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本冊子の刊行にあたって

　本冊子は、本学が岐阜県下の保健師・助産師・看護師・養護教諭に対して、

開学 2 年目にあたる平成13年度から実施してきている研修活動の実績につい

て、その概要を取りまとめたものです。

　本学では、これらの活動は、看護実践研究指導事業として位置づけ、教員全

員で企画・実施してきました。

　この事業は、本学が県立大学であることを強く認識し、看護学の高等教育機

関の社会的使命や在り方を検討した結果、岐阜県下の看護職者の質の向上を実

現する一つの手段として取り組んだものです。

　実施に際しては、看護職者が自ら実践研究の実施を奨励すること、岐阜県と

いう極めて広範な地域を視野に入れたケアサービスの質の向上を目指すこと、

研修受講機会が豊かになるよう看護職者への働きかけを重視すること、などに

留意しました。

　通常の大学では、一般市民などに対して、公開講座などの学外への活動を実

施しておりますが、本学では、対象を看護職者に絞って研修の機会を提供する

ことを優先的に実施しています。

　開学後17年が経ち、18年目を迎えますが、この間、基本的方針は変更せずに

取り組んできました。これまでの成果をどう評価するか、今後どのような方向

に進めるべきか、内部での検討や広く外部からの評価を受けることが重要と

なっています。

　本資料は、内部での検討を進めるばかりではなく、広く岐阜県の看護職者の

方々や看護学系の大学の方々との意見交換を目的として作成したものです。

　大学としては、今後さまざまな機会をつくり、意見を頂くつもりですが、本

冊子を手にされた方々には、お気づきの点を本学教員に伝えていただくようお

願い致します。

� 2017（平成29）年4月



目　次

Ⅰ　研修の概要………………………………………………………………………………………………1
　１．看護実践研究指導事業のねらい……………………………………………………………………1
　２．研修方法の特徴………………………………………………………………………………………1
　３．本事業の管理 ･運営…………………………………………………………………………………1

Ⅱ　看護実践研究指導事業の 16 ヵ年の実績�……………………………………………………………2
　１．実施した研修と対象…………………………………………………………………………………2
　２．実施成果の主要事項…………………………………………………………………………………3
　３．この研修を支えた教員………………………………………………………………………………3

Ⅲ　主な研修例の紹介………………………………………………………………………………………4
　１．県内の過疎地域診療所等の看護職者への研修（平成 13 年度〜 18 年度）�……………………4
　２．県内の高齢者ケア施設の看護職者への研修（平成 13 年度〜 21 年度）�………………………7
　３．一病院における看護倫理に関する研修（平成 15 年度〜 20 年度）…………………………… 11
　４．岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援（平成 15 年度〜）…………………………… 18
　５．本学卒業者の看護生涯学習支援（平成 18 年度〜 22 年度）�………………………………… 22
　６．助産師の専門性を高める研修（平成 19 年度〜 21 年度、23 年度〜 24 年度）� …………… 29
　７．訪問看護ステーション活動の充実に向けた研修（平成 21 年度〜 25 年度）�……………… 33
　８．管理的立場にある保健師への研修（平成 24 年度）…………………………………………… 37
　９．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研修会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成 24 年度〜）�……… 40
　10．看護の専門性を高めるマネジメントについて考える（平成 27 年度〜）…………………… 43

Ⅳ　平成 13 年度〜 28 年度の看護実践研究指導事業一覧…………………………………………… 45



1

Ⅰ　研修の概要
１．看護実践研究指導事業のねらい
　この事業は、岐阜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す。内容は、看護の実践研究に関する研修で、平成13年度から単年度計
画で継続実施し、平成28年度で16年目を迎えました。
　実施方法は、教員が対象に合わせて創出することとしていますが、基本的には、①教員が看護
職者の現場に出向き職業上の現状を把握し、②看護職者や看護実践の実態に即応した指導・研修
の方法を開発しながら取り組むもので、③看護職者自身の主体的な問題解決を促すことを重視し
ています。
　看護職者は、専門職ですので、自己の技術や実践方法の改善・充実について研究的取り組みを
するのは当然であるという考えです。大学としては、看護実践の課題について自ら研究的取り組
みの実施をあらゆる方法で奨励します。主体的専門職者育成のための県内看護職者への研修を企
画・実施したものが、この事業です。
　また、大学としては、今後の看護学科や大学院看護学研究科の教育環境の充実を図り、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、
活動に取り組んでいます。

２．研修方法の特徴
　この事業は、実施過程で一つの特徴的な方式が創られてきました。それは、現場の看護職者が
業務改善に直結した取り組みの実施を促すので、本学教員は、個別の職場訪問による面接研修と
いう形で、実践の現状や課題を悉皆的に把握することが基本となっています。次いで、対象看護
職者が小集団ワークショップという形で集まり、教員が把握した実態を共有し、課題解決に向け
た方策を話し合い創生するという方式です。
　岐阜県では、研修機会が得られ難い看護職者の職場も多く、同種の施設で活動しながらも横の
繋がりを十分にもつことができないことも少なくないのです。そのため、課題解決のための支援
ばかりではなく、看護職者同士のネットワークづくりや互いに学びあう関係性づくりが極めて有
効であることが検証されています。

３．本事業の管理・運営
　本事業の実施過程には、大学と県内看護実践現場の看護職者との連携や組織的関係を強化する
意味があります。看護研究センターの教員は、全体調整・進行管理・報告書作成を行っています。
また、毎年の改善措置は、研修実施教員の自己点検評価に基づき、実施しています。
　なお、単年度事業ですが、必要に応じて、複数年度にわたり継続実施することを原則としています。
完了した研修については、新たなニーズを確認し、看護の実践現場側の要望も加味して新規課題
を設定し、毎年、全体で約5つ程度の研修を実施しています。

　次頁から、平成13年度から28年度までの研修実績の概要と代表的な研修の例をとりあげて紹介
します。



2

Ⅱ　看護実践研究指導事業の16ヵ年の実績
１．実施した研修と対象
　表Ⅱ-1は、実施した研修名･対象者･実施方法･実施年度である。平成28年度までの累積では、17
種の研修を行い、平成28年度は、６種（新規２、継続４）の研修に取り組んでいる。
　対象となった看護職者の所属施設･機関は、病院、保健所･市町村保健センター、学校、高齢者
ケア施設などであり、対象者が県内看護職であれば施設の規模等は問わない。そのため、看護職
が少人数配置である、処遇や環境が十分に整っていない、研修の機会がない、他施設の看護職と
の交流ができないなどの問題を抱えている施設の場合には当事者から歓迎されている。

表Ⅱ-1　看護実践研究指導事業で実施した研修一覧

No. 研修名等 対　象　者
実施方法

実施年度個別訪問
面接研修 研修会等

1 県内の過疎地域診療所等の
看護職者への研修

過疎地域の診療所・市町村等の
看護職者・職員 ○ ○ 13～18年度

2 県内の高齢者ケア施設の看
護職者への研修

県内の全ての特別養護老人ホー
ム・介護老人保健施設・医療保
険適用の療養病床の看護職者

○ ○ 13～21年度

3 一病院における看護倫理に
関する研修 当該病院の看護職者等 ○ ○ 15～20年度

4 岐阜県看護実践研究交流会
会員への研究支援 会員のうち申請した者 面接・メール等による個別の

研究支援
15年度～
（継続中）

5 特別支援学校における医療
的ケア研修

県内の全ての特別支援学校の教
職員 ○ ○ 17～19年度

6 県内実習施設の看護職者の
指導能力の向上研修

実習施設の管理者及び実習指導
の看護職者 ○ ○ 17～19年度

7 本学卒業者の看護生涯学習
支援

県内に就業した卒業者とその施
設のトップマネジャー ○ ○ 18～20年度

本学の新卒者、卒後2年目の卒
業者

新卒者および卒後 2年目卒業
者の交流会の開催 21～22年度

8 助産師の専門性を高める研
修 卒業者を含む助産師 ○ 19～21年度

23～24年度

9 訪問看護ステーション活動
の充実に向けた研修

県内の訪問看護ステーションの
看護職者 ○ ○ 21～25年度

10 管理的立場にある保健師へ
の研修

管理的立場にある県保健所・市
町村保健師 ○ 24年度

11 看護研究のための研修会 県内の医療・保健・福祉機関の
教育担当者、看護研究担当者 ○ 24～25年度

12
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研修
会

県内全ての医療機関の看護職者 ○ ○ 24年度～
（継続中）

13 地域の母子保健を考える研
修

県内の助産師・保健師、ＮＩＣ
Ｕや小児領域の看護師 ○ 25年度～

（継続中）

14
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

県内の特別支援学校の看護師 ○ ○ 25～26年度

15 看護の専門性を高めるマネ
ジメントについて考える 県内の看護管理者、中堅看護師 ○ 27年度～

（継続中）

16 卒業者のキャリアアップ支
援のための研修会 本学卒業者 ○ 28年度～

（継続中）

17 養護教諭のスキルアップを
目指した学びの会

本学卒業者を含む卒後4～6年目
程度となる養護教諭 ○ 28年度～

（継続中）
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２．実施成果の主要事項
　実施成果について、表Ⅱ-1に示した研修を担当した教員の自己点検評価意見によって確認する
と、看護職者の看護実践に対する認識が深まったことが挙げられた。現地側看護職者と大学教員
の間で、互いの認識や双方の理解の深まりに本研修が寄与していたことがわかる。とりわけ、実
習指導者を対象にした研修は、本学教員との意見交換により、看護職者の大学教育への理解につ
ながっていた。その他にも、本学卒業者が個々に悩んでいた問題が交流会を通して共有され、卒
業者同士の情報交換や教員の助言が今後の活力につながったり、助産師外来の立ち上げやサービ
スのあり方について具体化し、準備に弾みがついたりしたなどの有用性が確認された。
　一方、教員は、本事業での取り組みから得られたことを講義内容に反映させたり、それを素材
にして実習指導の方法の充実につなげていたり、今後の自己の研究課題として位置づけたりして
いる例もあった。また、実習施設・担当者との関係を深めることにも役立っている事業や在学生
への就職支援、大学院進学希望者の確保にもつながっている事業があった。

３．この研修を支えた教員
　実施年度ごとにみた各研修の担当教員数は、表Ⅱ-2のとおりである。教員は複数の研修を担当し
ており、専門領域の枠を超えた全学体制で取り組んでいる。なお、本学の教員の総数は、この期
間、50〜55名であった。

表Ⅱ-2　研修別の担当教員数

No. 研修名等
実施年度

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 県内の過疎地域診療所等の看護職
者への研修 28 18 17 16 16 16 − − − − − − − − − −

2 県内の高齢者ケア施設の看護職者
への研修 11 8 12 10

（1） 12 13 13 12 10 − − − − − − −

3 一病院における看護倫理に関する
研修 − − 10 9 8 10 10 10 − − − − − − − −

4 岐阜県看護実践研究交流会会員へ
の研究支援 − − 14 13 22 28 19 31 21 7 22 17 21 17 14 24

5 特別支援学校における医療的ケア
研修 − − − − 11 12 9 − − − − − − − − −

6 県内実習施設の看護職者の指導能
力の向上研修 − − − − 11 10 10 − − − − − − − − −

7 本学卒業者の看護生涯学習支援 − − − − − 10 10 10 8 7 − − − − − −
8 助産師の専門性を高める研修 − − − − − − 7 6 7 − 6 5 − − − −

9 訪問看護ステーション活動の充実
に向けた研修 − − − − − − − − 5 5 7 9 9 − − −

10 管理的立場にある保健師への研修 − − − − − − − − − − − 10
（5）− − − −

11 看護研究のための研修会 − − − − − − − − − − − 8 8 − − −

12
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
教育支援研修会

− − − − − − − − − − − 6
（2）

5
（2）

5
（2）

6
（2）

8
（2）

13 地域の母子保健を考える研修 − − − − − − − − − − − − 5 7 8 8

14 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 − − − − − − − − − − − − 7 6 − −

15 看護の専門性を高めるマネジメントについて考える − − − − − − − − − − − − − − 5 5

16 卒業者のキャリアアップ支援のための研修会 − − − − − − − − − − − − − − − 8

17 養護教諭のスキルアップを目指した学びの会 − − − − − − − − − − − − − − − 3

注）No.4の教員数は延べ数である。括弧内で示している数は教員以外の担当者数である。
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Ⅲ　主な研修例の紹介

１．県内の過疎地域診療所等の看護職者への研修
（平成13年度〜18年度）

１）研修の必要性
　保健・医療・福祉・介護のサービスや人材が限られている過疎地域では、専門職能に留まった
狭義の医療ではなく、住民サービスとして診療所や診療所看護職のあり方を追究するべきである。
しかし、ともすると医師中心の体制に流されて、「利用者・住民中心の考え方やあり方の追求」を
忘れる傾向にある。そのため、看護の専門職者としての役割や住民のサービス向上について自ら
考える場を確保する必要がある。
　これらの施設では自己研鑽の機会が乏しい上に、少人数のため勤務地を離れることさえできな
いことが多い。そのため、教員が積極的に現地へ出向き、看護職者に働きかけることは重要である。
なお、本研修は、主担当として、地域基礎看護学講座が実施した。

２）事業担当者
　事業担当者は、６年間で計35名であった。表Ⅲ-1-1に年度別の担当者を示した。

表Ⅲ-1-1　事業担当者
年度 担当者の所属と氏名

13

地域基礎看護学講座：松山洋子、黒江ゆり子、池邉敏子、北山三津子、八木彌生、グレッグ美鈴、杉野緑、
森仁実、松下光子、坪内美奈、米増直美、松田光信、藤澤まこと、菱田一恵、�
大井靖子、普照早苗、高橋香織

育成期看護学講座：出井美智子、長谷川桂子
成熟期看護学講座：斎藤和子、坂田直美、小野幸子、田中克子、兼松恵子、奥村美奈子、原敦子、早崎幸子
学長：平山朝子

14

地域基礎看護学講座：北山三津子、坪内美奈、八木彌生、松下光子、藤澤まこと、大井靖子、黒江ゆり子、
松田光信、グレッグ美鈴、普照早苗、池邉敏子、菱田一恵、高橋香織、松山洋子、�
森仁実、杉野緑、米増直美

学長：平山朝子

15

地域基礎看護学講座：北山三津子、杉野緑、坪内美奈、米増直美、松山洋子、黒江ゆり子、池邉敏子、�
八木彌生、森仁実、松下光子、松田光信、藤澤まこと、大井靖子、普照早苗、�
高橋香織、菱田一恵

学長：平山朝子

16
地域基礎看護学講座：森仁実、杉野緑、松下光子、普照早苗、松山洋子、黒江ゆり子、池邉敏子、�

北山三津子、藤澤まこと、坪内美奈、米増直美、片岡三佳、菱田一恵、大井靖子、�
佐賀純子、高橋香織

17
地域基礎看護学講座：森仁実、杉野緑、藤澤まこと、大井靖子、高橋香織、松山洋子、黒江ゆり子、�

北山三津子、松下光子、坪内美奈、米増直美、片岡三佳、三宅薫、菱田一恵、�
普照早苗、佐賀純子

18
地域基礎看護学講座：森仁実、杉野緑、藤澤まこと、普照早苗、井手敬昭、河村めぐみ、黒江ゆり子、�

北山三津子、松下光子、坪内美奈、米増直美、片岡三佳、三宅薫、田内香織、�
菱田一恵、大井靖子

３）実施方法
＜対象とした施設＞
　岐阜県内の過疎地域あるいは特定地域にある国保立および公営の診療所（病院）30箇所（平成
15年度までは33箇所あった）である。本研修を開始した平成13年度以降、６年間かけて、全施設
に最低1回訪問した。
＜実施した方法と内容＞
　個別に職場を訪問する面接研修を実施し、次に全30施設を対象にワークショップを開催し、職
場訪問研修を通して把握した看護実践の現状と課題を報告し、それをもとにテーマを設定して小
集団で話し合った。職場訪問研修は年度によって少しずつ実施方法を変えた。なお、個別訪問面
接研修と小集団ワークショップ研修の実施状況については、表Ⅲ-1-2・3に示したとおりである。
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　平成13・14年度は、現地の看護実践の現状把握が主たる目的として、23診療所の看護職と７自
治体の保健師に各々面接した。平成15・16年度は、診療所看護職と自治体保健師に集まってもらい、
看護職が継続支援を必要と判断している事例を取り上げて、総合的にヘルスケアニーズを捉えて、
多面的な継続支援を展開すべく事例検討会を実施した。２年間で計７診療所（自治体保健師を含む）
にて１施設当たり３〜４回の事例検討会を行った。平成17年度は、平成15・16年度に事例検討会
を実施した施設から２箇所（自治体保健師を含む）を選択して事例検討を継続した。
　一方、平成17・18年度の２年間で、これまで訪問できなかった６施設（自治体保健師を含む）
の職場訪問を実施した。診療所看護職および自治体保健師に各々面接し、看護活動の現状を保健・
医療・福祉・介護ニーズへの対応という側面から振り返ってもらい、潜在ニーズを含む住民ニー
ズに対応するため看護職同士が効果的に機能する方策について検討し合った。

表Ⅲ-1-2　個別訪問面接研修の実施状況

実施
年度

参加者数　 担当
教員数

　対象とした診療所等
診療所等
看護職

市町村1）

保健師 その他 施設数 　内　訳

13 88 ― ― 28 17

武儀町国保診療所、小坂町国保診療所、
久々野町国保診療所、藤橋村国保診療所、
坂内村国保診療所、高根村国保診療所、
宮川村国保診療所、清見村国保診療所、
河合村国保河合診療所、国保白川診療所、
国保平瀬診療所、荘川村国保診療所、
国保高鷲村診療所、久瀬村診療所、
春日村診療所、東白川村国保病院、和良村国保病院

