
Ⅰ．はじめに

地域の健康課題は、年々、多様化・複雑化しており、

例えば、虐待予防、次世代育成支援、健康づくり、介護

予防、災害時の対応など多岐に渡っている 1）。行政に所

属する保健師には、これらの健康課題に対応して、住

民や関係者と連携・協働し、課題解決を図ることが求め

られている 2）,3）。この解決方法は多種多様であるために、

実践で得られた経験や事象を研究的に検証していくなど

実践活動と研究活動の連続性が必要であり 4）、保健師に

おいては実践を改善・充実するために、研究活動をどの

ようにするのかが課題となるだろう。この保健師による

実践側の努力である活動方法の模索・工夫・適格性の追

究を支えるのは、大学側の役割である 5）。また、保健師

と看護系大学との関わりでいえば、臨地実習がある。臨

地実習では、保健師の協力が不可欠であり、単に、学生

実習を引き受けてもらうだけでなく、実習を課題解決の

機会として生かすことができれば、保健師にとってさら

に臨地実習の意味も見出せると思うし、大学にとっては

適切な実習環境づくりにつながる。

これらのことを踏まえ、地域の健康課題解決に向けて、

看護系大学教員（以下、教員）が行政に所属する保健師（以

下、保健師）と協働し、研究活動と教育活動とを連動さ

せていくことが大切で、それを実践していくためのあり

方や方法を検討したいと考えた。そこで、保健師との共

同研究に取り組む教員ならば、意識して保健師と協働し

た研究・教育活動の体制を築き上げているのではないか

と考え、共同研究を取り上げた。本報告では、教員の取

り組みについて調べ、教員がどのように保健師と協働し

て共同研究を進めたか、また、共同研究と教育活動との

関連を明らかにし、教員にとって共同研究を行なう意味

を考察する。

Ⅱ．方法

1. 対象

2004 年～ 2006 年の日本地域看護学会の学術集会誌

（3 冊）と日本地域看護学会誌（6 冊）の中から、看護

系大学教員と行政保健師が共同で報告している地域看護

の 55 の研究課題を選び、研究メンバーである大学側の

筆頭者 68 名を対象にした（複数の大学で報告している

場合は、それぞれの所属の筆頭者）。日本地域看護学会

の会誌から選んだ理由は、地域看護学の実践・教育・研

究活動をより発展させるために毎年 1 回学術集会を開

催している 6）こと、筆者らも本学会に所属していること、

学術集会に参加した経験から、構成メンバーとしての教

員は、看護学を基盤とした教員が中心であること、地域

看護学の実践・教育・研究の発展を目指した研究がされ

ていると判断したことである。

その 55 研究課題、教員延べ 68 名の内、教員と保健
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師の筆頭者同士が同県でない場合と、筆頭者の所属が大

