
訪問看護 e ラーニング ～訪問看護の基礎講座～ 

◆コース構成 

本 eラーニングは、以下の内容で構成されています。 

 

 

 

テキスト・参考資料 ダウンロード 

 

１節 保健医療福祉をめぐる社会的動向と訪問看護のニーズ 

（17 分 43 秒） 

 

２節 訪問看護の歴史 

（11 分 02 秒） 

 

３節 訪問看護の定義及び理念と機能 

（12 分 39 秒） 

 

４節 訪問看護をめぐる諸制度（前編） 

（09 分 46 秒） 

 

４節 訪問看護をめぐる諸制度（後編） 

（16 分 44 秒） 

 

５節 訪問看護ステーションの開設・運営の基礎 

（23 分 31 秒） 

 

６節 訪問看護の質の評価 

（18 分 27 秒） 

第１章 訪問看護概論 
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７節 訪問看護で起こり得る倫理的課題と対応 

（24 分 24 秒） 

 

第１章 確認テスト 

 

チュータ自己紹介 

 

 

 

テキスト・参考資料 ダウンロード 

 

１節 地域包括ケアシステム 

（15 分 52 秒） 

 

２節 関係機関及び関係職種の役割と多職種連携（前編） 

（11 分 56 秒） 

 

２節 関係機関及び関係職種の役割と多職種連携（中編） 

（15 分 26 秒） 

 

２節 関係機関及び関係職種の役割と多職種連携（後編） 

（20 分 03 秒） 

 

３節 ケアマネジメント 

（14 分 17 秒） 

第２章 在宅ケアシステム論  

https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=01-07T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=01-99T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=01-09
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=02-00
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=02-01T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=02-02-01T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=02-02-02T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=02-02-03T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=02-03T


 

４節 在宅移行支援 

（20 分 43 秒） 

 

第２章 確認テスト 

 

在宅ケアと介護ロボット 

 

 

 

テキスト ダウンロード 

 

１節 リスクマネジメント概論 

（32 分 08 秒） 

 

２節 感染管理（前編） 

（20 分 19 秒） 

 

２節 感染管理（後編） 

（16 分 13 秒） 

 

訪問看護師のための在宅感染予防 

（32 分 05 秒） 

 

訪問看護師のための在宅感染予防・第２巻 

（25 分 20 秒） 

第３章 リスクマネジメント論  
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３節 災害対応（前編） 

（17 分 17 秒） 

 

３節 災害対応（後編） 

（15 分 18 秒） 

 

第３章 確認テスト 

 

介護の質の評価、新興感染症について 

 

 

 

テキスト・参考資料 ダウンロード 

 

１節 在宅療養者の特性 

（07 分 29 秒） 

 

２節 在宅療養者を支える家族の特性（前編） 

（11分 17 秒） 

 

２節 在宅療養者を支える家族の特性（後編） 

（17 分 50 秒） 

 

３節 在宅療養者を取り巻く地域 

（09分 57 秒） 

第４章 訪問看護対象論  
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第４章 確認テスト 

 

訪問看護師養成講習会と訪問看護 e ラーニング～訪問看護の基礎講座～ 

 

 

 

テキスト ダウンロード 

 

１節 訪問看護過程 

（13分 39 秒） 

 

２節 訪問看護の実際 

（12分 50 秒） 

 

～いのちと生活を看護る～訪問看護サービス 

（34分 58 秒） 

 

こんにちは！訪問看護です 

（06 分 53 秒） 

 

３節 訪問看護記録 

（15分 41 秒） 

 

第５章 確認テスト 

第５章 訪問看護展開論  
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困った時の心強い味方～相談窓口のご案内～ 

 

 

 

テキスト ダウンロード 

 

１項 療養生活の支援Ⅰ：療養生活の環境 

（14分 16 秒） 

 

２項 療養生活の支援Ⅱ：食事・栄養管理（前編） 

（12分 20 秒） 

 

２項 療養生活の支援Ⅱ：食事・栄養管理（中編） 

（13分 03 秒） 

 

２項 療養生活の支援Ⅱ：食事・栄養管理（後編） 

（11分 12 秒） 

 

