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平成29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29年7月3日（月）13：25～15：00 

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）、髙木千春（市町村保健活動推進協議会保健師部会部会長：海津

市健康課長）、河合昭子（一般社団法人岐阜県助産師会会長）、葛谷命（岐阜県立看護大学修了者代表

（大学院同窓会長） ：岐阜市民病院緩和ケアセンター）、村瀬千里（岐阜県健康福祉部医療福祉連携推

進課看護対策監）、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：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＞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、洞田事務局次長兼総務企

画課長、清水学務課長、永田課長補佐、花木企画担当 

 ＊敬称略 

（記録作成：事務局 永田課長補佐） 

 

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を賜り、誠にありがとうございます。また、この

度は「平成 29 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。本学は今年度で開学18年ということになりました。卒業生、それから大学院修了者の数も年々

増えてまいりまして、卒業者数 1200人を超えた状況でございます。50％が県内に就職しておりますので

600人以上が県内に就職した状況でございます。それから大学院修了者、修士の課程の修了者ですが、

121 人となりまして、うちＣＮＳコースは 16 人が修了しております。さらに大学院博士課程ですが、12 人

が修了しておりまして、合計 130 人以上が大学院を修了している状況でございます。そういうこともありま

して今年度の看護の人材育成と活用等に関する連絡協議会におきましては、修士修了者が一層個々の

持っている能力、それから機能を発揮することができるようになるためには、どのような環境、どのような支

援が必要かということの意見交流ができればと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

２．出席者名簿と配布資料の確認 

洞田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）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 1に基づき、大学の活動と地域との関係について、2000年開学時から 2017年ま

での活動実績が紹介された。 

 さらに、資料 2～6 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

の支援及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・現状及び 29 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・修了状況について 

 服部研究科長より、資料7に基づき、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、

在学者数等について報告された。また、資料8～8-2に基づき、博士前期修了後3年未満の修了者の学

びと修了後の活動状況、博士前期終了後 4～9年目の修了者の活動状況と修了者支援の方向性につい

て報告された。 

 さらに、資料 9 に基づき、学生及び学生の職場の同僚・上司による三者評価の概要について報告され

た。 

 

（2）卒業者支援について 

 北山学部長より、資料10に基づき、平成28年度の卒業者就職状況として県内就職率が 46.8％であっ

たこと、資料 11 に基づき、就職先の選択にあたり、「地元であること」や「自分のやりたい看護と合致して

いる」、「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。 

 次に、看護研究センター田辺教授より、資料 12～13 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年目卒業者交流会及び卒業者交流会について、平成28年度の取組結果や参加者の意見

が報告された。また、29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。 

 最後に、清水学務課長より、資料 15～16 に基づき、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。 

 

５．意見交換 

田垣会長：議題の大学卒業者・大学院修了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と思います。 

 

村瀬委員：昨年度出席させていただいて、看護大学が非常に県内の人材育成にご尽力いただいている

ことにつきまして、大変ありがたく思っています。今ご説明いただいたところで、県内の看護の質の向上と

いうことについて、一緒にご努力いただいた 1年間であったということが非常に感じられました。1点質問

させていただきたいのですが、専門看護師の育成というところで看護大学にはご尽力いただいておりま

すが、この14名の方について、先ほど黒江学長からご説明いただいたような調査というか、自分でどのよ

うな看護実践ができていて、そして今課題としていることがどのようなことであるかというような何らかの調

査というものは行ったことがあるのかどうか。専門看護師についてはこれから非常に期待されるところです

ので、県内での活動をこれからどのように進めていったらいいか、それは病院の管理者の方も同様にお

考えのところだと思いますが、どのような方向性を持っておられるかということについて、少しお話を伺わ

せていただければと思います。 

 

服部研究科長：専門看護師が 14 名県内で活躍しております。本学と卒業・修了後も連絡を取り合いまし

て、実践状況等は把握しているつもりですけれども、今お話しがありましたように、専門看護師を対象とし

た調査というのはまだ実施しておりませんでしたので、ちょうど今年度ですが取り組みをしているところで
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す。それで本学の専門看護師プラス県内で活動している看護師さんを含めてまして、専門看護師の現状

とニーズを明らかにしていこうと思っておりまして、今質問紙調査を行っているところです。それぞれ今ご

回答いただいており、ちょうど今月末ですが、話し合いの場を持つことになっております。今のところ 10

名ちょっと参加の予定があり、県内のいろんな領域で活動している専門看護師さんがそれぞれの活動に

おいて、指導の内容だったりとか、いろいろと話し合っていこうと思っております。それと専門看護師に特

化した研修会等も行いまして、より質の高い実践を目指していけるようにその後のフォローも考えていると

ころです。 

 

