
1 
 

小児看護学実習 

1. 目的 

小児の成長発達を理解し、健全が育成を目指してあらゆる健康レベルにいる小児と家族に対して適切な看護を実践

できる基礎的能力を養う。 

 

2. 目標 

1) 健康な乳幼児の成長発達の特徴を捉え、発達段階に応じた日常生活の支援の必要性を理解できる。 

2) 病気・入院・治療が対象の小児とその家族に及ぼす影響を理解できる。 

3) 対象の小児とその家族の看護問題を明確にし、解決に向けての看護計画を立案できる。 

4) 対象の小児の特徴を生かし、安全安楽な援助が実施できる。 

5) 小児看護の役割と保健医療福祉チームの連携を理解することができる。 

6) 自己の課題を明確にし、主体的に学習に臨むことができる。 

 

3. 実習構成 

 小児看護学実習 

2 単位（90 時間） 

・時間数（単位） 実習施設 

2 時間 学内（直前オリエンテーション含む） 

28 時間 
保育園（緑園なえば・くるみ・白百合・中田・利正寺・

わかば） 

60 時間 病院（横浜旭・済生会東部・こども医療センター） 

 

4. 患者選定条件 

 

5. 実習目標に関する学習内容 

目標 1  健康な乳幼児の成長発達の特徴を捉え、発達段階に応じた日常生活の支援の必要性を理解できる。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 乳幼児の成長発達の特徴

を述べることができる。 
1.形態的成長：正常値・標準値、カウプ指 
  数 
2.精神運動機能の発達：運動、認知、言

語、社会性を含む 
3.成長発達の評価 
4.基本的生活習慣 

・年（月）齢の成長発達の知識と比

較し、評価する。 
 

1. 乳幼児に関心を持ち、コミュ

ニケーションを用いて、遊び

を提供することができる。 

1.コミュニケーション 
1）子ども同士の関わり方と反応 
2）保育士との関わり方と反応 

2.成長発達に適した遊びの種類・内容 
3.遊び時の観察と玩具の提供 

1）遊ばせ方と玩具の選択 
2）興味、関心度、参加度、集中度 
3）運動量、上肢・下肢の使い方 

・保育士の指導場面は見学し、保育

士の指示が、目線、身振り、言葉な

どで行われていることを理解する。 
・園児が自由に遊んでいる時は、子

ども同士の関係性や遊び方を観察

する。また、状況に応じて一緒に遊

んだり見守ったりする。 

2. 食事・排泄・睡眠・清潔・衣

服の着脱の支援の実際が

わかる。 

1.園内での日常生活 
1）食事 

①食事時の環境 
②食事介助（授乳・離乳食・幼児食・ 

おやつ） 
③食事の観察（必要な栄養素、 

カロリー、食事形態） 
2）排泄 

・指定された保育園で、選定された

クラスの日課を確認し、行動する。 
・子どもとの関わりで判断に困った

時は担当保育士に相談をしてから

行動にうつす。 
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①おむつ交換、 
②排泄習慣形成への援助 
③排泄の観察 

3）睡眠  
   ①睡眠環境の整え方 
   ②睡眠状態の観察 

4）清潔・衣服の着脱 
   ①適切な衣服の選択 
   ②衣服の着脱の介助 
   ③全身の観察 

・受け持ちクラスの園児の印象また

は観察したことを子どもの成長発達

記録に記載する。（見学や実施も含

む） 
 

3. 乳幼児を守るために必要な

環境を述べることができる。 
1.園における安全管理 

1）保育園の構造、避難経路 
2）安全教育・事故防止対策 

2.園児への健康管理 
1）園内での環境と対応 
2）保健活動 
3）感染予防・防止対策 

3.保護者・家族との連携 

・園児の安全については十分注意

し、事故、異常があった場合は、直

ちに保育園と学校に報告し、指示を

得る。 

 

