
   シラバス                                                    

教育機関名：公益社団法人群馬県看護協会 

               ２０２２年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル 

教科目名：ヘルスケアシステム論Ⅰ 

講義内容 

教科目 ヘルスケアシステム論Ⅰ 
時間数 １５時間 

授業形態 講義 

教科目目標 １．ヘルスケアシステムの構造と現状を知り、看護管理に与える影響を理解する。 

２．看護専門職の責務を理解する 

講義責任者 群馬県立県民健康科学大学 看護学部地域健康看護学教育研究分野  

教授  大澤 真奈美 

講義内容 単元 教育内容 時間 担当講師 

１）社会保障制度概論 ・社会保障制度の体系 

・社会保障の関連法規 

 

 

６ 群馬県立県民健康科学大学

看護学部        

教授 大澤 真奈美 

 

２）保健医療福祉サー

ビスの提供体制 

・保健医療福祉制度の体系 

地域包括ケアシステム 

地域共生社会 

３ 群馬県健康福祉部医務課  

看護係長                 

本島 たみ子 

３）ヘルスケアサービ

スにおける看護の

役割 

 

 

 

 

・看看連携 

・地域連携における看護職の役割 

・保健医療福祉関連職種の理解 

・看護の社会的責務と業務基準 

看護関連法規 

倫理綱領 

看護業務基準 

６ 前橋赤十字病院 

看護師長 

笹原 啓子  

授業の 

すすめ方 
講義 

評価方法 

・基準 

課題レポートとして素点（100 点満点）で評定する 

評価のＣ以上を合格とする                      

（Ａ：80 点以上、Ｂ：79～70 点、Ｃ：69～60 点、Ｄ：59 点以下の４段階評価） 

評価者 大澤 真奈美 

参考図書 

文献 

看護管理学習テキスト第３版 第１巻 第２巻 第３巻 第４巻・別巻 日本看護協会出版会

2022 年版 

 

６ 



                         教育機関名：公益社団法人群馬県看護協会 

                         ２０２２年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル 

教科目名：組織管理論Ⅰ 

講義内容 

教科目 組織管理論Ⅰ 
時間数 １８時間 

授業形態 講義 

教科目目標 １．組織的看護サービス提供に必要な管理の知識体系を理解する。            

２．組織集団の基本概念、集団の力動的諸機能を理解する。 

３．看護実践における倫理的諸問題を理解する。 

講義責任者 群馬大学大学院保健学研究科看護学講座 

准教授 恩幣 宏美 

講義内容 単元 教育内容 時間 担当講師 

１） 組織マネジメント

概論 

・組織マネジメントに関する

基礎知識 

 

６ 群馬大学大学院 

保健学研究科看護学講座 

准教授  

恩幣 宏美 

 

・看護管理の基礎知識 

 

６ 

 

 

群馬県立小児医療センター 

看護部長 

清水 奈保 

 

 

２） 看護実践における

倫理 

・看護実践における倫理的理

課題            

・倫理的意思決定への支援 

６ 整形外科 米澤病院   

看護師長兼副看護部長  

中西 悦子   

授業のすすめ方 講義 

評価方法・基準 課題レポートとし、素点（100点満点）で評定する 

評価のＣ以上を合格とする 

（Ａ：80点以上、Ｂ：79～70点、Ｃ：69～60点、Ｄ：59点以下の４段階） 

評価者 恩幣 宏美 

参考図書 

文献 

看護管理学習テキスト第３版 第２巻 第４巻 日本看護協会出版会 2022年版 

国民衛生の動向 2020/2021，一般財団法人 厚生労働統計協会               

国民の福祉と介護の動向 2020/2021，同上                                   

手島 恵他 改訂「看護職の倫理綱領」看護 Vol.73 No.9  2021  

石垣 靖子他「臨床倫理ベーシックレッスン」日本看護協会出版会 2012 

小藤 幹恵他「急性期病院で実現した 身体抑制のない看護」日本看護協会出版会 2018 

 