14 10 9 ― 16 7

上之保村国保診療所、国保高鷲村診療所、
国保串原村診療所、板取村国保診療所、
洞戸村国保診療所、春日村診療所、
金山町国保病院

15 8 4 3 17 4 国保高鷲村診療所、久瀬村診療所、
春日村診療所、金山町国保病院

16 7 4 7 13 3 朝日村国保診療所、清見村国保診療所、
東白川村国保病院

17 9 6 1 11 5

高山市国民健康保険丹生川診療所、
高山市国民健康保険栃尾診療所、
春日村診療所、国民健康保険飛騨市民病院、
東白川村国保病院

18 9 4 1 10 3
国民健康保険岩村診療所、
国民健康保険上矢作病院、
中津川市国保川上診療所

1）対象施設が開設されている市町村の保健師である。

表Ⅲ-1-3　小集団ワークショップ研修の実施状況

実施
年度

参加者数 担当
教員数 実施場所診療所等

看護職
市町村
保健師

県医療
整備課 その他

13 32 ― 1 ― 23

久々野町地域社会福祉センター、
和良村医療福祉歯科総合施設会議室、
白川町福祉センター、久瀬村診療所相談室、
清見村国保診療所

14 3 4 2 0 7 県民ふれあい会館　小会議室
15 18 0 3 3 12 岐阜県立看護大学　講義室105
16 28 2 0 1 11 飛騨・世界生活文化センター食遊館・会議室
17 17 3 2 2 12 飛騨高山ビッグアリーナ　多目的ルーム
18 14 0 2 1 10 恵那市武並コミュニティセンター
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４）成果
＜参加した看護職者への影響＞　　
①　大学が過疎地域診療所（病院）の看護に着目したことは、現地看護職に喜びをもって受け止
められ、過疎地域で働く看護職としての自尊感情を高める効果があった。また、ワークショッ
プ研修において、同じ立場の看護職と情報交換できたことで「刺激になった」「励まされた」「参
考になった」などの声があった。過疎地域で働く看護職は、同じ立場の看護職と情報交換す
る機会が少ないため、このような研修形態には意義があったと考える。

②　本研修を始めた頃には、「これが看護だろうか」と悩んでいる看護職者もみられたが、看護実
践の現状を捉えた教員が、プライマリーレベルでの看護活動ができていることを認め、その
意義を積極的に評価した。これにより現地看護職者は、自らの看護実践への自信を高めるこ
とができた。

③　事例検討会という形で研修を行うことにより、対象理解の深まり、連携に対する意欲の高まり、
市町村保健師を始めとした他職種と協働活動を意図的に行うことによって、具体的成果を得
るなどの効果があった。また、活動を振り返る意義や展望を持って活動する必要性も再認識
されていた。

④　共同研究に発展した２施設の看護職は、「共同研究報告と討論の会」で報告者の役割を果たし
ている。また、日本ルーラルナーシング学会や岐阜県国保地域医療学会においても、本研修
で取り組んだ事例検討や共同研究に関する報告を現地看護職者が主体的に行っている。

⑤　平成15年度から、なるべく多くの診療所等の看護職に参加してもらえるように、自治医科大
学卒業医師受け入れ町村会（研修対象とした施設の約半数が加入）と共催する形でワーク
ショップ研修を実施した。これにより、同会に加入している診療所等の看護職は参加しやす
くなった。また、ワークショップの開催地をできるだけ現地から近い場所とし、かつ、特定
の地域に偏らないよう心がけた。なお、本学から片道３〜４時間かかる地区もあり、移動に
伴う教員の負担が大きかった。

＜実施した教員側の得たもの＞
①　平成15年度からＡ村が領域別実習を、16年度からＢ村が卒業研究を受けてくれた。17・18年

度には地域基礎看護学卒業研究を選択した学生全員が過疎地域診療所（病院）の看護活動を
体験するため、Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ診療所、Ｇ市Ｈ病院・Ｉ病院で２日間の実習をさせてもらった。
なお、19・20年度は全員ではなくグループ５の実習施設となり、Ｂ診療所とＪ病院にて受け
入れてもらっている。

②　大学院博士前期課程の特論では、本研修で把握した看護活動の現状を素材にして、山間地区
の地域特性に対応した看護機能開発をテーマに授業を展開している。

③　３施設の看護職と共同研究を実施している。具体的には、平成17・18年度の２年間、Ｂ診療
所の看護職と地域ケア会議の充実に向けた取り組みを実施してきた。平成19年度からは、病
院から診療所へ移行することになったＪ病院（20年度から診療所）の看護職と共に、体制が
変化しても継続が必要な看護と改革すべき看護について、また、20年度からはＫ病院と病棟
における退院支援のあり方を検討している。

④　Ｂ診療所との関係では、地域ケア会議を中心に高齢者の支援体制づくりに教員が関わってお
り、共同研究だけではなく、卒業研究や文部科学省の科研（２題）にも位置づけて展開して
いる。

� （文責：地域基礎看護学領域　森仁実）

※「岐阜県立看護大学の看護実践研究指導事業　看護職者への９ヵ年の研修実績」（2009年10月）から転載しました。
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２．県内の高齢者ケア施設の看護職者への研修
（平成13年度〜21年度）

１）趣旨
　県内高齢者ケア施設（特別養護老人ホーム：以下特養、介護老人保健施設：以下老健、医療保
険適用の療養病床：以下医療療養病床と表記）に働く看護職やその活動の現状の課題を明らかに
するとともに、その現状を踏まえた課題への取り組みを推進するための研修会の開催を通じて、
高齢者ケア施設における看護サービスの充実・向上をめざす。

２）事業担当者
　事業担当者は、９年間で計24名であった。表Ⅲ-2-1に年度別の担当者を示した。

表Ⅲ-2-1　事業担当者
年度 担当者の所属と氏名

13 成熟期看護学講座：小野幸子、坂田直美、斎藤和子、田中克子、兼松恵子、奥村美奈子、梅津美香、�
古川直美、北村直子、原敦子、早崎幸子

14 成熟期看護学講座：小野幸子、坂田直美、兼松恵子、奥村美奈子、梅津美香、古川直美、原敦子、�
早崎幸子

15 成熟期看護学講座：小野幸子、斎藤和子、坂田直美、田中克子、兼松恵子、奥村美奈子、小田和美、�
梅津美香、古川直美、北村直子、原敦子、林幸子

16 成熟期看護学講座：坂田直美、小野幸子、田中克子、斎藤和子、兼松恵子、奥村美奈子、梅津美香、�
小田和美、古川直美、岩崎佳世、服部久美子

17 成熟期看護学講座：小野幸子、坂田直美、田中克子、兼松恵子、奥村美奈子、小田和美、梅津美香、�
古川直美、坪井桂子、北村直子、岩崎佳世、古田さゆり

18
成熟期看護学講座：田中克子、奥村美奈子、小田和美、梅津美香、古川直美、坪井桂子、北村直子、�

原沢優子、岩崎佳世、奥田浩子、平岡葉子
看護研究センター：小野幸子、古田さゆり

19
成熟期看護学講座：田村正枝、田中克子、奥村美奈子、梅津美香、古川直美、坪井桂子、北村直子、�

山内栄子、岩崎佳世、奥田浩子、平岡葉子
看護研究センター：小野幸子、古田さゆり

20
成熟期看護学講座：田村正枝、田中克子、奥村美奈子、梅津美香、古川直美、坪井桂子、山内栄子、�

松本葉子、平岡葉子、宇佐美利佳
看護研究センター：小野幸子、古田さゆり

21
成熟期看護学講座：田村正枝、奥村美奈子、梅津美香、古川直美、坪井桂子、松本葉子、北村直子、�

宇佐美利佳、浅井恵理
看護研究センター：古田さゆり

３）取り組みの方法
　本研修の基本的な流れを以下に記す。事業計画書提出後の４月に看護実践研究指導事業代表者
会議で了解され、予算配分を受けたのち、担当の成熟期看護学講座で役割分担し、取り組みを開
始する。
　特養を例に図Ⅲ-2-1に示したように、①個別訪問面接研修と②小集団ワークショップ（以下ワー
クショップと表記）からなる。
　個別訪問面接研修は、担当教員２名が各施設の看護職を対象に個別面接する。面接困難な場合は、
調査用紙を示して説明し、回答を返送依頼する。得られた回答は、各圏域別に整理し、看護活動
上の課題を明確にして資料としてまとめる。質問では、「より充実（良く）したい看護行為」を問い、
その回答として上位に挙げられた内容をテーマとし、個別面接を実施した看護職者を集め、当該
圏域に出向いてワークショップを開催する。討議内容は、記録にとどめ資料としてまとめ、参加
施設で共有するよう送付する。
　なお、実施年度内に看護実践研究指導事業報告書としてまとめ、関係学会等に報告する。



8

４）これまでの活動概要
　個別訪問面接研修とワークショップを行った施設は、平成13〜15年度および17年度は特養、平
成16〜18年度は老健、平成19〜21年度は医療療養病床であり、実施概要は、表Ⅲ-2-2〜Ⅲ-2-4のと
おりである。

５）成果
＜参加した看護職者への影響＞
　参加した看護職にとって、個別訪問面接研修や小集団ワークショップ研修は、自身の看護活動
や自施設の取り組みを振り返る機会となり、高齢者ケア施設で働く看護職の責任の重さや役割の
認識、自身の実践する看護の意味を考える機会になった。多くの施設が抱える課題をワークショッ
プのテーマとしたので、他施設の看護職との意見交換が充実した。これにより、圏域の現状･課題
及び他施設の現状を知り、自施設の課題･取り組みの明確化や、ケアの質向上に向けた取り組み意
欲の喚起ができた。また、高齢者ケア施設の看護職同士のネットワークの構築にも繋がった。
　表Ⅲ-2-2〜Ⅲ-2-4のように、ワークショップへの参加施設数・参加者数が少ない年度もあった。
これは、少人数で働く看護職が業務に忙殺され、日程調整が困難な事情もあるが、研修の趣旨が、
施設代表者に十分理解されず、看護職者の参加への配慮が欠けていたことも一因であった。また、
個別訪問面接研修に対しても理解が得られず実施できなかったり、協力は得られても防衛的な対
応の施設もあったりした。これらの事実から、今後は、施設代表者に対し、ケアの充実を目指す
研修への理解を促すことを強化しなくてはならない。
　平成21年度で本取り組みは終了する。すでに終了している特養・老健を含め、取り組み後の状
況については追跡する必要がある。さらに、療養病床は23年度末までに再編成されることが決定
しているように、医療療養病床に働く看護職においては、制度の変革に対応しつつ、看護活動の
充実・向上を図るために取り組むべき課題は多く、高齢者ケア施設や看護職の果たす役割は益々
求められているといえる。

図Ⅲ-2-1　県内の高齢者ケア施設（特養）の介護職者への研修の基本的な流れ

飛驒

中濃
岐阜

西濃 東濃

①個別訪問面接研修

③報告書 研究報告

教員2名1組で訪問

データ分析

岐阜県立看護大学

②小集団ワークショップ資料作成

ワークショップのまとめ

結果の返送

7（H13）+3施設

13（H14）+4施設

13（H14）+5施設

23（H15）
+5施設

10（H13）+9施設

特別養護老人ホーム
全92施設（H17年度現在）

ワークショップ（地区別）の様子
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表Ⅲ-2-2　特養で働く看護職を対象とした個別訪問面接研修と小集団ワークショップ研修の実施概要
個別訪問面接研修 小集団ワークショップ研修

年度 月 圏域 施設数 回答数 月 参加
施設数

参加
者数 テーマ

13
7-8 飛騨 7 17 11 5 8 痴呆性老人のケア、死の看取り、栄養管理とケア

施設内保健医療従事者との連携

8-9 西濃 10 31 12 8 11 感染症の予防・処置、療養指導
施設内保健医療従事者との連携

14
8 東濃 13 27 10 9 11 感染症の予防・処置、家族との連携

施設内保健医療従事者との連携

8 中濃 13 52 9 8 12 感染症の予防・処置、家族との連携
看護職間と介護職との連携

15 6-8 岐阜 23 82 12 14 18 感染症の予防・処置
看護職間と介護職との連携

17 11-1 全域 26 89 4 9 14 家族との連携
看護職間と介護職との連絡および緊急時の対応

累計 92 298 53 74

表Ⅲ-2-3　老健で働く看護職を対象とした個別訪問面接研修と小集団ワークショップ研修の実施概要
個別訪問面接研修 小集団ワークショップ研修

年度 月 圏域 施設数 回答数 月 参加
施設数

参加
者数 テーマ

16
7-9 岐阜 18 109 12 14 25 人材育成

看護職間・介護者との申し送り、連絡、カンファレンス

7-9 西濃 10 73 12 8 15 人材育成
看護職間・介護者との申し送り、連絡、カンファレンス

17 6-7 中濃 12 70 9 6 12 緊急時の対応や指示、家族への支援
看護職間と介護職との連携、感染症の予防･処置

18
5-7 東濃 10 71 9 9 17 緊急時の対応や指示、褥瘡の処置
6 飛騨 7 51 8 4 5 緊急時の対応や指示、褥瘡の処置
累計 57 374 41 74

表Ⅲ-2-4　医療療養病床で働く看護職を対象にした個別訪問面接研修と小集団ワークショップの実施概要
個別訪問面接研修 小集団ワークショップ研修

年度 月 圏域 施設数 回答数 月 参加
施設数

参加
者数 テーマ

19 6-8 岐阜 18 185 11 6 12 歯磨き・口腔ケア、感染症の予防・処置

20 6-9
西濃 9 86 9 6 9

死の看取り、緊急時の対応
東濃 7 43 9 4 7

21 7-8
中濃 10 100

11
6 11

感染症の予防・処置、死の看取り
飛騨 4 48 1 3

累計 48 462 28 49

＜実施した教員側の得たもの＞
　教員は、個別訪問面接研修で高齢者ケア施設を悉皆的に訪問し、看護活動の現状を把握できた。
この貴重な経験から、毎年、学会や紀要に報告し、現場の状況や課題を提言してきた。また、特
養看護職を対象とした研修テキストにも内容の一部を取り入れ刊行されている。
　教育活動においては、得られた成果を看護学科及び看護学研究科の冊子体の教材として活用した。
これらは本学図書館に配架し、広く利用に供している。また、看護職との関係を深める機会となっ
たので、学外演習や領域別実習・卒業研究の実習施設として協力依頼ができたり、共同研究等に
も繋がったりしている。
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　高齢者看護担当の教員グループでは、この事業とは別に、特養の入所者・看護活動に関する調
査や、共同研究の活動として看護の検討会に取り組んでいた。これらの活動は、本事業を円滑に
行う契機でもあったが、連動して共同研究の取組みを充実させた。
　さらに、17年度以降は、厚生労働省の委託事業である特養の看護リーダー養成研修に関しても、
本事業担当教員が講師等として協力し、本実績を反映させた。また、県内では、特養看護職を対
象にした県との合同企画による実務者研修会の開催協力をした。
　本研修を通じて、現場側に本学の役割の認識が高まり、21年度には、特養看護職から研究支援
１件申請がなされた。

� （文責：成熟期看護学領域）

※「岐阜県立看護大学の看護実践研究指導事業�看護職者への9ヵ年の研修実績」（2009年10月）から転載しました。
なお、文中の表記や記載された内容は2009年当時のもので、今日ではあまり適切ではないものがありますが、そ
のまま掲載しています。
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３．一病院における看護倫理に関する研修
（平成15年度〜20年度）

１）研修の目的
　本研修は、平成15年度〜平成20年度までの６年に渡り、県内の中核病院である一施設を対象に
取り組んだ事業の中で実施したものである。目的は、利用者中心の看護実践の実現である。なお、
本事業の必要性は、以下に示すように、そもそも現場の看護管理のトップマネージャーの要請に
応じて、共同研究として取り組んだことが、そのきっかけになっている。
　また、取組み開始後も、年次毎に自己点検評価して課題を明らかにしつつ進めてきたことから、
目的は「利用者中心の看護実践を実現させる」ことにあるものの、事業名は年次の課題に焦点化
して表現したため同一ではない。

２）事業担当者
　事業担当者は、６年間で計19名であった。表Ⅲ-3-1に年度別の担当者を示した。

表Ⅲ-3-1　事業担当者
年度 担当者の所属と氏名

15

成熟期看護学講座：小野幸子、小田和美、古川直美、林幸子
地域基礎看護学講座：森仁実、松山洋子
機能看護学講座：会田敬志
育成期看護学講座：出井美智子
看護研究センター：グレッグ美鈴
学長：平山朝子

16

成熟期看護学講座：小野幸子、小田和美、古川直美
地域基礎看護学講座：森仁実、松山洋子
機能看護学講座：会田敬志
育成期看護学講座：出井美智子
看護研究センター：グレッグ美鈴
学長：平山朝子

17

成熟期看護学講座：小野幸子、小田和美、古川直美
地域基礎看護学講座：森仁実、松山洋子
機能看護学講座：会田敬志
育成期看護学講座：服部律子
看護研究センター：グレッグ美鈴

18

成熟期看護学講座：小田和美、古川直美
地域基礎看護学講座：森仁実、片岡三佳
機能看護学講座：大法啓子、橋本麻由里
育成期看護学講座：服部律子、布原佳奈
看護研究センター：小野幸子、会田敬志

19

機能看護学講座：大法啓子、橋本麻由里
成熟期看護学講座：古川直美、山内栄子
地域基礎看護学講座：森仁実、片岡三佳
育成期看護学講座：服部律子、布原佳奈
看護研究センター：小野幸子、会田敬志

20

成熟期看護学講座：古川直美、山内栄子
地域基礎看護学講座：森仁実、片岡三佳
機能看護学講座：奥井幸子、橋本麻由里
育成期看護学講座：谷口惠美子、名和文香
看護研究センター：小野幸子、会田敬志

３）看護実践研究指導事業として開始するまでの経緯
①当該病院の看護管理者との出会い
　本事業開始の契機は、本学開学の平成12年度、開学記念行事の一環として開催された県内の看
護実践現場の看護関係者との交流会にさかのぼる。
　この交流会において、当該病院の看護管理トップマネージャーから「基本的に急性期病院であ
るが、一方でがん末期のような終末期患者も多い。しかし、終末期患者の看護実践が十分でない
ため、強化するために協力してほしい」と要請された。当初、当該病院の看護の現状に関する情