学院になっている場合は対象から除外した。理由は、前

者は、共同研究と教育との関連、特に実習との関わりを

調べる上で、大学のある都道府県外での保健所や市町村

での実習は一般的にはないだろうと考えたからである。

また、所属が大学院の場合は、教員は大学院の修士論文

の指導者として関わっていることが予測されたからであ

る。除外となったものは 13 研究課題、教員延べ 24 名で、

調査対象となったのは 42 研究課題、教員延べ 44 名で

あった。さらに、調査の実施前に、対象となった教員に

ついて、ホームページで所属を調べた結果、所属が確認

できず、かつ、同じ所属に共同研究者の教員がいない場

合は、調査対象からはずした。同じ所属に共同研究者が

いる場合は、2番目に名前が記載されている教員を対象

とした。最終的に、調査対象となったのは研究課題 41

件、教員述べ 42 名であった。

2. 調査方法

郵送調査。一人の教員が複数の共同研究に携わってい

る場合があるので、質問紙には研究課題名を記した。調

査期間は 2007 年 1 月 5 日～ 2 月 14 日。期日を過ぎて

返送されたものも回答に加えた。

3. 調査内容

調査項目を表 1に示す。大きくは 4項目であり、共同

研究における協働体制の現状把握のための①共同研究の

実施体制と②共同研究の取り組み状況の項目、共同研究

における協働の方法を把握するための③共同研究のプロ

セスにおける大学教員と保健師との役割分担、そして研

究と教育との関連の現状把握のための④共同研究と教育

との関連の項目である。②の実践上の課題や共同研究

で目指したことは、共同研究が、地域の健康課題解決に

向けた取り組みなのかを明らかにするために取り入れた。

③の役割分担については、小西による調査 7）の「研究

過程における研究者と看護実践者の役割分担について」

を基に、看護実践機関側を保健師に、研究者を教員に、

また表現を平易に修正した。そして、③の配慮している

ことについては、前掲の調査の「協働研究に際して配慮

していること」の自由記載をまとめた 7項目 8）を参考に、

表現を修正して用いた。③の共同研究を実施していく上

での課題については、グレッグらの報告による「共同研

究 5 つの課題」9）と大川らの報告による「研究上の課 

題」10）を基にして選択肢を作成した。④の教育活動へ

の影響については、グレッグらの報告の「教育活動への

影響」11）で件数が多かったものを選択項目とし、その

他を加えた。　

4. データの整理と分析方法

一人の教員が複数の共同研究に携わり、まとめて回答

をした場合は、該当する全ての調査項目に回答したも

のとしてデータを割りあてた。選択式の調査項目につい

ては、項目にそって集計した。記述回答については、匿

名性が守られるように、また意味内容を変えないように

記述しなおした。そして、一記述文は一つの意味内容と

なるようにして、その内容により分類した。分析結果は、

3名の本研究メンバーが検討し、合意した。

5. 倫理的配慮

郵送時に、質問紙とあわせて協力依頼文書を同封した。

協力依頼文書には、調査の趣旨や公表時に個人が特定さ

れないようにすること、回答後も調査への協力を取りや

めることが出来ること、回答の返信をもって、調査の趣

旨に賛同し同意を得られたものとして取り扱うこと等を

記載した。本研究については、本学倫理委員会研究倫理

審査部会の承認を得た。
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表 1　調査項目
項　　　　目 具　体　的　内　容

①共同研究の実施体制 共同研究の経過年数（自）、継続の有無（選）、研究経費の分担（選）

②共同研究の取り組み状況
研究のきっかけ（選）、研究動機となった実践上の課題（自）
共同研究で目指したこと（自）

③共同研究のプロセスにおける大学教員と保健師
との役割分担

役割分担（研究計画を立てる段階・データの収集の段階・データ分析や考察の段階・
学会発表の抄録作成の段階）（選）
共同研究を進める際に配慮していること（選）
共同研究を実施していく上で課題となること（選）

