
講 義 要 項 

科目名 在宅看護概論 １単位 ７回 開講期 １年次１２月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 看護師 

 

【目標】 

 在宅看護の特徴を踏まえ、在宅看護の対象と看護師の役割が理解できる。 

 

【講義内容】           ＜14ｈ＞ 

１ 在宅看護の対象と基盤となる概念 

１）在宅看護の対象と背景 

(1)人口構成の変化 

(2)国民の価値観 

(3)疾病がある者と家族 

(4)障害がある者と家族 

(5)疾病や障害がある者の社会参加 

２）在宅療養を支援する仕組み 

(1) 在宅医療・介護に関する仕組み 

(2) 地域包括ケアシステム 

(3)ケースマネジメント・ケアマネジメント 

３）在宅看護における権利の保障 

(1)権利擁護（アドボカシー・成年後見制度） 

(2)虐待の防止 

(3)個人情報の保護と管理 

(4)サービス提供者の権利の保障 

４）在宅療養者の自立・自律支援 

５）在宅における病状・病態の経過との予測と予防 

６）生活の場に応じた看護の特徴と役割 

 外来看護、訪問看護、入所・通所施設での看護 

７）在宅療養者の家族への看護 

(1)家族の介護力のアセスメントと調整 

(2) 家族関係の調整 

(3)ケア方法の指導 

(4)家族の健康、レスパイトケア 

 

２ 療養の場の移行に伴う看護 

１） 医療機関との入退院時の連携 

(1) 地域連携クリティカルパス 

(2)外来との連携、病棟との連携 

(3)退院支援部門との連携 

(4)診療所との連携 

２）施設との入退所時の連携 

(1)介護保険施設等の公的施設との連携 

(2)サービス付き高齢者向け住宅等の民間施設と

の連携 

 

 

 

３ 地域包括ケアシステムにおける多職種連携 

１）行政との連携 

２）地域包括支援センターとの連携 

３）居宅介護支援事業所との連携 

４）介護サービス事業所との連携 

５）住民との連携 

 

４ 訪問看護の概要         

１） 訪問看護制度の理解 

２）訪問看護制度の法的枠組み 

(1)介護保険法 

(2)健康保険法 

(3)障害者総合支援法 

(4))在宅診療報酬、訪問看護師と医療行為 

３）訪問看護サービスの仕組みと提供 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト 

・在宅看護論 （医学書院） 

 

評価方法 

・筆記試験 

 

 

 



 

講 義 要 項 

科目名 在宅療養者の健康状態に応じた看護 １単位 １４回 開講期 ２年次６月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 看護師 

【目標】 

  在宅で療養する対象の状態・状況に応じた看護と社会資源活用の基本が理解できる 

【講義内容】              ＜２８ｈ＞ 

１在宅看護における安全と健康危機管理 

１）日常生活における安全管理 

・熱傷・凍傷の防止、熱中症、閉じこもり予防、独居高

齢者の防災等 

２）災害時における在宅療養者と家族の健康危機管理 

 (1)在宅療養者・家族への防災対策の指導 

 (2)医療機関との連携による医療上の健康危機管理 

 (3)福祉機関との連携による生活上の健康危機管理 

 (4)行政（市町村・消防署・警察等）との連携 

３）感染防止対策 

 (1)標準予防策、在宅ケアでの対応 

４） 薬物療法 

(1)服薬状況の把握と管理 

(2)医師および薬剤師との連携 

(3)居宅等における麻薬の取り扱い 

５）化学療法、放射線療法 

 (1)外来通院中の在宅療養者に対する援助 

 

２ 日常生活活動の低下予防および疾病の再発予防が必

要な療養者の看護 

１）日常生活のアセスメントと環境調整 

２）療養者・家族のセルフマネージメント力を維持・ 

向上のための支援 

３）異常の早期発見と対応 

４）社会資源の活用・調整 

 

３ 急性期にある療養者の看護 

１）緊急性と重症度のアセスメント 

２）状態に合わせた対応・調整 

３）急性症状への対応 

４）感染症(肺炎等)への対応 

 

４ 回復期(リハビリテーション期)にある療養者の看護 

1）在宅リハビリテーション 

   ・他動的関節可動域訓練・自動運動 

  ・生活に組み入れた訓練・趣味を生かした訓練など 

 2) 状態に合わせた対応・看護 

3）生活機能・日常生活動作のアセスメント 

4）合併症の予防と対応 

5）居住環境のアセスメントと対応・調整 

6）社会資源の活用・調整 

（1）ケアプランの作成(脳梗塞) 

５ 慢性期にある療養者の看護 

1） 認知症の在宅療養者への看護 

 (1) 家族・介護者への支援 

(2)社会資源の活用・調整 

①グループホーム 

②成年後見制度 

③認知症家族の会 

2）難病がある在宅療養者への看護 

(1) 疾病の特徴と療養の経過 

(2)急性憎悪の早期発見と対応 

(3) 難病対策要綱と障害者総合支援法 
(4) 家族・介護者への支援 

①医療処置技術方法習得の支援 

②医療処置に関連する緊急・トラブル時の対処 法                                    

(5)社会資源の活用 

①レスパイトケア 

 

