
1 15

回数 時間

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 1

60点以上で合格　60点未満の場合再試験

　６）　３）４）の学びの共有
　＊地域の特性と人々の生活やニーズとの関係について

授業方法 担当講師

評価基準

テキスト
地域・在宅看護論Ⅰ（医学書院）
地域・在宅看護論Ⅱ（医学書院）
家族看護学（医学書院）

講義

プレゼン
テーション

１．グループワーク➁支えあうとは・つながるとは
　　　　　1）市原市の防災ハザードマップを調べる
　　　　　2）市原市の認知症カフェ
            3）子ども食堂など
２．生活の中にある制度や施策、法律
　　＊ライフリテラシーゲームを活用した制度・施策・法律の理解
３．自助・互助・共助・公助とは

講義

グループ
ワーク

終講試験

評価方法

１．終講試験：レポート75点満点
２．参加点：グループワーク①➁・フィールドワーク各5点（15点満点）
３．プレゼンテーション：10点満点
１～３の成績の合計（100点満点）で評価する。

１．生活とは何か
２．人間らしく生きるための活動とは
３．地域の特性と生活
　１）市原市の生活圏域について
　２）グループワーク・フィールドワークオリエンテーション

講義

非常勤講師

（保健師・看
護師・介護支
援専門員）

　３）グループワーク①：市原市の日常生活圏域の特徴
　　　異なる特徴をもつ地域の特性について資料やインターネットを用いて
      調べる

授業内容

　４）フィールドワーク：各地域に出向き、調べ学習と照らし合わせながら
　　 地域の特性を把握する。
　　　 （１）辰巳台地区
　　　 （２）ちはら台地区
　　 　（３）五井地区
　　 　（４）三和地区　　　など

フィールドワーク

　５）　３）４）の学びについてプレゼンテーション準備 発表準備

講義

グループ
ワーク

時間数

科目目標

授業科目 地域と生活 学年・時期 １学年・前期

担当講師
(実務経験)

非常勤講師
（保健師・看護師・介護支援専門員）

人々の生活が地域を基盤として営まれ、支えあって生きていることが理解できる。

分野 専門分野 地域・在宅看護論 単位数



1 30

回数 時間

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

10 2

11 2

12 2

13 2

14 2

15 2

評価方法 終講試験の成績（１００点満点）で評価する。

評価基準 60点以上で合格　60点未満の場合再試験

テキスト

地域・在宅看護論Ⅰ（医学書院）
地域・在宅看護論Ⅱ（医学書院）
家族看護学（医学書院）
国民衛生の動向（厚生労働統計協会）

講義

在宅看護の展開　継続ケアシステム　退院計画、継続看護、多職種との連携
＊在宅療養を支援するための役割・活動及び多職種との連携の実際
        　①外来部門　②ホームヘルパー　③リハビリ　④薬剤師　⑤栄養士

講義
①～⑤の職種

在宅看護の展開　　在宅看護における安全性の確保
　　　　　　　　　　　　　〈医療事故・感染防止、家族を含む災害時の在宅看護〉

講義

専任教員

（在宅看護論領域
臨床経験有）

在宅看護の展開　　対象者（家族を含む）在宅看護における権利保障 講義

まとめ　終講試験

地域で療養している人々とその家族を支援することの意義を理解し、在宅看護に必要な基礎
知識を学ぶ。また、療養生活を豊かにするために、保健医療福祉システムを活用して、多職
種と協働していくための方法について理解する。

在宅療養と対象者のニーズ・看護の必要性
　事例：加齢により身体機能が低下した高齢者
　　　　＊療養生活開始に伴う、本人や家族への影響について
　　　　＊それぞれのニーズと看護の必要性について

講義

GW

専任教員

（在宅看護論領域
臨床経験有）

在宅看護とは　　在宅看護の目的と特徴　地域で生活する療養者・家族の支援 講義

在宅看護の歴史　〈在宅ケアを取り巻く社会の変化：
　　　　　　　　　医療ニーズに応じた在宅への継続的な医療の提供と看護の役割〉

講義

在宅看護の対象者　　〈対象者の特徴の理解：高齢者、小児と家族〉 講義

在宅看護の対象者　　〈在宅療養状態別対象者の特徴：
　　　　　生活習慣病、慢性的な療養状態の継続支援が必要な対象〉

講義
在宅療養を支える家族への支援
　＊介護力のアセスメント、意思決定支援、療養・介護指導、相談・支持的援助
　　家族関係調整
地域システムの視点からの家族支援
　＊地域のサポート、ピアサポート、レスパイトケア

