
講 義 要 項 

 

科目名 看護管理と研究 １単位 １４回 開講期 ３年次４月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 看護師 

【目標】 

１ 看護管理の基礎的知識を理解できる。 

２ 看護研究の意義と方法を理解できる。 

３ 実践した看護をケーススタディにまとめ、看護に対する自己の考え方を深めることができる。 

 

【講義内容】 

 

Ⅰ 看護管理     ＜６ｈ＞ 
               

１ 看護管理（マネジメント）の概念 

1) 看護マネジメントの定義 

2) 組織・経営・職務 

 

２ 医療・看護の質保証 

1) 病院機能評価 

2) 医療看護の標準化とクリニカルパス 

3) 診療報酬制度 

 

３ 保健医療の機能分化と連携 

1) 看護の専門性と多職種連携 

2) 継続看護、入院・退院調整 

3) 地域包括ケアシステム 

 

４ 情報のマネジメント 

1) 情報の公開、情報の保護と管理 

2) 診療記録の電子化と医療情報システム 

 

５ 医療安全のマネジメント 

1) 安全管理体制整備と医療安全文化の醸成 

2) 医療事故レポートの分析と活用 

 

６ 人材育成・活用 

1) 継続教育、キャリア開発 

2) 認定看護師・専門看護師の資格と活動 

 

７ 看護政策立案過程と看護行政の役割 

 

 

Ⅱ 看護研究の基礎   ＜８ｈ＞ 

 

１ 研究とは   

1) 研究の意義 

2) 研究の必要性 

3) 研究の種類 

 

２ 看護における研究 

1) 看護における研究の意義 

2) 看護研究のプロセス 

(1)研究テーマの検討と決定 

(2)文献検索 

（文献検索の意義・方法、文献カードの作成） 

(3)研究計画書の作成 

(4)データの集計・分析 

(5)結果の解釈・考察 

(6)論文の作成 

 

３ 論文のまとめ方 

1) 論文の読み方 

2) 論文の書き方 

3) 論文作成上の留意点 

4) 抄録の意義と書き方 

 

４ 発表の方法 

1) 発表時の留意点 

2) 補助資料の作成 

3) 発表原稿の作成 

 

５ ケーススタディの実際 

1) 計画書の作成とテーマの決定 

2) 文献検索の意義と方法 

3) ケーススタディの作成・抄録の作成 

4) 発表会の運営 

 

６ 発表会  ＜２ｈ＞ 

 

 

 

 

 

テキスト 

・ 看護管理（医学書院） 

・ わかりやすいケーススタディの進め方（照林社） 

評価方法 

・筆記試験 

・ケーススタディ作成・発表 

演習 ＜１２ｈ＞ 

    ケーススタディ作成 



講 義 要 項 

 

科目名 災害看護 １単位 ７回 開講期 ３年次９月 

実務経験のある教員による授業 看護師 医師 

【目標】 

１ 災害医療・災害看護に関する基礎的知識・技術を習得できる。 

２ 災害時の応急処置の方法を理解できる。 

３ 国際社会での諸外国との協力について考えることができる。 

 

【講義内容】 

 

１ 災害看護の基礎       ＜８ｈ＞ 

 1) 災害の歴史と災害看護 

 2) 災害医療対策 

  (1) 災害に対する法律や制度 

  (2) 関係機関の支援体制 

  (3) 災害医療拠点病院の役割 

  (4) 災害時要援護者 

 3) 災害の種類と特徴 

   (1) 災害の種類 

  (2) 災害の特徴 

   (3) 災害サイクル 

 4) 災害医療の基本 （ＣＳＣＡＴＴＴ） 

  5) 災害看護の定義と特徴 

 6) 災害時の国際協力 

  (1) 国際看護とは 

  (2) 異文化と看護 

  (3) 国際救援の基本理念 

  (4) 国際救援活動 

 

２ 災害サイクルに応じた看護活動 

 1) 災害各期の看護 

  (1) 発災期・対応期 

   ① 超急性期 ② 急性期 ③ 亜急性期 

  (2) 復旧・復興期（慢性期） 

  (3) 静穏期（前兆期含む） 

 2) こころのケア 

  (1) 被災者・救援者の心理 

   ① 心理プロセス 

   ② こころのトリアージ 

  (2) 救援者のこころのケア 

  (3) 災害サイクルに応じたこころのケア 

 

 

 

 
 

 

１ 校内実習   ＜４ｈ＞ 

   トリアージ 

   日常用品の活用（搬送・関節固定） 

  

1年次上級救命講習では 

ＣＰＲ、ＡＥＤ、三角巾の使い方 

   