12

報は皆無であった。
②看護活動上の現状と課題の把握
　病院の組織、看護活動の体制と実際などの理解および終末期看護の現状と課題を把握するため
に、終末期の入院患者が多い病棟で、週に１〜２日、約３ヶ月間（５月〜７月）、看護活動の体験
研修をした。そして、これを通じて捉えられた様々な疑問は、その都度、研修担当看護職や病棟
師長に確認した。
　また、体験研修の一方で、各ユニットの主任・指導的立場にある看護職（20名）を対象に、看
護部の理念とこれを日々の看護活動に具現化する方法および終末期患者の看護に関する意識を把
握するために�面接調査を実施した。
③看護活動上の問題・課題の共有化
　体験研修を通じて把握できた看護活動上の問題・課題は、整理して定例病棟集会で報告して共
有化し、課題への取組みの可能性について討議した。
　また、面接調査で得られた看護職の理念や終末期患者の看護上の問題・課題についても、看護
職対象の院内研修会で報告し、課題への取組みの可能性について討議した。�
④看護活動の体験研修をした病棟看護職との共同研究の取組み
　上記③を通じて、共有化できた課題の中から、体験研修病棟もしくは他のユニットの看護職か
ら何らかの取組みに繋がることを期待したが、自主的に取り組む動きが見られなかった。そこで、
体験研修をした病棟の看護職に、上記課題や日常の看護活動から、取組みたい課題を募ってみた。
その結果、６名から５研究課題が提案され、平成13年度より研究を開始した。
　しかし、継続的な取組みになったのは一題であった。それは、「看護師が提供する治療処置や援
助を共有して誰もが同じ援助を実践しているはずなのに、患者の反応を含む結果が異なるが、そ
の違いはどうして生ずるのか？　おそらく看護師に対する信頼や受けたケアへの満足の違いに
よって生じているのはないか」という疑問から研究課題となった『患者・家族が信頼できる・で
きない看護師と満足できる・できない看護』であった。
　方法は、患者・家族への負担が少なく、体験の事実を含む詳細なデータを得たいと考えて検討
した。入院中の患者・家族から真実性の高いデータを得るには、利害関係のない者による面接の
必要があることから、大学教員が面接することにした。
　その結果、患者や家族から得られたデータの中には、看護の観点からは程違い、かつ、明らか
に倫理的問題と捉えられる看護職の行為や対応を示すデータも得られた。そこで、患者・家族の
匿名性など細心の注意をしつつ分析し、結果を導いた。そして、この結果は病棟内で報告・討議
され、ケア改善への取組みになり、院内・県内の病院学会での報告につながった。
　なお、倫理的問題と捉えられる看護職に関するデータについては、病棟看護の責任者である師
長に匿名性を保持しつつケア改善への取組みの必要性があることを提案した。そして、ケアの改
善への取組みが必要と考え、次年度の研究活動につなげるため、上記で得られていた患者・家族
からの素データに戻り、繰り返し読んでみると、患者・家族の看護師への信頼や看護への満足は、
結局は「看護師の対応のあり方」にあることが見出された。
　そこで、素データを「看護師の対応のあり方」の観点から繰り返して読み、抽出して分類した
結果、23項目に整理できた。これを資料にして現場の共同研究者と討議を繰り返し、18項目に再
整理できた。そして、これは「看護師の対応のあり方」に対する満足度を調査する項目として採
用できることを確認し、18項目に全体評価項目の１項目を加えて19項目とし、『正にそうである』
から『全く違う』の５件法で問う構成で、患者と家族用の「看護師の対応のあり方」に関する質
問紙調査用紙として開発した。
　平成14年度は、共同研究として、この調査用紙を活用して、当該病院の入院患者とその家族を
対象（基本的に全入院患者と調査日に面会や付き添っていた家族）に調査し、その結果を分析した。
平成15年度は、上記の全体の結果と各ユニットの結果を出して師長会議で配布・説明し、各病棟
において、結果を踏まえて患者・家族の満足度を高めるための取組みをするよう依頼し、取組み
の評価のために再度、上記質問紙調査を活用して調査・分析し、その結果を同様に返却し、再検
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討を促した。�
　なお、これらの結果を本学で毎年２月の第３土曜日に開催している「共同研究報告と討論の会」
で公表したところ、この質問紙調査用紙を活用したいという要望が多くの施設から出された。し
かし、この質問紙はその妥当性も信頼性も確保したものではないことから、一般的に活用できる
ものとして開発する必要性が生じた。
　そこで、平成16年度から共同研究者のメンバーを強化し、共同研究事業として看護援助に関す
る満足度スケールを開発する研究課題を開始した。

４）看護実践研究指導事業としての取組み
①取組みの開始
　平成15年度の上記取組みを通じて、看護に限局せず、病院全体の機能評価の一部として満足度
調査が必要であり、かつ、病院関係者ではない組織による調査が必要とのことで、院長より満足
度調査の依頼を受けた。そこで、これに協力するために、これまで共同研究として取り組んでい
たメンバーに加えて、看護研究センターと各講座１名からなるメンバーを構成し、外来部門と病
棟部門の満足度調査の質問紙を作成し実施した（平成16年９月）。この結果は、病院側の要請に基
づいて、全職員を対象に報告すると共に、病院発行の新聞にも掲載した。
　一方、この満足度調査は、看護研究センターと全講座のメンバーからなる全学的な取組みになっ
たこと、また、本学としては看護実践研究指導事業として位置づけ、その本事業の目的を達成す
るために、看護職と関連する結果を別冊にし、これを素材に看護職（外来・病棟の師長・主任）
を対象にした研修会を開催することとした。
②取組みの実際と成果（評価）
　各年度の事業名と目的、実施方法・内容・結果の概要は表のとおりである。
　事業として開始された平成15年度は「病院利用者の満足度調査結果を素材に看護実践の改善を図
るための研修会」、平成16年度は平成15年度の内容を引き継ぎつつも、患者・家族の満足度を高め
るために、調査結果より導かれた課題への現実的・具体的取組みの検討と実施・評価を繰り返した。
　平成17年度は、患者・家族の満足度を高める上で、現場看護職にとって不当と捉えられる患者・
家族の要求にどう応えるかという観点で対応困難事例について検討する研修会を実施した。�しか
し、これまでの満足度調査結果を素材にしたものも、平成17年度の対応困難事例も、利用者中心
の看護を実現するために課題の根本は利用者中心の看護を実現するためにと言いつつも、看護職
の患者・家族の捉え方や看護のあり方の問題であり、倫理的観点の強化の必要性があると判断で
きた。
　そこで、平成18・19年度は、看護倫理に焦点を当て非倫理的体験事例について検討する研修会
を実施した。�これらの研修は、いずれも体験事例を活用したことから、現実的・具体的取組みの
必要性や方法を見出す研修になり、肯定的評価が得られた。
　しかし、一方で、事例が非倫理的であるが故に、事例提供者にとっては、ややもすると自信を
喪失させたり、管理者の責任を問われる状況も生じたりしたため、平成20年度は、倫理的取組み
に適った体験事例を検討する研修会を実施した。この事例の検討からこれまでの患者・家族の特
性やニーズに対応した看護というより、病院の規則や規定を重視し、ステレオタイプ的・マニュ
アル的対応が志向・実施された看護に対する省察が行われ、利用者中心の看護の実現のためには、
看護職の独自性・自律性発揮が必要であることが再認識された。また、看護職が自律的であれば
こそ、これまでのような医師に追従する看護ではなく、真の意味で医師と協働することも可能で
あることを見出すに至った。
　研修の対象は、まず、看護管理者の認識の変容・育成から始めることが必要ということから師長・
主任を対象に、そして取組みを看護現場により浸透させるためにリーダー的役割を担う看護スタッ
フへと拡大していった。研修方法は、いずれの研修も基本的には教員がメンバーとして、�またファ
シリテーターとして参加する小グループによる討議、次いで、グループ討議の内容を全体で共有し、
その後、全体討議、そして必要に応じて看護管理のトップマネージャーや教員により講評する形
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式をとった。
　これらの研修の企画に際しては、特に平成16年度以降は、学内教員間で前年度の研修の評価を
して課題を明らかにし、それを反映させた次年度の企画案を検討して、当該病院の看護管理のトッ
プマネージャーとの話し合いで決定する方法をとった。これは、当該病院における看護活動上の
課題を共有しつつ、実践したことから、現場のニーズに即したものとして評価できる。ただ、殊
に平成17年度のように、病院の改築に伴う病床の移動、電子カルテへの移行に伴う研修などが例
年にない現場での取組みになり、企画した通りに研修会を実施できなったこともあった。
　しかし、�本事業が当該病院のニーズを確認しながら継続して実施できたことは、少なくとも本事
業のねらいであった「利用者中心の看護とは」に関して、認識を新たにできたと捉える。また、
看護職の本事業を通じての取組みが、病院機能評価においても評価され、貢献できたと捉える。

表Ⅲ-3-2 各年度の事業展開の経過の概要
年度 事業名・目的 実施方法・内容・結果
15 ＜事業名＞

病院利用者の満
足度調査から導
く看護実践の改
善に向けて

＜目的＞
利用者主体の医
療サービスの実
現に向けた看護
実践の改革を追
求できる看護職
育成を目指す

１．利用者満足度調査の実施
目的：外来診療利用者及び入院治療を受けた患者とその家族を対象に利用体験を明らか

にする
方法：調査対象を以下のように分けた質問紙調査
　○外来診療利用者への調査
・実施日：平成15年９月12日（金）1日
・対　象：全外来診療利用者
・方　法：外来受診時に配布・回収
　　配布数：1,980部
　　返送数：1,268部、回収率64.8％
　○入院治療を受けた患者とその家族への調査
・実施日：平成15年９月１日〜30日
・対　象：上記１ヶ月間に退院した患者とその家族
・方　法：退院時に配布、退院後２週間程度で返送
　　配布数：1,019部
　　返送数：患者332部、回収率32.6％
　　　　　　家族は298部、回収率29.2％
２．研修会：満足度調査結果とこれから見た看護活動上の課題とその取組みの共有化
目的：利用者満足度調査の結果を踏まえて、看護の質的向上のための取組みを検討
方法：上記満足度調査の結果の報告後、グループに分かれて、調査結果を踏まえた今

後必要な取組みを討議→討議内容を全員で共有
　○外来部門
・実施日時：平成16年３月２日（火）17時30分〜19時30分
・対象：各外来ユニットの主任
・参加者：看護部長、看護部長補佐、副看護部長及び各外来主任23名
　○入院部門
・実施日時：平成16年３月４日（木）17時30分〜19時30分
・対象：各病棟ユニットの師長と主任
・方法：看護部長、看護部長補佐、副看護部長及び各病棟の師長・主任、36名

16 ＜事業名＞と
＜目的＞は、
平成15年度と同
じ

＜研修会：満足度調査結果からみた課題への取組み＞
目的：15年度の研修を通じて明確になった課題に対して各ユニットで現実的・具体的取

組みを挙げ、主体的に実施・評価し、今後、必要な取組みの内容・方法を見出す
対象及び方法：
　・対象：各ユニットの師長・主任
　・方法：各ユニットでの取組みの具体的内容とその評価を5分程度にまとめて報告→

全体討議
　・実施日時　　第１回：平成16年11月30日、18時〜20時
　　　　　　　　第２回：平成17年２月22日、17時30分〜19時30分
　・参加者：上記２回とも看護部長、看護部長補佐、副看護部長および各ユニット（外

来５ヶ所、病棟21ヶ所）の看護師長・主任の総計46名
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17 ＜事業名＞と
＜目的＞は、
平成15年度と同
じ

＜研修会：対応困難事例の検討＞
目的：利用者中心の看護を目指し、患者の満足度を高める取組みをしてきているもの

の、患者・家族の高い権利意識に基づく過度・過剰と捉えられる自己主張や要望
に対して看護師としてどこまで対応すべきか疑問を持つ事例があり、対応上、
困っているという背景から、研修目的を日々の看護活動上、体験する対応困難事
例について討議を通じて対応策を見出し、利用者中心の看護の実現をめざす

対象および方法
　・対象：対応困難事例に直接的に遭遇して対応を求められることや後輩から相談を受

ける頻度が高い中堅層のリーダー的看護スタッフ
　・方法：「対応に苦慮した体験事例」を全ユニットに依頼し、得られた21事例につい

て参加者を６グループにわけ、各々が提出した事例を検討できるように編成
　なお、研修１週間前に対象にグループと担当事例を配布し、その対応策を検討して
研修に臨むように周知
　・実施日時：平成17年６月28日（火）17時30分〜19時
　・実施場所：当該病院の講義室
　・参加者：看護部長、看護部長補佐、副看護部長、教育担当師長参加のもと、研修対

象は、21ユニット各２名の中堅層のリーダー的看護スタッフ42名

18 ＜事業名＞
利用者中心の看
護実践に向けて
の倫理的視点か
らの取組み

＜目的＞
利用者中心の看
護の実現を目指
し、看護の倫理
的感受性を高め、
実践および看護
スタッフへの教
育・指導力の育
成する

＜研修会１：非倫理的事例の検討会２回＞
目的：看護倫理に抵触すると捉えられた体験事例（非倫理的事例）の検討会を通じて倫

理的感受性を高める
対象および方法
　・対象：看護管理者である各ユニットの師長
　・方法：５名１グループに４グループ編成し、体験した非倫理的事例（１回目は１事

例、２回目は２事例）について、日本看護協会の15条文からなる『看護者の
倫理綱領』を活用して「倫理的視点からのどのように問題か？」「倫理的問
題解決のためのキーワードは？」「倫理的問題解決のための行動モデルは？」
の観点から検討→質疑応答→全体討議

　なお、２回目は検討事例を事前に配布し、各自検討して研修会に臨むように変更
　・実施日時：１回目は１事例、２回目は２事例について、
　　　検討会：１回目は、平成18年11月１日（水）、２回目は同年12月11日（月）の各々

17時30分〜20時
　・実施場所：当該病院の講堂
　・参加者：看護部長、副看護部長参加のもと１回目は師長20名、２回目は18名
＜研修２：看護実践を評価するための方法＞
目的：看護実践の結果を客観的に評価する方法として、統計学的手法を用いた評価方法

について理解する
対象および方法
　・対象：当該病院の全看護職
　・方法：「臨床疫学　EBM実践のための必須知識」を基に資料を示しながら、コホー

ト研究、研究バイアス、オッズ比などを中心とした講義
　・実施日時：12月5日（火）17時30分〜20時
　・実施場所：当該病院講堂
　・参加者：外来看護職16名、病棟看護職92名
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19 ＜事業名＞と
＜目的＞は、
平成18年度と同
じ

＜研修会：非倫理的事例の検討会3回＞
目的：体験した（している）「身体拘束適用事例」について、倫理的観点から検討し、

倫理的感受性を高めるとともに、日常の看護活動において、拘束廃止や早期解除
にむけて取組むことができる

対象および方法
　・対象：各ユニットの師長と主任
　　各ユニット師長のみでなく、主任まで対象を拡大し、本取組みが施設全体の取組
みとして推進されることを意図
　・方法：看護現場でややもすると、安全を理由に安易に適用される「身体拘束」に
ついて、「廃止・早期解除」の観点から、現場での身体拘束適用事例を素材に、「看
護者の倫理綱領」を活用した事例検討会として、グループ討議（12グループ）→全体
討議として３回実施
　　１回目：１事例、２回目：２事例、３回目：２事例
　　　（各グループ１事例の検討）
　　なお、１回目は、グループ討議、全体討議後、身体拘束による影響と廃止・早期
解除への取組みに関するミニ講義
　・実施日時と参加者
　　１回目：平成19年７月10日（火）、参加者：68名
　　２回目：平成19年11月５日（月）、参加者：63名
　　３回目：平成20年１月８日（火）、参加者：70名
　　　いずれも看護部長の参加のもと、17時30分〜19時30分
　・実施場所：当該病院講堂

20 ＜事業名＞と
＜目的＞は、
平成18年度と同
じ

＜研修会１：倫理に適った取組みになった事例検討＞
目的：倫理に適った看護実践ができた体験事例とし、ありたい現場（職場）を描き、看

護職自ら主体的に実践を改善していくためのプロセスを支援する
対象および方法
　・対象：各ユニットのチームリーダーの役割を担うスタッフ
　　　　　師長・主任はグループ討議の進行役を担う
　・方法：「看護者の倫理綱領」をベースに倫理に適った取組みの体験事例について
「何がどのように倫理的問題となる可能性があったか」「倫理的問題を回避できる適
切なケアの決定ができたのはなぜか」「その決定の根幹にあるものは何だったのか」
「何がこのような決定を可能にしたのか」「今後、自分の職場で自身がジレンマに
陥った時にどう対処していけばいいか」などをグループ討議→全体討議
　グループワークを効果的に進めるために、２回（日）に分けて実施（１日20名前後
で１グループ５名程度）
　・実施日時：10月７日（火）・８日（水）、17時30分〜19時15分
　・参加者数：43名

＜研修会２：研修１を通じての取組み＞
目的：研修１を通じて、各部署における倫理的問題や課題への取組みの実際を共有する

とともに、今後のあり方を見出す
対象および方法
　・対象：研修１と同様
　・方法：「10月の研修会での学びをどのように実践に活かすことができたか、また
は活かすことができなかったか、自己の実践に引き付けて考える」「各自の実践をグ
ループおよび全体で共有し、個々の看護師が倫理的課題に対処していくためには、部
署全体としてどのような活動やサポートがあるとよいか」についてグループ討議→全
体討議
　・実施日時：12月16日（火）17時30分〜19時30分
　・参加者数：43名

５）最後に
　看護実践研究指導事業は、県下の看護職の質の向上を目指した全学的取組みであり、数多くの
テーマに取り組んできている。しかし、本事業のように一施設を対象に、かつ長年にわたって全
学的取組みをした例はない。このように６年にわたって取り組んできた本事業は、一応の成果が
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得られたとして、平成20年度をもって終了とした。
　今後は、これまで本事業で取り組んできたことを基盤に、さらに利用者中心の看護をより確実
なものにする現場での取組みが求められ、看護部が、また各ユニットの病棟管理者が、もしくは
看護スタッフが自主的な取組みをして発展させることが必要と考える。看護専門職として志向す
る「利用者中心」の観点は変わることはなく、むしろこのような観点から看護職が果たす役割は益々
増大・拡大すると捉えられる。当該病院は、今後、県下の中核病院として、さらに看護の変革・
改善に取組み、看護のモデル的役割を果たす病院として機能することを期待したい。