村瀬委員：専門看護師の方のご活躍を県内に広く知っていただくことが本当に大事だと思います。調査

結果をまとめていただきまして、是非ご報告をお願いしたいと思います。 

 

服部研究科長：専門看護師コースの方は、各病院の看護部長さん等の推薦を得て来てくださっている方

なんですが、この場をお借りして是非お願いしたいのが、現場の看護師の方々にご理解をいただいて、

もっとたくさんの方に進学の機会をいただければと思います。修了者はみんなそれぞれ県内で活躍して

いる人ばかりですので、是非お願いしたいと思います。 

 

田垣会長：ありがとうございます。先ほどは専門看護師の活動の実態を把握する調査の今後の方向性と、

大学としてどのような動きをしようとしているかということの発言がありました。専門看護師さんは県内もそう

ですし院内の方も本当に活躍しているんですが、院外からの要請を受けながら本当にいっぱいいっぱい

なんですと、うちの病院の看護師さんたちは言っているようなところもあるんですけれども、一施設の看護

部長としては本当に活躍してくれているということをすごく実感しています。それを広く周知できるというの

は専門看護師さんのモチベーションにもなるし、他のスタッフたちのモデルにもなりますので本当にいい

と思っています。専門看護師を目指してくれる方が増えるといいと思います。実際に葛谷委員は専門看護

師として勤務されています。葛谷委員いかがですか。 

 

葛谷委員：岐阜市民病院の葛谷です。この大学を卒業しまして、今はがん看護の専門看護師として 4 年

勤務し、5年目を迎えるところです。先日、ＣＮＳの専門看護師の学会にも参加してきましたが、そちらでも

ＣＮＳがどう活動していくかという点について、院内だけではなく社会に対してどう貢献できるかということ

が大きなテーマとなっておりました。院内からうまく地域の方に患者さんをつなげながら、いかに地域の

看護の質も上げていくか、その中心になるのが専門看護師の役割だということを強く言われておりました。

専門看護師として実践していく中で結構戸惑うことがあるんですが、私自身は、卒業した大学の先生方に

も相談したりとか、一緒に研究活動をしながら学ばせていただいております。今後、専門看護師が病院の

みならず地域の方にも役割を果たしていけるようになっていくために、大学の先生方とのつながりである

とか、地域での実践において、現在、看護協会の事業の方にも参加しながらやらせていただいているの

ですが、いろんなところとつながり合いながら活動させていただくことかと思っています。先ほど田垣会長

が言われたように、病院の外に出ていく時間をどう確保していくかということも今後の課題だと思っていま

す。 

 

田垣会長：ありがとうございました。本当に活躍していただいておりまして、現在の活動状況についてお

話いただきましたが、看護活動環境について何か感じてみえることはありますか。院内でも院外でも、何

かもう少しこうなったら活動しやすいのにとか、そういう体制的なところも含めてありますか。 

 

葛谷委員：専門看護師の活動の実態としては、実は院内の活動ではなくて、社会貢献をいかにしたかと

いうことが実績の評価にもなっていくので、活動していくうえで時間をどのように確保していくかということ
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かと思ってます。現在、私自身は専従の看護師なので比較的自分の中で時間の調整がしやすいですが、

まだ院内にはＣＮＳが一人、二人と数少ないので、その中で院内の業務をこなしながら、院外の時間の確

保をどうしていくのかが難しいかと思います。なので、それこそ人材育成じゃないですけど、もう少しＣＮＳ

が増えて仲間が多くなるというところも必要かと思います。 

 

田垣会長：ありがとうございます。葛谷委員がおっしゃってくださいましたように、専門看護師の方には、

院内でもそうですし院外の活動も引き受けてやっていただいているところです。それでは、石山委員はい

かがでしょうか。 

 

