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Ⅰ．本事業の目的と実施方針 

 

平成 13 年度から引き続き、県内看護職が大学の知的資源を利用して自己学習や業務改善ができるよ

うにすることを目指し、看護の実践研究指導･研修の事業として取組んだ。そのため、実施に際しては、

単に研修や指導を行うのではなく、県内看護職の現状を把握して、現場の実態に即応した適切な指導･

研修の方法を模索しながら行うこととし、現職者自身の問題解決を促進していくことを重視している。 

また、大学としては、これらの活動をする一方で、今後の学部・大学院教育の充実を図り、特色あ

る活動を導くことを念頭においている。 

本事業には、大学と岐阜県内の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という観

点から、看護研究センターの教員が、本事業の全体的な調整や報告書の取りまとめを担当している｡ 

今年度は、以下の表に示したとおり、7事業（新規 3事業、継続 4事業）に取り組んだ。 

 

平成 28 年度 看護実践研究指導事業一覧 

No. 開始年度 事業名 担当者 

1 
平成15年度 

（14 年目） 

岐阜県看護実践研究交流会

会員への研究支援 

看護研究センター： 

大川眞智子、岩村龍子＊、田辺満子、 

松下光子＊＊、小森春佳 
注）＊平成 28 年 8 月末まで、 

＊＊平成 28 年 10 月から看護研究センター所属

2 
平成24年度 

（5年目） 

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 

機能看護学領域：橋本麻由里 

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： 

村瀬千里、谷藤庸子 

3 
平成25年度 

（4年目） 

地域における母子保健活動

の充実に向けた研修会 

育成期看護学領域： 

服部律子、布原佳奈、名和文香、 

山本真実、武田順子、 

松山久美、田中真理 

看護研究センター：小森春佳 

4 
平成27年度 

（2年目） 

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 

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 

5 
平成28年度 

（1年目） 
卒業者生涯学習支援事業 

看護研究センター： 

黒江ゆり子、会田敬志、岩村龍子＊、 

田辺満子、松下光子＊＊、大川眞智子、 

小澤和弘、小森春佳 
注）＊平成 28 年 8 月末まで、 

＊＊平成 28 年 10 月から看護研究センター所属

6 
平成28年度 

（1年目） 

専門看護師の看護実践の質

向上を目指す研修会 

育成期看護学領域：服部律子 

地域基礎看護学領域：藤澤まこと、黒江ゆり子 

成熟期看護学領域：奥村美奈子、布施恵子 

機能看護学領域：橋本麻由里 

7 
平成28年度 

（1年目） 

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 

育成期看護学領域：日比薫、山本真実 

機能看護学領域：松本訓枝 
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Ⅱ．研修別報告 

１．岐阜県看護実践研究交流会会員への 
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岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援 

 

Ⅰ．研究支援の趣旨 

岐阜県立看護大学では、平成 15 年度から「岐阜県看護実践研究交流会（以下、交流会とする）」の

会員を対象に研究支援を実施している。これは本学教員が賛助会員として、交流会会員である看護職

が看護実践上の課題に関して主体的に取組む研究活動について、面接・メールによる助言・指導・相

談を行うものである。 

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、平成 15 年 2月に発足したものである。本学教員は、賛助会員として継続し

て交流会の活動を支援してきており、研究支援もその一つである(岩村ら,2004；平山ら,2009)。 

本学の研究支援は、交流会の活動支援と共に、看護研究センター、全学的組織である看護研究セン

ター運営委員会及びその下部組織である研究交流促進部会が中心となって、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。 

 

Ⅱ．担当者 

研究支援の運営実務は、以下の教員が実施した。 

大川眞智子、岩村龍子＊、田辺満子、松下光子＊＊、小森春佳（看護研究センター） 

注）＊平成 28 年 8 月末まで、＊＊平成 28 年 10 月から看護研究センター所属 

 

Ⅲ．研究支援の運営・方法 

１．支援する研究 

会員が主体的に行う研究であること、看護実践の改善に直結する課題への取組であることを条件に

している。また、研究計画や進捗状況に応じた、面接・メールによる数回程度の支援に限られるため、

課題や方法がある程度明確であることが望ましく、研究の初歩からの支援が必要な取組は除外される。

また、教員の専門性やキャパシティ（一人の教員が担当できる件数）により、支援ができない場合も

ある。 

 

２．支援適用の決定までの流れ 

研究支援の受付から支援適用の決定、交流集会での報告までの流れは、図 1 に示しているとおりで

ある。 

１）受付と支援担当教員の決定 

研究支援を望む会員及び入会予定者は、随時、申込用紙を交流会の研究支援受付担当者を通じて本

学に提出する。本学では、看護研究センターが窓口・調整役となり、支援担当教員を決定する。 

なお、担当教員の選定は、教員の専門領域、申込者が所属する施設への実習や共同研究事業での関

わり等を考慮するとともに、可能な限り複数領域の教員で担当できるよう努めている。 

 また、近年、継続して研究支援の申し込みをする方が出てきているため、研究支援申し込み用紙に

継続研究か否かの記載欄を設けることで担当者が確実に把握できるようにし、継続研究の場合は前回

と同じ教員から継続した支援が受けられるよう配慮している。 

２）支援担当教員と申込者の初回面接 

申込者との初回面接においては、研究支援の適用の可能性を探るだけの面接ではなく、研究の方向

性を確認し、申込者の意思決定へのアドバイスや研究への意欲をさらに高めるような支援的面接を実

施することを取り決めている。 

支援担当教員は、申込者との初回面接において、申込用紙をもとに研究の動機や目的・方法・準備

状況などを確認する。その際、申込用紙に書ききれていない申込者の意図を十分に聞き、明確になっ

ていない部分を話し合うことによって、研究内容を明確にしている。そして、その結果で、研究支援

の可能性を検討し、研究支援の適用・不適用の決定を行う。 

初回面接用紙に所属部署の要請の有無や、適用となった場合の今後の支援予定を記入できるように

し、準備状況、達成目標、完成期限や発表予定のスケジュール等を確認して支援が行えるようにして

いる。また、研究支援に関する覚書を作成し、看護職と支援担当教員の双方が初回面接で確認するこ

とにより、了解して計画的に支援が行えるようにし、加えて、研究支援の適用・不適用を決定する際

のチェックポイントについての申し合わせ事項を作成している。 
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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         

看護研究センターで検討 

（内容不明確なもの） 

   

        面接（看護研究センター教員） 

 

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                     

＊ 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 

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 

支援適用             不適用   

 

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 

支援開始               

               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）      

    

  岐阜県看護実践研究交流集会での発表・報告書の作成  

     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。 

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 

     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。 
 

図 1 研究支援の流れ 

 

３．支援方法 

看護職が主体的に研究に取組むことを重視し、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、教

員個人の専門性の限界や助言の偏りを防ぐことを考慮し、2名以上の教員で行う。また、後述の交流集

会での報告や抄録・報告書の作成に関わる支援も、希望に応じて行う。 

 

４．研究に関わる経費 

 看護職が研究支援を受けるために来学する際の経費を含め、研究に要する費用は、申請した看護職

の負担となる。大学の教員が現地に出向く場合には、大学の経費の範囲内で行い、支援対象者からの

謝金等は不要である。 

 

５．岐阜県看護実践研究交流集会での報告 

研究支援を受けた看護職は、交流会の会員が行った研究を報告・討論する、「岐阜県看護実践研究交

流集会」（以下、交流集会とする）において、原則として 1 回以上の報告が求められる。1 回目の報告

が中間報告の場合は、翌年度に研究結果（成果）の報告が必要となる。 

 

６．自己点検評価 

 大学の活動評価のため、他の活動と同様に自己点検評価を実施する。1年間の研究支援期間終了後に、

教員と支援を受けた看護職双方からの評価を行う。 
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Ⅳ．研究支援の実績 

１．運営状況 

１）研究支援の課題・対象・支援教員の状況 

平成 27 年度に支援を開始し、平成 28 年度も引き続き支援した研究課題は 5 題（研究中止 2 題を除

く）である（表 1-1）。研究支援の対象は、病院（4 施設）の看護師 6 名であった。支援担当教員は、

地域基礎看護学・機能看護学・成熟期看護学領域から選出された 10 名（各課題につき 2 名）である。

なお、5題のうち、新規 4題、継続 1題（2年目）であった。 

また、平成 28 年度に支援を開始したのは 13 題である（表 1-2）。研究支援の対象は、病院（6施設）

の看護師 14 名・保健師 1 名、社会福祉施設（1 施設）の看護師 5 名、市町村（1 施設）の保健師 4 名

であった。支援担当教員は、地域基礎看護学・機能看護学・育成期看護学・成熟期看護学領域および

看護研究センターから選出された 26 名（各課題につき 2名）である。なお、13 題のうち、新規 10 題、

継続 3題（2年目及び 4年目）であり、1題は年度途中で研究中止となった。 

 

表 1-1 平成 27 年度に支援を開始した研究課題 
番

号 
研究課題 申込者 支援担当教員 （所属領域） 

支援適用期間

（継続年数）

1 

特別養護老人ホームでの摂食嚥下障

害者アプローチ －摂食嚥下障害看

護認定看護師としてのコンサルテー

ション効果と課題－ 

病院 

看護師 1名 

古 川 直 美 （成熟期看護学） 

原田めぐみ （地域基礎看護学） 

平成 27 年 7月

 ～28 年 6月

2 
臨地実習指導の看護の質の向上と統

一に向けた取り組み 

病院 

看護師 1名 

布 施 恵 子 （成熟期看護学） 

加藤由香里 （地域基礎看護学） 

平成 27 年 8月

 ～28 年 7月

3 

精神科救急病棟における転倒予防策

の検討 －見守りの強化の取り組み

に向けて－ 

病院 

看護師 1名 

窪 内 敏 子 （成熟期看護学） 

葛 谷 玲 子 （地域基礎看護学） 

平成27年10月

 ～28 年 9月

4 

摂食・嚥下認定看護研修生による看護

師に対しての摂食機能訓練(間接訓

練)教育と集団訓練を試みて －病棟

看護師の意識変化を目指して－ 

病院 

看護師 2名 

橋本麻由里 （機能看護学） 

水 野 優 子 （機能看護学） 

平成27年10月

 ～28 年 9月

5 

片麻痺を伴う脳卒中患者の回復過程

における心理的変化に基づいた看護

支援の検討 

病院 

看護師 1名 

星 野 純 子 （成熟期看護学） 

百武真理子 （機能看護学） 

平成 28 年 2月

  ～29年 1月

（2年目） 

 

表 1-2 平成 28 年度に支援を開始した研究課題 
番

号 
研究課題 申込者 支援担当教員 （所属領域） 

支援適用期間

（継続年数）

1 

思春期患者の周術期におけるインフ

ォームド・アセントの重要性について

考える 

病院 

看護師 1名 

山 本 真 実 （育成期看護学） 

澤田麻衣子 （育成期看護学） 

平成 28 年 4月

 ～29 年 3月

2 
長期入院患児への復学支援  

－追跡調査を行って－ 

病院 

看護師 1名 

田 中 昭 子 （地域基礎看護学） 

日 比  薫 （育成期看護学） 

平成 28 年 4月

 ～29 年 3月

3 
手術室における発災を想定した実働

訓練の取り組み 

病院 

看護師 1名 

梅 津 美 香 （成熟期看護学） 

大川眞智子 （看護研究ｾﾝﾀｰ） 

平成 28 年 4月

  ～29年 3月

（4年目） 

4 
未就学児育児中の常勤看護師の業務

上の困難とその対処行動 

病院 

看護師 1名 

両羽美穂子 （機能看護学） 

水 野 優 子 （機能看護学） 

平成 28 年 6月

 ～29 年 5月

5 

がん看護外来における「がんと診断さ

れたときからの緩和ケア」 －がん患

者の在宅療養を支える要因と今後の

課題－ 

病院 

看護師 1名 

奥村美奈子 （成熟期看護学） 

梅 津 美 香 （成熟期看護学） 

平成 28 年 6月

 ～29 年 5月

6 
心不全入院患者に対する退院指導体

制の充実 

病院 

看護師 2名 

保健師 1名 

古 川 直 美 （成熟期看護学） 

宇佐美利佳 （成熟期看護学） 

平成 28 年 7月

 ～29 年 6月

7 
実施した援助を評価し改善につなが

る事例検討の方法 

市町村 

保健師 4名 

北山三津子 （地域基礎看護学） 

山 田 洋 子 （地域基礎看護学） 

平成 28 年 7月

 ～29 年 6月

8 病棟看護師の防災に対する認識 
社会福祉施設

看護師 5名 

茂 本 咲 子 （育成期看護学） 

松 山 久 美 （育成期看護学） 

平成 28 年 7月

 ～29 年 6月
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表 1-2 平成 28 年度に支援を開始した研究課題（続き） 
番

