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平成27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27年6月22日(月) 13：30～15：00 

場所：岐阜県立看護大学 会議室１ 

出席者：＜委員＞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）、石山光

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）、中本正美（市町村保健活動推進協議会保健師部会部会長：高山市役

所市民保健部健康増進課）、石田チハル（一般社団法人岐阜県助産師会会長：ケア・石田）、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）、三輪典古（岐阜県立看護大学修了者代表（同窓会長）：社会医療法人蘇西厚生会松波総合病院

副看護部長）、佐々木真美子（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＞黒江学長、北山学部長、服部研究科長、大川准教授、宇野事務局長、野口事務局次長兼総務

企画課長、清水学務課長、早崎課長補佐、戸崎主任                                  

＊敬称略 

（記録作成：看護研究センター大川） 

 

１．挨拶（黒江学長） 

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 27年度看護の人材育成と活

用等に関する連絡協議会」の委員様への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

16年目、法人6年目を迎え、さらに 20周年および法人第2期に向けた準備をすすめていきます。将来

の岐阜県における一層魅力ある看護活動及び人材育成のための取組みに向けて、本日は皆様から忌

憚のないご意見をいただき、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

いいたします。 

 

２．出席者名簿と配布資料の確認 

野口事務局次長兼総務企画課長より、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の髙木久美子委員に会長

就任推薦が提案され、承認された。 

 

４．議 題 

将来の岐阜県における一層魅力ある看護活動及び人材育成のための取組みについて 

 

１）岐阜県立看護大学と県内看護職等との協働によるこれまでの取組みの概況 

（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）岐阜県看護職者への生涯学修支援について 

 ①共同研究事業・看護実践研究指導事業及び研究支援の取組み概要 
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黒江学長より、資料 2～7 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・現状および27年度の計

画について報告された。 

 

②本学大学院看護学研究科入学・修了状況及び三者評価について 

 服部研究科長より、資料8・9に基づき、博士前期・後期課程入学者・修了者状況と、平成26年度博士前

期課程修了者が博士前期課程の学修で得たことや学び、その職場の同僚・上司からの意見等について

概要が報告された。 

 

（3）卒業者支援について 

 北山学部長より、資料10・11に基づき、平成26年度卒業者のうち県内就職者が半数を占め、就職先の

選択にあたり「自分のやりたい看護と合致していること」や「現場の看護職の働く姿」が重視されており、「イ

ンターンシップ・就職体験研修」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

12～14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年目卒業者交流会等の卒業者交

流会について、平成 26 年度の取組み結果や参加者の意見が報告された。また、27 年度における卒業

者交流会の開催予定について案内された。 

 

２）岐阜県における看護系学部・学科の現状について 

黒江学長より、資料 15および資料番号なしの資料に基づき、岐阜県における看護系学部・学科の開

設状況および入学状況、県内看護系大学等卒業者の就業状況が説明された。 

  

５．意見交換 

髙木会長：大学から説明された内容を踏まえ、意見交換に入りたいと思います。委員の皆様方には、次第

の「３）岐阜県看護系大学卒業者にとっての魅力ある看護活動環境・人材育成体制づくりのための今

後の取組み及び本学に期待する取組みについての意見交流」にあります３つの項目（①岐阜県看護系

大学卒業者にとって魅力ある看護活動環境等について、②岐阜県看護系大学卒業者にとって魅力あ

る人材育成体制・職場定着支援等について、③その他）を踏まえ、それぞれのお立場からご質問、ご意

見をご自由にご発言いただきたいと思います。では、岐阜県保健福祉部の山田様から、ご意見をよろしく

お願いします。 

 