石山委員：卒業者の就職状況と、卒業者の就職選択に関する会議資料を見させていただくと、平成28年

度卒業者の県内就職は37名で県内就職率46.8％となっています。残念ながら5割に達しなかったんで

すけれども、就職先の選択として、毎年の傾向では「地元」だったり、「自分のやりたい看護と合致している

こと」であったりということがあるんですが、岐阜県看護協会も看護職の確保対策をしないといけませんの

で、ガイダンスを含めて県内の看護大学生に県内の施設で就職してもらえるよう、力を入れてご案内をし

たいというふうに思います。 

 先ほどの専門看護師については、看護協会としても県の委託事業を使って、まずは専門看護師、認定

看護師の活動を地域で強めていただくようにと、きっかけ作りをしてきました。あとは専門看護師や認定看

護師さん方々が自立してどうやって活動していくのかと思うんですが、施設に勤務されていて給料はそこ

からもらっているので自分で勝手にやるというのはなかなか難しい。自分の時間外でも背負うのは病院の

職員ということがあるので、社会的貢献というのは難しいですが切り口としては病院も地域に根ざした病院

ということもあるので、そのあたりのことを話し合いながら看護協会としてもどのようなつながりができるかと

思っております。先ほどおっしゃっていただいたように、専門看護師の活動が地域に根ざした社会貢献と

いうところにポイントを置かないと後に続く人がなかなかいない。ＮＰ（ナースプラクティショナー）とか特定

行為とかいうものがだんだん出てきて、大学もそういうＮＰを輩出したらどうかという流れが出てきたときに、

じゃあ専門看護師は何をするのかということを考えていかなければいけないかと思います。 

 

黒江学長：今のことですけれども、確かに専門看護師は社会貢献を求められるところがありますが、本学

のＣＮＳコースの方は、ＣＮＳコース以外の方と同様に看護実践研究に取り組んでおりまして、論文作成

に要する時間が少ない中で、ＣＮＳコース以外の人達と同じレベルの研究の質を求められて、それをクリ

アした方々でございます。修士課程修了者全員がそうなんですけれども、看護実践研究については自分

の経験をベースに実践改革に向けた取組みができる人達ですので、自分の所属の部署なり病院などの

実践改革をどのようにしたらいいのかということなどにも是非力を発揮していただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 

田垣会長：保健企画監の山田さんいかがでしょうか。 

 

山田委員：研修で得たスキルや専門性みたいなところは県の中でもよく活かせるようにしたいと最近特に

思うようになっております。ジョブ・ローテーションという言葉があるかと思いますが、県の場合は１年から

長くて数年で保健師を職場異動させていくのですが、せっかく専門研修を受けてきたのになかなかそれ

を活かせないとか、職場の中で担当にならないといった意見を過去から聞いたりしていますので、それな

りの職場配置ということを考えていかなければいけないなと思っています。80人足らずの保健師ではある

んですけど、ここで学ばせていただく以外の保健師もやはり仕事をすることによってスキルを自覚して高

めていくことができるといいなと思っているので、まだ今手がけ始めたばかりで形にはなっていなくて、う

まくいくかどうかはわからないですけど、自分なりに試案を進めたいということを思っています。今年初め
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て他県の大学からインターンシップの申込みがありまして、過去数年の受入状況を調べてみましたが、薬

剤師とか獣医は毎年インターンシップの受け入れをしているのに、保健師はしていないということに気づ

きました。やはり一週間ほどきっちり来ていただき、いわゆる学外実習とは全然違う内容でやっていけるし、

人数が少ないということもあって時間的な余裕があるので、そういった機会もこれから使っていただくとい

いと思いました。あとは実習に関してなんですけど、今年から飛騨保健所での実習を始めました。遠い所

に行っていただくということでその対応には感謝したいところです。今 7 つの大学さんが保健所で実習に

取り組んでいただいておりますが、遠方の実習への負担が少なくなるようローテーションをしながらできた

らいいということを思っています。ここ 7、8 年で、どこの大学さんから県に就職してくれるかということを見

てみましたら、2割弱が県立看護大学さんで、今年就職した方は残念ながら 1人もおられませんでした。

今年採用試験を受けて就職した方々はいわゆる保健師専攻コースの中に入れなくて、4年の看護大学を

修了してから他の大学の 2 年課程を通って採用試験を受けてくれた人達です。別件になるんですけど、

最近、ある保健所長からすごい悲しいことがあったと電話をいただきました。所長がどういう保健師になり

たいかと学生に聞いたら、誰一人として私は保健師にはなりませんと言ったということでした。この大学に

限った話ではないんですが、どういったことが大学で起きているんですかというようなことを聞いたら、保

健師の専攻に行くにあたって、やはり厳しい試験を受け学力といったところも重視されることによって、本

来ひたむきに保健師になりたいという人達はもう 3 年生のところで振るい落とされてしまい、保健所も知っ

ておくといいかなという感じで保健師の実習に来てくださっているということがあって、なんかもどかしさを

感じました。県立看護大学は全員が保健所に実習に来ていただいているということで他の大学とは違うん

ですが、保健所で学生を受け入れたときに、他の指導者にも聞いたんですが、看護大学の学生は目的を

もってしっかりとこれをさせてほしいとか言ってくれるので実習を組みやすいし、単なる座学ではない実

習をしたいと言ってくれています。その期待に対応できている保健所とできていない保健所があるかと思

うんですけど、やはり濃い実習をしていこうと思うと共に、私たちとしては意欲がある人達や保健師に興味

がある人達としっかり実習ができるような体制が組んでいけるといいと思っています。 

 

