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平成28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28年7月4日（月）13：30～15：00 

場所：岐阜県立看護大学 第1会議室 

出席者：〈委員〉田垣春美（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）、小洞尚子（市町村保健活動推進協議会保健師部会副部会長：飛

騨市役所市民福祉部健康生きがい課）、河合昭子（一般社団法人岐阜県助産師会会長）、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）、村瀬千里（岐阜県健康福祉部医療整備課看護対策監）、山田しのぶ（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：なし 

＜大学＞黒江学長、北山学部長、服部研究科長、田辺教授、佐藤事務局長、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、戸﨑主任 

 ＊敬称略 

（記録作成：看護研究センター田辺） 

 

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いただきありがとうございます。また、この度

は「平成 28 年度 看護の人材育成と活用等に関する連絡協議会」の委員にご就任にいただき感謝申し

上げます。本学は開学 17周年を迎え今年度から法人第 2期の取り組みを開始することになります。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もとに更なる発展をしていきたいと考えています。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

よろしくお願い致します。 

 

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た。また配布資料の確認について案内がなされた。 

 

３．会長の選出 

事務局より「連絡協議会設置要綱」第 4条の規定に基づき委員の互選により会長を設置することになっ

ているが、慣例により事務局から、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である

田垣晴美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取組みの概況 

（1）公立大学法人岐阜県立看護大学第２期中期目標及び中期計画の概要について 

 黒江学長から、資料1、第2期中期目標について、その前文をもって、大学の設置目的と目的達成に向

けた取り組みの方向性が説明され、目標達成期間を平成28年度～平成33年度の 6年間とすること、教

育に関する目標の（1）人材の育成について、看護学部看護学科と大学院看護学研究科の教育目標の確

認、地域貢献に関する目標について（1）県内の看護サービスの質の向上に寄与する人材の供給と（2）看

護生涯学習支援の推進に関する目標の確認、その実施体制に関する目標の確認がなされた。 
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 次に、資料1-2、第2期中期計画について、目標を達成するための措置として、特に学生の確保にあた

り、本学のアドミッションポリシーに基づく入学者選抜方法として、新たに全国的に成績優秀で卒後県内

就職の意思のある学生を確保するための推薦入試 B を実施する予定であることが説明された。これによ

り県内の高校生は推薦入試Aで 20名、県外の高校生を推薦Bで 10名の計 30名の確保を図り、県内

就業につなげていきたいと説明された。 

また、地域貢献に関する目標達成の措置として、看護学研究科への実務看護職者の修学を促進すると

ともに修了者が取り組む現場での実践改革を支援すること、県内施設での職場定着を促すための研修等

を推進すること、従来から取り組んでいる共同研究事業や看護実践研究指導事業、看護実践研究交流会

の企画・運営支援を通して、生涯学習支援を推進していくことが説明された。 

 

（2）岐阜県看護職者への生涯学習支援について 

・共同研究事業、看護実践研究指導事業および研究支援の取り組み概要について 

黒江学長から、資料2、大学の活動と地域との関係について、2000年開学時から2016年までの

活動実績が紹介された。①学外演習、領域別実習、卒業研究では、2016年は県内看護系大学が7校

となったことから、実習施設の確保が困難な中、102 施設を活用させていただいていること、②開

学時から取り組んでいる共同研究事業は県内全域で毎年 20 前後の課題に取り組んでいること、③

看護職が自己研鑚や業務改善ができるようにすることを目指した研修を大学で行う看護実践研究指

導事業については、2003年から継続している看護実践研究交流会会員への研究支援、退院支援の質

向上や母子保健活動の充実に向けた研修、最近ではマネジメント能力の向上に向けた支援など数年に

わたり継続的に支援していること、④看護実践研究交流集会の開催支援は第14回目を迎えること等が紹

介された。 

 さらに、資料3、共同研究事業について、平成28年度は19課題に取り組んでいること、資料4、

共同研究事業「数字でみる15ヵ年の実績」について、小冊子にまとめたこと、開学からの取り組み

として、延べ370課題に延べ2,450名の看護職が係わり病院のみならず診療所や高齢者ケア・社会

福祉施設、保健所・市町村、学校等多岐にわたる施設の看護職者と取り組んでいること、最近5ヵ

年の実績では新たな課題として人材育成に関する課題が増えていることなどが紹介された。 

そして資料5・6・7・8で平成28年度の生涯学習支援事業の一覧を示し、9月に開催する「第14

回岐阜県看護実践研究交流集会」、平成29年2月に開催する「共同研究報告と討論の会」の開催案

内と参加の呼びかけがされた。 

  

