
2000年 
学部一年次 

2001年 
学部二年次 

2002年 
学部三年次 

2003年 
学部四年次 

2004年 
修士課程一年目 

2005年 
修士課程二年目 

2006年 
修士課程三年目・博士課程一年目 

2007年 
修士課程四年目・博士課程二年目 

2008年 
修士課程五年目・博士課程三年目 

2009年 
修士課程六年目・博士課程四年目 

2010年 
修士課程七年目・博士課程五年目 

2011年 
修士課程八年目・博士課程六年目 

2012年 
修士課程九年目・博士課程七年目 

2013年 
修士課程十年目・博士課程八年目 

2014年 
修士課程十一年目・博士課程九年目 

2015年 
修士課程十二年目・博士課程十年目 

2016年 
修士課程十三年目・博士課程十一年目 

病院5ヶ所，老人保健施設2ヶ所，知的
障害者更正施設1ヶ所，知的障害児施設
1ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ所，乳児
院1ヶ所，助産所1ヶ所，訪問看護ス
テーション3ヶ所，市町村保健センター
8ヶ所，保健所2ヶ所，保育所4ヶ所，重
症心身障害児施設1ヶ所，デイサービス
センター2ヶ所，特別養護老人ホーム
3ヶ所，在宅介護支援センター1ヶ所，
身体障害者療護施設1ヶ所 

病院9ヶ所，老人保健施設2ヶ所，知的障害
児施設1ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ所，乳
児院1ヶ所，助産所1ヶ所，訪問看護ステー
ション4ヶ所，小中学校2ヶ所，市町村保健
センター9ヶ所，保健所1ヶ所，保育所4ヶ所，
重症心身障害児施設1ヶ所，特別養護老人
ホーム2ヶ所，精神保健福祉センター1ヶ所，
身体障害者療護施設1ヶ所，デイサービスセ
ンター1ヶ所，事業所1ヶ所 

病院11ヶ所，老人保健施設2ヶ所，知的障害
児施設1ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ所，乳
児院1ヶ所，助産所1ヶ所，訪問看護ステー
ション6ヶ所，小中学校2ヶ所，市町村保健
センター9ヶ所，保健所1ヶ所，保育所4ヶ所，
重症心身障害児施設1ヶ所，特別養護老人
ホーム2ヶ所，身体障害者療護施設1ヶ所，
デイサービスセンター1ヶ所，事業所1ヶ所 

病院12ヶ所，介護老人保健施設3ヶ所，介護
老人福祉施設2ヶ所，知的障害児施設1ヶ所，
肢体不自由児施設1ヶ所，乳児院1ヶ所，助
産所1ヶ所，訪問看護ステーション7ヶ所，
小学校1ヶ所，市町村保健ｾﾝﾀｰ8ヶ所，事業
所3ヶ所，保育所4ヶ所，重症心身障害児施
設1ヶ所，デイサービスセンター1ヶ所，知
的障害者更正施設1ヶ所 

病院10ヶ所，介護療養型医療施設2ヶ所，介
護老人保健施設3ヶ所，介護老人福祉施設
1ヶ所，知的障害者更正施設1ヶ所，肢体不
自由児施設1ヶ所，乳児院1ヶ所，診療所1ヶ
所，助産所2ヶ所，訪問看護ステーション
3ヶ所，小中学校2ヶ所，市町村保健セン
ター4ヶ所，事業所3ヶ所 

病院10ヶ所，介護療養型医療施設1ヶ所，介
護老人保健施設3ヶ所，介護老人福祉施設
2ヶ所，知的障害児者施設2ヶ所，肢体不自
由児施設1ヶ所，乳児院1ヶ所，診療所1ヶ所，
助産所1ヶ所，訪問看護ステーション4ヶ所，
小中学校2ヶ所，市町村保健センター5ヶ所，
事業所等3ヶ所，保育所4ヶ所 

病院9ヶ所，介護療養型医療施設2ヶ所，介
護老人保健施設3ヶ所，介護老人福祉施設
2ヶ所，知的障害児施設1ヶ所，肢体不自由
児施設1ヶ所，知的障害者助産施設1ヶ所，
診療所2ヶ所，助産所1ヶ所，訪問看護ス
テーション5ヶ所，小中学校4ヶ所，市町村
保健センター6ヶ所，事業所等3ヶ所，デイ
ケア1ヶ所，保育所3ヶ所 

