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【教育目的】 看護管理者として基本的責務を遂行するために必要な知識・技術・態度を習得する。

【到達目標】 １．組織の理念と看護部門の理念の整合性を図りながら担当部署の目標を設定し、達成に向けた看護管理過程を展開できる。

２．保健・医療・福祉サービスを提供するための質管理ができる。

教科目 教科目目標 単元 教育内容 時間数
授業
形態

学習
テキスト

所属・講師名

１）社会保障制度の現状と課題 ・日本における社会保障
・人口構造、疾病構造変化
・社会保障費の（財源）構造と推移

３ 講義

1巻1章
群馬県健康福祉部医務課看護係
看護係長　　本島 たみ子

２）保健医療福祉サービスの現
　　状と課題

・保健医療福祉サービスの提供内容の実際
・病院、看護小規模多機能型居宅介護、
  訪問看護ステーション等

６ 講義

1巻2章 3章
4巻3章

高崎健康福祉大学
保健医療学部
教授　棚橋　さつき

３）ヘルスケアサービスにおけ
    る看護の役割

・多機能によるチームケア提供の実際と
  課題 ６ 講義

4巻2章 3章
群馬県立県民健康科学大学
看護学部　教授　飯田　苗恵

・組織分析

１８ 講義

4巻1章
群馬県立県民健康科学大学
看護学部　准教授　清水　裕子

・組織の変革
・組織の意思決定 ６ 講義

2巻2章 6章
4巻1章 前橋赤十字病院

看護部長　林　　昌子

２）看護管理における倫理 ・看護管理における倫理的課題
・看護管理における倫理的意思決定 ６ 講義

4巻1章 医療法人社団橘会
整形外科米澤病院
 副看護部長　中西　悦子

　
１）人事・労務管理

・人員配置
・勤務計画
・ワークライフバランスの推進

６ 講義

3巻4章 6章
5巻6章 東京医科歯科大学病院

患者相談室長補佐　川﨑　つま子

・ストレスマネジメント
・タイムマネジメント ６ 講義

3巻5章 6章
東京保健医療大学立川校
看護学部　准教授　岩満　裕子

・労働災害とその対策
・労務管理に関する今日的課題
・ハラスメント防止策と対応

６ 講義

3巻5章 6章
済生会横浜市東部病院
院長補佐　熊谷　雅美

２）多職種チームのマネジメン
    ト

・人的資源の活用
・リーダーシップの実際 ６ 講義

3巻2章 4章
4巻1章 2章
   3章

茨城キリスト教大学
看護学部　教授　池袋　昌子

・コンフリクトマネジメント

６ 講義

2巻4章
4巻1章

NKN代表兼エグゼクティブディレクター

西武文理大学看護学部
客員教授　北浦　暁子

・看護補助者の育成

３ 講義

3巻4章
群馬県済生会前橋病院
看護部長　山賀　理恵

３）人材を育てるマネジメント ・キャリア開発支援
・人材育成計画 １２ 講義

3巻1章 4章
   6章
5巻6章

北里大学病院
看護研修・教育センター長
看護部副部長　谷口　陽子

１）組織マネジメントの実際

カリキュラム　　　192時間 

　
ヘルスケア

システム論Ⅱ
１５

 
人材管理Ⅱ

４５

１．保健医療福祉サービスを提供するう
    えでその現状と課題を理解する
２．他職種・他部門・地域との連携協働
    の実際と課題を理解する

１．組織の理念、経営目標を達成するた
　　めの中心的要素である人材の確保・
　　育成
    ・活用等人的資源管理の現状と課題
　　　を理解する

１．組織運営の諸理論を用い、担当部署
    の看護管理過程を評価し課題の解決
    方法について理解する。
２．看護管理における倫理的課題を明ら
    かにし、適切な意思決定について理
　　解する

組織管理論Ⅱ
３０



１）経営資源と管理の実際 ・医業収支
・経営指標の活用
・費用対効果

９ 講義

5巻1章 3章
   4章 6章

山梨大学大学院　総合研究部
（附属病院　病院経営管理部）
 特任教授　　小林　美亜

・適切な療養環境の整備

６ 講義

5巻2章 4章
   5章 工学院大学建築学部

教授　筧　淳夫

２）看護管理における情報管理 ・看護の評価・改善のための情報活用

６ 講義

2巻6章
5巻6章 伊勢崎市民病院

副院長兼看護部長　木村　恭子

　
１）看護サービスの質保証

・クオリティマネジメント
・質管理の為の研究の活用
・看護管理に関する研究の動向

６ 講義

2巻1章 2章
3章4章

佐久総合病院佐久医療センター
臨床研究・治験センター
事務局長/看護部兼任 新美　三由紀

・医療・看護におけるクオリティマネジメ
  ント
・看護サービスの質保証と改善
・アウトカムマネジメントの考え方

１２ 講義

2巻1章 2章
   3章 5章 沼田脳神経外科循環器科病院

副院長兼看護部長　阿部　孝造

２）安全管理 ・安全管理の実際
・安全管理教育
・法令遵守 ６ 講義

2巻4章
3巻5章

株式会社安全推進研究所
代表取締役所長
自治医科大学名誉教授
河野　龍太郎

・災害対策
・災害発生における看護管理者の役割
・都道府県の防災計画対策と災害時医療
  提供体制
・災害時に必要な組織的な備え
・被災地への職員派遣などにおける看護
  管理者の役割

６ 講義

2巻5章

前橋赤十字病院
看護副部長　志水　美枝

演習 ・自部署の組織分析に基づいた実践可能な
　改善計画を立案する。

３３ 演習

群馬県立県民健康科学大学
看護学部 准教授　清水　裕子
＜演習アドバイザー＞
・認定看護管理者
　井上 由子　山賀 理恵
・認定看護管理者教育運営委員
　林　昌子　清水 奈保　木村 恭子
　河村 恵美　布施 正子
・専任教員

実習 ・地域連携を理解するための他施設実習を
　おこなう
（実習施設は、受講生自身の所属種別以外
　の施設とする）

 統合演習Ⅱ/実習ガイダンス

１５

３

実習
群馬県立県民健康科学大学
看護学部 教授　飯田　苗恵
・専任教員

 
質管理Ⅱ

３０

統合演習Ⅱ
５１

１．看護サービスにおける質保証とその
　　改善のための方法について理解する
２．看護サービスにおける安全管理に
　　ついて理解する
３．看護管理者に求められる安全管理・
    災害対策について理解する

１．組織分析に基づいた自部署の管理課
　　題を抽出し、改善計画を立案できる
２．自施設の医療圏における地域連携に
　　ついて理解する

資源管理Ⅱ
２１

１．組織の理念、経営目標を達成するた
　　めの経営資源管理について理解する
２．快適性と安全性を重視した看護サー
　　ビスの提供及びモノとしての資源で
　　ある療養環境を整備することについ
　　て理解する
３．看護管理における情報管理について
　　理解する