④共同研究と教育との関連
共同研究をした地域での実習の有無（選）
教育活動への影響とその内容（選）
教育活動以外の教員へのプラスの有無とその内容（自）

（選）は選択、（自）は自由記載



Ⅲ．結果

1. 質問紙の回答状況

1）回答数と回答率 : 研究課題 21 件、教員述べ 21 名か

ら回答があった。（教員述べ人数における回答率 50%）。

そのうち、メールまたは質問紙で、修士論文等により調

査の趣旨から外れると申し出があった 4 件 4 名分は分

析の対象からはずし、分析対象は、研究課題 17 件に回

答した教員述べ 17 名分となった。上記 4件のうち 1件

は、共同研究が保健師の修士論文のテーマでもある研究

課題であったので別に取り扱うこととした。

2）研究領域 :17 件の研究領域は、表 2の通りで、活動

の対象となる人々の健康生活に関する研究が 7 件、保

健師の活動に関する研究が 9 件、地域看護学教育に関

する研究が 1件であった。

所属経費と研究費を別にとる組み合わせ 4 件、大学の

経費や保健師の所属経費に自己負担を組み合わせたのが

2件、特になしが 1件であった。

3. 共同研究の取り組み状況

1）共同研究開始のきっかけ

研究のきっかけは、7件は教員側からの提案で始まっ

ていた。「保健師側からの提案で始まった」3件、「どち

らともなく話がすすみ始まった」1件、その他 6件で、「都

道府県の保健師研修強化事業として計画されたもの」「活

動のスーパーバイズを求めたのは保健師で、研究にもし

ようと方向付けたのが研究者」「スタート時点ですでに

データはあり、事業評価する時点で相談され始まった」

などの内容であった。修士論文のテーマでもある 1件は、

共同研究の開始は保健師側からの提案であった。

2）研究動機となった実践上の課題　

研究動機となった実践上の課題は、表 3の通りである。

「住民の健康生活上の問題」「地域の健康生活実態の明確

化」のように『地域の健康生活上の課題に関すること』、

「保健師の専門能力の向上の必要性」や「保健師の人材

育成の必要性」などのように『保健師の専門性に関する

こと』であった。その他、「大学の地域貢献」という課

題もあげられた（小分類を「　」で、分類を『　』で示

した）。

3）共同研究で目指したこと

教員が目指したことは、「町のう歯有病率低下を目指

したう歯有病率の高さに関連する要因の把握」「高齢者

の QOL の向上を図るために地域資源が果たす機能の明

確化」など『地域の課題解決への貢献』や、「地域の支

えあいの実態把握」など『地域の健康課題の明確化』、「保

健師の専門能力の向上」「保健師が事業計画段階から評

価の視点をもつこと」「保健師が活動に意義と根拠をもっ

て住民や他職種に説明できること」など『保健師の専門

能力の向上』であった（表 4）。他に、『研究的取り組み

としての質の確保』などもあった。表 2 の研究の領域

との関連をみると、保健師の活動に関する研究領域の研

究が目指していたものは、「保健師と共同で研究に取り

組むことによる県の課題解決への貢献」など『地域の課

題解決への貢献』、「分析・考察の理論性の確保」など『研

究の取り組みとしての質の確保』に加えて、「保健師が

事業計画段階から評価の視点をもつこと」など『保健師

2. 共同研究の実施体制

1）共同研究を開始してからの期間

2 年目 3 件、3 年目 2 件、4 年目 3 件、5 年目 4 件、

6年目以上 2件、不明等が 3件であった。その内 4件は、

さらにその 1 ～ 3 年前から調査対象の共同研究のメン

バーとほぼ同じメンバーで、何らかの研究を開始してい

た。共同研究を開始してからの期間は、共同研究を開始

してから本質問紙を配布した時点での期間と捉えられて

いる場合もあり、共同研究自体が何年続いているか（い

たか）に対する回答とはいえない。

2）共同研究の継続

現在、継続しているが 5件、継続していないが 11 件、

どちらでもないが 1件であった。

3）研究経費の分担

大学経費のみが 2 件、保健師の所属経費のみ 1 件、

研究費を別にとる 7 件、大学の経費もしくは保健師の
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表 2　研究の領域
活動の対象となる人々
の健康生活に関する研
究（7）

高齢者の生活実態（5）

乳幼児・学童・生徒の健康生活状況（2）

保健師の活動に関する
研究（9）

保健所保健師の活動（3）
政策形成（2）
健康危機管理（1）
事業評価（1）
ケアマネジメント（1）
育児支援（1）

地域看護学教育に関す
る研究（1） 現任教育（1）

（　）：件数



の専門能力の向上』の全てと、多岐にわたった。「保健

師の専門能力の向上」4件の詳細は不明であるが、教員

は、保健師の活動に関する研究を通して、活動の推進に

よる課題解決のみならず、保健師の専門能力の向上を目

指していた。活動の対象となる人々の健康生活に関する

研究では、『地域の課題解決への貢献』や『地域の健康

課題の明確化』『研究的取り組みとしての質の確保』を

目指していた。地域看護学教育に関する研究では、『人

材育成の方法の検討』と『地域の課題解決への貢献』を

目指していた（要約を「　」、分類を『　』で示した）。

4）共同研究のプロセスにおける大学教員と保健師との   

役割分担と協働の方法

（1）各段階における役割分担

研究計画を立てる段階で最も多かったのは「両者が協

議しながら研究計画を立てた」12 名（70.6%）であった。

「保健師が計画し、教員に相談した」も 1名（5.9%）あっ

た。データの収集の段階では、「両者が分担してデータ

収集を行なった」10 名（58.9%）が最も多かった。デー

タ分析や考察の段階で最も多かったのは、「両者が分担

を決めて協議しながら進めた」12 名（70.6%）であった。
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表 3　研究動機となった実践上の課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分　類 小　分　類 要　約

