手技 )

Emergency Care Practical Training(Basic Sk‖ Is)

必修

選択
必修 年 次 1年次

担当教員

実務経験 'II里

予 岡‖

授業
形態

実習
総時間
(単位 )

270時間

(6単位 )

開講区分

曜日・時限

前期

水曜、金曜 (不定期 )]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載ずる)

消防官及び救急救命士としてまず基本を身につけることが重要です。集団行動で必要となる規律訓練やロープ結索、一次救命処置(AED&CPR)等 の基本手枝を

身につけることが必要となります。個人手技や班、グループとして実習を行い、規律訓練やそれぞれの手技の意味、目的、内容を理解し本授業修了時には習得した

基本手技が実施できるようになる。

※実務者経験

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るよう1こなる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

61回 目 (胸骨圧迫)胸 骨圧迫 (BLS)が 実施できる。

(胸骨圧迫)胸 骨圧迫 (BLS)が 実施できる。62回 目

63回 目 (胸骨圧迫)胸 骨圧迫 (BLS)が 実施できる。

64回 目 (胸骨圧迫)胸 骨圧迫 (BLS)が 実施できる。

65回 目 (胸骨圧迫・BVM)試験 (2人組で実施 )

66回 目 (胸骨圧迫・BVM)試験 (3人組で実施)

67回 目 (胸骨圧迫・BVM)試験 (4人組で実施 )

68回 目 (胸骨圧迫・BVM)試験 (5人組で実施)

つ

準備学習 間外に反復して復習・練習することで必ず出来るようになります。
時間外学習 ●復習

● 反

評価方法

出席状況及び授業態度、前期期末試験および学年末試験を総合的に評価
●出席率(67%以上)

0実技・手枝試験
●筆記試験

受講生への
メッセージ

消防官及び救急救命士として必要となる基本動作・基本手技については必ず必要になります。また、初めて習う内容なので難しいかもしれませんが、
1つ ¬つ確実に練習し、繰り返し行うことで出来るようになります。また、習うことに興味を持ち、取り組むことが大事となります。しつかりと1年次に基礎を
身につけましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 昌 科

科目名
(英 )

救急処置実習 I(基本手技 )

Emergency Care Pract cal Tra ning(Basic Skttls)

必修
選択

必修 年次 1年次
川野 剛担当教員

実務経験

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

270時間

(6単位 )

後期

水曜、金曜 (不定期 )

開講区分

曜日・時限ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士としてまず基本を身につけることが重要です。集回行動で必要となる規律訓練やロープ結索、一次救命処置(AED&CPR)等の基本手技を
身につけることが必要となります。個人手技や班、グループとして実習を行い、規律訓練やそれぞれの手技の意味、目的、内容を理解し本授業修了時には習得した
基本手技が実施できるようになる。

※実務者経験

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

69回 目 (AED)AEDが 実施 で き る。

70回 目 (AED)AEDが実施 で き る。

71回 目 (AED)AEDが実 施 で き る。

72回 目 (AED)AEDが実 施 で き る。

73回 目 (心肺蘇生法とAED)初期対応からAEDま で一連の行動ができる。

74回 目 (心肺蘇生法とAED)初期対応からAEDま で一連の行動ができる。

75回 目 (心肺蘇生法とAED)初期対応からAEDま で一連の行動ができる。

76回 目 (心肺蘇生法とAED)初期対応からAEDま で一連の行動ができる。

77回 目 (心肺蘇生法とAED)初期対応からAEDま で一連の行動ができる。

78回 目 (心肺蘇生法とAED)初期対応からAEDま で一連の行動ができる。

79回 目 (心肺蘇生法とAED)初期対応からAEDま で一連の行動ができる。

80回 目 (心肺蘇生法とAED)初期対応からAEDま で一連の行動ができる。

81回 目 (心肺蘇生法とAED)初期対応からAEDま で一連の行すl)Jが できる。

82回 目 (心肺蘇生法とAED)初期対応からAEDま で一連の行動ができる。

83回 目 (除細動器)心電図モニター波形を理解し、除細動が実施できる。

準備学習 外に反復して復習・練習することで必ず出来るようになります。

時間外学習 ●復習
●反復練習

評価方法

出席状況及び授業態度、前期期末試験および学年末試験を総合的に評価
●出席率(67%以 上)

0実枝・手技試験
●筆記試験

受講生への
メッセージ

消防官及び救急救命士として必要となる基本動作・基本手技については必ず必要になります。また、初めて習う内容なので難しいかもしれませんが、
¬つ1つ確実に練習し、繰り返し行うことで出来るようになります。また、習うことに興味を持ち、取り組むことが大事となります。しつかりと1年次に基礎を
身につけましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

救急処置実習 I(基本手技 )

Emergency Care Practical Training(Basic Sktt s)

必 修

選択
必修 年次 1年次

サII里予 岡1担当教員 :

実務経験 :

授業
形態

実習
総時間
(単位 )

270時間

(6単位 )

後期

水曜、金曜 (不定期 )

開講区分

曜日・時限ヨース  :

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有ずる教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士としてまず基本を身につけることが重要です。集回行動で必要となる規律訓練やロープ結索、一次救命処置(AED&CPR)等 の基本手技を

身につけることが必要となります。個人手技や班、グループとして実習を行い、規律訓練やそれぞれの手技の意味、目的、内容を理解し本授業修了時には習得した

基本手技が実施できるようになる。

※実務者経験

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画1内容 ―
―

84回 目 (除細動器)心電図モニター波形を理解 し、除細動が実施できる。

85回 目 (除細動器)心電図モニター波形を理解し、除細動が実施できる。

86回 目 (除細動器)心電図モニター波形を理解し、除細動が実施できる。

87回 目 (除細動器)心電図モニター波形を理解 し、除細動が実施できる。

88回 目 (除細動器)心電図モニター波形を理解し、除細動が実施できる。

89回 目 (除細動器)心電図モニター波形を理解し、除細動が実施できる。

90回 目 (除細動器)心電図モニター波形を理解し、除細動が実施できる。

91回 目 (用 手的気道果物除去法)対象に応 じたハイムリック法が実施できる。

92回 目 (用 手的気道異物除去法)対象に応 じたハイムリック法が実施できる。

93回 目 (用 手的気道異物除去法)対象に応 じたハイムリック法が実施できる。

94回 目 (用 手的気道異物除去法)対象に応 じたハイムリック法が実施できる。

95回 目 (器具による気道異物除去法)喉頭鏡・マギール鉗子が実施できる。

96回 目 (器具による気道異物除去法)喉頭鏡・マギール鉗子が実施できる。

97回 目 (器具による気道具物除去法)喉頭鏡・マギール鉗子が実施できる。

98回 日 (器具による気道異物除去法)喉頭鏡・マギール鉗子が実施できる。

準備学習
時間外学習

事前学習は必要ありませんが、
~夫
習で習つた項目については時間外復習が必要となります。粟板や手板については難しいものもありまり丁すが、時

間外に反復して復習・練習することで必ず出来るようになります。
●復習
●反復練習

評価方法

出席状況及び授業態度、前期期末試験および学年末試験を総合的に評価
●出席率 (670/o以 上)

●実技・手技試験
●筆記試験

受講生への
メッセージ

消防官及び救急救命士として必要となる基本動作・基本手技については必ず ります。また、初めて習う内容なので難しいかもしれませんが

¬つ刊つ確実に練習し、繰り返し行うことで出来るようになります。また、習うことに興味を持ち、取り組むことが大事となります。しつかりと司年次に基礎を
身につけましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公落 昌科

科目名
(英 )

救急処置実習 I(基本手技 )

Emergency Care Practical Trっ n ng(Basic Sk‖ s)

必修
選択

必修 年 次 1年次
担当教員

実務経験

)II里予 岡1

授業

形態
実 習

総時間
(単位 )

270時間

(6単位 )

開講区分

曜日・時

後期

水曜、金曜 (不定期 )]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士としてまず基本を身につけることが重要です。集団行動で必要となる規律訓練やロープ結索、一次救命処置(AED&CPR)等 の基本手技を
身につけることが必要となります。個人手技や班、グループとして実習を行い、規律訓練やそれぞれの手技の意味、目的、内容を理解し本授業修了時には習得した
基本手技が実施できるようになる。

※実務者経験 :

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

99回 目 (器具による気道異物除去法)喉頭鏡・マギール鉗子が実施できる。

100回 目 (器具による気道異物除去法)喉頭鏡・マギール針子が実施できる。

101回 目 (口 腔内吸引)目 的に応 じた吸引器が実施できる。

102回 目 (口 腔内吸引)目 的に応 じた吸引器が実施できる。

103回 目 (口 腔内吸引)目 的に応じた吸引器が実施できる。

104回 目 (口 腔内吸引)目 的に応 じた吸引器が実施できる。

105回 目 (声 門上デバイス)ラ リングアルマスクが実施できる。

106回 目 (声門上デバイス)ラ リンゲアルマスクが実施できる。

107回 目 (声 門上デバイス)ラ リングアルマスクが実施できる。

108回 目 (声 門上デバイス)ラ リングアルマスクが実施できる。

109回 目 (声門上デバイス)ラ リングアルチューブが実施できる。

110回 目 (声 門上デバイス)ラ リングアルチューブが実施できる。

111回 目 (声 門上デバイス)ラ リングアルチューブが実施できる。

112回 目 (声 門上デバイス)ラ リングアルチューブが実施できる。

113回 目 (声門上デバイス)ラ リングアルチューブが実施できる。

準備学習
時間外学習

争Rl甲習は必要ありませんが、央曽で曽つた唄口についKIよ崎岡外イ夏習″」`必要とアょ
‐
りま丁。表破や■枚についKほ巽こしいも(l'も めりよりま丁ア)｀ 、時

間外に反復して復習・練習することで必ず出来るようになります。
●復習
●反復練習

評価方法

出席状況及び授業態度、前期期末試験および学年末試験を総合的に評価
●出席率 (670/o以 上)

0実枝・手技試験
0筆記試験

受講生への
メッセージ

消防官及び救急救命士として必要となる基本動作・基本手技については必ず必要になります。また、初めて習う内容なので難しいかもしれませんが、
1つ 司つ確実に練習し、繰り返し行うことで出来るようになります。また、習うことに興味を持ち、取り組むことが大事となります。しっかりと1年次に基礎を
身につけましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

救急処置実習 I(基本手技 )

Emergency Care Practcal Train ng(Basic Sk‖ Is)

必修
選択

必修 年 次 1年次
担当教員 :

,II里予 岡1

実務経験 :

授業

形態
実習

総時間
(単位 )

270時間

(6単位 )

開講区分

曜日・時限

後期

水曜、金曜 (不定期 )ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士としてまず基本を身につけることが重要です。集国行動で必要となる規律訓練やロープ結索、一次救命処置(AED&CPR)等の基本手技を
身につけることが必要となります。個人手技や班、グループとして実習を行い、規律訓練やそれぞれの手技の意味、目的、内容を理解し本授業修了時には習得した
基本手技が実施できる
ようになる。

※実務者経験

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

114回 目 (声門上デバイス)ラ リングアルチューブが実施できる。

115回 目 (酸素投与)目 的・状態の応じた酸素投与が実施できる。

116回 目 (酸素投与)目 的・状態の応じた酸素投与が実施できる。

117回 目 (酸素投与)目 的・状態の応じた酸素投与が実施できる。

118回 目 (酸素投与)目 的 。状態の応じた酸素投与が実施できる。

119回 目 (酸素投与)目 的・状態の応じた酸素投与が実施できる。

120回 目 (酸素投与)目 的・状態の応じた酸素投与が実施できる。

121回 目 (気管内挿管)プロトコールに応じた気管内挿管が実施できる。

122回 目 (気管内挿管)プ ロトコールに応じた気管内挿管が実施できる。

123回 目 (気管内挿管)プロトコールに応じた気管内挿管が実施できる。

124回 目 (気管内挿管)プロトコールに応じた気管内挿管が実施できる。

125回 目 (気管内挿管)プ ロトコールに応 じた気管内挿管が実施できる。

126回 目 (気管内挿管)プ ロトコールに応じた気管内挿管が実施できる。

127回 目 (気管内挿管)プ ロトコールに応じた気管内挿管が実施できる。

128回 目 (気管内挿管)プ ロトコールに応じた気管内挿管が実施できる。

準備学習
時間外学習

事 月l字習 は必 要 ありませ んが 、冥 習 で習 つた I曳 日につ いては時間 外 復 習 が必 要 となります 。冥 f貢 や 手 子貢につ いては崇任しいものもありまります が 、時

間外に反復して復習・練習することで必ず出来るようになります。
●復習
●反復練習

評価方法

出席状況及び授業態度、前期期末試験および学年末試験を総合的に評価
●出席率(67%以 上)

0実技・手技試験
●筆記試験

受講生への
メッセージ

消防官及び救急救命士として必要となる基本動作・基本手技については必ず必要になります。また、初めて習う内容なので難しいかもしれませんが、
1つ 1つ確実に練習し、繰り返し行うことで出来るようになります。また、習うことに興味を持ち、取り組むことが大事となります。しっかりと1年次に基礎を
身につけましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 員科

年 次 1年次
,H里予 岡1担当教員

実務経験窪禁 : 必修科目名
(英 )

救急処置実習 I(基本手技 )

Emergency Care Pract cal Tra ning(Basic Sk‖ s)

実 習
総時間
(単位 )

270時間

(6単位 )

後期

水曜、金曜 (不 定期 )

開講区分

曜日・時限ヨース

授業
形態

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実

消防官及び救急救命士としてまず基本を身につけることが重要です。集団行動で必要となる規律訓練やロープ結索、一次救命処置(AED&CPR)等 の基本手技を
身につける
ことが必要となります。個人手技や班、グループとして実習を行い、規律訓練やそれぞれの手技の意味、目的、内容を理解し本授業修了時には習得した基本手技
が実施できる

る )するのか、具 に言己

になる

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

129回 目 学年末試験 (前期・後期で習得したことができる)

130回 目 学年末試験 (前期・後期で習得したことができる)

131回 目 学年末試験 (前期・後期で習得したことができる)

132回 目 学年末試験 (前期・後期で習得 したことができる)

133回 目 学年末試験 (前期・後翔で習得したことができる)

134回 目 学年末試験 (前期・後期で習得 したことができる)

135回 目 学年末試験 (前期・後期で習得したことができる)

間外に反復して復習・練習することで必ず出来るようになります。
つ つ

準備学習
時間外学習 ●復習

●反復練習

評価方法

出席状況及び授業態度、前期期末試験および学年末試験を総合的に評価
●出席率 (670/o以 上)

●実技・手技試験
●筆記試験

受講生への
メッセージ

消防官及び本文急救命士として必要となる基本動作・基本手枝については必ず必要になります。また、初めて習う内容なので難しいかもしれませんが、
刊つ¬つ確実に練習し、繰り返し行うことで出来るよ引こなります。また、習うことに興味を持ち、取り組むことが大事となります。しっかりと¬年次に基礎を
身につけましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

枚急処置実習Ⅲ(総合手技 )

Emergency Carc PracSca Training(Comprehensive Sk‖ Is)

必修
選択

必修 年次
実務経験

担当教員
3年次

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

開講区分

曜日・時限

270時間

6単位

前期・後期

火 曜ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状
態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなけ

ればなりません。実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有してい

きます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

※実務者経験: 中尾 龍幸 宇部・山陽小野田市消防本部 勤務

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

1回 目 (オ ヅエンテーション)3年次の到達目標を周知し、実習規則を説明し、卒業実技試験の救急隊の隊編成を行 う。

2回 目 (オ リエンテーション)4年次の到達日標を周知し、実習規則を説明し、卒業実技試験の救急隊の隊編成を行 う。

3回 目 (心肺停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態忠者の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブを使用 し、実施できる)

4回 目 (心肺停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態忠者の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブを使用 し、実施できる)

5回 目 (心肺停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブを使用 し、実施できる)

6回 目 (心肺停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブを使用し、実施できる)

7回 目 (心肺停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブを使用し、実施できる)

8回 目 (心肺停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブを使用し、実施できる)

9回 目 (心肺停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブを使用し、実施できる)

10回 目 (心刀市停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブを使用し、実施できる)

¬回目 (心月市停止状態の患者を想定した活動)救急隊として心肺停止状態忠者の救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブを使用し、実施できる)

12回 目 (心肺停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態忠者の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブを使用し、実施できる)

13回 目 (′い肺停止状態の患者を想定 した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動を使用 し、実施できる)

(′い肺停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動を使用 し、実施できる)14回 目

15回 目 (′い肺停止状態の患者を想定 した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動を使用 し、実施できる)

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

つ

準備学習
時間外学習

評価方法

出席状況及び授業態度、卒業認定冥技試験で外部評価者から総合評価
●出席率 (67。/o以 上)

●授業態度
●卒業認定実技試験 (ラ リー形式)

受講生への
メッセージ

3年間の集大成を発揮する為に最後まで努力しましょう。救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりませ
ん。12年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確実なスキルになるように頑張りましょう。そして一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急
救命士
をロキ旨しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅲ(総合手技 )

Emergency Care Pracucal Training(Comprehens ve Sk‖ ,s)

必修
選択

必 修 年 次 3年次
担当教員 i

実務経験
:

中尾・渡崎

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

270時間

6単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

火 曜]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状
態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなけ
ればなりません。
実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

深寧 落 者 絡 E令 :

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

16回 目 (心肺停止状態の忠者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動を使用 し、実施できる)

17回 目 (心肺停止状態の患者を想定した活動)救急隊として心肺停止状態忠者の救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動を使用し、実施できる)

18回 目 |い肺停止状態の忠者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動を使用 し、実施できる)

19回 目 |い肺停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態患者の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ ,除細動を使用 し、実施できる)

20回 目 |い肺停止状態の患者を想定した活動)救 急隊として心肺停止状態忠者の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動を使用 し、実施できる)

21回 目 (胸 痛患者を想定した活動)救 急隊として胸痛を訴文_る 患者 (生 体～人形)の枚急活動を行う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動を使用 し、実施できる)

22回 目 (胸痛息者を想定した活動)救 急隊として胸病を訴える忠者 (生 体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動を使用 し、実施できる)

23回 目 (胸痛患者を想定した活動)救 急隊として胸痛を訴える患者 (生 体～人形)の救急活動を行う。 (ラ ツンゲアルチューブ・除細重力を使用 し、実施できる)

24回 目 (胸痛患者を想定した活動)救 急隊として胸痛を訴える忠者 (生 体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動を使用し、実施できる)

25回 目 (胸痛患者を想定した活動)救 急隊として胸痛を訴える忘者 (生 体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動を使用し、実施できる)

26回 目 (胸病息者を想定した活動)救 急隊として胸病を訴える患者 (生 体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除糸B動 を使用 し、実施できる)

27回 目 (胸痛患者を想定した活動)救 急隊として胸痛を訴える患者 (生 体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動を使用し、実施できる)

28回 目 (胸痛患者を想定した活動)救 急隊として胸痛を訴える患者 (生 体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動を使用し、実施できる)

29回 目 (胸 痛患者を想定した活動)救 急隊として胸痛を訴える患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動を使用 し、実施できる)

30回 目 (胸 痛患者を想定した活動)敦 急隊として胸病を訴える患者 (生 体～人形)の枚急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動を使用 し、実施できる)

準備学習
時間外学習

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、卒業認定冥技試験で外部評価者から総合評価
●出席率 (670/o以 上)

●授業態度
●卒業認定実枝試験 (ラ リー形式)

受講生への
メッセージ

3年間の果大成を発揮する為に最後まで努力しましよう。枚急現場で冥際の傷届者に対して適切な対応や処首畦が出釆るようにならなけれ lよ なりませ
ん。12年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確実なスキルになるように頑張りましょう。そして一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急
救命士
をロキ旨しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガイドブック (へ るす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

修
択

必
選

必修
担当教員

年 次 3年次
実務経験

中尾・漬崎
科 目名

(英 )

救急処置実習Ⅲ(総合手技 )

Emergency Carc Pracdca Traia ng(Comprchens ve SkⅢ s)

コース

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

270時間

6単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

火 曜

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価(発症機序)や傷病者(患者)の状
、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけな
ばなりません。実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有してし

修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。
す

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

31回 目 (胸痛忠者を想定した活動)救 急隊として胸痛を訴える患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動を使用し、実施できる)

32回 目 (胸痛患者を想定した活動)救急隊として胸痛を訴える患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動を使用し、実施できる)

33回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動・気管挿管を使用し、実施できる)

34回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管を使用し、実施できる)

35回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (ラ ツングアルチューブ・除細動 。気管挿管を使用し、実施できる)

36回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管を使用し、実施できる)

37回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動・気管挿管を使用 し、実施できる)

38回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管を使用し、実施できる)

39回 目 (総 合)救 急隊として想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動・気管挿管を使用 し、実施できる)

40回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管を使用 し、実施できる)

41回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチョーブ・除細動・気管挿管を使用 し、実施できる)

42回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動・気管挿管を使用 し、実施できる)

43回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ '除細動・気管挿管を使用 し、実施できる)

44回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管を使用 し、実施できる)

45回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管 。滞脈路確保をl声用 し、実施できる)

準備学習
時間外学習

準備字習 :12年沢で習つた手板を復習すること。また、l赤で情報を共石し運瞬を局める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、卒業認定実技試験で外部評価者から総合評価
●出席率 (670/o以 上)

0授業態度
●卒業認定実技試験 (ラ リー形式)

受講生への
メッセージ

3年間の集大成を発揮する為に最後まで努力しましよう。救急現場で粟際の傷病者に対して適切な対応や処直が出釆るようにならなけれはなりませ

ん。12年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確実なスキルになるように頑張りましょう。そして一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急

救命士

を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へるす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員

必修
選択

必修 年 次 3年次
中尾・漬崎担当教員

:

実務経験 :

救急処置実習Ⅲ(総合手技 )

Emergency Care pracuca Train ng(Comprehens ve Sklls)

科目名
(英 )

実 習
授業
形態

総時間
(単位 )

270時間

6単位

前期・後期

火曜

開講区分

曜日・時限ヨース

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価(発症機序)や傷病者 (患者)の状

、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけな

ばなりません。
際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。

授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見 な授業を実施するのか、具体的に記載する)する の よ貝

習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。

【到達目標】

<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画 '内容

46回 日 (総合)救急隊として想定内容に応じた忠者 (生体～人形)の 救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動 。気管挿管・静脈路確保を使用し、実施できる)

47回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の 救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管・静脈路確界を使用 し、実施できる)

48回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた息者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管・静脈路確保を使用し、実施できる)

49回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管・静脈路確保を使用 し、実施できる)

50回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管・静脈路確保を使用し、実施できる)

51回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)の 救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管・静脈路確保を使用 し、実施できる)

52回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた患者 (生体～人形)の 救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管・静脈路確保を使用し、実施できる)

53回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた患者 (生 体～人形)の 救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管・静脈路確保を使用し、実施できる)

54回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた患者 (生 体～人形)の 救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管・静脈路確保を使用し、実施できる)

55回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた患者 (生 体～人形)の 1文急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管・静

"R路

確保を使用 し、実施できる)

56回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた患者 (生体～人形)の 救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・気管挿管・静脈路確保を使用し、実施できる)

57回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた忠者 (生体)の救急活動を行う。 (、アPTECプ ロトコールが実施できる)

58回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応 じた忠者 (生体)の救急活動を行う。 (ア P′ばECプ ロトコールが実施できる)

59回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応 じた忠者 (生体)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコールが実施できる)

60回 目 (外傷)救 急隊として外傷想定内容に応 じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコールが実施できる)

準備学習
時間外学習

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。

個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、卒業認定実技試験で外部評価者から総合評価
●出席率(67%以 上)

●授業態度
●卒業認定実技試験 (ラ リー形式)

受講生への
メッセージ

3年間の集大成を発揮する為に最後まで努力しましょう。救急現場で冥際の傷病者に対して適切な対応や処音Lが出釆るようにならなけれはなりませ

ん。12年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確実なスキルになるように頑張りましょう。そして一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急

救命士
を目事旨しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へるす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公落 昌科

必 修 年 次 3年次
中尾・漬崎担当教員

実務経験

必修
選択

救急処置実習Ⅲ(総合手技 )

Emergency Care Pract ca Tra ning(Comprehens ve Sk‖ s)

科目名
(英 )

授業
形態

実 習
270時間

6単位

総時間
(単位 )

前期。後期

火 曜

開講区分

曜日・時ヨース

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価(発症機序)や傷病者 (患者)の状

態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなけ

の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有していきます。

業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員 、どのような授 るのか、具体的に記載する)

りません。

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

|1授業計画・内容

61回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコールが実施できる)

62回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコールが実施できる)

63回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた忠者 (生体)の救急活動を行う。 (JPTECプ ロトコールが実施できる)

64回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行う。 (JPTECプ ロトコールが実施できる)

65回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行う。 (JPTECプ ロトコールが実施できる)

66回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行う。 (IP′「ECプ ロトコールが実施できる)

67回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコールが実施できる)

68回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行う。 (、丁Ptt ECプ ロトコールが実施できる)

69回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応 じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (チ Pl｀ ECプ ロトコール・静脈路確保が実施できる)

