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平成 24年度 「看護の人材育成と活用等に関する連絡協議会」議事録 

 

日時：平成 24年 6月 20日（水）13：30～15：05 

場所：岐阜県立看護大学 第 1会議室 

出席者：〈委員〉橋本波枝（公益社団法人岐阜県看護協会会長）、佐藤正子（県内病院看護部長協議会会

長：ＪＡ岐阜厚生連西美濃厚生病院看護部長）、髙木久美子(地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

副院長兼看護部長)、田中美恵（市町村保健活動推進協議会保健師部会会長：可児市福祉課）、加藤直子

（空助産院院長）、中川みのり(岐阜県訪問看護ステーション連絡会会長：訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ ｲｰﾅｰｽ所長)、

安藤正枝（岐阜県立看護大学修了者代表：のぞみの丘ホスピタル看護部長）、岡田昌子（岐阜県健康福祉

部医療整備課看護企画監）、山田美奈子(岐阜県健康福祉部保健医療課保健企画監)、平山朝子（岐阜県立

看護大学名誉学長） 

＜大学側＞小西理事長、黒江学部長、北山研究科長、服部図書館長、岩村教授、丹菊助教、佐藤事務局

長、伊藤総務企画課長、堀学務課長、子安課長補佐、森主査  

＊敬称略 

（記録作成：看護研究センター教員） 

１．理事長の挨拶 

日頃からの本学の教育・研究、大学運営へのご理解とご協力、および本日の会議の委員就任及び出席

に関してお礼申し上げる。本学は法人化して 3年目を迎え、順調とは言いながら多くの課題を抱えてい

る。皆様から忌憚のない意見をいただき、さらに発展していきたい。 

  

２．出席者紹介 

出席者名簿並びに配席図が紹介された。 

 

３．配布資料の確認 

伊藤総務企画課長より、配布資料の確認がなされた。 

 

４．会長の選任  

大学側から岐阜県看護協会長の橋本波枝委員に会長就任推薦が提案され、承認された。 

  

５．議題 

岐阜県立看護大学の現状と活動方針について 

 

小西理事長より、以下について説明された。 

・看護学部の教育については、指定規則の改正に伴いカリキュラムの検討を行ったが、科目内容・単位

数の変更は特に必要なく、現行の卒業要件 126単位の習得により看護師と保健師の国家試験受験資格が、

さらに助産科目 10単位の履修により助産師の国家試験受験資格が得られることの承認を受けた。また、

教職科目 16単位を履修することで養護教諭 1種の免許も習得できる。看護学科は今後も看護師・保健師・

助産師に共通する看護学基礎教育を推進していく。ただし助産師、養護教諭は人数制限を設けているた

め、誤解がないようホームページに掲載している。 

・看護学研究科では、県内で就業している看護職が所属機関の看護実践の改革・改善に取り組み修士論

文、専門看護師コースの課題研究を完成させている。修了時に、大学院生自身と同僚、上司の三者から

評価を得て研究指導の改善につなげる体制は大学認証評価機関の受審でも高く評価された。実践現場の

協力を得て実施できていることに感謝したい。修了者は、平成 23 年度に、がん看護、小児看護の CNS
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および認定看護管理者の資格を習得している。今後も修了者の資格習得を支援していきたい。 

 

１）岐阜県内看護職者への生涯学習支援について 

 小西理事長より、資料１「平成 24年度における岐阜県内看護職者・卒業者への生涯学習支援について」

に基づき、各取り組みの概要と実施状況が説明された。 

 卒業者が 700名を超え、新卒県内就職率が 50～60％を維持している現状から、卒業者である看護職者

の生涯学習支援のための新規事業を進めている。昨年度第 1回を開催した「看護実践を語る会」は今年

度 2回開催予定である。県内就業の卒業者対象の研究支援事業には、養護教諭、医療機関の助産師およ

び保健師から 3題の応募があった。 

 県内看護職に対しては、看護実践研究指導事業、共同研究、岐阜県看護実践研究交流会への支援を継

続しているため、引き続き多くの看護職がこれらの事業を活用していただけるよう支援をお願いしたい。

岐阜県看護実践研究交流会は、会員数や交流集会の参加者数の伸び悩みが課題となっている。 

 