在宅看護の制度　①　訪問看護制度の創設と発展 講義

在宅看護の制度  ②
在宅看護のしくみ〈ケアマネジメント、介護保険制度、訪問看護制度〉

授業内容 授業方法 担当講師

分野 専門分野 地域・在宅看護論 単位数 時間数

授業科目 地域・在宅看護概論 学年・時期 １学年・後期

担当講師
(実務経験)

専任教員
（在宅看護論領域臨床経験有）

科目目標



1 30

回数 時間 技術項目

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

10 2

授業内容　　 授業方法 担当講師

分野 専門分野 地域・在宅看護論 単位数 時間数

授業科目
地域・在宅援助Ⅰ

（フィジカルアセスメント・日常生活援助技術）
学年・時期 ２学年・前期

担当講師
(実務経験)

専任教員
（看護師）

科目目標 在宅における日常生活を支える基本的な看護技術を身につける。

25

事例紹介：「脳梗塞により右片麻痺のある療養者の在宅看護」
 介護保険
＊事例設定：自宅療養中・介護保険対象・日常生活自立度A2・拘縮軽度
　 以後の授業はこの事例に基づき展開

１．訪問看護導入からサービス利用まで上記じれを使って講義
１）介護保険の申請・手続き・ケアマネージャー決定
２）認定調査・要介護区分決定
３）利用するサービスの決定及び利用開始
４）事例展開①：データベース・全体像・全体像のアセスメント　（　レポート①）
　
　提出期日：　　　月　　　　日　（　　）

　講義

専任教員

（看護師）

１．事例展開②
　　・全体像の関連図及びアセスメント解説
　　・顕在及び潜在する問題について

講義

１．呼吸機能に関する日常生活援助
１）活動と生活行為、介助を見きわめるための動作分析
２）呼吸に関するアセスメント（フィジカルアセスメント含む）
３）在宅での呼吸に関する看護技術
４）異常時の対応

講義

１．食生活・嚥下に関する日常生活援助
１）在宅での食生活の特徴
２）栄養状態のアセスメント
３）食生活・嚥下に関するアセスメント、援助のポイント

講義

１．排泄、移動・移乗に関する日常生活援助
１）在宅での排泄の特徴・アセスメント
２）在宅での移動・移乗の特徴・アセスメント
３）移動補助用具の種類と選択方法
　　　　在宅における移動・移乗の援助のポイント

講義

清潔に関する日常生活援助①
１）在宅での清潔援助の特徴・アセスメント
２）在宅における援助のポイント
３）１回目の講義で提示した事例：ケリーパッドを用いた洗髪の援助計画立案　（レポート
➁）
　
提出期日：　　　月　　　　日　（　　）

講義

清潔に関する日常生活援助②
１）援助計画に基づく実践：洗髪
２）実践後の評価・援助計画の追加・修正（授業終了時提出）

演習

清潔に関する日常生活援助③
１）7・8回目の実践評価に基づく再実践
２）実践後の評価・援助計画の追加・修正（授業終了時提出）
３）事例：家族が更衣を行うための援助計画（指導計画）　　　（レポート③）

提出期日：　　　月　　　　日　（　　）

演習 25



1 30

回数 時間 技術項目

11 2 21

12 2 21

13 2

14 2

15 2

60点以上で合格　60点未満の場合再試験

分野 専門分野 地域・在宅看護論 単位数 時間数

家族指導に関する援助①
１）援助計画に基づく実践
２）実践後の評価・援助計画の追加・修正（授業終了時提出）
　点滴・ドレーン等を留置していない療養者の寝衣交換

演習

授業科目
地域・在宅援助Ⅰ

（フィジカルアセスメント・日常生活援助技術）
学年・時期 ２学年・前期

担当講師
(実務経験)