70回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (アPl ECプ ロトコール・静脈路確保が実施できる)

71回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (チ P′ビECプ ロトコール・静脈路確保が実施できる)

72回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた忠者 (生体)の救急活動を行 う。 (アPTECプ ロトコール・静脈路確保が実施できる)

73回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (JPl ECプ ロトコール・静脈路確保が実施できる)

74回 目 (外傷)救 急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (IP′ビECブ ロトコール・静脈路確保が実施できる)

75回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (チPTECプロトコール・静脈路確保が実施できる)

つ

準備学習
時間外学習

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、卒業認定実技試験で外部評価者から総合評価
●出席率(67%以 上)

●授業態度
●卒業認定実技試験 (ラ リー形式)

受講生への
メッセージ

3年間の集大成を発揮する為に最後まで努力しましょう。救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなけれはなりませ
ん。12年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確実なスキルになるように頑張りましょう。そして一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急
救命士
を目1旨 しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガイドブック (へ るす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 員科

必修 年 次 3年次
担当教員

実務経験

中尾・漬崎修
択

必
選科目名

(英 )

救急処置実習Ⅲ(総合手技 )

Emergency Care Practica Tra n ng(Comprehensive Sk‖ s) 授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

270時間

6単位

開講区分

曜日・時

前期・後期

火曜ヨース

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状
態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につ

ればなりません。実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有してい

きます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員 、どのような授 る )にるのか、

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

76回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコール・静μR路確保が実施できる)

77回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコール・静脈路確保が実施できる)

78回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコール・静μR路確保が実施できる)

79回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコール・静脈路確保が実施できる)

80回 目 (外傷)救急隊として外傷想定内容に応じた患者 (生体)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコール・静脈路確保が実施できる)

81回 目 JPTECプ ロバイダーコース eラ ーニング学習

82回 目 JPTECプ ロバイダーコース eラ ーニング学習

83回 目 JPTECプ ロバイダーコース eラ ーニング学習

84回 目 JPTECプ ロバイダーコース eラ ーニング学習

85回 目 JPTECプ ロバイダーコース 事前練習

86回 目 JPTECプ ロバイダーコース 事前練習

87回 目 JPTECプ ロバイダーコース受講

88回 目 JPTECプ ロバイダーコース受講

89回 目 JPTECプ ロバイダーコース受講

90回 目 JPTECプ ロバイダーコース受講

準備学習
時間外学習

準 備甲 智 :12年 欠́で
‐
目つたキ 子貢を復 智丁ること。また 、ll琢で悟 散 を哭 イョし遇 携 を局のる。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、卒業認定実技試験で外部評価者から総合評価
●出席率(67%以 上)

●授業態度
●卒業認定実技試験 (ラ リー形式)

受講生への
メッセージ

3年間の集大成を発揮する為に最後まで努力しましょう。救急現場で実際の傷病者に対して通切な対応や処置が出来るようにならなければなりませ
ん。12年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確実なスキルになるように瀬張りましょう。そして一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急
救命士
を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へるす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅲ(総合手技 )

Emergency Care Pracucal Tra n ng(Comprehensive Sk ns)

必 修
必修  :
選択  : 年 次 3年次

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

270時間

6単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

火 曜ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者(患者)の状

態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなけ

ればなりません。実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有してい

きます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

深車 落 者 絡 瞼 :

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画!内容

91回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた患者 (生体～人形)の 救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・静脈路確保・薬剤投与を使用し、実施できる)

92回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リングアルチョーブ・除細動・静脈路確保・薬剤投与を使用し、実施できる)

93回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・静脈路確保・薬剤投与を使用 し、実施できる)

94回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・静μ(路確保・薬剤投与を使用し、実施できる)

95回 目 (総合)救急隊として想定内容に応じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・静脈路確保 ,薬斉J投 与を使用し、実施できる)

96回 日 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リングアルチューブ・除細動・静脈路確保・薬斉J投 与を使用 し、実施できる)

97回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動・静脈路確保・薬剤投与を使用 し、実施できる)

98回 日 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた忠者 (生 体～人形)の 救急活動を行 う。 (ラ リングアルチョーブ・除細動・静脈路確保・薬剤投与を使用 し、実施できる)

99回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)の 救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動・静脈路確保・薬斉1投与を使用 し、実施できる)

100回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)プ )救急活動を行 う。 (ラ リングアルチョーブ・除細動・静脈路確保・薬剤投与を使用 し、実施できる)

101回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の 救急活動を行 う今 (ラ リングアルチューブ・除細動・静脈路確保・薬斉J投与を使用 し、実施できる)

102回 目 (総合)救 急隊として想定内容に応 じた息者 (生体～人形)の 救急活動を行 う。 (ラ リンゲアルチューブ・除細動 ,静脈路確保・薬斉J投与を使用し、実施できる)

103回 目 (外 傷)救 急隊として外傷想定内容に応 じた忠者 (生 体～人形)の救急活動を行 う。 (JPTECブ ロトコール・除和llll,ラ リングアルチューブ・静脈路確保が実施できる)

104回 目 (外 傷)枚 急隊として外傷想定内容に応 じた患者 (生 体～人形)の救急活動を行う。 (JPTECプ ロ トコール・除細章力・ラリンゲアルチューブ・静脈路確保が実施できる)

105回 目 (外 傷)枚 急隊として外傷想定内容に応 した患者 (生 体～人形)の枚急活動を行う。 (JPTECプ ロトコーノレ・除細動 ラリングアルチューブ・静脈路確保が実施できる)

つ

準備学習
時間外学習

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、卒業認定実技試験で外部評価者から総合評価
●出席率(670/o以 上)

●授業態度
●卒業認定実技試験 (ラ リー形式)

受講生への
メッセージ

3年間の集大成を発揮する為に最後まで努力しましょう。救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりませ
ん。12年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確実なスキルになるように瀬張りましょう。そして一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急
救命士
を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考善】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へ るす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科     _

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅲ(総合手技 )

Emergency Care Practica Tra n ng(COmprehens ve Sk‖ s)

必修
選択

必 修 年次 3年次
担当教員 中尾・渡崎

実務経験

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

270時間

6単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

火 曜]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施ずるのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者(患者)の状

態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけなけ

ればなりません。実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有してい

きます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

※実務者経験 :

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

内容

刊06回 目 (外傷)救 急隊として外傷想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコール・除細動・ラリングアルチュープ・静脈路確保が実施できる)

司07回 目 (外傷)救 急隊として外傷想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコール・除細動・ラリングアルチューブ .静脈路確保が実施できる)

108回 目 (外傷)救 急隊として外傷想定内容に応 じた息者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (」PTECプ ロトコール・除細動・ラリングアルチューブ・静え(路確保が実施できる)

刊09回 目 (外傷)救 急隊として外傷想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコール・除細動・ラリングアルチューブ・静脈路確保が実施できる)

司司0回 目 (外傷)枚 急隊として外傷想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコール・除細動・ラリングアルチュープ・静脈路確保が実施できる)

¬¬¬回目 (外 傷)枚 急隊として外傷想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロ トコール・除細
=力

・ラリングアルチューブ・静脈路確保が実施できる)

珂12回 目 (外 傷)救 急I演 として外傷想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (」PTECプ ロ トコール・除細動・ラリングアルチューブ・静脈路確保が実施できる)

司¬3回 目 (外 傷)枚 急隊として外傷想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロ トコール・除細動 ,ラ リングアルチューブ '静脈路確保が実施できる)

可14回 目 (外 傷)枚 急隊として外傷想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (JPTECプ ロトコール・除細動・ラリングアルチューブ ,静加R路 確保が実施できる)

司15回 目 (総合)救急隊として内因 '外傷想定内容に応じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (各プロトコールが実施できる)

1刊 6回 目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (各プロトコールが実施できる)

再¬7回 目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (各プロトコールが実施できる)

118回 目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (各プロトコールが実施できる)

119回 目 (総合)救 急隊として内因・外傷想定内容に応じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (各ブロトコールが実施できる)

120回 目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (各プロトコールが実施できる)

準備学習
時間外学習

準備字習 :12年 沢で習つた手板を復習すること。また、llスで'晴敬を共石し違腸を島める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、卒業認定実技試験で外部評価者から総合評価
●出席率(67%以 上)

●授業態度
●卒業認定実技試験 (ラ リー形式)

受講生への
メッセージ

3年間の集大成を発揮する為に最後まで努力しましょう。救急現場で実際の傷病者に対して適切な対応や処置が出来るようにならなければなりませ
ん。12年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確実なスキルになるように瀬張りましょう。そして一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急
救命士
を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へ るす出版 )



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

修
択

必
選

必修 年 次 3年次
担当教員 : 中尾・漬崎

実務経験 i

科日名
(英 )

救急処置実習Ⅲ(総合手技 )

Emergency Care PracucaI Tra n ng(Comprehens ve SkⅢ s)

ヨース
実 習

授業
形態

総時間
(単位 )

270時間

6単位 火Π習

前期・後期開講区分

曜日・時限

員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

消防官及び救急救命士として現場で活動する内容を理解し把握することが重要です。実際の救急活動で必要となる状況評価 (発症機序)や傷病者 (患者)の状

態、情報、適切な対応、処置、適切な医療機関選定等を理解することが必要となります。また、救急救命処置の精度を高め、傷病者 (患者)の対応力を身につけな

ればなりません。実際の救急現場を想定した活動を模擬救急隊として訓練し、実施した活動をフィードバックし、隊としてそれぞれの役割を理解し、情報を共有してし

きます。
本授業修了時には実際の救急現場を想定した活動を救急救命士として実施できるようになる。

の る【授業の学習内容】 (※

【到達目標】

実習室内外におけるシミュレーション実習により、即戦力となる知識・技術を身に付け、実際の救急現場での対応が出来るようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

授業計画・内容

121回 目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (各プロトコールが実施できる)

刊22回 目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (各プロトコールが実施できる)

刊23回 目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (各プロトコールが実施できる)

刊24回 目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (各プロトコールが実施できる)

125回 目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (各プロトコールが実施できる)

¬26回 目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (各プロトコールが実施できる)

珂27E]目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応 じた患者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (各プロトコールが実施できる)

¬28E]目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応 じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (各プロトコールが実施できる)

129E]目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行 う。 (各プロトコールが実施できる)

刊30回 目 (総合)救急隊として内因・外傷想定内容に応じた忠者 (生体～人形)の救急活動を行う。 (各プロトコールが実施できる)

13司 回目 卒業認定実技試験及び徽章授与式

刊32回 目 卒業認定実技試験及び微章授与式

刊33回 目 卒業認定実技試験及び徽章授与式

司34回 目 卒業認定実技試験及び徽章授与式

可35回 目 卒業認定実技試験及び徽章授与式

準備学習
時間外学習

準備字習 :12年 久で習つた手嶺を復習すること。また、隊で情報を共石し連 ,ゎ
臣を高める。

時間外学習 :隊活動の練習を反復して練習する。隊活動の練習については基本想定を実施し、フィードバックまで行うこと。
個人練習できる手技については復習すること。

評価方法

出席状況及び授業態度、卒業認定実技試験で外部評価者から総合評価
●出席率 (670/o以 上)

●授業態度
●卒業認定実技試験 (ラ リー形式)

受講生への
メッセージ

3年間の集大成を発揮する為に最後まで努力しましよう。救急現場で冥I環 の傷病者に対して適切な対応や処着Lが出釆るようにならなけれはなりませ
ん。12年次で身につけたスキルを再確認し、より正確で確実なスキルになるように頑張りましょう。そして一人でもでも多くの傷病者、患者を救える救急
救命士
を目指しましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士標準テキスト、」PTECガ イドブック (へるす出版)



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 昌 科

救急処置実習Ⅳ

(病院内実習 )
科目名
(英 )

Emergencッ Carc PracOcB Train ng(Hospに al CInicaI P,acement)

必修

選択
必修 年次 2年次

担当教員
:

実務経験 :

医療機関担当者 (指導医)

授業
形態

実習
総時間
(単位)

180

4単位

開講区分

曜日'時限

後期

ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

病院内実習で実際の患者様に対しての対応や接遇が必要です。また、バイタル測定についても実際の数値が患者様の状態を左右します。救急対応では迅速か
つ的確な対応をしなければなりません。病院内実習で実際の患者様を対応し、バイタル測定や観察をすることで臨床的な経験や学内で経験できないものを得ること

が出来ます。実際の現場を経験する機会として、学内での実技スキルを実践できる場として積極的に行うことで、救急救命士として必要な知識やスキルを身につけ

ることができる。

【到達目標】

実際の医療現場を通じて実践的な知識・技術・接遇を学ぶことにより、救急医療機関に救急救命士として対応することができるようになる。

1回 目 臨体実習要綱に基づき、医療機関担当者 (指導医)に一任したもの

2回 目

3回 目

4回 目

5回 目

6回 目

7回 目

8回 目

9回 目

10回 目

11回 目

12回 目

13回 目

14回 目

15回 目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

救急処置実習Ⅳ
(病院内実習 )

科目名
(英 )

:Emergency Carc Pracjcat Tr】 ning(Hospha,CIn c』 Piacement)

必修
選択

必修 年 次 2年次
担当教員

:

実務経験 :

医療機関担当者 (指導医)

授業
形態

実習
総時間
(単位)

180

4単位

開講区分

曜日・時限

後期

コース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

病院内実習で実際の患者様に対しての対応や接遇が必要です。また、バイタル測定についても実際の数値が患者様の状態を左右します。救急対応では迅速か
つ的確な対応をしなければなりません。病院内実習で実際の患者様を対応し、バイタル測定や観察をすることで臨床的な経験や学内で経験できないものを得ること
が出来ます。実際の現場を経験する機会として、学内での実技スキルを実践できる場として積極的に行うことで、救急救命士として必要な知識やスキルを身につけ
ることができる。

【到達目標】

実際の医療現場を通じて実践的な知識・技術・接遇を学ぶことにより、救急医療機関に救急救命士として対応することができるようになる。

16回 目

17回 目

18回 目

19回 目

20回 目

21回 目

22回 目

23回 目

24回 目

250回 目

26回 目

27回 目

28回 目

29回 目

30回 目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

救急処置実習W
(病院内実習 )

Emergency Care Pracuca Train ag(Hospit』 CIn caI PIacement)

必修

選 択
必修 年 次 2年次

担当教員 医療機関担当者 (指導医)

実務経験

授業
形態

実 習
総時間
(単位)

180

4単位

開講区分

曜日'時限

後期

ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

病院内実習で実際の患者様に対しての対応や接遇が必要です。また、バイタル測定についても実際の数値が患者様の状態を左右します。救急対応では迅速か
つ的確な対応をしなければなりません。病院内実習で実際の患者様を対応し、バイタル測定や観察をすることで臨床的な経験や学内で経験できないものを得ること
が出来ます。実際の現場を経験する機会として、学内での実技スキルを実践できる場として積極的に行うことで、救急救命士として必要な知識やスキルを身につけ
ることができる。

【到達目標】

実際の医療現場を通じて実践的な知識・技術・接遇を学ぶことにより、救急医療機関に救急救命士として対応することができるようになる。

授業計画・

31回 目

32回 目

33回 目

34回 目

35回 目

36回 目

37回 目

38回 目

39回 目

40回 目

41回 目

42回 目

43回 目

44回 目

45回 目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅳ
(病院内実習 )

Emergency Care Praclc』 Training(Hospha clnicaI P acement)

必修

選択
必修 年次 3年次

担当教員
:

医療機関担当者 (指導医)

実務経験 :

授業
形態

実 習
総時間
(単位)

180

4単位

開講区分

曜日・時限

前期

コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

病院内実習で実際の患者様に対しての対応や接遇が必要です。また、バイタル測定についても実際の数値が患者様の状態を左右します。救急対応では迅速か
つ的確な対応をしなければなりません。病院内実習で実際の患者様を対応し、バイタル測定や観察をすることで臨床的な経験や学内で経験できないものを得ること
が出来ます。実際の現場を経験する機会として、学内での実枝スキルを実践できる場として積極的に行うことで、救急救命士として必要な知識やスキルを身につけ
ることができる。

【到達目標】

実際の医療現場を通じて実践的な知識・技術・接遇を学ぶことにより、救急医療機関に救急救命士として対応することができるようになる。

1授業計画 :内容

46回 目

47回 目

48回 目

49回 目

50回 目

51回 目

52回 目

53回 目

4回 目

55回 目

56回 目

57回 目

58回 目

59回 目

60回 目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科日名
(英 )

救急処置実習Ⅳ

(病院内実習 )

Emergency Carc Prac● ctt Trainhg(Hosphal CInicaI P acement)

必修
選択

必修 年次 3年次
担当教員 医療機関担当者 (指導医)

実務経験

授業
形態

実 習
総時間
(単位 )

180

4単位

開講区分 前期

曜日・時]―ス  !

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載ずる)

病院内実習で実際の患者様に対しての対応や接遇が必要です。また、バイタル測定についても実際の数値が患者様の状態を左右します。救急対応では迅速か
つ的確な対応をしなければなりません。病院内実習で実際の患者様を対応し、バイタル測定や観察をすることで臨床的な経験や学内で経験できないものを得ること

が出来ます。実際の現場を経験する機会として、学内での実技スキルを実践できる場として積極的に行うことで、救急救命士として必要な知識やスキルを身につけ
ることができる。

【到達目標】

実際の医療現場を通じて実践的な知識・技術・接遇を学ぶことにより、救急医療機関に救急救命士として対応することができるようになる。

61回 目

62回 目

63回 目

64回 目

65回 目

66回 目

67回 目

68回 目

69回 目

70回 目

71回 目

72回 目

73回 目

74回 目

75回 目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

救急処置実習Ⅳ
(病院内実習 )

Emergcncy Care pracuca Tra n ng(Hospha clnca P,acement)

必修
選択

必 修 年 次 3年次
担当教員 医療機関担当者 (指導医)

実務経験

授業
形態

実習
総時間
(単位 )

180

4単位

開講区分

曜日・時限

前期

ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

病院内実習で実際の患者様に対しての対応や接遇が必要です。また、バイタル測定についても実際の数値が患者様の状態を左右します。救急対応では迅速か
つ的確な対応をしなければなりません。病院内実習で実際の患者様を対応し、バイタル測定や観察をすることで臨床的な経験や学内で経験できないものを得ること
が出来ます。実際の現場を経験する機会として、学内での実技スキルを実践できる場として積極的に行うことで、救急救命士として必要な知識やスキルを身につけ
ることができる。

【到達目標】

実際の医療現場を通じて実践的な知識・技術・接遇を学ぶことにより、救急医療機関に救急救命士として対応することができるようになる。

76回 目

77回 目

78回 目

79回 目

80回 目

81回 目

82回 目

83回 目

84回 目

85回 目

86回 目

87回 目

88回 目

89回 目

90回 目

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公落 昌科

科目名
(英 )

公衆衛生学

Public Health

必修
選択

必修 年次 1年次
担当教員 :

実務経験 :

川野 剛

授業
形態

講義
総時間
(単位)

15時間

(1単位)

開講区分 後期

曜日・ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

「日本国憲法」第25条には「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公

衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と謳われている。この憲法に基づいて法律の規定や各種施設が実施される。救急医療体制、救急救命士制度も

健康の維持・増進のための珂つである。また、医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの保健医療従事者は疾病の予防、治療、リハビリテーションを通じて国民の健康

を維持・増進する職種であり、救急救命士は病院前医療を通じて国民の健康の維持・増進に寄与する保健従事者である。「公衆衛生」とは「環境衛生、感染症の対

策、個々人の衛生教育、疾病の早期発見・早期治療のための保健医療サービスやすべての人が健康の保持に適した生活を送れるような社会機構の形成に対する

組織的な地域の取り組みを通じて疾病の予防・長寿を目指し、精神と身体の保持・増進を図る科学技術である」と定義されている。この内容を「整合性がとれる」よう

に繰り返し改善・向上しながら「効果」「効率」「魅力」を高めるインストラクショナルデザインの実践を行い本授業終了時には各々の説明ができるようになる。

【到達目標】

近年の少子高齢化や保健所の役割、学校・母子保健、精神保健福祉等について学び、保健医療制度の仕組みと現状ついて説明できる。
<具体的な目標>
目標①公衆衛生の仕組みを説明できる
目標②医療を取り巻く環境を説明できる
日標③環境保健を説明できる
目標④公衆衛生を支える仕組みを説明できる

1回 日 (目 標①)公衆衛生の仕組みを説明できる 1健康とは 2公衆衛生の定義 3健康指標 4公衆衛生に関係する行政組織

2回 目 (目 標②)医療を取り巻く環境を説明できる 1人 口構造の変化 2疾病構造の変化 3受療状況の変化

3回 目
(目 標②)医療供給体制を説明できる
(目 標③)環境保健を説明できる

1保健医療従事者 2医療機関 31医療法」と医療計画4在署医療と地域包猶ケア
1食品衛生 2公害と環境

4回 目
(目 標④)公衆衛生を支える仕組みを説明できる 労働衛生を支える仕組み 1「労働者災害補償保険法」と労働災害 2労働衛生3作業関運戸矢忌
4トータルヘルスプロモーションプラン5産業医

5回 目
(目 標④)学校・母子保健・地域保健を支える仕組みを説明できる

地域保険を支える仕組みを説明できる
1母子保健指標 2母子保健
1「地域保健法」と保健所(市町村保健センター)2健康増進

6回 目
(目 標④)高齢者を支える仕組みを説明できる

精神保健福祉を支える仕組みを説明できる 精神保健福祉を支える仕組み1入院形態2人権擁護3関連施設

7回 目 終講試験対策

8回 目 終講試験

9回 目

10回 目

11回 目

12回 目

13回 目

14回 目

15回 目

準備学習
時間外学習

中 の仕組みを知り保健指標を学ぶ事で組織的社会活動の重要性を深める手ができるので復習が必要です。

(目 標②)医療を取り巻〈環境を知る事で人口構造・疾病構造の変化を学び保健医療従事者の役割に対する理解が深まるため復習が必要です。

(目 標③)環境保健を知る事で、食中毒・環境汚染・産業廃棄物について理解でき適切な傷病者対応ができるので復習が必要です。

(目 標④)こ れから労働者となるため「労働者の疾病」や保障制度を知る。児童・母子・高齢者・精神保健施設について学ぶ事で傷病者に寄り添つた対応
ができるため復習が必要です。

評価方法

最終講義にて定期テスト(終講試験)を行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。
●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

魅力:人 口減少・少子高齢化が進展している現在、2035年 には4人に1人が高齢者となる事が推測されます。医療技術の進参により平均弄命は延びる
一方、支援や 介護を必要とする期間も長くなります。加えて病院受療率も高くなり病院医療体制は圧迫され傷病者の医療は傷病者の自宅や介護施

設で行うのが主となります。さらに精神疾患傷病者も増加しており救急搬送件数も増加していることから救急医療体制の整備がこれまで以上に必要に

なります。このような保健医療制度につて知つておく事が今度の現場活動に活かされます。

授業計画 :看護師として今まで経験した事をみなさんにお話ししながら授業を進めていきたいと思います。

講義終盤には終講試験対策で国家試験過去問題(選択問題)を行い国家試験に備え少しずつ慣れていきたいと思います。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :改訂第10版救急救命士テキスト ヘるす出版
参考書 :救急救命士標準テキスト追補板 へるす出版 わかりやすい救急救命士法 へるす出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座 I(基本 )

Public Ser、′ant Lecture I(Foundation)

必修
選択

必修 年 次 1年次
担当教員

実務経験

サII里予 岡1

なし

授業

形 態
演習

総時間
(単位 )

120

8単位

開講区分

曜日・時限

前期

金曜日 12限 目]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員試験の教養試験 (筆記試験)合格を目標とするためには、¬年次で基礎学力を構築することが必要です。
公務員試験の教養試験で必要される基礎学力は中学生、高校生で習つた5科 目の振り返りや見直し、復習をすることが大事です。また、グループ学習等で解説を

し
自分の弱点や苦手な科日、内容を客観的に知ることで対策を講じることが出来ます。さらに、覚えるのではなく、知識としてしつかりと身につけることが大事となりま

す。
本授業修了時には公務員試験で必要な基礎的な問題を解くことができるようになる。

【到達目裸】

<具体的な目標>
目標①公務員試験や素養テストを通して、自分自身の実力を知ることができる
目標②基礎学力の知識が身につき、問題を解くことができる
目標③SPIや適性試験練習することで本番スピードアップができる
日標④作文や集団討論などいろいろなことを実施し、総合的に消防合格のための公務員対策ができる

目標① 素養テスト(8K)国 語・数学・理科・社会4科 目 60分～70分で実施 自分の実力を知ることができる1回 目

2回 目 目標① 東京アカデミー 地方初級 公開模擬試験 第1回 教養試験 (120分50問 )

3回 目 目標① 東京アカデミー 地方初級 公開模擬試験 第1回 教養試験 (120分50問 )

4回 目 目標① 東京アカデミー 地方初級 公開模擬試験 第1回 適性試験 (15分 120問 )練習10分～15分 本番15分

5回 目 目標① 東京アカデミー 地方初級 公会模擬試験 第1回 作文試験 (60分 1題)答え合わせ(教養試験・適性試験)