� （文責：看護研究センター　会田敬志）

※小野幸子・元看護研究センター教授（現新潟県立看護大学教授）が執筆し、『平成20年度看護実践研究指導事業
報告書』（2003年３月）に掲載した「利用者中心の看護実践に向けての倫理的視点からの取組み（平成15〜20年度）」
を加筆・再構成して掲載しています。
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４．岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援
� （平成15年度〜）
１）趣旨
　本学では、岐阜県下の看護職者の資質の向上を広範囲に追求する必要性から、大学院看護学研
究科の教育を開始するにあたり、県下の看護職者の有志に対し「岐阜県看護実践研究交流会（以下、
交流会）」の設置を呼びかけた。平成15年２月に本会が発足し、本学教員は賛助会員として、交流
会の諸活動に対して協力する体制ができた。
　交流会は、県下の実践に従事する看護職が、自らの看護実践の改善のために主体的に研究に取
組む力を高めることと、その体験を共有・交流することにより、看護実践の改革と看護サービス
の質の向上を図ることを目的として活動している。また、年に一回、岐阜県看護実践研究交流集
会（以下、交流集会）を開催し、研究成果の共有を図っている。
　本学教員は、平成15年の交流会発足以来、賛助会員として継続して交流会の諸活動を支援して
きており、研究支援もその一つである。研究支援の運営実務は看護研究センターが担っており、
効果的な研究支援システムとして機能するために交流会役員と協議を重ねつつ実施している。

２）事業担当者
　研究支援の運営実務担当者は、14年間で計９名であった。表Ⅲ-4-1に年度別の担当者を示した。

表Ⅲ-4-1　事業担当者
年度 担当者の所属と氏名
15 看護研究センター：岩村龍子、グレッグ美鈴、大川眞智子
16 看護研究センター：岩村龍子、グレッグ美鈴、大川眞智子
17 看護研究センター：岩村龍子、グレッグ美鈴、大川眞智子
18 看護研究センター：小野幸子、岩村龍子、大川眞智子、古田さゆり
19 看護研究センター：小野幸子、岩村龍子、大川眞智子、古田さゆり
20 看護研究センター：小野幸子、岩村龍子、大川眞智子、古田さゆり
21 看護研究センター：小野幸子、岩村龍子、大川眞智子、古田さゆり
22 看護研究センター：大川眞智子、岩村龍子、田辺満子
23 看護研究センター：大川眞智子、岩村龍子、田辺満子
24 看護研究センター：大川眞智子、岩村龍子、田辺満子、丹菊友祐子
25 看護研究センター：大川眞智子、岩村龍子、田辺満子、丹菊友祐子
26 看護研究センター：大川眞智子、岩村龍子、田辺満子
27 看護研究センター：大川眞智子、岩村龍子、田辺満子、小森春佳
28 看護研究センター：大川眞智子、岩村龍子、田辺満子、小森春佳、松下光子

３）研究支援の方法
　研究支援の受付後、学内で担当教員を選び、教員が申請者と面接を行い、支援適用の可否を決
定する。看護職が主体的に研究に取り組むことを重視し、１年間の支援期間内に研究計画や進捗
状況に応じて、数回程度の面接やメールによる相談への対応や助言、指導といった支援を行う。
その際、実践から乖離した支援にならないよう、対象者に来学を求めるだけでなく、現地に出向
く形態もとる。また、支援を受ける看護職には交流集会で報告することが求められているので、
報告方法や報告書作成についても支援する。
　また、研究支援の評価を行うため自己点検評価を実施している。１年間の支援期間終了後、支
援を受けた看護職及び支援を実施した教員の双方から意見・感想を把握し評価を行う。
　なお、研究支援の流れ（平成28年度現在）について、図Ⅲ-4-1に示す。
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４）実績
　研究支援の実績は、表Ⅲ-4-2に示したとおりである。

表Ⅲ-4-2　岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援の実績（平成15〜28年度）

年度
支援
した
課題数

当該年度に支援を開始した課題
課題数
（　）内は
継続研究

対象看護職

総数 看護師 保健師 助産師 所属施設（実数）

15 7 7 16 14 1 1 病院5、市町村1
16 13 6 14 12 2 病院4
17 17 11 32 30 1 1 病院8、市町村1
18 23 14（2） 46 46 病院8
19 22 8（1） 30 30 病院3、訪問看護ステーション1
20 19 12（3） 46 46 病院6
21 20 8（3） 34 34 病院5、特養1
22 11 3（1） 8 7 1 病院2、開業保健師1
23 13＊① 10＊①（1） 21 15 6 病院4
24 14 8（4） 19 16 3 病院4、社会福祉施設1
25 15 9（1） 26 26 病院4
26 16 7（1） 12 11 1 病院5
27 14＊② 7＊②（1） 8 8 病院5
28 18＊③ 13＊③（3） 24 19 5 病院6、市町村1、社会福祉施設1

総数 222 123（21） 336 314 11 11
病院22、市町村3、特養1、
訪問看護ステーション1、
社会福祉施設1、開業保健師1

＊①平成23年度課題のうち、2課題は年度途中で研究中止
＊②平成27年度課題のうち、1課題は年度途中で研究中止
＊③平成28年度課題のうち、1課題は年度途中で研究中止

申込み受付（交流会役員：研究支援受付担当）
看護研究センター担当者へ連絡

看護職へは看護研究センターから評価用紙を送付する。教員はフォーマットへの記入。

＊　支援的な面接をする
＊　研究スケジュール・支援時期･内容の確認
＊　交流集会での報告、自己点検評価の実施の確認

原則として 1回以上の報告が求められる。1回目の報告が中間報告の場合、
翌年度に研究結果（成果）の報告が必要である。

面接・メールによる数回程度の支援
（交流集会で必ず報告する）

（内容不明確なもの）

支援開始

面接（看護研究センター教員）

看護研究センターで検討

適切と思われる教員に打診し調整する（看護研究センター教員：適時、領域責任者に相談）

支援予定教員による研究支援を申請した看護職との面接

面接結果を所定の用紙を用いて看護研究センターに連絡する

看護研究センターから本人に通知文を送付するとともに、交流会役員・支援教員・
看護研究センター運営委員会・研究交流促進部会にも報告する

岐阜県看護実践研究交流集会での発表・報告書の作成

支援終了後：教員と支援を受けた看護職双方からの自己点検評価

支援適用 不適用

図Ⅲ-4-1　研究支援の流れ
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　過去16ヵ年（平成15年度〜28年度）において支援した課題の総数は222課題であり、平均13.9課
題／年度である。
　また、平成18年度以降、毎年、継続支援の研究課題が１〜３課題みられる。
　支援対象の看護職は、看護師が約９割を占めており、養護教諭からの支援申請はなかった。また、
看護職の所属施設は、病院が約８割で、病院以外は、市町村３課題、特別養護老人ホーム・訪問
看護ステーション・社会福祉施設・開業保健師が各１課題であった。
　なお、支援申請は随時受付としているため、１年間の支援期間は年度をまたがるものが多い。よっ
て、当該年度に「支援した」課題数は、「支援を開始した」課題数より多くなっている。

５）成果
（1）自己点検評価結果から捉えた成果
　平成27年４月から平成28年１月末までに支援を終了した７題のうち６題の支援対象（現場看護
職）及び支援した教員から、以下のとおり自己点検評価の回答が得られた。
①�研究支援を受けた看護職の意見
＜研究支援を受けて良かったこと＞
　６題すべてに記載されており、「無事に研究を終了することができた」「丁寧に教えていただき、
安心して行えたことがとてもよかった」「客観的な視点と広い視野で助言をいただいた」「独りよ
がりにならず、他者が理解しやすい内容に近づけることができた」「専門的で丁寧な指導をいただ
くことができよかった」「分析にあたり、いろんな視点でみることができた」等であった。
＜実践の改善・充実につながったこと＞
　５題に記載されており、「病棟スタッフ全員が意識し、深く患者と関わるようになった」「研究
の取り組みが現場の看護師に浸透し、現在も定着して進めることができた」等が挙げられた。また、
今後、どのように実践の改善・充実につなげていきたいかについては、「患者の思いについて、じっ
くり耳を傾け看護援助につなげたい」「今回の取り組みを病院全体に広げたい」「今回の研究結果
から、実際に行うことができる内容を実施していけたらよい」等の意見が確認された。
②�研究支援を担当した教員の意見
＜教育・研究活動への発展・充実＞
　「看護現場の課題を学ぶ機会になった」「大学院授業の内容を考える示唆を得た」「研究への示唆
を得た」「研究内容および他教員の研究指導方法を学ばせていただいた」「今後の教育・研究活動
に役立てることができる」等が挙がっており、看護職に研究支援を行うことは、教員が学びを得
る自己研修の機会になっていた。
（2）支援を受けた看護職を対象にした面接調査結果から捉えた成果
　平成21年度〜23年度に研究支援を受けた看護職12名を対象に面接調査を行った結果（大川ら，
2015）、研究支援を受けて研究に取り組んだことにより、【対象・家族の立場に立った看護を意識
するようになった】【看護に対するモチベーションが上がった】【根拠を明確にすることを意識す
るようになった】【記録の充実を図るようになった】【課題が明らかになり改善の必要性の認識が
高まった】等、看護実践に関する認識への肯定的影響が確認された。
　看護実践の充実・改善状況としては、【実践改善のための取組み体制の充実・改善ができた】【ス
タッフへのケアの充実・改善の取組みが広がった】【ケア方法の充実・改善ができた】【ケアの充実・
改善のためのツールの作成ができた】【スタッフ間の情報共有・意思疎通の充実・改善ができた】
等が挙げられ、支援を受けた看護職が取り組んだ研究が看護実践の充実・改善に直結していたこ
とが確認された。
　また、研究に関する認識の変化としては、【実践と研究のつながりや実践現場で研究に取り組む
意義がわかった】【研究に取り組む上で大事にすべきことに気づいた】【研究に対する取組み意欲
が高まった】【研究に対する自信がついた】等が挙げられ、看護実践に関する認識と同様に肯定的
な影響が確認された。
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６）課題と今後の方策
（1）研究支援のあり方・方法について
　平成27年度の自己点検評価によると、支援方法は、面接に加えて、メールでのやり取り等、適宜、
現場看護職のニーズ（時間や支援内容など）に合わせる形で実施されていた。面接回数（テレビ
会議を含む）は４〜６回程度であり、メールでの支援も複数回にわたっている。これらの方法は、
現地側からは肯定的に評価されており、看護職の勤務や研究の進み具合に配慮した結果でもある
が、効率的に進めるためにもWeb会議システムの導入など、今後の検討が必要である。
　支援を受けた看護職を対象にした面接調査の結果（大川ら，2015）から、本学の研究支援は、
支援を受けた看護職の実践や研究に対する認識に肯定的影響を与えており、実践現場での看護実
践の改善・充実を導いたと考える。一方、支援終了後も何らかの研究に取り組んでいるのは12名
中１名であった。支援を受けた看護職が、支援終了後も主体的に実践現場での研究活動を継続・
発展させるための研究支援のあり方を検討することは今後の課題である。また、研究支援を受け
て困ったこととして、研究支援システムの理解の不十分さが挙げられていたことから、支援を受
ける看護職に対して、初回面接時に研究支援の流れやシステムの説明を丁寧に行うことは、今後
も継続していく。
　交流会会員への研究支援は、県内の看護の質向上に寄与するため、本学が全学体制で地域貢献
として実施しているが、同時に県内看護職者の看護生涯学習支援としての側面もある。今後、本
学が、県内看護職者の看護生涯学習支援の拠点として機能していくためにも、交流会活動のあり
方を含めて、研究支援のあり方・方法についての包括的な検討が必要である。
（2）研究支援を受ける看護職の職種・施設の拡大
　研究支援の申請は病院看護職に偏っている。今後は、病院以外の看護職の支援ニーズを発掘して、
対応していくことも必要である。卒業者や修了者を含めた県内看護職へのPRを充実させる一方で、
研究支援システムのあり方そのものが県内看護職のニーズに即しているのか、見直す必要はある
と思われる。研究支援は、今まで支援を受けた多くの看護職者から肯定的評価を受けているが、
今まで申請の少なかった職種や施設等に支援の利点が効果的に伝わる方法について、今後も交流
会役員会と協働で検討していきたいと考える。

文献
大川眞智子，岩村龍子，田辺満子，ほか．（2015）．岐阜県立看護大学における看護実践研究支援
の成果と課題．岐阜県立看護大学紀要，15（1），139-147.

� （文責：看護研究センター　大川眞智子）
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５．本学卒業者の看護生涯学習支援
� （平成18年度〜22年度）
１）趣旨
　本事業は、本学卒業者を対象に生涯学習の一環として取り組んだものである。平成18年度から
20年度は、県内に就業した卒業者を対象に、卒業者個々の看護実践の現状に即して看護実践研究
指導を現地で促進し、職場定着を支える目的で、個別訪問面接研修を行い、その面接結果から課
題を共有し、今後の改善策を検討するワークショップ実施した。平成18年度実施結果から卒業し
て間もない時期に、リアリテイショックから職場に十分適応できず離職を考えやすいことが明ら
かとなった。
　そこで、平成19年度からは、新たに、前年度卒業者全員を対象に卒業２〜３ヵ月頃に、新卒者
交流会を、さらに、20年度からは、新卒者交流会参加者の要望を受けて卒後2年目卒業者交流会を
開催することにした。
　新卒者交流会・卒後２年目卒業者交流会は、職場定着に向けた就業支援に加えて、本学が取り
組む共同研究や研究支援への参加、大学院博士前期課程への進学等の生涯学習に対する卒業者の
認識を高め、その活用促進を目指すことを目的に取り組んだ。

２）事業担当者
　事業担当者は、５年間で計19名であった。表Ⅲ-5-1に年度別の担当者を示した。

表Ⅲ-5-1　事業担当者
年度 担当者の所属と氏名

18

看護研究センター：小野幸子、岩村龍子、大川眞智子、古田さゆり
地域基礎看護学講座：黒江ゆり子
機能看護学講座：栗田孝子
育成期看護学講座：泊祐子、石井康子
成熟期看護学講座：田中克子
学部長：北山三津子

19

看護研究センター：小野幸子、岩村龍子、大川眞智子、古田さゆり
地域基礎看護学講座：黒江ゆり子
機能看護学講座：栗田孝子
育成期看護学講座：泊祐子、石井康子
成熟期看護学講座：田中克子
学部長：北山三津子

20

看護研究センター：小野幸子、岩村龍子、大川眞智子、古田さゆり
地域基礎看護学講座：北山三津子
機能看護学講座：栗田孝子
育成期看護学講座：石井康子、谷口通英
成熟期看護学講座：田中克子
学部長：黒江ゆり子

21

看護研究センター：田辺満子、岩村龍子、大川眞智子、古田さゆり
地域基礎看護学講座：森仁実
機能看護学講座：小西美智子
育成期看護学講座：服部律子
成熟期看護学講座：古川直美

22

看護研究センター：田辺満子、岩村龍子、大川眞智子
地域基礎看護学領域：森仁実
機能看護学領域：両羽美穂子
育成期看護学領域：服部律子
成熟期看護学領域：坪井桂子

３）実施方法と内容
　本事業は全学的取り組みであることから、各看護学領域（21年度までは講座、22年度から領域
に名称変更）の代表者と看護研究センターの教員が企画・運営し、その調整等を看護研究センター
の教員が担当した。
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（1）個別訪問面接研修とワークショップ（平成18年度〜20年度）
　卒業研究指導者であった教員が主となるよう各看護学領域（講座）で面接研修担当者を調整し
て１〜２名の教員が卒業者とその就業施設看護部長・学校長等管理者に本事業の趣旨・方法など
を説明して了解を得、就業施設へ個別訪問して、卒業者と看護管理者等に個別に面接研修を実施
した。次いで、面接内容・結果をまとめ資料にして、本学卒業者の職場定着と看護実践研究に取
り組む上での課題を共有し、今後、必要な取組みを検討するワークショップを実施した。
　なお、各年度における実施対象者の決定は、県内就業者で卒業年度、卒業研究の領域、就業施
設等を考慮し、45名前後になるよう調整した。取り組みの概要を表Ⅲ-5-2に示す。

表Ⅲ-5-2　個別訪問面接研修とワークショップの概要
１．個別訪問面接研修 ２．ワークショップ

目的

本学卒業者の職場定着と看護実践研究の支援のため
に、卒業者が就職している職場に訪問し、卒業者と（看
護）トップマネージャーに本学卒業者の職場定着と看
護実践研究への取組みの現状を把握し、課題を明らか
にする。

卒業者を対象にした面接内容・結果から、本学卒業者
の職場定着と看護実践研究へ取り組む上での課題を共
有し、今後必要な取組みを明らかにする。

方法

【個別訪問面接による研修】
面接による聞き取り内容
＜卒業者＞
①基本的属性、②職場定着に関して、③施設内外の研
修・教育について、④本学の生涯学習支援について、
⑤就業支援体制について大学に希望すること、⑥生涯
学習支援について大学に希望すること、⑦面接を受け
ての感想・意見
＜病院の看護のトップマネージャー＞
①基本的属性、②平成16年〜これまでの年度別の採用
者と離職者・配置転換者およびその理由、③配置転換
希望聴取のシステムについて、④職場への適応促進や
離職予防への方策、⑤面接を受けての感想・意見
＜学校長＞
①新規採用研修の実態（教育プログラムの有無，教育
システム・方法など）、②教員研修の実態（校内研修、
校外研修）、③自己学習環境の支援状況（時間の確保，
就職施設での図書の整備など）、④研究的取組みの支
援状況、⑤本学の生涯学習支援への働きかけの状況、
⑥大学院進学の支援の体制・状況、⑦就業支援体制や
生涯学習支援について看護大学に期待すること
＜保健所等の看護職上司＞
①基本的属性、②平成16〜19年度の採用者と離職者・
配置転換者およびその理由、③配置転換希望聴取のシ
ステムについて、④職場への適応促進や離職予防への
方策、⑤就業支援体制や生涯学習支援について大学に
期待すること、⑥その他、大学教育に期待すること
【ワークショップの案内】
　ワークショップの目的・方法・日時などに関する情
報を提供し、参加を促す

