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在宅看護論実習 

1. 目的 

地域で生活している人々の健康の保持・増進のための活動や、地域で療養している人々とその家族の特徴を理解

し、住み慣れた地域でその人らしい生活が送れるように援助するための基礎的な能力を養う。また、在宅療養を支

える社会資源や他職種の役割と連携が理解できる。 

 

2. 目標 

1) 地域で暮らす人々の生活と健康上の問題、家族関係を理解する。 

2) 地域で暮らす人々を「生活者」と捉え、生活の中での支援の実際を理解する。 

3) 訪問看護に至る過程、問題解決の考え方とその人らしい支援方法を理解する。 

4) 在宅における看護実践の方法を知り、その一部を安全に実践できる。 

5) 社会資源の活用、関係機関との連携、協働について理解を深め、保健医療福祉チームの一員であること

が理解できる。 

6) 地域で生活している対象への看護のあり方を探求し、主体的に学習できる。 

 

【 実習目標と実習施設毎の目標 】 

目標 訪問看護ステーション 地域連携室 地域包括支援センター 

1 

1）在宅で療養している人々の生

活と健康上の問題、家族関係を理

解する。 

 
 
1）地域連携室の役割を理解する。 

 
 
1）地域包括支援センターを利用

する人や目的を知り、援助の必要

性と問題解決の方法を理解する。 

2 

2）在宅で暮らす人々を「生活者」

と捉え、生活のなかでの支援の実

際を理解する。 

3 

3）事例を通して、訪問看護に至

る過程、問題解決の考え方とその

人らしい支援方法を理解する。 

  

4 

4）事例を通して、在宅における

看護実践の方法を知り、その一部

を安全に実践できる。 

  

5 

5）社会資源の活用、関係機関と

の連携、協働について理解を深

め、保健医療福祉チームの一員で

あることが理解できる。 

2）社会資源の活用、関係機関との連

携、協働、広報活動の実際について

理解する。 

2）社会資源の活用、関係機関と

の連携、協働について理解する。 

6 
6）在宅における看護のあり方に

ついて主体的に学習できる。 
3）地域における看護のあり方につい

て主体的に学習できる。 
3）地域における看護のあり方に

ついて主体的に学習できる。 
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3. 実習構成 

実習内容 時間数 実習 

在宅看護論実習 

2 単位（90 時間） 

1.5 時間 学内オリエンテーション 

54 時間 

訪問看護ステーション 

8:30～16:45（7.5 時間×6 日間） 

8:30～13:45（4.5 時間×2 日間） 

15 時間 地域連携室 

8:30～16:45（7.5 時間×2 日間） 

15 時間 地域包括支援センター 

8:30～16:45（7.5 時間×2 日間） 

4.5 時間 学内実習 

 

4. 患者選定条件 

 訪問看護ステーション：在宅看護を受けており、週 1 回以上の訪問がある方 

 

5. 実習目標に関する学習内容 

1) 訪問看護ステーション 

目標 1  在宅で療養している人々の生活と健康上の問題、家族関係を理解する。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 在宅で療養している人々の住

宅及び生活環境について記述

できる。 

1)療養している場（在宅）の特徴 

(1)住宅環境（日当たり、家屋の構 

造、トイレ、浴室、寝具…） 

(2)生活環境（広さ、室温、臭気、生 

活スペース…） 

(3)病院との違い 

・事前学習 

・同行訪問での観察や記録から情報

収集をする。 

・指導者やスタッフ、家族から情報収

集をする。 

・実習記録：在宅看護論実習記録 

様式 1-1、1-2 

2. 在宅で療養している人々とその

家族について記述できる。 

 