号 
研究課題 申込者 支援担当教員 （所属領域） 

支援適用期間

（継続年数）

9 

終末期がん患者における安全への取

り組み －緩和ケア病棟の転倒・転落

インシデントを振り返って－ 

病院 

看護師 2名 

奥村美奈子 （成熟期看護学） 

橋本麻由里 （機能看護学） 

平成 28 年 7月

 ～29 年 6月

10 

小児がん化学療法を受けた幼児・学童

期の子どもを持つ母親への栄養に関

する調査 

病院 

看護師 1名 

日比野直子 （地域基礎看護学） 

堀 田 将 士 （成熟期看護学） 

平成28年11月

 ～29年 10月

（2年目） 

11 
コンピテンシー学習会の効果につい

て －事例検討会を実施して－ 

病院 

看護師 2名 

両羽美穂子 （機能看護学） 

百武真理子 （機能看護学） 

平成 28 年 9月

 ～29 年 8月

12 
急性期の心理教育による疾患への思

いの変化 

病院 

看護師 1名 

石川かおり （地域基礎看護学） 

大 井 靖 子 （地域基礎看護学） 

平成28年11月

 ～29年 10月

13 
精神科救急病棟における転倒予防策

の検討 

病院 

看護師 1名 

葛 谷 玲 子 （地域基礎看護学） 

高 橋 未 来 （地域基礎看護学） 

平成 29 年 3月

 ～30 年 2月

（2年目） 

 

２）岐阜県看護実践研究交流集会への支援 

平成 28 年 9 月、交流会の事業である第 14 回岐阜県看護実践研究交流集会(以下、交流集会とする)

が、現場看護職 93 名、本学学生 11 名、本学教員 44 名の参加のもとに開催された。午前の部で研究発

表が実施された 7題のうち、4題が当該事業における研究支援を受けたものであった。これら発表の際

の抄録・報告書の作成や報告のための媒体作成などについても支援も行っている。 

また、交流集会における発表は、テーマ別に 2会場で実施され、各会場において、交流会会員(本学

修了者)が座長、交流会役員が進行補助役を務め、まず、発表者によるパワーポイントを活用した報告、

次いで、質疑応答および参加者を含めた討議が実施された。 

教員は、各演題の討議に参加し、研究者がさらなる研究の取り組みを発展・推進できるようワンポ

ントアドバイスをするなどの支援的かかわりを行った。 

３）岐阜県看護実践研究交流会への支援 

（1）交流会役員会の協議への参加 

 平成 28 年度は、交流会の役員会が本学にて 7 回開催され、毎回、研究交流促進部会の教員 1～2 名

が参加した。役員会において、教員は、研究支援の適用課題の状況や支援を受けた看護職及び支援教

員の自己点検評価の結果などを報告するとともに、研究支援の改善に向けて役員と検討を重ねた。ま

た、交流集会の企画・実施や活動報告書の作成に関しても、役員会での協議に参加して支援した。 

（2）交流集会の抄録及び交流会の活動報告書の作成支援 

 今年度は、活動報告書原稿の執筆要領について、交流会役員会と検討を重ねつつ、その改訂に向け

た支援を行った。これまで、交流集会報告者には、報告書原稿を 6 枚以内で作成することとしてきた

が、学会等への公表の妨げにならないよう研究概要を記載することとした。また、報告者が現場で取

り組んだ研究活動の意義・成果が他者により伝わるように、交流集会での意見交換を含む研究活動の

振り返りや今後の予定を記載することとし、研究概要も含めて報告書原稿を 2～3枚以内で作成するこ

とと変更した。抄録や報告書の構成・内容については、倫理的配慮を含めて助言を行なうとともに、

原稿の編集作業や印刷・発刊に関する事務作業および経費についても支援した。 

 

２．支援を実施した教員の自己点検評価 

平成 28 年 1月から平成 28 年 12 月末までに支援を終了した 7題のうち、研究中止 2題及び継続支援

1題の計 3題を除く 4題すべての支援担当教員から、以下のとおり自己点検評価の回答が得られた。 

１）研究支援の内容・方法 

研究支援の具体的内容を分類すると、「データ分析について」「抄録・報告書の作成」各 4件、「研

究計画について」「交流集会発表の内容やパワーポイント」各 2 件、「研究目的の設定、方法、結果

のまとめ方」「倫理審査の書類作成」「院内発表会の準備」各 1件であった。 

支援方法としては、面接が 2回～5回であり、メールでの支援が 3回～20 回であった（表 2）。 

２）実践の改善・充実について 

実践の改善・充実につながる旨の記述は、4題全てで確認された。具体的には「実践に携わる多職種

の価値観が明らかになり、職員が振り返る機会にもなって実践活動の改善につながった」「実態をデー

タ化し、数値や表で示すことで、現状を踏まえた対応策を所属部署の看護師間で検討することができ

た」「所属部署の実践上の課題に対する意識改革につながった。また、今後の部署内での学習の方向性

も見出すことができた」「所属部署全体で看護の質を向上する必要があることに気づかれていた」等で

あり、今後の実践改善につながる成果が確認された。 
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３）教育・研究活動の発展への繋がり 

4 題に記載されており、「多職種連携において、それぞれの職種の価値観を理解した上で実践活動の

改善・充実につなげることの重要性を改めて認識できた」「実際の看護の現状を知る機会になった」「文

献を調べたり、現地の状況を知ることができ、知識の向上につながった」等であった。 

４）研究支援実施上の困難さ 

4 題中、「特になし」が 2 題であった。困難さとしては、看護職が主体的に進める研究への支援に関

する難しさや看護職のパソコンの調子が悪かった点が挙げられていた。 

５）研究支援システムの改善点 

4 題中、「特になし」が 3 題であった。改善点としては、交流集会演題募集の連絡に関する意見が挙

がった。 

 

表 2 研究支援の方法と回数 

 

 
 

 

 

 

 

 

３．支援対象（現場看護職）の自己点検評価 

平成 28 年 1月から平成 28 年 12 月末までに支援を終了した 7題のうち、研究中止 2題及び継続支援

1題の計 3題を除く 4題すべての支援対象（現場看護職）から、以下のとおり自己点検評価の回答が得

られた。 

１）研究計画の進行状況 

4 題すべてが、「終了」している。 

２）研究支援を受けて良かったこと 

4 題すべてに記載されており、「第三者の外部の視点からアドバイスを受けることができた」「自分

にはない視点で助言してもらえて、発見につながった」「研究を進めていく段階で分からないことや

悩んでいたことを解決しながら看護研究を進めていくことができた」「データの集め方、集めるべき

データについて、考察やまとめ方など、具体的に助言してもらえてうれしかった」「困った時に迅速

な対応をしてもらい、精神的にも助かった」「否定をせず意向を尊重してもらえてうれしかった」等

であった。 

３）実践の改善・充実について 

（1）実践の改善・充実につながったこと 

4 題すべてに記載されており、「職員の知識や理解を深めることができ、多くの患者に研究での取り

組みを実践できるようになった」「業務に反映することができた」「研究データや考察が具体的で説得

力があるため、研究中や発表後、スタッフの関心を得ることができた」などが挙げられた。 

（2）今後、どのように実践の改善・充実につなげていきたいか 

4 題すべてに記載されており、「別の取り組みも検討したい」「今後もスタッフ等から意見を聞き、

より良い現場づくりをしていきたい」「定期的な勉強会を開催したい」などの意見が確認された。 

４）研究支援を受けて良くなかったこと 

特に記載されていなかった。 

５）さらに欲しいと思った支援 

特に記載されていなかった。 

６）研究支援システムの改善点 

 2 題に記載されており、交流集会での意見交換が活発になるよう少人数や座談会形式を希望する意見

や事務連絡がスムーズになることへの要望があった。 

７）その他、研究支援についての意見・感想 

 3 題に記載されており、支援を担当した教員への感謝の言葉が書かれていた。

 

Ⅴ．課題および改善策 

１．研究支援のあり方・方法について 

今年度の支援教員・支援対象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

り取りを行うなど、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

番号 大学で面接 現地で面接 テレビ会議 メール 電話・ＦＡＸ・郵便

1 1回 2回 － 5回 －

2 2回 － － 20回 －

3 4回 － － 3回 FAX1回 
4 5回 － － 3回 －
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た。面接回数は 2～5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。 

研究支援の充実に向けた FD 研修会（平成 25 年度）でのグループ討議の結果（大川ら,2015a）や支

援を受けた看護職への面接調査の結果（大川ら,2015b）等から、研究支援事業の趣旨や支援方法につ

いて、学内および看護職との共通理解を強化する必要性が確認できた。そこで、26 年度申請分から、

支援担当教員に面接し、研究支援事業の趣旨や支援方法、支援の流れ、初回面接時の留意点などにつ

いて、資料を用いて説明し、初回面接での研究支援のシステムに関して教員から看護職へ十分に説明

して欲しい旨を伝えている。今年度の看護職からの自己点検評価を確認すると、研究支援のシステム

に関する戸惑いは見受けられなかったことから、初回面接で担当教員から看護職に対して十分に説明

されたためと思われた。なお、支援を受けた看護職から、事務連絡がスムーズではなかった点が要望

として挙げられていたので、この点は、交流会の役員会と協議して改善を図っていきたい。 

 

２．研究支援を受ける看護職の職種等の拡大 

近年の傾向として研究支援の申請は病院看護職に偏っているが、今年度は行政保健師からの申請が 1

件あった。今後は、病院以外の看護職の支援ニーズを発掘して、対応していくことが必要と考える。 

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、根本的に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、交流会役員会と協働で検討していく必要がある。 

  

３．自己点検評価の実施について 

従来、研究支援が終了した時点で、支援を受けた現地側と支援担当教員による自己点検評価を行う

システムをとっている。今まで、支援を受けた看護職からの自己点検評価が返送されないことがあっ

たが、確実に返送していただけるように、交流集会にて自己点検評価用紙を現場看護職に手渡しをし

たり、報告書の原稿が提出された頃合いを見計らって自己点検評価用紙を発送するなどの工夫を行っ

てきた。支援対象者の意見は、研究支援のあり方を検討する上で重要な資料となるため、確実に自己

点検評価用紙を返送していただけるよう、今後も努めていく。 

 

４．岐阜県看護実践研究交流会への支援 

研究支援は交流会の活動を通じて実施するものであるため、交流会の活動の発展が前提条件となる

ものである。したがって、交流会そのものをいかに支援していくのかも大きな課題である。現在は、

全学的に交流会を支援する体制をとり、各教員が実習施設等の看護職に「交流会ガイドブック」や機

関紙・交流集会の案内等を配布して PR している。また、ホームページ、共同研究報告と討論の会、卒

業者交流会等においても PR に努めている。さらに、交流会の役員と共に会員数の拡大方法を模索する

と共に、在学生や卒業者および修士課程修了者を含めて、PR を強化する必要がある。 

また、交流集会の準備・運営等については、今後も交流会役員会と連携を図りつつ、よりよい改善

策を検討していきたい。看護研究センター及び研究交流促進部会は、今後も交流会の役員会と協働・

連携して、交流会を盛り立て、現場に即した課題への取り組みとしての看護実践の変革、看護サービ

スの質的向上に貢献したいと考えている。 

 

