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松蔭大学看護学部
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TEL 046-247-1511（代表）

e-mail m.inoue@shoin-u.ac.jp



平成28年4月現在

領域 テーマ 所要時間 回数 対象者 人数 備考

① 頭痛診断・治療について 2時間程度1回 全年齢層 100名以上可

② 急変時の対応について 3時間程度1回 成人 3名より

① 車いす移乗 90分 1～2回 市民の方 30名程度 主担当：樋口美樹

② 手洗い 90分 1～2回 市民の方 30名程度 主担当：皆藤広美

③ バイタルサイン 90分 1～2回 市民の方 30名程度 主担当：渡邊裕見子

① 健康相談、チェック 後期 年1回 厚木市民

①

体験学習：　感染症の防ぎ方
―知っているようで知らない手洗いの方法

―
90分 1回 市民の方 30名程度 講義：風岡　　演習：全員

②

体験学習：　感染症のふせぎ方
―知っているようで知らないマスクのこと

―
90分 1回 市民の方 30名程度 講義：久松　　演習：全員

③
体験学習：　感染症のふせぎ方
―知っていますか汚れ物の洗濯方法―

90分 1回 市民の方 30名程度 講義：嶋野　　演習：全員

④
体験学習：　感染症のふせぎ方
―免疫力を高めるアロマテラピー活用法―

90分 1回 市民の方 30名程度 講義：山下　　演習：全員

講師氏名

医学

吉井信哉（医師）

基礎看護

樋口美樹（看護師）　・　皆藤広美（看護師）　・　渡邊裕見子（看護師）

澤田和美（看護師・保健師）

担当する教員数により対象人数決定

成人看護

風岡たま代（看護師）・嶋野ひさ子（看護師）・池西和哉（看護師）・山下尚美（看護師）・久松桂子（看護師）・片野恵美子（看護師）

【松蔭大学　出前講座一覧】



領域 テーマ 所要時間 回数 対象者 人数 備考

① 健康寿命を延長するために 60分 3回
地域の高齢
者・成人期
にある人

30名程度
運動・口腔・栄養の視点から健康を維持向上
するための提案

成人看護

① 心臓マッサージとAEDについて 60～90分
1時間

程度/回
一般の方

実技をす
る場合10
名まで、
実技なし
なら15名
程度まで

医療専門職ではない一般の方にも実施できる
内容にいたします。

① 高齢者の特徴 60分 1回/年
市内の
高齢者

20名

① 認知症サポーター養成講座 90分 4回/年 市内の方 20名
開催する管轄の市町村より事前・事後申請・
無償リング・有償冊子160円/冊の申し込む要

① 災害時に使える応急手当 60分 1回/年 市内の方 20名 開催月6～8月

② 日常生活の中での防災 60分 1回/年 市内の方 20名 開催月6～8月

③ エコノミークラス症候群の予防 60分 1回/年 市内の方 20名 開催月6～8月

老年看護

谷井康子（看護師）

村山由子（老人専門看護師・認知症キャラバンメイト） ・ 後藤雪絵（保健師・看護師・養護教諭・高校教諭・認知症キャラバンメイト）

成島ますみ（看護師・災害看護学修士）

池西和哉（看護師）

講師氏名

棚橋　愛（看護師）



領域 テーマ 所要時間 回数 対象者 人数 備考

① 足から健康になる 90分 何回でも 10歳以上 20名～
足は全身の反射区があり，足揉みをすることで健康に
なります。足裏の測定・調査も実施できます。結果は
後程お返しします。

② 足育 90分 何回でも
乳幼児～高
校生
保護者の方

20名～

健康になるには，足についての知識，足に合った靴の
選定，正しい靴の履き方などについての学びです。希
望者には足裏の測定・調査もでき．結果は後程お返し
します。

③ 文字から未来を築く 120分 何回でも 10歳～ 20名～

書く文字により今の深層心理がわかります。字によっ
て未来への希望がかないます。適正な職業へあるいは
なりたい職業に，コミュニケーション能力をたかめる
には，健康を維持するには，などについての学びで
す。

④ 生と命について 90分 何回でも ７歳～ 20名～
生と生命は，人の一生に関わってくることです。ライ
フサイクルの中での生と生命についての学びをしま
す。

⑤ 「ほめる達人」の向こうには 120分 何回でも 10歳～ 20名～

「ほめる」ことが自然にできるようになると，ポジ
ティブ思考になり，生きることが楽しくなります。そ
して．あなたは周囲の人々の生きた原石からダイヤモ
ンドになり，良い影響をもたらします。

⑥ 楽しい子育ての向こうには 90分 何回でも
乳幼児～学
童を持つ保
護者の方

20名～

楽しい子育てってどうすれば良いでしょうか。子育て
が楽しくなるとお子さんの持っている能力が最大限に
引き出せます。お子さんによって成長させられると思
うと子育てが楽しくなります。