3. 在宅で療養している人々の健

康状態が家族に及ぼす影響を

記述できる。 

1)在宅で療養している人の特徴 

(1)対象の健康状態（疾患、病期、 

症状）・発達課題 

(2)対象の身体状況 

（視力、聴力、言語障害、麻痺、 

褥瘡、拘縮…） 

(3)ADL、IADL 

(4)精神状態、問題行動 

(5)ニード 

2)家族の特徴 

(1)介護者、家族構成 

(2)家族の健康状態、介護に対する 

思い 

(3)介護状況（生活時間、 

介護知識、協力体制、疲労度） 

(4)経済状況 

・事前学習 

・療養者・家族とコミュニケーションを

図る。 

・受け持ち療養者情報の情報収集を

する。（基本情報、ケアプラン、訪問看

護指示書、訪問看護計画、経過記録

等） 

・同行訪問での観察から情報収集を

する。 

・指導者やスタッフ、家族から情報を

収集する。 

・訪問中に療養者・家族から意向や

考えを聞く。または、指導者やスタッフ

に療養者・家族の考えを確認する。 

・実習記録：様式 2、3 

・看護援助の見学、一部を実施する。 
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目標 2  在宅で暮らす人々を「生活者」と捉え、生活のなかでの支援の実際を理解する。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 訪問看護ステーションの役割、

運営管理について記述できる。 

1.訪問看護制度と法的枠組み 

1）介護保険 

2）医療保険 

2.関連法規 

1）母子保健法 

2）地域保健法 

3）精神保健法 

4）難病対策事業法 

5）障害者総合支援法 

3.訪問看護サービスの仕組み 

1）訪問看護ステーションの開設基

準 

2）訪問サービス開始までの流れ 

（1）居宅介護サービス計画（ケア

プラン） 

（2）訪問看護指示書 

4.訪問看護ステーションの実際 

１）所在地域の特徴（高齢化率、産

業、生活者の経済レベル） 

2）訪問看護ステーションの概要（設

置主体、理念、職員構成、併設

事業、連携施設） 

3）訪問看護ステーションの機能と業

務の流れ 

4）疾患や障害の種類と程度及び訪

問内容 

5.安全管理 

 1）家屋環境の整備 

 2）転倒転落の予防 

 3）誤嚥・窒息の予防 

 4）熱中症の予防 

 5）防災対策 

6）感染防止 

 7）虐待防止 

7.他職種との連携 

8.レスパイトケア 

・事前学習 

・手順書 

・各訪問看護ステーションのオリエン

テーション（初日） 

・看護援助の見学、一部を実施す

る。 

・指導者やスタッフに確認する。 

・実習記録：在宅看護論実習記録

様式 6-1、6-2、6-3 

・レポート 

 「住み慣れた地域でその人らしい

生活を続けるための看護のあり方」 

2. 在宅療養生活を支える支援の

方法（工夫）を記述できる。 

(1)在宅で療養している人々とそ 

の家族と看護師の援助関係に 

ついて説明できる。 

1)食事の支援 

(1)食事摂取能力（嚥下、消化、 

吸収の評価） 

(2)食事内容の選択、食事の調達方 

法 

・事前学習 

・各訪問看護ステーションのオリエン

テーション（初日） 

・手順書（追記・修正） 

・看護援助の見学、一部を実施す
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(2)在宅で療養している人々とそ

