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平成30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30年7月30日（月）13：25～14：58 

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）、馬場枝里香（岐阜県立看護大学修了者

代表（大学院同窓会長）：独立行政法人国立病院機構長良医療センター）、若原明美（岐阜県健康福祉部

医療福祉連携推進課看護対策監）、赤尾典子（岐阜県健康福祉部保健医療課健康推進室室長）、平山朝

子（岐阜県立看護大学名誉学長） 

欠席：繁澤弘子（岐阜県訪問看護ステーション連絡協議会会長） 

＜大学＞黒江学長、北山学部長、奥村研究科長、田辺教授、佐藤事務局長、井上総務企画課長、清水

学務課長、永田課長補佐、西尾企画担当 

 ＊敬称略 

（記録作成：事務局 西尾企画担当） 

 

１．挨拶（黒江学長） 

日頃より本学の教育研究、大学運営へ多大なご支援を賜り、誠にありがとうございます。また、平成 30

年度の連絡協議会の委員へのご就任を快くお受けいただきまして誠にありがとうございます。本日は、人

材育成につきまして、忌憚のないご意見をいただけたらと思いますので、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 

井上総務企画課長より、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）岐阜県における看護職の生涯学習支援に関する概況 

（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 

黒江学長より、資料 1～5 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 30 年度の計画に

ついて報告された。 

さらに、資料 6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 2018年までの活

動実績が紹介された。 

 

（2）本学大学院看護学研究科入学・修了状況について 

 奥村研究科長より、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 に基づき、博士前期課程修了者の学びと修了後の活動
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状況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。 

 

（3）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29年度の卒業者就職状況として県内就職率が 54.4％であっ

たこと、資料 11 に基づき、就職先の選択にあたり、「現場の看護職の働く姿」や「勤務条件・福利厚生」、

「自分のやりたい看護と合致している」、「地元であること」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29年度の取組結果や参加者の意見

が報告された。また、30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）日本における看護系大学・大学院の概況 

 清水学務課長より、資料 14～15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。 

 また、黒江学長より、資料 16 に基づき、全国的に看護系大学及び大学院が増加していることが報告さ

れた。 

 

４．意見交換 

田垣会長：看護職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、ご意見をいただければと思います。 

 

石山委員：岐阜県の看護職にとって魅力のある看護活動環境・人材育成という視点でいきますと、大学院

博士前期課程修了者が合計で 130人となっているということで、前に統計を取られているかもしれません

が、県内の看護の現場を引っ張っていただく優秀な学生を輩出していただいておりまして、その後 19 年

そしてかつ博士前期修了者の方が、卒業者だけでなく、それこそ看護部長クラスの人が学んでいると思う

のですけれど、その方々がどういう管理職に就いているのかということを、ちょっと調べていただきたいな

と思います。というのは、卒業生の1年目、2年目の戸惑いの時期の学生支援を行っていただいているの

ですが、看護はやはりリーダーシップが一番大事で、これから制度的な地域包括ケアという、病院の中だ

けではダメで、そういった方々がどんどん訪問看護に出てきて、介護の現場、保健の現場に行って、中心

となって連携を取るといった看護職の在り方が示されていると思うのですけれど、その中で、貴大学で学

んだ方がどういう風にリーダーシップを取られているか、そしてそこにどのような問題があったのかをぜひ

調べていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

黒江学長：ご意見ありがとうございます。本学といたしましては、卒後 10 年以上経った卒業者に調査を重

ねていきたいと考えているのですが、そのリーダーシップというのも幾分かその中に含まれるのですけれ

ど、看護実践の中でどのようなことを大切に考えているのかというようなことを含めながら調査を開始して

います。これまで２回実施しており、これが３回積み重なると状況がより良く分かってくるかなと思いますし、

今後の大学教育、大学院教育の方向性を持てばよいのかというところが更に分かってくると思います。た

だ、卒業者調査は意外と難しく、大学まで現住所を知らせてもらえるなら良いのですけれど、なかなかそ

ういうところも叶わないところで、卒業生全員という訳にはいかないのですけれども、その中でも、毎年の

卒業者の調査で 40％は帰ってきますので、その中で続けていきたいところです。 
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石山委員：個人に宛てて調査票を送っているのですか。 

