
統合分野 看 2-24 

実施回 授業計画 予習・復習・キーワード 担当 

1（ / ） 在宅看護の位置づけ・役割 

①在宅看護について自分なりのｲﾒｰｼﾞを持てる。 

②現代社会が持つ看護ニーズを説明できる。 

③在宅看護が担う役割を説明できる。 

 

 

[予習]教科書 A：P2-4・12-19 を読 

んでおくこと 

[復習]在宅看護の必要性についてまと 

めること 

[キーワード] 

在宅医療、在宅看護、地域看護、継続看

護 

講義 

○石川 

2（ / ） 在宅看護の歴史と発展 

①日本における在宅看護の歴史を説明できる。 

②衛生行政の歴史と在宅看護の関連を説明できる。 

 

 

 

[予習]教科書 A：P5-9 を読んでおく 

こと 

[復習]教科書 P9 学習課題 1,2 をま

とめること 

[キーワード] 

訪問看護の変遷、諸制度 

講義 

○石川 

3（ / ） 在宅看護の特性と対象者の生活 

①施設看護と在宅看護の違いを説明できる。 

②対象者と家族の「生活」の重要性を説明できる。 

[予習]教科書 A：P2-4・12-19 を読 

んでおくこと 

[復習]教科書 P4 学習課題 1,2,3 を

まとめること 

[キーワード] 

在宅療養生活、在宅看護提供方法、セル

フケア、家族介護 

講義 

○石川 

4（ / ） 在宅看護の法的基盤とシステム 

①介護保険制度について説明できる。 

②在宅看護における介護保険制度と医療保険制度の違いを 

説明できる。 

 

[予習]教科書 A：P34-68 を読んでお 

くこと 

[復習]介護保険制度についてまとめる 

こと 

[キーワード] 

介護保険制度、医療保険制度、訪問看護

サービス 

講義 

○石川 

5（ / ） 訪問看護ステーションの活動 

①訪問看護ステーションの経営管理の概要を説明できる。 

②訪問看護師の具体的な援助項目を挙げられる。 

③訪問看護の対象者の特性を説明できる。 

[予習]教科書 A：P69-72 を読んでお 

くこと 

自宅周辺の訪問看護ステーションを調

べてみる。 

[キーワード] 

訪問看護ステーション 

訪問看護師 

講義 

○石川 

6（ / ） 退院支援・退院調整 

①退院支援、退院調整のプロセスを説明できる。 

②退院における継続看護の必要性を説明できる。 

③退院支援、退院調整における多職種の連携の方法を説 

[予習]教科書 A：P74-97 を読んで 

おくこと 

P79 の学習課題をまとめておくこと 

[キーワード] 

講義 

○石川 



明できる。 退院支援、退院調整、 継続看護 

7（ / ） 在宅におけるチームケア 

①在宅ケアに関わるチームメンバーを説明できる。 

②在宅ケアチームにおける看護師の役割を説明できる。 

③ケアマネジメントの定義とプロセスを説明できる。 

[予習]教科書 A：P80-101 を読んで 

おくこと 

[復習]教科書 P84 学習課題 1,2,3 

をまとめること 

[キーワード] 

在宅ケアチーム、チーム医療 

講義 

○石川 

8（ / ） 対象者の権利保障と災害対策 

①在宅看護に必要な倫理的配慮と関連する法律を説明で 

きる。 

②在宅療養者に必要な災害対策を説明できる。 

 

[予習]教科書 A：P102-107・130- 

134・364-373 を読んでおくこと 

[復習]教科書 P107 学習課題 1,2 を 

まとめること 

[キーワード] 

患者の権利、自己決定権、インフォーム

ド・コンセント、情報管理 

講義 

○石川 

9（ / ） 対象者の理解（１）長期臥床療養者 

①長期臥床者と家族に必要な看護を説明できる。 

対象者の理解（２）認知症療養者 

①認知症療養者と家族に必要な看護を説明できる。 

[予習]教科書 A：110-112P を読ん 

でおくこと 

[復習]教科書 P112 の学習課題をま 

とめておく テレビや映画(ニュースで

もよい)を見て認知症について感じたこ

とをまとめておく 

[キーワード] 

長期臥床療養者、認知症 療養者 

講義 

○石川 

10（ / ） 対象者の理解（3）難病の療養者 

①神経難病療養者と家族に必要な看護を説明できる。 

 

[予習]教科書 A：P166-177 を読ん 

でおくこと 

[復習]教科書 P177 学習課題 1,2,3 

をまとめること 

[キーワード] 

難病療養者と家族、セルフケアマネジ 

メント力、特定疾患治療研究事業、指定

難病医療費 

講義 

○石川 

11（ / ） 対象者の理解（4）ターミナル期の療養者 

①在宅におけるターミナル期の療養者と家族に必要な看 

護を説明できる。 

 

 

[予習]教科書 A：P24-31・157- 

165・208-216 を読んでおくこと 

[復習]教科書 P165 学習課題 1,2,3 

をまとめること 

[キーワード] 

終末期緩和ケア、看取りの看護、グリー

フケア、死の受容、エンド・オブ・ライ

フケア 

講義 

○石川 

12（ / ） 対象者の理解（５）精神障がいのある療養者 

①精神障がいのある療養者と家族に必要な看護を説明で 

[予習]教科書 A：P198-207 を読ん 

でおく 

講義 

○石川 



 

きる。 [復習]教科書 P207 の学習課題をま

とめておく 

[キーワード] 

精神障がい 

13（ / ） 対象者の理解（6）在宅療養小児 

①在宅療養小児と家族に必要な看護が説明できる。 

小テストの実施 

 

[予習]教科書 A：P186-197 を読ん 

でおく 

[復習]教科書 P197 の学習課題 1,2 

をまとめること 

[キーワード] 

障害を持つ小児、重症心身障がい児 

講義 

○石川 

14（ / ） 地域包括ケアシステム 

①地域包括支援センターの役割を説明できる。 

②地域包括ケアシステムの構築を説明できる。 

③生活支援・介護予防について説明できる。 

 

保健所・市町村保健センターの活動 

①保健所・市町村センター事業の法的根拠を説明できる。 

②保健師活動と訪問看護の連携を説明できる。 

[予習]教科書 A：P38-41・98-101 

を読んでおく 

自宅周辺の保健所および市町村センタ

ーについて調べておく 

教科書 B：参考にする 

広報から保健所・市町村センターの活 

動を知る 

[キーワード] 

保健所・市町村センター、保健師 、

2025 年問題、団塊の世代、後期高齢 

者 

講義 

○石川 

15（ / ） まとめ 

①在宅看護に対する自己の考えを述べることができる。 

②在宅ケアシステムについて説明できる。 

[予習]1 回から 14 回までの授業資料 

とノートを整理しておくこと 

[復習] 在宅看護の役割と法制度につ 

いてまとめること 

[キーワード] 

在宅看護の特徴、地域包括ケアシステ 

ム、2025 年問題 

 

講義 

○石川 