２ 災害訓練参加 ＜２ｈ＞ 

  

 

テキスト 

・災害看護学・国際看護学（医学書院） 

 

評価方法 

・筆記試験 



講 義 要 項 

 

科目名 診療補助技術における安全 １単位 １４回 開講期 ３年次４月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 医師 

【目標】 

１ 医療システムの中の危険要因を知り、安全な診療補助技術を提供するための知識・技術を習得できる。 

２ 実践に即した技術演習を通して、専門職としての責任感を身につけられる。 

【講義内容】 

＜１４ｈ＞ 

１ 医療事故と看護業務 

1）人間の特性 

2）医療事故の構造と発生要因 

(1)療養上の世話業務の事故 

(2)診療の補助業務の事故 

3）看護における事故防止の考え方 

 

２ 安全で確実な点滴静脈内注射 

 １）点滴静脈内注射実施中のトラブルと対処 

 ２）点滴静脈内注射の事故防止 

 ３）輸液ポンプ・シリンジポンプの正しい取り扱い 

  (1)輸液ポンプ・シリンジポンプの使用目的 

   (2)輸液ポンプ・シリンジポンプへの接続と設定 

(3)輸液ポンプ・シリンジポンプのアラームの対応 

 

３ ハイリスク状況下での安全な点滴静脈内注射の準備 

 １）ハイリスク状況とは 

 (1)事故を誘発させる因子 

 ２）ハイリスク状況時の対処 

 

４ 安全なチューブ類の管理 

１）チューブ類の管理における看護の役割 

２）チューブ挿入中の主なトラブルと対処 

３）チューブ類の事故防止 

 

５ 安全な輸血 

 １）輸血の目的、方法 

２）輸血業務プロセスと事故防止 

 

６ 安全な採血の実際 

１）採血時に起こりやすいトラブルと発生要因 

２）採血の穿刺部位 

３）採血の方法 

 

 

 

  

テキスト 

・看護実践マネジメント 医療安全 

（メヂカルフレンド社） 

・看護の統合と実践② 医療安全 （医学書院） 

・医療安全ワークブック 医学書院 

評価方法 

・筆記試験 

・技術試験 

 

校内実習          ＜１４ｈ＞ 

 ①輸液ポンプ、シリンジポンプの取扱いと管理 

 ②チューブ類管理と事故防止 

 ③安全で確実な点滴・側管注の準備と実施 

 ④ハイリスク状況下での点滴準備 

 ⑤静脈血採血 



講 義 要 項 

 

科目名 臨床看護の実践 １単位 ７回 開講期 ３年次７月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【目標】 

１ 複数患者の疾患を理解して優先順位を考えた援助計画が立案できる。 

２ 看護実践中に起こった突然的事象に対して、対処方法を判断できる。 

３ チームメンバーと連携しながら、状況に応じた看護の実践を試みることができる。 

４ 複数患者への看護実践、突然的事象への対処を評価し考察できる。 

 

【講義内容】 

＜６ｈ＞ 

１ 複数患者を受け持つための情報収集・管理 

 1）患者を受け持つために必要な情報 

 2）受け持ち患者データの情報源 

 

２ 1日のスケジュールの立て方と業務時間の 管理 

 1）当日のスケジュールの管理のための工夫 

 2）優先順位を決定するための情報整理の工夫  

 3）業務時間の管理 

 

３ 多重課題への対処 

 1）多重課題とは何か 

 2）多重課題遂行時の危険性について 

 

４ 多重課題発生時の対処の原則 

 1）日常生活の中での多重課題 

 2）看護の現場における多重課題 

 3）多重課題への対処の原則 

 

５ 複数患者の看護実践と状況への対応 

 1）二人の患者への援助の実施 

(1) 安全・安楽の確保 

(2) 自立度に合わせた援助の実施 

  (3) 援助の優先順位の決定と効率性 

 

2）自己の実践能力に応じた対処方法決定 

 

3）チームメンバーへの報告と連携 

 

4）割り込み状況への対処 

(1) 予期しない患者の反応 

(2) 突発的な事態 

(3) 時間の切迫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

・看護実践マネジメント 医療安全 

（メデカルフレンド社） 

・看護の統合と実践② 医療安全 （医学書院） 

・医療安全ワークブック 医学書院 

評価方法 

・筆記試験 

 

校内実習            ＜８ｈ＞ 

複数患者受け持ち時の看護実践 

①優先順位の判断 

②突発的事態への対応 

③チーム連携（メンバーやチームリーダーへの 

報告・連絡・相談） 