 

黒江学長：そうです。組織ではなく、卒業者本人に宛ててお送りします。  

 

石山委員：ぜひ、病院の管理者なり、看護部長なりに「県立看護大学を出た方はいますか」と言って、その

方にお渡しください。こういう統計を取っているとの説明があれば大丈夫だと思います。看護部長から「あ

なた、看護大学出ているよね」と渡して、記入と大学への送付を呼びかければより良いと思います。私がリ

ーダーシップと言っているのは、自分だけではなく、周りを引き込んで一緒にやらないと、良い看護がで

きないと思うためですので、大学を出た卒業生がどういう風に活躍をして、管理的視点や看護の大事にし

ている点や、周りを惹き付けるようなそういう考えをちゃんと持って看護をやってきたかという点をちゃんと

評価していただくというのが理想的だと思います。ぜひ看護部長を使って調べていただきたい。岐阜県

内で働いている方しか分からないですけど、看護協会も協賛で、県など行政も使って一度、しっかりと調

べていただきたいと思います。 

 

黒江学長：どうもありがとうございます。ご協力いただけると大変ありがたいです。いろいろな方法を考え

てみたいと思います。  

 

田垣会長：ありがとうございました。今は、卒業生の看護管理者になっている方を中心とした現状のアンケ

ート調査を、ということでしたが、卒業生の同窓会長の馬場委員はいかがでしょうか。 

 

馬場委員：同窓会長の馬場です。私は大学院博士前期課程のみ修了した身なのですが、今、先生方か

ら報告がありましたように、職場の上司からの三者評価の結果等を見ていますと、職場の上司の方の大学

院に行っていることへの理解や協力を、自分も在学中に感じていました。これから大学院に入学・修了し

て、また現場で働いていく若手のスタッフが岐阜県内に増えていくと考えたときに、職場で働いている上

司の方々には大学院を修了されていない方も多い中で、大学院でどういう学習をしていて、職場の中で

上司としてどういうフォローをしたらよいのかを理解していただけると、大学院に行くことのハードルが低く

なり、若手も研究的な視点で看護活動を考えることができる。そうすると県内看護の底上げが出来ていく

のではないかと考えております。現在、私は看護師長として働いているなかで、大学院や研究というもの

への高いハードルを感じている若いスタッフが多いと感じます。日々の業務に追われて、より良い看護を

していくためには自分たちがどう考えていけば、看護や業務を改善できるのかという視点を持てずに、そ

のままトップダウンのまま働いてしまうと、広がらないし良くならないと働いていて思います。ですので、中

間管理職としては師長さん方の意見も大事ですが、一番患者さんのことを知っていて、実際に看護を実

践してくれているスタッフの意見も大事なので、そのスタッフがもっとメンバーとしてのリーダーシップを発

揮しながら、研究的な視点を持った看護職が増えてくると、病棟単位、施設単位で看護の底上げが出来

ていく。それによって岐阜県内の看護がもっとよくなると感じます。ぜひ、職場の看護部長さん、副部長さ

んや、各病棟でリーダーシップを発揮してくださっている方が、大学院や自分たちのスキルアップをしよう

としている方のフォローをしていってほしいなと感じています。そういった土壌があることで、そういったス

タッフが増えていくと思います。 

 

 

田垣会長：ありがとうございます。現場の実践を行う頼もしいスタッフのご意見だなと思います。若原委員

はいかがでしょうか。 

 

若原委員：行政の立場からという訳ではないのですが、現場に戻られた方の生のお話をお聞きして、アン
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ケートの結果等からも分かるように、皆さん非常に管理的視点があり、研究的視点があり、その双方が、縦