の家族の状況を様々な視点か

らアセスメントする必要性を 

説明できる。 

(3)共に考え、創意工夫しながら看

護していくことの必要性を説明

できる。 

(3)栄養補助食品の活用 

(4)食事摂取能力低下時の援助 

(5)口腔ケア 

2)排泄の支援 

(1)排泄状況と障害 

(2)排泄補助用具の種類と選択方  

法 

(3)失禁・便秘の予防と援助 

(4)ストーマケア 

3)清潔の支援 

(1)清潔の習慣、価値観 

(2)清潔の援助方法と自立支援 

4)移動の支援 

(1)ADL、IADL の評価 

(2)ADL、IADL の維持・向上の 

ための援助方法 

(3)安全の確保 

(4)移動補助用具の種類と選択方 

法 

5)医療管理（合併症の予防と安全 

管理） 

 (1)薬物療法 

 (2)酸素療法 

 (3)膀胱留置カテーテル 

 (4)胃瘻・経管・経鼻栄養法 

 (5)中心静脈栄養法 

 (6)褥瘡管理 

る。（援助の一部実施については、

事前に手順書、看護計画に記載し、

指導者やスタッフに指導・助言を受

ける） 

・援助の振り返りをする。 

・看護計画の具体的な援助内容を

考える。 

・指導者やスタッフ、家族から情報

収集をする。 

・訪問中に療養者・家族から意向や

考えを聞く。または、指導者やスタッ

フに療養者・家族の考えを確認す

る。 

・訪問看護師が看護援助時に大切

にしていることを確認する。 

・実習記録：様式2、3、4、5、在宅看

護論実習記録様式 6-1、6-2、6-3 

 

目標 3  事例を通して、訪問看護に至る過程、問題解決の考え方とその人らしい支援方法を理解する。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 対象（家族含む）が訪問看護を

利用するまでの経過を知り、訪

問看護の役割、在宅生活を支

える社会資源と支援体制を記

述できる。 

1)対象とその家族の状況 

 (1)目標 1-2.3 参照 

2)対象の置かれている環境 

 (1)目標 1-1 参照 

3)訪問看護に至る過程 

 (1)目標 2-1 参照 

・受け持ち療養者情報の情報収集

をする。（基本情報、発達段階、健

康段階、ケアプラン、訪問看護指示

書、訪問看護計画、経過記録等） 

・実習記録：在宅看護論実習様式

1-1 

 

2. 現在の対象（家族含む）への支

援を理解した上で、支援方法に

対する自分の考えを述べること

が出来る。 

 

 

1)対象への実際の支援方法 

 (1)コミュニケーション 

 (2)目標 2-2 参照 

2)自立に向けた支援方法 

3)生活の質を向上させるための支援

方法 

・看護師の実際の支援を見学する。 

・看護援助の見学、一部を実施す

る。 

・中間カンファレンスで看護の方向

性を発表する。 
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3. 対象に必要であり、対象（家族

含む）の意向に沿った看護を計

画立案できる。 

2)在宅における看護計画の立案 

(1)国際生活機能分類（ICF）の 

視点 

(2)価値観や役割、生活習慣を 

活かした看護 

(3)セルフケア能力を活かした看護 

(4)予測と予防を踏まえた看護 

(5)継続的・長期的視点での看護 

(6)経済性を考えた看護 

(7)創意工夫のある看護 

(8)強みを活かした看護 

(9)意思決定を支える看護 

・実習記録：様式 2、3、4、5、在宅看

護論実習記録様式 6-1、6-2、6-3 

 

 

目標 4  事例を通して、在宅における看護実践の方法を知り、その一部を安全に実践できる。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 対象にあった援助方法を知り、

一部実施できる。 

 

2. 対象（家族含む）の反応から実

施した援助を振り返り、対象にと

ってのよりよい看護を考え、記

述できる。 

 

