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「地域で生活する個人 ・ 家族」 への看護にあたって， 根拠をもってア

セスメントできるよう， 地域を理解し， 生活を捉えるための視点や方

法を示した。 多数の事例から， 地域の看護職の活動内容と具体的な

展開方法がわかる。 新科目 「地域 ・ 在宅看護論」 のテキストとして

活用できるほか， 訪問看護師， 退院調整看護師， 地域包括支援セ

ンター看護職， 保健師等， 多職種連携のもと地域で支援を展開する

看護職に必要な視点がまとめられている。
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2　生活の最小単位である家族のアセスメント	

①家族を理解するための理論

②家族の周期（ファミリー・ライフサイクル）と発展課題

③家族のアセスメント

　3　生活の場のアセスメント	

①生活の場としての「住まい」

②生活の場としての「地域」

第 3 部　各論②：生活の場での看護のためのトピックス 

1　安全で安心な生活のための個人 ・家族 ・地域のアセスメント
①家族に生じる虐待・暴力の理解とアセスメント

②減災・防災，災害からの回復

③感染症の予防

2　在日外国人の理解のためのアセスメントと異文化ケア	

①国際化が進むなかでの在日外国人の健康課題

②異文化への理解とケアの方法

3　多職種連携と地域包括ケアシステムでの協働	

①ケアマネジメントと支援チームのアセスメント・多職種連携

②地域包括ケアシステムの強化のための課題発見と多職種連携

③地域住民とのパートナーシップ

第 4 部　各論③：事例で考える生活の場での看護とそのための制度
1　事例でみるアセスメントの視点とケアの展開	
①予防的アプローチ

（1）糖尿病予備群の患者のセルフマネジメントへの支援

（2）閉じこもり予防を目指した退院支援

②潜在ニーズの発見：育てにくさがある家族の子育て支援

③在宅療養移行への看護：ALS 療養者の在宅移行・治療選択の支援

④在宅療養継続のための看護

　（1）医療的ケア児と家族へのセルフケア・地域生活の支援

　（2）統合失調症のある人への地域生活支援

⑤在宅療養の定着のための看護：後遺症をもつ療養者の地域生活支援

⑥終末期の看護：がんの看取り・家族へのグリーフケア

⑦地域包括ケアシステムづくり：認知症事例からの小地域の課題の気づき

2　地域 ・在宅で活動する看護職が知っておくべき法制度

第 1 部　総論：生活の場での看護の意義と視点 

1　地域 ・在宅看護とは	

　①生活の場での看護としての地域看護

　②地域包括ケアシステムと地域看護

　③地域看護の定義・概念

　④地域看護の看護教育における位置づけ

　⑤地域看護の基本的考え方

　⑥地域看護の歴史

　⑦地域看護の活動と場

　⑧地域包括ケアシステムにおける看護職の役割

2　健康の関連要因	

①健康の規定要因

②健康に対する捉え方

③健康と生活・環境との関連

④健康の社会的決定要因と健康格差

3　対象理解のための基本的視点	

　①地域看護の対象としての個人

　②地域看護の対象としての家族

　③対象を生活者として捉える視点

4　生活の場である 「地域」 を理解するための基本的視点	

①対象者の生活の場としての「地域」

②地域の重層性と地域の機能

③包括的なケアシステムを担う地域

④包括的なケアシステムを支える資源

5　生活の場での看護の基本的視点と展開方法	

①生活を捉えるアセスメント視点

②生活の場での看護展開に活用できる理論・概念

③生活の場での看護のための基本的視点

④生活の場での展開方法

第 2 部　各論①：生活の場での看護のための基本的アセスメント 

1　生活者である個人 （対象者） のアセスメント	

①乳幼児期 / 周産期

②学童期

③青年期・成人期

④高齢期
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