と横に非常に視野が広がっているのだと感じました。ただ、その一方でおっしゃったように、大学院だとか

研究だとかいうことが、私を含めて非常に難しいこと、なかなか困難なことだということが現実だと思います。

これまでは、卒業生の方の交流を積極的にされていますけれども、その上司の方を巻き込んで研究や学

ぶということの考え方を研修会などでしていただくと、より大学の活用・活動が広がると思いますし、受け手

の方としても、病院や行政的な視点に立っていただく方が増えていくと思います。まだ病院には大学院の

卒業生が帰っておられますけど、地域ですとか、それ以外の看護職が活動する場というところには、大学

院の方は少ないかと思います。そういったところに発展していくような皆さんの理解といいますか、もう少し

上になられた方たちや管理職の方たち向けにも交流といいますか、年代を超えた、立場を超えた交流が

実施されると良いのかなと個人的には考えました。 

 

田垣会長：ありがとうございます。河合委員はいかがでしょうか。 

 

河合委員：いろいろ卒業生の方とかお話を聞いていまして、私も以前は現場におりましたが、やはり現場

で直接患者さんと接しているスタッフの方たちが色々なことを感じていると思うのですけれど、それをボト

ムアップで管理者が捉えて、たとえ少しの改善でも職場が一歩前へ進めるような、そういう力に卒業生が

なっていただけるというのは非常に心強いことです。先ほど発表がありました、卒業生の色々なご意見を

聴いていましても、こういう若い人が現場でこういう声を挙げていただけると、本当にうれしいなという思い

で聞いておりました。私は助産の方の部分ですけれども、具体的に、今特に産後ケアについて国を挙げ

てやっておりますが、やはり現場で産婦さんに接している現場の助産師がその問題に対して、助産師は

何が出来るかというのを、現場の声として反映できるように見聞を深めていく、そして現場で今できること

は何かということをぜひ何らかの小さなことでも最初は良いので、何らかの動きをしていただきたいなと思

っております。 

 

田垣会長：ありがとうございます。大学院等を卒業された現場のスタッフたちは、実践に向けて学んだこと

を一生懸命に活かしながら、そして研究にも取り組もうとしているところで、先ほど、馬場委員の方からは、

もう少し マネジメントする側の支援がもう少しあったらというご意見があったのですけれど、髙木委員はい

かがでしょうか。 

 

髙木委員：現場の声という部分からは少し外れますが、就職進路状況という資料を見せていただいた時

に、保健師の方が合計１１名の方が２９年にご卒業されて、そのうちの４人の方に昨年、海津市に実習に

来ていただきました。うちの方で担当した保健師のキャラクターもあったのですが、すごく保健師の仕事と

いうものを楽しい、やりがいがあるというイメージを上手に刷り込むことが出来たような気がしております。

実際には大変なことやこんなに難しいことがあるのだということもあったのですが、海津市に実習に来て

いただいた方が無事に保健師として就職していただけたことというのが非常にうれしかったです。 

実際にこの方たちが、将来的に大学院等に進んで、レベルアップしていただけるということがあると良い

なと思うのですが、市町村で働いている方が大学院に進んでというのは非常に少ないかと思います。西

濃管内ですが、大学院に進んで卒業できましたという報告をいただいたことが身近でありました。その方

の上司の方とお会いしたことがあって、大学院に進んで無事に終わりましたねとお話しをした際に、その

上司の方は専門職ではなく事務の方だったのですが、大学院や保健師の業務について関心を高めると

いう役目を担っていただいたかと思います。大学院に関する情報というのは、知っている方にしか情報が

来ないので、あそこの人が大学院に進んだようだとか卒業したようだとか、個人を特定するわけではない

のですが、例えば西濃地域であったり、岐阜地区であったりというような情報が流れてくると、そういった

情報でお互いが少しずつ刺激を交えるとまた違ってくるかなという気がします。看護師さんは研究のレベ
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ルがすごく高いのに比べて、保健師は日常業務に振り回されているところがあります。わざわざ大学院へ

行ってという機会が出にくいという状況があって鈍化していると思いますので、せっかく看護大学を卒業し

た方たちというのが現場に増えてきている状況ですので、そういった方の中から大学院に行ってもう一度

レベルアップを狙っていきたいというものや、こういったことを研究したいというようなことを自分が所属し

ている職場の方に声掛けをしてというふうだと、また周りに刺激が発生していくような気がしています。 

 