地域の健康生活上の
課題に関すること

住民の健康生活上の問
題

町の幼児のう歯有病率が全国、県と比較して高かった（1）
中高生の性意識、性行動が高い（1）
望まない妊娠が非常に高い（1）
県の 10代の人工妊娠中絶件数の減少（1）
高齢者の生活上の困難さ（1）

地域の健康生活実態の
明確化

地域の多く存在する資源が高齢者のQOLの向上に寄与している可能性を明らかにする（1）
地域の支えあいの実態への疑問（1）

保健師の専門性に関
すること

保健師の専門能力向上
の必要性 保健師の専門能力の向上（4）

保健師の施策化能力向
上の必要性 本庁保健師の行政能力（特に施策化の能力）に課題を感じた（1）

保健師が施策をつくる
必要性 保健師の計画策定への要請が高まった（1）

保健師が活動の意義を
説明する必要性 上司である医師や事務職に事業継続の意義を示す方策を保健師がもっていない（1）

県保健師としての役割
の明確化 災害時に備えて県の保健師として、平時に準備すべきことを明確にする（1）

保健師の人材育成の必
要性

保健師の力量形成、支援（1）
新任保健師の離職問題とその背景にある新人教育（1）

その他 大学の地域貢献
災害時における大学としての支援のあり方を明確にする（1）
実習施設への還元（1）

（　）: 件数、複数回答

表 4　共同研究で目指したこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分  類 要  約

地域の課題解決への貢献

町のう歯有病率の低下を目指したう歯有病率の高さに関連する要因の把握（1）
高齢者のQOLを高めるために地域資源が果たす機能の明確化（1）
地域資源が高齢者のQOLに果たす機能強化方策の検討（1）
生徒や若者に身近な親や教師の意識改革（1）
実態に応じた相談体制の確立など、若者のリプロダクティブ・ヘルスライツが推進される施策の定着（1）
保健師と共同で研究に取り組むことによる県の課題解決への貢献（1）
現実の課題解決への貢献（1）

地域の健康課題の明確化
地域の支えあいの実態把握（1）
高齢者の生活上の困難さ（1）

保健師の専門能力の向上
保健師の専門能力の向上（4）
保健師が事業計画段階から評価の視点をもつこと（1）
保健師が活動に意義と根拠をもって、住民や他職種に説明できること（1）

保健師の研究能力の向上 保健師が研究プロセスを理解すること（1）
保健師自身のエンパワー 教員と協働して研究をすることで保健師が専門職として自信を持つこと（1）
人材育成の方法の検討 現場のニーズに即した現任教育の推進体制の検討（1）
研究的取り組みとしての質
の確保

