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令和元年度 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：令和元年7月1日（月）13：27～15：01 

場所：岐阜県立看護大学 第1会議室 

出席者：〈委員〉古田明美（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）、佐藤好美（市町村保健活動推進協議会保健師部会部会長：多治

見市保健センター）、後藤朋子（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）、繁

澤弘子（岐阜県訪問看護ステーション連絡協議会会長）、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）、平山朝子（岐阜県立看護大学名誉学長） 

欠席：河合昭子（一般社団法人岐阜県助産師会会長）、赤尾典子（岐阜県健康福祉部保健医療課健康推

進室室長） 

＜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、國井

課長補佐、西尾総務担当 

 ＊敬称略 

（記録作成：事務局 西尾総務担当） 

 

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、令和元年

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・現状及び令和元年度の計画

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 2019 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30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30年度の取組結果や参加者の意見

が報告された。また、令和元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 

古田会長：議題の 2、大学院修了者の看護活動支援について、話題提供の場に移りたいと思います。始

めに後藤朋子委員より、岐阜市民病院における取り組み等の紹介のほうをよろしくお願いします。 

 

後藤委員：同窓会長であります所属は岐阜市民病院の後藤です。よろしくお願いします。本日は資料の

用意がなくて申し訳ないのですが、口頭ではございますが、説明等させていただきます。 

 現在、当院では大学院の修了者が 9 名おりまして、そのうち専門看護師が現時点では 2 名になってお

ります。就学中の者が 2 名います。専門看護師の中で、1 名は以前は専従として看護に関わっておられ

ていたのですが、もう1名は専門性を発揮できるという意味では、所属は、当学校の卒業生ではないので

すけれど、専門を発揮できる病棟ではあるのですが、専従という形でその業務に従事してもらうことはして

いません。その大きな違いとしては、やはり診療報酬に関わるというところがあり、専従が施設基準となっ

ているものについては専従として活躍をしてもらっているところになります。その他、それぞれ研究テーマ

を持って卒業した者が、自分が研究をしたことについて、今、現場でどこまで発揮できるかというと、業務

との兼ね合いもあり、研究を発揮できていないのではないかなというところは感じています。 

 当院としましても、その辺りを十分発揮できるように整えていくところが今後の課題だと思うんですが、逆

に、この修了した者が他のスタッフを支援するという意味では、例えば教育体制を整える。チームに入っ

て一緒に教育体制を整えていただいたり、相談ができるような体制は整えていくところです。 

 まとまりのないところになりますが、当院の現状は以上になります。 

 

古田会長：ありがとうございました。続きまして、私のほうから岐阜県総合医療センターにおいての取り組

みの紹介をさせていただきます。本日、慌てて資料のほうを準備させていただいて、2 枚ございます。名

前をちょっと挙げてしまったものですから、ちょっと内緒のものでよろしくお願いします。 

 当院は専門看護師、小児とがんが 3 名います。３名のうち１名が、がんセンターのほうで専従という形で

仕事のほうしております。あと 1 名は、副看護部長になっておりますので、副看護部長の教育を担当して

いるところです。もう 1 人の方ですけれど、重症心身障がい児施設すこやかのほうで勤務しております。
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副看護部長に関しては教育の担当ということで、看護研究等をやっているのと、小児系の部署を担当して