⑦ 性教育について 120分 何回でも ７歳～ 20名～
性についての学びは年齢の近い者同士から得るのが，
スーと心に響いてきます。「性」についてポジティブ
にとらえ．正しい知識を学びましょう。

⑧ 学習能力をあげるには
90分～

120分
何回でも 乳幼児～ 20名～

生まれた瞬間から学習が始まっています。お子さんの
学習能力を挙げるにはどのようにしたら良いでしょう
か。無理せずお子さんの能力を引き出す方法を学びま
しょう。

講師氏名

母性看護

加城貴美子（看護師・助産師・保健師・NBAS（新生児行動評価）マイスター・一般社団法人日本ほめる達人協会特別認定講師・

　　　　　　　　日本筆跡診断士協会教育講師・日本若石健康法マイスター・CS（コンフォートソックス）指導者（中級））



領域 テーマ 所要時間 回数 対象者 人数 備考

① 不妊症の治療に関する話題 2時間 １回 誰でも可 設定なし 女性の方対象

②
女性のライフプランで考えておくこと（性
教育を含む）

2時間 １回 女子中高生 設定なし

① 思春期の心と身体の発達 2時間
小学校高学
年(男女）

10名程度

② 生き生き更年期 2時間
40代～50代
（男女）

10名程度

①
プレママとパパの出産準備教室
（赤ちゃん人形抱っこ体験、沐浴など）

2時間
4回

(毎週)
妊婦さんと
その夫

 20名程
度

母性・小児領域で実施

②
乳幼児期の子育て講座（子ども
の発育、緊急時の対処法など）

2時間
4回

(毎週)
乳幼児期の
子どもの親

20名程度 母性・小児領域で実施

① アサーションについて 10月以降
60分～

90分
関心のある
方

20～30
名
程度

アサーションを高める方法について

① 不登校についての講座 1～2時間
1回程
度

誰でも可 20名程度
不登校児を持つ家族対象ではなく、不登校に対し
ての知見の話

② 社会的ひきこもりについての講座 1～2時間
1回程
度

誰でも可 20名程度
ひきこもり者を持つ家族対象ではなく、不登校に
対しての知見の話

柴田文子（助産師・看護師・ＮＰファシリテーター）

主濱治子（助産師・看護師）

柴田文子(助産師・看護師・乳幼児の親支援プログラムNＰファシリテーター)・主濱治子(助産師・看護師・乳幼児の親支援プログラムNＰファシリテーター)

母性看護

松島泰恵（助産師・看護師）・山崎道子（看護師・乳幼児の親支援プログラムＮＰファシリテーター）・坂田徳生（看護師）

小野坂益成（看護師・臨床心理士・ブリーフセラピスト）

講師氏名

母性・小児看
護

丸山昭子（看護師）

精神看護



領域 テーマ 所要時間 回数 対象者 人数 備考

① 美しく年を重ねるヒントシリーズ 2時間 1～2回 中高年女性 20～40名 2～3回シリーズで行います

①
北欧の心豊かな暮らし
　－フィンランド・スウェーデンの人々－

2時間程
度

1回 誰でも可 20～40名

② 地域で年を重ねていくために 90分 1回 誰でも可 20名程度 身近な課題の相談に応じる

③ 指尖脈波研究－心の元気さを測る－ 90分 1回 誰でも可 20～40名

①
あなたは健康ですか？
－生活習慣病にならないために－

2時間 1回 中高年者 20～40名

② ストレスと上手に付き合う方法 2時間 1回 中高年者 20～40名

③
看護学生が大学で学んでいる在宅看護論と
は

3時間 1回
訪問看護ス
テーション
看護職

何人でも
本学の在宅看護実習を担当する訪問看護ステー
ション看護職の方大歓迎します。

① アロマで簡単セルフケア 2時間 1回
20歳以上
成人

50名以下 実施期間：4月～8月、助手1名同伴

② アロマで生き生き健康講座 2時間 1回
20歳以上
成人

25名以下
実施期間：4月～8月、助手１名同伴バスボム

製作実費300円（１人）

講師氏名

柴田文子（助産師・看護師・ＮＰファシリテーター）　・　井上真弓（保健師・看護師・精神保健福祉士・養護教諭）

在宅看護

廣橋容子（保健師・看護師・介護支援専門員・高校保健教諭）

井上真弓（保健師・看護師・精神保健福祉士・養護教諭）

森山恵美（看護師・介護支援専門員・中医アロマセラピスト〈ATCMA〉・リンパケアセラピス〈JADP〉・

　　　　　メディカルハーブセラピスト〈JADP〉）

母性・地域看
護



領域 テーマ 所要時間 回数 対象者 人数 備考

① ケリーパッドの作り方　他 90分 1回 全ての人 30名以内

② 産業保健　職場復帰プログラム 90分 2回 働く人 30名以内

③ 在宅ケアを巡る家族看護 90分 1回 高校生以上 30名以内

④ 産業看護　ライン研修（メンタルヘルス） 90分 １回 働く人 30名以内

小澤美和（保健師・看護師・産業看護師）

講師氏名

在宅看護