病院9ヶ所，介護療養型医療施設2ヶ所，介
護老人保健施設3ヶ所，介護老人福祉施設
2ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ所，知的障害
者助産施設1ヶ所，診療所2ヶ所，助産所1ヶ
所，訪問看護ステーション5ヶ所，小中学校
4ヶ所，市町村保健センター7ヶ所，事業所
等1ヶ所，デイケア1ヶ所，保育所3ヶ所 

病院10ヶ所，介護老人保健施設２ヶ所，肢
体不自由児施設1ヶ所，特別養護老人ホーム
2ヶ所，知的障害者助産施設1ヶ所，健診機
関1ヶ所，診療所3ヶ所，助産所2ヶ所，訪問
看護ステーション２ヶ所，小中学校2ヶ所，
市町村保健センター7ヶ所，デイケア1ヶ所，
保育所3ヶ所 

病院10ヶ所，介護老人保健施設２ヶ所，特
別養護老人ホーム2ヶ所，知的障害者助産施
設1ヶ所，健診機関1ヶ所，診療所3ヶ所，助
産所2ヶ所，訪問看護ステーション２ヶ所，
小中学校1ヶ所，市町村保健センター7ヶ所，
デイケア1ヶ所，保育所3ヶ所 

市町村7ヶ所，保育所2ヶ所，助産所3ヶ所，
特別養護老人ホーム1ヶ所，訪問看護ステー
ション3ヶ所，知的障害者授産施設1ヶ所，
介護老人保健施設2ヶ所，健診機関1ヶ所，
病院8ヶ所，介護療養型医療施設2ヶ所，デ

イケア1ヶ所，小学校2ヶ所，診療所3ヶ所  

市町村7ヶ所，保育所2ヶ所，助産所3ヶ所，
特別養護老人ホーム1ヶ所，訪問看護ステー
ション3ヶ所，障がい者福祉サービス事業所
1ヶ所，介護老人保健施設2ヶ所，病院9ヶ所，
介護療養型医療施設2ヶ所，小学校2ヶ所，
診療所3ヶ所  
 

市町村7ヶ所，保育所2ヶ所，助産所3ヶ所，
特別養護老人ホーム1ヶ所，訪問看護ステー
ション3ヶ所，障がい者福祉サービス事業所
1ヶ所，介護老人保健施設2ヶ所，病院9ヶ所，
介護療養型医療施設2ヶ所，小学校2ヶ所，
診療所1ヶ所  
 

市町村7ヶ所，保育所2ヶ所，助産所3ヶ所，
特別養護老人ホーム1ヶ所，訪問看護ステー
ション3ヶ所，障がい者福祉サービス事業所
1ヶ所，介護老人保健施設2ヶ所，病院9ヶ
所，介護療養型医療施設2ヶ所，小学校2ヶ
所，診療所3ヶ所  
  

市町村8ヶ所，保育所2ヶ所，助産所3ヶ所，
特別養護老人ホーム1ヶ所，訪問看護ステー
ション3ヶ所，障がい者福祉サービス事業所
1ヶ所，介護老人保健施設2ヶ所，病院9ヶ所，
介護療養型医療施設2ヶ所，学校3ヶ所，診療
所3ヶ所  
  

市町村8ヶ所，保育所2ヶ所，助産所2ヶ所，
特別養護老人ホーム1ヶ所，訪問看護ステー
ション3ヶ所，障がい者福祉サービス事業所
1ヶ所，介護老人保健施設2ヶ所，病院12ヶ所，
学校3ヶ所，診療所2ヶ所  
  

市町村8ヶ所，保育所1ヶ所，乳児院1ヶ所，
助産院2ヶ所，特別養護老人ホーム1ヶ所，訪
問看護ステーション3ヶ所，障がい者福祉
サービス事業所1ヶ所，介護老人保健施設2ヶ
所，病院12ヶ所，学校4ヶ所，診療所2ヶ所   

    病院6ヶ所，介護老人保健施設2ヶ所，
診療所4ヶ所，助産所2ヶ所，訪問看護
ステーション8ヶ所，作業所3ヶ所，小
中学校14ヶ所，保育所18ヶ所，子育
て支援センター1ヶ所，市町村保健セ
ンター20ヶ所，保健所9ヶ所，事業所
1ヶ所，重症心身障害児施設1ヶ所，児
童館1ヶ所，岐阜県助産婦会1ヶ所 