目標 2  病気・入院・治療が対象の小児とその家族に及ぼす影響を理解できる。 

行動目標 学習内容 学習方法 
1. 受け持ち患児の発達区分

に応じた身体的・知的・社会

的発達の特徴を述べること

ができる。 

1.形態的成長・機能的発達 
2.知的・社会的発達 
3.正常値、標準値との比較 
4.身体評価（パーセンタイル値、カウプ指

数、ローレル指数） 
5.運動機能評価 

・カルテや家族からの情報、場合に

よっては、母子手帳からの確認をす

る。 
・受け持ち患児の理解度を考えて、

情報収集する。 
・実習時間中、家族面会が無い場

合は、指導者に相談する。 
・治療方針、退院日程などが変更に

なった場合は、確認しておく。 
・各項目の分析・解釈については、

小児看護学方法論Ⅲの講義で配布

したアセスメントガイドを参照しなが

ら行う。 

2. 疾患、治療、入院が与える

受け持ち患児の日常生活

への影響を述べることがで

きる。 

1.入院前の様子 
1）生育歴・生活リズム（保育園の有無） 
2）発達状況（基本的生活習慣、遊び、 

コミュニケーション、情緒） 
3）健康管理 

（予防接種、アレルギーの有無） 
4）家庭環境（主な養育者、家族構成） 

2.病理的状態 
1）病歴（既往症、現病歴） 
2）受け持つまでの状態 

（保育を受ける理由） 
3）必要な検査データ 
4）治療方針・治療内容（薬剤の種類も） 
5）疾患に対する理解（患児・家族） 

3.病気・入院による日常生活・環境の変化 
 （入院前の生活との比較） 

3. 受け持ち患児の健康状態

がその家族に及ぼす影響を

述べることが出来る。 

1.家族への精神的、社会的影響 
1）両親の精神的負担、心理的影響 
2）病気・入院が家族に及ぼす身体的、

心理的、社会的影響（特に母親の罪

の意識と自責の念、介護疲労、経済

的負担） 
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目標 3  対象の小児とその家族の理解看護問題を明確にし、解決に向けて計画立案ができる。 

行動目標 学習内容 学習方法 
1. 病気・入院・治療に伴う成

長発達上の影響から、看

護問題を抽出できる。 

1.病気・治療に起因する問題 
1）成長発達の過程を阻害する因子 
2）治癒過程を阻害する因子  

2.受け持ち患児の看護の方向性 
  長期目標（退院に向けての目標） 
  短期目標 

・事前・追加学習を参考に検討す

る。 

2. 患児の日常の関わりから

患児の反応を捉え、看護

計画の評価・修正ができ

る。 

1.看護計画に沿った援助の実践 
2.実践からの患児の反応と評価 
3.患児の状況に応じた計画の修正 

・関わった援助の振り返りをする。 
・指導を受けた内容は迅速に修正・

追加する。 

 