６ 終末期にある療養者の看護 

1) 疾病の特徴と療養の経過 

2) 症状マネジメントと終末緩和ケアの実際 

(1)副作用やトラブル 

(2)疼痛緩和の代替療法 

3) 自己決定のへの支援 

4) 家族・介護者への支援 

(1)死の3大徴候の説明 

(2)死亡診断時の対応 

(3) ご遺体のケア 

5) 看取りの看護 

(1) 24時間のケア体制 

(2)緊急時の連絡体制 

(3)医師への連絡方法と時期 

6) 家族へのグリーフケア 

(1)遺族へのケア 

(2)家庭訪問 

 

 

テキスト 

・在宅看護論 （医学書院） 

評価方法 

・筆記試験 



講 義 要 項 

科目名 在宅看護技術 1単位 １４回 開講期 ２年次５月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【目標】 

  訪問看護技術の基本技術と在宅における生活支援技術および医療技術が理解できる  

【講義内容】 

 

１ 在宅看護の基本技術      ＜14ｈ＞    

1)コミュニケーション技術      

2)相談・指導技術 

 (1)自立・介護負担の軽減 

3)訪問時のマナー 

(1)相手を尊重する態度 

(2)身だしなみ・ことば使い 

 4)在宅におけるフィジカルアセスメント 

  （１）「なんとなく変」への対応 

                  

２ 在宅における日常生活支援技術と医療管理 

1)環境・活動・移動         

(1)日常生活動作(ＡＤＬ)・手段的日常生活動 

作(ＩＡＤＬ)のアセスメントと維持向上の

ための援助 

(2)移動時の安全確保 

(3) 社会資源の活用と工夫 

(4)移動補助用具の種類と選択方法 

 

2)清潔・衣生活           

(1)清潔のアセスメント 

(2)在宅で実施する清潔援助方法と自立支援 

   (3)清潔ケアと社会資源の活用 

 

3)食事               

(1)食事摂取能力のアセスメント 

   (2)嚥下・消化・吸収能力障害のアセスメント 

(3)嚥下障害時の援助 

(4)栄養補助食品の種類と選択方法 

(5)口腔ケア 

(6)経管栄養法の管理（胃瘻・腸瘻） 

(7) 在宅中心静脈栄養法の管理 

(8)褥瘡管理 

 

 

 

 

4)排泄               

  (1)排泄能力のアセスメント 

(2)排泄補助用具の種類と選択方法 

  (3)尿・便失禁の予防と援助 

  (4)便秘の予防と援助 

  (5)膀胱留置カテーテルの管理 

 

 

5)呼吸・循環              

 (1)呼吸・循環のアセスメント 

(2) 在宅酸素療法（ＨＯＴ）と看護 

(3) 在宅人工呼吸療法と看護 

(4)吸引法（口腔・鼻腔・気管内）と看護 

(5)気管切開部の管理 

  

 

 

校内実習  ＜14ｈ＞ 

１ 訪問マナーとコミュニケーション （２ｈ） 

２ 訪問時の観察技術        （２ｈ） 

３ 在宅における移動        （２ｈ）                             

1）リフトと吊り具の用い方      

  2）移動介助方法  

４ 在宅における清潔援助方法の工夫（２ｈ） 

５ 在宅酸素療法・非侵襲的人工呼吸器療法                

（２ｈ） 

６胃瘻および気管切開部の管理・吸引 

(口腔・鼻腔・気管内) （４ｈ） 

                          

  

                  

 

 

テキスト 

・在宅看護論 （医学書院） 

評価方法 

・筆記試験 

 

 

 

 

 



 

講 義 要 項     

科目名 在宅看護過程 １単位 ７回 開講期 ２年次１０月 

実務経験のある教員による授業 専任教員 

【目標】 

  事例の展開を通して在宅看護の特徴が理解できる。  

 

 

【講義内容】           ＜６ｈ＞ 

 

 １ 在宅療養者、家族の事例展開          

1) 看護過程展開の視点        

(1) 療養者、家族一人ひとりの価値観や人生観の尊重 

(2) 療養者、家族が望む生活の実現 

(3) 療養者、家族の習慣の尊重 

(4) 自己決定とセルフケアへの援助 

(5) 支援体制の確立 

 

2) 情報収集・アセスメントの視点 

(1)療養時期、療養者、家族の身体・精神面の健康、ICFと総合的機能 、強みと弱み、適応の変化 

(2)療養者と家族の在宅療養への思い 

(3)療養者と家族の関係 

(4)住環境と経済状態               

(5)活用している社会資源 

 

3) 目標（課題）の決定 

(1) 療養者、家族を対象とした目標 

(2) 療養者、家族との目標の共有化 

 

4) 看護活動 

(1) 訪問間隔、訪問時間の調整 

(2) 日常生活支援技術 

(3) 療養者と家族への指導・エンパワメントによる援助 

(4) 社会資源の活用への援助 

(5) 緊急時の対応 

(6) 訪問看護計画作成  

  

5) 評価 

（1) 満足度（本人家族への確認）、成果の達成度 

(2) 計画の修正  

 

演習 ＜８ｈ＞ 

事例：神経難病 

 

                                     

 

テキスト 

・在宅看護論（医学書院） 

・ＮＡＮＤＡ看護診断定義と分類（医学書院） 

評価方法 

・筆記試験 

 

 

 