２）看護学部看護学科について 

黒江学部長より、資料 2「平成 24 年度大学入学者状況について」、資料 3「国家試験の合格状況につ

いて」、資料 4「平成 23 年度就職状況について」に基づき、入学者に岐阜県出身者が増えている状況や

卒業者の約 6割が県内に就職する状況等が説明された。 

  

３）大学院看護学研究科について 

北山研究科長より、資料 5「平成 24年度大学院入学者状況について」、資料 6「平成 24年度大学院在

籍者数について」、資料 7「平成 23 年度修士論文（課題研究レポート）・博士論文題目一覧」に基づき、

志願者拡大や、遠方施設の学生の研究指導にテレビ会議システムの活用が必要であること等が説明され

た。専門看護師コースについては今後も県内施設に限定して、施設からの推薦を受けることを継続する

予定である。 

博士前期課程修了者 51 名を対象とした調査により、修士論文の報告を自施設外では行っているが自

施設内では 3割程度しか行っていないこと、学会誌、研究誌への投稿がほとんどされていないことが明

らかになった。大学は自施設での報告を進めていくための支援や指導の強化をしていくが、各施設でも

報告を促していただきたい。また、今年度から紀要に教員との共著で修士論文の報告が可能となったた

め、修了後の投稿に向けた支援を強化していきたい。 

専門看護師コースの修了者については認定に向けた指導をしていきたい。専門看護師の教育は、教育

課程基準の改定があり移行期であるため本学も対応していきたい。 

 

【意見交換】 

委員名は発言順に委員 A、委員 B、委員 Cとして示した。 

橋本会長：大学側のこれまでの説明に対し、質問や意見等があればお願いしたい。 

委員 A：訪問看護は、いろいろな経験を踏まえて活動すると円滑に進む部署ではあるが、人材不足に悩

んでおり、新人でもほしいという声が多数あがっている。現在、ワーキンググループで新人看護師の教

育プログラムを検討しており、大学や病院、施設の協力が必要であることが出てきている。訪問看護活

動の活性化という点で共同研究という話も出ていたが、現場で一緒に行っていくことが必要であること

を痛切に感じているため、またよろしくお願いしたい。 

橋本会長：（訪問看護の）新人教育プログラムでは、病院での実習を何か月か実施することになるが、病

院への志望になってしまわないようにする難しさがある。 

小西理事長：訪問看護師の育成については、専門看護師教育課程（ＣＮＳと略）に在宅看護分野がある。
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専門看護師については、教員の能力と地域のニーズとの兼ね合いで立ち上げを検討しつつあるが、平成