山田委員：保健医療課の山田です。よろしくお願いいたします。県内の保健師として定着していただきた

いということで、市町村保健師と県保健師の人材育成について、新任者・5 年目・中堅後期（10～20 年）・

管理者という 4段階の研修を大学に協力をいただいています。新任者についてはチェックシートを作りな

がらですが、市町村の場合は毎年新任者がいる状況でもないので、新任者が入った時に一緒に体験し

ながら人材育成をすすめている状況です。段階的に指導保健師になる保健師がどの市町村にいるわけ

でもないので大変な部分もありますが、大学や保健所保健師がバックアップしながら、市町村保健師と一

緒に人材育成に取り組んでいるところです。また、育児休業や産休を終えて戻ってきた中堅後期の保健

師から少し自信がないという声が挙がっていたので、保健所保健師を対象としてはいるが、中堅後期研

修として、10～20 年の経験がある適任者に参加してもらい、7 か月間ほどの長期研修を昨年度より大学と

一緒に実施しています。昨年度は 8 名の参加があったが、今年度は 4 名と人数が限られ、受け皿も限ら

れてくるので、中堅後期研修を今後どうしていくかは課題です。この研修を市町村保健師の層にどのよう

に広げていくか、取り組みながら模索しているが、年齢幅だけの研修では受け皿もないので、市町村保

健師を対象にどのような形で実現させていくかも課題であると思います。なお、管理者研修は 3年目にな

り、岐阜県保健師の活動指針を題材に活用していきたいですし、市町村保健師にも広げて活用していた
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だけたらと思っています。また、悩みの種として、人材確保は頭が痛いところです。県は 4-5 名の採用枠

がありますが、市町村の場合、採用したいと声をあげてもタイミングが悪いと採用につながらないことがあ

ります。正職員としての補完や代替保健師を探すのも難しく、人材不足を感じているだろうと思っています。

そこで、今年度から試行的ですが、市町村で採用計画があるかを調査し、採用見込みの情報を保健師の

教育を推進して下さっている大学と情報共有をするようにしています。また、もう一点として、就職してから

職場に適応しづらい人がいるなということは感じています。 

 

髙木会長：ありがとうございます。先生方で何かご意見がありましたらお願いします。 

 

北山学部長：保健師の研修については、企画から一緒に携わらせていただいてきました。新任者・中堅

者については、職場での育成体制の整備について一緒に考えてくることができたと思います。最近、県

内の保健師採用は多くなってきましたが、本学では保健師になりたい学生が減ってきており、ここ 1～2年、

とみに感じています。4年生の4月に就職進路対策部会が調べたところ、保健師就職希望者は1ケタと非

常に少ない状況にあります。また、一つの自治体を受験して落ちると、あきらめて病院に就職する学生が

出てきています。教員としては保健師になってほしいと思って一生懸命学生を支えてはいるのですが、な

かなか決め手がなく、いろいろ考えながらかかわっている状況です。 

 

黒江学長：職場への適応ということでは、新卒者交流会、2 年目卒業者交流会では、このあたりを一番懸

念しています。現代の若い人はちょっとしたことで早急に考えてしまうところがあるので、ぶつかる壁は誰

しも同じであり、そういうことはあなた一人だけではないということを共有してもらうために新卒者交流会、2

年目卒業者交流会を実施しています。6月 20日に新卒者交流会があり、就職して 3ヶ月目であり、どうな

のかなと思っていましたが、卒業者は非常に元気でした。今、自分がぶつかっている課題についてグル

ープの中でいろいろ話すことで、自分も友達も同じようなことにぶつかっているな、もう少し努力しなくて

はいけないということを共有して戻っていったと思います。今後も、多くの層をもって卒業者を支援してい

きたいと考えています。 

 

髙木会長：では、同じ保健師ということで、市町村保健師の立場から中本様はいかがでしょうか？ 

 

中本委員：市町村保健活動推進協議会の保健師部会長をさせていただいております中本です。よろしく

お願いいたします。先ほどの資料説明の中で、卒業者が就職決定の決め手となった情報として、インター

ンシップ・就職体験研修への参加であることの報告がありましたが、市町村に身を置く者としては就職した

いと思ってもらえるようであったか、魅力を感じてもらえたか、いたく反省しています。保健師になりたい学

生が減少しているのであれば、行政等の立場の者が公衆衛生や保健師活動の魅力をいろんな面でお知

らせしていく必要があるかと思います。看護師と同様、地域の保健師も活動が専門分化してきており、福

祉分野で働く保健師もいます。活動を拝見された方がどのように捉えたのかが気になりますが、いろいろ

な情報を提供していけたらと思っています。  

 

髙木会長：ありがとうございます。インターンシップ研修だと実習とは視点が全く違いますが、そこで自分

のやりたい看護が見つけられると就職を決めておられるような気がします。また、学生さんは、積極的に

複数の病院のインターンシップ研修に行っておられるようです。では、看護企画官監の佐々木様お願い

します。 

 

佐々木委員：看護企画監の佐々木と申します。どうぞよろしくお願いします。この 4 月に看護企画監に就

任させていただきました。県の看護行政としまして、看護職員の養成・確保、そして資質の向上という 3 本
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柱で取り組んでおります。岐阜県立看護大学には、開学以来、県内の看護の質向上を大目標でお願いし