分析・考察の理論性の確保（1）
地域診断における質的データ収集方法や内容の明確化（1）

研究の基礎データの収集 保健師の施策化概念モデルの基礎データとする（1）
（　）：件数、複数回答



（3）共同研究を実施していく上で課題となること

共同研究を実施していく上で課題となることは、表 7

の通りである。最も少ない人で 1つ、最も多い人では 8

つ選択していた。最も多かったのは、「地域の健康課題

解決につなげること」13 名であり、次いで、「実践上の

課題を十分に明確にすること」9 名、「研究結果が両者

に有効に活用できること」8名であった。

学会発表の抄録作成の段階では、「教員が作成し、保健

師の意見を聞いた」が 11 名（64.7%）と最も多かった。

研究計画を立てる段階、データ分析や考察、抄録作成の

段階で「両者間の協議はなかった」は全くなかった（表

5）。保健師の修士論文のテーマでもある共同研究を実

施した教員 1 名は、全ての段階において両者が協議し

たり、分担して実施されていた。

（2）共同研究をすすめる際に、配慮していること

少ない人で 1 つ、最も多い人では 7 つ配慮している

こととして選択していた（表 6）。最も多かったのは、「結

果を両者が共有できる」17 名（100%）であった。次いで、

「実践の問題解決につなげる」15 名（88.2%）、「研究計

画作成の段階から話し合いをする」13 名（76.5%）で 

あった。
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表 5　共同研究の各段階における役割分担
研究計画を立てる段階
 1. 両者が協議しながら研究計画を立てた   12（70.6）
 2. 教員が計画し、保健師に相談した    3（17.6）
 3. 保健師が計画し、教員に相談した    1（ 5.9）
 4. 計画を立てるとき、両者間の協議・相談はなかった    0（ 0.0）
 5. その他    1（ 5.9）
データの収集の段階
 1. 両者が分担してデータ収集を行なった   10（58.9）
 2. 教員がデータ収集を行ない、保健師はほとんど携わらなかった    1（ 5.9）
 3. 保健師が仲介するなど一部協力して、教員がデータ収集を行なった    3（17.6）
 4. 保健師がデータ収集を全面的に担当した    2（11.8）
 5. その他    1（ 5.9）
データ分析や考察の段階
 1. 両者が分担を決めて協議しながら進めた   12（70.6）
 2. 教員が全面的に担当し、保健師はほとんど携わらなかった    3（17.6）
 3. 保健師が主に担当し、教員の意見を聞いた    1（ 5.9）
 4. データ分析や考察の過程で、両者間の協議・意見聴取はなかった    0（ 0.0）
 5. その他    1（ 5.9）
学会発表の抄録作成の段階
 1. 両者が集まって協議しながら進めた    2（11.8）
 2. 教員が作成し、保健師の意見を聞いた   11（64.7）
 3. 保健師が作成し、教員の意見を聞いた    4（23.5）
 4. 抄録作成の過程で、両者間の協議・意見聴取はなかった    0（ 0.0）
 5. その他    0（ 0.0）

N=17、数字 : 人数、（　）：%

表 6　共同研究をすすめる際に、配慮していること
結果を両者が共有できる  17（100）
実践の問題解決につなげる  15（88.2）
研究計画作成の段階から話し合いをする  13（76.5）
研究をすすめるときに連絡を密にする  12（70.6）
保健師の質の向上を心がける  11（64.7）
保健師の活動・業務の妨げとならないようにする   9（52.9）
その他   6（35.3）

N=17、数字：人数、（　）：%

表 7　共同研究を実施していく上で課題となること　
地域の健康課題解決につなげること  13
実践上の課題を十分に明確にすること   9
研究結果が両者に有効に活用できること   8
研究成果により、保健師の活動根拠を強力に裏付けていく
こと

  7

研究成果が政策に反映されるまで大学も責任をもつこと   7
職場内で研究経過や研究成果を共有し、組織的な取り組み
とすること

  7

他施設の共同研究メンバーとの意思疎通を図ること   6
具体的な実践方法の開発まで大学も責任をもつこと   6
共同研究実施のための環境整備を行うこと   5
明らかにしたい研究課題が、両者の課題の中でともに優先
度が高いこと

