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平成２５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 25年 7月 3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）、若山紀子（県内病院看護部長協議会会長：

ＪＡ岐阜厚生連揖斐厚生病院看護部長）、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)、田中都（市町村保健活動推進協議会保健師部会部会長：本巣市健康増進課健康づくり係）、加

藤直子（空助産院院長）、時吉鈴美（岐阜県立看護大学修了者代表：羽島市民病院看護部長）、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） 

欠席：野崎加世子(岐阜県訪問看護ステーション連絡会会長：公益社団法人岐阜県看護協会訪問看護ステー

ション統括管理者) 

＜大学＞小西学長、黒江学部長、北山研究科長、岩村教授、丹菊助教、佐藤事務局長、伊藤総務企画課長、

清水学務課長、子安課長補佐、森主査  

＊敬称略 

（記録作成：看護研究センター丹菊） 

 

１．学長の挨拶 

日頃から本学の教育・研究、大学運営へのご理解とご協力、および本日の「看護の人材育成と活用等に

関する連絡協議会」の委員就任並びに出席に関してお礼申し上げる。本学は法人化して 4 年目を迎えた。

皆様からのご支援、ご協力を頂きながら岐阜県の看護職者の人材育成の拠点、生涯学習の拠点として本学

はその役割を担っていきたい。皆様から忌憚のない意見をいただき、さらにその役割機能を発展していき

たい。 

 

２．出席者名簿と配布資料の確認 

伊藤総務企画課長より、出席者名簿と配席図を持って紹介の代わりとさせて頂く。また、配布資料の

確認がなされた。 

 

３．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。 

 

４．議 題 

 岐阜県立看護大学の現状と活動方針について 

 

小西学長より説明があった。 

・本学は平成 12年に設立され、平成 22年に公立大学法人となった。平成 25年 3月に 10回目の卒業生

を送り出し、計 700から 800名近い看護職を育成した。博士前期課程については 8回目を送り出し計 70

名近い修士（看護学）が活躍している。博士後期課程については、平成 25 年 3 月は残念ながら修了生を

出すことができなかったが、今までに 8名の博士（看護学）が教育機関で活動している。 

・これら卒業生および修了生は岐阜県内の看護職者として、保健・医療・福祉機関あるいは養護教諭とし

て教育機関で活躍している。大学としてはそのような看護学部看護学科の教育後も、また看護学研究科に
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おける研究活動後も、卒業生や修了生が岐阜県の看護実践活動を少しでも改善・改革、さらに発展させる

ように支援している。博士後期課程においては、教員がより適切な看護教育を推進できるように研究およ

び教育活動を大学院生として行っている。そのような状況を踏まえて学部卒業者や博士前期課程修了者さ

らに現職の看護職者の生涯学習を支援するために、看護研究センターを設置し学部教育および大学院教育

と連携しながら全教員が協力しながら看護実践活動を推進している。その中には卒業生が岐阜県内に定着

し、看護活動が実践できるような支援、岐阜県内の看護職全体に対しての生涯学習支援等多種多様な事業

を企画している。いずれも看護職者の人材供給と看護職者の生涯にわたる看護実践活動の発展に寄与する

ことを目指している。 

・概要について、学部に関しては黒江学部長、研究科に関しては北山研究科長から、最後に生涯学習支援

活動については、看護研究センター長兼学長より説明する。 

 

黒江学部長より、以下の資料 1,2,3,4について説明された。 

・看護の人材育成と活用等に関する連絡協議会設置要綱                             

・大学入学者状況（平成 25年度） ［資料１］ 

・国家試験の合格状況（平成 25年 2月） ［資料２］ 

・就職状況（平成 24年度） ［資料３］ 

・卒業者の就職選択について（平成 24年度） ［資料４］ 

 

北山研究科長より、以下の資料 5,6,7,8,16について説明された。 

・大学院入学者状況（平成 25年度） ［資料５］ 

・大学院在籍者数（平成 25年度） ［資料６］ 

・修士論文・課題研究レポート題目、博士論文題目一覧（平成 20～24年度） ［資料７］ 

・学生及び学生の職場の同僚・上司による三者評価のまとめ ［資料８］ 

・岐阜県看護実践研究交流集会の案内（平成 25年度） ［資料 16］ 

 

 