6回 目 目標① 素養テスト(9K)国語・数学・理科・社会4科 目 60分～70分で実施 自分の実力を知ることができる

7回 目 就職説明(公務員)公務員の種類(福岡市消防局・東京消防庁など)、 公務員とは消防士とはなど知ることができる

8回 目 目標② 日本の都道府県・県庁所在地が記入出来るようになる。

目標② 日本史(時代の流れ)が記入出来るようになる。9回 目

10回 目 目標② 日本の山脈、平野、盆地が記入出来るようになる。

引回目 目標② 日本の国会について理解し、知ることができる。①

12回 目 目標② 日本の国会について理解し、知ることができる。②

13回 目 目標② 日本の国会について理解し、知ることができる。③

14回 目 目標② 日本の国会について理解し、知ることができる。④

15回 目 確認試験、小テスト(理解度の確認)

準備学習
時間外学習

目分 目身 が 日指 している消 ワテが あると思 うのですが 、よ丁 弟 1歩 Iよ 惰 敵 収 柔 です 。訓 べ ることにより、l不 刀訂 願 の不豆日や 作ヌ 訊渇天なとが ¬′天訊顕 であ

るのか、2次試験であるとわかります。

評価方法

消防試験最終合格を目標に見据えて、テストや演習を交えながら、総合的に評価する。
●提出物(20%)
0小テスト、授業態度 (200/o)

0漢字トライアルテスト(60%)
割合で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

からコツコツとがモットーです。1年次から少しずつ積み上げていくことが、消防合格への道だと思います。高校時代もう少し勉強していればと
思う人がいますが、今からでも間に合います。大事なことは少しずつ努力あるのみです。
でき

【使用教科書・教材・参考書】

教材 1公務員試験によくでる漢字、S PI



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座 I(基本 )

Pubhc Ser、′ant Lecture I(Foundation)

必 修

選択
必 修 年 次 1年次

担当教員

実務経験

川野 剛

な し

授業
形態

演習
総時間
(単位 )

120

8単位

開講区分

曜日・時

前期

金曜日 1.2限 目ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員試験の教養試験 (筆記試験)合格を目標とするためには、1年次で基礎学力を構築することが必要です。
公務員試験の教養試験で必要される基礎学力は中学生、高校生で習つた5科 目の振り返りや見直し、復習をすることが大事です。また、グループ学習等で解説を

し
自分の弱点や苦手な科日、内容を客観的に知ることで対策を講じることが出来ます。さらに、覚えるのではなく、知識としてしつかりと身につけることが大事となりま
す。
本授業修了時には公務員試験で必要な基礎的な問題を解くことができるようになる。

【到達目標】

公務員試験に必要な基本的知識を学び,基礎的な問題を解くことができるようになる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

16回 目 目標② 算数(基本的)を解くことができる。① 足し算・引き算

17回 目 目標② 算数(基本的)を解くことができる。② 掛け算・害1り 算

18回 目 目標② 算数(基本的)を解くことができる。③ ′」ヽ数点、四捨五入

19回 目 目標② 算数(基本的)を解くことができる。④ 角度

20回 目 目標② 算数(基本的)を解くことができる。⑤ 距離、速さ、時間

21回 目 目標② 算数(基本的)を解くことができる。⑥ 面積

22回 目 目標② 算数(基本的)を解くことができる。② 濃度

23回 目 目標② 算数(基本的)を解くことができる。② 分数

24回 目 目標② 算数(基本的)を解くことができる。③ 2、 mi、 cc

25回 目 目標① 東京アカデミー 地方初級 公開模擬試験 過去問 教養試験 (120分50間 )

26回 目 目標① 東京アカデミー 地方初級 公開模擬試験 過去間 教養試験 (120分50問 )

27回 目 目標① 東京アカデミー 地方初級 公開模擬試験 過去問 適性試験 (15分 120問 )練習10分～15分 本番15分

28回 目 目標① 東京アカデミー 地方初級 公会模擬試験 過去間 作文試験 (60分 1題)答え合わせ(教養試験・適性試験)

29回 目 中間試験

30回 目 中間試験

準備学習
時間外学習

■ 日u早雪 ほ必 要 めりよぜん刀` 、優 冒 ほ必 ア イTいましよつ。′′、`T労 員幸 言蝋 願 宮千衡を最 於 日供
=ラ

0にほ 、ヒの 司年人 で基 碇 大HE改をしつズ〕`り身 l― つ Iす0咀
とが大事です。
講義で習つた内容は必ず振り返り、復習しましょう。それを継続し、1つ 1つ確実に覚えていきましょう。
●復習
●講義振り返り
a目 古 1

評価方法

基礎学力構築の為、講義内容の習課度を把握する為に、筆記試験にて中間・最終試験の2回実施し、総合的に評価する。
●出席率(67%以上)

0小テスト、授業態度
●筆記試験
中間・最終の2回合計100点の割合で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

公務員合格を目指すためには努力と継続力が必須となります。刊つでも多く、1分でも長く勉強して努力した人が合格をキ国むことが出来ます。その合
格を掴む
ためにも1年次か継続して勉強することが大事となります。夢を夢のままにするのではなく、現実にする為にも瀬張りましょう。また、今まで勉強したこと
が無い、
勉強が苦手な人でも、学習方法も含めわかりやすく講義をしますので、しっかり覚えていきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

特になし



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座 I(基本 )

Public SeA′ ant Lecture I(Foundation)

必修
選択

必修 年 次 1年次
担当教員 ,H里予 岡1

実務経験 な し

授業
形態

演習
総時間
(単位 )

120

8単位

開講区分

曜日・時限

後期

金曜日 1.2限 目ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員試験がどのようなものなのか、どのような科目があるのかなど知ることにより、3年後の公務員試験に向けての基礎国めをする。適時に、消防に就職している
卒業生に来てもらい、消防でどのような仕事をしているのか、消防士になつてよかつたこと、やりがいなどを聞き、モチベーションアップをはかる。

【到達目標】

<具体的な目標>
目標①公務員試験や素養テストを通して、自分自身の実力を知ることができる
目標②漢字(読み書き・4字熟語・ことわざ・同音異義語)を読んだり、書いたりできる
目標③SPIや 適性試験練習することで本番スピードアップができる
目標④作文や集団討論などいろいろなことを実施し、総合的に消防合格のための公務員対策ができる

授業計画・内容

16回 目 目標③SPI計算などスピードアップをしながら解くことができる

17回 目 目標②漢字 4字熟語を読み、書くことができる

18回 目 目標③SPI計算などスピードアップをしながら解くことができる

19回 目 目標②漢字 4字熟語を読み、書くことができる

20回 目 卒業生 (消防に勤めている)による講話 ,肖 防の話を聞き、モチベーションアップすることができる

21回 目 公務員模試 40問 90分型

22回 目 目標④グループ討論 チームを6チームにわけ、題を与えられ討論をすることができる

23回 目 目標④ペアによる面接練習 過去の復元シートを元に聞いたり、答えたりできる

24回 目 目標③SPI計算などスピードアップをしながら解くことができる

25回 目 目標③SPI表の見方、計算などスピードアップをしながら解くことができる

26回 目 目標②漢字 四字熟語(読みと意味)(150問 )がわかる

27回 目 目標④作文について 過去の復元シーHこ元に題を決め、書くことができる

28回 目 目標④グループ討論 チームを6チームにわけ、題を与えられ討論をすることができる

29回 目 目裸②漢字 読み書き(150問 )ができる(来週はトライアルテスト)

30回 目 漢字トライアルテスト後期(習つた分の漢字総復習)再試実施予定

準備学習
時間外学習

自分自身が日指している消防があると思うのですが、ます第 1歩は情報収条です。訓べることにより、1不 力試験の種日や作ヌ三式与矢などが1沢訂験であ
るのか、2次試験であるとわかります。

評価方法

消防試験最終合格を目標に見据えて、テストや演習を交えながら、総合的に評価する。
●提出物(20%)
0小テスト、授業態度(200/。 )

●漢字トライアルテスト(60%)
割合で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

できることからコツコツとがモットーです。1年次から少しずつ積み上げていくことが、消防合格への道だと思います。高校時代もう少し勉強していればと
思う人がいますが、今からでも間に合います。大事なことは少しずつ努力あるのみです。

【使用教科書・教材・参考書】

教材 !公務員試験によくでる漢字、S PI



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座 I(基本 )

Public Se「 vant Lecture I(Foundation)

必修
選択

必修 年次 1年次
担当教員

実務経験

,H里予 岡1

な し

授業
形態

演習
総時間
(単位 )

120

8単位

開講区分

曜日・時限

後期

金曜日 12限 目ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員試験の教養試験 (筆記試験)合格を目標とするためには、司年次で基礎学力を構築することが必要です。
公務員試験の教養試験で必要される基礎学力は中学生、高校生で習つた5科 目の振り返りや見直し、復習をすることが大事です。また、グループ学習等で解説を

し
自分の弱点や苦手な科日、内容を客観的に知ることで対策を講じることが出来ます。さらに、覚えるのではなく、知識としてしつかりと身につけることが大事となりま
す。
本授業修了時には公務員試験で必要な基礎的な問題を解くことができるようになる。

【到達目標】

公務員試験に必要な基本的知識を学び,基礎的な問題を解くことができるよう1こなる。
<具体的な目標>
目標①
目標②
目標③

16回 目 日本の山脈・,II・ 盆地・平野の名称が記入出来るよ〕こなる。

17回 目 日本史(平安時代)を理解し、説明できるようになる。

18回 目 コーロッパ史(時代の流れ)が記入出来るようになる。

19回 目 日本史(平安時代)を理解し、説明できるようになる。

20回 目 日本の農業・漁業・工業の名称が記入出来るようになる。

21回 目 日本に係る戦争の年号・条約・内容について理解し、説明できるようになる。

22回 目 日本史 (鎌倉時代)を理解し、説明できるようになる。

23回 目 日本史 (鎌倉時代)を理解し、説明できるようになる。

24回 目 日本史 (室町時代)を理解し、説明できるようになる。

25回 目 日本史 (室町時代～戦国時代)を理解し、説明できるようになる。

26回 目 日本史(安土桃山時代)を理解し、説明できるようになる。

27回 目 日本史(安土桃山時代)を理解し、説明できるようになる。

28回 目 日本史(江戸時代)を理解し、説明できるようになる。

29回 目 日本史(江戸時代)を理解し、説明できるようになる。

30回 目 最終試験

準備学習
時間外学習

事前字習は必要ありませんが、復習は必す行いましよう。公矛秀員雫記試善実含搭を最終日裸とするには、この司年択で墨便矢口識をしつかり身につけるこ
とが大事です。
講義で習つた内容は必ず振り返り、復習しましょう。それを継続し、¬つ1つ確実に覚えていきましょう。
●復習
0講義振り返り
0日 古

`

評価方法

基礎学力構築の為、講義内容の習熟度を把握する為に、筆記試験にて中間・最終試験の2回実施し、総合的に評価する。
●出席率(670/o以 上)

●小テスト、授業態度
●筆記試験
中間・最終の2回合計¬OO点の割合で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

公務員合格を目指すためには努力と継続力が必須となります。1つでも多く、¬分でも長く勉強して努力した人が合オ各を掴むことが出来ます。その合
格を掴む
ためにも1年次か継続して勉強することが大事となります。夢を夢のままにするのではなく、現実にする為にも頑張りましょう。また、今まで勉強したこと
が無い、
勉強が苦手な人でも、学習方法も含めわかりやすく講義をしますので、しっかり覚えていきましょう。

【使用教科書・教材・参考書】

特になし



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座 Ⅱ(応用 )

Comprehensive Basics I

必修
選択

選択 年 次 2年次
担当教員 i

東 ―也

実務経験 |
なし

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

240

16単位

開講区分

曜日・時限

前期

金曜 日コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

当科目は、公務員試験の中で主要暗記科目であるために、授業前の予習、授業に対してまじめに受講する姿勢 (そ の場での理解)、 授業後の復習(覚え直し)、 と
いった流れを身に付け、公務員試験の合格に向けて勉学に励むことが望まれます。授業では、指定テキストを使いつつ、必要な知識事項は丁寧に板書に示し、また
暗記の際の優先順位についてもカラー分けするなどの工夫を行い、学生が意欲的に授業に臨める環境の下に、来年度の公務員試験合格に向けて、2年時までに
習得すべき知識を得ることができるようにします。また、単に用語を覚えさせるのではなく、背景 (原 因・理由)、 経緯、結果(影響)なども教えることで、思考力も養成
し、将来的に柔軟に試験問題に対応できるようになることを目指します。なお、社会科学 (政治、経済、社会)については、後期以降に、本格的に取り扱う予定です。
※実務経験はありません。

【到達目標】

公務員試験に合格するためには、当然ですが6～7割 以上の正答率が要求されます。地理・日本史・世界史の3分野がありますが、このうち2分野以上は得意分野
として、人文科学分野を確実な得点源にできる学生に育て上げます。
<具体的な目標>
目標①各分野において、頻出単元は重点的に時間をかけて教え込むことにより、これらの単元について、学生はきちんと内容を説明できる。
目標②地理分野については、白地図や統計資料を使った問題に対し、思考力をもって正解できる。
目標③歴史分野については、主要な歴史的事実とその関連事項について、きちんと説明できる。

1回 目 地理/世界の気候区分について、熱帯、乾燥帯に関する知識を習得して、説明ができる。

2回 目 地理/世界の気候区分について、温帯、冷帯、寒帯に関する知識を習得して、説明ができる。

3回 目 世界史/古代文明に関する、特にエジプトとメソポタミアの文明に関する知識を習得して、説明ができる。

4回 目 世界史/古代ギリシアについて、主にポリス、直接民主政、ヘレニズム等に関する知識を習得して、説明ができる。

5回 目 日本史/旧 石器時代、縄文時代、弥生時代に関する知識を習得して、説明ができる。

6回 目 日本史/古墳時代について、主に氏姓制度、渡来人文化、古墳等に関する知識を習得して、説明ができる。

7回 目 地理/地誌について、中国、東南アジアに関する知識を習得して、説明ができる。

8回 目 ここまでの (¬ ～7回 )総復習を行い、またノート(板書)チェックも行うことで、一度インプットされた知識の定着や学習の仕方を再認識することができる。

9回 目 日本史/飛鳥時代について、主に中央集権国家づくり、大化改新、天武天皇、持統天皇に関する知識を習得して、説明ができる。

10回 目 日本史/奈良時代について、主に律令制度の確立や仏教政策に関する知識を習得して、説明ができる。

11回 目 世界史/古代ローマについて、ポリス時代～オクタウィアヌスの帝政開始までに関する知識を習得して、説明ができる。

12回 目 世界史/古代ローマについて、特に五賢帝、ローマの衰退、東西分裂等に関する知識を習得して、説明ができる。

13回 目 日本史/奈良時代について、主に土地政策(荘園の起こり)、 政変、文化に関する知識を習得して、説明ができる。

14回 目 小テスト(1回 目)を行うことで、今時点(1～ 10回 )での到達度を把握し、改めてこれまでの履修範囲について理解を深めることができる。

15回 目 地理/地誌について、ヨーロッパ、EU(欧州連合)に関する知識を習得して、説明ができる。

準備学習
時間外学習

目標①暗記科目であるという科日の特性に加え、興味・関心をもって意欲的に受講するほど学習(日音記)効果が上がるという面からも、授業前にテキス
トの読み込みを行うことを望みます。
日標②授業で習つた暗記事項は、復習(覚え直し)を定期的に行わなければ、忘れてしまうものです。授業後は、家庭(寮 )における復習を習慣づけるこ
とを望みます。
目標③前述に関して、小テスト(確認テスト)を実施することがありますので、その対策としての授業内容の復習を求めます。

評価方法
基本的には、定期(期末)テストの結果を重視しますが、授業中の態度、出席率、小テスト(確認テスト)も加味して、総合的に評価します。
①定期(期 末)テスト800/o ②授業態度・出席率珂0% ③小テスト(確認テスト)司 0%

受講生への
メッセージ

みなさんは、救急救命士の資格を得たうえで、消防官 (公務員)を 目指されているわけです。その夢 (志望)を叶えるためには、公務員試験として出題さ
れる多くの科目の学習をせねばなりません。私が担当する人文科学 (地理・日本史・世界史)は 、暗記科目の特性上、努力で得点力(正答率)を上げら
れる科目です。合格に必要な知識事項を習得してもらうために、私も板書等で工夫した授業に努めますので、みなさんも、「板書事項はきちんとノートを
とる」など、意欲をもって授業に臨んでください。

『オープンセサミシリーズ 公務員 国家公務員・地方初級 日本史・世界史・地理・思想」東京アカデミー

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座 Π(応用 )

Comprehensive Basics I

必修
選択

選択 年 次 2年次
担当教員 :

実務経験 :

東 一也

な し

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

240

16単位

前期開講区分

曜日・時限 金曜 日コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

当科目は、公務員試験の中で主要暗記科日であるために、授業前の予習、授業に対してまじめに受講する姿勢 (そ の場での理解)、 授業後の復習(覚え直し)、 と
いった流れを身に付け、公務員試験の合格に向けて勉学に励むことが望まれます。授業では、指定テキストを使いつつ、必要な知識事項は丁寧に板書に示し、また
暗記の際の優先順位についてもカラー分けするなどの工夫を行い、学生が意欲的に授業に臨める環境の下に、来年度の公務員試験合格に向けて、2年時までに
習得すべき知識を得ることができるようにします。また、単に用語を覚えさせるのではなく、背景 (原 因・理由)、 経緯、結果 (影響)なども教えることで、思考力も養成
し、将来的に柔軟に試験問題に対応できるようになることを目指します。なお、社会科学(政治、経済、社会)については、後期以降に、本格的に取り扱う予定です。
※実務経験はありません。

【到達目標】

公務員試験に合格するためには、当然ですが6～7割 以上の正答率が要求されます。地理・日本史・世界史の3分野がありますが、このうち2分野以上は得意分野
として、大文科学分野を確実な得点源にできる学生に育て上げます。
<具体的な目標>
目標①各分野において、頻出単元は重点的に時間をかけて教え込むことにより、これらの単元について、学生はきちんと内容を説明できる。
目標②地理分野については、白地図や統計資料を使った問題に対し、思考力をもって正解できる。
日標③歴史分野については、主要な歴史的事実とその関連事項について、きちんと説明できる。

16回 目 地理/地誌について、アングロアメリカ、ラテンアメリカに関する知識を習得して、説明ができる。

17回 目 日本史/平安時代について、桓武天皇の改革から、摂関政治の確立までに関する知識を習得して、説明ができる。

18回 目 日本史/平安時代について、特に院政、武士の合頭、平氏政権等に関する知識を習得して、説明ができる。

19回 目 地理/地誌について、アフリカ、オセアニア等に関する知識を習得して、説明ができる。

20回 目 小テスト(2回 日)を行うことで、今時点(11～ 18回 )での到速度を把握し、改めてこれまでの履修範囲について理解を深めることができる。

21回 目 世界史/中世社会の成立について、特にフランク王国、封建社会等に関する知識を習得して、説明ができる。

22回 目 世界史/中世について、特に十字軍、中世都市、ルネサンス、大航海時代等に関する知識を習得して、説明ができる。

23回 目 日本史/鎌倉時代について、源頼朝による幕府成立、北条氏による執権政治の確立までに関する知識を習得して、説明ができる。

24回 目 日本史/鎌倉時代について、元
~遮

以降の鎌倉幕府の衰退、産業・社会の発達等に関する知識を習得して、説明ができる。

25回 目 前期試験 (単位認定)を行う。

準備学習
時間外学習

目標①暗記科目であるという科目の特性に加え、興味・関心をもって意欲的に受講するほど学習(日音記)効果が上がるという面からも、授業前にテキス
トの読み込みを行うことを望みます。
目標②授業で習つた暗記事項は、復習(覚え直し)を定期的に行わなければ、忘れてしまうものです。授業後は、家庭(寮 )における復習を習慣づけるこ
とを望みます。
日標③前述に関して、小テスト(確認テスト)を実施することがありますので、その対策としての授業内容の復習を求めます。

評価方法
基本的には、定期(期末)テストの結果を重視しますが、授業中の態度、出席率、小テスト(確認テスト)も加味して、総合的に評価します。
①定期(期末)テスト800/o ②授業態度・出席率司OO/o ③小テスト(確認テスト)10%

受講生への
メッセージ

みなさんは、救急救命士の資格を得たうえで、消防官(公務員)を 目指されているわけです。その夢(志望)を叶えるためには、公務員試験として出題さ
れる多くの科目の学習をせねばなりません。私が担当する人文科学(地理・日本史・世界史)は 、暗記科日の特性上、努力で得点力(正答率)を上げら
れる科目です。合格に必要な知識事項を習得してもらうために、私も板書等で工夫した授業に努めますので、みなさんも、「板書事項はきちんとノートを
とる」など、意欲をもって授業に臨んでください。

【使用教科書・教材・参考書】

『オープンセサミシリーズ 公務員 国家公務員・地方初級 日本史・世界史・地理・思想」東京アカデミー



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座 E(応 用 )

Comprehensive Basics I

必修
選択

選択 年 次 2年次
担当教員

:
東 ―也

実務経験 :
なし

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

240

16単位

開講区分

曜日・時限

前期・後期

金曜 日コース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

前期に引き続き、当科目は公務員試験の中で主要暗記科目であるという位置付けから、合格を目指す学生にお、さわしい受講姿勢や、予習・復習(覚え直し)といつ
た学習の流れを身に付けさせていきます。また授業面でも、指定テキストを使いつつ、必要な知識事項はT寧に板書に示し、また暗記の際の優先順位についても力
ラー分けするなどの工夫を行い、学生が意欲的に授業に臨める環境の下に、来年度の公務員試験合格に向けて、2年時までに習得すべき知識を得ることができる
ような、熱心な指導を引き続き行つていきます。後期では、社会科学 (いわゆる公民系の分野)も 、政治 (法律含む)の単元から、少しずつ進めていきます。社会科学
については、授業を行う前から苦手意識を持っている学生が多いようですから、そうした学生たちが興味を持てるように、具体的なたとえ話や身近な事例を取り上げ
ながら進めていきます。
※‐妾務絡E奈 は力ゝり女せんハ

【到達目標】

後期は、従来の地理・日本史・世界史の3分野に加えて、社会科学が始まります。2年次では、このうち政治(法律含む)の単元を取り上げます。前期に続き、地理
日本史・世界史から2科 目を、そして後期から始まる社会科学も、できるだけ多くの学生が得点源にできる(ある程度得意科目にできる)よう、育ててまいります。
<具体的な目標>
目標①地理分野については、白地図や統計資料を使つた問題に対し、思考力をもって正解できる。
日標②歴史分野については、主要な歴史的事実とその関連事項について、きちんと説明できる。
日標③社会科学・政治(法律含む)については、頻出用語の暗記の徹底はもちろんのこと、時事と関連付けて理解し説明できる。

26回 目 政治/法の基礎事項を学んだうえで、日本国憲法の特色に関する知識を習得して、説明ができる。

27回 目 政治/人権の種類を学び、日本国憲法が認める基本的人権に関する知識を習得して、説明ができる。

28回 目 世界史/中世におけるローマ教皇の権威を学び、その栄華と衰退に関する知識を習得して、説明ができる。

29回 目 世界史/絶対主義 (王政)における、国工 (皇帝)の強大な権力に関する知識を習得して、説明ができる。

30回 目 日本史/建武の新政と室町幕府の成立に関する知識を習得して、説明ができる。

31回 目 日本史/足利義満に代表される室町幕府の全盛と、村の自治 (土―揆)に関する知識を習得して、説明ができる。

32回 目 政治/政治思想の基本事項である国家観や、社会契約説に関する知識を習得して、説明ができる。

33回 目 政治/立法権について、主に日本の制度に関する知識を習得して、説明ができる。

34回 目 地理/日 本の気候区分に関する知識を習得して、説明ができる。

35回 目 小テスト(後期の1回 目)を行うことで、今時点 (司 ～8回 )での到達度を把握し、改めてこれまでの履修範囲について理解を深めることができる。

36回 目 世界史/宗教改革について、主にルターとカルヴアンに関する知識を習得して、説明ができる。

37回 目 世界史/宗教改革について、イギリス国教会やイエズス会による対抗に関する知識を習得して、説明ができる。

38回 目 日本史/室町幕府の衰退について、応仁の乱以降の戦国期の到来に関する知識を習得して、説明ができる。

39回 目 日本史/安土桃山時代について、織田信長と豊臣秀吉の政治に関する知識を習得して、説明ができる。

40回 目 政治/(立法権について補足説明を終えて)日 本の行政権に関する知識を習得して、説明ができる。

目標① 社会科学は、時事と関連付けて出題される傾向がありますので、新聞に政治・国際欄に目を通す習慣づけを望みます。
目標② 前期に引き続き、暗記科目であるという科目の特性や、興味・関心をもつて意欲的に受講するほど学習(暗記)効果が上がるという面からも、
授業前にテキストの読み込みを行うことを望みます。
目標③ 前期に引き続き、授業で習つた暗記事項は、復習(覚え直し)を定期的に行わなければ忘れてしまうものですから、授業後の家庭(寮 )における
復習の習慣づけを望みます。