３項 療養生活の支援Ⅲ：排泄と清潔（前編） 

（12分 03 秒） 

 

３項 療養生活の支援Ⅲ：排泄と清潔（後編） 

（15分 06 秒）） 

 

４項 療養生活の支援Ⅳ：衣生活と睡眠・休養 

（18分 07 秒） 

第６章 訪問看護技術論 
―１節 訪問看護展開のための知識・技術 
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５項 療養生活の支援Ⅴ：移動と社会とのつながり（社会参加） 

（13分 45 秒） 

 

６項 コミュニケーション技術Ⅰ：概論 

（15分 10 秒） 

 

７項 コミュニケーション技術Ⅱ：面接技術 

（11分 59 秒） 

 

第６章１節１項～７項 確認テスト 

 

８項 フィジカルアセスメント：概論 

（17分 28 秒） 

 

９項 呼吸系のフィジカルアセスメント 

（16分 28 秒） 

 

10 項 循環系のフィジカルアセスメント 

（12分 33 秒） 

 

打診・聴診音声 

 

体験！聴診によるフィジカルアセスメント 

※PC 専用コンテンツ 

 

11 項 神経系のフィジカルアセスメント 

（16分 06 秒） 

 

12 項 リハビリテーション看護Ⅰ：概論（前編） 

（11分 27 秒） 

https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-05T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-06T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-07T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-99T1
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-08T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-09T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-10-01T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-10-02
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-10-03
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-11T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-12-01T


 

12 項 リハビリテーション看護Ⅰ：概論（後編） 

（16分 04 秒） 

 

13 項 リハビリテーション看護Ⅱ：摂食嚥下リハビリテーション（前編） 

（16分 19 秒） 

 

13 項 リハビリテーション看護Ⅱ：摂食嚥下リハビリテーション（後編） 

（09分 50 秒） 

 

口腔ケアハンドブック 

 

①摂食嚥下のメカニズム 

（02 分 06 秒） 

 

②RSST（Repetitive Saliva Swallowing Test） 

（01 分 14 秒） 

 

③改訂水飲みテスト（MWST） 

（02 分 35 秒） 

 

④食物テスト（FT） 

（01 分 56 秒） 

 

14 項 服薬管理（前編） 

（07分 40 秒） 

 

14 項 服薬管理（後編） 

（12分 32 秒） 

 

第６章１節８項～14 項 確認テスト 
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これからのフィジカルアセスメント～エコーの活用～ 

 

 

 

テキスト ダウンロード 

 

１項 経管栄養法 

（19分 19 秒） 

 

QOLを考慮した安全で簡便な半固形流動食投与システム 

（12 分 14 秒） 

 

動画でわかる！自然落下法について 

（08 分 25 秒） 

 

２項 中心静脈栄養法（前編） 

（12分 43 秒） 

 

２項 中心静脈栄養法（後編） 

（11分 27 秒） 

 

３項 末梢輸液管理 

（21分 01 秒） 

 

４項 スキンケアと褥瘡ケアⅠ：概論（前編） 

（16分 47 秒） 

―２節 医療処置別の知識・技術  

https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-01-15
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-00-02
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-01-01T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-01-02
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-01-03
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-02-01T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-02-02T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-03T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-04-01T


 

４項 スキンケアと褥瘡ケアⅠ：概論（後編） 

（15分 44 秒） 

 

５項 スキンケアと褥瘡ケアⅡ：褥瘡の評価 

（10分 54 秒） 

 

６項 スキンケアと褥瘡ケアⅢ：局所ケアと在宅褥瘡ケアの特徴（前編） 

（12分 53 秒） 

 

６項 スキンケアと褥瘡ケアⅢ：局所ケアと在宅褥瘡ケアの特徴（後編） 

（10分 37 秒） 

 

ドレッシング材の交換 

（05 分 44 秒） 

 

第６章２節１項～６項 確認テスト 

 

７項 ストーマケアⅠ：概論 

（17分 03 秒） 

 

ストーマ装具の交換 

（13 分 51 秒） 

 