【進め方】
１．面接結果の報告
卒業者から得られた面接結果を資料にして配布すると
とともに報告して共有
２．職場の種類別にかつ５〜６名を１グループとして
グループの討議
＊各グループに参加者の卒業研究領域の教員が参加
①報告内容全般、および面接時の聞き取り内容の項目
ごとに参加卒業者の状況を確認しつつ共有し、自施
設や自己の状況の振り返り
②所属現場の看護活動上の問題・課題とその取り組み
状況の共有　→　取り組む上での困難感や支援状況
　→�必要に応じて教員による支援
③本学が取り組んでいる生涯学習支援について、看護
研究センターのリーフレットを活用して説明（卒業
時の実施した説明を強化）�→　キャリアアップの考
えに基づいて支援
④これまでの看護実践において困ったこととそれに対
する対処および本学に望む支援
⑤必要に応じて、個別面談による相談対応
⑥ワークショップ参加しての感想など、自由記述によ
る感想・評価のアンケート
＊飲み物、軽食を準備し、リラックスして討議ができ
るよう配慮

時期 ４月〜10月
場所 就業施設の卒業者の指定場所 本学講義室

（2）新卒者交流会・卒後２年目卒業者交流会（平成19年度〜22年度）
　平成19年度より、表Ⅲ-5-3に示すように「新卒者交流会」を、平成20年度から、表Ⅲ-5-4に示す
ように「卒後２年目卒業者交流会」を新たに立ち上げた。
　新卒者交流会については、前年度卒業者全員を対象に５〜６月の職場不適応を起こしやすい時
期に、卒業者が参加しやすいよう土曜日と平日の２日間を設定し実施した。
　卒後２年目卒業者交流会については、前々年度卒業者全員を対象に新卒者交流会と同一日の２
日間実施することにした。なお、22年度については、10月に創立10周年記念事業が実施され、そ
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れに合わせて看護学部同窓会設立総会が開催されることから、５月の１回のみとした。
　交流会の案内状配布時には、本学の就業・看護生涯学習支援としての取り組みを紹介するリー
フレット及び学部同窓会加入案内等を同封して、大学が全学体制で卒業者支援を実施しているこ
とをPRした。また、交流会参加者に対しても、全学的な就業・生涯学習支援の取り組みを説明し、
その活用を促すよう説明した。
　２日間とも講義室105にて、13：00〜14：30の開催とした。本学の生涯学習支援についてのオリ
エンテーションのあと、新卒者交流会では、卒業研究の領域および職種別に卒業者４〜６名と各領
域から卒業者を中心に運営協力依頼をした教員２〜３名のグループに分かれ、意見交換を行った。
　交流時のグループ編成については、より卒業者同士が職場の現状や思いを共有し、意見交換を
行うことができるよう、新卒者と２年目卒業者の職種・卒研領域を考慮して行った。
　教員は適宜、意見を引き出す形でグループにかかわり、その場で必要に応じた指導・助言を行っ
た。グループ内での意見交換については、参加教員が記録し、学部教育や卒業者支援のありよう
を検討する素材にすることにした。
　終了後に、参加者を対象に質問紙調査を行い、時期や方法の適切性、参加してよかったこと、
要望などを把握した。また、グループワークで気になった卒業者や個別に対応した卒業者につい
ては、参加教員から報告を受け、今後の支援を検討した。

表Ⅲ-5-3　新卒者交流会

目　的 所属現場での体験を共有するとともに交流を通じて、職場への適応促進と看護職として成長するため
の自己のあり方を見出すこと

方　法

【案内・参加の勧奨方法】
・実施日時は、参加しやすいよう２回実施する
・企画の趣旨・日程などを卒業前より案内し、卒後には、個別に案内文書を送付する（県内外の新
卒者全員）
・卒業者が参加しやすいよう上司宛に依頼文書を送付する（県内のみ）

【当日の進め方】
１．本学の生涯学習支援に関する情報提供
２．職場の種類別に、かつ５〜６名を1グループとしてグループでの交流（自主的にグループ編成）
　＊各グループに参加者の卒業研究領域の教員が参加
①自己紹介：所属施設・部署と看護実践状況および実践上の困難感や支援状況、及び本学の望む支援
②所属施設や部署における看護実践上の課題とその取り組み、キャリアアップに対する考えに基づい
て支援
③ワークショップ参加しての感想など、自由記述による感想・評価のアンケート
３．必要に応じて、個別面談による相談対応
＊飲み物、軽食を準備し、リラックスして討議ができるよう配慮

時　期 卒後２〜３ケ月後
場　所 本学講義室
参加教員 参加卒業者数から各グループに２・３名配置できるよう各講座責任者に参加を依頼

表Ⅲ-5-4　卒後2年目卒業者交流会

目　的 所属現場での体験を共有するとともに交流を通じて、看護職として成長するための自己のあり方を見
出すこと

方　法

【案内・参加の勧奨方法】【進め方】は、基本的に新卒者交流会と同様、但し、グループ編成は卒後２
年目卒業者のグループとして独自に編成する。また、新卒者とは異なり、リアリテイショックからは
克服していると捉えられることから、看護実践上の課題やキャリアアップに対する考えに基づいた支
援を強化する。

時　期 「新卒者交流会」と同日開催
場　所 参加人数により、新卒者交流会とは独立して本学講義室
参加教員「新卒者交流会」と同様

４）結果
（1）個別訪問面接研修の実績・評価
　個別訪問面接研修の各年度別実施状況は、表Ⅲ-5-5に示すとおりであった。なお、卒業者との面
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接日時の調整が困難で計画した年度に個別訪問面接研修が実施できなかった卒業者については、
次年度に実施した。
　その結果、３年間で、病院21施設の卒業者90名、管理者延16名、学校７施設の卒業者７名、管
理者６名、保健所・保健センター・地域包括センター15施設の卒業者16名、管理者９名、事業所
１施設の卒業者１名、管理者１名であった。

表Ⅲ-5-5　個別訪問面接研修実施状況
実施年度 18 19 20

予定対象施設数 病院
5施設

学校
7施設

病院
6施設

保健所、保健セ
ンター、地域包
括支援センター
15ケ所

病院
11施設

学校
1施設

事業所
2ケ所

予定対象卒業者数 36名 7名 38名 16名 46名 1名 2名
実施対象施設数 5施設 7施設 4施設 15施設 11施設 0 1施設
トップマネージャー数 5名 6名 4名 9名 7名 0 1名

卒業者数 33名 7名 32名 16名 24名 0 1名
実施日 平成18年8月〜10月 平成19年5月〜8月 平成20年4月〜8月

①卒業者を対象にした個別訪問面接研修について
　卒業者の面接研修の結果として、殊に３〜４年目を迎えた卒業者は、新卒者とは異なり、自立・
自律した看護実践が可能になるだけでなく、後輩もでき、早い者ではプリセプターの役割を担う
など、所属部署における自己の位置・役割が明確になってきている現状が伺えた。ただし、勤務
時間について、超過勤務や時間外研修などにより、自由な時間確保が難しいと答えた卒業者が少
なくなかった。
　看護実践研究については、所属部署での取り組みに関与しながら実践している者、現場の多忙
さから必要性を認めながらも取組めないでいる者など様々であった。また、自己のキャリアアッ
プについても、具体的な目標や方策が定まってきている者がある一方で、「このままでいいのか」
と疑問をもちながらも、方向を見出せないでいる者もみられた。また、結婚やそれに伴う転居な
どの理由から職場変更が必要になっている者もみられた。しかし、本学が取り組んでいる生涯学
習支援について、卒業前、卒後もあらゆる機会を通じてPRしているが、これらを理解している者
が必ずしも多くないために活用できていない現状もあり、個別に相談している者がごくわずか見
られる程度であった。
　卒業者の本事業に対する評価は、「施設で教員と話し合えてほっとし、支えられ、元気が出た」「自
己を振り返る機会になった」等々、概ね肯定的であった。
　以上のことから、本学が実施している生涯学習支援のPRの更なる強化とともに、卒業者の職場
選択、転職、進学などに向けた支援ニーズに対して、就職情報の提供、卒業者同士による情報交
換可能なシステムの構築、また、大学と接点が乏しい卒業者の就業・生涯学習支援ニーズの把握
方法などの検討が必要と考えた。
②施設看護管理者等への個別訪問面接研修について
　病院の看護部長等との面接からは、施設ごとに、各々、独自の取組みをしており、殊に新卒者
については、定期的な研修を企画・実施したり、日本看護協会などの新卒者向けの研修なども取
り入れたりして、新卒者に対して手厚い支援が行われている現状が伺えた。２年目以降の卒業者
に対する継続教育についても、いずれの施設もラダー制に基づいて計画的に推し進められていた。
さらに、診療報酬に繋がる認定看護師の資格取得については、いずれの施設も積極的で、既に経
済的側面も含めて全面的なバックアップ体制で進めている施設、まだ実際的ではないが、前向き
に取り組んでいる施設などは特徴的であった。さらに、本学の働きながら大学院教育を受けるこ
とができるシステムに対しても概ね好評であった。但し、いずれの施設も図書に関しては充実し
ていないことから、本学の貸し出しシステムについては好評であった。また、大学は施設の現状
をより理解してほしいという要望も見られた。



26

　学校長との面接からは、新任の養護教諭向けの教育プログラムがあり、ある一定レベルの卒後
教育として機能していることが確認されたが、個人の持つ資質や赴任先の学校の特性を踏まえた
個別プログラムではないので、新採用者の不安や悩みを解消するシステムが必要と考えられた。
　保健所・保健センター等における看護職の上司との面接からは、病院に就職している看護職に
比べて、保健師は、新人教育・現任教育の体制が不十分であった。所属部署における新人研修は
３分の２が無く、所属部署の新人指導体制は半数が無い状況であり、あったとしても、指導期間・
方法・内容は所属により様々であった。今後は、県の担当課との協働により、新人教育・現任教
育体制の充実を図りたいと考えた。
　なお、本事業についての管理者の評価は、卒業者支援になると肯定的評価が大半であった。また、
本学が実践している生涯学習支援については、概ね理解し、推進している施設がある一方で、本
学から遠距離であるため、不便であり、施設に近い他大学の支援を受けざるを得ず、既に継続的
に支援を受けている施設もみられた。
　今後は各施設が行っている継続教育の実態を詳細に把握し、連携・協働した生涯学習支援の方
策を追究する必要がある。
（2）ワークショップの実績と評価
　個別訪問面接研修を基盤にしたワークショップの実施状況は、表Ⅲ-5-6に示すとおり、18年度が
２名で、19年度には１名であったが、ワークショップの目的が果たせないことから次年度に持ち
越しとした（個別面談対応とした）。20年度は、卒業者および管理者に直接に働きかけたが、ニー
ズがなく実施を取りやめた。
　実施日程については、面接研修時に卒業者のみでなく、管理者にも働きかけ、２ケ月前から案内
し、勤務調整可能であったと考えられる。しかし、超過勤務や時間外研修などにより、自由な時間
がとれない卒業者にとっては、本ワークショップへのニーズには至らなかったのではないかと推察
する。しかし、訪問面接研修自体が支援になったと考える。転職・職場選択・進学などの課題を抱
える卒業者にとっては、切実な支援ニーズがあるが、これは個別支援を受けることが可能であるこ
と、また、自立的・自律的な看護実践が可能になっていることもあり、取り立てて支援を受けるほ
どではない、切実なニーズはないことによるとも推察できる。本学としては、生涯学支援のPRを
強化しつつ、卒業者が必要な時、いつでも支援が受けられるシステムの強化が必要と考えた。

表Ⅲ-5-6　ワークショップ実施状況
実施年度 18 19

参加者の就業施設 病院 学校 病院 保健所、保健センター、
地域包括支援センター

実施年月日 12月８日 ９月30日
事前申込者が
1名あったが、
次年度に持ち
越し

９月29日
参加卒業者数 ２名 ５名 ５名

参加教員数 ８名
８名

（大学院生養護教諭勤務者２
名、養護教諭希望学生５名）

３名

（3）新卒者交流会・卒後2年目卒業者交流会の実績・評価
①交流会参加状況
　平成19年度から22年度までの新卒者交流会の参加状況は表Ⅲ-5-7に、平成20年度から実施してい
る卒後２年目交流会の参加状況を表Ⅲ-5-8に示す。
　新卒者交流会は平成19年度の51名から徐々に減り40名弱で推移した。例年、看護師の参加が一
番多く、６割から８割を占め、保健師、養護教諭の参加がみられない年もあった。
　卒後２年目卒業者交流会も平成20年度28名から、17名、11名と減少した。
②意見交換の内容
　両交流会ともに、適切な判断・報告・対応の困難さ、職場の人間関係形成の困難さ、理想と現
実の違いによるジレンマなど、就職して困っていることを出し合ったほか、現場での就業や自己
学習のための支援体制について情報交換を行った。
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　平成22年度は新卒者に対する卒後研修制度の努力義務化によりプリセプター制度等の研修体制
の見直しが行われ、現場での指導体制の混乱が不安と戸惑いを与えていた。
③終了後のアンケート結果
　ほとんどの者が大学でこの時期に開催することは適切であると回答し、全員が「他施設の活動
が聞けてよかった」「同じ悩みや考えがあることがわかって安心した」などの理由により、「大変
有意義だった」と回答した。また、同様の交流会開催を希望する者が多かった。
④実施後評価
　新卒者にとっては、卒業者個々で悩んでいた問題が、卒業者同士の情報交換によって共有でき、
今後の活力に繋がったように思われる。時期的に不安や疲れを感じている時であったこともあり、
同級生と交流することで励みになったようであった。卒後２年目では、それなりに自立・自律し
てできる部分も増えて新卒者ほど切実な問題を抱えてはいないが、配置換えや転職などを考えて
いる者も存在するため語り合える場は必要である。
　交流会参加にあたり、約半数の者は事前に勤務希望を出して参加していたが、残り半数につい
ては、案内時、参加支援の依頼をした施設等を中心に職場の協力・支援を得られていることが伺
い知れた。
⑤卒業者支援に関するPR活動
　卒業者支援としての本交流会の周知と参加促進を図るために、新卒者交流会の実績や話し合い
内容などをわかりやすく記載したPR用小冊子の21年度作成分を増刷した。
　本交流会の意図や実際の理解を深めてもらうことに加えて、新卒期看護職者の実態を理解して
もらい、職場適応に向けての支援の改善につなげてもらうために、新卒者・２年目卒業者の主な
就業施設（県内16施設）に本冊子を同封して交流会への参加を依頼した。
　22年度は、創立10周年記念事業に合わせて看護学部同窓会設立総会が開催されることから、交
流会参加案内の発送時には、その案内も同封して参加の呼びかけをした。また、５月に学内で開
催された就職ガイダンス時にガイダンス参加病院16施設にもPR用小冊子を配付した。
　さらに、本学が実習施設等と取り組む生涯学習支援事業の理解を促すために、在学時から4年次
生に対し、４月のガイダンス時には看護研究センターの案内小冊子を、卒業前の３月には交流会
参加者から寄せられた在学生へのメッセージを加えて新たに作成した交流会のPR用小冊子を配付
して交流会への参加を促すとともに、卒業者の就業支援・看護生涯学習支援として大学が取り組
んでいる諸活動（共同研究事業、研究支援事業、個別相談など）をリーフレット等で説明した。
　また、交流会のPRポスターを在学生向けに作成し、学内に掲示している。

表Ⅲ-5-7　新卒者交流会参加状況

開催年度 対象 日時
参加者（人数）

総数 看護師 保健師 助産師 養護教諭

19 18年度
卒業者81名

5月12日（土） 32 23 5 0 4
6月� 2日（土） 19 13 4 0 2

計 51 36（70.6%） 9（17.6%） 0（0%） 6（11.7%）

20 19年度
卒業者80名

5月17日（土） 40 33 3 4 0
7月29日（火） 8 5 0 3 0

計 48 38（79.2&） 3（6.3%） 7（14.6%） 0（0%）

21 20年度
卒業者83名

5月23日（土） 14 6 4 1 3
7月27日（月） 15 13 0 2 0

計 29 19（65.5%） 4（13.8%） 3（10.3%） 3（10.3%）

22 21年度
卒業者79名

5月22日（土） 19 13 0 2 4
6月24日（木） 19 18 0 1 0

計 38 31（81.6%） 0（0%） 3（7.9%） 4（10.5%）
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表Ⅲ-5-8　卒後2年目交流会参加状況

開催年度 対象 日時
参加者（人数）

総数 看護師 保健師 助産師 養護教諭

20 18年度
卒業者81名

5月17日（土） 17 14 1 2 0
7月29日（火） 11 6 1 2 2

計 28 20（71.4%） 2（7.1%） 4（14.3%） 2（7.1%）

21 19年度
卒業者80名

5月23日（土） 15 10 0 1 4
7月27日（月） 2 2 0 0 0

計 17 12（70.6%） 0（0%） 1（5.9%） 4（23.5%）

22 20年度
卒業者83名 5月22日（土） 11 9（81.8%） 0（0%） 2（18.2%） 0（0%）

５）改善・改革に向けた方策
　新卒者交流会及び卒後２年目卒業者交流会については、今後も参加者からの肯定的評価や要望
を生かし、継続していく。参加案内時には、可能な限り就業施設への参加支援依頼を行う。
　卒業者への就職情報提供や卒業者同士が就職・生涯学習に関する情報交換ができるシステム等
の構築、大学と接点が乏しい卒業者の就業・生涯学習支援ニーズの把握方法などの検討が必要で
ある。これらについては、学部同窓会や大学院同窓会と連携・協働し、卒業者支援のあり方を検
討して強化していく。
　また、交流会当日は、各領域からの参加教員の人選において本学卒業者である教員の参加を依
頼し、話しやすい雰囲気を保って助言してもらえるよう協力を求める。
　就職・進路対策部会との連携・協働を強め、新卒者交流会のPR用小冊子を活用することで、現
場の看護管理者等に新任期の状況を理解してもらい、新任者の就業支援や看護生涯学習支援に役
立つようにすることが重要である。今後は、就職ガイダンス時に現場の看護管理者等と本取り組
みの結果・課題等を共有して、新卒期看護職者のニーズに即した就業支援・看護生涯学習支援の
方法を検討する。
　なお、新卒者交流会及び卒後２年目卒業者交流会は平成23年度から看護研究センター事業とし
て実施することとなった。