準備学習
時間外学習

評価方法
基本的には、定期(期末)テストの結果を重視しますが、授業中の態度、出席率、小テスト(確認テスト)も加味して、総合的に評価します。
①定期(期末)テスト800/。  ②授業態度・出席率刊0% ③小テスト(確認テスト)¬ 0%

受講生への
メッセージ

前期を受講してみて、みなさんは各自、地理・歴史分野でどの単元が理解できて、どの分野が理解できていないかを、小テストや前期実力試験などを
通じて、把握できたはずです。前期でもここに記しましたが、みなさんは救急救命士の資格を得たうえで、消防官(公務員)を 目指されているわけです。
その夢 (志望)を叶えるためには、理解不足の分野の徹底した復習・覚え直しが必要です。後期には、新たに社会科学の政治(法律含む)分野が始まり
ます。学習する範囲が、一層拡大します。これまで以上の額時間の確保と、自己管理が望まれます。私も工夫した授業に努めますので、みなさんも引
き続き予習復習の励み、そして、「板書事項はきちんとノートをとる」など、高い意欲をもつて授業に臨んでください。

【使用教科書・教材・参考書】

『オープンセサミシリーズ 公務員 国家公務員・地方初級 日本史・世界史・地理・思想」東京アカデミー



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

必 修

選択
選択 2年次年次

東 ―也

な し

担当教員

実務経験
科目名
(英 )

公務員講座 Ⅱ(応用 )

Comprehensive Basics I

ヨース
講義

授業
形態

総時間
(単位 )

240

16単位

前期・後期

金曜 日

開講区分

曜日・時限

務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

期に引き続き、当科目は公務員試験の中で主要暗記科目であるという位置付けから、合格を目指す学生にふさわしい受講姿勢や、予習・復習(覚え直し)といつ

習の流れを身に付けさせていきます。また授業面でも、指定テキストを使いつつ、必要な知識事項はT寧に板書に示し、また暗記の際の優先順位についても力
けするなどの工夫を行い、学生が意欲的に授業に臨める環境の下に、来年度の公務員試験合格に向けて、2年時までに習得すべき知識を得ることができる

ような、熱心な指導を引き続き行つていきます。後期では、社会科学 (いわゆる公民系の分野)も 、政治 (法律含む)の単元から、少しずつ進めていきます。社会科学
については、授業を行う前から苦手意識を持っている学生が多いようですから、そうした学生たちが興味を持てるように、具体的なたとえ話や身近な事例を取り上げ

【授業の学習内容】 (

ら進めていきます。

【到達目標】

後期は、従来の地理・日本史・世界史の3分野に加えて、社会科学が始まります。2年次では、このうち政治 (法律含む)の単元を取り上げます。前期に続き、地理・

日本史・世界史から2科 目を、そして後期から始まる社会科学も、できるだけ多くの学生が得点源にできる(あ る程度得意科目にできる)よう、育ててまいります。
<具体的な目標>
目標①地理分野については、自地図や統計資料を使つた問題に対し、思考力をもって正解できる。
目標②歴史分野については、主要な歴史的事実とその関連事項について、きちんと説明できる。
日標③社会科学・政治(法律含む)については、頻出用語の暗記の徹底はもちろんのこと、時事と関連付けて理解し説明できる。

41回 目 政治/日 本の司法権の制度と、三権分立に関する知識を習得して、説明ができる。

42回 目 地理/日 本の主な工業地帯・地域および工業都市と、その特色に関する知識を習得して、説明ができる。

43回 目 小テスト(後期の2回 目)を行うことで、今時点(9～ 16回 )での到達度を把握し、改めてこれまでの履修範囲について理解を深めることができる。

44回 日 日本史/江戸幕府の成立と、初期の武断政治

45回 目 日本史/文治政治の転換から三大改革など、中後期の代表的な政治的リーダーとその政策に関する知識を習得して、説明ができる。

46回 目 政治/日 本の地方自治の制度に関する知識を習得して、説明ができる。

47回 目
政治/これまでの政治の復習・補足説明を行う。初めて本格的に政治分野を習う学生が多いため、菫妻事喚を再反教え込み、理解を深めることができ

る。

48回 目 日本史/江戸末期の外国船来航と、江戸幕府の滅亡との関連についての知識を習得して、説明ができる。

49回 目
歴史総合/後期の総復習を行う。中世～近世については、公務員試験では頻出の時代のため、重要事項を再度教え込み、理解を深めることができ
る。

50回 目 後期試験 (単位認定)を行う。

準備学習
時間外学習

目標① 社会科学は、時事と関連付けて出題される傾向がありますので、新間に政治・国際欄に目を通す習慣づけを望みます。
目標② 前期に引き続き、暗記科日であるという科目の特性や、興味・関心をもって意欲的に受講するほど学習 (口音記)効果が上がるという面からも、
授業前にテキストの読み込みを行うことを望みます。
目標③ 前期に引き続き、授業で習つた暗記事項は、復習(覚え直し)を定期的に行わなければ忘れてしまうものですから、授業後の家庭(寮 )における
復習の習慣づけを望みます。

評価方法
基本的には、定期(期末)テストの結果を重視しますが、授業中の態度、出席率、小テスト(確認テスト)も加味して、総合的に評価します。
①定期(期末)テスト800/o ②授業態度・出席率刊0% ③小テスト(確認テスト)司 0%

受講生への
メッセージ

前期を受講してみて、みなさんは各自、地理・歴史分野でどの単元が理解できて、どの分野が理解できていないかを、小テストや前期実力試験などを
通じて、把握できたはずです。前期でもここに記しましたが、みなさんは救急救命士の資格を得たうえで、消防官(公務員)を 目指されているわけです。
その夢 (志望)を叶えるためには、理解不足の分野の徹底した復習・覚え直しが必要です。後期には、新たに社会科学の政治(法律含む)分野が始まり
ます。学習する範囲が、一層拡大します。これまで以上の額時間の確保と、自己管理が望まれます。私も工夫した授業に努めますので、みなさんも引
き続き予習復習の励み、そして、「板書事項はきちんとノートをとる」など、高い意欲をもって授業に臨んでください。

【使用教科書・教材・参考書】

『オープンセサミシリーズ 公務員 国家公務員・地方初級 日本史・世界史・地理・思想」東京アカデミー



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座 H(応 用 )

Comprehensive Dasics I

必 修

選択
選択 年 次 2年次

担当教員 馬場 留美

実務経験 なし

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

240

16単位

開講区分

曜日・時限

前期

金曜 日ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載ずる)

公務員教養科目において、数的処理は重要なウエイトを占めます。数的処理の4分野の基礎を理解し、練習問題を繰り返すことで本番の公務員試験で問題が解け
るようになるります。

【到達目標】

本番の公務員試験で数的処理の問題が解けるようになる。
<具体的な目標>
目標①数的推理の問題が解ける
目標②判断推理の問題が解ける
目標③空間把握の問題が解ける
目標④資料解釈の問題が解ける

1回 目 目標① 濃度の基本ができる

2回 目 目標① 濃度の応用ができる

3回 目 風標① 仕事算の基本ができる

4回 目 目標① 仕事算の応用ができる

5回 目 目標③ 正多面体の見取図ができる

6回 目 目標③ 正多面体の展開図ができる

7回 目 目標① 比の計算ができる

8回 目 目標① 割合を図で表現できる

9回 目 目標② 対応関係の基本ができる

10回 目 目標② 対応関係の応用ができる

11回 目 目標② 集合とベン図ができる

12回 目 目標② 集合と倫理ができる

13回 目 目標① ニュートン算ができる

14回 目 目標① 流水算ができる

15回 目 目標① 整数問題ができる

準備学習
時間外学習

ヤ 哲 よ り1夏 智 刀 八` tノ」で 丁 。優
‐
百 用 の フ リン トを 口じ布 しま ア の で 、合 日 店 用 しK卜 ごい 。

評価方法

剛 禾テスト(1000/o,

受講生への
メッセージ

授業では教科書に載つていない解法も伝授します。まじめに授業を受け、復習を怠らなければ本番試験で高得点が取れます。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :「 一般知能」東京アカデミー編 七賢出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

公務員講座 Ⅱ(応用 )

Comprehensive Basics I

必 修

選択
選択 年次 痺次「量轟籍課…

馬場 留美

なし

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

240

16単位

開講区分

曜日・時限

前期

金曜 日コース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員教養科目において、数的処理は重要なウエイトを占めます。数的処理の4分野の基礎を理解し、練習問題を繰り返すことで本番の公務員試験で問題が解け
るようになるります。

【到達目標】

本番の公務員試験で数的処理の問題が解けるようになる。
<具体的な目標>
目標①数的推理の問題が解ける
目標②判断推理の問題が解ける
日標③空間把握の問題が解ける
目標④資料解釈の問題が解ける

16回 日 目標② リーグ戦ができる

17回 目 目標① ‖慣列・組合せができる

18回 目 目標③ 平面図形の基本ができる

19回 目 目標② 証言と真偽の基本ができる

20回 目 目標② 証言と真偽の応用ができる

21回 目 目標③ 多角形の軌跡ができる

22回 目 目標③ 円の軌跡ができる

23回 目 前期まとめ

24回 目 前期まとめ

25回 目 前期試験

準備学習
時間外学習

ヤ 雪 よ り1夏
‐
目

'9｀

入 tノJで了 。優 哲 用 (プ

'ノ
リン トを 凹じイ

“

しよ 丁 (プ

'で
、各 国 店 用 しK卜 ごい 。

評価方法

期末テスト(100°/o)

受講生への
メッセージ

なヽい解法も伝授します。まじめに授業を受け、復習を怠らなければ本番試験で高得点が取れます。授業では教

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :「 一般知能」東京アカデミー編 七賢出版



2022年度 授業概要
学 科 :枚急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座 Ⅱ(応用 )

Comprehensive Basics I

必修

選択
選択 年 次 2年次

担当教員 馬場 留美

実務経験 なし

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

240

16単位

開講区分

曜日・時限

後期

金曜 日]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員教養科目において、数的処理は重要なウエイトを占めます。数的処理の4分野の基礎を理解し、練習問題を繰り返すことで本番の公務員試験で問題が解け
るようになります。

【到達目標】

本番の公務員試験で数的処理の問題が解けるようになる。
<具体的な目標>
目標①数的推理の問題が解ける
目標②判断推理の問題が解ける
目標③空間把握の問題が解ける
目標④資料解釈の問題が解ける

授業計画・内容

26回 目 目標① 確率ができる

27回 目 目標④ 増減率ができる

28回 目 目標② ‖慣序関係ができる

29回 目 目標② 位置関係ができる

30回 目 目標③ 立体図形ができる

31回 目 目標② 暗号ができる

32回 目 目標① 速さの問題が解ける

33回 目 目標① 約数と倍数ができる

34回 目 目標③ 立体の切断と投影ができる

35回 目 目標③ 図形の回転ができる

36回 目 目標② 方位ができる

37回 目 目標① 時計算ができる

38回 目 目標③ 面積と体積ができる

39回 目 目標① 比と割合の基本ができる

40回 目 目標① 比と割合の応用ができる

準備学習
時間外学習

ヤ智 よリイ夏宙 が 入 七ノJで丁 。優 習 用 のフリントを固じ師 しまア ので、沓 目店 用 しK卜 ざい。

評価方法

期末テスト(100%)

受講生への
メッセージ

授業では教科書に載つていない解法も伝授します。まじめに授業を受け、復習を怠らなければ本番試験で高得点が取れます。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :「一般知能」東京アカデミー編 七賢出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公落 昌科

科目名
(英 )

公務員講座 Ⅱ(応用 )

Comprehensive Basics I

必修
選択

選択 年 次 2年次
担当教員 馬場 留美

実務経験 なし

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

240

16単位

開講区分
:

曜日・時限 :

後期

金曜 日]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員教養科目において、数的処理は重要なウエイトを占めます。数的処理の4分野の基礎を理解し、練習問題を繰り返すことで本番の公務員試験で問題が解け

るようになります。

【到達目標】

本番の公務員試験で数的処理の問題が解けるようになる。
<具体的な目標>
目標①数的推理の問題が解ける
目標②判断推理の問題が解ける
目標③空間把握の問題が解ける
目標④資料解釈の問題が解ける

41回 目 目標① 売買算ができる

42回 目 目標① 数量の問題が解ける

43回 目 目標③ 多角形と多面体ができる

44回 目 目標③ サイコ国の問題が解ける

45回 目 目標① 平均の問題が解ける

46回 目 目標③ 立体の問題が解ける

目標① 規則性の問題が解ける47回 目

48回 目 後期まとめ

49回 目 後期まとめ

50回 目 後期試験

予習より復習が大切です。復習用のフリントを酉己布しますので、各自活用して下さい。

準備学習
時間外学習

評価方法

期末テスト(100%)

受講生への
メッセージ

授業では教科書に載つていない解法も伝授します。まじめに授業を受け、復習を怠らなければ本番試験で高得点が取れます。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :「一般知能」東京アカデミー編 七賢出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座 Ⅱ(応用 )

Comprehensive Basics I

必修
選択

選択 年 次 2年次
担当教員 岩崎 靖

なし実務経験

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

240

16単位

開講区分

曜日・時限

前期

ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員教養試験では、あらゆる分野の問題が出題されるが、学生は高校時代に理科社会科ついていは1～ 2科 日しか学習していないのが現状である。本科日で

は、出題傾向のもと、理科特に化学分野を中心に講義することによりさまざまな事象を説明、また計算できるようにする。

【到達目標】

理論化学、無機化学の知識(化学分野)を習得する。
<具体的な目標>
目標①原子イオンのつくりを正しく説明できる
日標②化学反応式をつくることができ、それをもとに物質量の計算ができる
目標③中和、酸化還元などのしくみを正しく説明できる
目標④さまざまな無機物や有機物の性質や用途を正しく説明できる
目標⑤物体の運動やいろいろな力を正しく説明できる
目標⑥運動量の保存、力学的エネルギー、熱とエネルギー、波動、電気について正しく説明できる

1回 目 目標① 物質の構成、原子、分子、イオンについて説明ができる

2回 目 目標② lヒ学結合、化学反応式と量的関係について説明できる。

3回 目 目標② 物質の三態を理解し、その中で気体の性質につき、説明ができる。

4回 目 目標③ 酸と塩基についてを説明ができる。

5回 目 目標③ 酸化還元の定義が説明できる

目標④ 無機(金属)について説明できる。6回 目

7回 目 目標④ 無機 (〕 F金属)について説明できる。

8回 目 目標④ コロイド、平衡などについて説明できる。

9回 目 目標⑤ 物体の運動(1)について説明できる。

10回 目 目標⑤ 物体の運動(2)に ついて説明できる。

11回 目 目標⑤ いろいろな力について説明できる。

12回 目 目標⑥ 運動量保存、エネルギー保存について説明ができる

13回 目 目標⑥ 熱や波動について説明できる

14回 目 目標⑤ 電気回路について説明できる

15回 目 終講試験

準備学習
時間外学習

迪1回の講義ですが、見える内容も妻くなるので、毎回講義後の復智が必要になります。
~母

過 3時間程度、時間をかけてしつア〕`り
‐
占得して 卜ざい。

評価方法

前回の授業内容の定着を図るために、復習テストを実施する。さらに定期テストで到達評価を行う。
●定期テスト (70%)
0講義への取り組み・意欲(30%)
割合で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

物理や、化字の中心の科 日となります。
~見

えることも多いのですが、やれは確
~夫

に点につながります。一緒に ,し貞張りましよう。

教科書 :「数学・理科」東京アカデミー編 七賢出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公藩 昌科

科目名
(英 )

公務員講座 Ⅱ(応用 )

Comprehensive Basics I

必修
選択

選択 年 次 2年次
担当教員 専任

実務経験 なし

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

240

16単位

開講区分

曜日・時限

前期/後期

ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員試験本試験同様の教養、作文、適性試験を実施して、自分の実力と弱点、課題を判別するために実施していきます。

【到達目標】

<具体的な目標>
公務員試験模擬試験を解き、合格基準に到達することができる。

1回 目 前期 公務員模擬試験① 【東京アカデミー】教養

2回 目 前期 公務員模擬試験① 【東京アカデミー】教養

3回 目 前期 公務員模擬試験① 【東京アカデミー】作文・適性

4回 目 後期 公務員模擬試験② 【東京アカデミー】教養

5回 目 後期 公務員模擬試験② 【東京アカデミー】教養

6回 目 後期 公務員模擬試験② 【東京アカデミー】作文・適性

7回 目 後期 公務員模擬試験③ 【東京アカデミー】教養

8回 目 後期 公務員模擬試験③ 【東京アカデミー】教養

9回 目 後期 公務員模擬試験③ 【東京アカデミー】作文/適性

準備学習
時間外学習

評価方法

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

必修
選択

必修

選択
年 次 3年次

東 一也担当教員 :

実務経験 : なし
科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pubic Servant Lecture Ⅲ(Advanced・ App"caton)

ヨース

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

前期開講区分

曜日・時限

員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

当科目は公務員試験の中で主要な暗記科目であり、また出題問題数も多い科目のため、苦手科目にはできません。2年次までに人文科学(地理・日本史・世界史)

については、最終的に履修すべき範囲・内容の8割以上を、社会科学については政治分野を済ませていますが、これからの3年次では、人文科学の残り2割弱の
・内容と、社会科学の残りである経済分野と社会分野のほぼ全範囲を学ぶことになりますが、この進み具合は例年よりも早いです。その分、今年度は問題演習
間を多くとれますから、実践的な問題に触れながら、理解度を各自で把握しやすくなると思われます。授業進行については、これまでどおり指定テキストを使い、
寧な板書 (暗記の際の優先順位についてはカラー分けする)を行つて、公務員受験者として必要な知識事項を示します。特に、社会科学については、例年苦手意

が多いので、関心が向くような時事的な事項も織り交ぜながら、わかりやすい授業環境を整えます。なお、思想、文芸分野につきましては、補習の時間

【授業の学習内容】 (

り上げます。
実務経験はありません。

務員試験に合格するためには、当然ですが6～7割 以上の正答率が要求されます。人文科学は地理・日本史・世界史の3分野、社会科学は政治・経済・社会の3

野がありますが、それぞれこのうちの2分野は得意分野として、人文科学、社会科学の分野を大きな得点源にできる学生に育て上げます。
<具体的な目標>
目標①人文科学の地理分野については、白地図や統計資料を使つた問題に対し、思考力をもって正解できる。
日標②大文科学の歴史分野については、主要な歴史的事実について、関係する人物や社会的背景、後の時代への影響等をきちんと説明できる。
目標③社会科学分野については、頻出の単元(例えば基本的人権)には、補習を含めて十分な時間をかけて教えることにより理解を深めさせ、本試験時に正解で

【到達目標】

1回 目 経済/日本の財政について、特に一般会計予算、財政投融資、国債の累積債務に関する知識を習得して、説明ができる。

2回 目 経済/財政政策と金融政策について、特に増減税、公共事業、日本銀行の役割に関する知識を習得して、説明ができる。

3回 目 世界史/産業革命について、関連する知識を習得して、説明ができる。

4回 目 世界史/19世紀のヨーロッパについて学ぶことにより、世界が近代から現代へ移行する過渡期に関する知識を深めることができる。

地理/日 本地理について、主な工業地域等、主に工業・産業に関する知識を習得して、説明ができる。5回 目

6回 目
春季講歴の内容の小テスト(刊 回日)を

きる。

、呑季で字んだ中国王朝貝について到選反を把す歴し、改めて当該早元について理解を深めることがで

7回 目
(国際)経済/戦後の国際金融体制、貿易体制について、特にブレトンウッズ体制の確立と崩壊、GATTとWTOに関する知識を習得して、説明ができ
る。

8回 目 経済/経済学に関する基本用語 (公務員試験でよく出題される主な学説・人物や用語、経済理論)に関する知識を習得して、説明ができる。

9回 目 日本史/昭和戦前史について、満州事変からアジア太平洋戦争に関する知識を習得して、説明ができる。

10回 目 世界史/第一次世界大戦と国際協調について、帝国主義、3B・ 3C政策に関する知識を習得して、説明ができる。

11回 目 世界史/第一次世界大戦と国際協調について、大戦後の世界の動きに関する知識を習得して、説明ができる。

12回 目
春季講座の内容の小テスト(2回 目)を

できる。
春季で学んだ明治・大正期について到運度を把握し、改めて当該早元について理解を深めることが

13回 目 日本史/昭和戦後史について、GHQによる民主化政策、戦後復興に関する知識を習得して、説明ができる。

14回 目 日本史/昭和戦後史について、主な戦後の内閣の政治実績に関する知識を習得して、説明ができる。

地理/人口、時差、地図の図法等の、いわゆる地理の小(マ イナー)単元についての知識までも習得して、説明ができる。15回 目

準備学習
時間外学習

目標①2年時から伝えていたことですが、暗記中心という科目の特性に加え、学習(日音記)効果が上がるという面から、授業前にテキストの読み込みを
行うなどの予習と、授業後の復習(覚え直し)を繰り返し行うことを望みます。
目標②得意分野を伸ばすことも大事ですが、公務員試験で全体の6～ 7割の正答率を得るためには、苦手分野の底上げもまた必要です。苦手科目に
ついても、授業後の復習(覚え直し)を地道に続けることで、克服する意欲を持つてください。
目標③模擬試験が実施されるたびに、必ず解説にも目を通して、弱点克服に役立てることも求めます。

評価方法
基本的には、定期(期末)テストの結果を重視しますが、授業中の態度、出席率、小テスト(確認テスト)も加味して、総合的に評価します。
①定期(期末)テスト800/。  ②授業態度・出席率珂OO/o ③小テスト(確認テスト)10°/o

受講生への
メッセージ

ついに公務員試験受験の年となりました。みなさんの多くは、公務員(消 防官)試験に合格しなければ、本校入学時に抱いていた夢 (志望)は叶わない
ことになります。受験の世界は、どこでも合格するかしないのかがはつきり分かれる厳しい世界です。だからこそ、今年の授業は、2年時以上に勤勉な
姿勢で受講し、そして予習・復習に励みましょう。私が担当する人文科学と社会科学は、暗記科目ゆえに、努力次第で伸びる科日です。最後の最後ま
で、自分の可能性を信じて努力を続ける皆さんを応援します。

【使用教科書・教材・参考書】

『オープンセサミシリーズ 公務員 国家公務員・地方初級 日本史・世界史・地理・思想」東京アカデミー
『同シリーズ 政治・経済・社会』東京アカデミー編



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 昌 科

必修
選択

必修
選択

年次 3年次
東 一也

実務経験 : なし

担当教員 :

科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pubhc Servant Lecture Ⅲ(Advanced・ App caむ on)

コース

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

前期開講区分

曜日・時限

、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

当科目は公務員試験の中で主要な暗記科目であり、また出題問題数も多い科目のため、苦手科目にはできません。2年次までに人文科学 (地理・日本史・世界史)

については、最終的に履修すべき範囲・内容の8割以上を、社会科学については政治分野を済ませていますが、これからの3年次では、人文科学の残り2割弱の
・内容と、社会科学の残りである経済分野と社会分野のほぼ全範囲を学ぶことになりますが、この進み具合は例年よりも早いです。その分、今年度は問題演習の

間を多くとれますから、実践的な問題に触れながら、理解度を各自で把握しやすくなると思われます。授業進行については、これまでどおり指定テキストを使い、
寧な板書 (暗記の際の優先順位についてはカラー分けする)を行つて、公務員受験者として必要な知識事項を示します。特に、社会科学については、例年苦手意

く学生が多いので、関心が向くような時事的な事項も織り交ぜながら、わかりやすい授業環境を整えます。なお、思想、文芸分野につきましては、補習の時間
り上げます。

実務経験はありません。

【授業の学習内容】 (※

務員試験に合格するためには、当然ですが6～ 7割以上の正答率が要求されます。人文科学は地理・日本史・世界史の3分野、社会科学は政治・経済・社会の3

りますが、それぞれこのうちの2分野は得意分野として、人文科学、社会科学の分野を大きな得点源にできる学生に育て上げます。
<具体的な目標>
目標①大文科学の地理分野については、自地図や統計資料を使つた問題に対し、思考力をもって正解できる。
日標②人文科学の歴史分野については、主要な歴史的事実について、関係する人物や社会的背景、後の時代への影響等をきちんと説明できる。
日標③社会科学分野については、頻出の単元(例えば基本的人権)には、補習を含めて十分な時間をかけて教えることにより理解を深めさせ、本試験時に正解で

【到達目標】

る

16回 目 社会/社会保障制度、少子高齢社会について、社会保障制度の4つの柱、少子化対策等に関する知識を習得して、説明ができる。

17回 目 社会/現代における社会問題 (労働問題、環境問題、経済格差、人権、治安)に関する知識を習得して、説明ができる。

18回 目 小テスト(3回 目)を行うことで、今時点(1～ 11回 )での到達度を把握し、改めてこれまでの履修範囲について理解を深めることができる。

19回 目 世界史/第二次世界大戦について、特にドイツの再軍備とヒトラー政権、ファシズムの合頭に関する知識を習得して、説明ができる。

20回 目 世界史/戦後冷戦史について、鉄のカーテン、ドイツの分割統治、雪解け、デタント、核軍縮、マルタ会談に関する知識を習得して、説明ができる。

21回 目 世界史/戦後史について、中華人民共和国の成立、ベトナム戦争、第三世界、地域統合等に関する知識を習得して、説明ができる。

22回 目 時事問題対策/日本国内の政治、経済、社会画の時事に関する知識を習得して、説明ができる。

23回 目 時事問題対策/国際社会面の時事に関する知識を習得して、説明ができる。

24回 目 小テスト(4回 目)を行うことで、今時点(13～ 21回 )での到速度を把握し、改めてこれまでの履修範囲について理解を深めることができる。

25回 目 地理/統計資料について、主に農林水産業に関する数値データ等の知識を習得して、時事を絡めた統計問題に対して対応ができる。

26回 目 地理/統計資料について、主に鉱工業に関する数値データ等の知識を習得して、時事を絡めた統計問題に対して対応ができる。

27回 目 【問題演習】日本史/古代 (I日 石器時代～平安時代)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