小西学長・看護研究センター長より、以下の資料 9,10,11,12,13,14,15,16他について説明された。 

・新卒者・卒後 2年目卒業者交流会実施結果報告（平成 25年度）           ［資料９］ 

・新卒者・卒後 2年目卒業者交流会報告（平成 24年度） ［資料 10］ 

・看護実践を語る会の案内（平成 25年度） ［資料 11］ 

・岐阜県内就業した卒業者への卒業者研究支援事業一覧（平成 24年度、平成 25年度） ［資料 12］ 

・看護実践研究指導事業一覧（平成 25年度） ［資料 13］ 

・共同研究事業一覧（平成 25年度） ［資料 14］ 

共同研究と報告と討論の会の案内（平成 25年度）  

・岐阜県看護実践研究交流会の会員への研究支援一覧（平成 25年度） ［資料 15］ 

・岐阜県看護実践研究交流集会の案内（平成 25年度） ［資料 16］ 

・岐阜県看護実践研究交流集会参加者の施設種類別集計（平成 24年度）  

 

 

５．意見交換 

橋本会長：それぞれの立場からご意見を伺いたいと思います。手を挙げていただけたらと思います。 
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加藤委員：質問ですが、資料の 14 の 2 月 15 日に開催される共同研究の報告と討論の会ですが、これは

大学関係者の方の研究成果を色々と言ったりしていた会だったような気がするのですが、それともう一つ

の資料 16 の看護実践研究交流集会という取り組みがありますけれども、こちらの方は岐阜県の看護職の

研究のという違いなんですかね。それと参加者で会員と非会員がありまして、どういった手続きをしたら

会員になれるのかということについて教えてください。 

 

小西学長：まず、看護実践研究交流集会は看護実践研究交流会が開催します。これは資料 16 と看護研究

センターのパンフレットの後ろのポケットに岐阜県看護実践研究交流会のガイドブックが入っていますの

で、ご覧ください。この会に入っている方が会員です。それで、この会は大学側もサポートしておりまし

て、つまり、表紙の構成図にありますように、賛助会員として大学教員が入って、会員の研究支援をして

います。看護実践研究交流会の代表は社団法人岐阜病院の前田美佐子さんで、役員さんも含めてすべて岐

阜県内の現職の看護職者で構成されております。交流会は年 1回交流集会を開催し、そこで会員は研究を

発表しています、その研究をする場合に大学教員は看護職者をサポートするという役割を担っていますが、

交流集会では研究支援を受けていない者も会員として発表しています。それは、この(資料 16)裏に出てい

るような内容となっており、今年度は 9月に開催しますが、その午前の部は（募集が）終わりまして、午

後の部は今年 3月に修了した修士論文の発表となっています。そして、来年の 2月 15日に行う共同研究

報告と討論の会は、看護実践研究交流会の会員や大学院の修士論文とは全く関係なく、現職の看護職者と

大学の教員とが、それぞれがテーマに応じて共同でチームを組んで、お互いにフィフティーフィフティー

で、看護実践の改善・改革を一緒にともに考え、検討し、実践し、そして成果を共有するという共同研究

を 1年間行いその報告をする会です。もちろん必要があれば継続して研究活動をしてもらっています。 

 

加藤委員：わかりました。 

 

橋本会長：はい。それではそれ他の方からのご意見はいかがでしょうか。卒業生の方また、大学院の方、

県内の看護職にと色々ご支援を頂きたいところですけれども。 

保健師さんの立場としてどうでしょうか。 

 

田中委員：市町村の現状ですが、市町村合併後、保健師も職員配置転換が起こりました。合併後、大きく

なり活動しにくくなった市町もあるようです。市町村保健活動推進協議会の保健師構成をみても、介護福

祉課勤務、児童虐待や就学指導委員会など児童家庭課に異動となった保健師、業務分担制といい母子保健

事業のみを行う保健師、従来どおり地区分担制で母子から成人まで一貫して地域の健康管理をする保健師

に分かれました。よって、市町村保健活動に格差があると感じています。また、国は保険者である市町村

に、国民健康保険の財政を安定化の方針を出し、特定健診保健指導で生活習慣病予防活動に効果を出すよ

う求められています。また、低出生体重児支援は、県から市町村に業務委譲され、市町村は忙しい現状が

あります。その中で自分の仕事をまとめていない現状があります。私も反省しています。市町村保健活動

推進協議会に栄養士部会があります。栄養士さんは、一市町村に一題ずつ、自分の研究テーマ、仕事に対

しての研究課題を毎年まとめて、それを一冊にしています。保健師部会はしばらくやってこなかったので、

今年はぜひ各市町村に一題まとめることにしました。まとめを通じて情報交換を行い、学びあえたらと思

います。看護大学をはじめ保健師を目指す方にも見て頂ければと思います。 

 