【文献】 
平山朝子，岩村龍子，大川眞智子．（2009）．看護研究支援システムの構築に果たすべき大学 

の責務．看護展望，34（5），47－51． 

岩村龍子，グレッグ美鈴，大川眞智子．（2004）．看護大学における岐阜県内看護職への研究

支援システムの構築．岐阜県立看護大学紀要，4（1），185-190． 

大川眞智子，岩村龍子，田辺満子，丹菊友祐子,前田美佐子．（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． 
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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 

 

Ⅰ．目的 

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いる。2014 年度の診療報酬改定の重点課題では、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基本認識・重点課題として示され、在宅復帰率の導入等により在宅移行が

推進されることとなった。また 2015 年度の介護報酬改定では、中重度の要介護者や認知症高齢者への

対応の更なる強化として「地域包括ケアシステム」の構築に向けた対応、リハビリテーションの推進

等が示された。そして、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組が示され

ている。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、県健康福祉部医療整備課と大学が協働して、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している。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、「退院支援教育プログラム(2013 年度)」をベーシック研修（講義・ワークショップ）とし、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及び設定された事例の検討を行

い、新たな知見を得ることを目指したフォローアップ研修（事例検討）からなる「退院支援教育プロ

グラム（2014 年度）」に改善して試行した。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（表 1）。 

「退院支援教育プログラム（2015 年度）」の参加者の意見では、ベーシック研修では退院支援の知識、

考え方等を学ぶことにより、自施設の退院支援の課題が明確化されていた。フォローアップ研修では

課題解決に向けて 1 年間所属部署での退院支援に取り組み、フォローアップ研修直前に振り返ること

で、その成果と課題がより具体化されていた。事例検討においても利用者主体の支援計画立案につな

がっており、退院支援の質向上に向けてベーシック研修修了者同士がともに検討する機会が重要であ

ることが確認できた。 

一方、個々の退院支援の取り組みは充実しても、それを部署全体、院内全体の取り組みに繋げるに

は、複数の中核となる人材が必要である。そのため、2016 年度はフォローアップ研修修了者が、組織

の中で中核となって退院支援の質向上に向け取り組んでいけるよう、更なる教育支援が必要と考え「退

院支援教育プログラム（2015 年度）」を改善し、「退院支援教育プログラム（2016 年度）」を策定・施

行する。具体的には、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企画・運営する。そし

て研修参加者の意見を踏まえて、「退院支援教育プログラム(2016 年度)」を改善し、退院支援の質向上

に向けた看護職者への人材育成の方策の確立を目指す（表 2）。 

 本事業の目的は、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(2016 年度)」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である。 

 
表 1 退院支援教育プログラム（2015 年度） 

【ベーシック研修】 

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 

2）地域包括ケア時代の医療の使命 

3）退院支援の問題点 

4）退院支援における看護職の役割 

(1)退院支援スクリーニング 

(2)退院支援計画の立案 

(3)地域ケアカンファレンス 

5）退院支援における看護師教育 

6）地域における連携体制 
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表 1 退院支援教育プログラム（2015 年度）（続き） 

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、認知症高齢者の現状、認知症施策の方向性 

(3)社会保障制度改革及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福祉用具購入・貸与 ②住宅改修 ③訪問看護 ④訪問介護 ⑤訪問入浴 ⑥通所・入所サービス 

(2)社会資源の活用と退院前カンファレンス 

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算定 

(3)退院支援看護職の人材育成 

(4)退院支援の質の評価 

3）看看連携強化にむけての取り組み 

講義 4 多職種連携及び地域との連携－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 

グループ討議 テーマ「自施設の退院支援の退院支援の現状と課題」 

【フォローアップ研修】 

［事前課題］1年間の取り組みと成果の振り返り 

1 年間の取り組みと成果の共有 

事例検討１ 事例報告、事例を踏まえた意見交換・リフレクション 

事例検討２ 事例報告、事例を踏まえた意見交換・リフレクション 

意見交換内容の共有・講評 

 
表 2 退院支援教育プログラム（2016 年度） 

【ベーシック研修】 

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 

２）地域包括ケア時代の医療の使命 

３）退院支援の問題点 

４）退院支援における看護職の役割 

(1)退院支援スクリーニング 

(2)退院支援計画の立案 

(3)地域ケアカンファレンス開催 

５）地域連携・退院調整の現状 

６）地域における連携体制 

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) 社会保障制度改革及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 

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 
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表 2 退院支援教育プログラム（2016 年度）（続き） 

講義４ 多職種連携及び地域との連携－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 

グループ討議 テーマ「自施設の退院支援の現状と課題」 

【フォローアップ研修】 

［事前課題］1年間の取り組みと成果の振り返り 

1 年間の取り組みと成果の共有 

事例検討１ 事例報告、事例を踏まえた意見交換・リフレクション 

事例検討２ 事例報告、事例を踏まえた意見交換・リフレクション 

意見交換内容の共有・講評 

【アドバンス研修】 

［第 1回目］ 

事例検討１ 事例報告、事例を踏まえた意見交換・リフレクション 

事例検討２ 事例報告、事例を踏まえた意見交換・リフレクション 

［第 2回目］ 

事例検討３ 事例報告、事例を踏まえた意見交換・リフレクション 

事例検討４ 事例報告、事例を踏まえた意見交換・リフレクション 

［第 3回目］ 

事例検討５ 事例報告、事例を踏まえた意見交換・リフレクション 

事例検討６ 事例報告、事例を踏まえた意見交換・リフレクション 

事例検討７ 事例報告、事例を踏まえた意見交換・リフレクション 

［第 1回目～第 3回目終了後］ 

最終課題レポート（後日、郵送にて提出） 

 

Ⅱ．事業担当者 

 本事業は以下の担当者で実施する。 

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 

機能看護学領域：橋本麻由里 

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：村瀬千里、谷藤庸子 

 

Ⅲ．実施方法 

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、大学において「退院支援教育プログラム（2016 年度）」を施行する。 

１．ベーシック研修では、県内の全看護職者を対象とし、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する。またグループ討議を実施し自施設の退院支援の現

状・課題についての意見交換を行う。 

２．フォローアップ研修では、昨年度までのベーシック研修修了者は、研修会後の 1 年間の取り組み

と成果を事前課題としてリフレクションシートに記載し返送する。研修当日にその取り組みと成

果の共有、1事例の事例検討とグループ討議の報告を行い、講師からの講評を得る。それらをとお

し、研修修了者のリフレクション及び新たな知見を得る機会とする。 

３．アドバンス研修では、昨年度までのフォローアップ研修修了者を対象とし、参加者自身が退院支

援に取り組んだ事例を提示して事例検討を行い、意見交換をとおして自部署の退院支援の充実に

向けて中核となり取り組んでいくための支援を行う。 

４．研修参加者に学びの内容及び「退院支援教育プログラム（2016 年度）」についての意見に関する質

問紙調査を行う。 

５．研修における学びの内容を確認し修了証を交付する。 

６．質問紙調査結果を踏まえて事業担当者間で検討し、県内全体の退院支援の質向上に向けた看護職

者への「退院支援教育プログラム（2016 年度）」を改善する。 

７・倫理的配慮として、研修参加者には、ベーシック研修・フォローアップ研修の質問紙調査の結果

およびグループ討議の報告内容を報告書や関連学会等で公表する旨、文書を用いて口頭で説明し、

文書による同意を得た。また岐阜県立看護大学研究倫理委員会の承認を得た（承認番号 0162）。 
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Ⅳ．結果 

 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、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、「退院支援教育プログラム（2016 年度）」

を企画・開催した。「退院支援教育プログラム（2016 年度）」でのベーシック研修・フォローアップ研

修・アドバンス研修内容、及びベーシック研修・フォローアップ研修の研修後の質問紙調査結果を以

下に報告する。 

１．退院支援に関する「退院支援教育プログラム（2016 年度）」の施行 

１）「退院支援教育プログラム（2016 年度）」ベーシック研修の施行 

（1）ベーシック研修の施行 

①開催日時：2016 年 8 月 30 日（火）9 :00～16:30 

②開催場所：岐阜県立看護大学の講義室 3室（201、202、203）を使用し開催した。 

③参加者：県内 102 の医療機関の看護職者を対象として、看護部長に当該施設の看護職者のベーシッ

ク研修への参加を依頼し、122 名の参加を得た。 

④参加施設：102 施設に参加を依頼し、30 施設よりの参加を得た。 

⑤二次医療圏別参加施設数・参加者数 

参加者を二次医療圏別にみてみると、岐阜医療圏 11 施設（50 名）、飛騨医療圏 2 施設（10 名）、

東濃医療圏 3施設（10 名）、中濃医療圏 8施設（28 名）、西濃医療圏 6施設（24 名）であった。 

⑥修了証交付人数：岐阜県立看護大学の看護実践研究指導事業に係る修了証を 121 名に交付した。 

（2）ベーシック研修講義内容 

 退院支援に関する知識を修得するための講義として、退院支援の意義とその役割、医療・介護福祉

制度と社会資源（介護保険制度のしくみと高齢化の現状、退院支援と社会資源）、退院支援のプロセス

と多職種連携、多職種連携及び地域との連携－訪問看護師の立場から、のテーマで 5 名の講師による

講義を行った。その後、グループ討議として、参加者が 5～6 名 1 グループ（全 22 グループ）に分か

れ、利用者ニーズを基盤とした自施設の退院支援の現状・課題を把握することを目的に、「自施設の

退院支援の取り組みの現状と課題」をテーマに意見交換を行った。以下ベーシック研修の概要を表 3

に、ベーシック研修講義内容を表 4に示す。 
 

表 3 ベーシック研修の概要 

【午前】 

9：00～9：05  オリエンテーション（5分） 

9：05～9：55  講義 1 退院支援の意義とその役割（50 分） 

          (講師)岐阜大学医学部附属病院医療連携センター副看護師長   

9：55～10:00  質疑応答（5分） 

10:00～10:10   休憩（10 分） 

10:10～12:00  講義 2 医療・介護福祉制度と社会資源 

10:10～11:00  1）介護保険制度のしくみと高齢化の現状（50 分） 

           (講師)岐阜県健康福祉部高齢福祉課介護事業者係係長 

11:00～11:05  質疑応答（5分） 

11:05～11:55   2）退院支援と社会資源（50 分） 

           (講師)新生メディカルケアマネジメントセンターケアマネジャー  

11:55～12:00   質疑応答（5分） 

12:00～12:50   昼食  

【午後】 

12:50～13:35   講義 3 退院支援のプロセスと多職種連携（45 分） 

          (講師) 岐阜県総合医療センター地域医療連携センター部 退院調整看護師      

13:35～13:40   質疑応答（5分） 

13:40～14:25  講義 4 多職種連携及び地域との連携－訪問看護師の立場から（45 分） 

          (講師) 岐阜県立看護大学講師 

14:25～14:30   質疑応答（5分） 

14:30～14:40   休憩（10 分） 

14:40～15:40  グループ討議（60 分） 

         テーマ：「自施設の退院支援の取り組みの現状と課題」 

15:40～16:00  リフレクションシート記入（20 分） 

16:00～16:20  グループ討議内容の共有（20 分） 

               共有内容：「今後取り組みたいこと」 

16:20～16:30  まとめ・講評（10 分）                                  
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表 4 ベーシック研修講義内容 

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、日本の人口の推移 

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 

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 

  介護保険制度のしくみ、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、社会保障制度改

革及び介護保険制度改革について 

2）退院支援と社会資源 

  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 

  社会資源の活用と退院前カンファレンス 

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  

   退院調整室を中心とした連携体制、退院調整に係わる診療報酬改定、退院支援看護職の人材育成、退院支援の

質の評価 

講義４ 多職種連携及び地域との連携－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 

   在宅サービスの勉強会、退院後訪問、施設間看護連携交流会                      

 

２）「退院支援教育プログラム（2016 年度）」フォローアップ研修の施行 

（1）フォローアップ研修の施行 

①開催日時 ：2016 年 8月 30 日（火）13:00～16:30 

②開催場所 ：岐阜県立看護大学の講義室 3室（103、104、105）を使用し開催した。 

③参加者：昨年度までのベーシック研修修了者の看護職者を対象として、看護部長に当該施設の看護

職者のフォローアップ研修への参加を依頼し、53 名の参加を得た。 

④参加施設 ：30 施設に参加を依頼し、22 施設よりの参加を得た。 

⑤二次医療圏別参加施設数・参加者数 

参加者を二次医療圏別にみてみると、岐阜医療圏 8 施設（17 名）、飛騨医療圏 1 施設（5 名）、東

濃医療圏 5施設（10 名）、中濃医療圏 3施設（5名）、西濃医療圏 5施設（16 名）であった。 

⑥修了証交付人数：岐阜県立看護大学の看護実践研究指導事業に係る修了証を 52 名に交付した。 

 