3. 礼節があり、社会的マナーにの

っとった行動がとれる。 

1)目標 3-4 の計画の一部実施 

(1)コミュニケーション手段の選択 

2)自然な雰囲気作り 

3)経済性と時間配分 

4)対象（家族含む）の意向を尊重し

た関わり 

5)倫理的配慮 

6)基本的訪問マナー 

(1)服装・身だしなみ・態度・ 

言葉遣い 

 (2)感染予防（手洗い、うがい、汚物

の取り扱い、必要時手袋・マス

クの着用） 

7)理論の活用 

・家族発達理論 

・フリードマン家族アセスメントモデ 

 ル 

・カルガリー式家族アセスメント/介 

入モデル 

・家族ストレス対処理論（家族ストレ 

ス・順応・適応の回復モデル） 

 ・家族看護エンパワーメントモデル 

・家族生活力量モデル 

・事前学習 

・療養者・家族とのコミュニケーション 

・同行訪問での療養者の状況に合

わせた訪問看護師の関わり、援助方

法（工夫）を見学する。 

・手順書（追記・修正） 

・看護援助の見学、一部を実施す

る。（援助の一部実施については、

事前に手順書、看護計画に記載し、

指導者やスタッフに指導・助言を受

ける） 

・援助の振り返りをする。 

・看護計画の具体的な援助内容を

考え、一部実施する。 

・実習記録：様式 5、在宅看護論実

習記録様式 6-1、6-2、6-3 
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目標 5   社会資源の活用、関係機関との連携、協働について理解を深め、保健医療福祉チームの中での看護の 

役割を考える。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 在宅で療養している人々とその

家族が利用している社会資源

について記述できる。 

 

2. 利用しているサービスと法律・

制度との関連について説明で

きる。 

 

3. 実現可能な在宅ケアシステムの

実際と課題について記述でき

る。 

 

4. 在宅における関連職種の種類

と機能・連携について記述でき

る。 

1)社会資源の内容と経費 

 (1)往診 

 (2)訪問看護・訪問介護、訪問入浴 

 (3)デイサービス・ショートステイ 

 (4)福祉用具 

2)在宅療養を支える社会制度、社会

システム、社会資源の活用方法 

 (1)目標 2-1 

 (2)訪問看護師の役割 

3)サービス担当者会議 

4)退院調整 

・事前学習 

・各訪問看護ステーションのオリエン

テーション（初日） 

・受け持ち療養者が利用している社

会資源と社会制度の関連性を整理

する。 

・療養者にかかわる在宅ケアチーム

の職種やメンバーを確認する。 

・サービス担当者会議やカンファレ

ンス等に参加し、訪問看護師の役

割、関係機関との連携・協働の実際

を見学する。 

・実習記録：在宅看護論実習記録

様式 6-1、6-2、6-3 

 

目標 6  地域で生活している対象への看護のあり方について考え、主体的に学習できる。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 訪問看護で求められる看護師

の役割・姿勢について記述でき

る。 

1)在宅ケアチームにおける看護師の

役割 

2)在宅看護の現状の課題と今後の

展望 

 (1)社会のニーズ 

3)倫理綱領（ＩＣＮ及び日本看護協

会） 

・事前学習 

・実習中、必要な追加学習をする。 

・カンファレンスに参加する。 

・目標 1・2 の学習内容から看護のあ

り方を考え、レポートする。 

・実習のまとめ、振り返りのカンファレ

ンスで、学びを発表する。 

 

2) 地域連携室 

目標 1  地域連携室の役割を理解する。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 地域連携室の役割を説明でき

る。 

1.地域連携室の役割と機能 

(1)退院調整・退院支援 

(2)地域の情報収集、病院の広報

活動 

(3)研修会・協議会等の開催 

(4)地域連携パスの活用 

(5)紹介受診調整、紹介状等の 

管理 

・事前学習 

・病院オリエンテーション（初日） 

・看護師、MSW、事務等に同行し、

カンファレンスや会議への参加、

院内外の連携の実際を見学する。 

・カンファレンスに参加する。 

 

 

 

 



 

7 
 

目標 2  社会資源の活用、関係機関との連携、協働、広報活動の実際について理解する。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 対象に必要な社会資源の種類

を説明できる。 

 

2. 関係機関との連携の方法、広

報活動の実際を説明できる。 

1)社会資源の種類とその活用の目 

 的 

2)関係機関、多職種チームでの連 

携の方法 

3)広報活動の方法 

・事前学習 

・病院オリエンテーション（初日） 

・看護師、MSW、事務等に同行し、

カンファレンスや会議への参加、

院内外の連携の実際を見学する。 

・カンファレンスに参加する。 

・見学実習記録 

 

目標 3  地域における看護のあり方について考える。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 自院と他院（施設）を『つな

