
Ⅰ．はじめに

地域の健康課題は、年々、多様化・複雑化し1）、行政

に所属する保健師には、地域の健康課題を主体的に捉え

た活動の展開を図ることが求められる 2,  3）。しかしなが

ら、これらの活動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る 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

行なうか、研究活動をどのように実践活動に組み合わせ

ていくのかが課題となるだろう。この支えとなるのは大

学であり、大学の役割には、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 5）

ことがある。

これらのことを踏まえ、行政に所属する保健師（以下、

保健師）が、実践活動と研究活動とを連動させて地域の

健康課題解決を図るために、看護系大学教員（以下、教

員）がどのように協働できるか、そのあり方や方法を検

討したいと考えた。そこで、教員と共同で研究に取り組

む保健師ならば、意識して教員と協働し、研究を実践に

活用しているのではないかと考え、実践に従事する保健

師と教員とが共同で報告した研究（以下、共同研究とす

る）を取り上げた。前稿 6）で筆者らは、共同研究を行

なう教員の取り組みをまとめ、教員の協働の進め方と共

同研究をすることの意味を報告した。本報告では、もう

一方の協働者である保健師の取り組みについて調べ、保

健師の協働の進め方と保健師が教員との共同研究に求め

ているものを明らかにする。そして、共同研究を通して

得られたもの（成果・評価）を合わせて、保健師の求め

るものに応じた共同研究になるための教員の協働のあり

方や方法を考察したい。

Ⅱ．方法

1．対象

2004 年～ 2006 年に刊行された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保健

師側の筆頭者 63 名である（複数の所属で報告している

場合は、それぞれの所属の筆頭者）。

その 55 研究課題、保健師延べ 63 名の内、保健師と

教員の筆頭者同士が同県でない場合と、教員の筆頭者の

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、共同研究や教員との関係の継続性を考え

た場合に、保健師が所属する都道府県外の大学とでは難

しいだろうと考えたからである。また、後者は、大学院

の修士論文の指導者として教員が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、

保健師延べ 14 名で、調査対象となったのは 42 研究課題、
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保健師延べ 49 名であった。

2．調査方法

郵送調査。一人の保健師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（表 1）は大きくは 4 項目であり、共同研究

における協働体制の現状を把握するために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に③共同研究のプロ

セスにおける保健師と大学教員との役割分担、そして研

究と実践との関連を把握するために④共同研究と実践と

の関連の項目を設定した。①から③の調査項目の設定に

ついては、前稿 7）と同様である。④の共同研究を通して

実践が改善・充実されたと思う理由を問う項目は、グレッ

グらの報告 8）の現地看護職者が認識した実践が改善さ

れたことの中から、件数の多いものを選択項目とし、そ

れに地域の健康課題解決との関連を加えた。また、共同

研究をしてよかったことの項目は、前掲の調査 9）の現地

看護職者が共同研究をして良かったと記述した内容から、

件数の多いものを選択項目とし、これに地域の健康課題

解決との関連を加えた。 

4．データの整理と分析方法

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、本学研究倫理審査部会の

承認を得た。

Ⅲ．結果

1．質問紙の回答状況

1）回答数と回答率

研究課題 28 件、保健師述べ 28 名から回答があった（保

健師述べ人数における回答率 57.1%）。そのうち、メー

ルまたは質問紙で、１つの事業について視点を変えて実

施した研究課題について回答を一つにしたと申し出の

あった 3 件 3 名分と、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

らはずした。その結果、分析対象は、研究課題 21 件に

回答した保健師述べ 21 名分となった。上記 4 件のうち

3 件は、保健師の修士論文のテーマが共同研究でもあっ

たので別に取り扱うこととした。

2）研究領域

21 件の研究領域は、活動の対象となる人々の健康生

活に関する研究が 5 件、保健師の活動に関する研究が

13 件、地域看護学教育に関する研究が 3 件であった（表

2）。

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

1 年 目 1 件、2 年 目 3 件、3 年 目 8 件、4 年 目 6 件、

5 年目以上 3 件であった。その内 4 件は、さらにその 1
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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共同研究と実践との関連
共同研究による実践の改善・充実の有無（選）
実践が改善・充実されたと思う理由（選）
共同研究を実施してよかったこと（選）