目標 4  対象の小児の健康状態の回復と成長発達の支援のために、安全安楽な援助が実施できる。 

行動目標 学習内容 学習方法 
1. 受け持ち患児の特徴を捉

え、正確な観察・測定が

できる。 

1.発達段階に応じた正常値 
2.測定方法 
3.安静時に測定するための方法 
4.測定の順番 
5.観察の方法と実施するタイミング 
6.観察項目 

・患児の特性を考えて、安静を図る

ようにする。 
・測定の方法を計画してから実施す

る。 
 

2. 受け持ち患児の状態を考

えた遊びや学習の提供が

できる。 

1.成長発達に適した遊び 
2.学習の選択と必要性 
3.患児の状態に応じた遊び・学習の工夫  

4.規則正しい生活習慣形成への援助   

・プレイルームの使用時は、主治医

許可の有無を確認する。また、患児

の成長発達に合った遊び方を計画

し、安全に配慮する。 
3. 病気・入院に伴う成長発

達上の影響から、患児の

発達段階に応じた日常生

活の援助ができる。 

1.環境 
病棟の構造、設備、病棟の規則、日課

ベッドの種類とリネン、温度、湿度、照

明、安全管理 
2.食事 

食事の内容、必要な栄養と量、 食事 
介助(哺乳、離乳食、幼児食、おやつ）、 
食事の環境、食事習慣形成への援助 

3.排泄 
排泄の観察、おむつ交換、排泄習慣形 
成への援助 

4.清潔 
全身の観察、患児に適した清潔の方法 
の選択、清潔習慣形成への援助、患児 
に適した衣服 

5.休息・睡眠 
睡眠状態の観察、午睡の準備・整え方、 
睡眠環境、睡眠を促す方法、安静、睡 
眠習慣形成への援助 

6.活動 
患児の状態に見合った移動方法、休息 
とのバランスを考慮した活動、治療を考 
慮した活動 

・患児の特性を踏まえた日常生活パ

ターンを把握する。 
・母子同室入院の場合、訪室のタイ

ミングに配慮する。 
・食事については、アレルギーや離

乳食中の児がいるため、制限等を確

認して配膳する。 
・治療による安静度の確認をしてか

ら計画する。 
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4. 小児の安全の必要性を

理解し、実践できる。 
1.発達段階と起こりやすい事故の理解 

1）使用ベッドでの危険予測 
2）病棟の構造と安全対策 

2.小児の認知発達に応じた安全教育 
1）病棟での安全教育と対策 

3.患児の安全 
1）予測される危険リスク 

患児の成長発達、認知発達の評価 

・患児の危険回避を考慮した環境を

考え、整備する。 
何が事故につながるかを意識し、考

えて行動する。 
・病棟実習初日、病棟オリエンテー

ションを受ける。また、サークルベッド

の取り扱いを実際に体験し、危険リ

スクと安全へのディスカッションをす

る。 
・実習初日のカンファレンスで受け

持ち患児の安全について発表す

る。 
5. 受け持ち患児の特徴を生

かしたコミュニケーション

を用いて関わることができ

る。 

1.患児の言語発達 
2.患児の反応（表情・しぐさ・啼泣） 
3.患児のわかりやすい言葉やしぐさによる 

かかわりへの援助 

・必要に応じて患児との関わり方を

母親やスタッフの方に確認する。 
 

 

目標 5  小児看護の役割と保健医療福祉チームの連携を理解することができる。 

行動目標 学習内容 学習方法 
1. 子どもとその家族を支援

する立場から多職種との

連携の必要性を述べるこ

とができる。 

1.家族構成とキーパーソン 
2.患児が関わっている多職種と関わってい 

る内容 
3.連携の仕方 

・実習時間内で「多職種との連携の

必要性」をテーマに実習中に体験し

た事象を基にカンファレンスを持

つ。 
2. 実習を通して、小児看護

の役割を述べることがで

きる。 

1.小児看護の役割 
1）子どもの尊厳 
2）成長・発達を促す 
3）子どもを取り巻く環境 
4）家族への支援 

・「小児看護の役割で何が大切か。」

について、自己の考えをまとめてレ

ポートを提出する。（1200 字程度） 
【提出日】最終金曜日 9:00 まで 
 

 

