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平成26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26年6月18日(水) 13：30～15：00 

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）、渡邉よし子（県内病院看護部長協議会

会長：社会医療法人厚生会多治見市民病院看護部長）、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）、杉浦美和（岐阜県訪問看護ステーション連絡会副会長：赤

坂宿訪問看護ステーション所長）、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：大橋枝巳（岐阜県立看護大学修了者代表：大垣市立與文中学校） 

＜大学＞黒江学長、北山学部長、服部研究科長、岩村教授、佐藤事務局長、野口総務企画課長、清水

学務課長、早崎課長補佐、森主査 ＊敬称略 

（記録作成：看護研究センター岩村） 

 

１．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「平成 26年度看護の人材育成と活

用等に関する連絡協議会」の委員ご就任につきまして感謝申し上げます。今年度、本学は設立 15 年目

を迎え、さらに20年目に向けて、法人第2期に向けた準備が必要となります。これまで本学が理念のもと

に取り組んできました成果を把握し、それに続く将来に向けた発展をしていきたいと思います。本日は皆

様から忌憚のない意見をいただき将来の本学の活動につなげていきたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いします。 

 

２．出席者名簿と配布資料の確認 

野口総務企画課長より、出席者名簿と配席図をもって出席者の紹介の代わりとさせていただくことが説

明され、引き続き配布資料の確認がなされた。 

  

３．会長の選出 

事務局より公益社団法人岐阜県看護協会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 

 岐阜県立看護大学開学 15年目を迎えるにあたって、看護活動及び人材育成に関する課題の把握と今

後の取組みに向けての意見交流 

 

これまでの取組みの概況報告 

１）公立大学法人岐阜県立看護大学第Ⅰ期中期目標及び中期計画の概要 

黒江学長より、資料1に基づき、第１期（平成22年4月～平成28年3月）の中期目標として、1）教育

に関する目標、2）研究に関する目標、3）地域貢献に関する目標、4）教育研究組織と実施体制に関する

目標と、中期計画としてそれぞれの目標を達成するための措置について概要が説明された。 

 

２）卒業者支援について 

 北山学部長より、資料 2、3に基づき、平成 25年度卒業者のうち県内就職者が 54.1％を占め、就職先

の選択にあたり「地元」や「施設設備の充実や規模の大きさ」が重視され、「インターンシップ・就職体験研
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修」に参加して得た情報が決め手となったこと等が説明された。 

また、資料4～7に基づき、卒業者支援の取組みとして、新卒者交流会、卒後2年目卒業者交流会、看

護実践を語る会、卒業者研究支援について説明された。 

 

３）岐阜県看護職者への生涯学修支援について  

 黒江学長より、資料 8～14に基づき、共同研究事業、看護実践研究指導事業、岐阜県看護実践研究交

流会への支援および同会員への研究支援を中心に、これまでの取組みの経緯・現状について報告され

た。 

 

４）本学大学院看護学研究科入学・修了状況 

 服部研究科長より、資料 15、16に基づき、博士前期・後期課程入学者・修了者状況と、平成 25年度博

士前期課程修了者とその職場の同僚・上司による三者評価から捉えた学生の大学院での学びについて

概要が説明された。 

 

５．意見交換 

橋本会長：大学から説明された内容を踏まえ、それぞれの立場からご意見を伺いたいと思います。委員

の皆様方には、次第の「２）今後の取組みについての意見交流」にあります４つの項目（①看護活動及び

人材育成における現場の現状と課題、②共同研究・看護実践研究指導事業の効果及び今後の取組み、

③大学院看護学研究科博士前期課程修了生の修了後の活動状況および入学推進のための方策、④そ

の他）を踏まえ、それぞれのお立場からご質問、ご意見等、ご自由にご発言いただきたいと思います。初

めに山田企画監の方から何かご意見がありましたらお願いします。 

 

山田委員：ありがたいと思っているところからお話しします。（保健師の現任教育に関する）共同研究を経

年的に取り組み、その中で次の課題ややるべきことが見えてきて、それをまた皆で検討している状況で

す。ここ 3～4年、県にも保健師が 4人前後就職してくれ、現任教育のなかで新任期を大事に押さえてい

こうという雰囲気が保健所にあり、また市町村でも出てきている状況になってきたのが、ありがたいなと感

じています。ただ、そのような中、5年前ぐらいから一人で家庭訪問に出せない新任者がいるというのを現

場から聞くようになりました。コミュニケーションが上手に取れない人が多くなり、１対１でコミュニケーショ

ンした中で相手が何を言っていたかあまり記憶がないと言って帰ってくる人もあるということで、個人に合

った指導が必要となっています。よいのかどうかわかりませんが、自分と相手のやりとりをボイスレコーダ

ーにとって確認することも必要だと、今年になってそんな話もしています。そのへんのところを現任教育

でどうやっていけばよいか、みんなが悩み気になっているところです。 

 