病院6ヶ所，介護老人保健施設3ヶ所，介護
老人福祉施設2ヶ所，診療所3ヶ所，助産所
2ヶ所，訪問看護ステーション8ヶ所，作業
所4ヶ所，小中学校14ヶ所，保育所9ヶ所，
子育て支援センター1ヶ所，市町村保健セン
ター17ヶ所，保健所9ヶ所，事業所3ヶ所，
重症心身障害児施設1ヶ所，子育て支援セン
ター1ヶ所，児童館1ヶ所 

病院6ヶ所，介護療養型医療施設1ヶ所，介
護老人保健施設3ヶ所，介護老人福祉施設
2ヶ所，知的障害児施設1ヶ所，診療所5ヶ所，
助産所2ヶ所，訪問看護ステーション8ヶ所，
作業所4ヶ所，小中学校13ヶ所，保育所10ヶ
所，子育て支援センター2ヶ所，市町村保健
センター19ヶ所，保健所7ヶ所，事業所等
7ヶ所 

病院8ヶ所，介護療養型医療施設1ヶ所，介
護老人保健施設3ヶ所，介護老人福祉施設
2ヶ所，知的障害児施設1ヶ所，診療所3ヶ所，
助産所2ヶ所，訪問看護ステーション11ヶ所，
小中学校13ヶ所，保育所10ヶ所，子育て支
援センター2ヶ所，市町村保健センター19ヶ
所，保健所7ヶ所，事業所等8ヶ所，地域生
活支援センター2ヶ所 

病院13ヶ所，介護療養型医療施設1ヶ所，介
護老人保健施設3ヶ所，介護老人福祉施設
2ヶ所，診療所2ヶ所，助産所4ヶ所，訪問看
護ステーション15ヶ所，小中学校14ヶ所，
子育て支援センター2ヶ所，市町村保健セン
ター22ヶ所，保健所7ヶ所，事業所等9ヶ所，
地域生活支援センター2ヶ所 

病院11ヶ所，介護療養型医療施設1ヶ所，介
護老人保健施設3ヶ所，介護老人福祉施設
3ヶ所，診療所2ヶ所，助産所4ヶ所，訪問看
護ステーション14ヶ所，小中学校14ヶ所，
市町村保健センター21ヶ所，事業所等10ヶ
所，保健所6ヶ所，地域生活支援センター
2ヶ所，子育て支援センター3ヶ所 

病院12ヶ所，介護療養型医療施設2ヶ所，介
護老人保健施設2ヶ所，介護老人福祉施設
4ヶ所，診療所2ヶ所，助産所6ヶ所，訪問看
護ステーション13ヶ所，小中学校14ヶ所，
市町村保健センター22ヶ所，事業所等8ヶ所，
保健所6ヶ所，地域生活支援センター2ヶ所，
子育て支援センター3ヶ所 

病院11ヶ所，介護療養型医療施設3ヶ所，介
護老人保健施設2ヶ所，介護老人福祉施設
4ヶ所，診療所2ヶ所，助産所6ヶ所，訪問看
護ステーション16ヶ所，小中学校14ヶ所，
市町村保健センター22ヶ所，事業所等8ヶ所，
保健所6ヶ所，地域生活支援センター2ヶ所，
子育て支援センター等4ヶ所 

保健所6ヶ所，市町村23ヶ所，病院11ヶ所，
介護療養型医療施設・療養型病床群4ヶ所，
訪問看護ステーション15ヶ所，介護老人保
健施設2ヶ所，介護老人福祉施設（特別養護
老人ホーム）6ヶ所，診療所2ヶ所，助産所
6ヶ所，地域活動支援センター2ヶ所，小中
学校14ヶ所，子育て支援センター等4ヶ所，
事業所等7ヶ所 

保健所6ヶ所，市町村23ヶ所，病院13ヶ所，
介護療養型医療施設2ヶ所，訪問看護ステー
ション15ヶ所，介護老人保健施設2ヶ所，介
護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）4ヶ
所，診療所1ヶ所，助産所6ヶ所，地域活動
支援センター2ヶ所，小中学校14ヶ所，子育
て支援センター等4ヶ所，事業所等7ヶ所 