ぐ』、限りある資源を『つなぐ』

ことを具体的に説明できる。 

1)在宅療養及び他院（施設）に移

行する患者・家族の身体的・精

神的・社会的特徴 

2)退院に向けた準備 

(1)患者・家族の意思決定支援 

(2)退院支援計画 

・目標 6 と同様 

 

 

3) 地域包括支援センター 

目標 1  地域包括支援センターを利用する人や目的を知り、援助の必要性と問題解決の方法を理解する。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 地域包括支援センターを利用

する人の特徴（身体的・精神

的・社会的特徴）と生活上の問

題、利用目的を記述できる。 

 

2. 地域包括支援センターの役割・

機能を説明できる。 

1)利用者の健康問題と生活 

2)家族の抱える問題と負担 

3)地域包括ケアシステム 

(1)定義、構造、機能（構成要素） 

(2)自助・互助・共助・公助 

4)地域包括支援センターの目的、役

割 

(1)地域のニーズ調査 

(2)介護予防ケアマネジメント 

①都道府県、市町村との連携 

②介護予防ケアプランの作成 

③日常生活支援 

 (3)包括的・継続的ケアマネジメント 

①関係機関との連携体制づくり 

②入退院時の連携 

③ケアマネージャーの支援 

 (4)権利擁護業務 

①消費者被害の防止対応 

②高齢者虐待の予防 

③判断能力を欠く常況にある人

への支援（成年後見制度の概要） 

・事前学習 

・各施設のオリエンテーション（初日） 

・看護師に同行し、カンファレンス

や会議への参加、業務や支援方法

の実際を見学する。 

・カンファレンスに参加する。 

・見学実習記録 
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 (5)総合相談支援業務 

①相談受付機能 

②専門相談機能 

 (6)地域サービスネットワークの構

築 

 

目標 2  社会資源の活用、関係機関との連携、協働について理解する。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 対象に必要な社会資源の種

類、関係機関との連携・協働の

方法を説明できる。 

1)社会資源の種類とその活用の 

目的 

2)関係機関との連携、協働の方法 

・事前学習 

・各施設のオリエンテーション（初

日） 

・看護師に同行し、カンファレン

スや会議への参加、関係機関との

連携・協働の実際を見学する。 

・カンファレンスに参加する。 

 

目標 3  地域における看護のあり方について主体的に学習できる。 

行動目標 学習内容 学習方法 

1. 住み慣れた地域で生活を続け

るために『包括的に支援するこ

と』、『継続的に支援すること』を

具体的に説明できる。  

1)住み慣れた地域で生活を続ける 

ための「自助・互助・共助・公助」 

2)地域完結型看護 

 (1)個人、世帯を対象とした支援 

 (2)集団、地域を対象とした看護活 

  動 

3)切れ目のない看護 

4) 在宅ケアマインド 

目標 6 と同様 
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6. 実習の進め方  

 曜日 月 火 水 木 金 

１
週
目 

時間 8：30～16：45 8：30～13：45 8：30～16：45 8：30～16：45 9：00～10：30 

予定  

 

オリエンテーション 

同行訪問 

   学内実習 

 

 

記録整理 

CF   全体像・看護の方向性

の発表 

（全体像・看護の方向

性の発表） 

なし 

記録      

２
週
目 

時間 8：30～16：45 8：30～13：45 8：30～16：45 8：30～16：45 9：00～10：30 

予定  

 

同行訪問 

 

 

 

援助の実施 

  学内実習 

CF     最終カンファレンス 学びの共有 

記録      

３
週
目 

時間 8：30～16：45 8：30～16：45 8：30～16：45 8：30～16：45 9：00～10：30 

予定  

 

オリエンテーション 

見学実習 

  

 

オリエンテーション 

見学実習 

 学内実習 

CF  最終カンファレンス  最終カンファレンス 学びの共有 

記録 見学実習記録 見学実習記録 見学実習記録 見学実習記録  

 