(2)フォローアップ研修の概要 

昨年度までのベーシック研修修了者のリフレクション及び新たな知見を得る機会とするために、参

加者が 5～6名 1グループ（全 9 グループ）に分かれ自己・自部署・自施設における 1年間の取り組み

と成果の共有及び事例検討会を行った。昨年度までのベーシック研修修了者はフォローアップ研修前

に郵送されたリフレクションシートで、昨年度の自施設の課題、昨年度 1 年間の取り組みと成果（自

身として・自部署として・組織として）を振り返った上で参加した。また、リフレクションシートに

同封された 2 事例の退院支援事例情報に目を通したうえで参加し、1 事例の事例検討を行った。以下、

フォローアップ研修の概要を表 5に示す。 
 

表 5 フォローアップ研修の概要 

13:00～13:05  オリエンテーション（5分） 

13:05～14:05   1 年間の取り組みと成果の共有（60 分） 

        昨年度の自施設の課題、1年間の取り組みと成果 

①自身の取り組みと成果、②自部署としての取り組みと成果、 

③組織としての取り組みと成果、④困ったことや困難であったこと 

14:05～14:10   質疑応答（5分） 

14:10～14:20  休憩 

14:20～15:30  事例検討（70 分）（グループに分かれ退院支援事例 1、事例 2のどちらか 1事例の検討） 

15:30～16:00   事例検討内容の共有（30 分） 

16:00～16:20   講評（20 分） 

16:20～16:30  リフレクションシートの記入（10 分） 
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３）「退院支援教育プログラム（2016 年度）」アドバンス研修の施行 

（1）アドバンス研修の施行 

①開催日時 ：2016 年 8月 30 日（火）13:00～16:30（第 1回） 

       2016 年 9 月 26 日（月）17:00～19:00（第 2回） 

       2016 年 11 月 28 日（月）16:00～19:00（第 3回） 

②開催場所 ：岐阜県立看護大学の演習室 3室（302、303、大学院演習室）及び講義室 3室（103、104、

105）を使用した。 

③参加者：昨年度までのフォローアップ研修修了者の看護職者を対象として、看護部長に当該施設の

看護職者のアドバンス研修への参加を依頼し、15 名の参加を得た。 

④参加施設 ：30 施設に参加を依頼し、11 施設よりの参加を得た。 

⑤二次医療圏別参加施設数・参加者数  

参加者を二次医療圏別にみてみると、岐阜医療圏 5施設（7名）、飛騨医療圏 1施設（1名）、東濃

医療圏 2施設（4名）、中濃医療圏 1施設（1名）、西濃医療圏 2施設（2名）であった。 

⑥修了証交付人数：岐阜県立看護大学の看護実践研究指導事業に係る修了証を 15 名に交付した。 

 

（2）アドバンス研修内容 

フォローアップ研修修了者が、自部署の退院支援の充実に向けて中核となり取り組めることを目指

してアドバンス研修を施行した。参加者はアドバンス研修前に郵送された「事例シート」に自身が取

り組んだ事例をまとめ、アドバンス研修で学びたいことを明確にした上で参加した。事例検討では参

加者は 7～8名 1グループ（全 2グループ）に分かれ、事例ごとに交代でファシリテーターと書記の役

割を担った。また、3回の研修会終了後に課題レポートとして、提示事例に対する退院支援計画を考案

し提出した。以下、アドバンス研修の概要を表 6に示す。 
 

表 6 アドバンス研修の概要 

[1 回目] 

17：00～17：10  オリエンテーション・自己紹介 

17：10～17：20  事例報告（1事例目） 

17：20～17：55  事例検討（1事例目） 

17：55～18：00  休憩 

18：00～18：10  事例報告（2事例目） 

18：10～18：45  事例検討（2事例目） 

18：45～18：55  講義 

18：55～19：00  リフレクションシート記入 

 

[2 回目]（１G） 

17：00～17：05  オリエンテーション 

17: 10～17：20  自己紹介・役割決定 

17：20～17：30  事例報告（1事例目） 

17：30～18：05  事例検討（1事例目） 

18：05～18：10  ポイントの確認 

17：10～18：15  休憩 

18：15～18：25  事例報告（2事例目） 

18：25～19：00  事例検討（2事例目） 

19：00～19：05  ポイントの確認 

 

[3 回目] 

16：00～16：10  オリエンテーション 

16：10～16：20  自己紹介・役割決定 

16：20～16：30  事例報告（1事例目） 

16：30～17：00  事例検討（1事例目） 

17：00～17：05  ポイントの確認 

17：05～17：15  事例報告（2事例目） 

17：15～17：45  事例検討（2事例目） 

17：45～17：50  ポイントの確認 

17：50～18：00  休憩 

18：00～18：10  事例報告（3事例目） 

18：10～18：40  事例検討（3事例目） 

18：40～18：45  ポイントの確認 

18：45～19：00  リフレクションシート記入･回収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2 回目]（2G） 

17：00～17：05   オリエンテーション 

17: 10～17：20   自己紹介・役割決定 

17：20～17：25    事例報告（1事例目） 

17：25～17：55  事例検討（1事例目） 

17：55～18：00  事例報告（2事例目） 

18：00～18：30  事例検討（2事例目） 

18: 30～18: 35  休憩 

18：35～18：40  事例報告（3事例目） 

18：40～19：10  事例検討（3事例目） 
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２．質問紙調査による退院支援教育プログラム参加者の学びの明確化 

１）ベーシック研修参加者の学びの明確化 

ベーシック研修終了後に参加者全員である 124 名に質問紙調査を実施し、122 名より回答を得た（回

答率 98.3％）。そのうち同意の得られた 117 名の回答を調査対象とする。調査内容は、①退院支援の

意義・必要性、②退院支援における看護職者の役割、③多職種との連携の必要性、④自施設の退院支

援の課題、自施設で今後取り組みたいこと、⑤ベーシック研修に対する意見等であった。それらの質

問紙調査結果の自由記載内容は文脈ごとに分け、要約し、意味ごとに分類した。なお以下【 】は分

類を、[ ]は小分類を示す。 

ここでは、自施設の退院支援の課題、自施設で今後取り組みたいことの質問紙調査結果を示す。 

 

(1)自施設の退院支援の課題 

自施設の退院支援の課題に関する意見は 240 件あり、【退院支援システムを構築し計画的に運用す

る】（8件）、【退院支援ツールを開発する】（4件）、【既存ツール・記録の充実を図る】（13 件）、

【支援の振り返りを行う】（7件）、【退院前訪問・退院後訪問を充実させる】（9件）、【地域包括

ケア病棟の在り方についての検討が必要である】（4件）、【多職種・他施設と連携・情報共有する】

（33 件）、【受け持ち看護師に任せきりではなく看護師間で連携を図る】（17 件）、【看護師主体で

退院支援に取り組む】（15 件）、【意識・知識・認識の向上が必要である】（26 件）、【看護職への

教育支援が必要である】（26 件）、【外来看護を充実させる】（3件）、【入院早期から支援に取り

組む】（17 件）、【利用者中心の看護を提供する】（19 件）、【在宅療養生活を見据えた支援が必要

である】（15 件）、【退院支援が困難な状況がある】（22 件）【その他】（2件）の 17 に分類された。 

【退院支援システムを構築し計画的に運用する】は、小分類［システムを構築し経験知による支援

のむらをなくす］［システムを構築し病院全体で退院支援に取り組む］［指導的立場を担うスタッフ

を育成する］［受け持ち看護師不在でも対応できるシステムを作る］［利用者ニーズを基盤とするた

め療養病棟におけるシステムを充実させる］があり、【退院支援ツールを開発する】は、小分類［経

験が浅い看護師も相談しながら進められるチャートが必要である］［支援する上で必要な情報を皆が

分かるための情報シートが必要である］［活用できるツールがない］があった。 

【既存ツール・記録の充実を図る】は、小分類［既存のツールを活用する］［入院時スクリーニン

グシートを有効に活用する］［退院スクリーニングシートを有効に活用する］［退院支援の現状が把

握できるよう記録を残す］があり、【支援の振り返りを行う】は、小分類［カンファレンスを開催し

支援・事例の振り返りを行う］［退院支援の質を評価し多職種で共有する］があった。また【退院前

訪問・退院後訪問を充実させる】は、小分類［退院前訪問を実施し支援を充実させる］［退院前訪問・

退院後訪問で支援を振り返り病棟にフィードバックする］［リハビリスタッフが参加した形での退院

後訪問を行う］があり、【地域包括ケア病棟の在り方についての検討が必要である】は、小分類［一

般病棟と地域包括ケア病棟の連携の在り方が未確立である］［地域包括ケア病棟における看護師の養

成が必要である］があった。 

そして【多職種・他施設と連携・情報共有する】は、小分類［多職種カンファレンスを行い多職種

と連携する］［多職種間で積極的に情報共有し支援を充実させる］［医師を交えたカンファレンスの

開催や情報共有を行い医師との連携・協働を進める］［ケアマネジャーとの関わりを強化する］［近

隣施設や他施設と連携・情報共有する］があり、【受け持ち看護師に任せきりではなく看護師間で連

携を図る】は、小分類［外来・病棟・訪問看護と連携を取り安定した在宅療養につなげる］［受け持

ち看護師に任せきりな現状がある］［看護師間で情報共有が少なく対応が遅れる］があった。【看護

師主体で退院支援に取り組む】は、小分類［介護サービスについての知識が少なく MSW や退院調整看

護師へ任せきりになる］［体制が整っておらず退院支援を主で行える看護師がいない］があった 

【意識・知識・認識の向上が必要である】は、小分類［退院支援への意識・関心を高める］［退院

支援に関する知識を深める］［関連制度・社会資源に関する知識を深める］［知識不足による介入不

足をなくす］［スタッフの認識に影響を与えている要因を見直す必要がある］があった。【看護職へ

の教育支援が必要である】は、小分類［スタッフ教育が必要である］［スタッフ教育による実践力の

向上が必要である］があった。 

【外来看護を充実させる】は、小分類［病棟と外来で情報共有し外来での支援を充実させる］［外

来での取り組みがない］があった。【入院早期から支援に取り組む】は、小分類［入院早期から退院

支援する］［早期介入によりスムーズな支援につなげる］［早期介入により意思決定を支援する］が

あり、【利用者中心の看護を提供する】は、小分類［患者・家族の思い・意向を把握する］［患者・

家族の意思決定を支える］［患者・家族に寄り添った利用者中心の支援が必要］［個別性を重視した

アセスメントが大切である］があった。 

また【在宅療養生活を見据えた支援が必要である】は、小分類［退院後の生活をイメージした情報

収集・介入が必要である］［自立・自律を促す支援が後回しになっている現状がある］［在宅療養生
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活のイメージが持てず医療者と家族の間でずれが生じる］があり、【退院支援が困難な状況がある】

