
＜科目目標＞ １．在宅看護の目的を理解できる。　

２．在宅看護の対象を理解できる。

＜講　　　師＞ ３．在宅看護を支える制度について理解できる。

＜評価方法＞ 専任教員（看護師）

＜テ キ ス ト＞ 期末試験、授業態度

①秋山正子他：系統別看護学講座　統合分野　在宅看護論、医学書院

②厚生労働統計協会：厚生の指標 増刊 国民衛生の動向

在宅看護の目的 １．在宅看護が目指すもの 15 講義
　１）在宅看護とは

　２）在宅看護が提供される場

　３）在宅看護の場の広がり

　４）在宅看護に求められていること

　５）あらゆる面からQOLを考えること

２．在宅看護における看護師の役割と機能

　１）超高齢化社会の進展と地域包括ケア

　２）医療ニーズに応じた継続的な医療提供と看護師

　 　の役割

　　（医療・介護体制の動向と現状）

　３）在宅看護における看護師の倫理

１．年齢からみた対象者の特徴

２．疾患から見た対象者の特徴

３．障害から見た対象者の特徴

４．在宅療養別にみた対象者の特徴

５．訪問看護制度の経緯からみた対象者

６．在宅看護の対象者としての家族

在宅療養者の支援 １．家族支援

　１）家族の受けとめへの支援

　２）システム理論を用いた家族のとらえ方

　３）家族機能のアセスメントの視点

２．在宅看護の提供方法

３．療養の場の移行

在宅看護の制度 １．在宅看護にかかわる法令・制度

２．介護保険制度

３．訪問看護制度

４．ケアマネジメントと多職種との連携

他職種との連携 １．在宅における連携の特徴

２．医師との連携

３．介護保険の社会資源との連携

４．ネットワークづくり

５．入退院時における医療機関と訪問看護の連携

在宅看護の対象者の
特徴

在宅看護概論　１単位　（１５時間）

単　　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



＜科目目標＞ １．在宅看護における安全性の確保について理解できる。

２．在宅看護における対象者の権利保障について理解できる。

３．在宅療養者の日常生活の援助方法を理解できる。

＜講　　　師＞ 非常勤講師（看護師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度、課題レポート

＜テ キ ス ト＞ 秋山正子他：系統別看護学講座　統合分野　在宅看護論、医学書院

１．在宅看護におけるリスクとは 30 講義

２．日常生活における安全管理

　１）家屋環境整備

　２）転倒・転落の防止

　３）窒息の防止

３．感染防止

４．災害における健康危機管理

１．個人の尊厳

２．自己決定権

３．個人情報の保護

４．成年後見

５．虐待

１．在宅看護の活動を支えるコミュニケーション

２．在宅で求められる技術の応用

　１）呼吸機能に関する在宅看護技術

　２）食生活・嚥下に関する在宅看護技術

　３）服薬管理に関する在宅技術

　４）排泄に関する在宅看護技術

　５）移動・移乗に関する在宅看護技術

　６）清潔に関する在宅看護技術

　７）認知機能に関する在宅看護技術

　８）在宅にける終末期看護

在宅看護における
安全性の確保

対象者（家族を含
む）の権利保障

在宅療養者の日常
生活の援助

在宅看護方法論Ⅰ　１単位　（３０時間）

単　　元 内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点



＜科目目標＞ 在宅における対象の症状・状態別看護の方法を理解できる。

＜講　　　師＞ ①非常勤講師（看護師）　②非常勤講師（看護師）

＜評価方法＞ 期末試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞ 秋山正子他：系統別看護学講座　統合分野　在宅看護論、医学書院