田垣会長：ありがとうございました。大学院で他職種の方が大学院に進まれて、そこでの交流というのはあ

るのでしょうか。 

 

黒江学長：学生同士の交流というのはそれぞれにあると申しますか、例えば地域基礎看護学領域ですと、

保健師の方がおられたり、臨床の方がおられたり、臨床の中でも精神領域の方がおられたり、訪問看護

師の方がおられたりと、そういった日々の教育活動の中で交流が出来るのと、科目によっては領域を超え

た科目がありますので、そういう形で色々な方と交流が出来る状況にあります。 

 

田垣会長：ありがとうございます。それでは行政の方で赤尾委員は如何でしょうか。 

 

赤尾委員：今日の資料を見せていただいて、本当に卒業生の方々にきめ細かく新卒者交流会、卒後二

年目交流会あるいは卒業者交流会というようなことをしていただいているということに驚きまして、こういっ

たきめ細かい支援をいただいておりまして感謝申し上げます。と申しますのも、現場での課題としてありま

すのは就職した方が継続して就業が続かないところで、一年目でも辞める新人もおりますし、二年目三年

目というところで、自分の学んできたこととやっていることの違いといったところでジレンマを感じて、悩ん

でそして最終的には辞めるといった新人もおります。それに対し、県の方では新人研修のときに県庁のト

ップの者が面接をするといったことをやっておりますし、各所属の方では管理者が面接をしております。し

かし、やはり同じ立場の人たちと話をする中で、自分の今抱えている問題を出して、そこから助言をもらっ

て、一歩を踏み出す、立ち直るといったところでこういった交流会というものが大きな役割を果たすのでは

ないかなと思っております。県の方では一年目から三年目の保健師たちの集まりの中でこういった同じよ

うな交流会をやっておりますけれども、やはり、せっかく就職して、そして育ってきた保健師には継続して

スキルアップしていただきながら、いかに長く勤めていただくのか、そして色々な経験を積んでいただき

ながらバージョンアップしていただくのかが課題として感じております。今後も、先ほどの大学院のところ

でもありましたけれど、所属の管理者の方もやはり意見や考え方を聞きながら、卒業生を育てていける、

あるいは大学院の方に行って更に高めてもらうような配慮や部署作りを考えていかないといけないなと思

っております。 

 

田垣会長：ありがとうございました。それでは平山委員はいかがでしょうか。 

 

平山委員：私はここを辞して九年経つので、報告されたことについて言いたいことはたくさんありますが、

一番言いたいのは、資料９に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がありますけれ

ども、これは大学院のものです。この大学は最初から職場に在籍のまま大学院に来られるようになってい

て、普通大学院の修士課程と言えば２年間のところを長期在学という形で、現場から来るという体制で作っ

ていますが、それが意図していることは、看護の実践の改善を追求できる人づくりを目的するためです。

研究テーマをそれぞれが持って修士論文などをまとめていますけれども、研究する看護の事象をそこか

ら純粋に取り出して、そこだけを深めるとか、そういう論文を作ろうとか、そういったものを質の高い論文と

するのではなくて、現場の、今所属している、日々働いている場でもってどんな課題があり、その人なりに

どうやって追求していったらよいのか、どうやって改善したらよいのか、そしてその改善に取り組むことに
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よって、自分自身も高まり、現場も良くなっていくというようなことを追求させようと大学の方は一生懸命に