橋本会長：保健師さんも業務が多い中で、一人で家庭訪問に行けないというのは大変なことだと思います。

先生方で何かご意見がありましたらお願いします。 

 

黒江学長：最近、大学でも同じ悩みを抱えています。学生の状況でも数年前あるいは 10 年前と比べてコ

ミュニケーション能力は変化していて、いろんな機器が発展しているからなのかわかりませんが、対面状

況での対話に慣れていない生活を送ってきたと思われる学生が増えてきている感覚をもっています。本

学では学部教育に以前よりグループワークを多く取り入れています。それを継続するとともに、さらに相手

の意見を尊重しながら話し合うことや、相手の言うことをどう受け止めて考えさらに自分の考えを発展させ

るかなど、教育としても取り組んでいるところですが、非常に難しくなってきている時代なのかと思いま

す。 
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北山学部長：大学の中での教育では、開学当初から現在まで、3 年次の地域基礎看護学実習で、まずは

一人で家庭訪問に行くことを行っています。一人で行くのは初めてのことですし、それも保健師さんのか

わりに責任を持ってやってくるということで、震える思いで行く学生も多くいます。訪問に行く前には、自分

が家庭訪問に行く事例について、訪問目的やそのため何を捉えてくるか、どう行動するかの計画をたて

てもらい、教員が一人ひとり確認し行けるようにしているのですが、その個別的な指導・対応に手がかかる

ようになっています。最初に保健師さんに同行する訪問があればよいという学生の声も最近多く聞きます

が、教員の意図を説明すると、自分が一人で行ったときに課題に思ったことを保健師はどうしているか確

認できるので、そういう点では学びになったと言ってくれています。そういう訪問の経験はしているのです

が、なかなか難しいことがあり、個別の指導や学内での訪問計画の立て方についてもグループワークの

工夫など改善に向けて検討が必要になっています。ですので、おっしゃることはとてもよくわかります。 

 

橋本会長：同じような立場で田中委員はどうでしょうか？ 

 

田中委員：市町村保健活動推進協議会保健師部会は、行政で働く常勤保健師580名が会員の組織です。

学生実習を受け入れる市町村でもあります。実習経験の中で、人に接する仕事が好きと思われる方と、苦

手そうだが一生懸命対応しようとする学生も中には見られます。仕事に自信をもつ、余裕をもって人に接

するためには、準備が必要です。私もそうだったように、卒後、職場で訪問活動等、対象となる相手を通し

て、成長させて頂く長い過程があると思います。相手をより理解するための情報整理や分析する力、今後

の方向性を導き出すには、分からないことは自分で調べたり、職場の先輩に相談したり、仕事を通して実

践する力を積み重ねることが大切と感じます。卒後、職場の果たす役割は重要と思われます。就職の決

め手は、就職体験という報告から、実習を受け入れる職場としては、学生がやりがいのある素敵な職場だ

という学びも重要であることに気づきました。 

 

橋本会長：訪問の立場でコミュニケーション能力のことなどで、いかがでしょうか。 

 

杉浦委員：訪問看護ステーション連絡会の副会長をしています。会長が所用で出席できないということで、

新任者をどんどん訪問看護ステーションに回してほしい、そういう時代になってきたという意見を預かって

きました。ただ、訪問看護ステーションでは単独で訪問しアセスメントしていかなければいけないという厳

しい状況を考えると、先ほどからコミュニケーション能力の低下が話題になっていますが、そういう人たち

には来てもらいにくい現場なのだろうなと思います。新任者で訪問看護ステーションに携わっている人に

会った経験はないですが、私も卒業して現場に出てから対応を学んできた経験があるので。新任者でも

現場に立ち会いその後のフォローをすれば、よい経験を積んでよい看護職に育っていくのではないかと

も思います。卒業者の就職状況からは、なかなか訪問看護ステーションに流れてくる流れはないようです

が、看護協会から訪問看護ステーションでの研修に対する助成が手厚くなってきているので、そういうも

のを利用しながら、新任者が訪問看護ステーションに就職する流れを少しずつつくっていけるとよいかな

と思いました。実習を受け入れて体験を積んでもらうと、現場での経験を培っていけると思います。 

 