たと思っています。岐阜県全体の看護の質向上を目指して、今までご尽力いただいてきたと認識しており

ますし、今後も是非とも県のために取り組んでいただきたいと思っている次第です。平成 12 年度の開学

から 10 年以上が経過しておりますが、看護の質の向上がどう図られたかをどのように判断すべきか、自

分の中では大きな課題であると思っています。また、卒業者の半数が県内に就職していますが、定着す

る魅力が質の向上とどう関係しているのかも課題にさせていただきたいと思います。行政としては定着や

就業にどうしても着目しますので、いろいろ資料をいただきましたが、卒業者の思い、県内で働くために

必要なことについて、今後も教えていただけるとよいかなと思っております。 

 

髙木会長：ありがとうございました。看護の質向上を図っていくために、大学で専門看護師を養成しておら

れますが、県看護協会や岐阜県の方も専門看護師の方々を大いに活用していただいているので、そう意

味では大学の貢献はすごいと思いますし、次の方も見出していただいています。続きまして、県内病院

看護部長協議会の渡邉様お願いします。 

 

渡邉委員：県内病院看護部長協議会の渡邉です。昨年に引き続きまして、参加させていただきました。昨

年も県内全域に卒業者を輩出していただきたいという話をしたのですが、今年の就職状況を見ても、岐阜

市に比べると東濃圏域に就職した人は随分少ないなという気がいたします。先日、県内病院看護部長協

議会の第一回ブロック長会議を行ったところですが、ブロック長の意見としては、大規模な医療施設の就

職は多いが、中規模な施設は少ないので、できれば中規模以下の施設にも卒業者を送り込んでほしいと

いう意見が出ていました。先ほどの報告資料にありました、就職の決め手となった情報は何かなど、本会

議にも提示させていただいて、県内就職率 50％をもっと超えるように紹介していきたいと思います。また、

人材育成という点では、とくに退院支援の研修会などに参加させていただき、大学が人材育成にご尽力

いただいていて大変助かっているという意見も聞かれました。 

 

髙木会長：ありがとうございました。先生方、どうでしょうか。 

 

黒江学長：ありがとうございます。先ほどの看護企画監のご意見ですが、本学は平成 12 年に開学し、岐

阜県の看護の質向上に看護学の高等教育機関として寄与するという明確なミッションが提示されました。

そのミッションの下で現在も活動を続けている状況です。これから先、開学20周年に向けて、法人第二期

に向けての準備を進めておりますが、何ら変わることなく同じ使命の下で活動させていただく方向で進め

ております。それに関しては、共同研究事業や看護実践研究指導事業、研究支援は元よりですが、看護

職の大学院就学も大きく推進しております。28年・29年になると、修士課程の修了者が100名を越します。

100％県に入っていますので、その方たちが課題解決的な視点をもって、看護実践を改善・改革していく

大きな推進力になっていただけると思っています。就職につきましては、地域ごとに変動があるのが現実

でありまして、全国的にも大きな病院を抱えている地域には就職する学生も多いです。就業後の人材育

成の体制が整備されているところへの就職を希望する学生は多いです。本学は大きな施設だけではなく

て、小規模な施設の魅力をさらに伝えていきたいと思っています。今秋には、県内に就職した 3 年目ぐら

いの卒業者に本学へ来てもらってシンポジウムを行いますので、学生に県内就業の魅力を伝えていきた

いと思いますし、今後も発展的に取り組んでいきたいと思っています。 

 

髙木会長：ありがとうございました。続きまして、岐阜県看護協会の石山様お願いします。 

 

石山委員：石山です。どうぞよろしくお願いします。テーマである卒業者にとって魅力ある看護活動、環境

等ということで、先ほど先生から報告された卒業者の就職決定のアンケートの中で、自分のやりたい看護
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に合致していることとか、現場の看護職の働く姿などかなり高いレベルの意見であることに驚きました。本