   教育機関名：公益社団法人群馬県看護協会 

                       ２０２２年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル 

教科目名：人材管理Ⅰ 

講義内容 

教科目 人材管理Ⅰ 
時間数 ３０時間 

授業形態 講義・演習 

教科目目標 １．人材管理に必要な知識体系を理解する。                   

２．看護チームにおけるリーダーの役割を理解し、連携・協働のあり方を学ぶ。 

講義責任者 高崎健康福祉大学 保健医療学部看護学科 

非常勤講師 池田 優子 

講義内容 単元 教育内容 時間 担当講師 

１） 労務管理の 

  基礎知識 

・労働法規 

・就業規則 

・健康管理 

（メンタルヘルスを含む） 

・雇用形態 

・勤務体制 

・ワークライフバランス 

・ハラスメント防止 

６        

 

山本労務管理事務所 所長  

特定社会保険労務士 

山本 真理 

２）看護チームの 

マネジメント 

・チームマネジメント 

・コミュニケーション 

・ファシリテーション 

１２ 

 

  

高崎健康福祉大学    

保健医療学部看護学科 

非常勤講師 池田 優子 

・看護ケア提供方式 

・リーダーシップとメンバーシップ 

・准看護師への指示と業務 

・看護補助者の活用 

６ 美原記念病院 

看護部長        

髙橋 陽子  

３） 人材育成の 

  基礎知識 

 

・成人学習の原理 

・役割理論 

・動機づけ理論 

・人材育成の方法 

６ 群馬大学大学院     

保健学研究科看護学講座 

准教授 恩幣 宏美 

 

授業のすすめ方 講義 

評価方法 課題レポートとし素点（100点満点）で評定する 

評定のＣ以上を合格とする 

（Ａ：80点以上、Ｂ：79～70点、Ｃ：69～60点、Ｄ：59点以下の４段階） 

評価者 池田 優子 

参考図書 

文献 

看護管理学習テキスト第３版 第２巻 第３巻 第４巻 別巻 日本看護協会出版会 2022 年

版 

池田優子「育成・連携・交渉の上手な会話術」日総研出版 2011 

池田優子『苦手な医師』と気持ちよくチームを組める交渉術」日総研出版 2012 

 



教育機関名：公益社団法人群馬県看護協会 

                       ２０２２年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル 

教科目名：資源管理Ⅰ 

講義内容 

教科目 資源管理Ⅰ 
時間数 １５時間 

授業形態 講義・演習 

教科目目標 １．医療経済の構造・現状について学ぶ。                     

２．患者ケアに役立ち、看護の質改善に資する情報管理のあり方を学ぶ。 

講義責任者 群馬県立県民健康科学大学看護学部看護学科     

教授 狩野 太郎 

講義内容 単元 教育内容 時間 担当講師 

１）経営資源と管理

の基礎知識 

・診療・介護報酬制度の理解 

・経営指標の理解 

・看護活動の経済的効果 

６ 

 

武蔵野大学大学院    

看護学研究科看護学専攻     

教授 酒井 美絵子 

２）看護実践に 

おける情報管理 

・医療・看護情報の種類と特徴 

・情報管理における倫理的課題 

（情報リテラシー） 

９ 

   

群馬県立県民健康科学大学

看護学部 

教授 狩野 太郎 

 

授業のすすめ方 講義 

評価方法・基準 レポートとし素点（100点満点）で評定する 

評定のＣ以上を合格とする 

（Ａ：80点以上、Ｂ：79～70点、Ｃ：69～60点、Ｄ：59点以下の４段階） 

評価者 狩野 太郎 

参考図書 

文献 

看護管理学習テキスト第３版 第 1巻 第２巻 第５巻 日本看護協会出版会 2022年版 

福井トシ子他編：令和 2 年度改定対応 診療報酬・介護報酬のしくみと考え方 第 5 版，

日本看護協会出版会，2020． 

 