北山学部長：いろいろ県の方にはお世話になっておりましてありがとうございます。実習の関係ですけれ

ども、県内の 7 大学の地域看護を担当している教員が集まりまして、なかなか集まる機会もなくて進んで

いくのが難しい状況ではありますが、どういう学びを学生にしてもらえればいいのか、そのためにそれぞ

れ大学が目的は違うんですけれども、目的に向かって私たちとしてはどういうような役割をとるのかとか、

保健師の現状や、指導者さんとはどのような形で協力体制をとっていったらいいのか、そのようなことにつ

いて勉強会で少しずつ議論しています。なかなか時間をとるのは難しいんですけれども、一緒に考えな

がら学生にとってはより良い実習ができるようにということで、これからもそういう活動を続けていきたいな

と考えております。あとはガイダンスにこれから毎年来ていただけると非常にありがたいです。あの時期の

学生にとって、保健師さんの活動について、現場の方、県の方からお話が伺えるチャンスは非常に貴重

でありますので是非お願いしたいと思っておりますし、インターンシップについても県の方で是非受けて

いただけるということであれば、今後話し合いを進めていけると非常にうれしいことだと思います。 

 

山田委員：過去に受けないといったケースはあるんですか。 

 

北山学部長：受けないとおっしゃったかどうかはわからないんですが、以前、県の方はなかなか難しいか

もしれないのでということで、市町村の方で確か海津市さんの方に以前お願いをしていた時期があったと

思います。 

 

山田委員：今回受け入れるのは、遠くの県外の大学からです。 
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北山学部長：そのあたりのご相談を是非させていただきたいと思います。あとは職場配置のことについて

ですが、大学院を修了した人がそこで 3年間その実践を良くしようと思って研究の取組みをされるんです

が、修了したとたんに他の職場に異動になるというようなこともありまして、その 3 年間の学びを他の職場

で活かすということができればいいと思っているところではあります。修了したご本人もせっかくやってき

たのにというちょっとがっくりするような面もあったりして、それを励ましたりというような形でやっていったら

と思うんですけれども、修了後もそれから在学中の職場配置というようなあたりにつきましても、多少ご配

慮いただけるとうれしいかというようなことがございます。 

 

山田委員：事務職だと最近は2年で異動ということもありまして、異動のサイクルが早くなってきています。

保健師だけ特別にというわけにもいかないところがありまして、在学中の研究、勉強期間は異動させてあ

げない方がいいだろうということは理解できるんですけれども、その後また数年ということになると、他の保

健師と違うこととなり、別のスキルを獲得していくのにどうなのかなと思うところがありまして、先生のご意見

も貴重なんですけど、どのようにしていけばいいのかということを考えています。 

 

田垣会長：ありがとうございました。同じ保健師、保健師部会の部会長である髙木委員いかがでしょうか。 

 