（選）は選択、（自）は自由記載



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 16 件

であった。

3）研究経費の分担

保健師の所属経費のみ 4 件、大学経費のみが 5 件、

研究費を別にとる 2 件、大学の経費と保健師の所属の

経費の組み合わせ 3 件、大学の経費もしくは保健師の

所属経費と研究費を別にとる組み合わせ 1 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

1 件、その他が 5 件であった。

3．共同研究の取り組み状況

 選択式の調査項目に対する回答は「 」で示し、記述

回答は小分類を「 」、分類を『 』で示した。

1）共同研究開始のきっかけ

研究のきっかけは、6 件は保健師側からの提案で始

～ 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、中にはそれまでにすでに終了した研究もあったため、

全てが共同研究自体が何年続いているか（いたか）に対
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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（5）

高齢者の生活実態（3）
乳幼児・学童・生徒の健康生活状況（1）
児童虐待（1）

保健師の活動に関する
研究（13）

保健所保健師の活動（2）
政策形成（2）
健康危機管理（1）
事業評価（4）
事業の展開（1）
地区診断（2）
住民組織活動の支援（1）

地域看護学教育に関す
る研究（3） 現任教育（3）

（ ）：件数

表 3　研究動機となった実践上の課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分 類 小 分 類 記 述 内 容 の 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 膝関節疾患が、他地域と比べ多く、介護保険申請の要因になっている（1）

地域の健康生活実態を
把握する必要性

県外出身者である保健師が土地の変化を調べることは、地域住民にとっても良い影響をも
たらすと信じた（1）
高齢化率が高い地域で、高齢者の生活実態を客観的指標で知る必要がある（1）
高齢化率の高い山間地域という特性をふまえた健康日本２１計画の策定のために住民の健
康生活状況を把握する（1）

住民の健康生活上の問
題への対策の必要性 地域の課題である若年妊娠、人工妊娠中絶等への対策（1）

保健師の実践方法に
関すること

対人援助の難しさ

虐待における子どもの危険度と予防の支援方法を判断しにくい（1）
就職した地域の住民の生活行動に対する驚きと介入方法への戸惑い（1）
県外出身者である保健師が、生活習慣・文化の違いから地域住民に十分な支援ができてい
ないことへの悩み（1）

効果的な支援方法の模
索

運動プログラム実践後の結果を対象者にフィードバックしていく方法（1）
糖尿病予防のための効果的な健康教育の方法がみつからない（1）

施策化 行政保健師として施策化が一番の課題（1）

保健師の活動の成果を
わかりやすく示すこと
の難しさ

事業を継続するために有効で説得力のあるデータが必要（1）
転倒予防教室における効果を目に見える形で知りたい（1）
利用している高齢者の反応から効果があると感じた介護予防事業について、評価を行いき
ちんと効果を示すことが課題（1）