おりますので、小児系の四つの部署をラウンドしながら、支援に当たっているという形になっております。 

 ３人目に関してもすこやかのほうのマニュアルを整理したり、小児系のラウンドのほうに立ち会いまして、

月に 1回、活動日を通して実際の現場の看護を支援しております。 

 がん専門看護師に関しては、がんセンターの専従ですので、その専従看護師として動いております。 

 あと小児救急の認定看護師が 1 名おりまして、こちらはこの小児の病棟、小児循環器病棟の師長をして

おります。当院では、小児のチームができ上がっていますので、師長さんとか認定専門看護師等を含む

方たちで各病棟を回られる動きをしておりますので、こちらに関しても同じように各病棟をまわっています。 

 事務所の主張として各病棟で月に 1 回、他の看護師たちと一緒に回るというふうになっております。研

究に関しては、一部災害、子どもの災害の備えに関するというのがまとめ終わりまして、今年 9 月に発表

予定になっております。大学院卒業生が、3 名がいます。その内の１名に関しては、脳卒中等をこちらで

勉強しておりますので、関連の病棟で働きたいということだったので、病棟の中に神経内科がある病棟で、

2 カ所目でここに来ております。ここでも、現在、脳梗塞再発療法に対する生活指示同意書というのを作

成しているところだということでしたし、研究に関しては 1年目をまとめる予定になっております。 

 別の者については、認知症とかそういうものに関して、こちらで勉強をさせていただいておりまして、今、

循環器内科の混合病棟のほうに入っております。病棟異動してまだ半年弱なので、病棟での活動自体が

まだ満足できていないということでしたけど、この認知症 BPSD の予防的ケアを、部署としてまとめようと

いうことで、そちらのほうに取組んでおります。 

 最後の１名に関しては、乳腺外来のほうに配置しておりまして、乳腺がんに関してずっと関わっている形

になっております。 

 これらを通して、それぞれの者が、大学院で学んだことを少しずつ継続していくという動きのほうをして

おります。病院としての支援に関しては、学んだことがなるべく生かされるところへの部署配置ということで、

今のところはその願いをかなえられている状況ですけど、今後、上に上がっていくにつれて、難しくなっ

ていく部分もあるかもしれませんが、今のところは研究と関連する部署への配属ができております。研究

支援に関しても、それぞれの人たちが研究をやっていきたいとして活動すると、院内で彼らが中心となり

看護研究のほうを見直しています。また確認や指導の援助・支援等、そういうことは当院としては行ってい

ます。また、専門と認定の看護師に関しては、継続して新しい知識を入れていけるようにということで、病

院から継続的な援助や出張の支援、また毎月1日程度にはなりますけれど、彼らを講師とした勉強のほう

を受けておりまして、自分の専門を生かしながら、各部署にて直接ベッドサイドでスタッフを教育していく

と、そういうようなことをやっております。それぐらいだと思います。 

 では、委員の皆さん、これまでのところについて何か質問とか、そういうのがありますでしょうか。 

 

黒江学長：専門看護師を大学院卒業、大学修了している皆さんは、現場の課題を踏まえながら、それを

解決するための取り組みを行うというところで、自身の取り組みを踏まえて、指導あるいは研究支援という

形で携わっておられるのではないかと思いますが、その実際の役割というところで持っている力を発揮で

きている具体例と言いますか、個人で違うのかも分かりませんけれども、全体としてのお話を伺えればと

いいかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

古田委員長：当院ですと、3 人とも発揮していると思います。例えば小児の認定看護師に関しては、

小児系をラウンドしながら、直接お母さんの問題等に関わっておりますし、小児の成長発達に関し

ても、スタッフへの指導や、どういうふうにケアをしていけばいいかというようなことを確認して

いるような状況です。 

 がんの認定看護師に関しては、倫理的側面にも関わりを持ってもらっていて、病院の中での学習

会とか、事例検討会などに積極的に講義をする立場として参加をしておりますし、病院全体の事例
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を集めてきて、本当にそれが倫理的問題としてどう管理しないといけないかとか、そういうことに

ついても研究を進めてもらえているので、一定程度に関してはできていると思っております。 

 

黒江学長：ありがとうございます。 

 

古田会長：あとはよろしかったでしょうか。次は議題の 3 番目、大学院修了者の看護活動支援についての

意見交流会についてです。特に大学院修了者に求める職場での活躍や影響について、それぞれのお

立場のほうからご質問、ご意見など、ご自由に発言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。  

 