は、小分類［疾患・病状に応じた対応が困難である］［困難患者が多く調整が困難である］［看護師

が日々の業務に追われ患者・家族とかかわる時間が持てない］［入院期間が短く信頼関係の構築が難

しい］［地域包括ケア病棟が空いていない］［DPC が切れてからの退院が多い］［退院支援にかかわる

加算が取れない］があった（表 7）。 

 
表 7 自施設の退院支援の課題（ｎ＝117） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

退院支援システ

ムを構築し計画

的に運用する

（8 件） 

システムを構築し経験知に

よる支援のむらをなくす（4

件） 

経験のむらがないシステム作り。 

若いスタッフも対応できるよう、1 週間に 1 度退院調整委員やソーシャ

ルワーカーが参加したケースカンファレンスを行う退院支援システム

作り。 

退院調整スクリーニングシートの見直しが業務の忙しさで忘れている

ことがある。必ず見直しできるようシステム作りが必要。 

システムを構築し病院全体

で退院支援に取り組む（1

件） 

地域性、病院としての特色を理解した上での退院支援のシステムや

ルール作りが必要。看護部だけでなく病院全体での取り組む姿勢が

必要。 

指導的立場を担うスタッフ

を育成する（1 件） 

指導的立場のスタッフが各病棟に存在していないため、退院支援委

員メンバーが退院支援の指導者になると良い。 

受け持ち看護師不在でも

対応できるシステムを作る

（1 件） 

看護師間で連携し、受持ち看護師がいない時にも支退院支援が計

画に沿って行えるシステム作り。 

利用者ニーズを基盤とする

ため療養病棟におけるシス

テムを充実させる（1 件） 

療養病棟で入院期間が長く、医療区分が高いと積極的な退院支援を

行っていない。患者や家族のニーズに沿えるよう長期療養の方の退

院支援が課題。 

退院支援ツー

ルを開発する（4

件） 

経験が浅い看護師も相談

しながら進められるチャート

が必要である（1 件） 

どの看護師も同じように退院調整がすすめられるチャートが必要。

PNS もあるため経験が浅い看護師も相談しながらすすめていけられる

ようになるといい。 

支援する上で必要な情報

を皆が分かるための情報シ

ートが必要である（1 件） 

退院後どのようなサービスを受けられるのか分からないスタッフもお

り、介護保険を受けるための 初の説明からつまずくことがある。ま

た、特定な看護師だけが調整に関わっているという場合もある。患者

の必要な情報は何か、皆が分かるような情報シートが必要。 

活用できるツールがない（2

件） 

電子カルテに退院支援チェックリストがない。 

スクリーニングシートがない。 

既存ツール・記

録の充実を図る

（13 件） 

既存のツールを活用する

（4 件） 

入院後スムーズに退院調整するために、外来時からチェックシートを

活用する。 

効果的なシートを活用し、計画的に支援が進められるとよい。 

退院フローチャートを上手く活用する。 

入院時スクリーニングシート

を有効に活用する（6 件） 

スクリーニングシート、退院支援計画書がしっかり記入できてない。 

入院時スクリーニングの漏れをなくす。 

スクリーニングシートで早期に患者をスクリーニングし、支援が必要な

患者を漏らさないようにする必要がある。 

退院スクリーニングシートを

有効に活用する（1 件） 

退院スクリーニングシート（退院スクリーニングシートはクリパス様にし

てあり誰にでも具体的とりくみがわかるよう作ってある）が新たに作られ

たため、有効に使っていけるよう実施する。 

退院支援の現状が把握で

きるよう記録を残す（2 件） 

入院時に退院の方向性を聞き記録を残すことができていない。 

退院支援記録に現状が把握できるように残せること。 

支援の振り返り

を行う（7 件） 

カンファレンスを開催し支

援・事例の振り返りを行う（6

件） 

ケースカンファレンスを行い、情報を共有する。 

退院支援事例の振り返りを行う。 

病棟でのカンファレンスを有効活用する。 

退院支援の質を評価し多

職種で共有する（１件） 

退院支援の質評価をし、十分な支援が行えているか多職種で共有し

たい。 

退院前訪問・退

院後訪問を充

実させる（9 件） 

退院前訪問を実施し支援

を充実させる（1 件） 

担当看護師等が退院前訪問することで、患者さんの背景や退院後の

生活がイメージしやすくなり、より適切な支援・調整が出来る。 

退院前訪問・退院後訪問

で支援を振り返り病棟にフ

ィードバックする（7 件） 

退院前訪問・退院後訪問の取り組み。 

退院後訪問をし、振り返る機会があるとよい。 

退院後の患者の状態・ケアは適切であったかの確認が出来ていな

い。退院後訪問を行い、患者への指導を振り返り病棟にフィードバッ

クする。 
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表 7 自施設の退院支援の課題（ｎ＝117）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

退院前訪問・退

院後訪問を充

実させる（9 件）

（続き） 

リハビリスタッフが参加した

形での退院後訪問を行う（1

件） 

退院調整室が中心となり、病棟看護師・訪問看護師のチームで退院

後訪問を行い指導用のパンフレット修正、見直し等退院指導に役立

てている。今後、必要に応じてPT・OT・ST等の訪問参加も出来ると良

い。 

地域包括ケア

病棟の在り方に

ついての検討

が必要である（4

件） 

一般病棟と地域包括ケア

病棟の連携の在り方が未

確立である（2 件） 

一般病棟と包括ケア病棟の連携（退院調整のあり方）方法が未確立

である。 

包括ケア病床への移転が急に決まる事が多く、情報を十分に把握で

きないまま引き継ぐ形になってしまう。入院時から意識的に退院後の

生活を考えた関わりを行い必要な情報を院内・外のスタッフにつない

でいくことで、患者が安心して退院出来るように支援することが必要。 

地域包括ケア病棟におけ

る看護師の養成が必要で

ある（2 件） 

地域包括ケア病棟における退院支援に関する看護師の養成ができ

てない。 

地域包括ケア病棟の在り方として、受容支援や意思決定支援が重要

なポイントになる。 

多職種・他施設

と連携・情報共

有する（33 件） 

多職種カンファレンスを行

い多職種と連携する（4 件） 

他部門との連携が出来ていないので、まずはカンファレンスを定期的

に行いたい。 

多職種カンファレンスの実施。 

Ns とリハビリ、Ns と Ns、Ns と MSW と個々で情報交換は出来るが、多

職種カンファレンスが出来ていない。時間の調整を行い連携できる時

間を作っていく必要がある。 

多職種間で積極的に情報

共有し支援を充実させる（9

件） 

退院支援チームに病棟・外来・訪看・MSW と所属しているが連携が確

実ではないため情報を共有した連携が必要である。 

ソーシャルワーカーとの積極的な情報共有が重要。 

患者が安心して在宅へ退院できるよう、多職種で各分野の持てる知

識を出し合い、情報共有を行い支援していく。 

医師を交えたカンファレン

スの開催や情報共有を行

い医師との連携・協働を進

める（16 件） 

看護師・MSW・保健師だけでなく、医師も巻き込んで退院調整を行う

必要がある。 

主治医に生活上の問題を伝え、患者とのズレを修正する。 

カンファレンスの方法では看護師だけでなく、特に主治医に参加して

もらう事が重要。家族も医師から受ける説明には同意しやすい。退院

後のゴール設定も明確になる。 

ケアマネジャーとの関わり

を強化する（2 件） 

患者情報を多く持つケアマネとの関わりが薄い。 

ケアマネとの関係性を良好に保ち情報提供してもらうと同時に情報提

供し、包括的な支援ができると良い。 

近隣施設や他施設と連携・

情報共有する（2 件） 

近隣施設や送り出した施設との情報交換や連携が薄い。 

患者・家族が安心して退院できるよう在宅・施設へ情報を提供する。 

受け持ち看護

師に任せきりで

はなく看護師間

で連携を図る

（17 件） 

外来・病棟・訪問看護と連

携を取り安定した在宅療養

につなげる（7 件） 

外来や訪問看護などともっと連携を取り、より長く安定して在宅療養が

出来るようにしていく。 

病棟内だけでなく、外来・病院全体で１人の患者の情報を共有してい

く。退院支援に対して、それぞれの部署で必要な介入を話し合い、ス

ムーズに退院出来るように関われるようにしていく。 

退院の方向性について正しかったのかどうかは不安であるため、訪問

看護につなげられるといい。 

受け持ち看護師に任せきり

な現状がある（8 件） 

退院支援の必要性を理解し、入院時より退院に向けて取り組んでいく

が、受け持ち看護師任せにならないために常に情報共有を行う。 

看護師間の情報共有不足と、受け持ちにお任せの意識がある。 

チーム間で退院支援（患者・家族の思い）退院調整の進行状況など

積極的な情報共有ができておらず、「受け持ち看護師任せ」になって

いる現状がある。また、医療サービス課とのカンファレンスはリーダー

が対応しており、調整上の問題や不足情報などが中心で、スタッフが

直接関わるべき内容を話す機会が少ないのが問題。 

看護師間で情報共有が少

なく対応が遅れる（2 件） 

病棟内での患者の退院に向けてについてのカンファレンスがない。 

看護師間の情報共有（疾患受容や導入状況）ができず、対応が遅れ

る。 

看護師主体で

退院支援に取り

組む（15 件） 

介護サービスについての知

識が少なく MSW や退院調

整看護師へ任せきりになる

（14 件） 

退院支援の現状や様々な介護サービスについて知識を持っているス

タッフが少ない。家族や患者の思いは聞く事が出来ても、その後をケ

ースワーカーに丸投げしている状況。「つなげていくこと」が出来てい

ない。 
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表 7 自施設の退院支援の課題（ｎ＝117）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

看護師主体で

退院支援に取り

組む（15 件）（続

き） 

介護サービスについての知

識が少なく MSW や退院調

整看護師へ任せきりになる

（14 件）（続き） 

介護保険や退院支援について知識が少なく、退院調整が MSW に丸

なげになっているところがある。 

入院時より家族へ退院先の確認を行い、明確にする必要がある。

MSW に退院調整をまかせきりな部分が多いため、看護師が情報収集

を行い、少しでも進めていけるようにスタッフ全員が意識する必要があ

る。 

体制が整っておらず退院

支援を主で行える看護師

がいない（1 件） 

退院支援体制が整っておらず、退院支援を主で行える看護師がいな

い。 

意識・知識・認

識の向上が必

要である（26

件） 

退院支援への意識・関心を

高める（5 件） 

看護師の意識が薄い。 

スタッフの意識が低いため、まず勉強会を行い、知識を習得し、モチ

ベーションを上げる。 

MSW など退院調整部署に頼ってしまっており、病棟看護師の退院支

援に対する知識や関心が薄い。 

退院支援に関する知識を

深める（7 件） 

若年者の退院調整への取り組み方が分からないなど知識不足がある

ため、新人教育の１つとして取り入れる事が必要。 

病棟スタッフの退院支援に関する教育、知識の向上 

退院支援委員以外の看護師の知識不足。現在は委員会内の勉強会

内容を各病棟へおろすという方法をとっているが、全体研修などでの

知識取得が必要。 

関連制度・社会資源に関

する知識を深める（6 件） 

知識の不足。今年度より地域包括ケア病棟ができたため、スタッフも

まだ戸惑っている部分も多い。介護保険についてや ENT 支援に係る

診療報酬について等、知識がないことが課題である。 

退院にむけた診療報酬がかわったため理解していく必要がある。 

資源についての情報不足。 

知識不足による介入不足を

なくす（3 件） 

看護師の在宅医療・ケア等に対する知識不足により適切な情報提供

ができていない。 

看護師がどのようなサービス・制度があるのか理解していなくては助

言出来ないので学ぶ必要がある。 

在宅療養の可能性という事に対して知識が少なく、担当看護師が在

宅をあきらめがちになり、具体的な提案が出来ないことがある。 

スタッフの認識に影響を与

えている要因を見直す必

要がある（5 件） 

退院支援の流れは一通りできているが「やらされている」感があり、業

務負担になっている。数や在院日数が求められていて、スタッフの負

担が大きいだけになっている。 

退院支援や調整は相談室が行うものだと思い込んでいる。誰のため

の支援か理解していないため、算定や在院日数の事だけを考えてい

る。患者の今後どうありたいのかという部分に関わりが持てていない。

麻痺があるから、独居だから ENT は無理だと決めつけて調整してい

る。 

支援が片づけないといけない仕事になっている。やりがいや時間、人

的余裕があるともっとしっかりした介入が出来るのではないか。 

看護職への教

育支援が必要

である（26 件） 

スタッフ教育が必要である

（20 件） 

スタッフへの教育。 

看護師によって関わり方に差があるため、支援の内容にも差がついて

しまっている。 

経験年数の浅いスタッフが多く、施設との調整の仕方が分からない人

も多いため、退院調整・支援が行えるような指導が必要である。 

スタッフ教育による実践力

の向上が必要である（6 件） 

経験値によって、退院支援どう進めればよいか分からず、支援が滞っ

てしまう。退院支援研修の学びを自施設へ還元していきたい。知識だ

けに終わらず、実践につなげていきたい。 

家族と情報交換が出来ていない。 

家族との理解を深める為にもコミュニケーション能力高めていく。 

外来看護を充

実させる（3 件） 

病棟と外来で情報共有し

外来での支援を充実させる

（2 件） 

退院後は地域の保健師などに任せたままで、退院後のフォローが出

来ていない現状がある。再入院予防の為にも外来に来た時などのフ

ォローを外来看護師がしていく必要がある。 

外来通院時に支援出来るよう病棟・外来で情報共有の場があると良

い。 

外来での取り組みがない（1

件） 

外来での取り組みがない。 
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表 7 自施設の退院支援の課題（ｎ＝117）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

