
統合分野 看 2-25 

実施回 授業計画 予習・復習・キーワード 担当 

1（ / ） 在宅看護過程の展開(1) 

①在宅看護過程の特徴を説明できる。 

[予習]教科書A：P110-129を読ん

でおくこと 

[復習]在宅看護過程の流れを整理する

こと 

[キーワード] 

自立・自律支援、セルフケア、家族支

援、連携 

講義 

○石川 

2（ / ） 在宅看護過程の展開(2) 

情報収集とアセスメントの視点を説明できる。 

[予習]教科書A：P113図Ⅴ-1を参考

に配布プリント事例の情報を記載し

ておくこと 

[復習]配布プリント事例の情報を整理

すること 

[キーワード] 

脳梗塞後遺症、反張膝、フィジカルア

セスメント、家族支援、生活者 

講義 

○石川 

3（ / ） ヘルスアセスメント 

①在宅療養者のヘルスアセスメントの方法を説明できる。 

②在宅看護のヘルスアセスメントの考え方を説明できる。 

③他職種との連携におけるヘルスアセスメントを説明でき

る。 

[予習]教科書A：P113-117を読ん

でおくこと 

[復習]ヘルスアセスメントの考え方に

ついて整理すること 

[キーワード] 

ヘルスアセスメント、フィジカルアセ

スメント、フィジカルイグザミネーシ

ョン、インフォームドコンセント 

講義 

○石川 

4（ / ） 訪問看護の実際 

①訪問時の具体的なマナーを説明できる。 

②限られた訪問時間でのコミュニケーションのポイントを

説明できる。 

③サービスの説明と同意について説明できる。 

[予習]教科書A：P136-141を読ん

でおくこと 

[復習]インターネットや図書館で、他

者の家を訪問する際の基本的なマナ

ーについて調べまとめること 

[キーワード] 

訪問マナー、コミュニケーション、契

約、医療サービス、もてなす 

講義 

○石川 

5（ / ） 在宅生活援助技術(1)食 

①在宅療養における「食」のアセスメントの視点と看護介

入の方法を説明できる。 

②食事のための自助具の種類と適用を説明できる。 

 

 

 

[予習]教科書A：P292-300・

301-310を読んでおくこと 

[復習]教科書P300学習課題1・2・

3およびP310学習課題1・2・3を

整理すること 

[キーワード] 

食事摂取能力、嚥下障害時の援助、食 

講義 

○石川 



事選択援助 

6（ / ） 在宅生活援助技術(2)清潔 

①在宅療養における「清潔」のアセスメントの視点と看護

介入の方法を説明できる。 

在宅生活援助技術(3)移動 

①在宅療養における「移動」のアセスメントの視点と看護

介入の方法を説明できる。 

在宅での転倒の危険因子と予防策を説明できる。 

[予習]教科書A：P311-323・

324-330を読んでおくこと 

[復習]教科書P316学習課題3および

P330学習課題1,2をまとめること 

[キーワード] 

清潔方法選択、ADL、IADL、移動補

助用具 

講義 

○石川 

7（ / ） 在宅生活援助技術(4)排泄 

①在宅療養における「排泄」のアセスメントの視点と看護 

介入の方法を説明できる。 

排泄補助用具の種類と選択方法を説明できる。 

在宅医療管理技術(1)膀胱留置カテーテル法 

①膀胱留置カテーテル挿入中の日常生活上の管理方法と合

併症予防を説明できる。 

[予習]教科書A：267-272を読んで

おくこと 

[復習]教科書P272の学習課題1・

2・3をまとめておく 

[キーワード] 

排泄障害、排泄補助用具、 

膀胱留置カテーテル法、セルフケア 

講義 

○石川 

8（ / ） 在宅看護過程の展開(3)グループワーク 

看護目標と看護計画立案の視点を説明できる。 

[予習] 教科書A：P122-129を参考

に配布プリント事例の看護目標と看

護計画立案を記載しておくこと 

[復習]配布プリント事例の看護目標と

看護計画立案を整理すること 

[キーワード] 

脳梗塞後遺症、反張膝、QOL、家族支

援、対人援助技術、社会資源 

演習 

○石川 

  

9（ / ） 在宅看護過程の展開(４)グループワーク 

看護目標と看護計画立案の視点を説明できる。 

[予習] 教科書A：P122-129を参考

に配布プリント事例の看護目標と看

護計画立案を記載しておくこと 

[復習]配布プリント事例の看護目標と

看護計画立案を整理すること 

[キーワード] 

脳梗塞後遺症、反張膝、QOL、家族支

援、対人援助技術、社会資源 

演習 

○石川 

  

10（ / ） 演習オリエンテーション・グループワーク 

①在宅看護過程ロールプレイ 

 

[予習]①に関連した配布資料について

考えを整理し、記録用紙に記載して

おくこと 

[復習]自分たちのグループの発表内容

をイメージさせておくこと 

演習 

○石川 

  

11（ / ） 在宅医療管理技術(2)在宅酸素療法(HOT) 