石山委員：看護協会として大学院修了者の活動というところは、なかなか把握できないところなのですが、

私の経験から申し上げます。今回、現場で修了者がこういう活動をしてらっしゃるというご案内もありました

が、一方的な見方かもしれないですけど、自分が研究をしていくという姿がなかなかできないというのが

現実なのではないかと思います。自分自身が研究の筆頭者になかなかなれずに、サポートするという立

場になって、常に研究を一緒に進めてあげるということに回っているように感じます。 

 私は専門看護師になったときに、自分がこの病院で何か問題があると思った時に、何年もかけて一つの

データをまとめて研究にしていくというのが、本当の専門看護師の役割ではないかと話しているのですけ

ど、なかなかそこに至ってない。病院のデータはたくさんあって、こういう問題があって、こういうふうに看

護を変えた、その成果で患者さんがこういうふうに変わったというのは、専門看護師にしかできることでは

ないと呼びかけているのですけれども、なかなかやれていないところです。 

 院内のみんなの研究的視点を向上させるとか、みんなの研究を助けるということは上手なのですが、病

院での専門看護師という立ち位置に課せられたものに着眼するという点が、毎日の仕事に追い立てられ

て、総合医療センターの修了生もそうでしょうけど、こういった仕事をどんどん与えられて、自分の課題に

対して手が回っていかないというのがあるのではないかという中で、本人たちはもうそれで良しとするしか

ないのかもしれないですけど、サポートするだけで、自分はこういう研究をやったと、大学院は一つのきっ

かけであって、というふうな、そういう捉え方をしてもらいたいなと思うのですけど、現場ではいかがでしょ

うか。 

 

古田会長：おっしゃるとおりです。今回もこちらに出席するにあたって、現在の状況やこれからの取組み

予定等を報告したいのだけどという話をしたときに、研究を部署でやっているとか、病院の中でやりたいと

思っているなんていうような声をキャッチすると、そこに行って、一緒にやろうかと声を掛けるという形のサ

ポートはやってくれています。そこで「あなたは何をするの？」という話になると、「そうですね、卒業してか

らも自分の研究をやらないといけないのだけれど、やっぱり毎日に追われてしまって、研究支援で精いっ

ぱいです」というふうには言っています。 

 中には、CPがここ最近話題になっている中で自分の役割としてやっていかないといけないと感じて、大

学院に入る予定ですという者が出てきているのですが、差異を感じるなと思っています。積極的にデータ

を集めて持っていると思うのですが、それをみんなを巻き込んで勧めたり、自分で研究までまとめ上げた

りというところまではできていません。岐阜市民病院では、いかがですか。 

 

後藤委員：当院も、石山会長さんがおっしゃることに耳が痛いところです。専門看護師や認定看護師が、

なかなか自分の専門性を持ったところで課題を持って、そこを追求していくというところまでいっていない

というのが現状です。業務に追われているというところもあると思いますし、現状に翻弄されてしまって、自

分が目指すところも、少し見えなくなっているのではないかというところも感じています。専門看護師、認

定看護師を含め、当院には 9 名の修了生がいるにもかかわらず、その者たちがネットワークを組んで何
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かしようとか、そういった動きがないので、自分が修了してしまえば満足というところが、現状だとは思って

います。 

 

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

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。 

 