・本学大学院看護学研究科入学・修了状況について 

 服部研究科長から、資料 9、大学院入学者状況について、博士前期・後期課程の入学・修了状況

とCNSコースの選択状況、在学者数等が報告された。 

 

（3）卒業者支援について 

 北山学部長から、資料 10、平成 27 年度の卒業者就職状況として県内就職率が 61.5％であったこと、

資料 11、卒業者の就職選択について、選択にあたり、「現場の看護職が働く姿」や「自分のやりたい看護

と合致している」かを約半数の者が重視していること、その割合が昨年より増えていること、また、情報収

集にあたり、インターンシップ・体験研修に参加して施設を決めている割合が 50％を超えていること等実

際に施設に出向き確認している状況が報告された。 

 さらに、資料 12、卒業者実態調査について、卒後 10年以上となる平成 15年度卒（1期生）から 17年

度卒（3 期生）までの 233 名の卒業者を対象に実態調査を実施した結果、77 名（回収率 33.0％）から回

答があったこと、回答者の 7 割弱が正規職員として病院・診療所、市町村保健・福祉部門、教育研究機関

等に現在も就業していること等が報告された。そして、看護実践の状況、大切にしていること、課題と捉え
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ていることについて、記述内容の要約と分類結果が報告された。具体的には、9 割以上の者が行ってい

る(行っていた)看護実践として、①看護の対象となる人々の尊厳と権利を擁護し、②援助的人間関係の

形成に努め、③実施する看護について説明し同意を得ていることが確認されたこと、反面、④地域ケア体

制づくりと看護機能の充実を図ること、⑤社会の動向を踏まえた看護の創造や⑥保健医療における看護

活動と看護ケアの質を改善することについては 4割に満たない状況であったことなどが報告された。 

 次に、卒業者への支援実施結果報告として、看護研究センター田辺教授より、資料 13、「新卒者交流会、

卒後2年目卒業者交流会」の開催案内、資料14、平成27年度「新卒者交流会、卒後2年目卒業者交流

会および卒業者交流会」の参加状況と参加者アンケート結果、語り合った内容、在学生に贈られたメッセ

ージカードの内容について報告があった。平成28年度は6月第3土曜日に実施した新卒者交流会、卒

後 2年目卒業者交流会の結果、新卒者については、例年の 40名弱を上回る 50数名の参加があったこ

とが報告された。 

 最後に、資料15、16で、ここ数年の本学入学者状況と国家試験受験者・合格者数等について実数での

報告があった。 

 以上、大学からの報告の後、岐阜県健康福祉部医療整備課看護対策監、村瀬委員から「県内大学・看

護師養成所等の卒業生就業状況調査結果」について資料提供があり、過去 3 年間の県内就業率等が報

告された。 

 

５．意見交換 

田垣会長：議題の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取り組み

について、大学からの報告・説明を踏まえ、それぞれの立場からのご質問・ご意見を自由に発言いただき

たい。 

 

石山委員：資料 12 の卒後 10 年以上の卒業者の実態調査結果は大変興味深かった。県看護協会として

は、大学卒の認定看護師や専門看護師等有資格者を期待しているが、調査結果では、教育研究機関に

就業する教員が 10％弱いるが大学として教員確保に向け何か働きかけをしているか。 

 

黒江学長：直接的には実施していない。教員になりたい人への支援はしている。助教となる卒業生が増

えてはいるが、教員となることを進めているわけではなく、本学の理念に共感し基本的実践活動が継続で

きるような人材育成に係わりたいと志望した人達である。 

 

北山学部長：教員になるということではなく、大学院に進学して学びを深めてほしいと働きかけはしている。 

 

石山委員：専門学校の教員が不足している。岐阜県看護協会では教員養成講習会を実施し受講を進め

ているが、大学卒業生も専門学校の教員になってほしいと思う。卒業生の就職先の看護管理者に対して、

将来教員となるよう育てて欲しいという意識づけをするなどの働きかけをしてほしい。自身も看護部長であ

ったとき、本人に初めから教員になりたいとの気持ちがあった訳ではないが、大学との共同研究がきっか

けとなって、大学院に入学し看護大学の教員になった者がいる。県内に大学が増えたけれど教員が足り

ないので、働きかけをお願いしたい。 

 