専任教員
（看護師）

科目目標 在宅における日常生活を支える基本的な看護技術を身につける。

授業内容　　 授業方法 担当講師

家族指導に関する援助②
１）実践評価に基づく再実践
２）実践後の評価・援助計画の追加・修正（授業終了時提出）

演習

非常勤講師

（在宅看護領
域臨床経験

有）

在宅における終末期看護技術
１）在宅におけるエンドオブライフケア
２）在宅における終末期前・中・後の看護
３）在宅における見取りの技術・グリーフケア

死後の処置

講義
ＶＴＲ

デモンストレー
ション

まとめ　終講試験

評価方法
１．終講試験（70点満点）
２．レポート①➁③各10点（30点満点）
１、２の成績の合計（100点満点）で評価する。

評価基準

テキスト
地域・在宅看護論Ⅰ（医学書院）
地域・在宅看護論Ⅱ（医学書院）
家族看護学（医学書院）



1 30

回数 時間 技術項目

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

10 2

11 2

12 2

13 2

14 2 89

15 2

60点以上で合格　60点未満の場合再試験

講義
演習

5
　　（２）経管栄養法（胃瘻）
　　　　胃瘻からの経管栄養の注入　　簡易懸濁法

授業内容 授業方法 担当講師

分野 専門分野 地域・在宅看護論 単位数 時間数

授業科目
地域・在宅援助Ⅱ

（医療依存度の高い療養者の看護技術）
学年・時期 ２学年・前期

担当講師
(実務経験)

非常勤講師
（訪問看護認定看護師）

科目目標
医療管理を必要とする療養者と家族への看護を実践するための基本的な看護技術を身につ
ける。

２）栄養管理
　　（１）在宅中心静脈栄養法（ＨＰＮ）

講義

１．在宅酸素療法を行っているC０PDの療養者に対する在宅看護
　＊HOT使用中からNPPV導入になった事例を用いて6回目までの講義を展開
　＊介護保険から医療保険に変更した事例
　　　　　１）介護保険から医療保険変更までの流れ
　　　　　２）サービスの使い分け

講義

非常勤講
師

（訪問看護
認定看護

師）

COPDの療養者の在宅看護
　１）在宅酸素療法（ＨＯＴ）、非侵襲的陽圧換気療法（ＮＰＰＶ）
　　（１）HOT導入から設置までの流れ
　　（２）HOT及びNPPVの基礎知識・使用方法・管理上の注意
　　（３）事例展開：HOT使用中の療養者が外出する際の患者指導
　　　　　　　　　　　＊援助計画の立案(レポート①）
　
　提出期日：　　　月　　　　日　（　　）

　講義

 COPDの療養者の在宅看護
演習１：在宅酸素療法：酸素吸入療法の実施：ＨＯＴ
　　　　　　　　　　　　　　　人工呼吸器等：ＮＰＰＶ
　＊業者による説明・演習

演習
VTR

30

68

援助計画に基づく実践
実際にHOTを装着したまま校内・学校周囲を歩く。
　演習後の評価、計画の追加修正を行い提出
　療養者役をやってみた気づき・感想（レポート②）

演習 30

２．人工呼吸器を装着しているALS療養者の看護 講義

１）呼吸管理
　　（１）在宅人工呼吸器療法（ＨＭＶ）
　　（２）吸引・ネブライザー
　　在宅用吸引器・ネブライザー・紹介・使用方法説明含む

講義

テキスト
地域・在宅看護論Ⅰ（医学書院）
地域・在宅看護論Ⅱ（医学書院）
家族看護学（医学書院）

３）褥瘡予防ケア
　　（１）エアマット　（２）体圧測定　（３）創傷処置

講義
デモンストレー

ション
演習

35

36

４）排泄管理
　　（１）間歇導尿　（２）膀胱留置カテーテル管理：膀胱洗浄

講義
デモンストレー

ション

まとめ　終講試験

評価方法
１．終講試験（80点満点）
２．レポート①②（20点満点）
１、２の成績の合計（100点満点）で評価する。

評価基準



1 15

回数 時間 技術項目

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 1

授業科目
                    地域・在宅援助Ⅲ
  （看護過程展開技術：
                様々な場で生活する療養者の看護技術）

学年・時期 ２学年・後期

分野 専門分野 地域・在宅看護論 単位数 時間数

担当講師
(実務経験)

専任教員
（在宅看護論領域臨床経験有）

科目目標
在宅で療養する療養者と家族に対して、対象者の立場に立った日常生活援助を実践する基
本的な看護技術を身につける。

授業内容 授業方法 担当講師

事例提示「パーキンソン病（ホーエンヤールⅢ）のある在宅療養者の看護」
　　　　　　　　事例設定：＊入院中・医療保険対象

＊以後の授業はこの事例に基づき展開

１．訪問看護導入からサービス利用まで
１）介護保険の申請・手続き・ケアマネージャー決定
２）認定調査・要介護区分決定
３）利用するサービスの決定及び利用開始
４）事例展開：　データベース・全体像・全体像のアセスメント・フォーカスアセス
       　  　　　　　メント、看護計画　　（レポート①）
　　　　　　＊情報源①記録物：フェイスシート、訪問看護指示書、訪問看護記録など