28回 目 【問題演習】日本史/中世(鎌倉時代)の 問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

29回 目 【問題演習】世界史/古代(四大文明、古代ギリシア、古代ローマ)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

30回 目 【問題演習】世界史/中世(十字軍、宗教改革等)の 問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

準備学習
時間外学習

目標①2年時から伝えていたことですが、暗記中心という科目の特性に加え、学習(暗記)効果が上がるという面から、授業前にテキストの読み込みを
行うなどの予習と、授業後の復習(覚え直し)を繰り返し行うことを望みます。
目標②得意分野を伸ばすことも大事ですが、公務員試験で全体の6～ 7割の正答率を得るためには、苦手分野の底上げもまた必要です。苦手科目に
ついても、授業後の復習(覚え直し)を地道に続けることで、克服する意欲を持つてください。
日標③模擬試験が実施されるたびに、必ず解説にも日を通して、弱点克服に役立てることも求めます。

評価方法
基本的には、定期(期末)テストの結果を重視しますが、授業中の態度、出席率、小テスト(確認テスト)も加味して、総合的に評価します。
①定期(期末)テスト80% ②授業態度・出席率100/o ③小テスト(確認テスト)刊 O%

受講生への
メッセージ

ついに公務員試験受験の年となりました。みなさんの多くは、公務員 (消防官)試験に合格しなければ、本校入学時に抱いていた夢 (志望)は叶わない
ことになります。受験の世呆は、どこでも合格するかしないのかがはつきり分かれる厳しい世界です。だからこそ、今年の授業は、2年時以上に勤勉な
姿勢で受講し、そして予習・復習に励みましょう。私が担当する人文科学と社会科学は、暗記科目ゆえに、努力次第で伸びる科目です。最後の最後ま
で、自分の可能性を信じて努力を続ける皆さんを応援します。

【使用教科書・教材・参考書】

『オープンセサミシリーズ 公務員 国家公務員・地方初級 日本史・世界史・地理・思想」東京アカデミー
『同シリーズ 政治・経済・社会』東京アカデミー編



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

修
択

必
選

必修
選択

年 次 3年次
担当教員

実務経験 な し

東 ―也
科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pubhc Servant Lecture Ⅲ(Advanced・ App"cajon)

ヨース

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

開講区分

曜日・時限

前期

当科目は公務員試験の中で主要な暗記科目であり、また出題問題数も多い科目のため、苦手科目にはできません。2年次までに人文科学 (地理・日本史・世界史)

については、最終的に履修すべき範囲・内容の8割以上を、社会科学については政治分野を済ませていますが、これからの3年次では、人文科学の残り2割弱の

囲・内容と、社会科学の残りである経済分野と社会分野のほぼ全範囲を学ぶことになりますが、この進み具合は例年よりも早いです。その分、今年度は問題演習の

時間を多くとれますから、実践的な問題に触れながら、理解度を各自で把握しやすくなると思われます。授業進行については、これまでどおり指定テキストを使い、
T寧な板書 (暗記の際の優先順位についてはカラー分けする)を行つて、公務員受験者として必要な知識事項を示します。特に、社会科学については、例年苦手意

抱く学生が多いので、関心が向くような時事的な事項も織り交ぜながら、わかりやすい授業環境を整えます。なお、思想、文芸分野につきましては、補習の時間

員、知見 する こ記載する)るのか、の 、どのような【授業の学習内容】 (※実

で取り上げます。
※実務経験はありません。

【到達目標】

公務員試験に合格するためには、当然ですが6～ 7割以上の正答率が要求されます。人文科学は地理・日本史・世界史の3分野、社会科学は政治・経済・社会の3

分野がありますが、それぞれこのうちの2分野は得意分野として、大文科学、社会科学の分野を大きな得点源にできる学生に育て上げます。
<具体的な目標>
目標①人文科学の地理分野については、自地図や統計資料を使つた問題に対し、思考力をもって正解できる。
目標②人文科学の歴史分野については、主要な歴史的事実について、関係する人物や社会的背景、後の時代への影響等をきちんと説明できる。
日標③社会科学分野については、頻出の単元(例えば基本的人権)には、補習を含めて十分な時間をかけて教えることにより理解を深めさせ、本試験時に正解で
る。

31回 目 【問題演習】地理/地形(大地形、侵食、堆積、火山、海岸等)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

32回 目 【問題演習】地理/世界の気候 (各気候帯の特色、農林業との関連等)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

33回 目 【問題演習】政治/民主政治 (法の支酉己政治思想、各国の政治制度等)の 問題演習を行うことで、当履修内容について得点力身にを付ける。

34回 目 【問題演習】政治/日本国憲法(特色、重要な条文内容等)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力身にを付ける。

35回 目 【問題演習】日本史/中世 (室町時代～安土・桃山時代)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

36回 目 【問題演習】日本史/近世(江戸時代初期)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

37回 目 【問題演習】世界史/近代(主 に絶対主義)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

38回 目 【問題演習】世界史/近代(主 に市民革命)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

39回 目 【問題演習】地理/世界の産業 (主 に農業、鉱物資源)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

40回 目 【問題演習】地理/世界の産業 (主 に工業)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

41回 目 【問題演習】政治/基本的人権の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力身にを付ける。

42回 目 【問題演習】政治/立法権の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力身にを付ける。

43回 目 【問題演習】日本史/近世(江戸三大改革等の政策)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

44回 目 【問題演習】日本史/近世(江戸末期・減亡)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

45回 目 【問題演習】世界史/中 国工朝史の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

目標①2年時から伝えていたことですが、晴記中心という科目の特性に加え、学習 (日音記)効果が上がるという面から、授業前にテキストの読み込みを
行うなどの予習と、授業後の復習(覚え直し)を繰り返し行うことを望みます。
日標②得意分野を伸ばすことも大事ですが、公務員試験で全体の6～ 7割の正答率を得るためには、苦手分野の底上げもまた必要です。苦手科目に
ついても、授業後の復習(覚え直し)を地道に続けることで、克服する意欲を持つてください。
目標③模擬試験が実施されるたびに、必ず解説にも日を通して、弱点克服に役立てることも求めます。

準備学習
時間外学習

評価方法
基本的には、定期(期末)テストの結果を重視しますが、授業中の態度、出席率、小テスト(確認テスト)も加味して、総合的に評価します。
①定期(期末)テスト80% ②授業態度・出席率10% ③小テスト(確認テスト)¬ 0°/o

受講生への
メッセージ

ついに公務員試験受験の年となりました。みなさんの多くは、公務員(消防官)試験に合格しなければ、本校入学時に抱いていた夢 (志望)は叶わない
ことになります。受験の世界は、どこでも合格するかしないのかがはっきり分かれる厳しい世界です。だからこそ、今年の授業は、2年時以上に勤勉な
姿勢で受講し、そして予習・復習に励みましょう。私が担当する大文科学と社会科学は、暗記科目ゆえに、努力次第で伸びる科目です。最後の最後ま
で、自分の可能性を信じて努力を続ける皆さんを応援します。

『オープンセサミシリーズ 公務員 国家公務員・地方初級 日本史・世界史・地理・思想」東京アカデミー
『同シリーズ 政治・経済・社会』東京アカデミー編

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公落 昌科

科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pubic Servant Lecture m(Advanced・ Appncadon)

必修

選択

必修
選択

年 次 3年次
担当教員 :

実務経験 :

東 ―也

な し

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

前期開講区分

曜日・時限]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

当科目は公務員試験の中で主要な暗記科日であり、また出題問題数も多い科目のため、苦手科目にはできません。2年次までに人文科学(地理・日本史・世界史)

については、最終的に履修すべき範囲・内容の8割以上を、社会科学については政治分野を済ませていますが、これからの3年次では、人文科学の残り2割弱の範
囲・内容と、社会科学の残りである経済分野と社会分野のほぼ全範囲を学ぶことになりますが、この進み具合は例年よりも早いです。その分、今年度は問題演習の

時間を多くとれますから、実践的な問題に触れながら、理解度を各自で把握しやすくなると思われます。授業進行については、これまでどおり指定テキストを使い、
丁寧な板書 (暗記の際の優先順位についてはカラー分けする)を行つて、公務員受験者として必要な知識事項を示します。特に、社会科学については、例年苦手意
識を抱く学生が多いので、関心が向くような時事的な事項も織り交ぜながら、わかりやすい授業環境を整えます。なお、思想、文芸分野につきましては、補習の時間
で取り上げます。
※実務経験はありません。

【到達目標】

公務員試験に合格するためには、当然ですが6～ 7割 以上の正答率が要求されます。人文科学は地理・日本史・世界史の3分野、社会科学は政治・経済・社会の3

分野がありますが、それぞれこのうちの2分野は得意分野として、大文科学、社会科学の分野を大きな得点源にできる学生に育て上げます。
<具体的な目標>
目標①人文科学の地理分野については、白地図や統計資料を使つた問題に対し、思考力をもつて正解できる。
日標②人文科学の歴史分野については、主要な歴史的事実について、関係する人物や社会的背景、後の時代への影響等をきちんと説明できる。
日標③社会科学分野については、頻出の単元(例えば基本的人権)には、補習を含めて十分な時間をかけて教えることにより理解を深めさせ、本試験時に正解で
きる。

46回 目 【問題演習】世界史/中国王朝史の続き、および周辺アジア諸国の歴史の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

47回 目 【問題演習】地理/地誌(世界総合、アジア諸国等)の 問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

48回 目 【問題演習】地理/地誌(アフリカ、ヨーロッパ、北米、南米等)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

49回 目 【問題演習】政治/行政権、司法権の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力身にを付ける。

50回 目 【問題演習】政治/地方自治の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力身にを付ける。

51回 目 【問題演習】日本史/近現代(主 に明治から大正時代)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

52回 目 【問題演習】日本史/近現代(主 に昭和時代)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

53回 目 【問題演習】世界史/現代(主 に第一次世界大戦と第二次世界大戦)の 問題演習を行うことで、当履修内容について得点力を身に付ける。

54回 目 【問題演習】政治/国際社会 (主 に国際連合とその専門機関等)の問題演習を行うことで、当履修内容について得点力身にを付ける。

55回 目 (前期)実 力試験 (単位認定)を行う。

準備学習
時間外学習

目標①2年時から伝えていたことですが、暗記中心という科目の特性に加え、学習(日音記)効果が上がるという面から、授業前にテキストの読み込みを
行うなどの予習と、授業後の復習(覚え直し)を繰り返し行うことを望みます。
目標②得意分野を伸ばすことも大事ですが、公務員試験で全体の6～7割 の正答率を得るためには、苦手分野の底上げもまた必要です。苦手科目に
ついても、授業後の復習(覚え直し)を地道に続けることで、克服する意欲を持つてください。
目標③模擬試験が実施されるたびに、必ず解説にも目を通して、弱点克服に役立てることも求めます。

評価方法
基本的には、定期(期末)テストの結果を重視しますが、授業中の態度、出席率、小テスト(確認テスト)も加味して、総合的に評価します。
①定期(期末)テスト80% ②授業態度・出席率刊00/o ③小テスト(確認テスト)10°/o

受講生への
メッセージ

ついに公務員試験受験の年となりました。みなさんの多くは、公務員(消防官)言式験に合格しなければ、本校入学時に抱いていた夢 (志望)は叶わない
ことになります。受験の世界は、どこでも合格するかしないのかがはつきり分かれる厳しい世界です。だからこそ、今年の授業は、2年時以上に勤勉な
姿勢で受講し、そして予習・復習に励みましょう。私が担当する人文科学と社会科学は、暗記科目ゆえに、努力次第で伸びる科日です。最後の最後ま
で、自分の可能性を信じて努力を続ける皆さんを応援します。

【使用教科書・教材・参考書】

『オープンセサミシリーズ 公務員 国家公務員・地方初級 日本史・世界史・地理・思想」東京アカデミー

『同シリーズ 政治・経済・社会』東京アカデミー編



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pub c Servant Lecture m(Advanced・ Apphcation)

必修
選択

必修
選択

年次 3年次
担当教員

:

実務経験
:

馬場 留美

なし

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

開講区分 前 期

曜日・時]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員試験において、数的処理は重要なウエイトを占めます。¬ 2年次で学習したことを踏まえ、練習問題を繰り返すことで応用力がつきます。

【到達目標】

本番の公務員試験で数的処理の問題が解けるようになる。
<具体的な目標>
目標①数的推理の問題が解ける
目標②判断推理の問題が解ける
目標③空間把握の問題が解ける
目標④資料解釈の問題が解ける

授業計画・内容

56回 目 目標① 比と割合ができる

57回 目 目標③ 立体の投影図ができる

58回 目 目標③ サイコロの問題が解ける

59回 目 目標① 過不足算ができる

60回 目 目標③ 平面計量ができる

61回 目 目標② 対応関係ができる

62回 目 目標② 順列・位置ができる

63回 目 目標① 速さの比ができる

64回 目 目標① 条件付き確率ができる

65回 目 目標① 公倍数・公約数ができる

66回 目 目標② リーグ戦・道順ができる

67回 目 目標④ 資料解釈ができる

68回 目 目標② 証言、時計のずれができる

69回 日 目標③ 立体の切断ができる

70回 目 目標② 位置関係ができる

準備学習
時間外学習

復 習 は 不 可欠 です。優 習 用 のフリントを白じ石〒し丁す ので各 目満 用 して下 さい◇

評価方法

期末テスト(50%)中間テスト(50%)

受講生への
メッセージ

授業では、教科書に載つていない解法も伝授します。まじめに授業に臨み、復習を怠らなければ本番試験で高得点が取れます。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :「一般知能」東京アカデミー編 七賢出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pubhc Servant Lecture Ⅲ(Advanced・ Appncaton)

必修
選択

必修
選択

年 次 3年次
担当教員 :

実務経験 :

馬場 留美

な し

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

開講区分 前期

曜日・時コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員試験において、数的処理は重要なウエイトを占めます。1 2年次で学習したことを踏まえ、練習問題を繰り返すことで応用力がつきます。

【到達目標】

本番の公務員試験で数的処理の問題が解けるようになる。
<具体的な目標>
目標①数的推理の問題が解ける
目標②判断推理の問題が解ける
目標③空間把握の問題が解ける
日標④資料解釈の問題が解ける

71回 目 目標③ 歯車、軌跡ができる

72回 目 目標① 通過算・ニュートン算ができる

73回 目 目標② 暗号、集合ができる

74回 目 目標④ 増加率のグラフができる

75回 目 目標① 確率、割合ができる

76回 目 目標② 家系図、ジャンケン確率ができる

77回 目 目標① 平均、表面積と体積ができる

78回 目 目標① 濃度、増減ができる

79回 目 目標③ 立体の経路ができる

80回 目 目標② ‖贋序、対応ができる

81回 目 目標① N進法ができる

82回 目 目標① 関数とグラフができる

83回 目 目標② 証言、部屋割ができる

84回 目 目標① 記数法ができる

85回 目 目標④ 資料解釈ができる

準備学習
時間外学習

優
‐
習はコヽ 可尺 で丁 。復

‐
宙用 のフリントを口じ布 しま丁 ので各 目満 用 して 卜ざい。

評価方法

期末テスト(50%)中間テスト(500/o)

受講生への
メッセージ

授業では、教科書に載つていない解法も伝授します。まじめに授業に踊み、復習を怠らなければ本番試験で高得点が取れます。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :「一般知能」東京アカデミー編 七賢出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pubhc Servant Lecture Ⅲ(Advaぃ 。ed・ ApphcajOn)

必修
択

必修
選択選

年 次 3年次
担当教員

:

実務経験 :

馬場 留美

なし

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

開講区分

曜日・時限

前期

ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員試験において、数的処理は重要なウエイトを占めます。1 2年次で学習したことを踏まえ、練習問題を繰り返すことで応用力がつきます。

【到達目標】

本番の公務員試験で数的処理の問題が解けるようになる。
<具体的な目標>
目標①数的推理の問題が解ける
目標②判断推理の問題が解ける
目標③空間把握の問題が解ける
目標④資料解釈の問題が解ける

86回 目 目標②判断推理の総合問題を解く

87回 目 目標②判断推理の総合問題を解く

88回 目 日標③空間把握の総合問題を解く

89回 目 目標④資料解釈の総合問題を解く

90回 目 目標①数的推理の総合問題を解く

91回 目 目標①数的推理の総合問題を解く

92回 目 目標②判断推理の総合問題を解く

93回 目 目標②判断推理の総合問題を解く

94回 目 目標③空間把握の総合問題を解く

95回 目 目標①数的推理の総合問題を解く

96回 目 目標①数的推理の総合問題を解く

97回 目 目標①数的椎理の総合問題を解く

98回 目 目標②判断椎理の総合問題を解く

99回 目 目標②判断推理の総合問題を解く

100回 目 目標③空間把握の総合問題を解く

準備学習
時間外学習

復
‐
目は 4ヽ 可欠 でア 。イ夏習 用 のフリントを自じ布 しまア ので各 目満用 して 卜ざい。

評価方法

期末テスト(50%)中 間テスト(500/o)

受講生への
メッセージ

授業では、教科書に載つていない解法も伝授します。まじめに授業に臨み、復習を怠らなければ本番試験で高得点が取れます。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :「 一般知能」東京アカデミー編 七賢出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pub ic Servantし ecture Ш(Advanced・ Appttcadon)

必修
選択

必修
選択

年 次 3年次
担当教員 : 馬場 留美

実務経験 : なし

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

開講区分 前期

曜日・時限 :ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

公務員試験において、数的処理は重要なウエイトを占めます。刊 2年次で学習したことを踏まえ、練習問題を繰り返すことで応用力がつきます。

【到達目標】

本番の公務員試験で数的処理の問題が解けるようになる。
<具体的な目標>
目標①数的推理の問題が解ける
目標②判断推理の問題が解ける
目標③空間把握の問題が解ける
目標④資料解釈の問題が解ける

101回 目 目標①②過去間及び類題を解く

102回 目 目標③④過去問及び類題を解く

103回 目 目標①②過去問及び類題を解く

104回 目 目裸③④過去問及び類題を解く

105回 目 目標①②過去問及び類題を解く

106回 目 目標③④過去問及び類題を解く

107回 目 目標①②過去問及び類題を解く

108回 目 まとめ・復習

109回 目 まとめ・復習

110回 目 定期試験

準備学習
時間外学習

予習より復習が大切です。復習用のフリントを自己TFしますので、各 目消用して 卜ざい。

評価方法

期末テスト(100%)

受講生への
メッセージ

授業では教科書に載っていない解法も伝授します。まじめに授業を受け、復習を怠らなければ本番試験で高得点が取れます。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :「 一般知能」東京アカデミー編 七賢出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pけbttc Servant Lecture Ⅲ(Advanced・ Apprcation)

必修
選択

必修
選択

年 次 3年次
担当教員

:

実務経験 :

岩崎 靖

な し

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

開講区分

曜日・時限

前期

]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

2年次までの知識をもとに公務員試験の問題を演習することにより、自然科学分野の問題が解ける、より深い知識を身につけることができる。

【到達目標】

昨年までの知識をもとに演習を行うことで公務員初級・東京消防庁Ⅱ類・東京消防庁Ⅲ類の問題が解けるようになる。
<具体的な目標>
目標①化学の問題が解ける
目標②物理の問題が解ける
日標③生物の問題が解ける
日標④地学の問題が解ける

111回 目 目標① lし学 物質の構成をより深く理解し、知識を身につけることができる。

112回 目 目標① 化学 サに金属をより深く理解し、知識を身につけることができる。

113回 目 目標① 化学 金属をより深く理解し、知識を身につけることができる。

114回 目 目標① 化学 酸・塩基、酸化・違元をより深く理解し、知識を身につけることができる。

115回 目 目標① 化学 1し学反応と量をより深く理解し、知識を身につけることができる。

116回 目 目標② 物理 速度と距離をより深く理解し、知識を身につけることができる。

117回 目 目標② 物理 力をより深く理解し、知識を身につけることができる。

118回 目 目標② 物理 力(エネルギー)をより深く理解し、知識を身につけることができる。

119回 目 目標② 物理 波動をより深く理解し、知識を身につけることができる。

120回 目 目標② 物理 電気をより深く理解し、知識を身につけることができる。

121回 目 目標③ 生物 生命の連続をより深く理解し、知識を身につけることができる。

122回 目 目標③ 生物 同化・異化をより深く理解し、知識を身につけることができる。

123回 目 目標③ 生物 体内環境をより深く理解し、知識を身につけることができる。①

124回 目 目標③ 生物 体内環境をより深く理解し、知識を身につけることができる。②

125回 目 目標③ 生物 生物の集団をより深〈理解し、知識を身につけることができる。

準備学習
時間外学習

子 月lに伝 えられ た範 囲を、参 考吾 などで字 習 して米ること。講 義 甲で同 逗 えた問題 を群 き直ア こと。週 に4～ 5崎間 の 甲 曽 ズ,｀ 必 要 になる。

評価方法

期末テスト(70%)、 学習意欲 (30%)

受講生への
メッセージ

昨年まで身につけた知識をアウトプットすることで、さらに理解を深めていきましょう。昨年の作成したノードを持参して講義に参加して下さい。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :「 数学・理科」東京アカデミー編 七賢出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科     _

科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pub ic Servantし ecture Ш(Advanced・ App‖ cadon)

必修
選択

必修
選択

年 次 3年次
担当教員 :

実務経験 :

岩崎 靖

な し

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

開講区分 前期

曜日・時コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有ずる教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

2年次までの知識をもとに公務員試験の問題を演習することにより、自然科学分野の問題が解ける、より深い知識を身につけることができる。

【到達目標】

昨年までの知識をもとに演習を行うことで公務員初級・東京消防庁Ⅱ類・東京消防庁Ⅲ類の問題が解けるようになる。
<具体的な目標>
目標①化学の問題が解ける
目標②物理の問題が解ける
目標③生物の問題が解ける
目標④地学の問題が解ける

126回 目 目標④ 地学 固体地球をより深く理解し、知識を身につけることができる。①

127回 目 目標④ 地学 固体地球をより深く理解し、知識を身につけることができる。②

128回 目 目標④ 地学 天体をより深く理解し、知識を身につけることができる。①

129回 目 目標④ 地学 天体をより深く理解し、知識を身につけることができる。②

130回 目 目標④ 地学 気象をより深く理解し、知識を身につけることができる。①

131回 目 目標④ 地学 気象をより深く理解し、知識を身につけることができる。②

132回 目 過去問演習 総合

133回 目 過去問演習 総合

134回 目 過去間演習 総合

135回 目 過去問演習 総合

136回 目 過去問演習 総合

137回 目 過去問演習 総合

138回 目 過去問演習 総合

139回 目 過去問演習 総合

140回 目 まとめテスト

準備学習
時間外学習

手雨に伝えられた軍こ凶を、参考書などで字習して釆ること。講義中で間違えた問題を解き直丁こと。週に4～ 5崎間の甲智が必妥になる。

評価方法

期末テスト(70%)、 学習意欲 (30%)

受講生への
メッセージ

昨年まで身につけた知識をアウトフットすることで、さらに理解を深めていきましよう。昨年の作成したノードを持参して,再義に参カロして下さい。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :「 数学・理科」東京アカデミー編 七賢出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 昌 科

科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

PubHc Servant Lecture Ⅲ(Advanced・ App cajon)

必修
選択

必修
選択

年次 3年次
担当教員

実務経験

森田 道稔

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

345

23単位

開講区分

曜日・時限

前期

コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

l SP13
①言語問題(同意語・反意語、二語の関係、語句、空欄補充、用法、文章整序、長文読解)の授業を実施する。
②非言語問題(モノの値段と個数、定価・原価・利益、割合と値段、濃度算、速度算、集合、場合の数、確率、各種推論)の授業を実施する。
2 SCOA
数理 (四 則計算 )、 論理 (推論 )、 言語 (漢字の読み )、 常識 (社会、理科)の授業を実施する。

【到達目標】

SP13は「知能検査」の要素が大きく、SCOAと 比較すると難易度が高くなり、時間との勝負となります。授業で集中して問題を解き、徐々にスピードを上げ、かつ正確
に解けるようにしていく。
SCOAは「学力検査」の傾向が大きくSCOAで高得点をとるためには、中学・高校での基礎知識が大切となります。授業で問題を解き、基礎知識を身につけていきま