活動の評価方法を学ぶ 運動プログラム実践後の結果と評価方法を学ぶ（1）

保健師の実践能力に
関すること

新任期や若手保健師の
実践能力の課題

市の若手保健師が、地域の課題を把握できない（1）
新任期の保健師として、対人支援に自信がない、支援が指導になりがちであるという問題

（1）
保健師の実践能力の向
上の必要性 保健師に必要な能力、能力の発揮のしかた、発揮するために必要な条件の明確化（1）

保健師の活動体制に
関すること

活動を振り返る機会が
ない

日常業務に追われ、誰に何を聞いてよいかもわからない（1）
日常業務に追われ丁寧な活動ができない（1）
保健師が日常業務に追われていた（1）

保健師の人材育成の必
要性

保健所管内の町村の人材確保と活動基盤作りをめざした人材育成の働きかけの検討（1）
離島の小規模町村の保健師の人材確保と定着が問題（1）

保健所の健康危機管理
対策整備の遅れ 保健所で健康危機管理に対する取り組みが遅れていたこと（2）

その他 家族力量をはかるス
ケールがない 子どもの虐待を生じる家族の力を測るスケールがない。（1）

（ ）: 件数、複数回答



まっていた。「教員側からの提案で始まった」9 件、「ど

ちらともなく話がすすみ始まった」4 件、その他 1 件、

未回答 1 件であった。保健師の修士論文のテーマでも

ある共同研究の 3 件の内 1 件は、共同研究の開始は保

健師側からの提案であった。 

研究動機となった実践上の課題は、「住民の健康生活

上の問題」「地域の健康生活実態を把握する必要性」な

どの『地域の健康生活上の課題に関すること』、「保健師

の活動の成果をわかりやすく示すことの難しさ」など

の『保健師の実践方法に関すること』、「新任期や若手保

健師の実践能力の課題」などの『保健師の実践能力に関

すること』、「活動を振り返る機会がない」など『保健師

の活動体制に関すること』であった（表 3）。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保健師 3

名は、『地域の健康生活上の課題に関すること』と『保

健師の実践方法に関すること』を課題としていた。

2）共同研究で目指したこと 

保健師が目指したことは、『今、対応を迫られている

実践上の課題解決』と『保健師の専門性の明確化』の 2

つに集約された。前者には、「事業評価により今後の方

向性を導く」「住民の主体的な活動の支援」「施策をつく

る」などが含まれており、実践上の課題解決とは幅広い

対応や成果を出すことと関連があった。後者には、「保

健師の活動の対象と内容を明確に表す」「質的なデータ

を保健師の活動の根拠となるものにしていく」「効果的

な支援方法の模索と実際の活動への適用」「保健師らの

活動の成果を明確に表す」などが含まれた（表 4）。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保

健師 3 名全てが、「効果的な支援方法の模索と実際の活

動への適用」「保健師および保健師活動の特徴の明確化」

など『保健師の専門性の明確化』を目指し、内 1 名は、

職場での学習の促進も目指していた。

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」が 8 名（38.1%）であっ

た。「保健師が計画し、教員に相談した」も 5 名（23.8%）
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表 4　共同研究で目指したこと
分  類 小 分 類 記 述 内 容 の 要 約

今、対応を迫
られている実
践上の課題解
決

実態を把握する 家族の生活や親子の状態等のアセスメント（1）
事業評価により今後の方向
性を導く 事業を評価し、今後の方向性を検討する（1）

住民の主体的な活動の支援

住民主体で運営している事業の成果を示し、行政の施策として効果的に安定的に実施する
（1）
住民が主体で運営する事業が地域づくりとして大事であることへの住民の認識を高め、よ
りよい方法で継続する（1）

施策をつくる 村が生活習慣病対策や介護予防対策を計画できる（1）
健康づくり計画への反映（1）

課題解決を支える行政と大
学の共同体制の整備 町村、保健所、大学の協同による地域課題の解決のための検討を進める（1）

保健師の専門
性の明確化

保健師の活動の対象と内容
を明確に表す 介護予防の視点で、対象となる層と予防的な取り組み内容を明確にする（1）

質的なデータを保健師の活
動の根拠となるものにして
いく

保健計画策定時に、量だけでなく質的な面にも目を向けて分析できるようなエビデンスが
確保できる（1）
住民の声として、ニーズや健康課題の明確化（1）

効果的な支援方法の模索と
実際の活動への適用

教員から学んだ支援方法を実際の支援に適用する（1）
少ない労力で効果があがる糖尿病個別健康教育の方法を見出し、地域で活用する（1）
先進地の取り組みから、保健所の業務にいかせるものを見つける（1）
事務職であっても効果がわかる保健事業の実践（1）