黒江学長：在学時から大学院入学への働きかけは行っている。 

 

田垣会長：現場の看護部長として、耳が痛い話であるが、卒業生に対し、大学院への進学を進めたいと

思う。県全体の状況はどのような状況か教えていただきたい。 

村瀬委員：県立の看護専門学校の教員も欠員状態で、公募しても応募者が少ない。教員として育成する
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なんらかの対策が必要だし、ＰＲも大切と考えている。教員となることのハードルが高いと思っている人が

多い。教員不足は県内の課題であり、大学としても支援をお願いしたい。 

 

田垣会長：地域の活動状況はどのような状況でしょうか。 

 

野崎委員：県の訪問看護ステーション連絡会の会長をしています。石山看護協会長の薦めもあり連絡会

を一般社団法人化し、現在 120余りのステーションが 5圏域に分かれ活動している。実習場所として多く

の施設を活用していただいている。在宅看護に興味を持って将来ステーションに来ていただきたいと思

っている。 

 資料 12、卒業者実態調査にあった地域ケアに関する実践上の課題については、実習指導等で現場に

行かれた時に直接伝えていただくとよいと思う。今後、西濃地域のステーションの活用も推進していただ

きたい。 

 

田垣会長：地域ケアに関しての働きかけはどのようにされているか。 

 

黒江学長：資料 12 に挙がった地域ケア体制づくりと看護機能の充実を図ること等、地域ケアに関する実

践上の課題については、本学の卒業生は真面目で、実際働いていて体制づくりができているかというと

不十分だと思い自信を持って行ったといえない状況で回答していると思われる。 

 

北山学部長：地域ケアに関する実践課題については、4年間の学習課題としても盛り込んでいる。卒業生

はその地域ケアの重要性を承知しているからこそ、それに取り組めていない自分を見ているのだろうと思

う。特に病院勤務の看護職はそう思っていると思う。 

 

田垣会長：重要性を理解しているからこそできていないという認識を持ったのだろうと推測されるとのこと。

県の保健企画監の立場からいかがでしょうか。 

 

山田委員：大学には新任期から 5 年目、さらには指導者層である管理職研修まで共同研究を含めて、ご

指導ご協力をいただいている。今年度は 5 年目の保健師の実践能力について評価の視点を明確にして

研修を実施していただいており有りがたいと思っている。研修参加者のレポートからも成果が確認でき引

き続きこの研修を大事にしたいと思っている。 

地域ケアの課題については、10 年以上のキャリアをもつ指導者層の保健師でも新しいポストに就いた

ゆえの不安を抱えることが多い。また、異動によっても強い不安を感じる保健師も少なからずある状況で

ある。 

新任期の保健師は 4 月から 6 月頃に抱えるストレスを乗り越えることができるよう、新卒者交流会の参

加者の声を必要に応じて伝えてほしい。 

県保健師は、採用人数が少なく、総数も多くないので、一人ひとり丁寧に対応していきたいと思ってい

る。 

 

田垣会長：市町村の保健活動はいかがでしょうか。 

 

小洞委員：市町村保健活動推進協議会保健師部会の副部会長をしている。本日は部会長の代理でこの

ような席に初めて出席させていただいた。私自身は飛騨市の保健師で、飛騨市では新任保健師でも 5月

に待ったなしで現場に出ていてもらっている状況である。学生時代の体験が現場でのリアリティショックを

和らげると思うのでよろしくお願いしたい。また、共同研究に関して、飛騨地域も視野に入れ取り組みに参
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加させていただきたい。 

 現在、10 年位前のゴールドプランを推進していた時代に入職した保健師が（結婚出産等で）やめてい

る。募集をしても入職する人は少ない。市町村の人事担当者の方と交流を持っていただきたい。 

 看護大学は 4 年間のカリキュラムの中で保健師資格を取ることになっているが、実習生を見ていると保

健師になるという姿勢ではなく、保健の分野を学ぶという姿勢の人が多いように思う。いろんな面で飛騨

地域を視野に入れた教育体制を組んでいただきたい。 

 

田垣会長：看護行政の立場から看護職の確保対策について伺いたい。 

 

村瀬委員：先程、岐阜県の就業状況について報告したように、平成 27年度は県内 3大学の卒業生の県

内の就業率が下がっている。県立看護大学は 60％台であるが、低い所では 20％台のところもあり、愛知

県への就業率が高い状況である。この状況をうけ、県では今年度、新たに県内就業促進事業を立ち上げ

たところである。今、3 箇所からの申請を受け付けている。私も今回初めてこの会に出席し、人材育成に

関する看護大学の取り組み実績を聞いて、他大学にも働き掛けていきたいと思った。 

 