２５年度から専門看護師教育課程の申請単位数が 26単位から 38単位に改正される過渡期にもあり、ま

た意見交換させていただきたい。共同研究という形で新人の育成について一緒に検討できればよいと思

う。 

橋本会長：ワーキンググループで新人教育プログラムの開発を行っているところに、先生方の協力をお

願いできるとよい。 

委員 A：教育プログラムの作成にあたっては、金銭面の問題や具体化していく段階で限界もあるため、

悩みながら行っている。 

黒江：学生の状況では、在宅看護分野を卒業研究にとる学生が毎年あり、関心度は高いと思う。 

委員 A：実習に来ると、訪問看護ステーションに最初から就職したいという学生がいることを聞くが、

新人を育てていけるものを確立しないと途中での挫折につながることを危惧する。 

小西理事長：現在、訪問看護ステーションの活動の充実というテーマで、看護実践研究指導事業として

行っている。一緒に育てるという部分までは検討することができていないが、今後、含めていくことは

可能だと思うので、次年度に向け一緒に検討させていただきたい。 

平山名誉学長：共同研究でもよいのではないか。また学生が振り向いたときにチャンスを作れる体制を

大学側が作ってしまえばよいのではないか。 

橋本会長：訪問看護に関しては、国の研究事業で金銭的支援を得て、それを大学の先生と共同研究でき

ると、もう少し裕福になって研究できると思う。大学に情報が入ったら教えていただきたい。 

小西理事長：それは連絡させていただきたい。 

橋本会長：保健師管理者研修プログラムというのがあり、看護協会でも統括保健師ということで検討し

ているが、保健師の立場でいかがか。 

委員 B：前年度の共同研究で、新任期の保健師の研修から波及的に管理者の研修を含め検討した。今年

度は、管理者の研修の部分を看護実践研究指導事業で取り組むこととなった。自分たちだけの討議では

得られない客観的な意見が得られ、到達状況を確認しながら進められるという点で助かっている。これ

まで新任期の保健師の実践能力の到達状況の検討を進めてきたが、新任期から中堅期、管理者へと、保

健師全体が底上げできるような形で進めていきたいため、今後も一緒に考えていただきたい。 

資料３では、保健師の合格率だけが 93.7％と低いが、保健師になりたい方が不合格となっていないか。 

黒江学部長：全学生が看護師と保健師両方の受験資格を得て受験するが、保健師としての就職希望者が

昨年度１名不合格となっている。不合格となった学生については、その後も大学がフォローし次年度の

受験に向けてサポートしている。 

北山研究科長：保健師を志望する学生は何人もいると思うが、保健師の求人数が看護師より少ないこと

もあり、指導が不足している部分もあると思うが、受けても落ちてしまう状況がある。 

委員 B：昨年度、県は 6 名募集したが就職してくれたのは 4 名であった。もっと多くの方に応募しても

らいため、PRをお願いしたい。 

橋本会長：助産師の方では何か意見はないか。 

委員 C：卒業者研究支援事業 3 題のうち助産師に関する 1 題について、どのような研究か、どこの施設

の方か教えてほしい。 

小西理事長：総合医療センターの助産師から、帝王切開時の乳児の皮膚接触援助に関する課題で希望が

出された。 

委員 D：当院には多くの卒業生がおり、リーダーシップの発揮や後輩指導はしてくれているが、外部へ

の研究発表や大学院進学は勧めてもなかなか進まない。今回、卒業者研究支援事業のアピールを受け、

ぜひやってもらいたいと勧めたところ、卒業生である助産師を中心に 5人で行うことになり応募した。 

小西理事長：研究支援事業には本学の助産師課程を担当する教員２名がサポートにつき、応募者である
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総合医療センター卒業生および助産師メンバーと連絡を取りながら進めていく予定である。 

委員 D：当院は赤ちゃんにやさしい病院を目指し、職員が研修会への参加や研究に取り組んでいる。サ

ポートをいただき、少しでもレベルが上がるよう、また支援を受ける卒業生たちが活躍できるよう指導

をお願いしたい。 

委員 C：看護実践研究指導事業の「助産師の専門性を高める研修プログラムの開発」は、どのようなこ

とをおこなうのか。 

服部教授：母乳育児支援を中心に地域づくりに取り組んできた経緯があり、郡上地域では、郡上市民病

院と市の保健師、他職種の方たちと一緒に母子の研修会を実施した。助産師の研修会でも、郡上地域や

本学で開催してきたが、飛騨地域や東濃地域での研修の要望が強くあったため、今年度は高山で行うこ

とになった。対象施設は主に高山日赤とアルプスベルクリニックであり、飛騨の保健所や市の保健セン

ターの参加を得て 9月ごろに研修を行う予定である。 

平山名誉会長：これは、まとめたものを公表するのか。そうであれば、詳しく書いたものを渡すことが

できるのか。病院はクローズドにしていないため、オープンにしていけばよい。 

小西理事長：看護実践研究指導事業の年度ごとの報告書があるのでお渡ししたい。 

委員 C：看護実践研究指導事業の「岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援」は非常にありがたい。