入院早期から

支援に取り組む

（17 件） 

入院早期から退院支援す

る（11 件） 

入院早期に退院支援を始める。 

入院時より退院のことをふまえての介入がまだ定着していない。 

入院時より早期に介入していない。 

早期介入によりスムーズな

支援につなげる（5 件） 

 

早期に情報を収集し、入院 1 週間以内のカンファレンスにつなげた

い。 

早期介入し、入院時の患者・家族の思いを聞き、入院診療計画書に

反映させる。 

早期介入が必要である。入院時に退院後の方向性を確認している

が、カンファレンスを開いたり細かなアセスメントをしたりしていないた

め、退院が延びたりし、ADL 低下・認知が進むなどよくない状況にな

ってしまう。退院をスムーズに行うためには早期介入が必要。 

早期介入により意思決定を

支援する（1 件） 

早期より在宅か施設か、療養の場の選択の決定支援の援助。 

利用者中心の

看護を提供する

（19 件） 

患者・家族の思い・意向を

把握する（9 件） 

家族の思い、本人の思いが聞き出せていない。 

治療方針が決まっていく段階で、その都度家族の意向や思いを聞

き、その中で信頼関係も構築されていくと思う。 

患者・家族の希望を聞き、必要な医療行為とケアをすり合わせる。 

患者・家族の意思決定を支

える（5 件） 

意思決定が看護師主体になっていないか疑問が残る。 

「退院させること」が目的になり、患者・家族の思いにどこまで寄り添っ

ているか疑問、意思決定支援を忘れた関わりになっている。 

医師が”自宅は難しい”と言うと在宅の選択肢が消える事が多い。難し

いかどうか決めるのは患者や家族であり、Ns が寄り添って揺れる所に

付きあいながら意思決定支援にもっと介入していく必要がある。 

患者・家族に寄り添った利

用者中心の支援が必要（4

件） 

麻痺があるから転院と考えており、患者・家族に寄り添うことができて

いない。 

在院日数・DPC 係数にとらわれた院内転棟があり、患者中心の支援

が行われていない場合がある。 

本人よりも家族の意見が主となり、在宅への退院支援が少ない。 

個別性を重視したアセスメ

ントが大切である（1 件） 

個別性を重視した退院支援に関するアセスメントが大切である。 

在宅療養生活

を見据えた支

援が必要である

（15 件） 

退院後の生活をイメージし

た情報収集・介入が必要で

ある（12 件） 

病院以外の場所で生活している対象や環境・社会資源がイメージで

きていない。生活者としてとらえられていない。 

患者の健康問題から予測されることを踏まえて、退院後の生活をみて

いく事。 

退院・転院後の患者の状態まで考えられていないことがある。 

自立・自律を促す支援が後

回しになっている現状があ

る（2 件） 

患者の生活を見据えたケアが後回しになってしまっている（安全重視

で自立・自律を促すケアが不足している）。 

転倒転落予防、事故防止等に重点がおかれ、自立支援が阻害され

ている。退院後の生活を念頭に置いた支援がされていない。 

在宅療養生活のイメージが

持てず医療者と家族の間

でずれが生じる（1 件） 

在宅での療養イメージが持てないため目標設定時に医療者と家族と

でズレが生じてしまう。 

退院支援が困

難な状況がある

（22 件） 

疾患・病状に応じた対応が

困難である（8 件） 

終末期患者の在宅への移行が難しく課題。 

心不全患者など入退院を繰り返す患者が多い。 

入院時の安静度がベッド上であるとすぐに ADL が低下してしまう。入

院中、ADL の低下を 低限にして退院支援する必要がある。（急性

期を脱してからの関わりが大切） 

困難患者が多く調整が困

難である（4 件） 

独居患者で家族支援が得られない場合は、なかなか進まない。 

吸引や胃ろう等で寝たきりの患者で処置が多く、老々介護で自宅へ

の退院が難しい。 

困難患者が多く調整が困

難である（4 件）（続き） 

在宅に戻りたいとの意志決定が本人からあっても家族が反対する事

で転院又は施設に行くことになってしまうことがある。 

看護師が日々の業務に追

われ患者・家族とかかわる

時間が持てない（6 件） 

業務に追われて患者・家族とゆっくり関わる時間が持てなく、不安な

内容などを確認する事が遅れる。 

病棟 Nｓが忙しく、患者・家族とじっくり向き合う時間がつくりにくい。 

日々の業務が多忙で、1 人の患者さんとじっくり関わる時間をとる事が

出来ない。 
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表 7 自施設の退院支援の課題（ｎ＝117）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

退院支援が困

難な状況がある

（22 件）（続き） 

入院期間が短く信頼関係

の構築が難しい（1 件） 

入院期間が短く、信頼関係を築くのが難しい。 

地域包括ケア病棟が空い

ていない（1 件） 

今後の事を考えて包括ケア病棟に転棟したいと考えても部屋があい

ていない。 

DPC が切れてからの退院

が多い（1 件） 

DPC の期限が切れてしまってからの退院が多い。 

退院支援にかかわる加算

が取れない（1 件） 

MSW が少なく退院支援に関わる加算がとれていない。 

その他（2 件） 施設内に訪問看護があると

いい（1 件） 

自施設に訪看など（ケアマネ）があるといい。 

退院支援システムを構築で

きている（1 件） 

退院支援加算、退院前・後訪問指導加算について、システム構築で

きている。 

 

(2)自施設で今後取り組みたいこと 

 自施設で今後取り組みたいことに関する意見は 238 件あり、【学ぶ機会を提供する】（39 件）、【退院

支援体制づくりをする】（29 件）、【情報共有のための記録を充実させる】（7 件）、【退院支援シートな

どのツールを活用し、退院支援を進める】（18 件）、【患者・家族への退院支援を充実させる】（38 件）、

【多職種と連携し退院支援をすすめる】（69 件）、【退院前・退院後訪問を行い退院支援の充実を図る】

（35 件）、【その他】（3件）の 8に分類された。 

【学ぶ機会を提供する】は、小分類［勉強会の開催を行う］［質の向上につながる看護師の育成を図

る］［退院支援での看護師の役割について学ぶ］［研修での学びを伝達する］［訪問看護の体験研修を行

う］［退院支援に関する指導をする］［院内のファシリテーターとなり、教育する］［資格取得を目指す］

があり、【退院支援体制づくりをする】は、小分類［病棟やチームで取り組める体制づくり］［退院支

援システムの構築］［退院後フォロー体制の明確化］［段階的な退院支援の取り組み］があった。 

【情報共有のための記録を充実させる】は、小分類［看護記録を充実させる］［記録システムの改善

をする］があり、【退院支援シートなどのツールを活用し、退院支援を進める】は、小分類［退院スク

リーニングシート等の活用］［フローチャートやフローシート等の活用］があった。 

また【患者・家族への退院支援を充実させる】は、小分類［患者・家族の希望や思いを尊重した支

援を行う］［入院早期から患者・家族に関わる］［生活を考え安心して退院できる取り組みをする］［患

者・家族の話を聞く機会をもち、反応を確認する］［患者・家族の意思決定を支援する］［患者・家族・

他職種との信頼関係を築く］［患者の背景を理解する］［退院への理解を求める］があった。 

【多職種と連携し退院支援をすすめる】は、小分類［多職種との退院前カンファレンスの充実を図

る］［多職種との情報共有をする］［多職種カンファレンスを定期的に開催する］［医師との調整・連携

を図る］［看護師間の連携を強化する］［MSW との連携をする］［ケアマネジャーとの連携をすすめる］

［多職種の役割を理解し、調整役になる］［切れ目のない支援をする］があった。そして【退院前・退

院後訪問を行い退院支援の充実を図る】は、小分類［退院後訪問を実施しフィードバックし、質の向

上に努める］［退院前・退院後訪問の取り組みを進める］［退院後訪問を行い、退院支援の看護の質の

評価をする］［退院前訪問・退院後訪問を行い入退院の繰り返す理由を分析する］［退院前・退院後訪

問で新たな支援の必要性を見出す］があった（表 8）。 
表 8 自施設で今後取り組みたいこと（ｎ＝117） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

学ぶ機会を

提供する(39

件) 

勉強会の開催を行

う(12 件) 

退院支援の意義や仕組み、介護保険制度についてなど知識が追いついていな

い部分も多いので、勉強会を行うなどして知識を得る。 

経験年数に関わらず、スタッフが同じような支援ができるように、フォローしたり

勉強会を行っていく。 

全スタッフ、まずは看護師から退院支援についての勉強会や研修会の実施を

行うことで、情報・知識の共有を図る。 

質の向上につなが

る看護師の育成を

図る（12 件） 

退院支援の質の向上につながる看護師教育（勉強会等）の充実を図る。 

患者・家族の思いに寄り添った退院・転院が出来る看護師の育成。 

退院調整に対し、スタッフの意識を変えていけるよう、今まで以上に関われるよう

な働きかけをしていきたい。 

退院支援での看護

師の役割について

学ぶ（6 件） 

部署から退院支援の目的、病棟看護師の役割を教育し、キャリアに関係なく取

り組めるようにしたい。 

退院支援についての必要性と看護師の役割について理解してもらうための看

護師教育を行いたい。 

退院支援に関する教育を新人看護師へは早期から行う。 
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表 8 自施設で今後取り組みたいこと（ｎ＝117）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

学ぶ機会を

提供する(39

件)（続き） 

研修での学びを伝

達する（3 件） 

研修に参加した看護師が他のスタッフに伝達し学びを広げる（必要な情報収集

方法、情報共有の仕方、家族との関わり方の指導）。 

今回の研修での学びの伝達をする。 

個人の知識向上のために、研修に参加し学んだことを他スタッフに伝え、またカ

ンファレンスなどに役立てていきたい。 

訪問看護の体験研

修を行う（2 件） 

訪問看護の研修を体験し、その実際を理解する。 

訪問看護の研修を体験することで視野が広がり、看護にいかせるのではないか

と検討している。 

退院支援に関する

指導をする（2 件） 

退院支援加算について、病棟スタッフの認識が薄い為、スタッフ指導を行う。 

経験の浅いスタッフも進んで退院支援・調整が行なえるよう指導を行なう。 

院内のファシリテー

ターとなり、教育す

る（1 件） 

病院内のファシリテーターとなり、退院支援能力の向上を図れるようスタッフを教

育する。 

資格取得を目指す

(1 件) 

ケアマネジャーの資格を取得すべく、上司と相談している。 

退院支援体

制づくりをす

る（29 件） 

病棟やチームで取

り組める体制づくり

（15 件） 

退院調整委員やチームを作って患者家族に関わっていけるといい。 

病棟看護師が主体となって退院調整を行っていきたい。 

退院支援の情報・対応は、受け持ち中心だが、チーム全体で意識的に情報を

得て取り組める体制づくり。 

退院支援システム

の構築（12 件） 

病院全体で退院支援システムの構築。 

退院支援システム（医療依存度の高い小児）を使用し、より良く活用できるもの

に追加、修正する。 

病棟で退院支援を中心に行う看護師を決める。→看護師が退院調整に関わる

システム作り。皆が退院支援に関われるようなシステム作り。 

退院後フォロー体

制の明確化（1 件） 

退院後のフォロー体制を明確にする。 

段階的な退院支援

の取り組み（1 件） 

退院支援システムでは入院後段階的にどのような支援を行うか取り決める。 

情報共有の

ための記録

を充実させる

（7 件） 

看護記録を充実さ

せる（6 件） 

入院時から退院について家族と話をした情報を記録に残し、早めに退院調整

が行えるようにしていきたい。 

同意書・医師の指示書等の様式等を整え、電子カルテに反映させる。 

患者・家族の思い、問題、今後必要な事を具体的に提供するよう退院サマリー

の充実をする。 

記録システムの改

善をする(1 件) 