橋本会長：保健師さんの分散配置ということでなかなか専門を追究することができないということを聞い
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ていますので、ぜひ一施設一研究ということを、実習指導に先生方が入っておりますので、そちらからア

プローチをして頂けたらと思います。ありがとうございました。 

病院の方から何かありましたらお願いいたします。 

 

髙木委員：卒業者研究支援を今年度もうちはやらせて頂いています。当院が他の大学の先生に研究計画か

らみていただいてこれで 4年目になりますが、今、病院全体で先生にかかわって頂いている研究が 5、60

あります。なんとなく病院全体が看護の実践の場が一番研究をやっていけるのではないかという視点で、

自分たちがやってきたことに対して研究ということがようやく高まってきたところに卒業者研究支援とい

うことを始めて頂きまして、どちらかというと病棟の中では卒業者の方はリーダーシップ、メンバーシッ

プをしっかりとっていますが、今一つ研究をやりますということがなかなかなかったり、大学院や専門看

護師についていろいろ声をかけていますが、うちは一期生からいらっしゃいますので、子どもが二人目と

か色々なことがあってなかなか参加できなかったところに、全部自分達から手を上げてくれました。ただ

病院として大学から来たパンフレットを全部署に何回か配布をして、師長に卒業生がいる部署は声をかけ

てというふうにしましたらこういう風に手を上げてくれた。このように県内にたくさんいらっしゃる卒業

者に地道にそうやっていけばいろんな大きい病院から小さい病院の方から研究を進めていくことが地域に

根差した活動になるのかなと思っています。今回参加してくれてよかったのかなと思いますし、こういう

計画をしていただいてモチベーションがある意味では上がって、卒業生が待っているのかなと思って感謝

しております。 

 

橋本会長：資料 5ですが、大学院の入学者の状況で前期課程の方は、看護師不足を訴えておられる中規模

病院のところからの入学者が結構多いのですが、総合医療センターからの入学者はいかがでしょうか。岐

阜県では認定看護師の養成をするかどうかの検討を平山先生が学長の頃に行い、結果、認定をやらないで

専門で行こうということになりました。専門看護師がもう少し増えていかないと県内では不足だと思って

いますが、その点はいかがでしょうか。 

 

髙木委員：小児の専門看護師が 2名とがんの専門看護師が 1名ということで非常に活動してくれています

し、就職ガイダンスに一緒に行けばそれは非常にアピールになります。3 人とも看護倫理の中心的なメン

バーで活躍してくれています。ここの卒業生の 1人が少し入ろうかなという方向に向いてきたのでその看

護師を大事にしていこうと思っていますが、実際は、愛知県の専門コースに行きたいと今年受験する看護

師や大学院にも行っています。うちは、大学院は個人の自由なので自分のやりたいところを選んでいきた

いということで、昨年度は受ける者はいなかったですが、全体に大学院に行った方がいいというふうに思

っている看護師たちは増えてきていると思います。おかげさまで当院も 2割強は今、大学卒です。特に今

年は多くて、まったくの新卒の中の 70人中 33名が大学卒ですので、そういう意味では大学卒の方が増え

ていき、またその中から大学院へ進むと思います。それと大学卒でない看護師たちが働きながら少しずつ

その大学院へのベースは整ってきたのかなと思ってきているのですが、あとは機会や仕事の大変さなどが

あって、もう一歩という所かなと思っています。 

 

橋本会長：資料 5の表を看護部に貼って少しでも刺激するということをしていただけたらと思います。看

護協会でも研修の講師に認定の方が多いのですが、退院とか在宅ケアとかの連携のところは専門看護師が

力を発揮し全体をまとめる働きをしています。また、アドバイスも適切で違いがはっきり出ています。沢

山の方が大学院に入っていただけると良いと思います。 
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若山委員：では、この状況の理解を踏まえまして、看護部長協議会の会長を一年やらせて頂きます若山と