橋本会長：ありがとうございました。では岡田企画監のほうからお願いします 

 

岡田委員：看護大学で引き続きやってもらっています共同研究や看護実践研究指導事業等で、県内各施

設の看護職の質の向上に取り組んでいただいています。ありがとうございます。私からは看護職者の人

材確保の視点でお聞きしたいと思います。全国から学生が来ている中で県内就職率を上げるというのは

難しいと思いますが、岐阜県でも今年度2大学、来年度1大学と看護系大学の新設により１学年の定数が

240人増えますので、県内入学者も卒業者も増えることが予測され、県内の医療機関・地域の就業者をど
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のようにしたら増やせるかと思っています。今の卒業生の話では、病院では新任期の教育に力を入れて

きていますので、離職率は下がってきています。病床の機能編成等があり、病院に入院される方が少し

ずつ減らされていき、自宅や施設など住み慣れた地域で生活される方への看護を実践できる能力を持っ

た看護職を育てるということになります。そう考えますと、保健師や訪問看護ステーション・福祉施設等で

仕事をされる方々の質の確保、人数の確保が課題となってきます。基礎教育の中では、看護の場はもち

ろん医療機関が大きい部分としてありますが、地域での看護も重要な役割を持っているということを今ま

でより少し時間をかけて具体的に説明していただきたいと思います。病院での卒後教育は、段階を追っ

て今まで 1年かけて育てたのを 3年かけて育てるという風に、時間をかけて育てるやり方が定着してきて

いると思います。それに比べて、保健師さんの職場は人数が少なくラダ―ができたところですが、日本看

護協会で進んでいるのではないかと思いますので、これから進んでいくのでしょうし、訪問看護ステーシ

ョンでは、モデル的に新人看護師を育てることも行っており、流れとしてずいぶん動いていると思います。

どちらにせよ入学生・卒業生の質が変化しているので、それに合わせて職場で育てていくしかないと思っ

ていますので、今後もご協力をお願いします。 

 

橋本会長：県立看護大学卒の卒業生が多く就職している県総合医療センターでは、新人教育を含めて大

学に期待することなどありましたらお願いします。 

 

高木委員：1 期生から各期の卒業者を受け入れていて、3 人ぐらいのお母さんになっている人もいます。

資料によると就職先の選択で重視したことに「地元」が挙げられていましたが、当院でも県外の大学から

10名、県内からは県立看護大学を含めて 17名、計 27名の大卒の就職者があり、昨年、今年と、全体の

30 何パーセント前後が大卒という状況で推移しています。三重、滋賀、福井、富山、金沢、長野、愛知、

静岡あたりの大学から、県内の人が戻ってきて就職してくれることで増えてきています。愛知県の就職ガ

イダンスには他県の大学に行った地元の人が来てくれるため、そちらに出向くようになり増えましたので、

これからも積極的に出向いていきたいと思っています。大卒者が増え、臨床研究に積極的に手挙げをし

てもらう方式とし、1 年間かけて研究の計画作りから論文作成し発表できるところまで、ここ数年大学教員

に指導してもらっています。年間 50～60 件ぐらいになります。その中で県大卒業生はリーダーというとこ

ろまではいかないですが、影のリーダーにはなってきています。大学でしっかり教育を受けた人がサポ

ートしてくれていると思っています。県大には卒業者の研究支援も参加させてもらっているので、よろしく

お願いしたいと思っています。ここを卒業した方々がもう少し現場で活動してほしいということが看護部で

も大きな課題と思っています。コミュニケーション能力については、病院でも一部の方が極端に苦手な人、

友達がいなくてもいい・一人がいいと言う人などが毎年0.5％ぐらいはいます。何とか１年頑張れるように、

看護部長室に毎朝来て挨拶し当日の目標・計画を話してから病棟に行くというのをやってもらった人もい

ます。たぶん 4年間の教育の中では不向きであることに気付かないのかもしれませんが、就職してから 1

カ月ぐらいで自分から無理ですと言ってきますので、どこでどのようにすればよいのか考えています 

 