  4

名前だけでなく実質的な参加を得ること   4
研究を進めるについて両者の負担が少ないか負担度が同じ
であること

  2

合併問題により方向性が出しにくいこと   1
日程調整が困難であること   1
その他   1

N=17、数字：人数



5）教育との関連

（1）共同研究を実施した地域で実習をしているか

実習を「している」14 名、「していない」3名であり、

ほとんどが共同研究を実施した地域で実習をしていた。

保健師の修士論文のテーマでもある共同研究を実施した

教員 1名についても、実習をしているとの回答であった。

（2）共同研究を実施したことで、教育活動に影響はあ

るか

影響は「ある」15 名、「なし」2名であった。影響の

内容としては、「共同研究実績の授業への活用」11 名、 

「共同研究実績の学生指導への直接的応用」10 名、「看

護学実習の円滑化」8名、「実習施設としての協力の確保」

5 名、その他 1 名であった。実習との関連では、「看護

学実習の円滑化」と「実習施設としての協力の確保」に

ついて、このどちらかもしくは両方影響があると答えた

ものは約半数の 8名であった。

（3）保健師とともに共同研究を実施したことで、教育

活動以外にプラスになったこと

全員が「プラスになったものがある」と答えていた。

記述のあった 13 名の記述内容は、表 8のとおりで、「現

在の保健師の活動を知る」「実践上の今日的な課題の深

い理解」「研究活動へのプラス」「保健師からの刺激と学

び」「共同研究を実施した地域生活の理解」「共同研究を

実施した保健師の理解」「実践活動の充実につながる保

健師らとの関係の深まり」であった。また、教育活動以

外のという設問ではあったが「教育活動へのプラス」に

ついての記述もあった。保健師の修士論文のテーマでも

ある共同研究を実施した 1名においても、「現在の保健

師の活動を知る」「保健師の意識の高まり」などプラス

になったものがあると答えていた。

Ⅳ．考察

1. 教員と保健師との協働の進め方について

小西の調査 12）では、研究過程における研究者と看護

実践者との役割分担において、計画立案、データ収集、

分析と考察までの過程で両者が協議したり、分担して実

施したのは、順に 19%、38%、22% であった。本調査

では、同じ各段階で、70.6%、58.9%、70.6% に達して

いる。この違いは、前掲の調査 13）対象が保健師も含む

共同研究実施者であるのに対して、本報告の対象は教員

だけであるので、共同研究に取り組む教員ということで、

そもそも協働に対する意識が高いことが考えられる。ま

た、教員と保健師の筆頭者同士が同県でない場合を調査

対象外としたこと、前掲の調査 14）から年月を経ている

ため共同研究が根付いてきていることもその理由と考え

られる。また、共同研究を進める際に配慮していること

として、返答のあった全員が「結果を両者が共有できる」

に回答し、また 7 割が「計画立案段階からよく話し合
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表 8　教育以外によかったこと　　

現在の保健師の活動を知る
保健師の実践活動を肌で感じる機会（1）
現在の保健師の活動や組織的な動き方の現状を知る（1）

実践上の今日的課題の深い理解
研究者の一方的な問題意識ではなく現場の実践的な問題を深く知る（1）
実践現場の今日的課題がわかる（1）

研究活動へのプラス
従来健康問題と関連して考えてこなかったテーマに取り組めたおもしろさ（1）
実践に役立つ研究のあり方を考える機会となる（1）
保健師の課題を深く知り、今後の研究テーマの示唆を得る（1）

保健師からの刺激と学び
保健師からの刺激による学び（1）
保健師の実践家としての力を知る（1）

共同研究を実施した地域生活の理解 地域の現状や人々の生活の理解（1）
共同研究を実施した保健師の理解 共同した保健師の意識・考え方が具体的に分かる（1）

実践活動の充実につながる保健師らとの関係の
深まり

町の保健師との交流が深まり、健康問題について共に考え解決に向けての実践活動
につながったこと（1）
県、保健所、市町村保健師や養護教諭らとの関係を深めその他の活動についても相
談をうけること（1）

同じ保健師仲間という関係をベースにした協働
活動

実習指導時に保健師の仲間感覚で協働して指導できる（1）

教育活動へのプラス

クラスでの事例紹介（1）
成果を教育に生かす（1）
伝えよう、教えようという動機が高まる（1）
実習指導時に保健師の仲間感覚で協働して指導できる（1）
具体的な教材の作成（1）