記録がみやすくなるように電子カルテシステム開発部に相談する。 

退院支援シ

ートなどのツ

ールを活用

し、退院支援

を進める(18

件) 

退院スクリーニング

シート等の活用（11

件） 

退院スクリーニングシートをもっと活用して、退院について病棟看護師も関わっ

ていかなければいけない。 

退院支援シートを新たに作成したため、活用しながら改良する。 

既存のツールなどを活用し、スタッフ間での情報共有を円滑にする事で、専門

員に早くつなげられるようにしたい。 

フローチャートやフ

ローシート等の活用

（7 件） 

フローチャートを作成し、同じレベルでの支援ができるようにしていく。 

今あるフローシートを他職種と活用していきたい。 

今日研修した退院システムを参考に、プロセスシートなどもちい、今後自分の病

院でも生かせたらいいと思っています。 

患者・家族へ

の退院支援

を充実させる

(38 件) 

患者・家族の希望

や思いを尊重した

支援を行う（11 件） 

患者・家族の気持ちを忘れずに、（看護師）自分の思いを押し付けることなく支

援していく。 

患者・家族の思いを知り、ニーズに沿えるようコミュニケーションを取り、多職種と

情報共有していく。 

患者・家族の気持ちを第一に聞き、その思いに合った退院支援を進めていく。 

入院早期から患者・

家族に関わる（9 件） 

円滑な退院支援をすすめられるよう、早期から介入を心がけ、患者・家族に関

わっていく。 

家族と入院早期から退院後の話をし、ゴールの設定をする。 

本人・家族と早期から関わりを持つ。 

生活を考え安心し

て退院できる取り組

みをする（7 件） 

患者の退院後の生活を考えた取り組みをする。 

患者が安心して在宅へ帰れるような取り組みをしていきたい。 

入院時できるだけ家族から情報収集し、退院後の生活イメージをつかむようにし

たい。 
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表 8 自施設で今後取り組みたいこと（ｎ＝117）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

患者・家族へ

の退院支援

を充実させる

(38 件)（続き） 

患者・家族の話を聞

く機会をもち、反応

を確認する(5 件) 

ゆっくり時間を取って患者や家族から話を聞く場を作りたいと思う。 

もっともっと日頃から家族と連携・相談をとっていきたい。 

入院時より退院のことを視野に入れて本人や家族より話を聞くように努めていき

たいです。 

患者・家族の意思

決定を支援する（2

件） 

退院調整においてスタッフ個々の経験値の違いがあるため、教育システムを活

用して、患者・家族の意思決定を支える丁寧な関わりが出来るようにしていく。 

患者に寄り添い代弁できるくらいになり、意思決定が尊重できるようにしていく必

要があるため行っていきたい。 

患者・家族・他職種

との信頼関係を築く

（2 件） 

患者・家族との信頼関係の構築。 

本人・家人、また他職種との信頼関係を築き、情報交換を行っていく。 

患者の背景を理解

する（1 件） 

患者の背景を知り、患者にとっての退院支援が出来る様にしていきたい。 

退院への理解を求

める（1 件） 

SW と密に情報共有し、本人・家人に退院についての理解を求めていく。 

多職種と連

携し退院支

援をすすめ

る(69 件) 

多職種との退院前

カンファレンスの充

実を図る（25 件） 

退院支援後、評価するためのカンファレンスを行いたいと思う。カンファレンスの

充実化。 

退院の可能性について多職種カンファレンスを実施して意見を統一する。 

医師と看護師、看護師と看護師間で退院調整に向けて話し合いのカンファレン

スを行い、早期から退院調整に向けて調整を取る。 

多職種との情報共

有をする(9 件) 

受け持ち看護師以外の病棟看護師、RH・Dr・他職種とも情報共有が出来るよう

にして行く必要がある。 

介護サービスの現状や色んな方法がある事をスタッフと情報共有し、もっと介護

スタッフと交流を深め、隙間を作らない連携をしていきたい。 

早期に退院支援を行うため、各科外来の看護師と連携を行い、入院が決定した

段階から情報収集する仕組みをつくりたい。 

多職種カンファレン

スを定期的に開催

する（8 件） 

定期的に退院調整のカンファレンス開催。 

医師の方針確認と患者・家族を中心とした定期的なカンファレンスを行うこと。

（情報共有） 

多職種合同カンファレンスの開催する機会を増やす。 

医師との調整・連携

を図る（8 件） 

主治医を巻き込んだ退院支援を行うこと。 

病院長・医師巻き込む。退院調整医師が理想である。 

医師との情報共有。 

看護師間の連携を

強化する（8 件） 

外来 Ns と病棟 Ns での情報共有の場を設ける。 

外来や訪問看護との連携を深めたい。 

看護実践を情報提供する事で、質の高いケアが継続され患者の QOL が UP す

る。 

MSW との連携をす

る（4 件） 

入院時から MSW と看護師が連携を図って退院支援をすすめる。 

退院支援が必要になりそうな患者情報をソーシャルワーカーに提供する。提供

した情報は病棟スタッフにも情報の共有をしていきたい。 

家族から得た情報を MSW と共有し、退院調整・支援を進めていく。 

ケアマネジャーとの

連携をすすめる（4

件） 

ケアマネジャーと密に情報共有が出来るように連携を取る。 

ケアマネジャーとの意見交流。 

ケアマネジャーからのフィードバックを受ける。 

多職種の役割を理

解し、調整役になる

（2 件） 

多職種のスタッフが共通認識を持てるように看護師が調整役になれるように取り

組んでいきたい。 

多職種の役割を理解し、情報提供や支援に生かす。 

切れ目のない支援

をする（1 件）  

多職種間での意見交換をし、切れ目のない支援に繋げていきたい。 

退院前・退院

後訪問を行

い退院支援

の充実を図

る(35 件) 

退院後訪問を実施

しフィードバックし、

質の向上に努める

(16 件) 

退院後訪問を行い、入院中の指導の評価と継続した看護ができるよう取り組み

たい。 

退院または転院した患者がその後どうなったのか、訪問に行けなくても、その後

に関わっている人と連携を取ってフィードバックしてもらい、退院支援の振り返り

や改善が出来るといいと思う。 

退院後担当看護師が訪問をし、自分の介入の振り返りを行う。 
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表 8 自施設で今後取り組みたいこと（ｎ＝117）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

退院前・退院

後訪問を行

い退院支援

の充実を図

る(35 件)（続

き） 

退院前・退院後訪

問の取り組みを進

める（11 件） 

退院前（後）訪問指導のシステムを構築する。 

訪問看護師との退院後訪問を積極的に行っていく。 

退院後の訪問を積極的に行い、どんな支援が必要であるか学んでいく事ができ

ると良い。 

退院後訪問を行

い、退院支援の看

護の質の評価をす

る（3 件） 

退院後訪問を実施し、入院中の関わり方や介護はどうであったか、足りない・必

要であった点など質の評価をしていきたい。 

退院後訪問指導料なども生かし、退院後の患者について理解し、フィードバック

することで、「退院支援」という看護を評価していきたい。 

多職種と連携し退院支援のあり方を評価し改善につなげたい。 

退院前訪問・退院

後訪問を行い入退

院の繰り返す理由

を分析する(3 件) 

入院中に自宅を見てくる退院前訪問・退院後訪問をして、なぜ入退院を繰り返

しているのかを分析したい。 

退院前訪問・退院後訪問を実施し、なぜ入退院を繰り返すのかを分析し、チェ

ックリストの作成をしたい。 

再入院の課題を明確にするため退院後現状報告する。 

退院前・退院後訪

問で新たな支援の

必要性を見出す(2

件) 

退院前・後訪問を行い、新たな支援の必要性を見い出し、継続看護方法につ

いて考えたい。 

退院前・後の訪問を行い、自宅の状況を確認しながら何が必要なのかを考えな

がら支援を行う。 

その他(3 件) 現在実施しているこ

との内容を深める(1

件) 

現在実施していることを継続し、さらに内容を深めもっと地域医療に携わりた

い。 

入院期間の短縮(1

件)  

地域包括ケア病棟の入院期間の短縮。 

マンパワーの充実(1

件) 

マンパワーを充実させる。 

 

２）フォローアップ研修参加者の学びの明確化 

(1) 事前課題リフレクションシートの調査結果 

 フォローアップ研修前に参加者申込み者 53 名に質問紙調査を実施し、52 名より回答を得た（回答率

98％）。そのうち同意の得られた 51 名を調査対象とする。調査内容は、昨年度の自施設の課題、1 年

間の取り組みと成果（①自身の取り組みと成果・②自部署としての取り組みと成果・③組織としての

取り組みと成果、④困ったことや困難であったこと）であった。それらの質問紙調査結果の自由記載

内容は文脈ごとに分け、要約し、意味ごとに分類した。なお以下【 】は分類を、[ ]は小分類を示す。 

ここでは、1 年間の自身の取り組み、1 年間の自身の取り組みの成果、1 年間の取り組みで困ったこ

とや困難であったことの質問紙調査結果を示す。 

① 1 年間の自身の取り組み 

1 年間の自身の取り組みに関する意見は 93 件あり、【退院支援の実践と実践能力向上に向けた取り

組み】（27件）、【早期からの退院支援への取り組み】（10 件）、【多職種・地域との連携】（16

件）、【スタッフの実践能力を高める取り組み】（12件）、【病棟スタッフへの周知・意識向上】（13

件）、【部署の退院支援の現状・課題の確認】（5件）、【退院支援に関する独自のツールの作成】（5

件）、【適切な記録の実施】（3件）、【組織的な退院支援の取り組みへの参画】（2件）の 9に分類

された。 

【退院支援の実践と実践能力向上に向けた取り組み】は、小分類［研修会に参加した］［実地研修

に参加した］［訪問看護に同行した］［研修での学びを報告した］［退院後の生活を見据えたかかわ

りを行った］［自宅訪問を実施した］［自宅への退院調整を実施した］［本人・家族と意識してコミ

ュニケーションをとり、思いや方向性を確認した］［意思決定を意識し実践した］［困難事例に積極

的にかかわった］［認知症患者の退院調整の実施］があり、【早期からの退院支援への取り組み】は、

小分類［早期に患者・家族の思いや状況を把握し取り組んだ］［早期にカンファレンスを実施した］

があった。【多職種・地域との連携】は、小分類［退院支援のカンファレンス・会議を実施・参加し

た］［合同カンファレンスの進行役を務めた］［退院支援部署と連携する］［多職種と連携する］［ケ

アマネジャーと連携する］［地域スタッフとの関係性構築に尽力する］があり、【スタッフの実践能

力を高める取り組み】は、小分類［スクリーニングシート活用をすすめた］［スタッフが退院支援に

取り組めるよう声掛けや助言を行った］［学習会を実施した］があった。また【病棟スタッフへの周

知・意識向上】は、小分類［全体に対し退院支援の必要性・意識の向上を図った］［退院サマリーや

計画書など必要書類の作成を呼びかけた］［作成したツールの活用を周知した］［掲示板・週間表で

情報を共有した］［委員会活動として部署の退院支援向上に努めた］があり、【部署の退院支援の現
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状・課題の確認】は、小分類［退院支援に関する現状を確認した］［退院支援の課題を把握した］が