①HOTの対象疾患と保健適応基準が言える。 

②HOT機器の種類と管理方法を説明できる。 

 

[予習]教科書A：P225-232を読ん

でおくこと 

[復習]教科書P233学習課題をまとめ

ること 

講義 

○石川 



[キーワード] 

HOT 適応基準、HOT 機器、合併症予

防、安全管理 

12（ / ） 在宅医療管理技術(3)人工呼吸(HMV) 

①HMVの種類と目的、対象が言える。 

②HMVの管理方法と合併症予防を説明できる。 

[予習]教科書A：P241-248を読ん

でおくこと 

[復習]教科書P249学習課題1,2をま

とめること 

[キーワード] 

HMV の原理・構造、気道浄化ケア、

合併症予防、安全管理 

講義 

○石川 

13（ / ） 在宅感染管理 

①在宅でのよく見られる感染症と対処方法が説明できる。 

[予習]教科書A：P337-346を読ん

でおくこと 

[復習]教科書P346学習課題1,2をま

とめること 

[キーワード] 

感染予防、スタンダードプリコーショ

ン、訪問看護事業所 

講義 

○石川 

14（ / ） 在宅医療管理技術(4)経管栄養 

①カテーテルの種類と特徴を説明できる。 

②管理方法とトラブルの予防法及び対処法について家族へ

の指導教育内容を説明できる。 

[予習]教科書A：258-266を読んで

おくこと 

[復習]教科書P266学習課題をまとめ

ておく 

[キーワード] 

経管栄養、胃瘻カテーテル、経腸栄養

剤 

講義 

○石川 

15（ / ） 在宅医療管理技術(5)輸液療法 

①在宅輸液療法の目的と条件を説明できる。 

②安全管理と手技について療養者・家族への指導教育内容

を説明できる。 

[予習]教科書A：P234-240を読ん

でおくこと 

[復習]教科書P240学習課題1,2をま

とめること 

[キーワード] 

栄養剤注入法、栄養評価、在宅中心静

脈栄養法 

講義 

○石川 

16（ / ） 在宅医療管理技術(6)褥瘡管理 

①在宅療養における褥瘡のヘルスアセスメントと管理の方

法を説明できる。 

②福祉用具の種類と適用を説明できる。 

[予習]教科書A：P284-290を読ん

でおくこと 

[復習]教科書P290学習課題をまとめ

ておく 

[キーワード] 

褥瘡ＤＥＳＩＧＮ分類、福祉用具 

講義 

○石川 

17（ / ） 在宅医療管理技術(7)服薬管理 

①在宅療養者の服薬管理上のリスクを説明できる。 

②在宅療養における「服薬」のアセスメントの視点と看護介

[予習]教科書A：P218-224を読ん

でおくこと 

[復習]教科書P224学習課題をまとめ

講義 

○石川 

 



入の方法を説明できる。 ておく 

[キーワード] 

薬剤の相互作用、服薬行動、訪問薬剤

管理、居宅療養管理指導 

 

18（ / ） 在宅看護過程の展開(5)グループワーク 

①実施記録、評価と計画修正の視点を説明できる。 

[予習]教科書A：P122-129を参考

に配布プリント事例の看護計画を記

載しておくこと 

[復習]配布プリント事例の関連図・看

護問題の優先順位・看護計画を整理

すること 

[キーワード] 

脳梗塞後遺症、反張膝、QOL、家族支

援、対人援助技術、社会資源、継続支

援、情報共有 

演習 

○石川 

  

19（ / ） 在宅看護過程の展開(6)グループワーク 

①実施記録、評価と計画修正の視点を説明できる。 

②ロールプレイの準備が出来る 

[予習]教科書A：P122-129を参考

に配布プリント事例の看護計画を記

載しておくこと 

[復習]配布プリント事例の関連図・看

護問題の湯煎順位・看護計画を整理

すること 

[キーワード] 

脳梗塞後遺症、反張膝、QOL、家族支

援、対人援助技術、社会資源、継続支

援、情報共有 

演習 

○石川 

  

20（ / ） 

21（ / ） 

≪演習≫事例をロールプレイで発表する。 

①訪問マナーを心得た行動がとれる。 

②事例の療養者と家族への在宅看護が実施できる。 

≪課題レポート≫（在宅看護事例展開） 

[予習]演習実施計画書を記載しておく

こと。紙上事例看護展開に必要な資

料を集めておくこと 

[復習]演習後は振り返りを行い、振り

返り用紙に記載すること 

[キーワード] 

脳梗塞後遺症、反張膝、コーディネイ

ト、マネジメント、家族支援、社会資

源、チームケア 

演習 

○石川 

  

22（ / ） まとめ 

①在宅看護過程がイメージできる。 

②在宅看護論実習に向けた自己の課題を持つことができ

る。 

[予習]演習および看護過程展開におけ

る不明点、疑問点をノートに記載し

ておくこと 

[復習]在宅看護論実習に向けた自己の

課題を整理すること 

[キーワード] 

在宅看護活動、ケアマネジメント 

講義  

○石川 

  



 