髙木委員：保健師部会の会長を今年から務めております海津市の髙木と申します。感想になってしまうの

ですが、先ほどの看護協会の石山委員もおっしゃっていたんですが、やはり県内への就職がちょっと少

なくなったというのは非常に残念だと思っています。県内の看護大学から、できれば岐阜県にずっと就職

してもらえたらいいと思いますし、内訳をみると保健師になってくれる方が少ないというところもさみしいと

思います。ただ実際に現場をみますと保健師だけではないと思うんですが、ここ最近の市町村の現状を

みると、市町村が欲しいといったときに保健師になりたいという学生がいなくて、市町村がそれほど募集し

ているわけではないというときに学生さんがいっぱい希望してくれているなんていうようなときがあったり、

微妙なズレが生じているような気がします。現実、海津市も職員募集をしたいな、海津市にできれば来て

ほしいな、海津市の魅力を発信した方がいいのかなというようなちょっとした下心を持ちながら実習施設と

してお受けして、保健師になるとおもしろいよとか海津市の魅力だとかを伝えて、実習に来てくれた学生

さんが海津市で仕事したいと思ってくれたときに、じゃあ海津市で募集しているのといったら募集していま

せんというような現状があって、なかなかうまくいかないということを思っています。西濃管内では昨年けっ

こうな市町が募集を出したんですが、応募してきても断ったり、応募ゼロという市町もあって、それも 2人と

か複数採用で募集を出していてもそんな状況だったというところがありました。そういうことを思うと、これは

地道に保健師活動であったり、保健師の仕事のＰＲであったり、実習でわが町にはこんな魅力があるよと

いうＰＲを、4 年生の場合だともうすぐなので、2 年、3 年生の方を対象にもっと上手に情報発信できない

かと思いました。先ほど葛谷委員が言われた「つながる」という話については、保健師というと医療職から

一番距離感を置いたような業務の形態かなあという思いは感じるんですが、例えばがん検診の場合、要

精検で病院の方にバトンタッチしてしまうと、それから先の部分はあまり直接的に携わることができていま

せん。例えばオペが終わった後ぐらいに、改めてどうだったというそこまでの処置を残念ながら海津市で

はできていないので、きっと地域住民の方は、地域の中でどのように生活をしていけばいいのか不安に

感じていらっしゃるのではと思っています。そのようなところで病院の看護師さんであったり、認定看護師

さんであったり、専門看護師さんで頑張ってみえる方がいるので、その方々と共に、地域の方とのつなが

りについてもっと努力していければいいと思っております。がん検診もそうなんですが、成人の方は多く

の検診をやっているので、そこの決められた地域のところでのつながりはあるんですが、そこから先のつ

ながりはまだ弱いと思っています。母子の方に関しても、そこの割と一時期というようなところで終わるん

ですが、市民の方の生活は一時期ではなくてずっと続いて何十年もというところがありますので、やはりも

う少しネットワークというわけではないですが、つながるということが大事と思っています。 



- 7 - 

 

 

田垣会長：ありがとうございます。地域とのつながりということで、葛谷委員の方から何かありますか。 

 

葛谷委員：今のお話を伺って、今までの私の実践が、病気になられて診断を受けて治療をし始めてから

少し終末期にかかられた方のことばかりを考えてきていたなあということにも気がつきました。昨年はこち

らの大学の先生とがん患者さんの就労支援ということで、岐阜県内の事業場の方々に調査をさせていた

だいたんですが、検診を受けるというところからも既にがん対策が始まっているといったところを再認識し

ましたし、そこにいかに病院の看護師が関わっていけるかといったところも気づくことができました。最近

は在院日数も非常に短いので、退院後の患者さんはいろんな不安を抱えながら生活されていると思いま

すが、そこでのフォローが今なかなか順応できてなくて、対策としてがん看護外来などでの取組みはして

いるのですが、まだまだ充分ではない状況にあります。今のお話を伺って、そういった点では保健師さん

と連携をするという視点が自分にとってとても新しい発見といいますか気づきではありました。今すぐにと

いうことではないんですが、そういった視点で今後取り組んでいきたいと思いました。 

 

黒江学長：看護職がつながるってとても重要なことだと思うんですけれども、本学の県内への就職率は、

28 年度はちょっと少なくなって申し訳ないんですが、大学ではずっと、学生に看護の魅力はもちろんで

すが、岐阜県の魅力と岐阜県の医療の魅力と岐阜県の看護の魅力、これをさらに一層伝えようとしていま

す。学生が就職先を選択する際、こういう形で実践看護をしたいと思ったときにそこを就職先として決める

と思うんですね。そうすると岐阜県においては地域の看護職、病院の看護職がつながっている看護をや

っているということがアピールできればいいなあといつも思っています。本学の大学院に来てくださって

いる方はいろんな職種の方が来てくださって、地域看護の一つを見ても、保健師さんもいますし、病院の

看護師さんもいますし、訪問看護師さんもいますし、そういう方々が大学院でつながっているんです。そう

すると、そういう経験をした人が現場に戻っていってますので、140何人になっているんですけれども、そ

ういうことが核になって、岐阜県ならではの、岐阜県にしかできない看護職が、顔と顔を知っていてつな

がるというような看護をしているということが発信できれば、岐阜県だけではなく、他の県からも看護職者を

呼び込めないかというようなことも思ったりしています。看護系大学の数は今年で 255 になりました。そし

てさらに増えていきます。そうすると県内で養成した人達が県に帰属するということもそうですが、県外で

教育を受けた人が岐阜県に就職するということも充分考えられると思いますので、何かアピールができる

といいかと思います。 

 