繁澤委員：岐阜県訪問看護ステーション連絡協議会の繁澤と申します。訪問看護ステーションに勤める看

護師でも、認定ですとか、大学院の修了者も何名か近年出てきております。ただ県下で、訪問看護組織と

して全体での大学院修了者とか認定とか専門看護師で把握してないものですから、うちの事業所のことを

ちょっと報告させていただきます。恵那市のほうで幾つか介護事業と訪問看護をしています｡パートの看

護師も入れて総勢15名ですが、大学院卒業の看護師が3名と、それからその中で専門看護師が1名い

ます。 

 その専門看護師は家族支援の専門看護師なのですが、まだ去年の 12 月に合格したばかりで、これか

ら修行を積んでいくところですが、訪問看護ステーションに勤務する家族支援の専門看護師というのは、

たぶん全国でも彼女ぐらいだと思うところです。ですから自分としては地域を拠点に、地域で役立つ、恵

那市とか東濃に家族支援の専門看護師がいるということで、よその事業所の訪問看護を通してでもいい

ですし、訪問看護の事例だけでなくて、ケアマネジャーが抱えている家族支援の困難事例とか、そういっ

たものの相談に乗ったり、ケアマネジャーさんたちの勉強会があるのですけど、そこで家族支援をテーマ

に講師をやったりしてほしいと感じています。 

 それからまだ、去年の 12月に資格を取ったばかりで、今は訪問看護に勤めて2年目になるものですか

ら、現場の仕事に追われていて手が付いてない様子ですが、これからは自治体に働き掛けて、保健所や

市町村の保健師さんたちとコミュニケーションを取って専門看護師の機能を知っていただきたい。それこ

そそれをお金になるかというのは、民間の事業所なものですから厳しいところなのですが、困難事例のコ

ンサルテーションみたいなことができると、地域で使っていただけたらと考えております。 

 そうすると、新しい CNS でも地域を基盤にした CNS の活動ができるのではないかと思っていて、まだ

実践は始まったばかりではありますが、やる気に満ちているところです。 

実際には業務内で保証として週に半日業務日を設け、勉強や活動に充てて欲しいと思っているところな

のですが、様々な不測の事態が起こって消えてしまい、毎週半日あげられている訳ではないところです。

ただ、そのような状況でも自分で自分の取った専門性を地域に生かすというミッションに燃えてくれていま

す。 

職場の現状としては小さな事業所で、しかも民間ということもあり、1件訪問に行って幾らという形態で経営

が成り立つ事業所ですから、地域貢献ばかりも言っていられない現実があります。ただ、そういうふうに共

有財産として使っていただけて、地域のケアが全体として向上して欲しいと思っているところです。まだ始

まったばかりですので、軽くご紹介させていただきました。 
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佐藤委員：岐阜県の市町村保健活動推進協議会の保健師部会長の佐藤と申します。多治見市保健セン

ターから参りました｡お話いただきました中で、市町村というお話が出てきましたが、大学院の修了生で保

健師になられる方というのが少ないと感じております。いただきました資料を見ましても、保健師になられ

る方の数自体が少ないですし、大学院となるとまたさらに、見受けられないのではないかと思っておりま

す。先ほどもありました、市町村と何らか専門看護師さんが協働するようなことができるようなことがありまし

たらご連絡いただければと思います。市町村には保健師が色々なところにおりまして、福祉のほうにいる

保健師、介護のほうにいる保健師、子どものほうの関係と、色々な分野に分かれておりますので、そうい

った方々に連絡していただけると助かります。よろしくお願いいたします。 

 

北山学部長：今のお話の中で、大学院修了者で保健師が少ないのではないかというようなことだったので

すが、本学の大学院は全員が職場で働きながら就学するという形で、3 年制となっています。皆さん仕事

を持っていて、こちらの大学で勉強しているという方たちで、県内の保健師さんがこちらの大学院に来て

学んで、また現場に帰ってご自分の仕事場に帰って、そのまま仕事を継続しているという人たちも相当数

いらっしゃいます。 

 先ほど午前中に少し数えてみたところ、あまり多くはないですけれども、今まで 15 人ほど県内の保健所

や市町村の保健師さんが大学院に来られて修了されています。141 人の中の 15 人ですので、1 割強ぐ

らいの、今はそういう状況です。 

 ぜひ、今、就業してらっしゃる保健師さんの中で、現場でこういうことで今困っているのだけれども、ここ

をなんとか解決したいとか、そういうふうに思ってらっしゃる方がいたら、大学院にぜひ来ていただいて、

その課題に対してどういうふうにしていけばいいのかを私たちも一緒に考えて、研究的に取り組みたいと

思いますので、ぜひ受験を勧めていただければと思って考えております。 

 

黒江学長：ご意見を聞いていて、看護ケア、もしくは私たちが専門としている看護という中で、利用者へど

ういうサービスが提供できるかというところが、とても重要になってくるというふうに考えております。大学院

修了者の役割を考えるときに、利用者へのサービスが自分の力でどのように質を上げていけるのか、そこ

にどう寄与できるかという部分もあるのではないかと思って聞いております。地域の活動に自分ができる

範囲で色々な働き掛けをして、地域にいる人々がつながる核となるというか、そういう役割もとても重要だ

なと思って聞かせていただきました。 

 本学の大学院修了者の中には、共同研究事業に申し込みをする、そういう院修了者もだんだん増えて

まいりまして、先ほど、支援はできるけど自分のテーマになかなか取り組む時間がない、自分の研究に取

り組むことができないということが、私たちも院修了者の意見を聞いたときに、やはり出てくるところです。 

 それで、CNSのほうはCNSの看護実践研究指導事業を立ち上げて、なんとか自分たちの研究につな

げるようにというところで支援をしていこうと思いますが、一つにはやはり共同研究事業もありますので、大

学院修了者が共同研究事業に取り組もうとするときに、本当に現場の利用者へのサービスの質向上を目

指したときに、ここに取り組まないと自分は納得しないというものを持ち込んでくるので、そういう面ではど

んどん発展してっていただきたいなというふうに思っているところです。 

 