� （文責：看護研究センター　田辺満子）

※平成18〜20年度の取り組みについては、小野幸子・元看護研究センター教授（現新潟県立看護大学教授）が執筆
し、『平成20年度看護実践研究指導事業報告書』（2003年３月）に掲載した「本学卒業者の職場定着と看護実践研
究の支援（平成18〜20年度）」の一部を加筆・修正して掲載しています。
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６．助産師の専門性を高める研修
（平成19年度〜21年度、23年度〜24年度）

１）目的�
　近年の産科医療は大きく変わり、医師不足や医療事故をはじめとする様々な問題が浮き彫りに
なり、「安心して産める場所」の確保が困難になってきている。岐阜県内においても産科医の確保
が難しいという理由で数か所の公立病院の産科が閉鎖される事態となっている。岐阜県内では、
診療所での出産が、全体の７割であるのに対して、診療所で勤務する助産師は助産師数全体の２
割であり、６割以上が病院で勤めている。病院での助産師はハイリスクの管理や医師の管理下で
の助産介助が主であり、助産師としての本来の主体的な業務を実施するのが困難である。さらに
診療所での助産師も分娩介助のみに関わることも多く、助産ケアという観点では、満足のいかな
い面もあると考えられる。
　助産師の主体的な活動を促進していくためには、助産師の現状の仕事の改革改善を行い、医師
との連携を図り、さらに発展できるように各施設で取り組んでいくことが求められている。助産
師の今後の活動をサポートし、県内の助産師活動のネットワークを構築することで、助産師の専
門性を発揮できる働き方を考えていくことが、この事業の趣旨である。期間は平成20年〜24年（平
成22年度は県との合同での開催のため本事業として行っていない）である。なお、平成20年度は、
本学の卒業者の卒後の研修にもなるように、平成19年度の事業であった新人助産師の研修も兼ね
て実施した。また平成21年度には県内の助産師に生涯学習のニーズ調査を行った。

２）事業担当者
　事業担当者は、５年間で計９名であった。表Ⅲ-6-1に年度別の担当者を示した。

表Ⅲ-6-1　事業担当者
年度 担当者の所属と氏名

19 育成期看護学講座：服部律子、谷口通英、布原佳奈、名和文香、宮本麻記子、武田順子
機能看護学講座：大法啓子

20 育成期看護学講座：服部律子、谷口通英、布原佳奈、名和文香、宮本麻記子、武田順子

21 育成期看護学講座：服部律子、谷口通英、布原佳奈、名和文香、宮本麻記子、武田順子
看護研究センター：田辺満子

23 育成期看護学領域：服部律子、布原佳奈、名和文香、谷口通英、武田順子、纐纈なつ子
24 育成期看護学領域：服部律子、布原佳奈、名和文香、武田順子、纐纈なつ子

３）実施方法
平成20年度研修会
（1）開催日時：平成20年11月１日（土）　13：30〜16：00
（2）テーマ「助産師外来の現状と課題」
　報告１　Ａ病院の助産師外来の現状　
　報告２　Ｂ病院の助産師外来の現状
　報告３　母乳育児支援の実際　Ｃ大学医学部付属病院助産師（本学卒業者）
（3）参加者　　助産師32名
（4）研修会の評価
①助産師外来の開設状況
　助産師外来を開設していると回答したものは６名であり計画中であるとしたものは４名であった。
②助産師外来をしてよかったこと
　妊婦の満足感が高い、妊婦との信頼関係が深まる、助産師のスキルアップになる、助産師の自
立につながる、助産師の専門性を高められる、などがあげられた。
③助産師外来の課題
　スタッフ教育、若手の育成、助産師の知識技術の向上（超音波含む）、時間と場所の確保など助
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産師外来のない施設の助産師も全員助産師外来は必要と回答している。
④今回の研修会について
　テーマは全員がよかった、と答えていた。日時については、18名が「よかった」と答え、３名
が「平日が良い」と答えていた。感想としては、「いろいろな施設と情報交換できてよかった」「助
産師外来の必要性や立ち上げの参考になった」「頑張ろうと思った」などがあげられた。今後この
ような研修会があれば参加したいと、全員が答えていた。
　今後の研修会の方針として、上記の評価から県内で働く助産師の専門性を高めるためのテーマ
の設定が必要である。助産師外来についても他施設の取組を紹介するなど、今回一回の開催で終
わらず、テーマを継続することも有用と考えられる。

平成21年度研修会
（1）開催日時：平成21年12月19日（土）　13：30〜16：00
（2）テーマ「地域で働く助産師の活躍」
　報告１　クリニックでの助産師外来　
　報告２　開業助産師の仕事　
　報告３　地域の子育て支援に関わる
（3）参加者　助産師21名
（4）研修会の評価と課題
　20名のアンケートよりテーマは「良かった」という回答が18名で「ふつう」が２名であった。
地域での活動に興味があるという回答が18名であった。看護大学での研修会の希望は「母乳育児
支援」「女性のメンタルヘルス」「自然なお産をしている医師の講演会」「ベビーマッサージ」「様々
な施設における分娩介助の方法について」などであった。
　今回の研修会の評価としては、地域助産師をとりあげたので、参加人数は多くはなかったが、
概ね参加者や発表者も内容には満足したという結果であった。県内での助産師を対象とする研修
会や講演会など自己研鑽に関するニーズは高く、今後とも助産師の専門性の発揮に向けて幅広い
視野から生涯学習を支援する場を提供していく必要がある。
　また県内の助産師の情報交換や意見交換の場も大切であり、グループワークも含めた研修会が、
参加者の満足度が高く、今後も参加型の研修会を開催していきたいと考えている。

平成21年度実施　県内助産師の生涯学習ニーズ調査
　県内の産科を標榜する病院、診療所の助産師と助産院を開業する助産師を対象に無記名の質問
紙調査を行った。241通の返信があり有効回答とした。
（1）研修会の希望
　岐阜県内での研修会については、95.9%が「参加したい」「できれば参加したい」であった。
　研修会で取り上げて欲しい内容については「母乳育児」が最も多く、次に「助産技術」「周産期
の医学的知識」が続いた。また「育児支援」や「アロマなどの代替療法」も多かった（表Ⅲ-6-2）。

表Ⅲ-6-2　 研修会で取り上げて欲しい内容（複数回答）　（名）
母乳育児 160 不妊治療 44
助産技術 147 更年期 34
周産期の医学的知識 131 助産所経営 34
育児支援 97 婦人科疾患のケア 27
アロマなどの代替療法 92 性と健康について（性被害含む） 21
性教育 53 不妊治療 44

　「助産や看護業務について助産師の視点から考えていること」という質問については、もっとも
多かった回答では、『助産師の専門性が発揮できる仕事への期待』という内容であった。次に多かっ
た意見は『助産業務に専念できないジレンマ』であった。次に『自己研鑽の必要性』が挙げられた。
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さらに『医師との関係でのジレンマ』『業務が多忙であること』と続いた。他には『ケアの統一・
基準化』『経験から学ぶことと交流の必要性』『助産師の育成』『ワークライフバランスの重要性』
などの内容の記述があった。

平成23年度研修会
（1）開催日時：平成23年11月22日（金）　13：00〜16：30
（2）テーマ「地域で働く助産師の活躍」
　報告１　ゆりかご助産院　�
　報告２　こうのとり助産院　　
　報告３　女性の主体性を引き出す地域助産師のケア
（3）参加者　　27名
（4）研修会の評価と課題
　研修会後のアンケートでは、「地域での助産師活動に関心がある」と全員が答えていた。また今
後もこのような研修会に参加したいと答えたのは、22名中20名であった。今回の研修会の学びと
して「開業助産師の活動の実際が学べた」「助産師間での情報交換ができた」「今後の助産師活動
の参考になった」があげられていた。今回の研修会の意見としては、「他施設の助産師と交流でき
てよかった」「大学教育や大学院生の発表にも興味をもてた」などがあった。希望する研修会や勉
強会として、今回のような本来の助産師のあるべき姿を考えさせられる研修会や、いろいろと人
が繋がる研修会、他職種も交えた研修会などの希望があった。
　経験年数、就職・転職状況、家庭環境によって、さまざまな助産師のニーズがある。報告会形
式の後のグループディスカッションで、個々のニーズにそった情報交換、意見交換となった。所
属組織を越えて情報交換ができる場は少なく、参加した助産師にとって有意義な場になっていた。
　今回の研修で多くの参加者からこのような研修を今後も行なって欲しいという意見があった。
助産師の交流という点でもニーズは高く、大学という教育機関だからこそできる研修を考えてい
く必要がある。
　今後の研修会の課題としては、参加者の確保があげられる。日程は平日としたが、広報も含め
て参加者が集まりやすい研修会の内容や日程を考えていく必要がある。また県内の他地域での開
催の要望もあった。本学では、過去にも２回の研修会を実施しているが、いずれも本学であり、
遠隔地の助産師が参加しにくい問題がある。

平成24年度研修会
（1）第1回研修会
①開催日時：平成24年11月21日（水）　13：30〜16：00　　
　場所：高山市民文化会館
②テーマ「赤ちゃんとお母さんにやさしい地域づくり－地域で支える母乳育児」
　報告１　妊娠期からの母乳育児支援　
　報告２　地域診療所での母乳育児支援
③参加者　助産師８名、保健師４名
④研修会の評価と課題
　医療施設で早期に母乳育児支援がなされ、地域でも同じ方向性で支援が続けられると良い、と
いう意見があった。また医療施設ともお互いに勉強し合い、役割分担をして積極的に連携をして
いきたい、保健師の家庭訪問での経験を産科にフィードバックしていただけると、助産師も一方
的な支援にならないので、厳しい意見でも伝えてほしい、このような研修会を別の地域でも行い
たいと参加者の意見交換がなされた。
　参加者からは、地域との関わりの重要性を感じた、保健師との関わりは師長に一任している部
分が多かったが、�褥婦に関わっている助産師の意見として師長に伝えていくことができると良い
と思った、これまで、保健師の顔を知らなかったが、直接会えて新鮮さを感じ、とても楽しい会
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となった、など研修会の学びがあげられた。
（2）第２回研修会
①開催日時：平成24年12月20日（木）　13：30〜16：30
　場所：岐阜県ふれあい福寿会館
②テーマ「ハイリスク母子と家族への育児支援－ふたごみつごを産み育てる家族への切れ目のな
い支援を考える－」
　報告１　県内の多胎妊娠の現状と最近の治療と管理（長良医療センター産科医師）
　報告２　当事者としてできること－他職種と繋がる地域づくり（NPO法人ぎふ多胎ネット理事長）
　報告３　岐阜県での多胎児支援の取り組み－保健所保健師から－（岐阜県中濃保健所保健師）
　報告４　当事者主体の多胎育児支援（岐阜県立看護大学教員）
③参加者　助産師８名、保健師12名、看護師３名、医師１名、保育士１名、学生６名、教員５名、
当事者団体４名　計45名
④研修会に参加して学んだことは、参加者のアンケートから以下の６点があげられた。
・多胎妊娠の基礎的な知識と周産期医療体制について学べた　・多胎育児の実態と支援の必要性
について学べた　・多胎ネットの活動やピアサポートの活動について学べた　・医療施設と地域
との連携の重要性について学べた　・保健師や保健所での関わりについて話がきけて良かった　
・多胎妊婦や多胎育児の支援をしていきたい
　参加者の感想として、「医療、当事者団体・行政と多方面からの支援についての報告をきかせて
いただき、大変勉強になりました」「今後ますます多胎児支援にとりくむ気持ちが大きくなりました。
ありがとうございました」「市町村の母子保健について、考えていくのに大変参考になった」「く
り返し研修をうけ、支援のあり方を考えていくことが大切だと思います。また機会があればと思
います」などハイリスク母子の支援の必要性や連携の重要性について学んだという意見が多かった。
今回２回の研修会は、参加者の満足度は高く、研修会開催の意義はあると考える。

� （文責：育成期看護学領域　服部律子）
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７．訪問看護ステーション活動の充実に向けた研修
� （平成21年度〜25年度）
１）目的（本事業の必要性）
　後期高齢者の増加による介護やターミナルケアのニーズ拡大、医療費適正化策としての平均在院
日数短縮による早期退院により、在宅ケアの体制整備は喫緊の課題となっており、訪問看護ステー
ション（以降、ステーションと記す）にはその一翼を担うサービスとして責任を果たすことが期待
されている。しかし、ステーションの中には、利用者の獲得困難、従事者の確保困難、在宅医療に
係る制度や仕組みの不備などにより休・廃止に追い込まれる事業所が存在し、ステーションが社会
の期待に応えていくためには、主体的に活動を充実・発展させていくことが求められている。
　ステーションが提供するサービスは人々が生活を営む家庭で展開されることから、地域の保健・
医療・福祉・介護資源、介護等に対する住民の意識、地理的環等の地域の状況を踏まえて、各ステー
ションが自施設の地域資源としてのあり方を追求することが重要であると考える。
　以上のことから、本事業では、訪問看護師が日常の看護実践を振り返り、自施設の現状を地域
という視野でみつめる機会を提供し、それを通して、在宅ケアに係る課題の解決につながる取り
組みの可能性を検討することを目的とした。

２）事業担当者
　事業担当者は、５年間で計13名であった。表Ⅲ-7-1に年度別の担当者を示した。

表Ⅲ-7-1　事業担当者
年度 担当者の所属と氏名
21 地域基礎看護学講座：森仁実、松下光子、普照早苗、田内香織、金子徳子

22 地域基礎看護学領域：森仁実、松下光子、普照早苗、藤岡敦子
成熟期看護学領域　：奥村美奈子

23 地域基礎看護学領域：森仁実、松下光子、田中昭子、普照早苗、臼井みどり、原田めぐみ
成熟期看護学領域　：奥村美奈子

24
地域基礎看護学領域：森仁実、松下光子、杉野緑、田中昭子、日比野直子、原田めぐみ、
　　　　　　　　　　種村真衣、髙橋智子
成熟期看護学領域　：奥村美奈子

25
地域基礎看護学領域：森仁実、松下光子、杉野緑、田中昭子、日比野直子、原田めぐみ、
　　　　　　　　　　種村真衣、髙橋智子
成熟期看護学領域　：奥村美奈子

３）実施方法
（1）研修の方法
　研修は、各施設に教員が出向いて実施する個別職場訪問研修とワークショップ研修を組み合わ
せて構成した。岐阜県の二次医療圏を単位とし、毎年度、一圏域内に開設されている全ステーショ
ンを対象として実施した。
　個別職場訪問研修では、同意が得られたステーションを教員２〜３名が訪問し、現地看護職に
面接して訪問看護サービスの提供状況およびステーションの運営状況を把握した。活動の実態を
捉えるため、施設の概要、利用者および訪問実績などの基本情報、適切なサービスを提供するた
めの取り組み、訪問看護ニーズを掘り起こすための工夫、在宅での看取りを実現するために実施
していること、難病やがん末期など濃厚な支援を要す利用者への対応状況、在宅ケア充実のため
にもっとやりたいと思う活動等について問いかけた。教員は、活動の現状と地域特性から予測さ
れる住民のニーズを踏まえて、ステーションの活動を充実・発展させることを意図した意見交換
を行った。
　ワークショップ研修は、個別職場訪問研修を呼びかけたステーションに案内文を郵送し、参加
を呼びかけた。年度によっては、当該年度の事業対象施設だけでなく、過去に事業対象としたステー
ション、県健康福祉部医療整備課、国民健康保険立の医療施設の看護職にも参加を呼びかけた。
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研修では、個別職場訪問研修を通して把握した訪問看護活動の現状と課題を教員から報告し、参
加者と内容を共有した上で、訪問看護師が担うべき役割やステーションのあり方について意見交
換をした。
（2）研修の内容と結果
　個別職場訪問研修は、５年間で計70ヶ所のステーションに呼びかけた。個別職場訪問研修に協
力が得られたステーションは表Ⅲ-7-2に示した47施設で、参加者数は管理者48名、スタッフ46名の
計94名であった。その設置主体は、医療法人が11ヶ所、営利法人が10ヶ所、市町村・厚生連・看
護協会が各５ヶ所、社会福祉法人・医師会が各４ヶ所、生活協同組合・日本赤十字社・社会福祉
協議会が各１ヶ所となっていた。ステーションの開設時期は、介護保険制度導入前の平成11年以
前の施設が16ヶ所、介護保険導入後の平成12年以降が31ヶ所であり、その内８ヶ所は平成18年以
降に開設されていた。看護職員数（常勤換算）は、４人未満の施設が19ヶ所、４人〜６人未満が
17ヶ所、６人〜10人未満が10ヶ所、10人以上が１ヶ所であり、４人未満の施設が全体の４割を占
めていた。

表Ⅲ-7-2　個別職場訪問研修を実施した施設の概要
設置主体
（N＝47）

開設時期
（N＝47）

常勤換算看護職員数
（N＝47）

医
療
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6
〜
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未
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10
人
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11 10 5 5 5 4 4 3 16 23 8 19 17 10 1

表Ⅲ-7-3　ワークショップ研修の実施状況

年度 研修会場
参加者数

計 管理者 スタッフ その他 教員
21 美濃加茂市文化会館 10 4 1 － 5
22 岐阜県立看護大学 16 5 6 － 5
23 ふれあい福寿会館 13 6 1 1 5
24 飛騨・世界生活文化センター 15 2 2 4 7
25 武並コミュニティセンター 13 5 1 1 6