渡邉委員：岐阜県の看護部長協議会の今年から会長をさせてもらっています。まだブロック長会議も終わ

っていませんので全体の話がわからないため、東濃地域に限っての話になります。卒業者の就職状況を

見ますと、東濃地域は遠方で実習をあまり受け入れていない状況があると思いますが、県立多治見病院

と恵那市立病院に 1 人ずつしか就職していない状況から地域差があることを感じました。東濃地域は県

内でも特に人材不足が深刻で、看護部長どうしでも話し合いながらいろいろ行ってはいますが、そういう

意味で看護大学さんへの期待は大きいです。先ほどの県総合医療センターのように県大の卒業生が影

のリーダーになって活躍されているのを聞くとうらやましい限りです。何とか東濃地域にも卒業生を出して

ほしいと思います。東濃地域は中央線で直通で名古屋につながり近いので、東濃地域出身の方が愛知

に行っているのではないかと心配しています。岐阜県全体の就職もぜひ伸ばしていただきたいと切実に
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思います。 

 

橋本会長：大学から東濃地域の実習について何かありましたらお願いします。 

 

服部研究科長：実習では県立多治見病院には本学が開学当初からお世話になっています。育成期、成

熟期と今年度から精神科領域の実習で行かせてもらっています。就職に向けた支援もしていますし、東

濃地域出身の学生も少なくないため、その人たちにもできるだけ地元での就職を勧めています。実習に

通う距離から言うと、中津川まで行くとその日に帰って来られなくなるため、多治見病院までが精一杯の状

況で難しいところです。 

 

橋本会長：岐阜県出身者で愛知県に就職する人たちの出身地が東濃地域であるかどうかはわかります

か。 

 

北山学部長：そこまではわからない状況です。確かに愛知県の病院への就職者に岐阜県出身者が 7 名

いますが、愛知県に近いということが影響しているかもしれません。 

 

橋本会長：東濃地域に就職者を増やす一つの策として、病院が共同研究や看護実践研究交流会の活動

で大学との交流を深めることから始めるという手もあると思いますので、また看護部長さんの中でも検討し

ていただければと思います。では、助産師さんの立場でいかがでしょうか。 

 

加藤委員：地元羽島市で助産院を開業しており、岐阜県助産師会では副会長の立場です。助産師に特

化した視点で資料を見ていますが、資料 15の大学院入学者状況で、今年度前期課程の入学者のうち助

産師は何名でしょうか。 

 

服部研究科長：今年度入学の助産師は１名です。 

 

加藤委員：資料8の2012年の看護実践研究指導事業「助産師の専門性を高める研修プログラムの開発」

から矢印がつながっていませんが、2013 年の「地域における母子保健活動の充実に向けた研修会」に

つながっているのではないかと思いながら見ていました。この研究の実践の部分で一緒に関わらせてい

ただいています。母親を対象とした教室ですが、当初は 4回シリーズで羽島を中心に行っていました。助

産師会の方でもとてもよい活動だという話が出て、より多くの地域で行い県内全域に広めていけたらと思

っています。この活動に関しては、研究者の方が中心になって始められ、少しずつ委譲して助産師会が

形を変えながら続けている状況です。その中で使用するテキストや参加費のことが少し問題になっていま

す。先生方と話し合いながら進めていますが、今使っているテキストを発展させ、経験を折り込んだ助産

師会独自のものを作成し、参加費を取って配布する案もあったりします。スタートが大学で、実践にシフト

してきているもので、どのようにしていこうかと困っているところです。 

 

服部研究科長：その件は、本学の助教が院生のときに開発したプログラムのことで、看護実践研究指導事

業ではないのですけれど、そのプログラムを助産師会で受け入れてもらって有効に活用してくださってい

る状況です。テキストには様々な問題もありますので、私たちとしては、助産師の皆さん方と研究的に取り

組みながら改善や改革を考えていきたいと思っています。本学修了生の研究の成果のひとつですが、そ

の成果が現場で引き続き受け継がれていくことをめざし、さらにその活動方法や発展方法に関しても、ま

た私たちと看護職の方々と協働しながら研究的な取組みを経て考えていく必要があるのではないかと思

っています。またご相談させていただきます。 
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加藤委員：他の大学では出版部のような部門があり、その大学の先生方の著書などを出版することがある

かと思いますが、岐阜県立看護大学ではどのような状況でしょうか。 

 

黒江学長：大きな大学で総合大学では出版部を持ち、使用するテキストなどもオリジナルを作成し出版し

ているところもありますが、本学では出版部を持つ計画はない状況です。今のは大学院で取り組んだプ

ログラムを実践に活用するというところで、版権がどうというより、実際に有効に活用できるものと思います

ので、今後も相談しながら取り組んでいただければと思います。オリジナリティが高いものにつきましては、

今後また本学でも検討させていただきたいと思います。 

 