奥村研究科長：最近、修了者の方とお話しする機会をたくさん持たせていただいた際に、黒江学長のほう

からお話がありましたように、自分たちで少しやっていく、多忙な中で課題と研究に取り組むことに時間が

とれないということがあるのですけども、非常にたくさんの気付きをされておられます。どなたでもそうでし

た。つい先週も 3 名くらいの方にお話を聞いたのですけど、こういう分野でこういう状況になって、なんと

かそこを改善していきたいんだという、その思いはもう熱いくらい、1 時間ぐらい語れるような、そんなよう

な状況がございます。 

 そういう中で、実際に私も今やっているところではあるのですけれども、共同研究をつなげていく中で、
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具体的な改善につながっているような事例も幾つかございます。ですので、私たちも積極的に修了者の

方ともう少しつながっていきながら、現場の改善につながっていくような活動をしっかりとやっていかない

といけないということを、認識を新たにしたところでございます。共同研究という重要なことでございますの

で、そこを基盤にしながら修了者の方の課題解決につながるような活動を続けていただきたいと思います。 

 

石山委員：働きながらの大学院修了という点が、自立している人向けになってしまっていると私は思って

いるところです。県立看護大学で共同研究なり、先生がたのサポートをいただくことは、それに越したこと

は無いのですけれど、本来は自分が持っている課題を、そして自分が取り組まなければいけないことを、

自分自ら見定める力がないと、いつまでも誰かに頼ってしか、研究や取り組みができないということになっ

てしまう。そして看護管理者がうるさく言わなければ、忙しいということで取り組みに繋がらない。 

 だから、少しずつでもいいので、自分がやったことで何が変わったかということを比較検討するという簡

単な手法でいいので、取り組んでほしいとはいつも思っているところです。それはすごく大きなものにな

るかもしれないですし、また、同じような修了者がいらっしゃるという医療センターと岐阜市民病院の CNS

なり、大学院修了者全体でネットワークをつくって、自分の病院のデータだけではなく、他院の看護師と

一緒に出て、それこそ院長先生の許しがある範囲にはなりますが、多くの病院のデータを持ち寄って、そ

れを統括しての研究というのも、取り組むことが出来ればすごく広がるなと思うところです。もちろん先生

方はそういう視点を持って研究をされますし、大学院生にも、今いる職場に帰ったら何をどう理解してもら

って、どう研究を進めていくかということも教えていただいている、折々に言っていただいているとは思う

のですけど、彼女たちがそれを忘れないでい続けるためにはどうしていったらいいかって、それこそが支

援だと思います。 

本当に、先ほどから出てくる現実が、私はとても残念です。 

 みんなが行ける大学院ではないですので、病院側もたくさん行かせられることではなく、やはり優秀な

人に、何年に 1 人とかという機会は与えているという感じですので、もう少し管理者にも工夫が必要かもし

れないし、管理者にそれを分かってもらうような機会を、大学のほうからつくっていただいて、こういう現実

があるということを伝えていただくと、管理者もどんどん修士を出ていたりしてますけども、やはり組織でど

う使うのかというのは、かなり管理者に関係してくるのかなとは思うところです。 

 

黒江学長：貴重なご意見ありがとうございます。本人の意識もそうなのですけども、組織として、その組織

が何を目指しているかというようなことと、その中でその人がどう能力を発揮できるかということですね。ここ

がたぶん、今、ご指摘いただいたとおりつながっているのではないかと思います。 

 色々な形で大学からも発信はしていきたいと思っています。看護実践研究学会が立ち上がりましたので、

大学院修了者の横のつながり、自分たちで何に取り組んでいくのかという辺りのことを、学術集会の中で

行われる交流セッション等の形でつながっていくことのできる、一つのきっかけになるかと思います。そう

すると自分たちは何をしていくのかというところに、たどり着いてくれると思います。 

 

平山委員：平山 少しよろしいですか。大学側に質問なってしまうかもしれないのですけども、資料の 7で、

CNS を修了した人が 18 名で、資格を取得した人が 15名になっています。修了して資格を取るまでに、

その人の職場からの応援というのはすごく必要ですよね。そういう点について問題はないのかという点も

重要だと思います。個人個人、いろいろ事情があると思いますが、それにしても、18 名中の 15 名しか資

格が取れている人がいないというのは如何でしょうか。 

 