田垣会長：ありがとうございます。うちの病院でもですね、実は結構、経験年数が 5 年とかなるような看護

師が保健師になるといって地域へ帰っていっているんですね。せっかくうちの病院のこれからの人材な

のにどうして地域に行ってしまうのなんて思っていたんですけど、先ほどのお話を聞いてこれはチャンス

なのだと今思ったところです。力を持った人達がまた地域へ出ていって、急性期に在宅を踏まえたところ

で支援をしていくということで、保健師免許を持っている看護師はもっとそこで力を発揮したいというような

思いが出てきていると思います。ぜひそんなところを連携しながらいければいいと思いました。あとは助

産師のところはいかがでしょうか。 

 

河合委員：助産師会の河合ですが、今のお話とちょっとずれるかもしれませんが、助産師会は開業してい

る者と病院とかクリニックで働いている助産師も入っておりますので、助産師会全体としては地域に根ざし

た母子支援をしていこうということでいろんな活動をしております。開業している者はほとんど地域につな

がっていることが現実で、そうやって活動をしているわけですが、勤務の助産師さんの場合はクリニックと

か病院の中だけの業務になりがちなので、そういう方も含めて助産師会としては地域での取り組みをやっ

て、病院勤務の助産師さんにもそれに来てもらうという活動をし、助産師本来のケアの仕事を学んでもらう
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活動を展開しています。病院勤務ですと、入院期間は短いですし、その後の母子はどうなっているのかと

いうことがなかなか気づきにくいということがありますので、そういうことを踏まえて是非、地域の母子はどう

なっているのかというところに目を向けていただきたいと思って、そういう活動を今展開しております。行

政の方にもいろいろな話をして、行政の方から委託を受けたりとか、少しずつ取り組み始めています。 

 

田垣会長：助産師の方での大学院の修了者の活動環境とか人材育成とか、そのようなことについてはい

かがでしょうか。 

 

河合委員：大学院卒業者の方が人数的にどれぐらいみえるかちょっと把握はしていませんが、助産師の

場合は、看護師全体を比べるとより専門分野なので、やはり看護師と同じように一義的には不足の状態で

す。開業の方ですが、開業助産院もいっぱい学生の実習を受けておりまして、一助産所で 5箇所か 7箇

所ぐらいの実習を受けさせていただいています。そういう中で看護学生さんとも非常に接する機会があり

ますが、実際の妊婦さんと接しながら学ぶということで、実習に来ていただいたことがきっかけとなって将

来助産師の方に進んでほしいとか、そういうことにつなげていくような、現場ではそういう支援をしておりま

す。 

 

服部研究科長：助産師も勤務する病院から来られている大学院生もいますし、また現場に戻って修了生と

同様に実践をよく改善していこうという意識をもって頑張っている助産師も多いです。だから、これからも

っと人数が増えてきて、県内でも母子の活動に取り組む人が増えてくることを期待しております。まだまだ

開業の助産師さんが大学院にいくというのはなかなか大変かもしれないですけど、勤務されている若い

助産師さんたちが来て学んでいただいて、そういう方が多様な活動をしていっていただくと本当につなが

っていくというような、地域での活動も広がっていくのではないかと思っています。よろしくお願いします。 

 

田垣会長：それでは平山委員いかがでしょうか。 

 