目標 6  自己の課題を明確にし、主体的に学習に臨むことができる。 

行動目標 学習内容 学習方法 
1. 十分な事前学習をして積

極的に実習、課題に臨む

ことができる。 

1.事前学習 
2.実習中の追加学習 
3.記録 

・決められた期日までに提出する。 
・実習中に指導を受けた内容の学習

は翌日までに行い、準備する。 
2. 実習をするものとしてふさ

わしい行動をとることがで

きる。 

1.身なり、髪型 
2.言葉遣い 
3.必要に応じた報告連絡相談 
4.積極的な学習姿勢 
5.記録の管理 

・実習要項の内容に準じて身なり、

髪型を整える。 
・報告時間だけでなく、患児の変化

や行動の変更など確認を行う。 
・記録の保管には注意する。 

3. 積極的にカンファレンス

やグループワークに参加

することができる。 

1.グループ内の連携 
2.役割の遂行 
3.積極的な発言 
4.傾聴の姿勢 

・時間を守り、行動するためにグルー

プ内で声を掛け合う。 
・事前にカンファレンステーマやグル

ープワークの内容を確認し、必要に

応じて発言内容をまとめる。 
・円滑に話し合いが進むよう、アサー

ティブを意識する。 
4. 実習を通しての学び、今

後の課題を持つことがで

きる。 

1.子どもへの尊重姿勢、関わり 
2.課題の明確化 
3.実習の振り返り 

・実習中、自己の関わり方の振り返り

を持つ。 
・実習開始と終了で自己の課題達成

の状況を確認する。 
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6. 実習の進め方 

1) 保育園実習 

 

2) 病院実習 
1 週目 

 2 週目 

 

曜日 月（1 日目） 火（2 日目） 水（3 日目） 木（4 日目） 

時間 8：30～16:15 8：30～16:15 8：30～16:15 8：30～16:15 

予定 ○保育園オリエンテーション  
・施設の概要・設備、子ども 
たちの生活の日課・諸規則 
及び留意事項 
○保育園で働く職種の役割 
○受け持ちクラスの選定とロ 
ーテーションの確認 
○保育の体験と実施    

各自の行動計画を発表し、

助言を 受けて実施する。  
○保育の体験と実施  
○発達段階に応じたコミュニ 
ケーション 
○保育士と家族へのかかわり 
の見学 

各自の行動計画を発表し、

助言を 受けて実施する。  
○保育の体験と実施  
○発達段階に応じたコミュニケ 
ーション 
○保育士と家族へのかかわり 
の見学 

各自の行動計画を発表し、

助言を 受けて実施する。  
○保育の体験と実施 
○発達段階に応じたコミュニ

ケーション 
○保育士と家族へのかかわり

の見学 

CF ＊各園での指示で行う。 子どもと関わって学んだこと 
保護者との連携の必要性 

記録 保育実習記録用紙 保育実習記録用紙 保育実習記録用紙 保育実習記録用紙 

曜日 月（1 日目） 火（2 日目） 水（3 日目） 木（4 日目） 

時間 8:15～17:00 8:15～15:00 8:15～17:00 8:15～17:00 

予定 ○病棟オリエンテーション   
病棟の特徴／看護方針

／設備／ 構造／日課／

週間予定／事故防 止／

看護物品の取扱いや片付

け 方／実習上の留意点

／報告など。 
○受持ち患者の決定と挨拶 
○情報収集  
・病棟の日課に沿ってケアや

処置などの見学 
・受け持ち患者の入院目的・

治療方針及び治療内容 
○患者及び家族とのコミュニ 
ケーション  

○意図的な情報収集  
・受持ち患者の発達段階 
・指導者や教員の指導のも

と、バイタルサイン測定及び

症状の観察  
・日常生活の実際を観察した

情報収集 
○患者の発達段階を踏まえて 
コミュニケーションの工夫 
○日常生活援助技術のケア 
計画 を具体的に準備し、指 
導を受けた上で実施できる。 

○意図的な情報収集指導者 
や教員の指導のもと、バイタ 
ルサイン測定及び症状の観 
察ができる。  
○看護師とともに患者のケア 
の 実施ができる。ケアの目 
的・説明内容・安全安楽・観 
察を具体的にし、指導のもと 
実施する。 
○家族とのコミュニケーション 
を図り、心理社会的側面の 
情報収集をする。  
  
 

○意図的な情報収集  
○看護師とともに患者のケア 
の 実施ができる。ケアの目 
的・説明内容・安全安楽・観 
察を具体的にし、指導のもと 
実施する。 
 

CF 患者紹介、実習目標 学生テーマ 関連図 看護問題 
記録 様式 1－1 

リフレクションシート 

様式 1－2、2、3   

 

様式 1－2、2、3  

 

様式 1－2、2、3  

      