黒江学長：ありがとうございます。この合計の数字は平成 30 年度の修了者が含まれている状況なので、

まだ受検ができないという点がございます。数字の説明をお願いできますか。 
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奥村研究科長：18 名中 15 名ということですけども、今年度、30 年度の方々は全て資格を取られていると

いうことになります。ただ、3 名の方が試験を受けなかったということになります。色々なご事情がございま

して、資格取得の試験まではトライしなかったということです。 

 

平山委員：修士課程の教育課程は、カリキュラムの負担がすごく大きくなってしまっていて、一人一人を教

育し、仕上げるまで指導していく、本人も勉強していただくというのは、ものすごく大変な人もいるところで

す。ですので、修了したら確実に資格を取るようにできればいいなと私は思いますし、それには現場の方

が協力というのが、特に管理者の理解というのがすごく大事かなとは思っているので、そういう問題はない

のかなと思うところです。それから先ほど、報告、話題提供いただいた二つの職場では、CNSの需要とい

うのがどうなのだろうかと。現場で育成の必要性が高まっているのかどうなのか、そういうことをお聞きした

いと思って聞いておりました。 

 

後藤委員：CNSの需要というところになりますと、実際に2名の者が活躍していますが、現場から

は整合性を持った指導や話が聞けるので、非常に自分たちも勉強になると聞いています。働きなが

ら通うという点では、職場の協力も得ながらではありますが、3年制で働きながら通いやすい。 

ただ、こちらの3コース以外の専門性を求めるとなると、どうしても当院においては辞めて通っ

てくださいということになるので、そこの部分での広がりは難しいです。また当院では、こちらで

CNS を取るときは、実習の 2 週間なり 4 週間は出張という形で出しているのですが、それ以外、

大学院に通う期間は、お金も時間も自分のものを使って行ってもらっていますので、そういった意

味では決してハードルは低くないというところはあります。 

 

古田委員長：当院も、がんのほうは 1 名しかありませんので、今年また受検させていただいて 2 名、もう 1

名育成したいと思っています。本人も意欲的で、既取得者の動きも見つつ、病棟で困っている事例につ

いて、そこを取り組みたいということで、受験をさせていただく予定です。やはり拠点病院ということで、病

院の中だけではなくて、外からも役割と活動が求められておりますので、1 人だと院内が不在になるという

状況もあって、少しずつ広げていきたいと思っています。院内でも、病院外の活動のところにもっと行って

もらいたいという希望がありますので、今後より増えていってほしいと思います。 

 小児も全部で 114 床ありますので、ここももっと増やしていきたいというふうに思っているところなのです

が、専門とか認定を、先ほどご紹介した人のように、どうしても行きたいのだという強いものが、最近少なく

なってきていると思っています。病院としてはこういう役割が必要だから、こういう認定看護師を求めますと

いうように出しているのですが、手を挙げる人自体も少ないというふうなことを思っております。 

 今まで認定に関しては病院に申請して、出張に関するお休みやお金の面も援助するという支援をして

もらっていたのですが、専門に関しては 3 年もあるので、本当はどこをどう支援したらいいのかということ

で、今、お話しさせていただいた援助以外の部分では自分の休みを使い、勤務表を調整しながら来てい

るという現状でした。 

今年度、院長のほうから、やはりお金の面も支援のほうをしたほうがいいのではないかという話があって、

毎年支援が得られるような形について検討を進めています。そうなると、より来やすい感じになるかなと期

待しています 

 

後藤委員：すみません、もう 1 点よろしいでしょうか。やはり専門看護師等は、外とのつながりや役割が増

えてきます。当院としましては当然、外でも活躍していただきたいですし、非常に重要だと思うところです

が、その分、個への負担が大きく。当院における役割は役割として担う、外での専門看護師としての役割

を担うということになると、非常に負担が増えてくるというところがあります。人数が少ないということはもち

ろん大きな問題なのですが、そこも問題なのかなと思っています。 
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石山委員：意識の高い病院の管理者は、専門看護師を欲しいと思っております。 

 