申します。今、初めてここにお伺いしたのですが岐阜県看護実践研究交流会の会員についての話ですが、

実は病院委員会の中で以前話を伺ったことがあるかと思います。しかし岐阜県内で 70 以上の病院看護部

長がいますが、協議会として話をしていただいた記憶がありません。そんなことを思っている中で、少し

こちらとしてもインフォメーションはしていかなければいけないのかなと、そんな感じを受けました。こ

ういった会議で啓発をさせて頂きたいなと思います。で、もう一点は個人的なことで協議会ではないです

が、揖斐厚生病院として考えてみますと、非常に大学院というとハードルが高いという感覚があり、それ

よりも認定看護師に行った方がいいなという感覚がなんとなくあります。また、県外の方の認定看護師制

度からいうと行く率が非常に高くなってまいりまして、大学院は後でというようになってきていると思い

ました。大学院は行ってほしいと思っていますし、厚生連としてはバックアップもありますのでそれはあ

りがたいなと思っています。 

 

橋本会長：ありがとうございました。 

 

時吉委員：今、大学院同窓会では第 1期生から第 7期生の大学院修了生が、毎年総会や親睦会をやってお

ります。皆様は研究テーマを持って修了されているので、その研究テーマを現場をどういうふうに改善し

てきたのかなどを話し合ったりしているんですが、病院看護部のトップであったりして、なかなか集まる

っていうことが難しく、実際の所、集まって来る人たちは決まっている。それぞれが近況報告とかをして

いますが、その中で、職場に貢献した看護師や専門看護師もいますので、困っていることがあったら、そ

こで意見交換をしながらやっています。昨年は大学院で倫理の領域の非常勤講師である増田先生をお招き

して、それぞれの現場の中で困っていることや検討したいことを、親睦会をしながら話し合い、意見交換

をしたので、とても有意義な研修ができているなと思いました。ですが、やはりこの自分達が大学院を修

了したということで現場を変えていくことが求められている中で、もう少し修了者の人たちの活動を少し

活発にできないかなというジレンマを感じています。それから、大学院生をどうやって増やしていくのか

ということで、当院にも第 1期生、2期生、3期生等、今 6人くらいの大学院修了生がいて、今年 2名が

大学院に行っています。その 2名の内 1名は当大学の卒業生で、自分自身が就職時から将来大学院に行っ

て勉強がしたいという者で成熟期看護学に、もう一人は看護管理をしたいということで、機能看護学を選

択しています。やはり楽しいということを言っており、その現場で困っていることや悩んでいることを院

生とグループディスカッションすることによって、先生や院生からアドバイスをしていただける。それを

基に、現場でカンファレンスを行い看護を改善していきたいというような意見を聞いていくなかで、やっ

ぱり自分自身が看護をしながら改善へと変えていきたいということをみんなに話したりする姿を見ること

によって、自分も行きたいなと思うようになるのかなと思う。今日、また面接した際に他の病院から来た

人が来年は行きたいということを聞いた。うちの病院からは大学は近いし、大学と交流もあるので、いい

よと言っているので、やはりその良さをアピールすることも大学院生を増やすことに有効かなと思う。 

 

橋本会長：ぜひ後押しをしていただけたらと思います。助産師としてはいかがでしょうか。 

 

加藤委員：専門職助産師が看護をするところで言うならばＣＮＳという所なのかと思っております。先ほ

ど質問させていただいたことでよくわかりました。助産師会の中でも大学が実施されていることをできれ

ばみんなに知ってもらい、色々な取り組み方でたぶん研究をしている会員もいると思うので、利用させて
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いただけるかと思っていますが、今色々考えています。例えば年に 1度、臨床日本研究交流会の発表会や

各自がそれぞれの学会や色々なところで発表していると思いますが、その際に今までどう研究を進めてい

っていたのだろうかと思いました。仲間内で先生のアドバイスをもらえていたのかというようなことも自

分の中で感じて、想像しながら聞いていました。看護研究センターとして体系的に色々と準備をしている

事業のメリットが分かると利用しようと思いますし、周知してもらうことが一番大きいかなと思う。例え

ば助産師会の会員に配る通信にこういったものを県立看護大学がしてくださっていることを載せることは

可能ですか。 

 