す。
(具体的目標〉
l SP13
①言語問題(同意語・反意語、二語の関係、語句、空欄補充、用法、文章整序、長文読解)の内容が説明できるとともに確実に正解が出せる。
②非言語問題(モノの値段と個数、定価・原価・利益、割合と値段、濃度算、速度算、集合、場合の数、確率、各種推論)の計算が出来るとともに確実に正解が出
せる。
2 SCOA
数理 (四 則計算 )、 論理 (推論 )、 言語 (漢字の読み )、 常識 (社会、理科)の計算や問題が出来るとともに内容が説明できるようになる。

156回 目
SP13①  言語問題 (同霧語、二語の関係)夢 F言語問題 (四則計算、モノのl百L段と個数)の 出趣1と貞同・角牢法を理解させ、言語問題、,F言語問題の口兒明
ができる。

157回 目
SP13(2)

ができる
言語問題 (反意語、二語の関係),1言語問題 (四則計算、定価・原価・利益)の 出題傾向・解法を理解させ、言語問題、非言語問題の説明

158回 目
SP13③  言語問題(語旬、二語の関係)〕 H言語問題(四則計算、割合と値段)の出題傾向・解法を理解させ、言語問題、非言語問題の説明ができ
る。

159回 目
SP13Q4)

ができる
言語問題 (聖欄補充、用法、二語の関係)り F言語問題 (四 則計算、濃震算)の 出題 lと貞同・解法を理角4させ、言語問題、非言語問題の説日)J

160回 目
SP13③  言語問題(文章序列、二語の関係)〕卜言語問題(四則計算、速度算1)の 出題傾向・解法を理解させ、言語問題、非言語問題の説明ができ
る。

161回 目
SP13⑥  言語問題(長文読解、二語の関係),H言語問題(四則計算、速度算2)の出題傾向・解法を理解させ、言語問題、非言語問題の説明ができ
る。

162回 目 SP13②  言語問題(総合編珂)〕に言語問題(四則計算、集合)の 出題傾向・解法を理解させ、言語問題、非言語問題の説明ができる。

163回 目 SP13③  言語問題(総合編2)'F言語問題(四則計算、場合の数)の出題傾向・角4法を理解させ、言語問題、非言語問題の説明ができる。

164回 目 SP13③  言語問題(総合編3),に言語問題(四則計算、確率)の 出題傾向・解法を理解させ、言語問題、非言語問題の説明ができる。

165回 目 SP13⑩  言語問題(総合編4)りに言語問題(四則計算、推論:順位関係)の 出題傾向・解法を理解させ、言語問題、非言語問題の説明ができる。

166回 目 SP13①  言語問題(総合編5)〕に言語問題(四則計算、推論i勝敗関係)の出題傾向・解法を理解させ、言語問題、非言語問題の説明ができる。

167回 目 SP13⑫  言語問題(総合編6),F言語問題(四則計算、推論:位置関係)の 出題傾向・解法を理解させ、言語問題、非言語問題の説明ができる。

168回 目 SP13①  言語問題(総合編7)'H言語問題(四則計算、推論:対応関係)の 出題傾向・解法を理解させ、言語問題、非言語問題の説明ができる。

169回 目 SP13①  言語問題、非言語問題(模擬問題司)

170回 目 SP13①  言語問題、非言語問題(模擬問題2)

準備学習
時間外学習

イ夏智甲′いて
''~子

習を行つK卜さい。                                                政
業では各国の内容のポイントを解説し、それに対応する問題を解くことで、理解力が身につきます。次の授業では復習テストを実施しますので、苦手な
問題や間違つた問題、うる覚えの問題の復習をして下さい。

評価方法

前期試験 (100%)での評価となります。

受講生への
メッセージ

SP13
「知能検査」の要素が大きく、SCOAと 比較すると難易度が高くなり、時間との勝負となります。スピードと正確性を養いましょう。
SCOA
「学力検査」の傾向が大きくSCOAで高得点をとるためには、中学・高校での基礎知識が大切となります。しつかりと問題を解き、基礎知識を身につけま
しょう。

【使用教科書 参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

公務員講座Ⅲ(総合・面接 )

Pubttc Ser、′antヒecture Ⅲ(Advanced・ Apphcajon)

必修
選択

必修
選択

年次 3年次
担当教員 森田 道稔

実務経験

授業
形態

講義
総時間
(単位)

345

23単位

開講区分

曜日・時限

前期

]―ス

【授業の学習内容】(※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

l SP13
Э言語問題(同意語・反意語、三語の関係、語旬、空欄補充、用法、文章整序、長文読解)の授業を実施する。
②非言語問題(モノの値段と個数、定価・原価・利益、割合と値段、濃度算、速度算、集合、場合の数、確率、各種推論)の授業を実施する。
2 SCOA
数理 (四 則計算 )、 論理 (推論 )、 言語 (漢字の読み )、 常識 (社会、理科)の授業を実施する。

【到達目標】

SP13は「知能検査」の要素が大きく、SCOAと比較すると難易度が高くなり、時間との勝負となります。授業で集中して問題を解き、徐々にスピードを上げ、かつ正確
に解けるようにしていく。
SCOAは「学力検査」の傾向が大きくSCOAで高得点をとるためには、中学・高校での基礎知識が大切となります。授業で問題を解き、基礎知識を身につけていきま
す。
(具体的目標〉
l SP13
Э言語問題(同意語・反意語、二語の関係、語句、空欄補充、用法、文章整序、長文読解)の 内容が説明できるとともに確実に正解が出せる。
②非言語問題(モノの値段と個数、定価・原価・利益、割合と値段、濃度算、速度算、集合、場合の数、確率、各種推論)の計算が出来るとともに確実に正解が出
せる。
2 SCOA
数理 (四 則計算 )、 論理 (推論 )、 言語 (漢字の読み )、 常識 (社会、理科)の計算や問題が出来るとともに内容が説明できるようになる。

SCOA① 数理(四則計算)、 論理(推論)の 出題傾向・解法を理解させ説明ができる。171回 目

172回 目 SCOA② 言語(漢字の読み)、 常識(社会、理科)の 出題傾向・角4法を理解させ説明ができる。

173回 目 SCOA③ SCOA(模擬 問題 司)

174回 目 SCOA④ SCOA(模擬 問題 2)

175回 目 前期試験

準備学習
時間外学習

復習中心の字習を行つて下さい。                                                政

業では各国の内容のポイントを解説し、それに対応する問題を解くことで、理解力が身につきます。次の授業では復習テストを実施しますので、苦手な

問題や間違つた問題、うる覚えの問題の復習をして下さい。

評価方法

前期試験 (100%)での評価となります。

受講生への
メッセージ

SP13
「知能検査」の要素が大きく、SCOAと比較すると難易度が高くなり、時間との勝負となります。スピードと正確性を養いましょう。
SCOA
「学力検査」の傾向が大きくSCOAで高得点をとるためには、中学・高校での基礎知識が大切となります。しっかりと問題を解き、基礎知識を身につけま

しょう。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 昌科

科目名
(英 )

疾病救急医学 I

Emergency Medicine I

必 修

選択
必修 年次 2年次

担当教員 |

実務経験 :

渡崎 大稀

授業
形態

講義
総時間
(単位)

45時間

3単位

開講区分

曜日・時限 水曜日34限

前期

コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

神経系疾患 :H図血管疾患は日本人の死因第4位を占めるものであり、後遺症もきたす疾患である。急性期はもとより慢性的な障害を患う傷病者もいるため、

救急現場では適切な判断や処置を必要とする。
呼吸系疾患 :呼吸系は生体に必要な酸素需要に関与する重要な器官である。緊急性を有する病態が多く、また高齢社会の進展により、肺炎等の呼吸系疾患

で死亡する傷病者も増加傾向にあるため、疾患の理解が必要となる。
循環系疾患 :心疾患は近年増加にあり、急激に病態が変化し、致死的となる。突然死の原因でもあり、死因第2位と救急救命士に求められる迅速な対応が

必要となり、特定行為(静脈路確保・薬剤投与)の 判断を含め、医療機関との連携も大切となる疾患群である。
上記3疾患の症状、病態、処置・対応をしつかりと理解し、授業修了時には説明できるようになる。

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

神経・呼吸・循環器系の主な疾患の発生機序、症状、救急処置等について理解することができるようになる。
<具体的な目標>
目標①神経系疾患の症状、病態、処置・対応について説明できる。
目標②呼吸系疾患の症状、病態、処置・対応について説明できる。
目標③循環系疾患の症状、病態、処置・対応について説明できる。

1回 目 (目 標①)脳梗塞について説明できる。

2回 目 (目 標①)脳梗塞、一過性脳虚血発作について説明できる。

3回 目 (目 標①)くも膜下出血について説明できる。

4回 目 (目 標①)脳動静脈奇形、もやもや病について説明できる。

5回 目 (目 標①)]図 出血について説明できる。

6回 目 (目 標①)髄膜炎、脳炎・R図症、脳膿瘍について説明できる。

7回 目 (目 標①)ギラン・バレー症候群、糖尿病性ニューロパチ_てんかん、脳腫瘍、変性疾患について説明できる。

8回 目 (目 標②)呼吸系疾患の主要症候、基本的対応について説明できる。

9回 目 (目 標②)呼吸不全、急性喉頭蓋炎について説明できる。

10回 目 (目 標②)扁桃周囲膿瘍、気管支喘息について説明できる。

11回 目 (目 標②)慢性閉塞性肺疾患、無気肺、気管支拡張について説明できる。

12回 目 (目 標②)肺炎、肺結核について説明できる。

(目 標②)急性上気道炎、気胸、胸膜炎について説明できる。13回 目

14回 目 (目 標②)肺血栓塞栓症、過換気症候群について説明できる。

(目 標②)肺癌、急性呼吸促迫症候群、間質性肺炎について説明できる。15回 目

準備学習
時間外学習

(目 標①)神織糸の解剖生理の予習、秋急秋命処直、神維糸F矢 忌に便用する楽剤等の手日l写習が必要です。
(目 標②)呼吸系の解剖生理の予習、救急救命処置、神経系疾患に使用する薬剤等の事前学習が必要です。
(目 標③)循環系の解剖生理の予習、救急救命処置、神経系疾患に使用する薬剤等の事前学習が必要です。

評価方法

終講試験100%で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

神経系疾患(死因第4位 )、 呼吸系疾患(死因第3位 )、 循環系疾患(死因第2位)と 日本人の死因の上位を占める病態のため、救急救命士となり現場で即

戦力となるためには不可欠な分野である。しっかりとした知識と緊急性の高い疾患への判断力を身につけるために、予習・復習をし、理解を深めてくだ

さい。

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士 標準テキスト 改訂第10版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務 員科

科目名
(英 )

疾病救急医学 I

Emergency Medicine I

必修
選択

必修 年次 2年次
担当教員

実務経験

漬崎 大稀

授業
形態

講義
総時間
(単位)

45時間

3単位

開講区分

曜日'時限

前期

水曜日34限ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

神経系疾患 :Л凶血管疾患は日本人の死因第4位を占めるものであり、後遺症もきたす疾患である。急性期はもとより慢性的な障害を患う傷病者もいるため、

救急現場では適切な判断や処置を必要とする。
呼吸系疾患 i呼吸系は生体に必要な酸素需要に関与する重要な器官である。緊急性を有する病態が多く、また高齢社会の進展により、肺炎等の呼吸系疾患

で死亡する傷病者も増加傾向にあるため、疾患の理解が必要となる。
循環系疾患 :心疾患は近年増加にあり、急激に病態が変化し、致死的となる。突然死の原因でもあり、死因第2位と救急救命士に求められる迅速な対応が

必要となり、特定行為(静脈路確保・薬剤投与)の判断を含め、医療機関との連携も大切となる疾患群である。
上記3疾患の症状、病態、処置・対応をしつかりと理解し、授業修了時には説明できるようになる。

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

神経・呼吸・循環器系の主な疾患の発生機序、症状、救急処置等について理解することができるようになる。
<具体的な目標>
目標①神経系疾患の症状、病態、処置・対応について説明できる。
目標②呼吸系疾患の症状、病態、処置・対応について説明できる。
日標③循環系疾患の症状、病態、処置・対応について説明できる。

16回 目 (目 標③)循環系疾患の主要症候、基本的対応について説明できる。

17回 目 (目 標③)動脈硬化、うつ血性心不全、急性心筋梗塞について説明できる。

18回 目 (目 標③)不安定狭心症、安定狭心症について説明できる。

19回 目 (目 標③)心筋症、心筋炎、心タンポナーデ、急性心膜炎について説明できる。

20回 目 (目 標③)い臓弁膜症、感染性心内膜炎、先天性心疾患について説明できる。

21回 目 (目 標③)急性大動脈、大動脈瘤について説明できる。

22回 目 (目 標③)急性四肢動脈閉塞症、閉塞性動脈硬化症、深部静脈血栓症、高血圧症、高血圧緊急症について説明できる。

23回 目 終講試験

準備学習
時間外学習

剛 ¢予習、救急救命処置、神経系疾患に使用する薬剤等の事前宰習が必要です。
(目 標②)呼吸系の解剖生理の予習、救急救命処置、神経系疾患に使用する薬剤等の事前学習が必要です。
(目 標③)循環系の解剖生理の予習、救急救命処置、神経系疾患に使用する薬剤等の事前学習が必要です。

評価方法

終講試験¬OOO/oで 成績評価を行う。

神経系疾患(死因第4位 )、 呼吸系疾患(死因第3位 )、 循環系疾患(死因第2位 )と 日本人の死因の上位を占める病態のため、秋急秋命士となり現場で即

戦力となるためには不可欠な分野である。しつかりとした知識と緊急性の高い疾患への判断力を身につけるために、予習・復習をし、理解を深めてくだ

さい。

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】

救急救命士 標準テキスト 改訂第10版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

必修

選択
必修 年次 2年次

担当教員 i

実務経験 i

科目名
(英 )

疾病救急医学 I

Emergency Medicine Ⅱ 授業
形態

講義
総時間
(単位 )

45時間

3単位

前期開講区分

曜日・時]―ス

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

平成25年に急病で救急搬送された傷病者の疾病分類別で消化器疾患は1030/oを 占め呼吸系・心疾患など脳疾患を抑えて首位である。

急性腹症とは「急激な発症で激しい腹痛を主とし、緊急に治療を要する腹部疾患群」である。そのため迅速で的確な判断と治療が可能である医療機関への搬送が

必要となる。また、内分泌疾患は呼吸・循環と併せて生命維持のための代謝に関する知識は救急救命士に必要である。さらに血液疾患や骨格・皮膚・感覚疾患は

緊急度・重症度の判断は難しくそれぞれの基礎知識は必要とされます。 これらの内容に関する理解を深め本授業修了時には各々の説明ができるようになる。

化・泌尿・内分泌・血液・骨格・皮膚・感覚系の主な疾患の発生機序や症状を学び、救急現場において必要な救急処置や適切な対応ができるようになる。

(目 標①)総論 (疫学と救急医療における意義 ,肖 化系疾患の主要症候 基本的対応)1回 目

授業1計画1内容

【到達目標】

分泌疾患について、主な発生機序や症状、対応を説明できる目

患について、主な発生機序や症状、対応を説明できる
について、主な発生機序や症状、対応を説明できる

<具体的な目標>
目標①消化器疾患について、主な発生機序や症状、対応を説明できる
目標②泌尿器疾患について、主な発生機序や症状、対応を説明できる

2回 目 (目 標①)歯・口腔の疾患 食道疾患(食道静脈瘤破裂 マロリー・ワイス症候群 特発性食道破裂)

3回 目 (目 標①)胃・十二指腸疾患(胃・十二指陽潰瘍 AGML急性胃腸炎 アニサキス症 胃癌)

4回 目 (目 標①)腸疾患(イ レウス 上腸問膜動脈閉塞症 ヘルニア嵌頓 急性虫垂炎)

5回 目 (目 標①)腸疾患(大腸穿孔大腸憩室炎 虚血性大腸炎 大腸癌 炎症性腸疾患 痔核 急性腹膜炎)

6回 目 (目 標①)日干臓、胆道、1革臓の疾患(急性肝炎 肝硬変 肝不全 肝癌 胆石症 急性胆道感染症 急性R準炎)

(目 標②)総論(疫学と救急医療における意義 泌尿・生殖系疾患の主要症候 基本的対応)7回 目

8回 目 (目 標②)腎臓疾患(急性腎不全 急性腎障害 慢性腎不全 慢性腎臓病 糸球体腎炎 ネフローゼ症候群)

9回 目 (目 標②)尿路疾患(尿路結石症 急性腎孟腎炎 急性細菌性前立腺炎 急性膀肌炎 前立腺肥大 神経因性膀肌)

10回 目 (目 標②)女性生殖器疾患(骨盤内感染症 りΠ巣嚢腫茎捻転 子宮筋腫 子宮内膜症 り口巣出血)

11回 目 (目 標②)男性生殖器疾患(精索捻転症 精巣上体炎 精巣炎)

(目 標③)総論(救急医療における意義 代謝・内分泌・栄養系疾患の主要症候 基本的対応)12回 目

13回 目 (目 標③)糖尿病と合併症(糖尿病 低血糖 糖尿病性ケトアシドーシス 高浸透圧高血糖症候群)

14回 目 (目 標③)そ の他の代謝異常(脱水 水電解質異常)栄養疾患(肥満 るいそう ビタミン欠乏症)

15回 目 (目 標③)内分泌疾患(甲 状腺機能克進症 甲状腺機能低下症 冨1腎機能異常)

運動学について予習が必要です。
目標①②消化器・泌尿器系疾患の知識を深める事で迅速で適切な重症度・緊急度の判断ができるため復習が必要です。
目標③内分泌疾患の理解を深める事が代謝に関する知識に繋がるため復習が必要です。
日標④血液疾患は病態不明な場合が多く観察や処置を実施するためには基本的な理解が必要であるため復習が必要です。
目標⑤骨格・皮膚・感覚(眼・耳・鼻)疾患は緊急度は比較的低い場合が多いが歩行困難な場合は救急搬送頻度は多いため復習が必要です。

準備学習
時間外学習

評価方法

最終講義にて定期テスト(終講試験)を行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。
●出席率
●′Jヽテスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

魅力 :「急性腹症」は救急搬送件数が多く、緊急度が高い場合は呼吸・循環系疾患に並ぶ病態を呈する場合があります。その他生命維持に関する代調1

や血液疾患に対する知識も救急救命士は必須であり、感覚器の疾患である骨格・皮膚・感覚 (眼・耳・鼻)疾患では疾患の知識と併せて柔軟な対応や
コミュニケーションが必要です。これらのスキルを身につける事で迅速・適切な緊急度・重症度を判断する事に繋がり今後の現場活動に活かされます。

授業計画 :授業内容が多く授業で身に付ける能力として試験を随時行います。必要な理論(知 識)は 、前半の授業で行いますので体調管理には、気を
つけて欠席をしない様にしてください。

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 昌 科

科目名
(英 )

疾病救急医学 Ⅱ

Emergency Medicine Ⅱ

必修
選択

必修 年次 2年次
担当教員

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

45時間

3単位

開講区分

曜日・時限

前 期

コース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

平成25年 に急病で救急搬送された傷病者の疾病分類別で消化器疾患は103%を 占め呼吸系・心疾患など脳疾患を抑えて首位である。

急性腹症とは「急激な発症で激しい腹痛を主とし、緊急に治療を要する腹部疾患群」である。そのため迅速で的確な判断と治療が可能である医療機関への搬送が必要

となる。また、内分泌疾患は呼吸・循環と併せて生命維持のための代謝に関する知識は救急救命士に必要である。さらに血液疾患や骨格・皮膚・感覚疾患は緊急度・

重症度の判断は難しくそれぞれの基礎知識は必要とされます。これらの内容に関する理解を深め本授業修了時には各々の説明ができるようになる。

【到達目標】

消化・泌尿・内分泌・血液・骨格・皮膚・感覚系の主な疾患の発生機序や症状を学び、救急現場において必要な救急処置や適切な対応ができるようになる。

<具体的な目標>
目標①消化器疾患について、主な発生機序や症状、対応を説明できる
目標②泌尿器疾患について、主な発生機序や症状、対応を説明できる
目標③内分泌疾患について、主な発生機序や症状、対応を説明できる
目標④血液疾患について、主な発生機序や症状、対応を説明できる
目標⑤骨格・皮膚・感覚(日艮・耳・鼻)疾患について、主な発生機序や症状、対応を説明できる

16回 目 (目 標④)総論(救急医療における意義 血液・免疫系疾患の主要症候 基本的対応)

17回 目 (目 標④)血液疾患(貧血 血小板減少症 白血病 血友病 紫斑病 播種性血管内凝固症候群(DIC)顆粒球減少症 止血に影響を与える薬剤)

18回 目 (目標⑤)総論 救急医療における意義 骨格・皮膚・感覚系(眼・耳・鼻)系疾患の主要症候 基本的対応

19回 目
(目 標⑤)筋・骨格系疾患 脊椎(急性腰痛症 椎間板ヘルニア 後縦靭帯硬化症 脊柱管狭窄)・ 関節(化膿性関節炎 結晶誘発性関a,炎 肘肉障 肩関

節周囲炎 肩腱板損傷 変形性関節症 関節リウマチ)・ 筋疾患(進行性筋ジストリフィー 重症筋無力症 周期性四肢麻痺 横紋筋融解症)

20回 目 (目 標⑤)皮膚・軟部組織の感染症(壊死性筋膜炎 蜂巣炎(蜂高織炎)伝染性膿痴疹 ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群(SSSS)丹毒)

21回 目 (目 標⑤)アレルギー性疾患(華麻疹 スティーブシス・ジョンソン症候群(粘膜皮膚眼症候群)中毒性表皮壊死融解症(TEN)ア トピー性皮膚炎)

22回 目
(目 標⑤)眼・耳・鼻疾患 眼(急性緑内障発作 絹膜
耳(良性頭位めまい症 メニエール病 前庭神経炎

中心動脈閉塞症 網1菓剥離 結膜炎 白内障)

突発性難聴)耳 (中 耳炎 鼓膜穿孔)鼻 (鼻出血 急性副鼻腔炎)

23回 目 終請試験

準備学習
時間外学習

前提 :こ の授業を受けるには、臨床医消化器・泌尿器・内分泌・血液・骨橋・反屑・慇
~見

糸疾患の埋群が4ヽ 口J尺で丁。ごうに肝古J~子 、Wサ吸・皿液生埋7、 運

動学について予習が必要です。
日標①②消化器・泌尿器系疾患の知識を深める事で迅速で適切な重症度・緊急度の判断ができるため復習が必要です。

日標③内分泌疾患の理解を深める事が代謝に関する知識に繋がるため復習が必要です。
目標④血液疾患は病態不明な場合が多く観察や処置を実施するためには基本的な理解が必要であるため復習が必要です。

日標⑤骨格・皮膚・感覚(眼・耳・鼻)疾患は緊急度は比較的低い場合が多いが歩行困難な場合は救急搬送頻度は多いため復習が必要です。

評価方法

最終講義にて定期テス下(終講試験 )を行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。

●出席率
●Jヽテスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

魅力 :「 急性腹症」は救急搬送件数が多く、緊急度が高い場合は呼吸・循環系疾患に並ぶ病態を呈する場合があります。その他生命イ[持に関する代E男1や

血液疾患に対する知識も救急救命士は必須であり、感覚器の疾患である骨格・皮膚・感覚(眼・耳・鼻)疾患では疾患の知識と併せて柔軟な対応やコミュニ

ケーションが必要です。これらのスキルを身につける事で迅速・適切な緊急度・重症度を判断する事に繋がり今後の現場活動に活かされます。授業計画 :

授業内容が多く授業で身に付ける能力として試験を随時行います。必要な理論(知識)は、前半の授業で行いますので体調管理には、気をつけて欠席をし

ない様にしてください。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :改訂第10版救急救命士テキスト ヘるす出版



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

必修

選択
必修 年次 1年次

サH星予 岡‖担当教員 :

実務経験 :

社会保障・社会福祉

SociaI Security Social Welfare

科目名
(英 )

ヨース

授業
形態

講義
総時間
(単位)

15時間

(1単位 )

後期開講区分

曜日・時限

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

「社会保障」とは年をとり、失業するなど、個人の努力だけでは対応に限界がある。国民同士の助け合い、国や地方公共団体による施策により生存権を保障する仕

組みである。また「疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子、その他困窮の原因に対し、保険的な方法または直接公の責任において経済保障の途を講じ、

生活困窮に陥つた者に対しては国家扶助によつて最低限度の生活を保障するとともに、公衆衛生および社会福祉の向上を図り、もつてすべての国民が文化的社会
の成員たるに値する生活を営むことができるようにすることである」と定義している。救急救命士は保険医療従事者としてこのような傷病者に関わる機会は非常に多
くいため、これらの内容に関して「整合性がとれる」ように繰り返し改善・向上しながら「効果」「効率」「魅力」を高めるインストラクショナルデザインの実践を行い本授

業修了時には各々の説明ができるようになる。

【到達目標】

会保障と社会福祉の理念や医療・介護・年金保険制度、生活保護等について学び、現在の社会保障と社会福祉を支える仕組みについて説明できる。
<具体的な目標>
目標①社会保障と社会福祉を支える仕組みを説明できる

1回 目
(目 標①)社会保障と社会福祉を支える仕組みを説明できる
社会保障、社会福祉の仕組み  1.社会保障、社会福祉の理念 2社会保障、社会福祉を担当する行政組織

