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独立看護師

養成講座
多様な分野、多様なスタイルで
「自分らしく」生きる ―
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「独立したい」というあなたの思いを
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知識・技術から、現場見学、プラン実践まで
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ともに考え、悩み、独立をめざす一年間

［ 東京駅前開講 ］

本講座の理念と目的

◉本講座は、看護という専門性を基にして独立をめざす人

の揺籃として創られました。看護は人の健康をケアする統
合的な視点を持っています。「人」を中心にした視点は、
私たちの社会や産業の未来に横たわる様々な問題を解決す
る際のキーとなるものです。
◉特に、少子高齢社会では従来にない新しい事業や仕組み
が求められています。
「人」を中心にすえた、新しいアイディ
アを現実のものとしていく「独立した」精神をもった人材
が活躍する場はすでに用意されています。
◉本講座は、看護という専門性を出発点として、様々な分
野やスタイルで、独立した新しい試み（開業）をする人材
を育成することを目的としています。
◉本講座で使っている「独立看護師」の「独立」という語は、
「自分が考え、実現したいことを、社会や市場に投げかける」
ということを意味しています。会社を起業することだけを
意味するものではありません。「自分の可能性を試す」
「自
分の強みを生かす」というチャレンジを「独立」と表現し
ています。
◉「自分のアイディアを生かしたい」という看護師のみな
さんを応援するために、本講座のカリキュラムは開発され
ました。独立に必要な知識やプランニングスキルを学ぶと
ともに、先行事例をよく知ることで、自分の可能性や強み
を多面的に考える力を身につけます。

◉本講座の到達目標は次の 2 点です。

① 独立看護師として、プランニングから実践までを
俯瞰的にみることができるようになる
② 自分の可能性と市場・社会の需要を科学的に検討し、
プランを展開していくことができるようになる
◉本講座には 5 つの特徴があります。
▶「実践重視」
1 年間かけて独立の準備をし、実行することをめざす
▶「教養重視」
自らのプランを実現させるため、周囲を説得し、協力を
得るために必要となる幅広い知識を大切にする
▶「プランニング重視」
独立して生きていくための指針を明確にして計画を立てる
▶「実例重視」
実際の事例をテーマに検討する
▶「チューター制」
独立の体験がある講師が親身にアドバイスする
◉ 独立看護師として活動してきた講師が親身にサポート・

アドバイスします。学びながら実践的なコンサルティング
を受けられる、
他にはない講座です。
「1 年後に独立したい」
という思いを実現させるため、本講座を活用してください。

本講座の構成
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独立看護師にとって
必須の知識・スキルを学ぶ
6 つの分野 15 講座
講師陣

佐々木由惠（監修者）

神山資将（監修者）

日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科教授
日本女子大学大学院人間生活学研究科博士後期課
程修了。看護師・助産師・社会福祉士・介護福祉
士・介護支援専門員。臨床の看護師、助産師を経て、
看護師や社会福祉リーダー人材の養成、ケアに関
する数々の研究に従事。介護保険施行後、訪問介
護サービス、グループホーム、デイサービス等の
事業所を創業、経営者として理論を実践している。

一般社団法人知識環境研究会主任研究員。国立大学
法人北陸先端科学技術大学院大学知識科学研究科博
士前期課程修了。修士（知識科学）。独立行政法人
産業技術総合研究所産学連携研究員、財団法人政策
科学研究所研究員を経て現職。専門：高等教育論、
科学技術政策、知識論、医療サービス科学、多職種
連携論
他、各専門分野の講師が担当

※支払いは第 1 回の履修時もしくは銀行振込でお願いします。
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受講料と申込方法

「15 回全講座」「独立までのチューターサポート」の料金

正規生

各回の内容

◉ 全15 回の講座は独立看護師としての知識・スキルを学び

◉授業は 10:30 から 16:30 までとなります。

ます。これに加え、正規生はチューターから独立プランにア
ドバイスを受けたり、プランの実行へのサポートを受けるこ
とができます（チューターサービス）。

◉正規生が欠席した場合、当日の授業資料等をお届けする等、

欠席者へのフォローを行います。

＜各回の授業内容＞
科目名

概要

到達目標

開催時期

独立看護師概論

 独立看護師とは何かを理解する。
 独立看護師に求められるものを理解する。
 自己のスキルと強みを検討する。
 復職看護師向けにフォローする。

独立看護師の定義を理解し、その概念を
自らの独立プランに適用できる。

2015年
10月24日（土）

事例検討
―独立看護師の実際

独立看護師の先行事例を議論する。
様々な背景で独立をめざした先達の事例を検討する
ことで、自らの独立への考えを整理する。
ケーススタディによる検討を通じて、状況判断の
視点や枠組みを学ぶ。