 

                       



 教育機関名：公益社団法人群馬県看護協会 

                       ２０２２年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル 

教科目名：質管理Ⅰ  

講義内容 

教科目 質管理Ⅰ 
時間数 １５時間 

授業形態 講義 

教科目目標 １．看護サービスの基本的概念と提供過程を理解する 

２．安全を保障しながらより質の高い看護サービスを提供する方法を理解する。 

３．組織的看護サービス提供上の諸問題を客観的に分析する方法を学ぶ。 

講義責任者 群馬大学医学部附属病院 

副病院長・看護部長        河村 恵美 

講義内容 単元 教育内容 時間数 担当講師 

１）看護サービスの 

質管理 

 

・サービスの基本理念 

・看護サービスと記録 

 

６ 

 

 

伊勢崎市民病院 

看護副部長 

中村 小枝子 

・看護サービスの質評価と改善 

・看護サービスの安全管理 

 

９ 群馬大学医学部附属病院 

副病院長・看護部長        

河村 恵美 

 

授業のすすめ方 講義 

評価方法・基準 課題レポートとし素点（100点満点）で評定する 

評定のＣ以上を合格とする 

（Ａ：80点以上、Ｂ：79～70点、Ｃ：69～60点、Ｄ：59点以下の４段階） 

評価者 河村 恵美 

参考図書 

文献 

看護管理学習テキスト第３版 第２巻 第５巻 日本看護協会出版会 2022年版 

看護に活かす基準・指針・ガイドライン集 2018，日本看護協会 

太田加世：看護管理ファーストブック，学研，2021 

原玲子：学習課題とクイズで学ぶ看護マネジメント入門，日本看護協会，2015 

太田加世：できるリーダーが必ず実践している 看護管理ポイントブック，学研，2017 

小川裕美子：看護基準・手順 見直し・改善標準テキスト，日総研，2013 

畑田みゆき：多職種連携・地域連携をふまえた看護記録パーフェクトガイド，学研，2021 

小林美亜：Basic&Practice 看護学テキスト 統合と実践－看護管理，学研，2019 

友納理緒：ナースのための法律相談・判例解説，日本看護連盟，2021 

 

 

 

 



教育機関名：公益社団法人群馬県看護協会 

                       ２０２２年度認定看護管理者教育課程ファーストレベル 

教科目：統合演習Ⅰ 

講義内容 

教科目 統合演習Ⅰ 
時間数 ２１時間 

授業形態 講義・演習 

教科目目標 １．教科目の学習内容を踏まえ受講者が取り組む課題を明確にし、対応策を立案する。 

講義責任者 群馬県立県民健康科学大学看護学部 

准教授 服部 美香 

講義内容 単元 教育内容 時間数  

１) 問題解決の 

プロセス 

 

講義 

・学習内容を踏まえ、受講者が取り

組む課題を明確にし、対応策を立

案する 

 

 

６  

群馬県立県民健康科学大学

看護学部        

准教授 服部 美香 

 

（ファシリテーター）        

群馬県立県民健康科学大学

看護学部        

講師 河内 直美         

非常勤講師 和田 卓磨   

     

演習 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 

 

ガイダンス・演習  ３ 専任教員 

授業のすすめ方 講義・演習  

評価方法・基準 レポートとし素点（100点満点）で評定する 

評定のＣ以上を合格とする 

（Ａ：80点以上、Ｂ：79～70点、Ｃ：69～60点、Ｄ：59点以下の４段階） 

評価者 服部 美香 

参考図書 

文献 

森山美香，舟島なをみ他：看護師長としての望ましい行動‐看護師長の知覚を通して‐， 

看護教育学研究，24(1)，5768，2015 

上國科美香，舟島なをみ：「問題診断尺度-スタッフ看護師用」の開発，看護教育学研究，27(2)，

12-13,2018 

                     