保健所6ヶ所，市町村22ヶ所，病院13ヶ所，
介護療養型医療施設2ヶ所，訪問看護ステー
ション16ヶ所，介護老人保健施設2ヶ所，介
護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）4ヶ
所，診療所1ヶ所，助産所6ヶ所，地域活動
支援センター2ヶ所，小中学校14ヶ所，子育
て支援センター等4ヶ所，事業所等6ヶ所 

保健所6ヶ所，市町村22ヶ所，病院15ヶ所，
訪問看護ステーション15ヶ所，介護老人保
健施設2ヶ所，介護老人福祉施設（特別養護
老人ホーム）4ヶ所，診療所1ヶ所，助産所
5ヶ所，地域活動支援センター2ヶ所，小中
学校14ヶ所，子育て支援センター等4ヶ所，
事業所等6ヶ所 

保健所6ヶ所，市町村22ヶ所，病院15ヶ所，
訪問看護ステーション15ヶ所，介護老人保健
施設2ヶ所，介護老人福祉施設（特別養護老
人ホーム）4ヶ所，診療所1ヶ所，助産所5ヶ
所，地域活動支援センター2ヶ所，小中学校
14ヶ所，子育て支援センター等4ヶ所，事業
所等6ヶ所 

保健所6ヶ所，市町村22ヶ所，病院15ヶ所，
訪問看護ステーション15ヶ所，介護老人保健
施設2ヶ所，介護老人福祉施設（特別養護老
人ホーム）4ヶ所，診療所1ヶ所，助産所6ヶ
所，地域活動支援センター2ヶ所，通所介護
施設1ケ所，小中学校14ヶ所，子育て支援セ
ンター等4ヶ所，事業所等6ヶ所 

保健所6ヶ所，市町村22ヶ所，病院15ヶ所，
訪問看護ステーション18ヶ所，介護老人保健
施設2ヶ所，介護老人福祉施設（特別養護老
人ホーム）5ヶ所，診療所1ヶ所，助産所5ヶ
所，地域活動支援センター2ヶ所，通所介護
施設1ヶ所，小中学校14ヶ所，子育て支援セ
ンター等5ヶ所，事業所等6ヶ所 

      病院11ヶ所，介護老人保健施設3ヶ所，
介護老人福祉施設2ヶ所，知的障害者
更正施設1ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ
所，診療所1ヶ所，助産所2ヶ所，訪問
看護ステーション3ヶ所，小中学校7ヶ
所，市町村保健センター4ヶ所，重症
心身障害児施設1ヶ所 

病院10ヶ所，介護療養型医療施設2ヶ所，介
護老人保健施設3ヶ所，介護老人福祉施設
1ヶ所，知的障害者更正施設1ヶ所，肢体不
自由児施設1ヶ所，乳児院1ヶ所，診療所1ヶ
所，助産所2ヶ所，訪問看護ステーション
3ヶ所，小中学校6ヶ所，事業所3ヶ所，市町
村保健センター4ヶ所 

病院11ヶ所，介護療養型医療施設2ヶ所，介
護老人保健施設3ヶ所，介護老人福祉施設
2ヶ所，知的障害者更正施設1ヶ所，肢体不
自由児施設1ヶ所，乳児院1ヶ所，診療所2ヶ
所，助産所2ヶ所，訪問看護ステーション
4ヶ所，小中学校7ヶ所，事業所4ヶ所，市町
村保健センター4ヶ所，保健所7ヶ所 

病院12ヶ所，介護療養型医療施設2ヶ所，介
護老人保健施設4ヶ所，介護老人福祉施設
2ヶ所，知的障害者更正施設1ヶ所，肢体不
自由児施設1ヶ所，乳児院1ヶ所，診療所2ヶ
所，助産所2ヶ所，訪問看護ステーション
2ヶ所，小中学校6ヶ所，養護学校3ヶ所，事
業所2ヶ所，市町村保健センター4ヶ所 

病院15ヶ所，介護療養型医療施設・療養型
病床群3ヶ所，介護老人保健施設3ヶ所，介
護老人福祉施設2ヶ所，知的障害者更正施設
1ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ所，診療所4ヶ
所，助産所2ヶ所，訪問看護ステーション
4ヶ所，小中学校2ヶ所，市町村保健セン
ター4ヶ所，重症心身障害児施設1ヶ所，乳
児院1ヶ所，事業所3ヶ所 