こちらの大学の卒業如何に関わらず、地域の助産師が研究をしようとするときに色々とご指導いただけ

ることが心強いし、よいものができると外部に発信し、やりがいにもつながる。補助金を得た研究を２

年間行ったが、今年度は準備不足もあり継続できなかった。その中で色々な組織と協力して進めること

や、助産師の専門性を追求する必要があると感じたため、専門職の教育を行っている大学からも教えて

いただきたいと思う。また、助産師には看護協会のほか日本助産師会という組織があり、深い内容の勉

強もできるため、教育機関の方にもぜひ入会してほしい。 

橋本会長：看護協会は施設で働いている助産師を対象にしているところがあり、開業されている方と共

通のものはあるが責任範囲が違うと思うため、また協力をお願いしたい。 

橋本会長：北山先生からの報告の中に、大学院修了生は外部への研究発表は行っているが、院内で行っ

ている者は少ないということがあったが。 

委員 D： 当院では 22年度修了の専門看護師 1期生の 2名には院内看護研究発表会で発表してもらった。

アンケートでは、指導を受けた研究は誰が聞いてもよくわかる、といった意見が多く書かれていた。今

年度は研究の勉強会後に、各部署の希望者を募り講師から研究計画書の指導を受けるという取組みを開

始し、20件の応募を受けた。修了者の発表が土台となり、ようやく皆が前向きになってきたところであ

る。23年度修了の専門看護師は外部で発表予定があり、院内でも発表させたいと思っている。ただ、次

に続く専門看護師志望者がいないため、ホームページや院内新聞で専門看護師の周知を図っている。ま

た 2名とも師長にし、それぞれアピールできる立場になって活動できるようにした。今後、施設を超え

て専門看護師が交流を持ち、岐阜県の専門看護師のレベルアップを図り互いの施設に還元し合うことが

できるとよい。岐阜県はがん専門看護師を除き専門看護師が多くない状況であるため、在宅等も含めて

進めていけるようご協力いただきたい。 

橋本会長：専門看護師が研究を進めるにあたり、大学教員と一緒にアドバイスを受けながら行い、看護

実践研究交流集会や共同研究報告会で発表するというのはどうか。 

委員 D：９月の看護実践研究交流集会も他の大きな行事と重なることが多く、分散して参加者を確保し

ないといけない状況である。 

委員 E：看護実践研究交流会の案内や卒業者向けの事業について会議等での配布や声掛けをしているが、

参加者・応募者は出てこない。卒業生は子育て中で余裕がない状況である。 

委員 F：修了生の同窓会の役員会では、各自が持つ課題を共有し形にすることや、看護実践研究交流会

に協力することについて話をするが、実現に向けては会員間で連絡を取ることさえ難しい状況である。
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精神科の病院 8施設と大学とで共同研究に 8年間取り組んできたことにより、実践がレベルアップして