小西学長：はい。 

 

加藤委員：可能であればそういうことも利用するとすごくいいかなと思います。話はそれますが私もこの

会に何年か出させていただき有難いなと思っていますが、以前学生さんを受け入れている実習施設いうこ

ともありつつ、どうして私なんか呼んで下さるのかなと思いつつ、というところもあります。それで毎年

私なんかで良いですかと言いながらここの会に来ています。 

助産院の院長というのと、公の立場としましては一般社団法人岐阜県助産師会の部会長をしているのでそ

ういった背景があるからだろうかと思っています。またそこから発言をしていかなければいかないのかな

と少し感じました。以上です。 

 

橋本会長：委員さんの選択基準というのはそんなところでよろしかったでしょうか。 

私も岡田委員さんもそうですけれども、総会の時に呼んでいただきますが、その席に大学の先生に来て頂

いて、支援ができますよということ言うことがいいと思います。やはり助産師さんが開業されると一人一

人の勝負になりますよね。だからそのサポートの情報は、そういう時に私も呼んでくださいと言えるよう

な時間として使われてもいいのかなと思います。 

何か先生方からのご意見はありませんでしょうか。 

 

北山研究科長：どこにでもいきます。呼んでいただければどこにでも行きますし、説明はさせて頂きたい

と思います。色々と機会を頂ければと思います。 

 

加藤委員：実は、意見を聞く発表会など色々と開催されているところには助産師はたくさん来ていて、交

流をさせて頂いています。看護職であり、そこから専門性が強い職種ということで、働く部署がそれぞれ

で大きな部署で働く助産師もいれば、診療所も、私のように開業している人もいますし、フリーでという

色々なバラエティーに働く人もいるという所も助産師の特徴だと思っています。 

そのような中でやはり看護大学との連携は強めていきながら仲良くやっていきたいと思っていますし、す

ごく心強いありがたい存在と思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

小西学長：助産師さんも大学院の方にも何名かいらしていますし、共同研究も行っておりますので活発化

するといいなと思っております。また、ご支援や皆様への周知をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

橋本会長：それでは看護行政の立場からということで、岡田さんお願いいたします。 

 

岡田委員：私の方からは、今、行政で進めています看護人材育成と定着について、2点ほど質問させて 
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いただきます。資料の「平成 24年度卒業者就職等の状況」で、岐阜県の施設に 38名が就職されている 

ということで、その中には県外の方もいらっしゃいます。県外に就職された方 37 名の中には、岐阜県出

身者が 13 名いらっしゃいますが、岐阜県に県外の方が 5 名もきていただいているということで、非常に

嬉しいことです。看護実習等でこちらの施設に就職したいと思われたと思いますが、県外に 13 名出て行

かれていることについては、非常に気にしなければいけないことです。例えば、実際に実習には行ってい

ないのに、どうしてそこに決められたのかなと思います。そのあたりのことは、看護部長協議会の代表の

方がいらっしゃるので、病院のほうでも色々と情報交換して頂きたいなと思うことが一つです。もう一つ

は資料５にあります博士前期課程等の志願者拡大に向けて意見が聞きたいということでしたが、例えば入

学者数を増やすということは入っているのでしょうか。 

 

小西学長：入学者数を増やすことは入っていません。 

 

岡田委員：入学者数はとりあえず 12 人のままでという考えですね。ここからは私の考えですが、とりあ

えず県内の看護職の質をアップさせるとご意見を頂いていますが、大学院のことを知らない方もいらっし

ゃるということですので、それに関しては情報提供・周知をしていくようにお願いしたいです。例えば私

が聞いているのは、大学院が 3年間かかることや休みがとれるだろうかということ、また職場の協力が得

られるのだろうかという心配があるかと思いますし、実際に勉強する内容がどういったことをするのかわ

からないということがあり、敷居が高いということがあります。実際の経費ですが、仕事をしながらです

ので、お金がどれくらいかかるのかということも、具体的な情報提供をしていただきたいなと思います。

あとは、これは県の要望といいますか、専門看護師の課程が３つありますが、例えば他の課程を増やすこ

とを今後お考えいただくことはできるのでしょうか。 

今、国の方からも降りてきていますのは、地域の力、在宅医療の力を推進するということです。実際に現

場で働かれる訪問看護師の専門性や、包括支援センターの保健師・看護師でケアマネージャーの資格を持

つ方のコーディネーターとしての力、専門性をどうやってつけていくか、非常に難しいと言われています。

そういう所で少し質をアップできるような機会ができたらなと思います。 

 