病院16ヶ所，介護療養型医療施設・療養型
病床群1ヶ所，介護老人保健施設2ヶ所，介
護老人福祉施設2ヶ所，知的障害者更正施設
1ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ所，診療所4ヶ
所，助産所2ヶ所，訪問看護ステーション
4ヶ所，小中学校2ヶ所，市町村保健セン
ター3ヶ所，知的障害者授産施設1ヶ所，乳
児院1ヶ所，事業所1ヶ所 

病院14ヶ所，介護療養型医療施設・療養型
病床群3ヶ所，介護老人保健施設2ヶ所，介
護老人福祉施設2ヶ所，知的障害者更正施設
1ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ所，診療所4ヶ
所，助産所2ヶ所，訪問看護ステーション
2ヶ所，学校（岐阜県内），市町村保健セン
ター2ヶ所，知的障害者授産施設1ヶ所，乳
児院1ヶ所  

市町村3ヶ所，病院14ヶ所，訪問看護ステー
ション4ヶ所，介護療養型医療施設・療養型
病床群2ヶ所，介護老人保健施設2ヶ所，介
護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）2ヶ
所，知的障害者授産施設1ヶ所，肢体不自由
児施設1ヶ所，乳児院1ヶ所 ，診療所4ヶ所，
助産所2ヶ所，学校（岐阜県内），事業所
2ヶ所 

市町村3ヶ所，病院13ヶ所，訪問看護ステー
ション4ヶ所，介護療養型医療施設2ヶ所，
介護老人保健施設1ヶ所，介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）1ヶ所，肢体不自由
児施設1ヶ所，乳児院1ヶ所 ，診療所4ヶ所，
助産所2ヶ所，学校（岐阜県内），事業所
3ヶ所 
 

市町村4ヶ所，病院13ヶ所，介護療養型医療
施設2ヶ所，訪問看護ステーション4ヶ所，
介護老人保健施設1ヶ所，介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）1ヶ所，診療所5ヶ
所，助産所2ヶ所，学校（岐阜県内），事業
所1ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ所，乳児院
1ヶ所 
 
 

市町村4ヶ所，病院16ヶ所，訪問看護ス
テーション3ヶ所，介護老人保健施設1ヶ所，
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
1ヶ所，診療所4ヶ所，助産所2ヶ所，学校
（岐阜県内），事業所1ヶ所，肢体不自由児
施設1ヶ所，乳児院1ヶ所 

市町村4ヶ所，病院16ヶ所，訪問看護ステー
ション3ヶ所，介護老人保健施設1ヶ所，介護
老人福祉施設（特別養護老人ホーム）1ヶ所，
診療所4ヶ所，助産所2ヶ所，学校（岐阜県
内），事業所1ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ所，
乳児院1ヶ所 

市町村3ヶ所，病院17ヶ所，訪問看護ステー
ション3ヶ所，介護老人保健施設1ヶ所，介護
老人福祉施設（特別養護老人ホーム）2ヶ所，
診療所3ヶ所，助産所2ヶ所，学校（岐阜県
内），事業所2ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ所 

市町村3ヶ所，病院16ヶ所，訪問看護ステー
ション3ヶ所，介護老人保健施設1ヶ所，介護
老人福祉施設（特別養護老人ホーム）2ヶ所，
障害者福祉サービス事業所1ヶ所，診療所3ヶ
所，助産所2ヶ所，学校（岐阜県内），事業
所1ヶ所，肢体不自由児施設1ヶ所 

科目等履修生 

三年次編入生 定員8名 

大学院看護学研究科修士課程  定員12名 
                                                                           

  
 専門看護師（CNS）コース（慢性看護 

  
・ 小児看護 ・ がん看護） 

大学院看護学研究科博士課程  定員2名  

教
員
と
現
地
の
共
同
研
究
事
業  

看
護
実
践
研
究
指
導
事
業 

過疎診療所看護職の 

現状調査と研修 

(16町村) 

全県下看護職の生涯学習ニーズ

調査の実施 

高校生等入り口調査 

28テーマの実施 

47施設，121人と共同 

継続は8テーマ 

報告と討論の会参加者217人 

  

19テーマの実施 

15施設，39人と共同 

報告と討論の会参加者114人 

26テーマ実施 

57施設，144人と共同 

継続は15テーマ 

3ヶ年継続は6テーマ 

報告と討論の会参加者199人 

  