やっています。三者評価というのは、そういったところからいくと研究論文の質がどうのとか、その学生が

どのような成績を修めたかどうかで評価するのではなくて、その学生が所属する職場で、上司や同僚、あ

るいは周りの関連する職種の人たちが持っている問題を包括した看護事象を追求していくことを指導して

いるので、学生の周りの評価ということを最初から非常に気にして評価の指標にしています。こういったこ

とを評価指標にしている看護の大学は少ないのですけれども、県立看護大学ではこれをずっと追求して

やってきています。学生にはどこかのタイミングで気が付いてもらっているのですけれども、看護は一人

ではできないもので、看護者と患者の一対一のケアでの事象を純粋に追求しているだけでは改善できな

い。改善するには他職種とも必ず連携しなければならない、そういう能力も必要だという看護の捉え方を

してきているので、先ほど馬場委員もおっしゃったように、職場の中での理解や応援が必要です。そうい

ったことをぜひやっていただきたい。また、先ほどの資料にもありましたけれども、卒後一年目の交流会を

やる時には、上司の方に言ってもらって初めて来ている。二年目の人は自分で休みを取って来ていると

いう状況があって、ただ、これが三年、四年、五年と経ってある程度仕事を繰り返した後、大学院で勉強し

ようと思ってもなかなか上司や周りの人が理解してくれない状況で来られない。そして、研究活動をすると

いっても、周りの理解が無いと出来ないという状況があって、それで大学として卒業生の大学院進学率が

低いところがあります。それは大学側の責任でもあるけれども、岐阜県立看護大学ができたことによって、

資料６で出しましたようにたくさんの施設の協力や現場の看護師の指導を得なくちゃいけない。そういっ

た現場との関連も考えていくと、９年目ということもあって、大学院がそういった趣旨でやっていくことの土

台をきちっと築き直さなくてはいけない。それにはやはり、県内の方たちのご協力が非常に大事なので、

皆様の方でもよろしく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。私の所属する施設ですけれども、やはりこの看護大学を卒業したスタッ

フが大学院まで行くという希望が少ないなと思っています。所属で大学の方と一緒に話をする交流会を開

催したときに、三年目、四年目くらいの看護師が出席して意見交換をさせていただいたのですけれども、

その時に、導いてアドバイスをする人が内部に乏しいなと感じました。自分はこの先にどういったキャリア

を考えたらいいのか分からないという意見が出ておりまして、そのあたりのサポートも少ないなと思ってい

ます。実は、今年から看護大学を卒業した専門看護師が副看護部長になりました。そうしましたら馬場委

員がおっしゃったように、大学院への垣根がずっと下がった気がします。大学院に関する話の内容が、非

常に現実的なところからアドバイスが出来ている感じがします。今年は受験が出来なかったのですけれど

も、来年に受験をしたいという者が出てきていて、その時のアドバイスも実践的な、こういった支援があっ

て、こういう形でやれるのだ、というようなことが、見える形で支援が出来て、随分その方たちがやる気にな

っていると感じました。やはり平山委員がおっしゃるように、施設での働きかけが大切だなと思っていると

ころです。それと、先ほど出ました卒業者の交流会ですけれども、実際にキャリアを悩むのが三年目、四

年目あたりで、五年目くらいになると、もうすぐ結婚だとか出産になってしまいます。ですので、この三年

目、四年目がポイントかなと思っています。このような交流会をしていただく中で、次につなげるようなチャ

ンスに活用が出来たらいいなと思いながら聞いていたところです。所属の病院も卒業生が大勢入職して

いただいているところですので、ぜひ、その辺の支援をしていけたらよいなと思っているところです。他に

こういった卒業生の働きやすい環境ですとか、人材育成のところでご意見がございましたら如何でしょう

か。 

 

石山委員：大学としては大学院生が割合としては少ないということでしょうか。  

 

黒江学長：大学院に入学される方の数自体は少なくない、他の大学と比べても非常に良い推移をしてい

ます。 
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石山委員：卒業生が入られるのが少ない、広き門にしているので現役で働いている師長とか、看護部長と

かも大学院に入っているので、数的にはあるのですけど、こちらの卒業生が少ないということですね。 

 

黒江学長：そうです。もう少し右肩上がりに伸びていって良い時期かなと思います。その伸びが少し悪い

状況かと思います。 

 

石山委員：はい、分かりました。看護協会は看護部長さんたちとよくお話しするので、やはりポイントです

ね。論文を書いたりすることが好きとか、書いたり調べたり、追求したりすることが好きとか、そういうちょっ

と後押しすると自分でも行けると思ってくれる方を上司はよく知っていますから、ですからピンポイントに

声をかけて、人材育成をすることも必要かもしれません。 

 