いる。共同研究という方法は見直しているところであるが、どのような形であっても共同した取組みを

継続し拡大していけるとよいと思う。別の共同研究では、精神看護分野で病院の看護職と地域の保健師

というこれまで考えたことがなかった看護職同士の連携について検討できている。認知症の共同研究の

メンバーからは、認知症の認定を取る人も出ている。 

橋本会長：他の施設でも大学の先生とよい関係をつくる中で看護の質を上げていく必要がある。看護実

践研究交流集会の開催が 9月というのは、大学の夏休み期間を利用して行うためなのか。県内病院協会

の研究発表会も 9月にあり、重なるものが多いのではないか。 

委員 F：9月は運動会とも重なるらしい。 

平山名誉学長：9 月は大学の都合で決めたのではないので、この会でいただいた意見を看護実践研究交

流会の役員に伝え検討してもらうことができる。大学院の報告では、その人だけでなく周りの看護職を

動かしながら実践を改善していることが報告され、現場の方からいろいろな意見がもらえている。実際

に皆さんにも参加して聞いていただいた上でご意見をいただきたい。本学では一貫して看護生涯学習支

援を行ってきている。県内に就職した人を中心に卒業者のための生涯学習支援も行っているが、卒業者

以外を排他的に省くことはしていない。卒業者以外の人たちの支援の一つとして交流会があるので、こ

このメンバーからはぜひ意見がほしい。 

黒江学部長：今年度は 9月 15日（土）に予定している。 

岩村教授：現在、ホームページでは演題募集を掲載している段階で、ご案内はこれからの予定である。 

橋本会長：委員に案内・プログラムを送付いただき、委員の皆さんには参加をお願いしたい。 

委員 G：看護実践研究交流会は、修了者・卒業者に限ることなく看護職者全体を対象としていることが

わかった。看護学校の教員の研究への参加率は低く、看護実践研究交流会への参加も少ない。関心を持

ち取り組む人はいても広がりや継続が困難であり、支援を必要としているため、これを機会に利用する

ことを考えていきたい。また、専門看護師から活動を始める際の困難さを聞いているが、現場の状況が

非常に違う中、大学と各施設のサポートがどのように進められていくのか伺いたい。 

小西理事長：CNS コースの修了者の支援については非常に重要なことだと思っている。病院を訪問し看

護部長と、専門看護師の認定試験を受けるまでの学習期間やその後の活用方法について話し合っている。

また、看護実践研究交流集会や学部同窓会のほか、CNS を含めた大学院生との交流機会を増やしていき

たい。 

委員 G：本人の力は十分にあると思うが、それを発揮できない悩みや不安を持っている。発言機会を与

えることや資格取得者同士の交流を図るなど、うまく取り組まないと組織としても損失になると思う。 

平山名誉学長：CNS コースの受験者は、受験前に大学が施設に出向き、看護部長や施設長とその受験者

が資格を取るまで育てることを話し合っている。資格を取るまで保障するという約束となっている。 

小西理事長：CNS は、自分の専門性を発揮しその役割を果たしていくことに同じ課題を抱えている。そ

のため、CNS 全体の協議会や分野別の協議会がある。大学はそれらを紹介しながら、岐阜県内での定着

や、それぞれの能力の発揮への支援を模索しながら行っていきたい。 

橋本会長：認定看護師はある程度の人数がいるので、問題を共有しながら解決に向けた検討もできてい

る。専門看護師は、がん以外は仲間がいないので孤立している。学長が言われたように、全国で同じ専

門看護師の会や情報交換の機会を利用して問題共有や解決できる方法があるとよい。 

小西理事長：全国レベルで専門看護師の会がある。それ以外にもそれぞれの看護系学会開催時に CNSの

交流集会がある。 

平山名誉学長：そのような情報を提供していけるとよい。 

委員 D：当院では認定看護師は 10何年経過し、役割や役割発揮の方法等の検討を重ね、ようやく落ち着

いたところである。今年、専門看護師ができたので、専門・認定看護師の委員会と名称変更し看護部管
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理部門の一人が入って進めている。専門看護師がどうリーダーシップをとり認定看護師とどうかかわる

かを考えるのもこれからである。またご相談させていただきたい。 

黒江学部長：CNSは倫理とコンサルテーションと研究能力が発揮されていくことを期待している。 

委員 D：倫理委員会でも中心になってやってもらっている。 

橋本会長：看護職全体に対して大学が支援していただいていることがよくわかったため、私たち看護職

自身は大学の先生に協力していただきながら、自分達を高めていければよい。看護実践研究交流会につ

いては、リニューアルや何か違う企画を考え、熱意が看護職に伝わるようにする必要がある。大学の卒

業生も県内就職が 50％以上になってきているので県内のレベルが上がっていくと思うが、定着に向けて

県内の魅力、先生方の支援がつながると思うので全体のレベルアップにつなげていっていただけるとよ

いと思う。 

小西理事長：私たちは看護基礎教育を担当すると同時に、看護職の方々が能力を発揮し看護実践の改革・

改善に取り組むことを、看護学実習や大学院教育、さらに紹介させていただいた事業等を通じて支援し

ていきたいと思う。本日皆様から頂いたご意見の中には、大学として検討していく必要があるものが多々

あったので、今後検討していきたい。このような機会以外にも、忌憚のないご意見をいただきさらに前

進していきたい。本日のご出席に感謝申し上げるとともに、今後のご支援・ご協力をお願いしたい。 

 

６．その他  

伊藤総務企画課長より、発言要旨をまとめ、各委員へ送付することやホームページに公開することを

説明し、了承された。 

 

〈配布資料〉 

資料１ 平成 24年度における岐阜県内看護職者・卒業者への生涯学習支援 

資料 2 平成 24年度大学入学者状況について 

資料 3 国家試験の合格状況について 

資料 4 平成 23年度就職状況について 

資料 5 平成 24年度大学院入学者状況について 

資料 6 平成 24年度大学院在籍者数について 

資料 7 平成 23年度修士論文・課題研究レポート題目一覧 

その他 岐阜県立看護大学大学院看護学研究科学生募集要項、岐阜県立看護大学案内、岐阜県立看護大

学大学院案内、看護研究センターパンフレット 