黒江学部長：まず学部卒業者のことにについて説明させていただきます。就職状況からですが、県内の学

生が県外にという事実は確かにあります。学生の思考といたしましては青年期であることから都会志向と

いうのがやはりありまして、それで大きな他県のいろんな施設があるところへ行きたいという希望があり

ます。本学の教員は県内をずいぶん勧めるものですから、学生の方から「先生に相談すると県内、県内と

言われるからもう相談ができない」と言われるまで教員が県内を勧めるのですが、その県外に出た学生が

将来的にまた岐阜県に戻ってもらいたいなと実は思っています。その戻りたいと思った卒業者が県内の就

職状況について情報が得られるような体制を整えていこうと思っています。県内就職については、これま

でと同じように学生には大学全体として県内就職を勧めるという方向性は変わっていませんので、それは

続けていきたいなと思っています。 

 

北山研究科長：大学院のことが十分理解されていないということで、かなり私達の周知が必要なのだとい

うことも今日再確認させていただきました。9 月に行う岐阜県看護実践研究交流集会の午後の部は、実際

に修士論文を修了した人達全員がここで 1題ずつ、かなり時間をとって丁寧に報告をしてディスカッショ

ンができる場です。この内容を少しご理解いただけると大学院ではどういうことをやっているのか、どう

いうメリットが実際の場にあるかということも多少お分かり頂けるのかなと考えております。今日いらし
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ていただきました先生方の中にももちろん会員の方もいらっしゃいますし、毎年ご参加して頂いている方

もいらっしゃると思いますが、ぜひ今年度の 9月の実践研究交流集会に来て頂きたいなと思っております。

また、それぞれの職場の中でも参加される方が増えるといいかなと思っています。 

 

橋本会長：今後はお金がどれくらいとか、時間がどれくらいという、働きながらどれくらいなのかという

ことについて看護部長協議会の時にでも伝えて頂けるといいかなと思います。 

 

小西学長：金銭的には大学院は、普通 2年間ですがここは 3年間で行っているものですから、2年の授業

料を 3等分するということでそんなに負担はありません。その辺はいくらでも説明はできます。 

 

北山研究科長：すいません。書いてあります。学生募集要項の 8ページと 9ページです。 

 

小西学長：8ページと 9ページの所に書いてありますので、これを大学の方では少しでも大学院に関心が

ある方に、請求して頂ければパンフレットを受けることはできます。それからまたいろんな形で大学にい

らした時に、窓口で受け取っていただいてもいいので、気楽にお立ち寄り頂いて皆さんに見ていただくと

いいかと思います。また、非常に重たい質問を頂きましたが、専門看護師のコースをどういうふうにする

かということです、今は慢性と小児とがんの専門看護師コースを開講しています。今、専門看護師コース

の教育課程は 13分野ありまして、看護協会の認定は 11分野という状況になっています。確かに、たくさ

んあるといいと思うのですが、今後単位数が多くなります。実は平成 27年度で今の履修単位数 26単位を

打ち切り、それ以降は専門看護師コースは 38単位となります。大学院の修了要件は 30単位以上で、その

基準より 8 単位増すということです。教育課程認定有効期間は 10 年間で余裕があるのですが、本学が再

申請する場合は 38単位しかできないものです。そうしますと今のカリキュラムよりは、12単位増で、今

は実習が 6週間、6単位で行っていますが 10単位が必要になります。さらに共通科目と言いまして、看護

管理とか看護倫理という科目に加えて、臨床薬理学とフィジカルアセスメントと病態生理学の 3科目を増

やすことが必要です。そして例えば在宅看護ならその中のスペシャリティとして専攻する科目 2単位を追

加することが必要になる。カリキュラムの切り替えの時期で、カリキュラムを作っていかなければならな

いので、検討する時間がかかるというのが本音のところです。履修する大学院生もかなりの覚悟がいるの

ではないかと思います。先ほど言われましたように在宅看護ＣＮＳとか、高齢者がどんどん増えていくこ

とや認知症患者が多くなるという想定は厚労省から出ているので老年看護ＣＮＳが必要かもしれませんが、

その場合、看護学教員がどのくらい必要かという事は大学としては検討しているので、開講するのには検

討事項が多々あります。前向きには検討していきたいですが、今は何が開講できるかは答えが出せないの

が現状です。その辺は県内の看護需要とのバランスで進めていきたいと思います。また随時検討、ご相談

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

橋本会長：それでは、保健行政からということで山田さんお願いいたします。 

 