黒江学長：ありがとうございます。看護職からの希望というのも大切ですけれども、組織として是非この方

に伸びていってほしいというような人材、そういう人が受けに来ないかなと思っています。そういう人材を

含め、キャリアアップの中核に大学院を考えていただいて、進んでいただければよいかと思います。 

 

石山委員：はい、分かりました。 

 

田垣会長：ありがとうございます。他にご意見はございませんか。馬場委員は現場の看護師として、なに

かこんな支援が欲しいなどはありますか。 

 

石山委員：現場が大事ですよね。現場や周りの人とか上司等に恵まれているといいけれどという感じです

か。 

 

馬場委員：そうですね。当院は、大学院に入ったり修了したりというスタッフがあまりいないので、先ほど石

山委員がおっしゃったように、得意そうかなという方にピンポイントに声をかけても、あまり反応が少ないと

ころです。本当はスタッフ一人一人が自分のキャリアマネジメントが出来るように、職場側もそういったこと

を考えさせられるような働き掛けが出来ればいいと思います。また、大学の学生指導をする中で、どういう

実習の目標をもって学生さんが来ていて、私たちは現場を教える指導者として、その学校の教育や実習

要綱に合っている、教育目標を達成できるような実習をどう行うのかを考えさせながらやっているのです

けれど、その中でその学校の要望などを見ていて、その学校の特徴などを知っているはずなのですけれ

ど、この大学の教育理念がすごく素敵だから行ってみたいなというような、ところまでは考えられていない

ところです。日々の忙しさの中で、自分がどうキャリアアップしていくのか、自分がどう進めば目指している

看護師になれるのか等を考えられるような面談やその話を個々で出来るように、スタッフ一人一人を知っ

て、そのいいところを伸ばしていけるような取り組みが現場では必要になってくるかなと思います。自分は

現場で働いている中で、そういうことに気を付けてやっていきたいと思っていますし、自分自身も修了生

ですから、個人的にはなりますが、ピンポイントな声がけは続けていきたいなと考えています。 

 

田垣会長：ありがとうございました。他にご意見等ございましたら如何でしょうか。看護職にとって魅力のあ

る看護活動環境、そして人材育成体制作り。これにつきまして、また今後も努力をしていきながら、活躍の

場も広げていっていただけたらと思います。 
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田垣会長：それでは、少し時間は早めですが、これで看護の人材育成と活用等に関する連絡協議会を終

了させていただきたいと思います。 

 

黒江学長：本日は皆様どうもありがとうございました。いろいろと貴重なご意見をいただきまして、また取り

組んでいきたいと思います。来年、本学は開学20年目を迎えます。これから考えていかなければいけな

いのが、20年目から30年目にかけてどういった教育・研究活動を続けていくのかというところになります。

その中には、地域貢献もちろん含みながら、私たちの大学は推進をしていきたいと考えております。その

中で看護職の皆様には、キャリアアップの中核に共同研究事業、看護実践研究指導事業、研究支援、そ

れから大学院や学部というものを見据えていただきながら、今後も発展的に続けていきたいと考えており

ます。研究に関しましては、看護の実践研究という現場のテーマを探求していくものになっております。本

日の資料の参考のところに、過去の論文の一覧がございます。お時間のある時にまたお目通しいただけ

ますと、今の実践活動の中でどうやって取り組んでいったら良いのかという素朴な質問から始まって３年

間実践をしながら職場の皆さんと協力しながら進めています。そこで、テーマを見ていただくと分かると思

うのですけれど、本人一人だけが何かをするというものではなく、その部署の課題、入院されている方あ

るいは利用される方がどういったニーズをもっているのかを踏まえて取り組むという、そのプロセス、取り

組む理由、どのような成果に至ったのかを書き表すそういうところが博士前期課程での取り組みになりま

す。こういう取組ですので、研究とは何かを分かっていないといけないのではないかとか、そういったこと

は全くありません。入学後は、自分の部署の、或いは施設の現状分析から始まります。それを教員と一緒

にやっていくというところですので、色々な方に是非大学院への進学を勧めていただきたいと思います。

本日はどうもありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

司会（井上総務企画課長）：これをもちまして、「平成30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、井上総務企画課長より、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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