音は、賃金が高いとか、お休みが多いということかもしれませんが、私が前から感じているのは、看護専

門職としてどう働くかという授業をずっと行っておられて、その影響でかなり自立性の高い卒業者がいるな

とは思っています。県内の病院としても特性がありますので、人材がそろっている大きな病院にはかなわ

ないから、小さい病院がどのように工夫すればよいかを考えないと、大学卒業者を獲得できないのかなと

思います。と言うのは、例えば訪問看護をしたいなどの希望があっても、いきなり訪問看護ステーションに

就職するのは難しく、ある程度の臨床経験を得ないと難しいのかなと思います。病院と提携して、何年間

かは病院で働き、そのかわり3年後には訪問看護ステーションの専門職として働けるようにしますからとい

うように病院側が工夫して卒業者獲得をしていかないといけないと思いました。大学卒業者は 4年間の勉

強の中で、看護職としてどこを専門にするかまでしっかり考えて卒業するので、受け入れる側もその点を

考え、県内の病院も岐阜の良さを出しつつ取り組まなければならないと思いました。また、看護協会としま

しても、県内病院看護部長協議会の看護部長さんたちともご相談しながら、やっていかないといけないか

なと思います。もちろん、いろいろな場の実習施設に来ていただいて、働く看護職の姿を見ていただくと、

それが良いつながりになるので、受け入れる病院の看護部長はウェルカムだと思いますので、先生方は

大変でしょうが、少し学生を分散させていただいて、今まで実習したことの無い病院にも来ていただくと本

当にありがたいです。それが病院にとって励みになりますし、訪問看護ステーションや高齢者施設の看護

職の励みにもなりますので、工夫していただくとよいのかなと思います。 

 

髙木会長：ありがとうございました。続いて、岐阜県助産師会の石田様お願いします。 

 

石田委員：助産師会の石田でございます。よろしくお願いいたします。大学側から提示された資料を見さ

せていただくと、県内の助産師として5名就職されていますが、助産師会の会員でもありますし、私たちも

良い影響を受けています。共同研究においても、助産所部会は当然ですが、保健指導部会で介入して

いることにもご一緒させていただいており、先ほど質の向上というお話がありましたが良い影響をいただ

いています。また、助産師会は 3つの部会に分かれて活動していますが、勤務部会ではいろいろ課題が

ありまして、助産師であっても専門性が出せない、助産師であってもいろんな科を回っているという声を

聞きます。本人には、助産師であってもいろんな看護をしていることは、それはそれでメリットがあることを

話しています。今後も良い影響を受けていきたいと思っています。よろしくご指導ください。 

 

髙木会長：では、岐阜県訪問看護ステーション連絡会の野崎様お願いします。 

 

野崎委員：岐阜県訪問看護ステーション連絡会の代表として参りました野崎です。よろしくお願いします。

石山会長のもとで働いております。県内の訪問看護ステーションには、多くの本学の学生さんに実習に来

ていただき、ありがとうございます。今、岐阜県訪問看護ステーション連絡会に加入しているステーション

は 106カ所で、とくに岐阜地区が 30カ所以上、西濃地区も20カ所以上です。このような中で、訪問看護

の質が問われています。課題としては病院のような教育体制がまだ整っていないということがあり、そのよ

うな中で実習に来ていただいている状況です。どのステーションも学生さんに来ていただくと、学生さん

は一人ずつに向き合うきちっとした看護をしたいということで、受け入れているステーションの方が勉強に

なり、学生さんからパワーをもらうということは聞いております。ただ卒業してすぐの就職となると、東京の

方で訪問看護ステーションに新卒で入職した方の例を見ると、先ほどの石山会長もおっしゃったように、

病院との連携や病院のバックアップ体制がないとなかなか難しいという現状があるようです。実習に来る

学生さんからは、将来は訪問看護をやりたいということをよく聞きます。是非、来ていただきたいですし、

管理者も待っています。きちっと向き合えて看護の専門性を発揮できるということは、これから国の目指し

ている地域包括ケアシステムの中で、どのように訪問看護が施設の看護職と連携していくかということや
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多職種連携の中で言語化して予測されることを考えて話していくなど、看護をきちっとやらないと、地域包

括ケアシステムの中で訪問看護の役割は何なのかと言われてしまうので、もっと勉強したいと思っていま

す。共同研究の報告と討論の会の開催など、訪問看護ステーション連絡会からステーションにメールで情

報を流して、皆さんに参加を呼び掛けています。これからも参加していくようにしたいと思いますし、共同

研究の中には訪問看護ステーションと取り組んでいる研究も多くて、本当にありがたく思います。管理者

の中には本学の修了者や大学院学生もおり、なかなか大変ではありますが、管理者として勤めながら本

学の大学院で学ぶ人が少しでも増えるとよいなと思っています。これからも情報交換やご指導をいただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 

髙木会長：3名の方からご意見を伺いましたが、先生方からお願いします。 

 