岐
阜
県
看
護
実
践
研
究
交
流
会 

 ① 会員：毎年または隔年報告実施  ③ 成果交換の研究集会実施           

 ② 毎年研究集録作成刊行     ④ 岐阜県立看護大学教員による研究相談・助言指導 

県下の看護職への呼び

かけ実施･発足 

26テーマ実施 

64施設，155人と共同  

 継続は18テーマ 

報告と討論の会参加者150人 

特養ホーム看護職の 

悉皆調査と研修 

(飛騨･西濃地区) 岐阜県看護実践研究交流会会員への研

究支援 

 

 第1回研究交流集会 2003-10-12開催 

過疎地域看護職事例研究と研修 

  

･指導）支援事業を含む 

特養ホーム看護職の現状調査と研修 

 (中濃・東濃地区) 

特養ホーム看護職の現状調査と研修 

(岐阜地区) 

過疎地域看護職の現状調査と研修 

(自治体単位，保健師･看護師) 

病院利用者満足度調査結果による     

看護師長･主任者研修(1病院実施) 

 

 第2回研究交流集会 2004-8-7開催 

28テーマ実施 

79施設，207人と共同  

継続は20テーマ 

報告と討論の会参加者182人 

  

過疎地域看護職事例研究と研修 

  

･指導）支援事業を含む 介護老人保健施設看護職の現状調査

と研修（岐阜地区・西濃地区） 

病院利用者満足度調査結果による     

看護師長･主任者研修(1病院実施) 

  

  

･指導）支援事業を含む 

30テーマ実施 

83施設，242人と共同 

継続は22テーマ 

報告と討論の会参加者220人 

岐阜県看護実践研究交流会会

員への研究支援 

第3回研究交流集会 2005-8-6開催 

過疎地域看護職事例研究と研修 

介護老人保健施設看護職の現

状調査と研修（中濃地区） 

病院利用者満足度調査から導く看護

実践の改善に向けた研修（1病院） 

養護学校の医療的ケアの現状調査と研修 

臨地実習指導者との共同体制整備に向

けた現状調査と研修 

岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 

22テーマ実施 

 45施設，143人と共同 

 継続は17テーマ 

 報告と討論の会参加170名 

第４回研究交流集会 2006-9-30開催 

過疎地域看護職事例研究と研修 

養護学校の医療的ケアの現状調査と研修 

卒業者の職場定着と看護実践研究の支援 

介護老人保健施設看護職の現状調

査と研修（東濃地区・飛騨地区） 

利用者中心の看護実践に向けての倫

理的視点からの取り組み 

臨地実習指導者との共同体制整備に向

けた現状調査と研修 

岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 

第５回研究交流集会 2007-9-29開催 

卒業者の職場定着と看護実践研究の支援 

利用者中心の看護実践に向けての倫

理的視点からの取り組み 

岐阜県内の高齢者ケア施設における看護活

動の充実に向けて－医療保険適用の療養病

床に焦点をあてて－（岐阜圏域） 

臨地実習指導者との共同体制整備に向

けた現状調査と研修 

養護学校の医療的ケアの現状調査と研修 

学士課程で学んだ新人助産師の実践能

力育成のための支援プログラムの開発 

28テーマ実施 

 74施設，188人と共同 

 継続は18テーマ 

 報告と討論の会参加者222人 

33テーマ実施 

 65施設，190人と共同 

 継続は24テーマ 

 報告と討論の会参加者218人 

第６回研究交流集会 2008-9-27開催 

利用者中心の看護実践に向けての倫

理的視点からの取り組み 

28テーマ実施 

 76施設，222人と共同 

 継続は21テーマ 

 報告と討論の会参加者190人 

岐阜県内の高齢者ケア施設における看護活

動の充実に向けて－医療保険適用の療養

病床に焦点をあてて－（中濃・飛騨圏域） 

助産師の専門性を高める研修プログラム

の開発 

第７回研究交流集会 2009-9-26開催 

24テーマ実施 

61施設，210人と共同 

継続は22テーマ 

 報告と討論の会参加者219人 

第8回研究交流集会 2010-9-25開催 

地域における訪問看護ステーションの 

活動を充実・発展させるために 

  