（　）：人数、複数回答



いをする」と答えており、その意識の表れとして両者で

協働して実施していることが考えられた。

その配慮していることでは、すべての質問項目を半数

以上の教員が選択していた。小西の調査 15）のその具体

的な内容をみると、「研究成果を出して看護実践者側に

説明する」「研究成果は全てフィードバックする」「活用

してもらえるように報告し、成果を反映させる」などで

あり、どちらかといえば実践者側が研究成果を活用でき

るための配慮の内容であった。教員が保健師と共同研究

を通じて協働していく際には、結果を両者が活用できる

ようにする意識とその具体化が共同研究を意味あるもの

にしていく鍵となるように思われた。

2. 教育活動との関連

教育活動との関連では、17 名中 15 名が教育活動に

影響ありと答えていたが、実習との関連で良い影響があ

ると答えたものは約半数という結果であり、共同研究を

うまく実習と関連させることの難しさを感じた。グレッ

グらの報告 16）によると、共同研究と実習との関連がう

まくいっている理由は、次の 5点、「実践を改善する共

同研究だった」「共同研究により相互理解が図られた」「共

同研究を実施している教員が実習を担当した」「組織の

あり方が影響している」「共同研究と実習の関連を教員

が意識していた」であった。

本調査で「看護学実習の円滑化」と答えた 8 名につ

いて、教育以外のプラスについての回答をみると、「共

同研究により相互理解が図られた」につながる「現在の

保健師の活動を知る」1 名、「実践上の今日的課題の深

い理解」1 名や「保健師からの刺激と学び」2 名、「実

践活動の充実につながる保健師らとの関係の深まり」2

名に分類されていた。教員が保健師や保健師が抱えてい

る課題を理解し保健師との関係を深めていくことが、共

同研究をすすめていく上でも、共同研究を教育にうまく

関連させていく上でも大事な要素と考えられた。

3. 教員が保健師との共同研究で目指すもの

共同研究で目指していることの中心は、『地域の課題

解決への貢献』と『保健師の専門能力の向上』であった。

今回の調査結果では、一つの研究でそれらの両方を目指

している研究課題はなかったが、保健師の専門能力の向

上が課題であると教員が考えた背景に、地域の課題解決

が保健師に求められている現状を把握していたことがあ

るのではないかと考えた。また、9割弱の教員が「実践

の問題解決につなげる」ことを配慮していることとして

あげたこと、共同研究を実施していく上での課題として

「地域の健康課題解決につなげること」が最も多かった

ことは、上記であげたことを教員が共同研究で目指すか

らこその結果といえる。

共同研究の研究の領域や取り組みの内容がどのようで

あっても、教員はその両側面を目指していくことが大事

であり、意味があるのではないかと考えた。

4. 教員が保健師と共同研究をする意味

教育活動への影響の結果から、ほとんどが共同研究を

した施設で実習をし、かつ、共同研究により学士課程の

教育に直結する影響があることがわかった。また、すべ

ての教員が教育活動以外にもプラスになるものがあった

と返答したのは、本学で共同研究に取り組む筆者にとっ

ても合点がいくもので、「共同研究にのってきた」と感

じる時の漠然とした気持ちが、「プラスになるものがあっ

た」という返答の内容に表現されていた。つまり、現在

の保健師活動の実際を知り、実践上の今日的課題を深く

理解し、自らの研究活動にもプラスとし、共同研究を実

施した地域や保健師を理解すると同時に、保健師から

刺激を受け学び、同じ保健師仲間という関係をベースに、

実践活動や実習の充実につながる保健師らとの関係がつ

くられていくというものである。

教員の実績は、教育活動、研究活動、地域貢献活動で

あり、共同研究をすることをこれらの活動との関連でみ

ると、共同研究は学士課程の教育に直結するものであり、

共同研究をすることで教員は実践上の今日的な課題を知

り、社会に求められる研究のテーマをそこに見つけるこ

とになる。さらに、保健師らとの関係が深まることによ

り実践活動の充実、教育活動の充実につながり、それを

通して地域貢献をはかることになる。実践活動に責任を

もって取り組むのは現場の保健師であり、教員は一時的

に、また一部関わることはあるかもしれないが、保健師

にとって替わることはできない。教員が保健師の専門能

力の向上を目指すというのは、保健師の実践活動の充実

の後方支援という意味であると考えられる。 

したがって、共同研究をすることは教員としての活動

を効果的に推進していく意味があると考えられた。教員

が行なう教育活動、研究活動、地域貢献活動は、別々に
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存在するのでなく、地域貢献活動の核となる部分は、教

育活動、研究活動に含まれており、これらを相互に関連

付けながらそれぞれの活動の充実をはかる必要がある。

Ⅴ．終わりに

今回の調査は、共同研究に取り組む教員の意見をまと

めたものである。その結果、共同研究をすることは教員

としての活動を効果的に推進していく意味があること

がわかった。また、今後の課題として、共同研究で目指

していることを教員がどのように具現化していくか、教

員が保健師とどのように相互理解や関係を深めていくか、

そして、結果を両者で活用できるための具体的な方法を

明らかにすることがあげられた。
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