黒江学長：ありがとうございます。訪問看護ステーションについて、学生は高い関心を持っています。すぐ

訪問看護ステーションに就職するかというと、そこはいろいろ考える現状はあります。地域と医療をつなぐ

ということもですが、退院支援等にも本学の学生は高い関心を持っています。本学で退院支援の研修会

を開催する際には、退院支援に関心のある学生がバイトに来ております。訪問看護ステーションに関して

は、実習で大変多くのステーションにお世話になりまして、どうもありがとうございます。学生は事例へのケ

アを見させていただいて、いろんなことを学び、更に考えを深めている状況がありますので、今後も本当

にお世話になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。新卒者がすぐに訪問看護ステーションに

就職できるという状況に、将来的にはきっとなるのかなと思いながらすすめてまいりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

髙木会長：ありがとうございました。では、本学の修了者を代表して三輪様お願いします。 

 

三輪委員：本学の大学院を修了しました、松波総合病院で勤務している三輪と申します。よろしくお願い

いたします。一つは、新卒者交流会、卒後2年目卒業者交流会などの卒業者交流会の報告書に県内・県

外別に参加者数が出ていますが、県内・県外に就職した方が語った内容に差があるのかなと言うことを知

りたいと思いました。大差は無いかもしれないですが、もしあるとすれば何だろうかと思いました。もう一点

は、研修医のようにはいかないと思いますが、先ほど 5 年後ぐらいには県内大学卒業者が 560 名ぐらい

出ると伺ってすごいなと思ったので、岐阜県の病院を中学校区や高校区で区分けをして、病院と病院が

連携して研修する、例えば、Ａ病院で半年、次にＢ病院で研修するなど、他県でやってないような岐阜県

全体で取り組む新しい研修制度を打ち出すとよいのかなと思います。そうすることで岐阜県内の病院の看

護の質が、病院の大小規模の違いはあっても、少しは一定化したものが揃えられて、新人も働いている

人も働きやすくなるのではというイメージを持ちました。 

 

髙木会長：院内を研修で回るのではなくて、院外での研修を含めてということでしょうか。 

 

三輪委員：そうです。訪問看護ステーション、地域包括ケア病棟、回復リハビリ病棟、急性期病棟など、病

院において病床機能に違いがあるので、その特徴をいかした研修を病院ごとで行います。特に、自施設

にない病床機能においての研修は、他施設に依頼をして研修を行うことです。そのような取り組みが、出

来れば岐阜県と他県との研修の特徴に違いがあらわれ、学生の興味を引く事ができると思いました。 

 

髙木会長：ありがとうございました。では、先生いかがでしょうか。 

 

黒江学長：ありがとうございました。本学が推進している共同研究事業は、病院の枠を超えて看護職がつ



- 7 - 

 

ながっていただいて、本学の教員が入り実践の課題を解決すべく取り組んでいくという一つの状況では

あるかなと思います。今おっしゃっていただいたのは、それの研修バージョンだと思います。岐阜県全体

として看護職の共同体と考えますと、本県の看護職は非常に仲が良いと思います。大学と現場の看護職、

皆様もそうですが、例えば大学院にいろんな所から集まっていただいて意見交流すると、そこでつながり

ができることになっていきます。そこが基盤になれば、本県ならではのいろいろな取り組みができるかなと

思っております。本学が取り組んでいる看護実践研究もそうなのですが、岐阜モデルと言って良いくらい

岐阜に定着し、看護職が抱える看護課題にどう取り組んでいくのか、しかも看護の質を改善するためにと

いう実践研究ですので、この推進も共有しながら進めていけたら良いかなと思っています。 

 

北山学部長：最初のご質問は、県内・県外に就職した人で卒業者交流会での意見が違うのかというご質

問だと思うのですが、実際には県内・県外で分けて集計していないのでわからないのですが、感覚的に

はほとんど変わらないと思います。1年目に考えそうなことなど、県内の人も県外の人も同様に悩んでいる

状況は変わらないようです。成長も、それぞれ個別の部分が大きいかなと思いますし、県内・県外で大き

な違いはないかなと思います。 

 