保健師らの活動の成果を明
確に表す

保健師や栄養士による個別指導の成果を明らかにする（1）
保健事業の実践効果を明確にする（1）
一般人でもわかるようにプログラムの評価方法と効果の表し方を学ぶ（1）
事務職であっても保健事業の実践の効果がわかる（1）

保健師および保健師活動の
特徴の明確化

保健師の専門性を発揮している判断内容を明らかにする（1）
行政職でもある保健師の特性の明確化（1）

保健師の個別支援能力の向

上

保健師が対人支援に自信をもつ（1）
新人が一人でかかえこまず指導者に相談しながら、個別支援能力を向上する（1）
保健師の積極的な研究を市町村と保健所の合同会議の場で発表できる場をつくり、保健師
が対人支援に自信をもつ（1）

新人指導者の役割の確立 指導者が指導者としての役割を確立する（1）
（ ）：件数、複数回答



「研究計画作成の段階から話し合いをする」が 11 名

（52.4%）、「 保 健 師 の 質 の 向 上 を 心 が け る 」 が 10 名

（47.6%）であった。その他は、個人情報の取り扱いに

ついてであった。

（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、最

も少ない人で 1 個、最も多い人では 12 個選択していた。

最も多かったのは、「地域の健康課題解決につなげるこ

と」が 15 名であり、次いで「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」が 13 名、

「研究結果が両者に有効に活用できること」が 12 名、「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」が 10 名であった（表 6）。

４）実践との関連

（1）共同研究を実施して実践が改善・充実されたこと

「改善・充実されたと思う」が 12 名、「なんともいい

がたい」が 9 名であり、「改善・充実されたと思わない」

はいなかった。「改善・充実されたと思う」と答えた 12

名について、どのような点で実践が改善・充実されたと

思うか尋ねたところ、最も多かったのは、「自分自身の

認識に変化があった」が 9 名、次いで「援助方法・改

善点の発見があった」が 8 名、「援助方法・内容が充実

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」が 9 名（42.9%）で最も多く、次い

で「保健師がデータ収集を全面的に担当した」が 7 名

（33.3%）であった。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」

が 11 名（52.4%）であり、次いで「保健師が主に担当し、

教員の意見を聞いた」が 5 名（23.8%）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（52.4%）と最も多かったが、「保

健師が作成し、教員の意見を聞いた」も 8 名（38.1%）

あった。データ分析や考察の段階で「両者間の協議はな

かった」は全くなかったが、研究計画を立てる段階、抄

録作成の段階では 1 名（4.8%）あった（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保健師

3 名は、主に保健師が担当し教員の意見を聞いて実施し

ていた。

（2）共同研究をすすめる際に、配慮していること

配慮していることとして少ない人で 2 個、最も多い

人では 5 個選択していた。最も多かったのは、「実践の

問題解決につなげる」が 18 名（85.7%）であった。次

いで「結果を両者が共有できる」が 17 名（81.0%）、「研

究をすすめるときに連絡を密にする」が 12 名（57.1%）、
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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 8（38.1）
２．教員が計画し、保健師に相談した 7（33.3）
３．保健師が計画し、教員に相談した 5（23.8）
４．計画を立てるとき、両者間の協議・相談はなかった  1（ 4.8）
５．その他  0（ 0.0）

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 9（42.9）
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（ 4.8）
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（14.3）
４．保健師がデータ収集を全面的に担当した 7（33.3）
５．その他  1（ 4.8）

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 11（52.4）
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 4（19.0）
３．保健師が主に担当し、教員の意見を聞いた 5（23.8）
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（ 4.8）

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  0（ 0.0）
２．教員が作成し、保健師の意見を聞いた 11（52.4）
３．保健師が作成し、教員の意見を聞いた 8（38.1）
４．抄録作成の過程で、両者間の協議・意見聴取はなかった  1（ 4.8）
５．その他  1（ 4.8）