2回 目
(目 標①)社会保障と社会福祉を支える仕組みを説明できる
社会保障、社会福祉の仕組み  1関 連施設 2社会保障の費用

3回 目
(目 標①)社会保障と社会福祉を支える仕組みを説明できる
社会保険と制度        1社 会保険制度の理解 2医療保険制度

4回 目
(目 標①)社会保障と社会福祉を支える仕組みを説明できる
社会保険と制度        1介 護保険制度 2年金保険制度

5回 目
(目 標①)社会保障と社会福祉を文える仕組みを説明できる
社会福祉と制度         1,生 活保護 2児童福祉 3高齢者福祉

6回 目
(目 標①)社会保障と社会福祉を支える仕組みを説明できる
社会福祉と制度        1高 齢者福祉 2母子および寡婦福祉 3障 害者福祉

7回 目 終講試験対策

8回 目 終講試験

9回 目

10回 目

11回 目

12回 目

13回 目

14回 目

15回 目

準備学習
時間外学習

(日 標①)社会保障 :4つ の柱であるI社会保険」I公的扶】力」I不主気福4止 」I公衆徹生」は国民の保障希J度であり埋例キしておく囚谷「c卜

‐
(プ,で侵習刀`必要で

す。社会福祉 :社会的に保護や援助を必要とするものに対し各種の福祉法に基づいて施設を整えたリサービスを提供する事であり、高齢者Ⅲ児童・身

体障害者・知的障害者・母子などが対象であり保健医療従事者として関わりが深いため内容の復習が必要です。

評価方法

最終講義にて定期テスト(終講試験 )を行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。
●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

これから社会人として社会保険制度や年金制度は理解しておくべき内容であり、保健医療従事者として公的扶助や医療保険制度、介護保険制度、社

会福祉、公衆衛生などの仕組みを説明できる事で傷病者に寄り添つた対応ができ現場活動に活かされます。
授業計画 :看護師として今まで経験した事をみなさんにお話ししながら授業を進めていきたいと思います。

講義終盤には終講試験対策で国家試験過去問題 (選択問題)を行い国家試験に備え少しずつ慣れていきたいと思います。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :改訂第10版救急救命士テキスト ヘるす出版
参考書 :救急救命士標準テキスト追補板 へるす出版 わかりやすい救急救命士法 へるす出版



2022年度 授業概要
学 科 :救魚救命 昌 科

科目名
(英 )

コンピュータ演習

(computer exercises)

必修

選択
必 修 年次 1年次

担当教員 井口 恵美里

実務経験

授業
形態

演習
総時間
(単位)

60

4単位

開講区分

曜日・時限

前期

火曜、3限 目ヨース 午後

【授業の学習内容】(※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

社会人として、また、企業において必要とされる人材となる為にはコンピュータの基本操作や実践に役立つ書類作成能力・データ処理能力・プレゼンテーション能力

が求められます。
この授業ではコンピュータの基本的な操作やWordの基本文書の作成及び編集ができるスキルを習得していきます。
また、SNS等のインターネットの世界において予期せず犯罪被害者及び加害者になることの無いようにITリテラシーを習得していきます。

【到達目標】

Excel・ Word・ PowerPohtの 基本操作を学び、文章作成や表計算、プレゼンテーション等に必要な資料作成ができるようになる。
(具体的目標〉
目標①コンピュータの基本操作ができる。
日標②インターネットやSNSについての知識やマナーを理解し、実践できる。
日標③Wordで基本文書作成ができる。
日標④Wordの様々な機能を活用し、総合的な文書作成ができる。

授業計画 ,内容

1回 目 Windowsの 基本操作・日本語入力の基本操作 (Fキー・記号等)・ フォルダ作成・USBの 名前変更・データのコピー・データの保存ができる。

2回 目 [Tリ テラシーやインターネット上のマナーを理解し、実践できる。

3回 目
日本語入力の変換修正,手書き入力等ができる。
Wordの基本操作・文書の入力及び編集ができる。

4回 目 定型文書の作成及び編集ができる。①

5回 目 定型文書の作成及び編集ができる。②

6回 目 クリップアートや図形の作成及び編集ができる。

7回 目 簡単な表作成ができる。

8回 目 複雑な表作成ができる。

9回 目 表を含む定型文書作成ができる。

10回 目 クリップアートや図形及び表を含む定型文書作成ができる。

11回 目 Wordの応用機能を習得し、実践できる。

12回 目 Wordの様々な機能を活用し、総合的な文書作成ができる。①

13回 目 Wordの様々な機能を活用し、総合的な文書作成ができる。②

14回 目 前期評価試験

15回 目 前期のまとめ及び試験解説

準備学習
時間外学習

授業進反は初心者でも理解できるように進めて行きますので特に竿備ィ
~智は必要ありませんが、ァキスト・U SL3メモリ寺を思イし0と枝来進反に進イし猾`

生じますので忘れ物が無い様にしてください。

評価方法

実技試験による評価  800/o
授業内評価(理解度・授業内作成課題・理解度・授業態度等)20%
割合で成績評価を行う。

受講生への
メッセージ

卒業後、どのような業界に進んでも社会人としてPCスキルは必要とされます。
在学中にPCスキルを身に付け、将来皆さんが望む業界へ進んだ時に身に付けた枝能を役立ててください。

演習の授業形式になりますので、欠席をしないようにしてください。

【使用教科書・教材・参考書】

滋慶文化学目指定テキスト使用

【COMPUTER BASIC Word】



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 昌科

生化学

BIochemistry

科目名
(英 )

窪紫 : 必‖多 年次 1年次
担当教員 i

実務経験 :

,II里予 岡‖

授業
形態

講義
総時間
(単位)

15

(1単位 )

開請区分 :

曜日・時限 i

後期

ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有ずる教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

生命維持のための代謝が何らかの機序で障害されると代謝異常(疾患)をもたらす。
糖代謝異常・アミノ酸代謝異常・脂質代謝異常・ビタミン異常・水電解質異常・栄養障害が含まれる。
救急出動のうち「急病」が6割以上を占め内因性疾患への対応の重要性は非常に高い。なかでも高齢者の占率は上昇傾向であり代謝異常・障害について
「整合性がとれる」よう1こ繰り返し改善・向上しながら「効果」「効率」「魅力」を高めるインストラクシヨナルデザインの実践を行い本授業修了時には各々の説明が

できるようになる。

【到達目標】

生体を構成する細胞の構造と機能、生命維持のための代謝について学び、生体内での代謝障害の機序について説明できる。
〈具体的目標〉

体の作りとその役割について説明できる。
について説明できる。

1回 目
(目 標①)人体の作りとその役割について説明できる  。人体の細胞(細胞・細胞の構造・細胞膜・核・細胞小器官)

・人体の組織(上皮組織・支持組織・筋組織・神経組織)・ 人体の体液(体液の組成・細胞外液・細胞内液・細胞電解質・酸塩基平衡・浸透圧)

2回 目
(目 標①)人体の作りとその役割について説明できる ・人体の体液(体液の組成・細胞外液・細胞内液・細胞電解質・酸塩基平衡・浸透圧)

・人体における栄養素(五大栄養素)・ 糖・脂質・蛋白質代謝異常(糖尿病・糖尿病性昏睡・低血糖・メタボリックシンドローム・アミノ酸代謝)

3回 目 (目 標②)代謝障害について説明できる・糖・脂質・蛋自質代謝異常(絡尿病・糖尿病性昏睡・低血糖・メタボリックシンドローム・アミノ酸代謝)

4回 目 (目 標②)代謝障害について説明できる・ビタミン代謝異常(各ビタミンと役割、欠乏症)・ 体液異常(高張性脱水・低張性脱水)

5回 目 (目 標②)代謝障害について説明できる・電解質異常(高低電解質異常)・ 酸塩基平衡異常(呼吸性・代謝性)

6回 目 (目 票②)代謝障害について説明できる・内分泌異常(各ホルモン名称と分泌機関、役割)・ 内分泌異常(代表的な疾患)

7回 目 試験対策

8回 目 終講試験

9回 目

10回 目

11回 目

12回 目

13回 目

14回 目

15回 目

準備学習
時間外学習

(目 標(1))人 体の作りとその役割について理解する事で代謝障害の関運性を深める手ができ、薬剤段与・1残皿相の対胚などI釈急釈節処置」の笑祗に

は必要な知識であるため講義の復習が必要です。
(目 標②)代謝障害を知る事で救急搬送傷病者の異常を早期発見・迅速で適切な病院搬送へと繋げる事ができるため講義の復習が必要です。

評価方法

最終講義にて定期テスト(終講試験)を行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。
●出席率
0小テスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

魅力 :クリティカルケアでは呼吸・循環・代謝管理を中心とした全身管理を行う事でまざまな生体反応を緩和し重症患者の救命が可能となつています。
救急救命士は呼吸・循環と併せて生命維持のための代謝に関する知識は必須であり理解を深める事で今後の現場活動に活かされます。
授業計画 :看護師として今まで経験した事をみなさんにお話ししながら授業を進めていきたいと思います。
講義終盤には終講試験対策で国家試験過去問題 (選択問題)を行い国家試験に備え少しずつ慣れていきたいと思います。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :改訂第10版救急救命士テキスト ヘるす出版



2022年度 授業概要
学 科 i救魚救命公落 昌科

科目名
(英 )

生命・医学倫理

Life・ Medicine Theory

必修
選択

必修 年次 1年次
担当教員 :

実務経験 :

川野 剛

授業
形態

講義
総時間
(単位)

15

(1単位)

前期開講区分

曜日・時 本曜2限コース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

枚急救命士がかかわる対象は、ヒト、すなわち「人間」である。そしてすべての人間が日々営んでいる生活については、自分自身の体験や、家族や友人、あるいは

学校
や職場といつた地域社会で出会う人々との人間関係を通じて、自ずと理解できているが、その多くの部分を、常識化した社会通念として、他者と共有しているもと考

えること
が必要である。
また、救急救命士の業務遂行には、救急医学を中心とした医学全般にわたる知識や、救急医療制度に関する理解、さらには、傷病者の救護や搬送に必要な種々

の技術
を身につけることが必要であり、これらを科学的アプローチと科学的思考とに基づいて行うことにより、救急救命士の業務の質が担保され、救急医療の進捗がもたら

される。

【到達目標】

生命の尊さを認識し、人の誕生から死までの間に起こりうる出来事を学び、倫理的基盤を身につけ、医療人として対応することができるようになる。
<具体的な目標>
目標①人間と人間生活についてが説明できる
目標②生命倫理と医の倫理について説明できる、

1回 目 (目 標①)人間の身体と心、人間の生活と暮らし1こついて説明できる

2回 目 (目 標①)「科学的思考」をもって業務を遂行するための知識を習得し、自然科学の基盤となる「客観性」について説明できる

3回 目 (目 標①)「仮説」とその「実証」から「事実」を導く手法を学び、自然科学における「再現性」と「普遍性」の重要性について説明できる

4回 目 (目 標②)救急隊員としての社会的な具体的責務や日常的な業務について倫理的な意義について列挙できる

5回 目 (目 標②)傷病者が自ら判断する能力を評価し、判断できないときに支援できる

6回 目 (目 標②)業務の内容について傷病者・家族らにわかりやすい説明ができ、同意を得ることができる

7回 目 (目 標②)傷病者が搬送の業務などを拒否した場合の対応方法を説明でき、傷病者が終末期にある場合に、対応策を選択できる

定期試験8回 目

9回 日

10回 目

11回 目

12回 目

13回 目

14回 目

15回 目

準備学習
時間外学習

特に亭前字習は必要ありません。しかし、占再義 7司 容の仮習はしつかり行いましよつ。
●復習・見直し

評価方法

最終講義にて定期テスト(終講試験)を行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。
●出席率
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

医療人として救急救命士を志す者として必要な原則的知識となります。基本的原則を理解した上で医療人として思者を対応してください。



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 員科

科目名
(英 )

総合救急医療

Comprehensive Emergency Medicine

必修
選択

必修 年 次 3年次
担当教員

実務経験

専任教員

授業
形態

演習
総時間
(単位)

150時間

(10単位)

開講区分

曜日・時限

後期

水・木・金コース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

救急救命士国家試験を合格するためには、専門的な医学基礎知識の知識が不可欠となります。また、病院前医療体制や救急救命処置概論、救急病態生理、救

急症候、疾病救急医学、外傷救急医学、急性中毒・環境障害の救急救命士として必要な総合的知識が必要となります。

救急救命士標準テキスHこよる講義や救急救命士国家試験模擬試験及び過去問等で知識や解く力を身につけ、グループ学習を通じてインプット・アウトプットを行う

ことでより正確な知識を身につけます。
本講義終了後、救急救命士国家試験に必要な知識や読解力、解く力を身につけ、合格基準に到達できるよう1こなる。

※実務者経験 :

【到達目標】

救急救命士国家試験に必要な知識を総合的に学び、救急救命士国家試験に必要な合格基準を突破できるようになる。
<具体的な目標>
目標①人体の構造と機能が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
日標②疾患の成り立ちと回復の過程が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
日標③薬物と検査の基礎知識が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
日標④病院前医療概論が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるよう1こなる。
目標⑤救急救命処置概論が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。

1回 目 目標①)人体を構成する要素が説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。【人体の作りとその役割・体液】

2回 目 の位置、方向、運動に関する用語・体表からみた構造と名称・体表から見える解剖 らの位置関係】人

人

3回 目 ・伝導路・自律神経系・脳循環・意識・反射】
つ け

4回 目 【感覚系の構成と役割・視覚・平衡感覚、聴覚器・嗅覚器・味覚器・
につい

5回 目 呼吸・気道・胸郭・1市・肺胞でのガス交換・体内での酸素の働き・呼吸の調整】
つ 。 国

6回 目 【循環系の構成と役割・心臓・脈管・
つ い

7回 目
【消化器・口腔、Π因頭・消化管・肝臓、胆道系・膵臓・腹膜、腹腔】
目 につい

る

の

つ

8回 目

9回 目
【生殖系の構造と役割・男性生殖器・女性生殖器】

つ い

10回 目
につし

【内分泌・内分泌器官】

11回 目 止血と凝固・免疫】【血液・血球・血漿・
け

12回 目 【筋、骨格・筋肉・骨、関節・靭帯、腱・脊柱の構造・皮膚の構造・皮膚
つ い

13回 目
(酸素 ・組織酸素代謝・内部環境】

る。 国

14回 目
【疾患の原因・発症と経過・回復に必要な要素・疾患の予防】

ついて

こついて 明
15回 目

準備学習
時間外学習

ける。また、教科書やノート、プリントを使った勉強だけなく、救急救命士模擬試験や過去間を繰り返し解くことで問題の傾向や出題方法、勉強する内容

を抽出する。
●復習・振り返り
0時間外自己学習・見直し

評価方法

(模擬試験については」ESC統一模擬試験・JESA統一模擬試験・ELSTA模 擬試験を使用する)

●出席率(670/o)以上出席
●救急救命士国家試験合格基準
上記にて単位認定及び成績評価判定を行う。

回 し、( 5・再々

急救命士国家試験模擬試験や過去問を繰り返し解くことで、問題の傾向や出題方法、自分の苦手な分野や項目が判断できると思います。さらに問題

によつて正答率が高い問題と低い問題に別れます。高い問題は受験者にとって解きやすい問題となるため、間違えないようにしなければなりません。

低い正答率の問題はしつかりと勉強出来た人が解ける問題となります。確実に取れる問題を間違えないようにすることも大事です。3年間の集大成とし

て救急救命士国家試験を合格できるように

の で国 に

受講生への
メッセージ

【

改訂第10版 救急救命士標準テキスト
2020年 度 救急救命士国家試験出題基準



2022年度 授業概要
学 科 :救魚救命公務 昌 科

科目名
(英 )

総合救急医療

COmprehensive Emergency Medicine

必修
選択

必修 年次 3年次
担当教員

実務経験

専任教員

授業
形態

演 習
総時間
(単位 )

150時 間

(10単位 )

開講区分

曜日・時限

後期

水・木・金]―ス

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

救急救命士国家試験を合格するためには、専門的な医学基礎知識の知識が不可欠となります。また、病院前医療体制や救急救命処置概論、救急病態生理、救急症

候、疾病救急医学、外傷救急医学、急性中毒・環境障害の救急救命士として必要な総合的知識が必要となります。
救急救命士標準テキスHこよる講義や救急救命士国家試験模擬試験及び過去問等で知識や解く力を身につけ、グループ学習を通じてインプット・アウトプットを行うことで

より正確な知識を身につけます。
本講義終了後、救急救命士国家試験に必要な知識や読解力、解く力を身につけ、合格基準に到達できるようになる。
※実務者経験 :

【到達目標】

救急救命士国家試験に必要な知識を総合的に学び、救急救命士国家試験に必要な合格基準を突破できるようになる。
<具体的な目標>
目標①人体の構造と機能が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるよう1こなる。
目標②疾患の成り立ちと回復の過程が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
目標③薬物と検査の基礎知識が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
日標④病院前医療概論が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
目標⑤救急救命処置概論が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるよう1こなる。

16回 目 ・蛋白質の代謝障害・ビタミンの異常・体液と電解質異常・の の 代

17回 目
(目 標②)退行性病変と進行性病変、腫瘍について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【退行性病変・進行性病変・腫瘍とは・良性腫瘍・悪性腫瘍】
(目 標②)先天異常、損傷、死について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【内因性先天異常・外因性先天異常,損傷・創傷治癒・死の概念・死体現象・死にかかわる手続きと検査・死体の尊厳】18回 目

(目 標③)医薬品の基礎、重要な医薬品について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【薬物総論・薬物の有害作用・救急救命処置に用いられる薬剤・使用頻度の高い薬・輸液、輸血製剤・保存と保守管理】19回 目

(目 標③)医薬品の基礎、重要な医薬品について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【薬物総論・薬物の有害作用・救急救命処置に用いられる薬剤・使用頻度の高い薬・輸液、輸血製剤・保存と保守管理】20回 目

(目 標③)検査について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【検査の目的・基準値、カットオフ値、パニック値・検査の種類・緊急検査】

21回 目

(目 標④)救急医療体制、災害医療体制について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【病院前医療・救急医療システム・救急医療情報・災害の概念・多数傷病者対応・トリアージ・大規模災害・特殊災害(CBRNE)】22回 目

(目 標④)救急医療体制、災害医療体制について説明できる。
【病院前医療・救急医療システム・救急医療情報・災害の概念,

国家試験問題が解けるようになる。
多数傷病者対応・トリアージ・大規模災害・特殊災害(CBRNE)】23回 目

(目 標④)病院前医療体制について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【救命の連鎖・市民による一次救命処置・市民教育・メディカルコントロール】

24回 目

25回 目

(目 標④)消防機関における救急活動の流れ、救急救命士の役割と責任について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。

【引 9番 受信と通信体制・出動・現場活動・医療機関選定と搬送・通信体制・救急活動の記録・他の関係機関との連携・病院前救護において果たすべき役割・

医療関係職種としての責任】

26回 目

(目 標④)救急救命士と傷病者の関係、救急救命士に関する法令について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【接遇とコミュニケーションの種類・対象に応じたコミュニケーション・救急活動でのインフォームドコンセント・法令の基本・救急救命士法・医師法・保健師助産

師看護師法・消防法・医療法。その他の法令】

(目 標④)安全管理と事故対応について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【安全管理・リスクマネージメント・傷病者の事故・救急救命士等の事故・医療事故と医療過誤・救急活動における事故の報告と対応】27回 目

(目 標④)感染対策について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【感染予防策と感染防御・救急活動での感染防御・洗浄と消毒・感染事故と事故後の対応】28回 目

29回 目
(目 標④)ストレスに対するマネージメント1こついて説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【救急活動でのストレス・救急活動でのストレスヘの対応】

30回 目
(目 標⑤)観察、現場活動の基本について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【観察の目的と意義ッ イヾタルサイン・観察の方法・状況評価・初期評価・全身観察と重点観察・緊急度、重症度判断と医療機関選定・搬送と車内活動】

準備学習
時間外学習

1・ 2年次で字んだ専門科日を再反復習すること。暗言じするのではなく埋拘キ丁る。振り返りや見 l自 しを行つ。また、時間タトに日己早‐占′どヲ0ヒとを′し`
'9｀

げる。よ

た、教科書やノート、プリントを使つた勉強だけなく、救急救命士模擬試験や過去間を繰り返し解くことで問題の傾向や出題方法、勉強する内容を抽出する。

●復習・振り返り
0時間外自己学習・見直し
●救急救命士国家試験模擬試験・過去問を解く・やり直し

評価方法

救急救命士国家試験模擬試験を3回実施し、(再試験・再々試験含め5回 )救急救命士国家試験
(模擬試験については」ESC統一模擬試験・JESA統 一模擬試験・ELSTA模擬試験を使用する)

●出席率(67%)以上出席
●救急救命士国家試験合格基準
上記にて単位認定及び成績評価判定を行う。

合格基準を用いて判定試験を行う。

受講生への
メッセージ

救急救命士国家試験は合格基準に到達すれば合格となります。なので目標が提示されている状況なので努力し継続すれば達成できます。また、秋急秋命

士国家試験模擬試験や過去間を繰り返し解くことで、問題の傾向や出題方法、自分の苦手な分野や項目が判断できると思います。さらに問題によって正答率

が高い問題と低い問題に別れます。高い問題は受験者にとつて解きやすい問題となるため、間違えないようにしなければなりません。低い正答率の問題は

しつかりと勉強出来た人が解ける問題となります。確実に取れる問題を間違えないようにすることも大事です。3年間の集大成として救急救命士国家試験を合

格できるように

【使用教科書・教材・参考書】

改訂第10版 救急救命士標準テキスト
2020年度 救急救命士国家試験出題基準



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務昌科

科目名
(英 )

総合救急医療

Comprehensive Emergency Medicine

必修
選択

必修 年次 3年次
担当教員

実務経験

専任教員

授業
形態

演習
総時間
(単位)

150時 間

(10単位)

開講区分

曜日・時限

後期

水・木・金ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

救急救命士国家試験を合格するためには、専門的な医学基礎知識の知識が不可欠となります。また、病院前医療体制や救急救命処置概論、救急病態生理、救急症候、

疾病救急医学、外傷救急医学、急性中毒・環境障害の救急救命士として必要な総合的知識が必要となります。
救急救命士標準テキスト1こよる講義や救急救命士国家試験模擬試験及び過去問等で知識や解く力を身につけ、グループ学習を通じてインプット・アウトプットを行うことでよ

り正確な知識を身につけます。
本講義終了後、救急救命士国家試験に必要な知識や読解力、解く力を身につけ、合格基準に到達できるようになる。
※実務者経験 :

【到達目標】

救急救命士国家試験に必要な知識を総合的に学び、救急救命士国家試験に必要な合格基準を突破できるよう1こなる。
<具体的な目標>
目標③薬物と検査の基礎知識が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるよう1こなる。
目標④病院前医療概論が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
目標⑤救急救命処置概論が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるよう1こなる。
目標⑥救急病態生理学が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
目標⑦救急症候学が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。

31回 目
(目 標③)全身状態の観察について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【外見の観察・気道に関する観察・呼吸に関する観察・循環に関する観察・神経に関する観察】

32回 目
(目 標⑤)局所の観察について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【皮膚・頭部、顔面、頸部・胸部・腹部・鼠径部、会陰部・骨盤・四肢・手指、足趾、爪】

33回 目
(目 標③)緊急度・重症度判断、資器材による観察について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【緊急度と重症度・半1断の基準ッミルスオキシメータ・カプノメータ・聴診器・血圧計・心電図モニター・体温計・血糖測定器】

34回 目
(目 標⑤)緊急度・重症度判断、資器材による観察について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【緊急度と重症度・判断の基準ツミルスオキシメータ・カプノメータ・聴診器・血圧計・心電図モニター・体温計・血糖測定器】

35回 目

(目 標⑤)救急救命士が行う処置について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【気道確保・気道異物除去・口腔内の吸引・声門上気道デバイスを用いた気道確保・気管挿管・気管吸引・酸素投与・人工呼吸・胸骨圧迫・除細動・静脈路確

保と輸液、アドレナリン投与・自己注射用アドレナリンの投与ブドウ糖投与・体位管理・体温管理・止血・創傷処置・固定・産婦人科領域の処置】

36回 目

(目 標⑤)救急救命士が行う処置について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【気道確保・気道異物除去・口腔内の吸引・声門上気道デバイスを用いた気道確保・気管挿管・気管吸引・酸素投与・人工呼吸・胸骨圧迫・除細動・静脈路確

保と輸液、アドレナリン投与・自己注射用アドレナリンの投与ブドウ糖投与・体位管理・体温管理・止血・創傷処置・固定・産婦人科領域の処置】

37回 目
(目 標⑤)救急蘇生法について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【成人の救急蘇生法・4ヽ 児の救急蘇生法・乳児の救急蘇生法】

38回 目
(目 標③)在宅療養継続中の傷病者の処置、傷病者搬送について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【在宅療養とは・在宅療養への対応・搬送総論・搬送方法・搬送手順・ヘリコプターヘの搬入と搬出・事故車両からの救出方法】