平山委員：初めての方もいらっしゃると思いますが、私は開学のときから 10 か年間、ここで学長の仕事を

していました。この大学を作ったときに、本日の資料 1でこれまでの実績が出ていますが、岐阜県の中の

看護を良くしていく人材をどうやって岐阜県が確保していくかという、そういうことに貢献する大学を最初か

ら描いたわけです。ですので、今ここに資料として県内の看護大学・看護師養成所等の数だとか卒業生

の就業状況が記載されたものが配られておりますけれども、あくまでも看護職の育成・養成というのは複

線教育だと。従来の専門学校と大学とが一緒になって複線でやっていく。岐阜県立看護大学ができた時

点で考えてみたときに、18 年経っているんですけれども、まあ数十年は複線教育ということを前提にして

やっていけなければならないと。看護の質を良くしていくためには看護職がしっかりと自分の仕事に責任

をもって深めていく、つまり教育したりしながら改善していくというような、そういう姿が描けなければいけな

いだろうということを大前提にして行ってきました。ですので、資料1にもありますけれども、最初は編入教

育などもやってきたんですけれども、大学院をつくって、大学院は最初から長期在学、あまり長期在学を

メインにする大学は当初はなかったんです。ふつう大学院の修士課程というのは 2年間なんです。ところ

が本学の場合は 3年間ということで、3年間で現場から来られて、職場在籍のまま来れるというふうにしま

した。そうすれば現場から来れるであろうということで行ってきました。ただ一方で教員がものすごく負担

になるんですよね。要するに時間外勤務が多くなったり、土曜日は毎週授業をやっているので、大学とし

ては苦しいんだけれども、特色のある大学を作って、そしてその岐阜県の看護職の人達が大学に行って

勉強しようということになってくれればいい、というようなことから、みんなで納得して取り組んできたいとい

う経緯があるんです。本日はそれぞれの重要なポストにおられる看護職の方々にせっかく来ていただい

ているので、私としては、先に出ていた専門看護師をどうやって充実させていくかという話だけではなくて、
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それぞれの看護師がある程度のベテランになってきたら、やはり大学院を利用して自分の仕事を自分で

研究していくというような人材をいっぱい作っていってほしいなあと思っていますので、そういう意味合い

において、せっかく皆さんにここに来ていただいたんだったら、どうすればそういう人を大学に派遣できる

か、派遣というか希望をもってやれるような人達をどうやって職場で作ってもらえるかということについて、

考えて意見をいただければすごくいいと思うんですけど、いかがですかね。 

 

田垣会長：私も、年々大学院に進みたいという職員はやはり少なくなってきていると思います。それは急

性期のところがかなり重症度が上がり、その看護度も上がりということなので、みんなやや疲れている。そ

して少し余裕ができるのが看護師となって 5 年目あたりなんですね。3 年間は目の前の課題で一生懸命

でとても余裕がないので 5 年目あたりかなと思うんですけど、そのころには結婚、出産というのがあって、

そこをうまく、どこかうまくタイミングが合うと大学院へ進むということになるんだろうと思うんですが、そこの

ところをどのように支援していくのがいいのかと考えているところです。モチベーションを落とさないように、

病院内でも院内の認定制度を設けたり、昇任させるというところでモチベーションを維持しながら、大学院

に進んでいきたいと思う職員を本当に作っていかなくちゃいけないと思うんですけど、まだまだいい結果

が出ておりません。スタッフは病院の中でそれなりにキャリアを変えながらスペシャリスト志向は持ってい

るんですが、大学院への進学といった形にはちょっと結びついていないところがあるので、看護部長とし

てはもう少し積極的に支援ができるといいと思っています。 

 

平山委員：本学では長期在学制度を採用し、そして大卒以外の看護職者への受験資格の認定を行って

いる。そうなってくると本学の卒業者もたくさん県内に就職するようになり、大学や大学院が大学を出た人

だけの資源ではない。やはり専門学校などを出た人達の学ぶ場にもきちんとなってほしいし、そういう優

秀な人はたくさんいるんですよね。看護の分野というのはものすごく特殊な領域ですし、大きな集団です

ので優秀な人はたくさんいます。これは明らかなことなので、是非大学院で学ぶことを奨励していただき

たいと思います。 

 

葛谷委員：実際に働きながらこちらの大学院で学ばせていただいた経験の中で、私が一番良かったと思

うのが、働きながら常に看護の実践をしながら大学院に来て、そこで実際に原理のことであったりとか、看

護実践や看護理論であったりとかいろんなことを学ぶと、すべてが実践と学術的なことを結び付けてでき

るようになったということです。自分の看護実践を人に説明したり、自分はこう思うんだよということを伝える

上で、論理的にといったらおこがましいですが、しっかりと自分の考えをもって人に伝えることができるよう

になること、それを学ぶ機会を与えていただいたので、働きながら実際に週末に学校に来るのは正直き

つかったんですが、でもそれ以上に、ただ実践をしているだけではなく実践はすべて根拠に基づいてい

るといったところに結び付けることができるようになったこととか、研究を通して自信がつくと、そのことに対

しては自分の考えをちゃんといろんな人に伝えていくことができるようになったというところがとても魅力的

だと思いました。現場でも大変ですよねとよく聞かれるのですが、それ以上に私が伝えていることは、働き

ながら学べるというところが強みだよということを伝えています。そういったことも今働いている看護師さん

たちに伝えながら、本学での学びに手上げができるようにつなげていきたいなと思います。 

 