平山委員：3分野以外のCNSもほしいですよね。 

 

石山委員：勿論そうです。よろしくお願いします。全部県内で賄っていただくと大変になるのですけ

ど。 

 

平山委員：CNSの指導体制というのは、ここの大学ではギリギリですよね。だから、県内にもたく

さん大学できているので、他でも努力してほしいと思うのですけどね。 

 

石山委員： ぜひ県の方にも頑張っていただきたいと思います。 

 

若原委員：岐阜県医療福祉連携推進課の若原でございます。いつも本当に質の高い看護師の養成と

いうことで、大学さまにはご努力いただいております。石山看護協会長さんから行政はどうなのか

というようなご意見をいただきました。県として何ができるのであろうと、今、考えていたのです

けれども、やはり、今は岐阜県立看護大学のほうではCNS は 3 分野の育成をしておられます。看

護職の方たちは、研修等の色々なところで修了者、CNSの方たちとお話をさせていただく機会があ

ると、やはり非常に視野が広い。色々なことを考えていらっしゃって、これはできないのだろうか、

これはどうなのだろうというようなことを、簡単な意見交換だとかお話の端々に出てくるというこ

とでは素晴らしいと思います。大学院は大変だったけれども、きちんとしたものを得られた、皆さ

んそれが自信につながり、今後のご自分のビジョンにもつながり、病院への貢献にもつながってい

るのであろうということは感じました。 

 一つ、今は県内では3分野ということであるのですけれども、他のニーズですとか、例えば病棟

で今、総合医療センターさんですと、小児分野を非常に活用しておられるということなのですが、

その方たちのいらっしゃる小児系の部署と、それから他の部署との例えば違いと言いますか、こう

いった点が CNS や修了者の方たちがいらっしゃるところのほうが進んでいるとか、推進力、力が

あるというような点がございましたら教えていただけたらと思っています。そういったニーズがあ

って、活用の場所もあり、それから看護職自体がそういった人たちに続いて次々と、そういった高

みを目指していただけるということであれば、県として出来ることがあるのではないかと思うので

すが、そういったところというのはいかがでしょうか。現実の場所で、特にいらっしゃると、より

力になるという意見のところが見えてきているのでしょうか。どうなのでしょう。 

 

古田委員長：ニーズという点では、当院は慢性がほしいと思っております。高齢者も増えてきており

まして、急性期から回復期にかけて、どの分野でも高齢者が増えて、色々な問題や事象について考

えなくてはならない場面が多いので、なんとか慢性を出したいというふうに思っております。 

 

黒江学長：慢性疾患をぜひ、できればというふうに思います。本学は修了者が 140 名にのぼりまし

て、学部の卒業者も 1000 人以上という状況です。卒業者、修了者のパワーが教員として感じられ

るところです。それぞれの分野で様々な形で活躍してもらいたいと思っている部分が非常に大きい

のですけれども、大学といたしましては、非常にたくさんの機関にお世話になっていますので、そ

の機関との連携を強化したいと思います。 

 また、地域の皆さんとの連携というのを、これからどんどん広げ、看護が県民の一人一人に質の

高いケア、提供率の高いケアが届くことができるようにということを思っております。先ほどCNS
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のことがだいぶ出てきたのですけれど、実は26単位から38単位に移行しまして、教員も勤務時間

管理との兼ね合いで、どうコントロールしていけば良いのかというところが非常に難しくなってお

り、なんとか3分野については続けていきたいと思っております。今後ともどうぞ、実習等でお世

話になっている機関におかれましては、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

古田会長：では、ちょうど予定の時刻となりましたので、本日の議事を閉じたいと思います。ありが

とうございました。 

 

司会（井上総務企画課長）：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

あたりまして、黒江学長からごあいさつ申し上げます。 

 

黒江学長：皆さま、本当に色々なご意見をいただきまして、ありがとうございました。開学20年目

を迎えるにあたりまして、これから先の30周年、40周年に向けて、本学がどういう方向で活動し

ていくのかというところを、今年1年かけて、また考えていきたいというふうに思いますし、これ

までの20年間の取り組みをまとめて、何らかの形で提供していくということを考えております。

大学として新たな局面を迎えていると思っているところでございますので、今後ともどうぞご支援

をいただきますよう、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。 

 

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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