Ｎ＝ 21、数字：人数、（ ）：％



した」が 6 名、「地域の健康課題解決につながってきて

いる」が 5 名であった（表 7）。修士論文のテーマでも

ある共同研究を実施した保健師 3 名も「改善・充実さ

れたと思う」との回答であった。

「援助方法・内容が充実した」と答えた 6 名について、

研究の継続年数をみると、５年目 1 人、4 年目 3 人、3

年目 1 人、1 年目 1 人であった。また、「地域の健康課

題解決につながってきている」と答えた 5 名すべてが、

「援助方法・内容が充実した」と答えていた。

目指したこととの関連をみると、「改善・充実された

と思う」と答えた者のみが挙げた目指したことは「実態

を把握する」「住民の主体的な活動の支援」「施策をつく

る」「保健師の活動の対象と内容を明確に表す」「保健師

の個別支援能力の向上」「新人指導者の役割の確立」等

であった。「なんともいいがたい」と答えた者のみが挙

げていたのは「保健師らの活動の成果を明確に表す」「事

業評価により今後の方向性を導く」であった。活動の成

果や評価、援助方法の創出を目指す研究では、目に見え

る形で実践が改善・充実されたと判断できるまでには

至っていなかった。

（2）共同研究を実施してよかったと思うこと

「特にない」と答えた者はなく、回答があった 16 名

の中で最も多かったのは、「保健師活動を振り返ったり、

考えたりすることができた」が 13 名、次いで「研究的

取り組みを学んだ」と「情報交換・共有ができ、学びに

なった」が 11 名であった。修士論文のテーマでもある

共同研究を実施した 3 名全員が挙げたのは、「研究的取

り組みを学んだ」と「共同研究からの学びが実践に活用

できた」であった（表 8）。

Ⅳ．考察

1．保健師と教員との協働の進め方について

小西の調査 10）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
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表 7　実践が改善・充実されたと思う内容
自分自身の認識に変化があった 9
援助方法・改善点の発見があった 8
援助方法・内容が充実した 6
地域の健康課題解決につながってきている 5
記録が改善された 1
その他（事業の有効性の確認、働きかけのきっかけとなる、地域活動の住民リーダーが事業
の効果を再認識し、自信になる、共同研究者間の信頼関係形成）

4

Ｎ＝ 12、数字：人数、複数回答

表 6　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 15
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 13
研究結果が両者に有効に活用できること 12
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 10
実践上の課題を十分に明確にすること   9
他施設の共同研究メンバーとの意思疎通を図ること   7
共同研究実施のための環境整備を行うこと   6
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   5
具体的な実践方法の開発まで大学も責任をもつこと   3
合併問題により方向性が出しにくいこと   3
日程調整が困難であること   3
名前だけでなく実質的な参加を得ること   2
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
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   0
その他（研究が職務として認められる、調査対象の住民のプライバシー保護、職場の了承を
とる、大学と距離が非常に離れているため教員への相談はテレビ画面を通して行なう）