山田委員：共同研究につきましては平成 19 年度から一緒にさせて頂き、県の方では現任教育をとても大

切にしていきたいということで 19 年度から始めた共同研究の中で、現任教育の仕組みづくりや新たなチ

ェックポイントなどを整備してきて今年度に至っています。また継続していくと新たな課題が出てくるの

で、継続して検討しているということは共同研究という言葉や討論の会ということを保健師さん達は知っ

ていてくださる。従来のことは何らかの形で県の方で研修会を行っているので、その共同研究の中から出
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てきたことはＰＲしていますので、知っていると思っています。現実的には参加者が少ないので寂しいな

っていう思いはありますが、その部分で自分たちが考えながら形を作ってきているということをもっとＰ

Ｒしていかなければという思いがありますし、この部分で質というのも考えていきたいなと思います。そ

の辺は大事にしていきたいなと考えています。大学院の入学について久しぶりに県保健師が入学しとって

もいいなと思っていますが、全体の中でまだ数名しかおらず、75名の全体の県の保健師の中では、やはり

大学院まで行こうという動機づけが、独身の保健師さんか、ある程度子育てを終えて、少し自分が地域も

見られるようになり、どのように県の中で保健活動を行っていこうかという課題を持ち始めたころに、こ

ういうものに出会うと一回勉強してこようかというふうに考えてくださっているのかなと今思っています。 

その中で県の保健師は今までずっと地区担当制で行ってきたことから業務担当制ということになってきて、

業務中心に行ってきた部分と、厚生労働省の方から地区担当制だというような形でクローズアップされて

きている中で、市町村保健師さん達は地区担当制という方法論としてそうなんだろうなと思う部分があり

ますが、県の保健師の場合はどうしようか、とみんな迷いながら地区担当という部分と業務担当という部

分を考えているんだと思います。もう一つ、就職との関係ですが、保健所の就職を見ると平成 24 年度は

市町村への就職は 4名ほどいますが、県の方になかなか入ってきてくださらないということが少し寂しい

なと思っています。ＰＲしてほしいなと思っていますのでお願いいたします。 

 

小西学長：就職につきましては学生の意思を尊重しながら適性な就職ができれば一番いいと思いますが、

黒江学部長が言いましたように私達としましては、とりあえず就職は学生の意思を尊重しながら、県外に

就職しても岐阜県内に戻ってくるという呼びかけを行うこと、それも一つの指導じゃないかなと思ってい

ます。看護を経験して学習してその後に岐阜県に戻ってくるようにとの呼びかけや、あるいはよそで勉強

するのも一つであると送り出しはしていますが、できるだけ大学が色んな形でＰＲして、県内に戻るよう

にしていきたいと思います。今年ホームページ改正の作業中ですが、その中に県の方から色々な形で保健

師さんを募集する際にはそのホームページに載せる欄を設けていこうかなと考えています。病院の場合に

は申し訳なのですけれども、載せられないと思います。非常に人数が少ない保健師さんの場合は、卒業生

の方から逆に就職を探したいというような相談もありますが、なかなかその時のタイミングと合わないと

いうこともありますが、検討しながら進めたいと思います。その時はどうぞよろしくお願いします。 

 

橋本会長：ありがとうございました。最後になりましたけれども、平山委員さんの方からお願いします。 

 

