
科目 ねらい 講義内容 担当講師 時間

重症心身障害児者の歴史・概念と定義 北海道療育園　理事長　岡田 喜篤 3

周産期医療（NICUにおける医療）

障がいのある子どもの成長と発達の特徴

疾患の特徴

救急時の対応

重症心身障害児者（医療的ケア児を含む）の障害を支える医療

ライフサイクルに合わせた医療（高齢化・重度化の現状）

地域生活を支えるための総合的な支援

重症心身障害児者（医療的ケア児を含む）に関わるコーディネー
ターに求められる資質と役割（総論）

障害児者の人権擁護・虐待防止（重症心身障害児者に焦点を当てて） 札幌あゆみの園　療養副部長　小六 真千子 3

支援の基本的枠組みと制度

医療福祉制度の潮流と今後の動向

重症心身障害児者の生活を支える看護（日常生活における支援）

重症心身障害児者の成長発達を伸ばす看護

小児看護学　小児の成長発達

発達段階の判定基準

重症心身障害児者の終末期看護

重症心身障害児者の意思決定支援

重症心身障害児者（医療的ケア児を含む）の療育的活動

生活行動回復看護の実践と展開（療育の中での看護の役割）

重症心身障害児者への保育士としての関わり 北海道療育園　保育士　岡村 理恵 2

重症心身障害児のコミュニケーション（遊びや保育の要素を含めて）
札幌医科大学保健医療学部
作業療法士学科　中村 裕二

2

重症心身障害児者施設のチームアプローチ（多職種協働）

施設内でのチームアプローチの具体的方法

重症心身障害児者を持つ本人・家族に対する支援

ニーズのアセスメントとニーズの把握（事例を通して）

重症心身障害児者を持つ家族への支援　家族の気持ち・親の会の活動
NPO法人SoIwaｙs代表理事　宮本 佳江
（重症心身障がい児を守る会会員）

2

重症心身障害児者の訪問看護ステーションとの関わり
（訪問看護の仕組み）

訪問看護ステーションくまさんの手　松本 由理 2

NICUからの在宅移行支援

児童期における支援

学齢期における支援

成人期における支援

医療的ケアの必要性が高い子どもへの支援

地域生活を支える支援チーム作りと支援体制整備

支援チームを育てる（実践例を通して）

地域の資源開拓・創出方法

各ライフステージにおける相談支援に必要な観点

重症心身障害児者と医療的ケア児の計画相談

地域ネットワークを作るための事例検討の実際（GW) 相談員・相談支援専門員・重症心身障害看護師 2

重症心身障害児と特別支援学校 札幌大学地域共創学群　教授　福井 一之 2

45

科目 ねらい 講義内容 担当講師 時間

脳性麻痺

先天異常

てんかん 緑ヶ丘療育園　院長　皆川 公夫 2

知的障害・発達障害(行動障害・動く重症児者） 大倉山学院　院長　出店 正隆 2

重症心身障害児者の合併症（呼吸器・循環器） 札幌あゆみの園　医師　山谷 和雄 2

重症心身障害児者の合併症（消化器） 札幌あゆみの園　園長　篠原 義文 2

重症心身障害児者の合併症（栄養・排泄） 北海道療育園　診療部長　徳光 亜矢 2

重症心身障害児者の合併症（整形外科） 北海道療育園　副園長　原 誠之助 2

重症心身障害児者の終末期の医療と緩和ケアの実際
大阪発達総合センターフェニックス
園長　船戸 正久

2

重症児者の口腔管理 札幌あゆみの園　歯科医師　河野 英司 2

重症心身障害児者の特徴的な症状と看護の実際

(てんかん)

(高齢化)

(呼吸管理)

(消化器管理)

(排泄管理)

(栄養管理)