１．脳卒中をおこした患者の在宅療養導入時の看護 7 講義 担当講師①

　　１）退院・在宅療養に向けて 配点割合

    ２）サービス担当者会議 　 50%

　　３）在宅療養開始の初回訪問

２．パーキンソン病の療養者に対する看護

　　１）パーキンソン病とは

　　２）心身のアセスメントの必要性

　　３）進行に伴う課題

３．認知症療養者に対する看護

　　１）認知症患者とのコミュニケーション

　　２）家族への支援

４．独居の療養者に対する看護

　　１）ＱＯＬ実現への取り組み

　　２）協働できる関係作り

５．精神障害者の在宅看護

　　１）精神障害者とのコミュニケーション　

　　２）病状の変化と服薬の支援

　　３）介護者への支援

６．小児の療養者に対する看護 8 担当講師②

　　１）退院計画 配点割合

　　２）在宅療養の開始 50%

　　３）日常生活の看護の実際

　　４）家族への支援

７．難病患者(児)の在宅看護

　　１）医療機器の使用と指導　

　　２）急性増悪の早期発見と対応

　　３）難病における自己決定への支援

　　４）社会資源の活用

　　５）在宅保健・医療・看護援助チーム医療・調整

　　６）家族への支援

８．ＣＯＰＤの療養者に対する看護

　　１）在宅酸素療法と生活

　　２）日常生活活動の安全な拡大に向けての支援

　　３）家族への支援

９．終末期の療養者に対する看護

　　１）QOLを尊重した援助　　

　　２）症状のコントロール

　　３）家族への支援

在宅看護方法論Ⅱ　　１単位　（１５時間）

単　　元 内　　　容
受講上の
留意点

在宅療養者の症状・
状態別の看護

授業
時間

授業
形態



＜科目目標＞ 　１．在宅における医療のしくみと実際を理解できる。

　２．在宅療養者への特殊な技術をともなう援助方法を理解できる。　

　３．在宅における看護過程の展開が理解できる。
＜講　　　師＞ ①非常勤講師（医師）　②専任教員（看護師）
＜評価方法＞ 期末試験、授業態度
＜テ キ ス ト＞ 秋山正子他：系統別看護学講座　統合分野　在宅看護論、医学書院

在宅医療の展開 １．在宅医療のしくみ 6 講義 担当講師①

２．在宅医療の実際 配点割合

３．生活者が必要とする医療 20%

４．在宅緩和医療

１．在宅医療技術 16 講義 担当講師②

　１）褥瘡 演習 配点割合

　　（１）アセスメントと患者教育 70%

　　（２）予防用具　　

　　（３）栄養

　　（４）スキンケア

　２）尿道留置カテーテル

　　（１）尿道留置カテーテルを適応している療養者

         への看護

　　（２）合併症とその対処方法

　３）ストーマケア

　　（１）ストーマのある療養者への看護

　　（２）合併症とその対処方法

　４）経管栄養（胃瘻含む）

　　（１）経管栄養を行っている療養者への看護

　　（２）合併症とその対処方法

　５）在宅中心静脈（ポート含む）

　　（１）在宅中心静脈栄養法とは

　 　　（２）在宅中心静脈栄養法を用いる療養者への看護

　６）非侵襲的陽圧換気療法（ＮＰＰＶ）

　　（１）非侵襲陽圧換気療法とは

　　（２）非侵襲陽圧換気療法を用いる療養者への看護

　７）在宅酸素療法

　　（１）在宅酸素療法とは

　　（２）在宅酸素療法を用いる療養者への看護

　８）在宅人工呼吸療法

　　（１）在宅人工呼吸療法とは

　　（２）在宅人工呼吸療法を用いる療養者への看護

　　（３）排痰にかんする在宅看護技術

　９）疼痛緩和

　　（１）疼痛緩和の適応

　　（２）疼痛緩和を受ける療養者への看護

２．化学療法・放射線療法を受ける療養者への看護

看護過程の展開 在宅療養患者の看護過程の展開 8 講義 担当講師②

　１）ＡＬＳ（終末期）にある患者 演習 配点割合

10%

受講上の
留意点

在宅看護方法論Ⅲ　　１単位　(３０時間）

特殊な技術を伴
う在宅看護

授業
時間

授業
形態

単　　元 内　　　容



＜科目目標＞ 看護におけるマネジメントについて理解できる。

＜講　　　師＞ 専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 筆記試験、課題レポート、授業態度

＜テ キ ス ト＞

１．看護とマネジメント 15 講義

　１）看護管理とは 　 演習

　２）マネジメントとは 　

　３）看護におけるマネジメント 　

　 ２．看護ケアマネジメント 　

　 ３．看護サービスのマネジメント 　

　１）看護サービスマネジメントとは 　

　２）組織目的達成マネジメント 　　

　３）看護サービス提供のしくみ　 　

　４）人材マネジメント 　

　５）物的資源のマネジメント 　

　 　６）情報マネジメント 　

　７）サービスの評価

４．看護を取り巻く諸制度

　１）医療制度

　２）看護政策と制度　

　 ５．看護職のキャリアマネジメント 　

 
 