平山委員：この大学にとって非常に貴重な場だと思います。その職でいろんな意見をいただくこととこの

大学というのは、岐阜県全体の看護職の資質の向上、自律して自分の専門というのを開拓していくような

人づくりをいろんな形で貢献するということを描いて作っているわけです。大学としては促進されるよう

な事業をやってきているわけですが、やってきている今日報告しているようなことや代表の方達はそれぞ

れの所に返して、また意見を下さることをしていただいたり。当初の頃は、あの看護部長管理の会議には

何回も大学院の説明に行っていましたよね。ぜひ声をかけてくだされば、どこへでも行くと思います。そ

れから助産師さんの方だって、原稿が必要だということがあれば行きますよね。誰かに要望を渡していた

だきたいと思います。 

この大学を作った時に、単にその 4年制の看護師・保健師・助産師の免許を持った人を供給するという

そのことのためだけに大学ができたんじゃなくて、やっぱり看護職っていうのは専門職としてそれぞれ自

律してね。自分の仕事をよくしていくという取り組みをできるようにすることを、大学を拠点に刺激して

いきたいということで、やったものですから大学院もさっきお話をしたように、しかも普通の大学院であ
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ればなにかその分野の知識体系にプラスするようなテーマで研究していく、データを持ってきて作るとい

う指導をしますが、うちの場合はそうではなく、最初から看護師が専門職としてその自分の所属する職場

の課題をそのまま持ってきてもらって、それを研究対象にしています。当然、看護実践としてその事象と

していろんな人とつながりを持っていますよね。仲間とともに発展していかなければならない。そういう

ことがありますから、実際には研究指導というのは職場に帰ってみんなとカンファレンスをやってこうい

うことをやってみたらどうだろうということが指導すると言っています。そういう形で指導してきている

ので、北山教授から話がありましたように、同僚から感想を聞くことや上司の成果を聞くというようなこ

とをやって見直して、内容を充実させようとしてきています。本人ばかりの調査ではなくてね。そういう

３者に働きかけをして意見をきくこと自体がやっぱり変わっていくきっかけになるだろうということでこ

ういうような調査をやっています。こういうようにして 70人の修了生が出たという、県内の 70カ所は何

らかの形で自律して改善していくという人をつくっていくわけですね。大学としてはこれから先そういう

ふうに修了した人が、どれだけその後でも継続的な取り組みができ、その施設を良くしていくための貢献

ができていくかというのを問われるようになってきたのは、もう 14 年経っているものですからそこのと

ころはぜひ大学には強化してもらいたいと思っております。そういうことをやっているので、さっき話題

になっている看護実践研究交流集会で修士論文を報告するということは県内の看護職に対してどんなこと

で人材育成をしているかということの内部を公表するということで行っています。そういうことで、大学

院を勧めるときには大学院生の報告の場に行って研究報告を聞いてください。これはかなり教員が手伝っ

ていますし、今後も教員が手伝ってそこを良くしていくことが続けられるようにという願いを込めてやっ

ているはずですので、ぜひそういうところに参加してもらい、評論していないで実際に参加してそこで意

見を言っていただくというのが一番良いと思います。そこで質問してもらって結構ですので、そういう交

流をしながら、大学を活用してください。せっかく県が投資して作った大学ですので、県全体の看護が改

善していくようないい役割が、大学ができるように委員さんの方から助言してもらいたいなと思っており

ます。よろしく応援をしていただきたいと思っております。 

 

橋本会長：14年も経っていますので、看護部長もすごく変わっております、また改めてＰＲなどいろいろ

と機会を通して行って頂けたらありがたいかなと思います。時間を超過いたしましたが、ご質問やご意見

はよろしいでしょうか。では、今日の会議はこれで終了いたします。ありがとうございました。 

 

伊藤課長：長時間ご協議いただきありがとうございました。また、各委員の皆様も長時間ご協議いただき

ありがとうございました。委嘱状をお渡ししますのを大変お待たせさせてしまい申し訳ありません。それ

では、会議終了にあたり、小西学長の方からご挨拶申し上げます。 

 

小西学長：本日は橋本会長の進行のもとに、皆様からそれぞれのお立場でそれぞれの領域からたくさんの

貴重なご意見をいただきまして本当に有り難うございました。 本日いただきました意見というのは、大学

としては真摯に受け止めまして、大学の教育研究活動あるいは運営の方に活かしていきたいと思っており

ます。今後とも皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。本日は、どうもありがとうござい

ました。 

 

伊藤課長：それではこれをもちまして、「平成２５年度看護の人材育成と活用等に関する連絡協議会」を

終了させていただきます。 
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