８項 ストーマケアⅡ：生活支援（前編） 

（09分 50 秒） 

 

８項 ストーマケアⅡ：生活支援（後編） 

（14分 00 秒） 

 

９項 間欠自己導尿・膀胱留置カテーテル 

（17分 23 秒） 
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10 項 腹膜透析（在宅自己腹膜灌流）Ⅰ：概論 

（11分 19 秒） 

 

11 項 腹膜透析（在宅自己腹膜灌流）Ⅱ：訪問看護の実際 

（17分 32 秒） 

 

①出口部のケア 

（01 分 49 秒） 

 

②ツインバッグの交換手順（１） 

（29 分 43 秒） 

 

③ツインバッグの交換手順（２） 

（24 分 16 秒） 

 

12 項 在宅酸素療法（前編） 

（11分 52 秒） 

 

12 項 在宅酸素療法（後編） 

（09分 17 秒） 

 

①在宅酸素療法における火気取扱いの注意 

（06 分 42 秒） 

 

②携帯用酸素ボンベの取扱いの注意 

（08 分 03 秒） 

 

③今日から始める自己管理～呼吸リハビリテーションの実践～ 

（66 分 41 秒） 

 

13 項 在宅人工呼吸療法Ⅰ：NPPV 

（11分 54 秒） 
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https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-12-05
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-13-01T


 

今日から始める！NPPV療法 ―導入編― 

（37 分 48 秒） 

 

14 項 在宅人工呼吸療法Ⅱ：IPPV 

（15分 02 秒） 

 

第６章２節７項～14 項 確認テスト 

 

さらなるステップアップを目指して～認定看護師・専門看護師・特定行為研修～ 

 

 

 

テキスト・参考資料 ダウンロード 

 

１項 急変時の看護 

（19分 04 秒） 

 

体感！胸骨圧迫 

※PC 専用コンテンツ 

 

AEDの取扱い 

（06 分 18 秒） 

 

２項 がん看護（前編） 

（11分 48 秒） 

―３節 対象別の知識・技術  

https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-13-02
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-14T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-99T2
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-02-15
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-00-03
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-01-01T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-01-02
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-01-03
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-02-01T


 

２項 がん看護（中編） 

（10分 35 秒） 

 

２項 がん看護（後編） 

（16分 00 秒） 

 

３項 認知症の人の看護（前編） 

（19分 39 秒） 

 

３項 認知症の人の看護（中編） 

（12 分 20 秒） 

 

３項 認知症の人の看護（後編） 

（12分 47 秒） 

 

４項 精神障がい者の看護（前編） 

（15分 03 秒） 

 

４項 精神障がい者の看護（中編） 

（13分 54 秒） 

 

４項 精神障がい者の看護（後編） 

（15分 33 秒） 

 

はじめよう 精神科訪問看護 

（29 分 18 秒） 

 

５項 難病の人の看護 

（23分 52 秒） 

 

第６章３節１項～５項 確認テスト 

https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-02-02T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-02-03T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-03-01T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-03-02T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-03-03T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-04-01T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-04-02T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-04-03T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-04-04
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-05T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-99T1


 

６項 疾患や障がいのある小児の看護Ⅰ：概論 

（17分 00 秒） 

 

７項 疾患や障がいのある小児の看護Ⅱ：家族支援と社会資源の活用 

（18分 38 秒） 

 

小児在宅医療の実際・介護家族へのインタビュー 

（20 分 54 秒） 

 

８項 エンドオブライフケアⅠ：概論 

（13分 09 秒） 

 

９項 エンドオブライフケアⅡ：症状緩和ケア 

（17分 17 秒） 

 

10 項 エンドオブライフケアⅢ：家族支援を含む社会的ケア 

（13分 49 秒） 

 

在宅ホスピスケア 

（29 分 40 秒） 

 

第６章３節６項～10 項 確認テスト 

 

https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-06T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-07-01T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-07-02
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-08T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-09T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-10-01T
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-10-02
https://nlp3dev.netlearning.co.jp/ns/course/Course.aspx?cid=57768B11&pid=06-03-99T2