提出期日：　　　月　　　　日　（　　）

講義

専任教員（在
宅看護論領域
臨床経験有）

４）指導者とともに初回訪問に同行し、追加情報を得る場面を提示。
　　訪問時の状況から追加情報を得る。

追加情報
　　　②画像；自宅の構造・周辺の環境
　　　③訪問看護師と療養者・家族とのコミュニケーション場面

　追加情報をもとに看護計画の追加・修正を行う。

演習準備
　　訪問計画を立てる
　　　①訪問先への経路、所要時間を調べる
　　　②必要物品の準備
　　　③出発から訪問終了までのタイムスケジュール
　　　④訪問時間30分内の時間配分

演習

５）指導者とともに訪問（実践①）
　
　　　　（VS.　フィジカルアセスメント・全身清拭）
　演習後の評価、計画の追加修正を行い提出

演習
24
50
52

　　指導者とともに訪問（実践②）
　　3.4回目の実践評価をもとに再実践

評価に基づく次回訪問計画の立案　　（レポート➁）
提出期日：　　　月　　　　日　（　　）

評価基準 60点以上で合格　60点未満の場合再試験

テキスト
地域・在宅看護論Ⅰ（医学書院）
地域・在宅看護論Ⅱ（医学書院）
家族看護学（医学書院）

演習
24
50
52

終講試験

評価方法

１．終講試験（６０点満点）
２．レポート①➁（２０点満点）
３．演習参加点（２０点満点）
１～３の成績の合計（100点満点）で評価する。



1 15

回数 時間 技術項目

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 1

テキスト
地域・在宅看護論Ⅰ（医学書院）
地域・在宅看護論Ⅱ（医学書院）
家族看護学（医学書院）

50
35
32
33

終講試験

評価方法

１．終講試験（６０点満点）
２．レポート①➁（２０点満点）
３．演習参加点（２０点満点）
１～３の成績の合計（100点満点）で評価する。

評価基準 60点以上で合格　60点未満の場合再試験

1．人工呼吸器を装着しているALSの療養者に対する在宅看護
　１）事例提示「人工呼吸管理をうけながら残存機能を活かした生活を送
　　る療養者」
　医療保険
　　・難病と診断されてからの手続き、利用できる社会資源含む
　　　（指定難病医療費助成費手続き、障害者総合支援法など）
    ・多職種連携（医師・ケアマネージャー・メディカルソーシャルワーカー
　　　　　　　　　　　　ホームヘルパー・リハビリテーション技師・栄養士・薬剤師
　　　　　　　　　　　　医療機器業者など）
　　情報　①記録物：フェイスシート、訪問指示書、訪問看護記録など
　
　２）事例展開：　データベース・全体像・全体像のアセスメント・フォーカス
　　　　　　　　　　　アセス メント、看護計画　　（レポート①）

提出期日：　　　月　　　　日　（　　）

講義

専任教員（在宅
看護論領域臨床

経験有）

　３）指導者とともに初回訪問に同行し、追加情報を得る場面を提示。
　　訪問時の状況から追加情報を得る。
追加情報
　　　②画像；自宅の構造・周辺の環境
　　　③訪問看護師と療養者・家族とのコミュニケーション場面
　　　追加情報をもとに看護計画の追加・修正を行う。

　４）演習準備
　　訪問計画を立てる
　　　①訪問先への経路、所要時間を調べる
　　　②必要物品の準備
　　　③出発から訪問終了までのタイムスケジュール
　　　④訪問時間30分内の時間配分

演習

５）指導者とともに訪問（実践①）
　
　　（VS.・褥瘡処置・吸引）
　演習後の評価、計画の追加修正を行い提出

演習
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　　指導者とともに訪問（実践②）
　　3.4回目の実践評価をもとに再実践
評価に基づく次回訪問計画の立案　　（レポート➁）

提出期日：　　　月　　　　日　（　　）

演習

担当講師
(実務経験)

専任教員
（在宅看護論領域臨床経験有）

科目目標
多職種との連携を学び、医療管理を必要とする療養者と家族に対して、生活を支援するため
の基本的な看護技術を身につける。

授業内容 授業方法 担当講師

授業科目
地域・在宅援助Ⅳ

（看護過程展開技術：多職種連携の実際）
学年・時期 ２学年・後期

分野 専門分野 地域・在宅看護論 単位数 時間数