提出物 

 1）評価表 

 2）出席表 

 3）レポート：「住み慣れた地域でその人らしい生活を続けるための看護のあり方」 2000 字程度 

 4）訪問看護実習 

    様式 2、3、4、5 

    在宅看護論実習記録様式 1-1、1-2、6-1、6-2、6-3 

 5）地域連携室（退院支援）実習 

    見学実習記録 

 6）地域包括支援センター 

    見学実習記録 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター 地域連携室 

訪問看護ステーション 

訪問看護ステーション 
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7. 実習評価表  実習期間：   年  月  日 ～  年  月  日 

実習グループ   G 学籍番号              学生氏名                                  

 

 

 

  
評価項目 

中間 

評価 

最終 

評価 

教員・指導者

評価 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン 

目標 1 

1. 在宅で療養している人々の住宅及び生活環境について記

述できる。 

＊ ＊ ＊ 

2. 在宅で療養している人々とその家族について記述できる。 ＊ ＊ ＊ 

3. 在宅で療養している人々の健康状態が家族に及ぼす影響を 

記述できる。 

   

目標 2 

4. 訪問看護ステーションの役割、運営管理について記述 

できる。 

＊ ＊ ＊ 

5. 在宅療養生活を支える支援の方法（工夫）を記述できる。    

目標 3 

6. 対象（家族含む）が訪問看護を利用するまでの経過を知り、 

訪問看護の役割、在宅生活を支える社会資源と支援体制を 

記述できる。 

＊ ＊ ＊ 

7. 現在の対象（家族含む）への支援を理解した上で、支援方法

に対する自分の考えを述べることが出来る。 

   

8. 対象に必要であり、対象（家族含む）の意向に沿った看護を 

計画立案できる。 

   

目標 4 

9. 対象にあった援助方法を知り、一部実施できる。    

10. 対象（家族含む）の反応から実施した援助を振り返り、対象

にとってのよりよい看護を考え、記述できる。 

   

11．礼節があり、社会的マナーにのっとった行動がとれる。    

目標 5 

12. 在宅で療養している人々とその家族が利用している社会 

資源について記述できる。 

   

13. 利用しているサービスと法律・制度との関連について説明 

できる。 

   

14. 実現可能な在宅ケアシステムの実際と課題について記述 

できる。 

   

15. 在宅における関連職種の種類と機能・連携について記述 

できる。 

   

目標 6 
16. 訪問看護で求められる看護師の役割・姿勢について記述 

できる。 

   

地
域
連
携
室 

目標 1 1. 地域連携室の役割を説明できる。 ＊ ＊ ＊ 

目標 2 

2. 対象に必要な社会資源の種類を説明できる。 ＊ ＊ ＊ 

3. 関係機関との連携の方法、広報活動の実際を説明 

できる。 

＊ ＊ ＊ 

目標 3 
4. 自院と他院（施設）を『つなぐ』、限りある資源を 

『つなぐ』ことを具体的に説明できる。 
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評価基準  5：達成  3：一部達成  1：未達成 

      3：達成  2：一部達成  1：未達成 （＊の項目） 

※在宅看護論実習において必要な実習施設 3 ヵ所のうち、1 ヵ所でも実習に行かないことがあった場合、評価の対象と 

しない。 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

目標 1 

1. 地域包括支援センターを利用する人の特徴（身体的・精神

的・社会的特徴）と生活上の問題、利用目的を記述できる。 

＊ ＊ ＊ 

2. 地域包括支援センターの役割・機能を説明できる。 ＊ ＊ ＊ 

目標 2 
3. 対象に必要な社会資源の種類、関係機関との連携・協働の

方法を説明できる。 

＊ ＊ ＊ 

目標 3 
4. 住み慣れた地域で生活を続けるために『包括的に支援す

ること』、『継続的に支援すること』を具体的に説明できる。 

   

 学生コメント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自己評価合計点       サイン 

指導者コメント 

 

  

 

 

サイン 

教員コメント 

 

 

 

 

                             サイン 

 欠席合計時間  

           時間         分 

総合評価点                          

サイン 