髙木会長：ありがとうございます。私は実習病院を代表して参加させていただいていると思うので、そのこ

とについてお話いたします。黒江学長がおっしゃるように県内にたくさんの大学ができていますが、当院

は県内の大学のうち1大学以外すべての大学の実習を受けました。当院はもともと県立でしたので、県立

衛生専門学校の実習が入り、その次に、本学が入られて、順次、大学を受け入れていきました。少しでも

当院を知っていただき、いろんな病院を経験し、グループワークの中で学んでもらえればと思っています。

実習を受け入れさせていただく成果として、毎年、就職してくださる大学が増えたということは大変ありが

たいです。また、当院は大卒者の割合が多いかなと思っています。今年度の入職者の中では 37％が大

卒で、その中でも経験者を除くと 44％が大卒です。県内では 4大学ですが、他県は 8大学ぐらいと増え

ています。地道に看護研究などで中心的な役割を果たしてくれていると思っています。今後、岐阜県の病

院も機能分化が進められていく中で、2025 年に向かって各病院が超急性期・急性期・回復期などに分か

れていくので、我々も自施設の特性をアピールし、どのような病院なのかを卒業者の方々に理解してい

ただいて、自分がやりたい看護ができるのはどの病院なのかがわかれば、多少、就業先は分散していく

のかなと思います。今後、大学とも病院の機能分化についてお互いに情報交換することで、学生の皆さ

んに理解していただくことも進んでいくのかなと思っていますので、よろしくお願いします。 

 

髙木会長：最後になりましたが、名誉学長の平山先生お願いします。 

 

平山委員：お話を伺っていると、かなり大学のやっていることを皆さんよく見てくださっていますが、大学

内部では、県税を投じて作られた県立の大学だから、岐阜県の看護を良くするために貢献したいと考え

ているので、一人でも多くの学生を県内に就職させたいとやり過ぎるぐらいに学生指導をしています。「先

生はどうせ県内に就職させたいのでしょ」と学生に言われてしまうぐらい、指導している人もいるような状

況です。学生って割合、純粋なのですよね。今までの専門学校では病院の企業内教育で、その病院に

勤める人をつくるということでしたが、大学教育はそういうものではないので、そういうことをしてしまうと失

敗してしまい、学生からも批判されるぐらいなのです。大変難しいのですけども、学生はすごく純粋なの

ですが、自分のやりたい看護の中で一足飛びに訪問看護をやろうとは思ってないのです。本当に純粋に

サービスを受ける側の要望に沿った看護、そういうことをやりたいと常に思っていますので、学生は、もの

すごく純粋ですね。それを実現できそうか、インターンシップなどで先輩看護師や先輩保健師が良い仕

事をしていて、自分の看護観などを話してくれると、そういう人がいるところに就職したいなと学生は言う訳

です。先ほど、こちらの方がおっしゃってくださいましたが、いろんな実習施設に行って、前向きに考えて
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いる人たちに接することができて、希望が持てて、それで、あの施設なら、就職しても先々よい看護がで

きると学生が思えるようにお願いしたいなと思います。先ほど黒江学長から過去のことも説明があり、学生

は大きな施設に就職するということでしたが、教員もそのような認識では困るので、開学当初には看護実

践研究指導事業として、県内の過疎地域の全診療所を教員が手分けして回りました。過疎地域の診療所

には看護師の資格をもった方が少ない等の実態を含めて、教員は岐阜県下の人々がどのようなケアを受

けているのか、どこに問題があるのかを見て来て、そして自分たちのありようを考え直していくために勉強

もしました。そういう意味で言うと、小さな病院だから駄目だということは誰も言ってないし、良いところがあ

れば是非、行かせたいなと思っているので、決して大きな病院に行くと良いという指導はしていませんし、

考え方としてもありません。是非、そういうところに学生を行かせますので、その際は受け入れをしっかり

やっていただければ良いなと思います。訪問看護においては、看護師さんのパーソナルな側面を見るか

らこそ、学生は自分もなりたいと思うのです。その点をよろしくお願いしたいと思います。 

 

髙木会長：ありがとうございます。では、時間になりましたので、皆様のご協力に御礼申し上げます。 

 

司会（野口事務局次長兼総務企画課長）：髙木会長様、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：本日は、本当に貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。本学は、これから先20周年、

30周年に向けて着実に推進していきたいということと、法人第 2期になりますので、更に発展的に取り組

んでいきたいと思います。教育・研究活動ですので、即座に効果が出るというものでも無いのでしょうが、

15 年にわたって培ってきた方法をすべてにわたって推進していきたいと思います。また、共同研究事業、

看護実践研究指導事業、研究支援、これらすべてについても、さらに進めていきたいと思っております。

皆様方には、今後もご助力をいただきますよう、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。 

 

司会（野口事務局次長兼総務企画課長）：以上をもちまして、「平成27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、野口事務局次長兼総務企画課長より、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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