橋本会長：出版されて何年ぐらいになりますか。 

 

服部研究科長：出版ではないのですが、修了して 3年になります。そのとき作成したテキスト類をよく活用

していただいていますが、厳密に言うとまったくオリジナルなものと言えない部分があり、著作権の問題も

あるので、公にしてもよいか修了者も悩んでいるところです。助産師会もしくは助産師の方々と協働して

プログラムと成果物を改善しながらオリジナルなものをつくっていく方向がよいのかなど、大変難しいです

が考えているところです。 

 

橋本会長：今年検討されるというようなことで、佐藤局長さんのほうから何かありませんでしょうか。 

 

佐藤事務局長：大学の一つの道として進んでいくといいかと思いました。教育・研究の成果がなかなか見

えない中、大学と現場の看護職の方とで岐阜県独自のものをつくっていくというのは、うちの大学がその

ような役割を果たすということで、大学として意義があることと思います。 

 

黒江学長：知的財産につきましては取扱いが複雑で微妙なところがありますので、また検討しながら進め

てまいりたいと思います。 

 

橋本会長：それではほかにご意見はないでしょうか。 

 

田中委員：市町村保健活動推進協議会保健師部会では、昨年「保健活動報告事例集」を作成しました。こ

れは、１市町村１題、頑張って取り組んだことを分析・評価をまとめたものです。報告と意見交換のための

報告会を岐阜大学の先生方と一緒に昨年実施しました。今年も継続する運びとなり、今年は岐阜県立看

護大学の松下先生から、必要に応じてサポートも考えて頂けると伺い、大変頼もしく思います。また、岐阜

県では、３年目、５年目等など市町村保健師を対象に事業分析・評価のためのレポート研修会が組まれて

います。そこに参加するにあたり、自分で事業をまとめるよい機会になっています。 

 

橋本会長：よい意見をいただいてありがとうございます。これからは重症な患者が地域に出てくると言われ

ていますが、杉浦さん、大学の先生や学生さんに期待することなどはありますか。 

 

杉浦委員：実習地として多くの訪問看護ステーションを利用していただくのがいいのかなと思います。私

のところはまだ開設したばかりで実習生を受け入れていませんが、受け入れているステーションからは、

学生が来てくれることで自分たちのブラッシュアップになることをよく聞いています。学生さんは実習を本

当に楽しそうにしていて、終わったときに必ず就職したいとか言ってくれるけれども、実際に来てくれたこ

とがないとも聞いています。就職につながっていないのは、実習期間が短いのか、その後のフォローがよ
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くないのかわかりませんが、訪問看護は楽しい現場で看護を実践できる場だと学生さんにも思ってもらっ

ているので、その気持ちを上手に育てていってもらいたいと強く感じています。訪問看護の話とは別です

が、私は平成20年に地域で看護活動を開始するにあたりリサーチしたところ、岐阜県立看護大学が地域

に開かれた大学であることをキャッチして、何か支援いただけないか平山学長先生に直接手紙を書いて

お願いをしたことがあります。ぜひこちらに来て教員と相談するよう言っていただき、実際に何人かの先

生と場を設けてディスカッションしていただき、それをもとに活動を始めてから看護実践研究交流集会に

も 3期参加させてもらって、今の私があります。その時に一緒に参加していた地域の保健師さんとは今で

も付き合いがありますし、別の看護師の方はうちのケアマネを導入してくれたりしており、そのようなつな

がりができている実践例と言えます。そういう活動を支援してくれるところとして、この大学は岐阜県内で

は宝だと思ったので、せっかくこのような場に来させていただいたので報告させてもらいました。 

 

橋本会長：実習終了時には訪問看護はすばらしい、働きたいと言っているけれど、来ないのはなぜかと

いうことについて、学生さんの声などがありましたらお願いします。 

 

黒江学長：4 年次の卒業研究では自分の興味のある分野で実習を行いますが、そのとき訪問看護を選択

する学生も数人います。が、就職は病院にしている状況です。今の時代ですので、卒後すぐにでも入れ

ると思いますし、そういう学生が少し続いていけばよいと思います。本学の就職ガイダンスでは、県内の

看護活動の魅力を伝えたいと思っています。それは病院であっても、病院以外の諸施設であっても同じ

ですが、4 年間に県内の看護活動の魅力を認識してもらい、卒業時は県外に就職する人もいますが、一

旦外に出てもまた戻ってきたいという気持ちをどこかに持って卒業してもらいたいと思っています。また、

県外出身者が県内に就職する場合もあるので、そういう学生が少しでも増えるよう、取組みを続けます。 

 