石山委員：職場の看護部長の姿勢次第というと失礼なんですが、それもありますし、専門看護師になられ

た方が一人、二人と自分の後輩に対して、今この時期がダメなら子育て終わったこの時期に行ったらどう

かというように勧めたりとか、そういうことをしないとなかなかその良さも伝わらない。日々、目の前の仕事

だけをこなしているという雰囲気はとてもいやだと思うんですね。専門職なのにそういう勉強する余裕もな

いとか、自分を高めることもしないというのはちょっといけない雰囲気で、そういう言い訳をしながら更なる

勉強をしようとしないということですよね。なので、看護管理者が道を少し引っ張っていくなり、示すなりと
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いうことで、例えば現場の看護師長さんも、私は遅いけれどもあなたなら行けるよみたいなことを日常的に

会話できるような雰囲気とか、この研究もうちょっと深めるように大学院に行ったらどうかというようなことを

本当に身近に言ってもらえるような雰囲気がものすごく大事かなと思います。ちょっと後押ししてくれる人

が必要なんですね、行こうか行かないかって。そういう人は専門学校出てからとか、大学出てから将来は

修士に行こうかなあということがちょっと頭の片隅みにあるんですよね。全くない人はやはりどういう風に

勧めてもちょっと私は違うんですという感じになってしまいます。大学院に行きたいという学生、さらに深

めたいという人はいるので、あとの一押しをみんなでやっていかなければいけないなあと思います。ぜひ

一人でも二人でも作ってください。 

 

田垣会長：ありがとうございます。看護部長としてもいろんなお話を聞きながら、私自身、看護の質を上げ

るというようなことで、院内にて専門看護師、認定看護師に部署横断的に、いろんな部署に入っていただ

いて実践の質を上げるためにどう貢献していくかということを、今年で 2 年目になりますがやっています。

そんな中で看護の質ということを考えるときに、きちんと、もうワンステップ高めるというようなところへ結び

付けていけるといいなあと、今お話を聞きながら考えていたところです。是非そんなようなことも考えなが

らサポートしていきたいと再認識をしたところです。 

 

村瀬委員：資料として出させていただきました「平成 28 年度県内大学・看護師養成所等の卒業生就業状

況調査結果」について、平成29年3月卒業生についてまとめさせていただいております。大学のところ、

県立看護大学のほか、国立大学：1、私立大学：2 がその内訳となりますが、県内就業率 38.3％ということ

で年々下がっている状況にあります。しかしながら、看護大学には県内の就業ということについて貢献し

ていただいておりますし、保健師、助産師の卒業生を出していただいているところです。先ほど 2年目の

卒業生の方が大学の方へ来ていただく、集まっていただく参加人数が少ないというお話があり非常に残

念だなあと思ったんですが、大学とその卒業生との関わり、諸先輩との関わりが薄くなっていくということに

なるのかと思いますので、是非、卒業生とのつながりを深くしていただき、それがさらなるキャリアを積ん

でいける、そういう道になっていけるといいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

黒江学長：ありがとうございます。ただ今のことですけれども、今やっているところが10年目の卒業者がど

のような活動をし、どのような支援を求めているかといった調査を実施してきまして、その結果がまとまっ

てまいりました。来年度におきましてはそのあたりのこともご報告できると思っております。本学の卒業生

は、調査に基づきますと、4 年目から 5 年目で自分のこの先を考える大きな機会が来ます。そのときに大

学院進学もあるということを是非伝えていただけるといいかと思います。それから岐阜県に就職すると、在

職したまま大学院に行けるということも私は岐阜県としてアピールできるのではないかなと思っています。

だからいろんな特徴をもっていて、岐阜県ならではの看護の良さというものがやっぱりあると思います。そ

れから今年度ですが、1 年目、2 年目は定期的にあるんですが、それより超えた卒業生におきましては、

学年を超えた交流会とそれから研修会を合わせて行うことを昨年からやっておりまして、今年度は先ほど

のがん患者さんの就労支援というものが出てきます。そのあたりで特別講演をしていただくという研修会

を組んでございます。1 年目、2 年目だけではなくて、そういう形で 3 年目以降の県内にいる卒業者もま

た集まって学びを深められる機会になるかと思います。こういうことの研修については状況を見ながら、さ

らにレベルアップできるような形で今後組んでいきたいと思いますので、またご意見をいただきたいと思

います。 

 

田垣会長：ありがとうございました。終了予定の時間になりましたので、本日の議事を閉じさせていただき

ます。ご協力いただきありがとうございました。 
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黒江学長：本日は皆様どうもありがとうございました。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。今後とも多面的にご指導、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。本日

はどうもありがとうございました。 

 

司会（洞田事務局次長兼総務企画課長）：以上をもちまして、「平成29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、洞田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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