本学新卒期卒業者への就業・ 

看護生涯学習支援 

岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 岐阜県看護実践研究交流会会員 

への研究支援 

岐阜県看護実践研究交流会 

会員への研究支援 

岐阜県看護実践研究交流会会

員への研究支援 

本学新卒期卒業者への就業・ 

看護生涯学習支援 

地域における訪問看護ステーションの 

活動を充実・発展させるために 

  

岐阜県内の高齢者ケア施設における看護活

動の充実に向けて－医療保険適用の療養病

床に焦点をあてて－（西濃・東濃圏域） 

卒業者の職場定着と看護実践研究の支援 

助産師の専門性を高める研修プログラム

の開発 

領
域
別
実
習 

卒
業
研
究 

学
外
演
習 

実績 実績 実績 

24テーマ実施 

73施設，203人と共同 

継続は19テーマ 

 報告と討論の会参加者168人 

助産師の専門性を高める研修プログラム

の開発 

岐阜県看護実践研究交流会会

員への研究支援 

地域における訪問看護ステーションの 

活動を充実・発展させるために 

  

第9回研究交流集会 2011-9-17開催 

実績 

20テーマ実施 

67施設，155人と共同 

継続は10テーマ 

 報告と討論の会参加者160人 

岐阜県看護実践研究交流会会

員への研究支援 

助産師の専門性を高める研修プログラム

の開発 

地域における訪問看護ステーションの 

活動を充実・発展させるために 

  
管理的立場にある保健師の抱える課題に基

づく保健師管理者研修プログラムの開発 

実践現場における看護実践の改善・改革を

推進する看護研究の支援方法の開発 

利用者ニーズを基盤とした退院支援の質

向上に向けた看護職者への教育支援 

第10回研究交流集会 2012-9-15開催 

17テーマ実施 

 58施設，122人と共同 

継続は11テーマ 

 報告と討論の会参加者144人 

岐阜県看護実践研究交流会

会員への研究支援 

地域における訪問看護ステーションの 

活動を充実・発展させるために 

  
実践現場における看護実践の改善・改革を

推進する看護研究の支援方法の開発 

利用者ニーズを基盤とした退院支援の質

向上に向けた看護職者への教育支援 

第11回研究交流集会 2013-9-7開催 

地域における母子保健活動の充実に向

けた研修会 

特別支援学校に勤務する看護師の専門

性の向上と自立への支援 

15テーマ実施 

 47施設，101人と共同 

 継続は8テーマ 

 報告と討論の会参加者120人 

 
岐阜県看護実践研究交流会

会員への研究支援 

利用者ニーズを基盤とした退院支援の質

向上に向けた看護職者への教育支援 

地域における母子保健活動の充実に向

けた研修会 

特別支援学校看護師のピアサポートへ

の自立支援 

共同研究事業は、県内の看護職者が直面している問題を取り上げ、教員と
現地看護職者との対等の責任においてそれぞれの役割を果たして課題解決
に取り組む活動で、全教員で組織的に行う。 

第12回研究交流集会 2014-9-6開催 

看護実践研究指導事業は、県内看護職者が自己研鑽や業務改善が
できるようにすることを目指した研修を大学として行うもので、
本学で育成した人材の県内施設への就業を促し、定着しやすい環
境づくりを目指すことを念頭に置いて活動に取り組む。 

19テーマ実施 

 42施設，94人と共同 

 継続は9テーマ 

 報告と討論の会参加者120人 

 
岐阜県看護実践研究交流会

会員への研究支援 

利用者ニーズを基盤とした退院支援の質

向上に向けた看護職者への教育支援 

地域における母子保健活動の充実に向

けた研修会 

看護の専門性を高める看護管理者のマ

ネジメント能力向上に向けた支援 

第13回研究交流集会 2015-9-5開催 

19テーマ実施 

 43施設，100人と共同 

 継続は11テーマ 

 （2016.5.31現在） 

岐阜県看護実践研究交流会

会員への研究支援 

利用者ニーズを基盤とした退院支援の質

向上に向けた看護職者への教育支援 

地域における母子保健活動の充実に向

けた研修会 

看護の専門性を高めるマネジメント能力

向上に向けた支援 

第14回研究交流集会 2016-9-3開催予定 

卒業者生涯学習支援事業 

専門看護師の看護実践の質向上を目

指す研修会 

養護教諭のスキルアップと養護教諭像

の醸成を目指した学びの会 
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