  4

Ｎ＝ 21、数字：人数、複数回答



では、同じ各段階で、38.1%、42.9%、52.4% と割合が

高く、より対等の立場で役割を分担していることが伺え

た。特に、前者では、データ収集の段階が、両者が協議

したり分担して実施する割合が最も高かったが、本調査

では、分析と考察の段階の方がその割合は高かった。そ

の理由としては、共同研究を進める際に配慮しているこ

ととして、8 割以上の者が「実践の問題解決につなげる」

と「結果を両者が共有できる」に回答していたことから、

保健師が結果を分析し考察することを通して、研究結果

を実践の問題解決につなげたり、共有できるものにして

いったりしているのではないかと考えた。

２．保健師が共同研究に求めるものは何か

共同研究で保健師が目指したことをみると、『今、対

応を迫られている実践上の課題解決』と『保健師の専門

性の明確化』であった。それらを目指した背景を概観し

ながら、保健師が共同研究に求めることを考えたい。

従来の保健師活動は、住民に対する直接的な保健サー

ビスの提供やサービスの調整に重点をおいた活動であっ

たが、文頭に述べたような状況の変化に伴い、平成 15

年の「地域における保健師の活動指針」においては、従

来の活動に加え、保健活動を効果的に展開するために施

策の企画、立案、実施、評価をすると共に、総合的な健

康施策の策定等に積極的に関わることが示され 11）、保

健師は幅広く対応することが求められるようになった。

また、保健師の活動の対象は、個人、家族、地域生活

集団であり、保健師は専門職として、それら対象のニー

ズを判断し、それに基づいて活動する。その活動の特性

は「予防」であるので、活動の成果はわかりづらい。言

い換えると、ある結果が起きないように活動するのであ

るから、その結果が出ないことこそ成果なのだが、結果

が起きなかったことが保健師の活動だけによる成果なの

かどうかを証明することは難しい。しかしながら、数十

年前から医療費の高騰や社会資源の無駄をなくすために、

効果的で質の高い医療（EBM）や保健指導が強く求めら

れるようになり、最近の医療構造改革においては、さら

に結果を出す保健指導が求められている 12）。さらには、

活動の成果がわかりづらい保健師の専門性は何かという

議論もされている 13）。

市町村合併により、行政事務職は減少する中で、保健

事業を担う一定数の保健師を確保するためには、保健師

は、住民そして行政に対して、保健師の存在や専門性（保

健師だからこそできること）をアピールしていく必要に

も迫られている。

共同研究の契機となった実践上の課題と共同研究で目

指したこととの関連から考えると、実践上の課題が地域

の健康生活上の課題の場合は、ほとんどの研究が、対応

を迫られている実践上の課題解決を目指していた。一方

で、保健師の実践方法、実践能力、活動体制が課題の場

合は、対応を迫られている課題の解決だけでなく、保健

師の専門性を明確にすることも目指されていた。これら

から、幅広い対応が保健師に求められながらも限られた

人材や活動体制の中で、保健師は実践上の課題解決に向

けて、どう取り組めばよいのか困難を感じ、共同研究を

通して大学教員がもつ情報を活用し、その取り組みを確

実にすすめる機会としたいと考えたのではないだろうか。

また、地域看護の専門家でもある教員に、第三者の立場

から、課題解決に向けての自分達の取り組みが妥当であ

るか裏付けを得て、課題解決を目指すと同時に、自らの

専門性を明確にしたいのではないかと考えた。

３．保健師の求めるものに応じた共同研究になるための

教員の協働のあり方・方法

前稿 14）で、教員は地域の課題解決への貢献と保健師

の専門能力の向上の両側面を共同研究で目指していくこ

とが大事であり、意味があると論じた。本稿で、保健師

が目指していたことが、「今、対応を迫られている実践

上の課題解決」と「保健師の専門性の明確化」であった

ことをあわせて考えると、前稿で論じた教員が目指すも

のは、保健師が目指すものに合致しているといってよい
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表 8　共同研究を実施していく上で課題となること　
保健師活動を振り返ったり、考えたりすることができた 13
研究的取り組みを学んだ 11
情報交換・共有ができ、学びになった 11
実践の評価ができた  8
対象理解が深まった  7
共同研究からの学びが実践に活用できた  6
問題・課題が明確になった  6
実践が充実した  6
実践に対する姿勢が変化した  5
他職種との関係が深まった  5
地域の健康課題の解決につながった  4
特にない  0
その他（今後も課題に取り組む必要性の再認識、研究実施
の有無に限らず事業実施前には統計処理ができるよう準備
する必要性）