北山学部長：訪問看護ステーションの活動に魅力を感じている学生は実習を通じて相当数いると思いま

すが、実際に就職先を選ぶとき、まずは病院で経験を積んでからステーションに行きたい、すぐにステー

ションではやっていく自信がない、研修的な体験を積んだ上で行くほうがいいというような考えを持ってい

る学生もいると思います。そのため、卒業後すぐに訪問看護ステーションに就職して自分がどのように仕

事していけそうか、どのように成長できそうかイメージできると、就職を考えることができるかもしれないと

思います。 

 

服部研究科長：助産師は、最初はほぼ 100％県内の総合周産期センターに就職していますが、最近は

診療所に勤める卒業者が増えてきています。一旦辞めた人が子育てをしながら診療所に勤める場合や、

県外で就職していた人が県内に戻ってきて診療所に勤める場合もあります。女性の職場ですので、ライ

フサイクルに沿って働き方がかわってくるというのもあり、訪問看護ステーションも、のちのち卒業者が選

んでいくところではないかと思います。 

 

橋本会長：もう時間も迫っていますが、最後にひと言これはということがありましたらお願いします。平山先

生はいかがでしょうか。 

 

平山委員：卒業研究を行ったところに就職した人がどれぐらいいるかのデータは出していますか。 

  

黒江学長：出していないです。 

 

平山委員：最後の仕上げは卒業研究で、研究と言っても実習なので、自分の関心に沿って病院や保健所

などいろんな施設に出向いて取り組んでいるので、その施設と就職がつながると一番よいと思っていま
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す。今の学生の体質を見ながら、うまくだましてでも自分のところの施設に就職させるようしてもらえるとよ

いと思います。その話とは別ですが、うちでは前から保健師に関しては県の新任者研修を引き受け県と

協働して行っていると思いますが、そのことは大学として大事なことだと思います。卒業生を定着させてい

くことにもなるし、学士課程教育を担当している立場で、新任のところでどういう課題があるかを見て、自分

たちの学部の教育を見直すことに役立てることをしています。ただ病院は施設ごとに新人研修を考えるの

で、なかなか大学が入っていくことができないということがあるのですが、今後病院には、うちの卒業生だ

けでなく大卒の人たちがたくさん入ってくるはずなので、どこの大学も学士課程のプログラムで勉強した

人たちが新任期にどういう課題を持っているかをつかみ、新任者の研修を見て自分たちのところの学部

教育に取り組む必要があります。大学というのは専門学校と違い、各大学で教育理念も目標も違い、人づ

くりの考え方も違うと思うので、外部の方にはそれをよく見て批判や意見をいただきたいところです。各大

学の教員が現場に入っていかなくてはいけないと思うので、教員を大いに活用してもらいたいと思います。

そうすると、今現場の指導的な立場にある人と大学が力を合わせて人づくりができ、単に学校が大学に変

わったというだけでなく、本質的なところの質を高めていくことにつながると思います。ぜひ新任者研修の

ところでも大学を活用してもらえるとよいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

橋本会長：それでは、皆さん方からご意見をいただき時間になりましたので、議長を降りさせていただきま

す。ありがとうございました。 

 

司会（野口課長）：橋本会長様、議長をどうもありがとうございました。委員の皆様方には長時間ご協議い

ただきありがとうございました。それでは、会議終了にあたり、黒江学長からご挨拶申し上げます。 

 

黒江学長：橋本会長様の進行のもと皆様方からたくさんの貴重なご意見をいただきました。これから法人

第２期の計画等を立てていくわけですが、岐阜県の看護の質の向上に寄与するという本学の理念、使命

に関しましては、これから、将来にわたって引き続き果たしていきたいと思っています。具体的な取り組み

につきましては、本日いただきましたご意見をもとに考えていきたいと思います。実践するにあたりまして

はぜひ皆様方のお力をお貸しいただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

本日は、どうもありがとうございました。 

 

司会（野口課長）：以上をもちまして、「平成26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。ありがとうございました。 

 

６．その他  

意見交換に先立ち、野口総務企画課長より、発言者の氏名を記載した会議録を本学ホームページに

公開すること、および事前に確認をお願いしたいこと、その際非公開を希望する内容をご指摘いただきた

いことを説明し了承された。 
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