独立看護師の先行事例を思考スキームに
基づいたケースメソッドで検討できる。
事例からの示唆を自らの独立プランに
生かすことができる。

2015年
11月29日（日）

イノベーション論

独立看護師が理解しておくべき、最も重要な
「イノベーション」という概念について学ぶ。
 イノベーションとは何か、イノベーションという
考え方で事業や仕事を捉えるとどのような解釈が
可能なのかを検討する。

独立看護師が担うべきイノベーションに
ついて理解し、事例を分析できる。
 イノベーションの考え方を自らの
独立プランに生かすことができる。

2015年
12月26日（土）

戦略論

独立看護師として活動する上で、常に「自分が
置かれた環境でどのように行動し、展開していく
べきか」を考える枠組みを学ぶ。
一般的な戦略論を踏まえ、独立看護師としての解釈
を行う。

戦略的思考を理解し、分析できる。
戦略的思考を自らの独立プランに生かす
ことができる。

サービス科学

サービスを科学的に捉える。
 サービスの創造や分析を行うための「サービスデザ
イン」という考え方を理解する。
 顧客・利用者と「共創する」サービスを考える。

サービス科学、サービスデザインを理解し、 2016年
事例を分析できる。
2月27日（土）
サービス科学・サービスデザインを自らの
独立プランに生かすことができる。

起業家精神・
リーダーシップ

起業家とはどのような人材なのかを様々な分野の
研究から解き明かす。
同時にリーダーシップの考え方を学び、独立看護
師としてのコンピテンシーを考える。

起業家精神とリーダーシップについて
理解し、事例を分析できる。
起業家精神とリーダーシップを自らの
独立プランに生かすことができる。

2016年
3月13日（日）

国際経営論

今後の日本においても国際的な要素を欠いては独立
や起業は成り立たない。独立看護師にとって必要
となる国際経営のポイントを学ぶ。国際経営論の
基礎を学び、経営者・独立者としての教養を磨く。

 国際的な経営の視点を理解し、事例を
分析できる。
国際経営の視点を自らの独立プランに
生かすことができる。

2016年
4月中

マーケティングは独立・起業に欠くことができな
い活動である。
マーケティングの基本的な考え方を理解して、持
続可能な事業を考える。

 マーケティングの基礎理論を理解し、
事例を分析できる。
マーケティングの考え方を自らの
独立プランに生かすことができる。

2016年
4月中

マーケティング

2016年
1月31日（日）

コミュニケーション論

コミュニケーション論の基礎を学び、社会、業界、 コミュニケーション論の基礎を理解し、
従業員、取引先などとのコミュニケーションの
事例を分析できる。
あり方を考える。

2016年
5月中

現場訪問

 先行する独立看護師の現場を訪問し、実際の独立の 独立看護師の先行事例を実際に見学し、
様子を見学する。
自らの問題として捉え、検討する。

2016年
5月中

事例検討
―プランニング演習

思考スキームに基づいた独立プランの作成方法
訪問看護ステーション開業をテーマに、模擬
独立プランを作成する。
「場所」
「人材」
「必要物品」
「地域アセスメント」
「連携」
「営業方法」

思考スキームに基づいたケースメソッド
に基づいて、プランニングできる。

2016年
6月中

労務管理

労働（雇用）に関する諸制度、法規を理解する。
独立に向けて役立つ制度（退職者雇用制度等）
を理解する。

労働・雇用に関する制度・法規を理解する。 2016年
自らの独立プランにおける雇用関係の
7月中
プランニングができる。

資金調達に関する諸制度、法規を理解する。
・都道府県独立支援事業
・貸付・中小企業貸付
独立プランに基づいた資金調達を理解する。
・銀行へ提出する計画書立案

資金調達の方法について理解する。
自らの独立プランにおける資金調達を
プランニングできる。

2016年
8月中

思考スキームに基づいた独立プランを立案する。
通信教育でのフォロー（6回程度）で指導を行う。

 自らの独立のコンセプトを立案できる。
 コンセプトから独立プランを論理的に
構成できる。

2016年
1月〜9月

独立プランについて周囲（模擬ステークホルダー）
を説得するワークを行う。
発表（プレゼンテーション） を全受講生が行う。
フィードバック

 自らのコンセプトを他者に伝達することが 2016年
9月中
できる。
 独立プランの詳細を説明し、説得できる。

資金調達

独立を想定した
プランの作成と発表Ⅰ
独立を想定した
プランの作成と発表Ⅱ
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