 2

Ｎ＝ 16、数字：人数、複数回答



だろう。

保健師は、地域の健康生活上の課題を実践上の課題に

感じて共同研究に取り組む場合もあるし、また、保健師

自身の実践方法や能力に課題を感じて研究に取り組む場

合もある。共同研究の出発点では、地域の健康生活上の

課題解決が目的であっても、それを保健師が解決してい

くには、実践の充実や実践能力を高める関わりをするこ

とが教員に求められるだろう。そのためには、課題に対

応する保健師の実践方法はどうか、実践能力や活動体制

に課題があるのか、保健師はそれをどう思っているのか

を確認する必要があるだろうし、そうすることが、保健

師の求めている専門性の明確化にもつながると考える。

共同研究と実践改善との関連で考えると、本稿で実践

の改善内容として多かったのは、「自分自身の認識に変

化があった」や「援助方法・改善点の発見があった」な

ど実践の改善・充実の内容を具体的に示すものではな

かったが、それらがベースとなって実践の充実につなが

ると思われるので、大事にすべき点である。研究内容が、

活動の成果や評価、援助方法の創出や保健師の専門性に

関する研究では、「なんともいいがたい」と答えた者も

約半数いたが、そのように、すぐに実践に直結できる研

究ばかりではない。大切なことは、共同研究をした結果、

実践の改善にとって、また保健師にとって、どのような

影響があったかを含めて評価していくことだと思われる。

保健師が共同研究を通してよかったこととの関連で考

えると、保健師が「保健師活動を振り返り、考える」「研

究的取り組み」「情報交換・共有」を、できた・学べた

と思えるような教員の関わりも欠かせないだろう。共同

研究の計画立案の段階から、保健師が現状の活動を振り

返られるような計画をたて、分析や考察の段階で保健師

活動にどう活かせるかに立ち戻って検討すること、保健

師がどのような情報を求めているかを随時確認し、情報

を提供したり共有すること、そして、研究の計画の段階

からデータ収集、分析考察の過程を共有し、研究的取り

組みが何かを現場の保健師がわかるようにすること、研

究成果が何か、現状の活動に具体的にどう活かされるの

か、わかりやすく示すことが必要である。

共同研究をしていく上での課題との関連で考えると、

「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」を 4 分の 3 の者が課題にあげていた。

前稿の教員の調査 15）では、約半数であり、教員よりも

課題に感じる保健師の割合が高かった。共同研究におい

ては、組織的な取り組みになっていないことは看護実践

の改善に至らない要因のひとつと考えられ、組織的な取

り組みとなっていない場合はその要因を明らかにし、改

善方法を見出すことが必要 16）と述べられている。問題

解決につなげるという共同研究の目的を実現していくに

は、組織的な取り組みが必要な条件となるので、まずは、

組織的な取り組みとなることを保健師が目指しているか、

そのためにはどうすればよいかを教員は確認していくこ

と、そして保健師の努力だけでは組織的な取り組みとす

るには困難な場合は、教員が研究のプロセスや成果を組

織で共有できるようにサポートする、研究成果を組織の

事務職にもわかるように明確に示すなど、その組織の状

況を把握しながら働きかけの糸口を見つけていく試みが

求められる。

Ⅴ．終わりに

本稿は、共同研究に取り組む保健師の意見をまとめた

ものである。共同研究に保健師が求めることは、今、対

応を迫られている実践上の課題を解決することと保健師

の専門性の明確化が根底にある。保健師の求めるものに

応じた共同研究になるための教員の協働のあり方として

は、実践上の課題の解決に加えて、保健師の専門性の向

上を目指すこと、研究計画段階から分析・考察までのプ

ロセスにおいて双方で協議し、保健師の課題解決に向け

た取り組みの妥当性を保証すること、研究の全プロセス

を通して保健師が「活動の振り返り」「研究的取り組み

の学び」「情報交換・共有」できるような関わり、共同

研究が組織的な取り組みとなるようなサポート、研究の

成果を実践につなげたり、共有できるものにしていくこ

と、そして、研究の成果が実践にとって、また保健師に

とって、どうであったか評価していくことが必要と考え

られた。
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