 

受講上の
留意点

単　　元 内　　　容

看護管理   １単位 (１５時間）

授業
時間

授業
形態

上泉和子他：系統看護学講座　統合分野　看護の統合と実践（１）看護管理,医学書院



＜科目目標＞ １．災害時における看護の役割とその実際を理解できる。

２．国際社会における看護の役割を理解できる。

＜講　　　師＞ ①非常勤講師（看護師）　②非常勤講師（医師）　③非常勤講師（看護師）

＜評価方法＞ 筆記試験、授業態度、出席状況

＜テ キ ス ト＞

災害看護 １．災害看護とは 2 講義 担当講師①

　１）災害看護の歴史的展望 テキスト①

　 　２）災害看護の定義と概要 配点割合

　３）災害サイクル、災害種類別・対象者別による 30%

      被害の特徴

１．災害看護の実際 4 講義 担当講師②

　１）災害看護の基本と看護の役割 テキスト①

　２）災害時に必要な技術 配点割合

　　（１）トリアージ・搬送　　　 40%

　　　　（仙台医療センターの災害訓練に参加）　 2 演習 （実施含め）

　　（２）心肺蘇生法（BLS)

　　（３）現場応急救護所の設営と応急処置

　　　①　応急救護所の設営

　　　②　応急処置　

　　　 観察・外傷・挫滅症候群・骨折・

       熱傷の応急処置

　３）災害時における「人間」と 2 講義 担当講師①

      「生活」を視点とした看護 テキスト①

　４）避難所における生活

　５）保健衛生管理（感染症対策・保健指導）

　６）災害時の被災者および救援者の心理（精神保健）

　７）他職種との連携

　８）災害救護活動時の個人の心構え

国際看護 １．国際看護 6 講義 担当講師③

　１）国際看護の概念 テキスト②

　２）国際看護と異文化看護 配点割合

　３）国際協力に関わる組織　　WHO　ICN　ICM 30%

　４）発展途上国との国際協力　JICA

　５）在日外国人の保健医療福祉

　６）緊急援助

　７）国際協力に求められる能力

災害看護の実際

単　　元 内　　　容
受講上の
留意点

災害看護・国際看護　　１単位　（１５時間）

授業
時間

授業
形態

①新体系看護学全書　看護の統合と実践　２　　災害看護学　メヂカルフレンド社

②新体系看護学全書　看護の統合と実践　３　　国際看護学　メヂカルフレンド社



＜科目目標＞ １．医療安全を学ぶ意義と考え方について理解できる。

２．看護場面で起こりやすい医療事故と事故防止について理解できる。

３．安全な医療が提供できるための感染管理が理解できる。

＜講　　　師＞ ①非常勤講師（医師）　②非常勤講師（看護師）　③非常勤講師（看護師）

＜評価方法＞ 筆記試験、授業態度

＜テ キ ス ト＞ ①系統看護学講座　統合分野　看護の統合と実践（２）　医療安全、医学書院

②賀来満夫監修：イラストで理解する福祉現場の感染対策、中央法規

医療安全とは 1．医療安全を学ぶ意義 4 講義 担当講師①

　１）人はなぜ間違いをおかすのか テキスト①

　２）意識状態の変動と医療安全を学ぶことの意義 配点割合

　３）人間の３つの行動モデルと医療安全を 20％

　　　学ぶことの意義

　４）医療職を選ぶことの重さと安全努力の責務

２．組織的な安全管理体制への取り組みとわが国の 　

医療安全対策の展望

　１）組織としての医療安全対策

　２）システムとしての事故防止の具体例

　３）国の医療安全対策

１．事故防止の考え方 16 講義 担当講師②

　１）医療事故と看護業務 演習 テキスト①

　２）看護事故の構造 配点割合

　３）看護事故防止の考え方 50％

１．与薬業務における事故防止

　１）与薬業務の事故防止（総論）

　２）注射業務と事故防止

　　 　３）注射業務に用いる機器での事故防止

　４）輸血業務と事故防止

　５）内服与薬業務と事故防止

　６）経管栄養（注入）業務と事故防止

　１）チューブ管理と事故防止

１．療養上の世話における事故防止