田垣会長：飛騨圏域の地域活動の推進策についてはどのような状況か伺いたい。 

 

村瀬委員：特に、飛騨圏域については、大卒就業者の割合は非常に少なく課題に思っている。 

 

黒江学長：共同研究については飛騨地域の施設の方々とも実施している。 

 看護系の大卒者が 2万人以上となった今日、本学では、現場の看護職の方々と共に、岐阜県が看護実

践活動を支援し人材育成を推進するマグネット地域となるようなイメージを描いて更なる発展を遂げたい

と考えている。 

※マグネット地域：マグネット病院が、病院としての魅力が高く、数多くの看護職者が引きつけられる病院

を意味するように、マグネット地域は、その地域における保健医療福祉活動の魅力が高く、数多くの看護

職者が引きつけられる地域を意味する。病院・地域の魅力には、病院・地域の理念・倫理、実施している

医療・看護の質、キャリアアップ支援体制、および組織・運営体制等が含まれる。 

 

田垣会長：マグネット地域になるよう共に頑張っていきたい。 

 

石山委員：先程の共同研究や看護実践研究指導事業の報告にもあったようにマネジメントに関する課題

が増えている。県看護協会としても、看護管理者が医療・（看護）職としてのキャリアマネジメントについて

その考え方を描くことができるようしていきたいと考えている。その折には、是非、学長に講師として来て

いただき、学長の描くマグネット地域構想についてお話していただきたい。 

 

田垣会長：大学院修了者で大学院同窓会長である三輪委員のお考えはいかがでしょうか。 

 

三輪委員：病院に勤務している。現場では、社会人力や実践力は育つし育てることができる。しかし、基

礎学力を身に着けさせることは非常に困難である。医療が高度化し在院日数が短くなった今日、ますま

す、基礎学力の備わった人材を確保することが重要である。県内に看護大学が 7校出来ても県内就業者

は少ない。そのことからも、新たな推薦入試Bの制度はよいことだと思う。 

 

黒江学長：推薦入試 B で 10 名、全国的に質のよい学生をいかに集めるかが課題である。県内からは推

薦入試Aで全国からは推薦入試Bで学生確保を図っていきたい。 
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田垣会長：助産師さんの活動はいかがでしょうか。 

 

河合委員：岐阜県助産師会の会長を務めています。助産師会は開業助産師の多くが加入している。私自

身も助産院を開業しており、助産院には、多くの実習生に来てもらっている。総合病院では異常分娩も多

く、医師の指示のもとに働くことが多く助産師の力が十分発揮できない状況である。助産院では対象に継

続的に係わることから対象にとって大きな力となっていると思う。学生さんにとっても、助産実習で自然分

娩に係わって感銘を受けたと言っており、助産院での実習も学生が自立していくうえで大きな意義がある

と思うので活用していただきたい。 

 

田垣会長：最後になりましたが平山名誉学長からご意見を伺いたい。 

 

平山委員：いろいろな立場から貴重なご意見をいただきありがとうございます。いくつか申し上げたいこと

があるが次の 2 点について皆様のご理解をいただきたい。まず、大学院について、本学の大学院は、現

場の実践、事象を改革していく人材を育てることに主眼を置いており、教員を育てているわけではない。

学士課程の時から、卒業研究でも学生が当面している現場の看護そのものを受け止め、改善していく取り

組みを進めているし、大学院生も修了者も同じように現場の課題を改革していける人材を育てていきたい

と考えている。 

 次に、マグネット地域体制づくりについては、いろいろな形で皆様のご意見を伺いながら地域に働きか

けていきたいと考えている。皆様のご協力をお願いしたい。 

 

田垣会長：終了予定の時間になりました。つたない進行にご協力いただきありがとうございました。本日の

議事を閉じさせていただきます。 

 

黒江学長： 田垣会長の進行のもとに、委員の皆様から貴重なご意見をいただき誠にありがとうございまし

た。本日のご意見を踏まえ、今後の本学の運営に役立てていきたいと存じます。今後ともご指導・ご支援

をいただきますようよろしくお願い申し上げます。また、推薦入試Bの受験生確保について声掛けをいた

だきますよう重ねてお願い致します。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28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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