曜日 月（5 日目） 火（6 日目） 水（7 日目） 木（8 日目） 
時間 8:15～17:00 8:15～15:00 8:15～17:00 8:15～17:00 
予定 ○看護計画立案 ・患者の状 

態に合わせて目標を設定す 
る。 
・個別性のある具体策を考え

る。  
・計画に沿って援助を実施

する 。 
  

○看護計画の実施・評価  
・実施・評価を活かし、個別

性を考えた援助の工夫がで

きる。  
・援助の振り返りから根拠や

改善点を明らかにし、計画の

評価・修正ができる。  
  
 

○看護計画の実施・評価  
・実施・評価を活かし、個別

性を考えた援助の工夫がで

きる。  
・援助の振り返りから根拠や

改善点を明らかにし、計画の

評価・ 修正ができる。  
○保健医療福祉チームの連 
携について知り、小児看護 
の役割を考える。 

○看護計画の実施・評価 
・実施・評価を活かし、個別

性を考えた援助の工夫がで

きる。  
・患者の反応をとらえながら、

目標の達成度を査定できる。 
○自己の小児観及び自己の 
課題を明確にできる。  
[三者面接による評価] 

CF 看護計画 学生テーマ チームの連携と小児看護の

役割 
実習の振り返り 

記録 様式 1-2、2～5   

 

様式 2～6    

 

様式 2～6     

小児看護学実習評価表提出 

様式 2～6     

小児看護学実習評価表 

リフレクションシート 
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7. 実習評価表  実習期間：   年  月  日 ～  年  月  日 

実習グループ   G 学籍番号              学生氏名                                  

評価基準  5：達成  3：一部達成  1：未達成 

※保育園での目標１の評価点が 60％（18 点）以上でない場合は、全体の評価点 60 点以上であっても不合格と

する。 

 
評価項目 自己評価 

教員・指導者 

評価 

目標１

※ 

1．乳幼児の成長発達の特徴を述べることができる。   

2．乳幼児に関心を持ち、コミュニケーションを用いて、遊びを提供することができる。   

3．食事・排泄・睡眠・清潔・衣服の着脱の支援の実際がわかる。   

4．乳幼児を守るために必要な環境を述べることができる。   

目標２ 

1．受け持ち患児の発達区分に応じた身体的・知的・社会的発達の特徴を述べることが

できる。 
  

2．疾患、治療、入院が与える受け持ち患児の日常生活への影響を述べることが 
できる。 

  

3．受け持ち患児の健康状態がその家族に及ぼす影響を述べることができる。   

目標３ 

1．病気・入院・治療に伴う成長発達上の影響から、看護問題を抽出することができる。   

2．患児の日常の関わりから患児の反応を捉え、看護計画の評価・修正することが 
できる。 

  

目標４ 

1．受け持ち患児の特徴を捉え、指導のもとで正確な観察・測定ができる。   

2．受け持ち患児の状態を考えた遊びや学習の提供ができる。   

3．病気・入院に伴う成長発達上の影響から、患児の発達段階に応じた日常生活の援

助ができる。 
  

4．小児の安全の必要性を理解し、指導のもとで実践できる。   

5．受け持ち患児の特徴を生かしたコミュニケーションを用いて、関わることができる。   

目標５ 

1．子どもとその家族を支援する立場から、多職種との連携の必要性をカンファレンスで

共有して自己の考えを述べることができる。 
  

2．実習を通して、小児看護の役割を述べることができる。   

目標６ 

1．十分な事前学習をして積極的に実習、課題に臨むことができる。   

2．実習をするものとしてふさわしい行動をとることができる。   

3．積極的にカンファレンスやグループワークに参加することができる。   

4．実習を通しての学び、今後の課題を持つことができる。   

学生コメント 

 

 

 

 

 

 

 

自己評価合計点       サイン 

指導者コメント 

 

  

サイン 

教員コメント 

 

 

                         サイン 

欠席合計時間  

           時間         分 

総合評価点                          

サイン 