　ワークショップ研修は、表Ⅲ-7-3に示すように計５回実施した。研修会場は、参加対象者の近くに
確保した。参加者は５年間で67名（教員を含む）、その内、管理者は22名、スタッフは11名であった。
　平成21年度は、中濃圏域と多治見市に開設されている20施設を対象として実施した。個別職場
訪問研修は15施設で開催し、管理者14名、スタッフ９名の計23名の参加が得られた。ワークショッ
プ研修は美濃加茂市文化会館で開催し、５施設５名の看護職の参加を得た。「ステーションの活動
を充実・発展させるために」をテーマに話し合い、新規利用者を獲得する工夫、非常勤職員の多
い職場環境の中で研修を実施する方法、医師と連携するための取り組みについて意見交換した。
　平成22年度は、西濃圏域の16施設を対象として実施した。個別職場訪問研修は９施設で開催し、
管理者９名、スタッフ７名の計16名の参加が得られた。ワークショップ研修は本学で開催し、６
施設11名の看護職の参加を得た。「看取りを支える訪問看護の在り方」をテーマに話し合い、利用
者本人の願望を大切にしたいが、訪問看護の依頼が遅いために本人との関係形成が不十分なため
深く関われない、病院に見放されたという気持ちがある利用者は訪問看護師の受け入れが悪いな
どの悩み、臨死期を迎える家族へのサポート方法、看取りの状況をフィードバックして在宅での
看取りが可能であることを病院関係者に伝える必要性について意見交換した。
　平成23年度は、岐阜圏域（岐阜市を除く）の13施設を対象として実施した。個別職場訪問研修
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は７施設で開催し、管理者７名、スタッフ４名の計11名の参加が得られた。訪問看護師養成講習
会などを通して訪問看護師の確保・養成に関わる県健康福祉部医療整備課の看護企画官にも、ワー
クショップ研修への参加を呼びかけた。また、できるだけ多くの訪問看護師に参加してもらいた
いと考え、平成21・22・23年度の３年分の対象施設、計49ヶ所のステーションに対して、ワークショッ
プ研修への参加を呼びかけた。研修会場はふれあい福寿会館（岐阜市）としたところ、６施設７
名の看護職、県健康福祉部医療整備課職員１名の参加が得られた。「在宅ケア充実に向けて訪問看
護師ができること、ステーションが強化すべき取り組み」について話し合い、医師を交えた事例
検討会や認定看護師を講師に迎えた研修の実施、利用者をチームでケアできる体制づくり、利用
者からの苦情への対応方法等の意見交換をした。参加者から、県が企画する訪問看護師養成講習
会について、参加したくても研修期間が長すぎるため利用できないなどの意見が出された。
　平成24年度は、飛騨圏域の９施設を対象として実施した。個別職場訪問研修は８施設で開催し、
管理者８名、スタッフ19名（リハビリ職員２名を含む）の計27名の参加が得られた。飛騨圏域の
国民健康保険立の医療施設（以降、国保医療施設と記す）では、診療所看護職が訪問看護を行っ
ている場合が少なからずみられることから、国保医療施設の看護職に対してもワークショップ研
修への参加を呼びかけた。研修は飛騨・世界生活文化センター（高山市）で開催し、３ステーショ
ンから看護職４名、４国保医療施設から看護職４名の参加を得た。「過疎地域における在宅ケア体
制の充実」をテーマに、過疎地域では困難が多いと推測される緊急時の対応方法、主治医と連携
する工夫について意見交換した。一方で、そもそも人工呼吸器装着の在宅療養者がいない、老々
介護の場合どちらかが倒れると施設入所になってしまう現状や看護職が確保できない悩みが共有
された。
　平成25年度は、東濃圏域（多治見市を除く）の12施設を対象として実施した。個別職場訪問研
修は８施設で開催し、管理者８名、スタッフ８名の計16名の参加が得られた。東濃圏域の国保立
診療所・病院において訪問看護を行っている施設がみられることから、国保医療施設の看護職に
も参加を呼びかけた。研修は、武並コミュニティーセンター（恵那市）で開催し、６ステーショ
ンから看護職６名、１国保医療施設から看護職１名の参加を得た。「在宅ケア充実に向けて訪問看
護が取り組むべきこと」をテーマに話し合い、往診のない地区で看取りをするため、死亡診断書
作成やエンゼルケアについて主治医と話し合っていること、医師の夜間呼び出しが最小限になる
よう事前調整していることが共有された。また、小児を受け入れる必要性は感じるが、乳幼児に
対応する怖さ、専門医やレスパイト資源の不足から困難感が大きい現状が語られ、解決が必要な
課題であることを共有した。

４）成果
（1）看護職の認識・実践への影響
　個別職場訪問研修では、管理者だけでなくスタッフの参加を積極的に呼びかけたことで、１施
設当たり平均2.0名の参加者が得られた。教員が質問をする際は、参加者個々から回答がもらえる
よう意識して研修を進めた。これにより各看護職の意識や取り組んでいることが表出され、互い
の刺激になったり、管理者がスタッフの新たな面を知ったりする機会になっていた。また、参加
者が語った看護実践に関し教員が捉えた意味を返すことで、看護実践の意味を現地看護職が再認
識する機会になることもあった。
　ワークショップ研修では、他のステーションも同じような悩みを抱え、その中で課題解決に向
けて多様な取り組みをしていることを知り参考になった、前向きな気持ちになったという反応が
みられた。岐阜県ではブロックごとに「訪問看護ステーション連絡会」が組織されており、管理
者同士が施設を超えて情報交換する機会はあるが、その場では話題にならない現状や取り組みが
あったと評価された。ワークショップ研修では、個別職場訪問研修で参加者が語ったことをもと
に看護実践の現状と課題をまとめて報告したが、それにより詳細な内容が伝わった。さらに、圏
域の地域性を踏まえた話し合いができるよう地域概況を示す資料を配布したが、岐阜県という視
野から圏域や市町の状況を捉えることができたという意見がみられ、活動する地域の特性を改め
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て考える機会になっていた。
（2）本学の教育・研究活動に与えた影響
　岐阜県全域について、圏域単位でステーションを訪問し、ワークショップ研修を実施したことで、
各圏域におけるステーション活動の現状を把握することができ、その特徴を大掴みに捉えること
ができた。ステーションが活動する地域の特性が活動体制や内容に影響を与えることを、改めて
実感する機会になった。
　教育活動に与えた影響としては、事業を通して把握した看護実践の中には、利用者の在宅ケア
ニーズに応えるための努力や課題が含まれており、学部や大学院の授業でこれらの実践事例の一
部を用いてきた。また、研修をきっかけに学外演習や領域別実習の受け入れを依頼し、現在も実
習施設として協力してもらっている施設が５ヶ所ある。本事業を通して過疎地域におけるステー
ション活動の現状を把握し、やはりステーション単独の努力だけでは過疎地域に訪問看護を届け
ることは難しいと感じた。現在、事業を担当した一部の教員が、過疎地域における在宅ケア体制
づくりをテーマにした文部省科学研究に取り組んでいるが、ワークショップ研修を通して研究協
力の得られる現地看護職を確保することができた。
（3）実践にあたり困難な点、工夫したこと
　個別職場訪問研修は、現地看護職にとっては負担が少なく参加しやすい形態の研修であるが、
中には大学から片道３時間ほどかかる施設もあるため、教員間側に移動の負担が大きかった。また、
訪問する際は１施設２人以上の教員が出向くようにしたが、教員が出張可能な８・９月中に研修
日を調整することができず、授業開始後の10月に訪問せざるを得ない施設もあった。職場へ出向
くことは、教員にとっても現地の状況が捉えやすいなどのメリットがあるが、やはり負担は大き
い方法である。
　ワークショップ研修は、対象とした圏域内の会場を確保し、複数の候補日を挙げて看護職の都
合を確認し、より多くの参加者が得られそうな日に開催するようにした。また、国保医療施設に
おいて訪問看護の実績がある飛騨・東濃圏域では、ステーションだけでなく国保医療施設の看護
職にも参加を呼びかけ、施設種別を超えて訪問看護の現状を共有し、同じ地域を支える仲間とし
て在宅ケアの充実について話し合える機会を提供した。

� （文責：地域基礎看護学領域　森仁実）
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８．管理的立場にある保健師への研修
� （平成24年度）
１）研修の必要性と目的
　岐阜県保健医療課では、保健師現任教育の一環として保健師の経験年数をめやすとした研修を
実施しており、本学教員は、これらの研修の企画、実施に協力している。また、平成19年度からは、
「保健師の実践能力の発展過程と現任教育」を研究課題とした共同研究にも取り組んでいる。その
中で、各職場における新任期保健師の指導体制が大きく異なる、指導する側の保健師も十分な指
導を自分自身が行うことができるのかという不安を抱えている、４，５年目の保健師は、先輩保健
師からの指導を受けることができていないではないかといった課題が把握された。そして、指導
する側の保健師の能力向上、特に、管理的立場にある保健師が、各職場で保健師の能力向上に取
り組む力をつけることの必要性が明らかになった。特に、市町村では、平成の市町村合併により
市町村規模が拡大し、一市町村内の保健師数が増加し、管理的立場に立つ保健師が増えてきた状
況があり、管理的立場の保健師の役割・機能そのものが不明確な現状があった。
　そこで、岐阜県の保健師現任教育体制の一環として平成25年度に保健師管理者研修を実施する
ことを目指し、管理的立場にある保健師の抱えている課題と研修ニーズを把握し、岐阜県内の実
態に即した研修プログラムを作成する取り組みを、県保健医療課及び現任教育の中核保健所とな
る岐阜保健所、大学が協力して取り組むこととした。

２）事業担当者
　地域基礎看護学領域：松下光子、北山三津子、森仁実、田中昭子、大井靖子、山田洋子、
　　　　　　　　　　　種村真衣
　看護研究センター：岩村龍子、大川眞智子
　機能看護学領域：両羽美穂子
　岐阜県保健医療課：山田美奈子、井上玲子、高橋亜由美　
　岐阜保健所：中土康代、居波由紀子

３）実施したこと
（1）圏域ごとの保健師管理者研修検討会
①目的
　管理的立場にある保健師の現状と課題を把握することを目的とし、管理的立場にある市町村保
健師が意見交換を行う場として開催し、保健所保健師も参加する。意見交換が保健師の相互研鑽
の機会ともなるように意図した。
②対象および参加者
　管理的立場にある市町村保健師（各市町村から1名程度）約40名、管理的立場にある県保健所保
健師約17名、計約57名を対象とした。参加者は、全体を合わせると市町村保健師31名、保健所保
健師12名、計43名であった。
③実施方法
　県保健医療課の業務の一環として、圏域ごとに保健師管理者研修検討会を開催した。保健所を会
場として１回あたり２時間である。５圏域で実施した。検討会の司会、記録は、保健医療課のメンバー
と大学教員が担った。話し合ったテーマは、a.現在の立場で求められている役割や能力について、b.人
材育成（後輩育成）について、c.事業展開の考え方について、d.期待する研修内容である。
④参加者の状況
　参加した保健師43名の職位は、課長級以上13名、課長補佐級16名、係長級12名、スタッフ２名
であった。
⑤意見交換の内容から確認した現状と課題
　管理的立場にある保健師の現状と課題を把握するために、意見交換の記録から内容の分析を行っ
た。
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　現在の立場で求められている役割や能力としては、「課全体の管理・調整（課長職）」「スタッフ
と課長との調整（課長補佐・係長職）」「保健活動・保健事業全体の管理・調整」など18項目の内
容があった。
　人材育成（後輩育成）として実施していることや課題としては、「県の教育体制を活用」「自施
設で実施している教育体制」「世代ごとに見た保健師に期待される姿勢や能力」など９つの項目の
内容があった。
　事業展開の考え方や課題としては、「国や県、市の施策をふまえ、地域に合った活動を関係機関
と連携して実施したい」「事業や活動の成果や評価を示すことが必要」「現在の保健事業は、安全・
安心という点から課題が多い」など11項目の内容があった。めざす姿の一方で、「人員削減と業務
量増大でもう限界である」「管理的立場の保健師として業務が多く大変」といった困難な状況につ
いて、多くの意見が出された。
　管理者研修として期待する研修内容は、「人材育成」「リーダー、中間管理職、統括保健師の役割、
活動方法」など14の項目の内容があった。４，５年目の研修が終わった後の研修体制についての課
題も含まれた。

（2）県内全域を対象とした管理者研修検討会
①目的
　圏域ごとの管理者研修検討会の記録から整理したa.現在の立場で求められている役割や能力、
b.人材育成（後輩育成）の状況、c.事業展開の考え方、d.期待する研修内容、加えて、平成23年度
に実施した管理的立場にある県保健師の現状と課題の検討の結果を報告し、管理的立場にある保
健師に必要な能力やその開発方法を検討する。
②対象
　①の圏域ごとの管理者研修検討会の対象と同じく、管理的立場にある市町村および保健所保健
師計約57名を対象とした。参加者は、市町村保健師20名、保健所保健師９名、計29名であった。
③実施方法
　県保健医療課の業務の一環として、県下全体を対象として保健師管理者研修検討会を開催した。
開催日時は平成25年1月29日（火）13：30〜15：30である。まず、圏域ごとの管理者研修検討会の
記録から整理した内容、平成23年度に実施した管理的立場にある県保健師の現状と課題の検討の
結果研修内容、新任保健師チェックシートの実施結果、さらに、管理者研修検討会の内容案を報
告し、その後、グループに分かれて意見交換を行った。意見交換の内容は、a.本日の報告への感想、
b.管理的立場の保健師の役割などについての追加意見、c.管理者研修案への意見である。
④参加者の状況
　参加した保健師29名の職位は、課長級以上10名、課長補佐級14名、係長級４名、スタッフ１名
であった。
⑤グループで出された意見
　本日の報告への感想としては、「自分の役割を確認した」「自分と同じ意見、納得できると思った」
といった意見があった一方で、「管理的立場も多様なので、報告内容の役割を一様に求められても
困る」という意見もあった。
　管理的立場の保健師の役割などについての追加意見としては、「統括保健師の役割を明確にして
ほしい」「統括保健師として機能できるか不安である」という意見が多く出された。
　管理者研修案への意見は、「自身の活動をもとにした話合いや意見交換をしたい（人口規模が同
じところ、知恵を出し合う、思いを確認共有する、実際の活動を話す、人材育成について話す）」「（分
散配置の中での）統括保健師の役割・動き方を学ぶ」「中堅層の研修が必要（いずれ管理的立場に
なる人、国の動きを見て全体を見て考える機会、楽しく仕事ができる視野を持つ、地区診断がで
きる、10年目以上の人が今までやってきたことを認められる研修）」が多かった。
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（3）保健師管理者研修プログラムの素案
　これまでの取り組みで出された意見を基に、保健医療課と大学メンバーで保健師管理者研修プ
ログラムの素案を検討した。その結果、以下のような研修プログラム案を作成した。
　対象は、管理的立場の保健所保健師および市町村保健師とする。内容及び方法としては、平成
25年度は、厚生労働省から出される新しい保健師活動指針を素材として、保健師活動の基本的な
あり方、統括保健師の役割などをテーマとしたグループワークを行う。グループは話合いがしや
すいメンバーになるような編成を工夫する。

４）参加看護職の意見と成果
　本取り組みは、県内の管理的立場にある保健師が集まる初めての研修機会となった。圏域ごと
の研修会では、各市町村の現状を紹介しあい、その中で、自市町村の取り組みを充実させる気づ
きを得たり、日ごろ情報交換する機会がない管理的立場の保健師が情報交換を行い、相互研鑽し
たりする機会となった。
　県内全域を対象とした管理者研修検討会では、圏域ごとの管理者研修検討会の意見交換内容を
整理した結果を示したことにより、「自分の役割を確認した」など、管理的立場の保健師としての
役割を確認する機会となった。また、統括保健師として役割を果たす必要性を感じていることや
今後管理的立場になる中堅保健師を育てる必要性、4，5年目以降の保健師への現任教育の必要性
も意見を共有することができた。
　そして、これらの結果から管理者研修のプログラム素案を作成することができ、平成25年度か
らの管理者研修実施につながった。

５）教員にとっての成果
　県内の管理的立場にある保健師の現状と課題を理解することができた。また、多くの管理的立
場にある保健師と顔を合わせることができ、本学と実践現場の関係づくりといった点からも意義
があった。
　保健師の現任教育体制が整うことは、本学卒業者の卒後の支援につながるものである。

� （文責：看護研究センター　松下光子）
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９．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
研修会

� （平成24年度〜）
１）趣旨
　わが国では急速な少子高齢化のなかで、団塊の世代が後期高齢者となる2025年に備え医療・介
護のあり方、医療提供体制の改革が進められており、2014年度からの診療報酬改定では医療機関
の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実に取り組み、医療提供体制の再構築や「地域包括ケア
システム」の構築を図ることが重点課題として示された。2016年度の診療報酬改定では、病棟へ
の退院支援職員の配置や多職種による早期のカンファレンス、退院直後の看護師等による訪問指
導による退院支援の充実への取り組みが示された。在宅復帰をめざし在院日数の短縮化が加速さ
れる中で、保健医療福祉サービス利用者が医療機関を退院した後も住み慣れた場所で望む療養生
活を続けるためには、利用者ニーズに対応できるよう退院支援に必要な知識・技術を修得し、多
職種と連携・協働しながら支援方法を構築していく能力をもつ看護職者の人材育成が重要となる。
　本事業では、県内の退院支援の質向上に向けた看護職者への教育的支援として、県健康福祉部
医療整備課と協働で「退院支援教育プログラム」を策定・施行し、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を推進し人材育成の方策を追究することを目的に
取り組んでいる。

２）事業担当者
　事業担当者は、５年間で計18名であった。表Ⅲ-9-1に年度別の担当者を示した。

表Ⅲ-9-1　事業担当者
年度 担当者の所属と氏名

24

地域基礎看護学領域：藤澤まこと、黒江ゆり子、原田めぐみ、髙橋智子
成熟期看護学領域：田村正枝
看護研究センター：丹菊友祐子
岐阜県健康福祉部医療整備課：岡田昌子、加藤直子

25

地域基礎看護学領域：藤澤まこと、黒江ゆり子、髙橋智子
成熟期看護学領域：田村正枝
看護研究センター：丹菊友祐子
岐阜県健康福祉部医療整備課：岡田昌子、中川満紀子

26
地域基礎看護学領域：藤澤まこと、黒江ゆり子、杉野緑、髙橋智子
看護研究センター：田辺満子
岐阜県健康福祉部医療整備課：岡田昌子、浅井恵

27
地域基礎看護学領域：藤澤まこと、黒江ゆり子、杉野緑、加藤由香里、髙橋智子
看護研究センター：田辺満子
岐阜県健康福祉部医療整備課：佐々木真美子、谷藤庸子

28

地域基礎看護学領域：藤澤まこと、黒江ゆり子、杉野緑、加藤由香里、渡邊清美、髙橋智子
看護研究センター：田辺満子
機能看護学領域：橋本麻由里
岐阜県健康福祉部医療整備課：村瀬千里、谷藤庸子