　１）療養上の世話における事故のとらえ方と防止（総論）

　２）転倒・転落事故防止

　３）誤嚥事故防止

　４）異食事故防止

　５）入浴中の事故防止

１．業務領域をこえて共通する間違いと発生要因

　１）患者間違い

療養上の世話に
おける事故防止

業務領域を超え
て共通する間違
い

２．継続中の危険な医療行為の観察・管理における事故
防止

医療安全　１単位　（30時間）

内　　　容
受講上の
留意点

単　　元
授業
時間

授業
形態

医療事故と看護
業務

診療の補助業務
に伴う事故防止



内　　　容
受講上の
留意点

単　　元
授業
時間

授業
形態

　２）タイムプレッシャーと途中中断

　３）危険な思い込みと行動パターン

２．医療安全とコミュニケーション

　１）不正確・不十分なコミュニケーションは事故の重要要因

　２）事故防止のための医療職間のコミュニケーション

　３）医療事故防止のための患者とのコミュニケーション

感染看護 １．感染の基礎知識 10 講義 担当講師③

２．感染経路の特徴と感染予防措置 演習 配点割合

３．感染予防のための看護ケア 30%

ユニバーサル・プリコーションとスタンダードプリコーション テキスト②

４．院内感染と職業感染 　

　　職業感染防止と安全管理 　



＜科目目標＞

　

　

＜講　　　師＞ 専任教員（看護師）

＜評価方法＞ 筆記試験（５０％）、レポート・演習と技術チエック（５０％）

＜テ キ ス ト＞ ①系統看護学講座　看護倫理　 医学書院

１．患者個々のケア計画の立案 30 講義

２．複数患者間のケアの優先順位を考慮した行動計画の立案

　　事例（複数患者）を用いた演習

１．割り込み状況に応じた対応 演習

　１）割り込み状況

　　（１）予期しない患者の反応

　　（２）突発的な事態

　　（３）時間の切迫

　２）割り込み状況に対する判断と対応

２．割り込み状況に応じた対応の実際

　　事例（状況）を用いた演習

１．状況に応じたチームメンバーとの連携 講義

　１）連携を必要と判断する時と判断基準

　　（１）看護ケア中の患者の予期しない病状の変化・反応

　　（２）割り込み状況

　２）連携の内容

　　（１）連絡・報告・相談

　　（２）協力依頼　

２．状況に応じたチームメンバーとの連携の実際

　　事例（状況）を用いた演習

１．より臨床実践に近い状況下での看護技術の選択 演習

２．より臨床実践に近い状況下での看護技術の実施

　　事例（患者）を用いた校内実習

１．看護者に求められる倫理 演習

２．倫理的な問題に気づく

３．事例を用いた倫理的問題解決の方法

　　事例を用いた演習

臨床で遭遇する
倫理的問題解
決のプロセス

臨床看護実践　　１単位（３０時間）

内　　　容
授業
時間

授業
形態

受講上の
留意点

１．複数の患者を受け持ち、看護ケアの実践（業務遂行）をする方法を理解できる。

３．チームメンバーと連携が必要な状況の判断の基準を考えることができる。

４．知識・技術を統合し、より臨床実践に近い状況下での看護技術が実施できる。

５．臨床で遭遇する倫理的問題を解決するための方法を考えることができる。

臨床実践に近い
状況下での看護
技術の実施

３．患者個々のケア計画・複数患者のケアの行動計画
　　の立案

複数患者の看
護ケアの実践

②新体系看護学全書　看護の統合と実践　１看護実践マネジメント・医療安全
　　メヂカルフレンド社

チームメンバー
との連携

割り込み状況に
応じた対応

単　　元

２．看護ケアの実践（業務遂行）中に起こる割り込み状況に応じた対応を考えることが
　　できる。


	１p99　在宅看護概論（2018）
	P100　在宅看護方法論Ⅰ（2018）
	p101　在宅看護方法論Ⅱ（2018）
	p103　在宅看護方法論Ⅲ（2018）
	P105　看護管理
	P106　災害看護・国際看護
	P107　医療安全
	P109　臨床看護実践