(目 標⑥)呼吸不全について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【総論・呼吸運動の障害・気道の障害・月市胞の障害・Π市間質の障害】

39回 目

40回 目
(目 標⑥)心不金について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【総論・病態生理・症候・種類・慢性心不全の急性増悪。現場活動】

41回 目
(目 標③)ショックについて説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【総論・循環血液量減少性ショック・心原性ショック・心外閉塞・拘束性ショック・血液分布異常性ショック】

42回 目
(目 標⑥)重症脳障害について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【総論・発症機序・一次性脳病変と二次性脳病変・頭蓋内圧丸進・脳ヘルニア・特殊な意識障害】

43回 目
(目 標⑥)心肺停止について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・心肺停止に至る病態と原因・心電図分類・心肺蘇生中の循環・心拍再開後の病態】

44回 目
(目 標⑦)意識障害、頭痛について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【原因・随伴症候・半1別 を要する病態・現場活動・発症機序・分類・原因疾患・発症の状況・性状・随伴症状・緊急度・重症度の判別。現場活動】

45回 目
(目 標⑦)痙攣について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【定義・概念・病熊・種類・原因疾患・随伴症候・判別を要する病態i緊急度・重症度の判断・現場活動】

1・ 2年久で学んだ専門科目を再度復習すること。晴口己するので1ま なく理解する。振り返りや見巨しを行つ。また、世寺同外に目Eと写‐占'を 丁ることを心がける。ま

た、教科書やノート、プリントを使つた勉強だけなく、救急救命士模擬試験や過去間を繰り返し解くことで問題の傾向や出題方法、勉強する内容を抽出する。
●復習・振り返り
0時間外自己学習・見直し
●救急救命士国家試験模擬試験・過去問を解く・やり直し

準備学習
時間外学習

評価方法

救急救命士国家試験模擬試験を3回実施し、(再試験・再々試験含め5回 )救急救命士国家試験合格基準を用いて判定試験を行う。

(模擬試験については」ESC統一模擬試験・JESA統 一模擬試験・ELSTA模擬試験を使用する)

●出席率 (67。/O)以 上出席
●救急救命士国家試験合格基準
上記にて単位認定及び成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

士国家試験模擬試験や過去問を繰り返し解くことで、問題の傾向や出題方法、自分の苦手な分野や項目が判断できると思います。さらに問題によって正答率
が高い問題と低い問題に別れます。高い問題は受験者にとつて解きやすい問題となるため、間違えないようにしなければなりません。低い正答率の問題は

しつかりと勉強出来た人が解ける問題となります。確実に取れる問題を間違えないようにすることも大事です。3年間の集大成として救急救命士国家試験を合

格できるように

救急救命士国家試験は合格基準に到達すれば合格となります。なので目 れている状況なので努力し継続すれは達成できます。また、秋急秋命

【使用教科書・教材・参考書】

改訂第10版 救急救命士標準テキスト
2020年度 救急救命士国家試験出題基準



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

総合救急医療

Comprehensive Emergency Medicine

必修
選択

必修 年 次 3年次
担当教員

実務経験

婦蓬 1 演習
総時間
(単位)

150時 間

(10単位 )

開講区分

曜日・時限

後期

水・木・金ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

救急救命士国家試験を合格するためには、専門的な医学基礎知識の知識が不可欠となります。また、病院前医療体制や救急救命処置概論、救急病態生理、救急症

l兵 、疾病救急医学、外傷救急医学、急性中毒・環境障害の救急救命士として必要な総合的知識が必要となります。
救急救命士標準テキスHこよる講義や救急救命士国家試験模擬試験及び過去問等で知識や解く力を身につけ、グループ学習を通じてインプット・アウトプットを行うことで

より正確な知識を身につけます。
本講義終了後、救急救命士国家試験に必要な知識や読解力、解く力を身につけ、合格基準に到達できるよう1こなる。
※実務者経験 :

【到達目標】

枚急救命士国家試験に必要な知識を総合的に学び、救急救命士国家試験に必要な合格基準を突破できるようになる。
<具体的な目標>
目標④病院前医療概論が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
日標⑤救急救命処置概論が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
目標⑥救急病態生理学が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
目標⑦救急症候学が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
目標③疾病救急医学が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるよう1こなる。

46回 目

(目 標⑦)運動麻痺、めまいについて説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【定義・概念・発症機序・分類・原因疾患・随伴症候・半1別 を要する病態・緊急度・重症度の判断・現場活動・定義・概念・発症機序・分類・原因疾患・随伴症

候"緊急度・重症度の判断・現場活動】

47回 目

(目 標②)呼吸困難、喀血について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【定義・概念・分類'原因疾患・随伴症候・緊急度・重症度の判断・現場活動・定義・分類・喀血による影響・原因疾患・判別を要する病態・緊急度・重症度の判

別現場活動】

(目 標⑦)失神、胸痛について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【定義・概念。原因疾患・半1別を要する病態・緊急度・重症度の判断・現場活動・定義・概念・発症機序・原因疾患・緊急度・重症度の判断,現場活動】48回 目

(目 標②)動悸、腹痛について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【定義・概念・発症機序・原因疾患・随伴症候・緊急度・重症度の判断・現場活動・発症機序・原因疾患・部位・既往歴・随伴症候・緊急度・重症度の判断・現場
活動】

49回 目

50回 目
(目 標⑦)吐血・下血、腰痛・背部痛について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【定義・概念・原因疾患・病態・半1別に必要な病態・緊急度・重症度の判断・現場活動・定義・概念・原因疾患・緊急度・重症度の判断・現場活動】

51回 目
(目 標⑦)体温I昇について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【定義・概念・発症機序・病態・発熱の分類と種類・原因疾患・緊急度・重症度の判断・現場活動】

52回 目
C自 標③)神経系疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・脳血管障害・中枢神経系の感染症・末梢神経疾患・その他の中枢神経疾患】

53回 目
(目 標③)神経系疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【総論・脳血管障害・中枢神経系の感染症・末梢神経疾患。その他の中枢神経疾患】

54回 目
(目 標③)呼吸系疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【総論・呼吸不金・上気道の疾患・下気道と肺胞の疾患・感染症・胸膜疾患。その他の呼吸系疾患】

55回 目
(目 標③)呼吸系疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・呼吸不全・上気道の疾患・下気道と肺胞の疾患・感染症・胸膜疾患・その他の呼吸系疾患】

(目 標③)循環系疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・動脈硬化・うつ血性心不全・虚血性心疾患・心筋疾患・心膜疾患・不整脈・その他の心疾患・血管疾患・高血圧・心電図の解読】56回 目

57回 目
(目 標③)循環系疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・動脈硬化・うつ血性心不全・虚血性心疾患・心筋疾患・心膜疾患・不整脈・その他の心疾患・血管疾患・高血圧・心電図の解読】

58回 目
(目 標③)消化系疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・歯、口腔疾患・食道疾患・胃、十二指腸疾患・腸疾患・肝臓、胆道、1率臓の疾患】

59回 目
(目 標③)消化系疾患について説明できる「: 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・歯、口腔疾患・食道疾患・胃、十二指腸疾患・腸疾患・肝臓、胆道、1卒臓の疾患】

60回 目
(目 標③)泌尿・生殖系疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・腎臓の疾患・尿路の疾患・女性生殖器の疾患・男性生殖器の疾患】

準備学習
時間外学習

1・ 2年次で学んだ専F将 科目を再 Fス 復習すること。暗
=Eす

るのではなく干望解する。振り返りや見Eしを行つ。また、崎岡外に日Eと7‐占をア0ことを1い ,9｀ げる。ま

た、教科書やノート、プリントを使つた勉強だけなく、救急救命士模擬試験や過去間を繰り返し解くことで問題の傾向や出題方法、勉強する内容を抽出する。

●復習・振り返り
0時間外自己学習・見直し
●救急救命士国家試験模擬試験・過去間を解く・やり直し

評価方法

救急救命士国家試験模擬試験を3回実施し、(再試験・再々試験含め5回 )救急救命士国家試験合格基準を用いて判定試験を行う。

(模擬試験については」ESC統一模擬試験・JESA統 一模擬試験・ELSTA模擬試験を使用する)

0出席率 (670/o)以上出席
●救急救命士国家試験合格基準
上記にて単位認定及び成績評価判定を行う。

救急救命士国家試験は合格基準に到達すれば合格となります。なので目標が提示されている状況なので努力し継続すれば達成できます。また、救急救命
士国家試験模擬試験や過去間を繰り返し解くことで、問題の傾向や出題方法、自分の苦手な分野や項目が判断できると思います。さらに問題によつて正答

率が高い問題と低い問題に別れます。高い問題は受験者にとって解きやすい問題となるため、間違えないようにしなければなりません。低い正答率の問題は

しっかりと勉強出来た人が解ける問題となります。確実に取れる問題を間違えないようにすることも大事です。3年間の集大成として救急救命士国家試験を合

格できるように

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】

改訂第10版 救急救命士標準テキスト
2020年度 救急救命士国家試験出題基準



2022年度 授業概要
学 科 :救魚救命公務 科

科目名
(英 )

総合救急医療

Comprehensive Emergency Medicine

必修
選択

必修 年次 3年次
担当教員 :

実務経験 :

専任教員

授業
形態

演習
総時間
(単位 )

150時 間

(10単位 )

開講区分 後期

曜 日 水・木・金ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

救急救命士国家試験を合格するためには、専門的な医学基礎知識の知識が不可欠となります。また、病院前医療体制や救急救命処置概論、救急病態生理、救急症候、

疾病救急医学、外傷救急医学、急性中毒・環境障害の救急救命士として必要な総合的知識が必要となります。

救急救命士標準テキスHこよる講義や救急救命士国家試験模擬試験及び過去問等で知識や解く力を身につけ、グループ学習を通じてインプット・アウトプットを行うことで

より正確な知識を身につけます。
本講義終了後、救急救命士国家試験に必要な知識や読解力、解く力を身につけ、合格基準に到達できるよう1こなる。

※実務者経験 :

【到達目標】

救急救命士国家試験に必要な知識を総合的に学び、救急救命士国家試験に必要な合格基準を突破できるようになる。
<具体的な目標>
目標⑤救急救命処置概論が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
目標⑥救急病態生理学が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
目標⑦救急症候学が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。
目標③疾病救急医学が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるよう1こなる。
目標⑨急性中毒学・環境障害が説明でき、救急救命士国家試験問題が解けるようになる。

|■ :|■■■|
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61回 目
(目 標③)代謝・内分泌f栄養系疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・糖尿病の合併症・その他の代謝異常・内分泌疾患・栄養疾患】

62回 目
(目 標③)血液:免疫系、筋・骨格系疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【総論・血液疾患・免疫疾患・総論・脊椎疾患・関節疾患・筋疾患】

63回 目
(自 標③)皮膚系、眼・耳・鼻の疾患について説明できる。 国家試験問題が解け
【総論・皮膚、軟部組織の感染症・アレルギー性疾患・総論・眼の疾患・耳の疾患・

るよう1こなる。
鼻の疾患】

64回 目
(目 標③)感染症の疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるよう1こなる。
【総論・敗血症・結核・インフルエンザ・食中毒・輸入感染症・発疹性感染症・性感染症・その他の感染症】

65回 目
(目 標③)Jヽ児に特有な疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・観察と判断・主な疾患】

66回 目
(目 標③)高齢者に特有な疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・主な疾患】

67回 目
(目 標③)妊娠・分娩と救急疾患について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【正常妊娠・異常妊娠・正常分娩・異常分娩・観察と処置】

68回 目
(目 標③)精神障害について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【総論・統合失調症・気分障害・器質性精神障害・中毒性障害・その他の精神障害・向精神薬の主な副作用】

69回 目
(目 標③)中毒総論について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【中毒とは,中毒物質・病態生理・観察と処置・医療機関での診療・医療機関選定と搬送中の注意・中毒情報】

70回 目
(目 標③)中毒各論について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【医薬品中毒・農薬中毒・工業用品中毒・ガス中毒・アルコール中毒・自然毒中毒・家庭用品中毒・乱用薬物】

71回 目
(目 標⑨)中毒各論について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【医薬品中毒・農薬中毒・工業用品中毒・ガス中毒・アルコール中毒・自然毒中毒・家庭用品中毒・乱用薬物】

72回 目
(目 標⑨)異物、羽水について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【気道異物・消化管異物・鼻、耳、眼、性器の異物・病態生理・観察と処置】

73回 目
(目 標③)熱中症、偶発性低体温症について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【疫学・病態生理・観察・処置・搬送時の注意・発生機序と病態生理・観察・処置】

74回 目
(目 標③)放射線障害について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
【放射線の概要・人体の影響・放射線への対応・観察と処置】

75回 目
障害について説明できる。 国家試験問題が解けるようになる。
欠ジ岸・渡傷・整タト繰 による障害】

準備学習
時間外学習

1・ 2年次で字んだ専 F句 科目を再F二復習すること。暗記するのではなく埋解丁る。振り返りや見直しを行つ。また、時間外に日Eと7‐占
.を ,0咀と′ど′し`刀`1丁る。よ

た、教科書やノート、プリントを使つた勉強だけなく、救急救命士模擬試験や過去問を繰り返し解くことで問題の傾向や出題方法、勉強する内容を抽出する。

●復習・振り返り
0時間外自己学習・見直し
●救急救命士国家試験模擬試験・過去問を解く。やり直し

評価方法

救急救命士国家試験模擬試験を3回実施し、(再試験。再々試験含め5回 )救急救命士国家試験合格基準を用いて判定試験を行う。

(模擬試験については」ESC統一模擬試験・JESA統 一模擬試験・ELSTA模擬試験を使用する)

0出席率(67%)以上出席
●救急救命士国家試験合格基準
上記にて単位認定及び成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

救急救命士国家試験は合格基準に到進すれば合格となります。なので日標が提示されている状況なので努力し継続すれば達成できます。また、救急救命
士国家試験模擬試験や過去問を繰り返し解くことで、問題の傾向や出題方法、自分の苦手な分野や項目が判断できると思います。さらに問題によつて正答率
が高い問題と低い問題に別れます。高い問題は受験者にとつて解きやすい問題となるため、間違えないようにしなければなりません。低い正答率の問題は

しっかりと勉強出来た人が解ける問題となります。確実に取れる問題を間違えないようにすることも大事です。3年間の集大成として救急救命士国家試験を合

格できるように

【使用教科書・教材・参考書】

改訂第10版 救急救命士標準テキスト
2020年度 救急救命士国家試験出題基準



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命 昌 科

科目名
(英 )

病理学

Pathology

必修
選択

必 修 年 次 1年次
担当教員 i

実務経験 :

サII望予 岡1

授業
形態

講義
総時間
(単位)

30

(2単位)

開講区分

曜日・時限

後期

月曜 日ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

病理学では、疾患についての基礎的な知識から疾患や病態における所見、医療で用いる用語、細胞レベルでの変化や損傷の種類、また死についてまで幅の広い

内容
を学ぶ。資料やスライドを用いて各分野の理解度を高めていく。病理学を修了するときには各分野の内容を説明できるようになる。

【到達目標】

疾病の病因病理学や微生物と感染・免疫との相互関係について基礎的内容を理解することができるようになる。
<具体的な目標>
目標①疾患について説明できる。
目標②炎症と感染について説明できる。
目標③循環障害について説明できる。
日標④退行性病変と進行性病変について説明できる。
目標⑤l重瘍について説明できる。
日標⑥先天異常について説明できる。
目標②損傷について説明できる。

1回 目 (目 標①)原因、発症と経過について説明できる。

2回 目 (目 標①)回復に必要な要素、疾患の予防について説明できる。

3回 目 (目 標②)炎症について説明できる。

4回 目 (目 標②)感染症について説明できる。

5回 目 (目 標③)虚血、うっ血について説明できる。

(目 標③)出血、血栓と塞栓について説明できる。6回 日

7回 目 (目 標③)梗塞、浮腫について説明できる。

8回 目 (目 標④)退行性病変、進行性病変の違いや種類について説明できる。

9回 目 (目 標⑤)腫瘍について説明できる。

10回 目 (目 標⑤)良性腫瘍と悪性腫瘍の違いや特徴について説明できる。

(目 標⑥)内因性先天異常、外因性先天異常について説明できる。11回 目

12回 目 (目 標⑦)損傷、創傷治癒について説明できる。

(目 標③)死の概念、死体現象について説明できる。13回 目

14回 目 (目 標③)死にかかわる手続きと検査、死体の尊厳について説明できる。

15回 目 終講試験

準備学習
時間外学習

予習として使用教科書を熟読し、解剖学・生理学の復習が必要です。

評価方法

終講試験¬OOO/oで 成績評価を行う。

解剖学・生理学の内容を理解していることが前提となる科目で、病理学を修了するころには医療従事者として必要な基礎知識を網羅していなければな

らない。授業を終えた後も身につけた知識を失わないように、継続的に復習をするようにしてください。受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】

改訂10版 救急救命士 標準テキスト



2022年度 授業概要
学 科 :救急救命公務員科

科目名
(英 )

薬理学

Pharmacology

必 修

選択
必 修 年次 1年次

担当教員 :

実務経験 i

,‖ 里予 岡1

授業
形態

講義
総時間
(単位)

30時間

(2単位)

開講区分

曜日・時限

後期

ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

平成26年 1月 救急救命処置の内容改訂に伴い処置範囲拡大された。救急救命士による「救急救命処置」の中でも特定行為である「薬剤投与」に関しては安全性と

有効性の確認が必要である。それは処置拡大に伴い救命率の向上やショック状態の傷病者に処置を行う事で重篤化を防ぐ事が出来るが反面かえつて慎重な適応

の判断能力が求められるからである。また傷病者の高齢化や治療の高度化に伴い傷病者の使用薬剤も多く適切な観察・重症度緊急度の判断するために傷病者の

有用な情報源として判断出来るは必要なスキルである。検査については医療機関での初期診療・緊急検査を加える事で確定診断に至る。救急救命士として判断し

た
内容が妥当であつたのかを知るためにも理解する必要がある。これらの内容に関して「整合性がとれる」ように繰り返し改善・向上しながら「効果」「効率」「魅力」を高

める
インストラクショナルデザインの実践を行い本授業修了時には各々の説明ができるようになる。

【到達目標】

各種薬剤の薬理作用や適応、生体に及ぼす影響について学び、救急現場において、傷病者の有用な情報源として判断し、適切な現場活動ができるようになる。

〈具体的目標〉
目標①薬剤の作用効果、使用方法などを説明できる
目標②傷病者の使用頻度の高い薬剤を説明できる
目標③検査の方法、正常値などについて説明できる

1回 目 (目 標①)薬物の概念 薬物の分類 医薬品の種類 薬物の代謝を説明できる

2回 目 (目 標①)薬物の代謝(投与経路)薬物の有害作用 薬物アレルギーを説明できる

3回 目 (目 標①)救急救命士が用いる薬剤(ア ドレナリン・平L酸リンゲル液・ブドウ糖)を説明できる

4回 目 (目 標①)救急救命士が用いる薬剤(アドレナリン・乳酸リンゲル液・ブドウ糖)を説明できる

5回 目 (目 標②)使用頻度の高い薬剤(経口糖尿病薬・インスリン・亜硝酸薬)を説明できる

6回 目 (目 標②)使用頻度の高い薬剤(降圧剤・気管支拡張薬・利尿薬)を説明できる

7回 目 (目 標②)使用頻度の高い薬剤(向精神薬・ワルフアリン・アスピリン・シルデナフィル)の説明ができる

8回 目 (目 標①)輸液、輸血製剤について 保存方法、管理について説明できる

9回 目 薬理学まとめ,試験対策

10回 目 (目 標③)検査について 基準値 カットオフ値 パニック値について説明できる

11回 目 (目 標③)緊急検査、生化学検査、基準値(血液検査、動脈血液検査、尿検査、心電図検査)

12回 目 (目 標③)緊急検査、生化学検査、基準値(単純X検査、CT検査、超音波検査、MRI検査)

13回 目 (目 標③)緊急検査、生化学検査、基準値(血管造影検査、内視鏡検査)各検査画像検証

14回 目 試験対策

15回 目 終講試験

準備学習
時間外学習

(目 標①)(日 標鮭2))を達成させるために基本である楽斉Jの作用効果、便用万濃などをB兄明できる手で重妥であ/。 たの優智刀`必要でラ。

(目 標②)使用頻度の高い薬剤を理解する事で傷病者の有効な情報源として判断できるため復習が必要です。

(目 標③)検査の内容・正常値について説明出来る事によって「病院前救護活動」での適切な観察・緊急度重症度判断に繋がるため復習が必要です。

評価方法

験チを行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。
●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験 )

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

魅力:特定行為である「薬剤投与」により救命率の向上や予後の改善に大きく関与するため処置拡大されました。しかし、1栗剤殺与」に伴うアナフイラ

キシー・副作用などの有害作用や血管外漏出という合併症があるため救急救命士の高度な技術や知識・判断能力が求められます。

検査に関しても救急救命士の専門性である「検査等環境が整つていない中での緊急度・重症度の判断」ができるスキルを上げるためにも緊急検査につ

いて
理解を深める事で今後の現場活動に活かされます。
授業計画 :看護師として今まで経験した事をみなさんにお話ししながら授業を進めていきたいと思います。

【使用教科書・教材・参考書】

教科書 :改訂第10版 救急救命士テキスト ヘるす出版



2022年度 授業概要
学 科 :枚急救命 員科

臨床心理学

ClinicaI Psychology

科目名
(英 )

必 修

選 択
必 修 年 次 1年次

担当教員 :

実務経験 :

池田 桂子

授業
形態

講義
総時間
(単位 )

15

(1単位)

開講区分

曜日・時限

前期

月曜日 12限 目ヨース

【授業の学習内容】 (※ 実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

人間は何らかの外的な要因で身体が傷つくと同様に、精神的にも様々な傷を負う可能性がある。大災害や悲惨な災害現場、犯罪などの要因により、とくに精神的に

大きなダメージを受けやすい。悲惨な災害現場では、救助・救急活動に従事する消防職員も被災者と同様な体験を受け、また職業的責任から精神的影響が大きく、
ストレスを受けやすいため心理学的な基礎的知識や様々なストレス反応について理解する必要がある。集団ディスカッションやグループワーク等の授業により心理

学的な基礎知識と臨床的心理学を理解し、本授業終了時には救急救命士としてストレスに対するマネージメントや救急現場での適切な対応ができるようになる。

※実務者経験 :財団法人メンタルケア協会認定精神対話士、日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー、メンタルヘルスマネジメントⅡ種

【到達目標】

心理学の基礎的知識や臨床的知識を学び、救急救命士として現場で適切な対応ができるようになる。

<具体的な目標>

授業計画・内容

1回 目 心の問題と現代社会 (ス トレス社会)について説明できる

急性ストレス反応の概要 (心 身相関の生理と病気)について説明できる2回 目

3回 目 救急救命士に業務上発生するストレス(救急活動でのストレス)の種類を列挙できる

4回 目 心的外傷後ストレス障害の疫学、症候、対応について説明できる

5回 目 惨事ストレスによる障害発生防止の方法について説明できる

6回 目 不安状態の患者カウンセリング的対応や救急活動でのストレス対応について説明できる

ストレス耐性を高めるための職場の工夫(セルフコントロールの大切さ)について説明できる7回 目

8回 目 定期言式験

9回 目

10回 目

11回 目

12回 目

13回 目

14回 目

15回 目

準備学習
時間外学習

評価方法

最終講義にて定期テスト(終講試験)を行い、生命・医学倫理の習熟度を測るため、筆記試験を行う。
●出席率
●定期テスト(終講試験)

上記にて成績評価判定を行う。

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】



2022年度 授業概要
学 科 :救魚救命公落 昌科

科目名
(英 )

英会話・医学英語
必 修

選択
必修 年 次 1年次

担当教員 ILC

実務経験

授業
形態

演 習
総時間
(単位 )

30時間
(2単位)

開講区分 前 期

曜日・時 火曜日・4限 目ヨース

【授業の学習内容】 (※実務経験のある教員、知見を有する教員が、どのような授業を実施するのか、具体的に記載する)

グローバル化している現代社会において、患者の多様化に対し、医療従事者として適切な対応を行う為、一般的な医学英語を習得する必要がある。

一般的かつ日常的医療英語習得の為、リスニングやコミュニケーション、プリント等を使用した授業により単語や文法を理解し、本授業終了時には

日常的・一般的な英会話を用いてコミュニケーションや対応が出来るようになる。

【到達目標】

医療従事者として必要とされる日常英会話の基礎を学び、グローバル化している現代社会において順応な対応ができる。

<具体的な目標>
目標①日常英会話の基礎を学び、一般的なコミュニケーションをとることが出来る。
目標②日常英会話の基礎を学び、医療従事者として一般的な医療英語を用いて患者に適切な対応が出来る。

1回 目

2回 目

3回 目

4回 目

5回 目

6回 目

7回 目

8回 目

9回 目

10回 目

11回 目

12回 目

13回 目

14回 目

15回 目

準備学習
時間外学習

●出席率
●小テスト
●定期テスト(終講試験 )

い 、 ス ニス

記にて成績評価判定を行う。

評価方法

受講生への
メッセージ

【使用教科書・教材・参考書】

医療英語コミュニケーションテキスト
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