３）５年間の取り組みの経緯
　2012年度から県内の全看護職者への教育支援として、看護職者が入院時から利用者ニーズに対
応した退院支援が実践できるように、大学において講義・ワークショップを開催しており、2013
年度には看護職者の知識・意識の向上に焦点を置き、退院支援に関する知識を確実に修得できる
よう、講義・ワークショップ内容の充実を図り、県内の退院支援の質向上に向けた「退院支援教
育プログラム（2013年度）」を策定した。
　2014年度は、講義・ワークショップをベーシック研修とし、昨年度のベーシック研修修了者を
対象に、退院支援の取り組みのリフレクションを行い、新たな知見を得ることを目指すフォロー
アップ研修（リフレクション）を加え、「退院支援教育プログラム（2014年度）」に改善して施行
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した。そして、2015年度は参加者の意見をもとに「退院支援教育プログラム（2014年度）」におけ
るフォローアップ研修内容を一部修正し、「退院支援教育プログラム（2015年度）」を施行した。
　2016年度には、ベーシック研修、フォローアップ研修に加え、フォローアップ研修修了者を対
象に、参加者自身の取り組んだ事例を提示して事例検討を行うアドバンス研修を加えた「退院支
援教育プログラム（2016年度）」を施行した。アドバンス研修では、各自1回は必ず事例提供およ
び事例検討のファシリテートを担い、課題事例の支援計画立案を最終レポートとして提出するこ
とにより、自部署において事例検討を運営する能力の向上、自部署の退院支援の充実に向けて主
体的に取り組む能力の向上を図った。
　研修参加者には、各研修における学びをリフレクションシートに記載してもらい、その内容を
確認したうえで、修了証の交付を行った。

４）取り組みの概要
（1）2016年度の取り組み内容
　県内の退院支援の質向上に向けた看護職者への教育的支援として、県健康福祉部医療整備課と
協働で「退院支援教育プログラム（2016年度）」を施行した（表Ⅲ-9-2）。

表Ⅲ-9-2　退院支援教育プログラム（2016年度）
ベーシック研修
１．講義１　退院支援の意義とその役割
１）退院支援が必要になった理由：退院支援と退院調整、人口ピラミッドの推移、高齢化の国際比較等
２）退院支援の問題点、３）退院支援における看護職の役割、４）地域連携・退院調整の現状
５）地域における連携体制
２．講義２　医療・介護福祉制度と社会資源
１）介護保険制度のしくみと高齢化の現状
（1）�介護保険制度のしくみ、（2）�高齢化の現状：�高齢化率の推移、認知症高齢者の増加、認知症対策
（3）�社会保障制度改革および介護保険制度改革について
２）退院支援と社会資源
（1）在宅療養支援と社会資源：①住宅改修、②福祉用具購入・貸与、③訪問看護、④訪問介護、⑤訪問入浴
（2）社会資源の活用と退院前カンファレンス
３．講義３　退院支援のプロセスと多職種連携
１）退院支援のプロセス：第１段階　入院時のアセスメント、第２段階　退院支援計画、第３段階　地域社会資
源との連携・調整
２）退院支援システムの実際�：（1）退院調整室を中心とした連携体制、（2）退院調整に係わる診療報酬改定
（3）退院支援看護職の人材育成、（4）退院支援の質の評価
４．講義４　多職種連携および地域との連携－訪問看護師の立場から
１）退院支援にかかわる連携のための看護職の役割、２）退院支援の充実のための取り組み例
（1）在宅サービスの勉強会、（2）退院後訪問、（3）施設間看護連携交流会
５．グループ討議　テーマ「自施設の退院支援の現状と課題」
６．意見交換内容の共有
リフレクションシートの提出、記載内容を確認して修了証交付
フォローアップ研修（ファシリテーターは講師が担う）
１．１年間の取り組みと成果の共有
２．事例検討：事例検討・リフレクション
３．意見交換内容の共有
リフレクションシートの提出、記載内容を確認して修了証交付
アドバンス研修（3回の研修）（ファシリテーターは参加者が担う）
１．第１回目：２事例の事例検討　事例提供者よりの事例報告、事例検討・リフレクション
２．第２回目：２事例（または3事例）の事例検討　事例提供者よりの事例報告、事例検討・リフレクション
３．第３回目：３事例の事例検討：事例提供者よりの事例報告、事例検討・リフレクション
リフレクションシートの提出、最終レポートの提出、記載内容を確認して修了証交付

　ベーシック研修では、県内の全看護職者を対象とし122名の参加を得て（修了者122名）、退院支
援に関する講義による知識の修得、退院支援の取り組みの理解の機会を提供した。またグループ
討議として「自施設の退院支援の現状・課題」についての意見交換を行い、共有した。
　フォローアップ研修では、ベーシック研修修了者を対象とし53名の参加を得た（修了者52名）。
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グループに分かれて「自己・自部署・自施設における１年間の取り組みと成果の共有」と１事例
の事例検討を行い、意見交換をとおして参加者のリフレクションの機会とした。
　アドバンス研修は15名の参加を得て、３回の研修で各自７〜８事例の事例検討を行った。
（2）「退院支援教育プログラム」研修修了者数　
　2012年の講義・ワークショップには46名の参加があった。2013年度からは「退院支援教育プロ
グラム」を策定し、研修修了者には「岐阜県立看護大学看護研究センター実施事業に係る修了証」
を交付した。研修修了者の人数はベーシック研修466名、フォローアップ研修147名、アドバンス
研修15名であり、年度別の状況を図Ⅲ-9-1に示す。

（3）「退院支援教育プログラム（2016年度）」の内容
　本事業で実施した「退院支援教育プログラム（2016年度）」の内容は表Ⅲ-9-2に示す。
（4）「退院支援教育プログラム」施行が看護実践の場に与える影響（2015年の取り組み結果より）
　本事業において、ベーシック研修では社会情勢や高齢化の現状を踏まえた退院支援の意義、退
院支援における看護職者の役割、他職種の連携の必要性を学んだことが確認されたが、自施設の
現状を振り返ると退院支援を進めるうえで困難な現状があることも伺えた。
　フォローアップ研修参加者は、研修参加前に改めて自己・自部署・自施設の課題を振り返り課
題を再認識したことで、多施設間の取り組みの共有を課題解決の示唆を得る有効な機会と捉えて
おり、今後の取り組みにつなげていく意欲が伺えた。また事例検討での支援方法の検討により、
患者・家族への意思決定支援の重要性を再認識していた。意思決定支援の方策として、支援者で
ある看護師の実践能力の向上に向けた教育や、多職種との連携による継続看護に向けた取り組み、
そして院内全体の退院支援体制の構築に向けた取り組み等が認識されており、自施設の退院支援
の質向上に向け効果的な研修であったと考える。
（5）アドバンス研修施行による参加者の変化
　アドバンス研修は2016年度より開始された研修であり、フォローアップ研修修了者15名が参加し
た。参加者個々が各部署での取り組み事例を提供して、交代でファシリテートしながら事例検討が
進められた。１回目では意見交換が滞り、検討内容が深まらなかったが、２回目には円滑な意見交
換が可能となり、３回目には利用者主体の退院支援の根幹に迫る、深化した議論が展開された。

５）今後の方向性
　本事業での看護職者への教育支援が、県内全体の退院支援の質向上に向けた看護職者の人材育
成として貢献できるよう、県健康福祉部医療整備課と協働で、今後も「退院支援教育プログラム」
の施行・改善を継続したいと考える。

� （文責：地域基礎看護学領域　藤澤まこと）

図Ⅲ-9-1　「退院支援教育プログラム」修了者数
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10．看護の専門性を高めるマネジメントについて考える
� （平成27年度〜）
１）必要性
　平成24〜26年度まで本学博士前期課程を修了した看護管理者を中心に、看護の専門性を高める看護
管理者のマネジメントに焦点を当てた共同研究を行ってきた。共同研究では、現地共同研究者の各施
設での取り組みを素材として、情報交換と看護管理者としてのあり方に関する検討を継続的に行い、相
互研鑚の機会として意義があった。施設は異なっても共通する課題も多く、所属の異なる看護管理者
が集い、検討する機会を持つ必要性が認められた。波及効果として、看護管理者が共同研究に取り組
むことで、一部ではあるが、主任・スタッフの課題への取り組み意欲や進学意欲など、看護の専門性を
高める取り組みにつながっており、現地看護職者が学習の機会を欲していることが確認できた。また、
共同研究の報告をきっかけに、人材育成に課題を持っている施設から相談を受けることもあり、共同研
究よりも対象を広げて看護管理者のマネジメント能力向上に向けて取り組む必要があると考えた。

２）趣旨
　参加者の立場における取り組み状況やその課題などを共有し、課題解決に向けた方策や看護の専門
性を高める看護管理者のマネジメントのあり方について検討し、各々の立場から必要なマネジメント
活動に示唆を得る機会とする。また、中堅看護師に対しては、看護管理者等からキャリアマネジメン
トの現状を学び、看護の専門性を高める自身のキャリアマネジメントについて考える機会とする。

３）事業担当者
　事業担当者は、２年間で計７名であった。表Ⅲ-10-1に年度別の担当者を示した。

表Ⅲ-10-1　事業担当者
年度 担当者の所属と氏名
27 機能看護学領域：両羽美穂子、橋本麻由里、鈴木里美、百武真理子、水野優子
28 機能看護学領域：両羽美穂子、橋本麻由里、百武真理子、水野優子、安田みき

４）実施概要
（1）対象
　岐阜県下の病院の看護部長宛にワークショップ開催の案内を個別郵送し、組織単位で看護管理
者や中堅看護師の参加者を募った。
（2）研修方法
　研修の取り組みとしては、ワークショップと、その後の学習会を組み合わせ、検討したことを
実践に活かしながら、その状況を共有したり、必要な知識が習得できたりするようにした。
（3）開催実績
　平成27年度と28年度の開催実績を表Ⅲ-10-2に示す。

表Ⅲ-10-2　開催実績

実施
年度 研修形態

参加者
施設数看護管理部

門管理者 看護師長等 主任・副看
護師長等 中堅看護師 計

27

ワークショップ 7 19 12 38 15
学習会第１回 3 4 1 8 7
学習会第２回 3 5 1 9 7
学習会第３回 3 8 5 16 7

28 ワークショップ（看護管理者対象） 5 16 17 38 18
ワークショップ（中堅看護師対象） 8 14 22 14

　平成27年度は看護管理者を対象に行い、ワークショップ１回、学習会３回行った。28年度は、
対象を看護管理者および中堅看護師とし、それぞれワークショップを１回開催した。
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（4）参加理由
　ワークショップの参加の理由は「上司の勧めがあった」「管理職としてのマネジメントを学習し
たい」「管理者として悩みや不安がある」「テーマに惹かれた」等であった。
（5）グループワークで話し合った内容
　組織の理念に合った看護の専門性を高めるための看護管理部門管理者と病棟管理者の連携にお
けるマネジメントの現状と課題について共有した。
　その中で、「病院全体で退院調整のシステムはあるが、スタッフの育成ができていない」等の課
題や、「管理者として、患者やスタッフの動きを把握し、病棟全体の意識づけをしていくことが必
要である」「専門性を育成するためには、師長自身が看護を語り伝えることが大事である」等のマ
ネジメントのあり方に関する意見があった。
（6）学びの内容
　ワークショップでは、看護管理者からは、「各施設の現状や課題が共有できた」「組織的に取り組むための
システム運営の重要性と方法に気づいた」「今後の取り組みの方向性が明確になった」「自己の役割が明確に
なった」「各施設の状況を知り、不安が消失し安心感を得た」「スペシャリストへの支援方法に示唆を得た」
等の学びがあった。中堅看護師からは、「他施設の状況がわかり自部署の課題が確認できた」「自分の課題が
明確になり学習の必要性を見出せた」「チームをより良くするためのヒントが得られた」等の学びがあった。
　学習会では、「様々な施設の方の想いを聞くのに心が和み話しやすい環境だった」「今後の自分の行動に
活かせることができる意見を多く聞くことができ充実していた」「職位に関わらず様々な段階でのマネジメ
ントについて考えることができた」「今ある仕組みの運営方法など興味深く学習できた」等の意見があった。

５）成果
（1）看護実践の場に与えた影響
　参加者は、自身の役割を遂行していく上で、それぞれ悩みを抱えており、マネジメントについ
て学習したいという学習ニーズを持ち参加していた。ワークショップでは、課題を共有し、マネ
ジメントのあり方について意見交換できていたことから、概ねニーズは満たされたと評価できた。
また、学習会を重ねていくことで、実践現場の変化についても捉えていくことができた。例えば、
看護活動の変化として、管理者としての自身の言葉によってスタッフに意図が伝わり、人を動か
すことができた。看護がやりがいに感じられたというスタッフからフィードバックを得られた、
等であった。看護職の行動・認識の変化としては、組織における活動の目的を職員間で共有し、
各立場の役割確認を行う必要性、しくみを動かす為のマネジメントや支援方法、看護の成果の共有・
承認、看護の喜びを感じられる場面づくりの重要性を再確認できた等の意見があった。
　このように、多施設の状況を共有し、看護管理者としてのマネジメントのあり方をピアな立場
で検討することによって、参加者自身の課題を整理し、その後の活動につながる示唆を得て、実
践に活かしていくことができていた。
（2）本学の教育・研究に与えた影響
　ワークショップや学習会は、教員側にとっても看護実践現場の現状や課題について理解するよ
い機会となった。教員は、主にグループワーク時のファシリテーターとして参加し、話し合いのテー
マが、看護の専門性を高めるためのマネジメントという視点から外れないようにファシリテート
した。そこで、看護管理者、中堅者共に、所属部署の課題解決に向けて、日々悩み努力している
状況や、各々の考えを直接確認することができた。また、意見交換により、視野を広げて解決策
をさらに検討するという思考過程に参画できた。その結果、教員側も看護実践現場のマネジメン
トの課題解決に向けた示唆を得ることや自身の学習課題を確認するという相互作用が生じた。
　看護の専門性を高めるための看護管理者のマネジメントに関しては、基盤となった共同研究の
成果を大学院教育に一部活用している。本事業の成果の活用については、今後の課題である。ワー
クショップや学習会では、看護実践現場にあるマネジメントの課題を確認したので、今後は組織
単位で課題解決に向けた研究活動に発展させていきたい。

� （文責：機能看護学領域　両羽美穂子）
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Ⅳ　平成13年度〜28年度の看護実践研究指導事業一覧
　16ヵ年の看護実践研究指導事業のテーマを示します。
　表の研修会No.は、看護実践研究指導事業で行った研修会（２ページの表Ⅱ-1　看護実践研究指
導事業で実施した研修一覧）の該当するNo.を示しています。

平成13年度　 研修会No.
過疎地域国保診療所の看護活動の充実に向けて 1
特別養護老人ホームの看護活動の充実に向けて 2

平成14年度　 研修会No.
過疎地域の看護活動の充実に向けて 1
特別養護老人ホームの看護活動の充実に向けて 2

平成15年度　 研修会No.
岐阜県における過疎地域の看護活動の充実 1
岐阜地区を対象にした特別養護老人ホームの看護活動の充実 2
病院利用者の満足度調査から導く看護実践の改善に向けて 3
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4

平成16年度　 研修会No.
岐阜県における過疎地域診療所利用者への看護活動充実に向けて 1
岐阜県における介護老人保健施設の看護活動の充実に向けた研修 2
病院利用者の満足度調査から導く看護実践の改善に向けて 3
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4

平成17年度　 研修会No.
岐阜県における過疎地域診療所利用者への看護活動充実に向けて 1
岐阜県における介護老人保健施設の看護活動の充実に向けた研修 2
病院利用者の満足度調査から導く看護実践の改善に向けて 3
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
養護学校における医療的ケアのための教職員の役割・機能と関係機関との連携 5
岐阜県内実習施設の看護職（臨地実習指導者）との共同体制整備に向けて 6

平成18年度　 研修会No.
岐阜県における過疎地域診療所利用者への看護活動充実に向けて 1
岐阜県における介護老人保健施設の看護活動の充実に向けた研修 2
利用者中心の看護実践に向けての倫理的視点からの取組み 3
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
養護学校における医療的ケアのための教職員の役割・機能、および関連機関との連携 5
岐阜県内実習施設の看護職（臨地実習指導者）との共同体制整備に向けて 6
本学卒業者の職場定着と看護実践研究の支援 7

平成19年度　 研修会No.
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－ 2

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 3
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
特別支援学校における医療的ケアのための教職員の役割と機能および関連機関との連携 5
岐阜県内実習施設の看護職（臨地実習指導者）との共同体制整備に向けて 6
本学卒業者の職場定着と看護実践研究の支援 7
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 8

平成20年度　 研修会No.
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－ 2

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 3
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
本学卒業者の職場定着と看護実践研究の支援 7
助産師の専門性を高める研修プログラムの開発 8
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平成21年度　 研修会No.
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－ 2

岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
本学新卒期卒業者への就業・看護生涯学習支援 7
助産師の専門性を高める研修プログラムの開発 8
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 9

平成22年度　 研修会No.
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
本学新卒期卒業者への就業・看護生涯学習支援 7
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 9

平成23年度　 研修会No.
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
助産師の専門性を高める研修プログラムの開発 8
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 9

平成24年度　 研修会No.
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
助産師の専門性を高める研修プログラムの開発 8
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 9
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 10
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 11
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 12

平成25年度　 研修会No.
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
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 9
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 11
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 12
地域における母子保健活動の充実に向けた研修会 13
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 14

平成26年度　 研修会No.
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
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 12
地域における母子保健活動の充実に向けた研修会 13
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 14

平成27年度　 研修会No.
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
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 12
地域における母子保健活動の充実に向けた研修会 13
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 15

平成28年度　 研修会No.
岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 4
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 12
地域における母子保健活動の充実に向けた研修会 13
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 15
卒業者生涯学習支援事業 16
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 17
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