口腔ケアの基本（実習） 重症心身障害看護師 2

動く重症児者（行動障害・発達障害）の看護 大倉山学院　重症心身障害看護師　佐藤 雄太 2

フィジカルアセスメント（意義、 脳、循環器、消化器、呼吸器） 未定 3

救急対応（BLS/AED)
済生会西小樽病院　みどりの里
重症心身障害看護師　伊藤 佳子

4

重症心身障害児者のアセスメントの実際
北海道科学大学　保健医療学部看護学科
教授　福良 薫

2

事例検討・計画立案（GW) 重症心身障害看護師 9

理学療法（呼吸リハ） フリーランス理学療法士　小堀 愛司 6

理学療法（姿勢管理）
北海道医療大学リハビリテーション科学部
教授　堀本 佳誉

4

作業療法（運動機能障害と日常生活援助・感覚統合・心理療法など）
済生会西小樽病院　みどりの里
作業療法士　小玉 武志

2

言語聴覚療法（摂食障害） 言語聴覚士　鈴木 真知子 2

実習　生活介護・児童発達支援事業所 北海道療育園 8

実習　訪問看護事業所 美幌療育病院 8

実習　重症心身障害児者施設（超重症児含む） 済生会西小樽病院　みどりの里 8

実習　重症心身障害児者施設（動く重症児） 札幌あゆみの園 8

緑ヶ丘療育園

大倉山学院

けあぷらす

くまさんの手

90

科目 ねらい 講義内容 担当講師 時間

重症心身障害児者施設の看護管理・組織論

グループマネージメントの基礎理論

人材育成の基礎知識

看護倫理(日本看護協会倫理綱領をもとに）　　
済生会西小樽病院　みどりの里
看護療育部長　石井 絢子

2

重症心身障害児者施設における医療安全管理 重症身心障害看護師 4

ME機器の管理 北海道療育園　臨床工学技士　大橋 良典 2

重症心身障害児者施設における感染管理
市立旭川病院 医療安全管理課課長補佐
感染管理認定看護師　桐 則行

2

重症心身障害児者施設における褥瘡対策 札幌あゆみの園　重症心身障害看護師 2

看護研究の基礎・研究方法

看護研究における倫理

研究計画書の作成と実践

研究のまとめ方　

研究発表

65

12単位　180時間以上

　　　　　　　北海道ブロック重症心身障害看護師教育課程－カリキュラム（H30年度・H31年度）　　　別添２

重症心身障害児
者施設の変遷と

動向
医療の現状

１）重症心身障害児施設の変遷
を理解し、重症心身障害児者を
理解する上で必要な基礎知識及
び福祉の動向を学ぶ。

２）重症心身障害児者の生活を
支援するための視点や、生活環
境の調整が出来る基本的知識を
習得し、看護実践に活用できる
知識を養う。

３）重症心身障害児者のライフ
ステージに沿った援助を協働連
携できる能力を養う。

４）重症心身障害児者の家族に
適切な対応・支援が出来るよう
地域の連携、様々なネットワー
クについて理解する。

北海道療育園　副理事長　平元 東 3

東京小児療育病院  看護科長 八代 博子 6

札幌あゆみの園　療養副部長　小六 真千子 2

北海道ブロック看護部長会 平成30年4月作成

専
門
基
礎
分
野

医療法人稲生会　事務長　高波 千代子 2

社会福祉法人楡の会　相談室あてーる　寺田 有紀

超・準重症児の看護（人工呼吸器管理を含む） 重症心身障害看護師

2

北海道療育園　医療顧問　医師　岡 隆治 2

北海道療育園　重症心身障害看護師　南 忠昭

大倉山学院　重症心身障害看護師　木村 直樹

合計　200時間（13単位）

北海道療育園　園長　林 時仲

北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 1

3

北海道医療大学小児看護学　教授　三国 久美 2

3

北海道科学大学　保健医療学部看護学科
教授　福良 薫

50

3

未定

2

NICD認定看護師　大倉山学院　濱田 崇宏 2

合計時間

医療安全管理

看護研究

看護管理

１）重症心身障害児者に質の高い
看護を提供するために必要な組織
の在り方と看護管理の基本を理解
する

２）療育チームの一員として専門
的な役割を担い、チーム療育を推
進するためのリーダーシップ能力
を養う。

３）医療安全にかかわる基礎知識
を習得し、施設内で安全管理対策
を講じることができる能力を養
う。

４）重症心身障害児者看護の質向
上のため、研究的視点を養う。

最低基準：３単位45時間以上

共
通
分
野

専
門
分
野

重症心身障害児者
の障害と看護

1)重症心身障害の主病態の診断
治療を理解する。

２）重症心身障害児者の主たる
合併症について理解する。

３）重症心身障害の病態生理や
治療について理解を深めるとと
もに、重症心身障害児者の生
命・生活を守るための看護を理
解する。

4）重症心身障害児者の基本的
アセスメント能力を身に着けそ
れぞれの状態に合わせた看護展
開ができる能力を養う。

５）重症心身障害児者のリハビ
リテーションの必要性を理解
し、看護師が生活の中で展開で
きる能力を養う。

６）臨地実習を体験することで
在宅ケアの実際と施設の役割、
連携を学ぶ。

７）他施設での看護実践を経験
し、看護の役割モデルを理解し
自施設での看護・療育スタッフ
に対して具体的指導ができる能
力を養う。

最低基準：6単位90時間以上

最低基準：３単位４5時間以上

多職種との連携
リハビリテーショ

ン看護

（臨地実習）
通所

訪問看護事業所
重症児者施設

1

重症心身障害
児者の主病態

北海道医療大学客員教授　石垣 靖子

大倉山学院　重症心身障害看護師　秋山 英泰 2

重症心身障害児者
看護概論

地域支援
ネットワーク