あった。 

そして【退院支援に関する独自のツールの作成】は、小分類［退院支援マニュアルを作成した］［退

院調整アルゴリズムを作成した］［退院支援チェックリストを作成した］［退院支援アセスメントシ

ートやテンプレートを作成した］があり、【適切な記録の実施】は、小分類［退院サマリーを作成し

た］［必要事項のカルテ記載をした］があった。そして【組織的な退院支援の取り組みへの参画】は、

小分類［委員会で事例検討を行った］［部署の議題に取り組んだ］があった（表 9－①）。 

 
表 9－① 1 年間の自身の取り組み（ｎ＝51） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

退院支援の実践

と実践能力向上

に向けた取り組み

（27 件） 

研修会に参加した（7

件） 

介護保険等の勉強会の実施、退院支援研修に参加し知識向上に努めた。

退院支援に興味を持ち、研修に参加した。 

知識不足、ファシリテーターとしての技術不足に対し研修に参加したスキル

アップを目指した。 

実地研修に参加した（2

件） 

退院支援の研修や実習を行い、他施設のスタッフと情報交換した。 

施設見学。 

訪問看護に同行した（1

件） 

訪問看護への同行により在宅の現状を知る。 

研修での学びを報告し

た（1 件） 

研修での学びを発表した。 

退院後の生活を見据え

たかかわりを行った（5

件） 

退院後の処置方法の確認や使用物品の相談を行った。 

退院後の生活を見据えて関わり、スタッフに情報共有した。 

入院早期から、退院支援に必要な情報収集、退院後の生活を意識して患

者、家族の自立を促すかかわりを行った。 

自宅訪問を実施した（2

件） 

退院後の自宅訪問をした。 

退院前自宅訪問の参加。 

自宅への退院調整を実

施した（1 件） 

地域包括病床のメンバーとして、メンタル面へのケアや試験外泊などで自

宅への退院調整をした。 

本人・家族と意識してコ

ミュニケーションをとり、

思いや方向性を確認し

た（5 件） 

本人・家族と話す機会を多く持ち、退院に向けて必要な援助や本人家族の

気持ちを確認するようにした。 

要介護認定の相談や、本人家族の希望をきき、退院支援看護師やプライ

マリーナースに報告した。 

入院時の面談で方向性を再確認し、家族の協力を得てスムーズな退院に

取り組んだ。 

意思決定を意識し実践

した（1 件） 

意思決定を心がけ、情報収集、声かけを意識。 

困難事例に積極的に

かかわった（1 件） 

困難事例や退院指導が必要な患者に積極的にかかわった。 

認知症患者の退院調

整の実施（1 件） 

高齢認知症の患者に対し、PSW と資源などの情報を共有し、退院カンファ

レンスを開催し、施設への入所をすすめた。 

早期からの退院

支援への取り組

み（10 件） 

早期に患者・家族の思

いや状況を把握し取り

組んだ（7 件） 

入院時より、患者・家族とコミュニケーションをとり情報収集に努めた。 

早期に患者・家族に関わり、関係部署に連絡した。 

できるだけ早く、退院先や自宅の状況を把握するようにした。 

早期にカンファレンスを

実施した（3 件） 

入院早期のカンファレンスや情報収集。 

定期カンファレンスの早期開催。 

退院支援が必要なケースを早くからカンファレンスにかける（アンテナをは

っておく）。 

多職種・地域との

連携（16 件） 

退院支援のカンファレ

ンス・会議を実施・参加

した（6 件） 

在宅に退院するためのケース会議、IC、カンファレンスを行った。 

入院時アセスメントにより情報収集し、問題点を退院支援計画に取り込み、

カンファレンスや担当者会議に情報提供した。 

看護サマリーの充実、ケアマネとの退院前カンファレンスを実施しスムーズ

な退院に向け介入した。 

合同カンファレンスの進

行役を務めた（1 件） 

退院調整の合同カンファレンスで、司会進行し、多職種で情報共有でき

た。 

退院支援部署と連携す

る（1 件） 

退院支援部署との連携をこまめに図る。 

多職種と連携する（4

件） 

多職種との積極的な連携をとる様に心がけた。 

多職種と連携し退院困難患者への退院調整を進めた。 

家族とコミュニケーションを図り、スムーズな退院や退院後も安心できるよう

に多職種とかかわった。 
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表 9－① 1 年間の自身の取り組み（ｎ＝51）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

多職種・地域との

連携（16 件）（続

き） 

ケアマネジャーと連携

する（3 件） 

ケアマネジャーと情報共有した。 

入院時のケアマネへの連絡。 

ケアマネとの連携をこまめに図る。 

地域スタッフとの関係

性構築に尽力する（1

件） 

地域スタッフとの関係性構築に尽力した。 

スタッフの実践能

力を高める取り組

み（12 件） 

スクリーニングシート活

用をすすめた（2 件） 

スクリーニングシートの活用をチェックし個人への指導を行った。 

スクリーニング用紙が使用できるよう、声掛けし、カンファレンスでの記入に

取り組んだ。 

スタッフが退院支援に

取り組めるよう声掛けや

助言を行った（8 件） 

受け持ち看護師にかかわり、退院に必応な情報収集ができるよう内容の理

解を促した。 

個々のケースを振り返り、退院支援のあり方を考え、病棟スタッフにフィード

バックした。 

部署内で退院支援の流れの説明や記録の確認により、理解不足な点に対

する指導を行った。 

学習会を実施した（2

件） 

精神科における退院支援と社会資源の学習会を行った。 

スタッフに退院調整の周知のための勉強会を退院調整専任看護師に施行

してもらった。 

病棟スタッフへの

周知・意識向上

（13 件） 

全体に対し退院支援の

必要性・意識の向上を

図った（4 件） 

地域包括ケア病棟のリーダーとして、受け持ち患者の退院調整、スタッフの

退院調整状況の確認・助言をした。 

早期からの退院調整介入するため、病棟ラウンドし師長会、看護部研修会

で退院調整の必要性を伝えた。                            

師長として退院支援スクリーニング強化。 

退院サマリーや計画書

など必要書類の作成を

呼びかけた（3 件） 

退院時看護サマリーの提出状況を調査し、スタッフに声掛けした。 

退院支援計画書作成を呼びかけた。 

月に 1 回、介護保険や退院支援計画記入、連携書記入、コストの算定漏れ

をチェックし、受け持ち看護師に伝え施行してもらった。 

作成したツールの活用

を周知した（1 件） 

専門看護師、精神保健福祉士と協働し、退院支援リスク・スクリーニング票

と退院支援の看護基準を作成し、病棟スタッフに周知した。 

掲示板・週間表で情報

を共有した（2 件） 

朝礼、掲示板での情報提供。 

介護認定調査や担当者会議の予定を週間表に記入し把握した。 

委員会活動として部署

の退院支援向上に努

めた（3 件） 

退院支援担当者会で決められたことの監査、スタッフの相談役、指導をお

こなった。 

院内退院支援の委員会の活動や退院支援 Ns として退院支援に関わり、病

棟スタッフへの声かけ、知識・意欲向上につとめた。 

退院調整委員会のメンバーとして、病棟の退院支援の意識が高まるよう病

棟会で伝達した。 

部署の退院支援

の現状・課題の確

認（5 件） 

退院支援に関する現状

を確認した（3 件） 

サマリーの受け取りや退院時サマリーの提出数を調査した。 

患者の現状把握や退院支援状況のチェックをした。 

退院調整の現状把握。 

退院支援の課題を把握

した（2 件） 

スコアシートが有効かを評価した結果、スコアシートの見直しが必要であり、

今年度の課題とした。 

退院できない原因の把握、退院調整の必要や介入の有無を確認した。 

退院支援に関す

る独自のツール

の作成（5 件） 

退院支援マニュアルを

作成した（1 件） 

病棟の特徴に合わせた退院支援マニュアルを作成した。 

退院調整アルゴリズム

を作成した（1 件） 

病棟会議で、退院調整アルゴリズム作成への意見を提示した。 

退院支援チェックリスト

を作成した（1 件） 

スタッフが退院調整のチェックリストを作成した。 

退院支援アセスメントシ

ートやテンプレートを作

成した（2 件） 

退院支援アセスメントスコアシートを作成し、緊急入院時の介入に活用し

た。 

看護記録テンプレートを作成した。 

適切な記録の実

施（3 件） 

退院サマリーを作成し

た（2 件） 

担当者会議で退院サマリーを作成し、どのスタッフでも対応できるようにし

た。 

看護サマリーを早期に準備した。 

必要事項のカルテ記載

をした（1 件） 

退院支援計画書、ケアマネとの連携の必要性、必要書類の記入につい

て、カルテ記載した。 
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表 9－① 1 年間の自身の取り組み（ｎ＝51）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

組織的な退院支

援の取り組みへ

の参画（2 件） 

委員会で事例検討を行

った（1 件） 

委員会（継続・・）での事例検討を行った。 

部署の議題に取り組ん

だ（1 件） 

WG メンバー、リーダーとともに部署の議題にとりくんだ。 

 

② 1 年間の自身の取り組みの成果 
1 年間の自身の取り組みの成果に関する意見は 25 件あり、【自身の実践と実践能力の向上】（13 件）、

【スタッフの実践能力向上】（5件）、【退院支援計画書作成の促進】（1件）、【多職種との連携強

化】（6件）の 4に分類された。 

【自身の実践と実践能力の向上】は、小分類［円滑な退院支援が実施できた］［期限内の退院がで

きた］［困難事例への対処ができた］［早期の退院支援へのかかわりができた］［退院後をイメージ

した支援が実施できた］［知識が向上した］［問題を明確にしたかかわりができた］があった。 

【スタッフの実践能力向上】は、小分類［スタッフの意識が向上した］［スクリーニングシートが

活用できるようになった］［必要な情報収集ができるようになった］［退院支援の流れに沿って実施

できた］［スタッフの理解が深まった］があり、【退院支援計画書作成の促進】は、小分類［計画書

作成率が向上した］があった。【多職種との連携強化】は、小分類［問題となりそうな患者への多職

種での対応ができた］［MSW と連携強化ができた］［多職種とのコミュニケーション・情報交換ができ

た］［連携して退院の準備を実施した］があった（表 9－②）。 
 

表 9－② 1 年間の自身の取り組みの成果（ｎ＝51） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

自身の実践と実践

能力の向上（13

件） 

円滑な退院支援が実施できた

(2 件） 

早めに家族の考えを聞き、退院調整を円滑に、調整を進めることが

できた。 

PNS のパートナーと退院調整に取り組めている。 

期限内の退院ができた（1 件） 地域包括病棟での期限内に退院することができた。 

困難事例への対処ができた（1

件） 

助言を求めることで困難事例に対処できた。 

早期の退院支援へのかかわり

ができた（2 件） 

患者家族とのコミュニケーションを多くとることで、相談される事も多

く早めに対応ができた。 

専門的なことや、困難事例は医療介護に介入して頂き、早期に対

応できるようになった。 

退院後をイメージした支援が

実施できた（2 件） 

退院後のイメージがしやすくなり面談に活用できた。 

治療だけでなく、在宅復帰に向けてという視点で看護にあたること

ができた。 

知識が向上した（2 件） 社会制度や地域サービスの知識をが身に着いた。 

研修により自身の知識を深めた。 

問題を明確にしたかかわりが

できた（3 件） 

カンファレンスや情報収集から、退院後の問題を抽出でき、医師へ

の方針確認もできた。 

シートを活用し患者・家族の問題を共有できた。 

退院後の生活を考えながら、課題をクリアできるように関われた。 

スタッフの実践能

力向上（5 件） 

スタッフの意識が向上した（1

件） 

退院時看護サマリー提供率が向上し、スタッフの退院支援に関す

る意識が高まった。 

スクリーニングシートが活用で

きるようになった（1 件） 

個人に指導的にかかわり、（スタッフの）スクリーニングシートの活用

がほぼ行えるようになった。 

必要な情報収集ができるよう

になった（1 件） 

受け持ち看護師に繰り返し、退院に必要な内容の理解ができるよう

かかわり、入院時基礎情報以外に（退院に必要な内容の）追加内

容を記入してくれる人が増えた。 

退院支援の流れに沿って実施

できた（1 件） 

退院支援の流れを説明した上で決められた事項ができているか確

認・指導した結果できるようになった。 

スタッフの理解が深まった（1

件） 

精神科における退院支援と社会資源について学習会を行い、（退

院支援への）病棟スタッフの理解を深めることができた。 

退院支援計画書

作成の促進（1 件） 

計画書作成率が向上した（1

件） 

呼びかけにより、退院支援計画書の算定率が 50％以上になった。

多職種との連携強

化（6 件） 

問題となりそうな患者への多職

種での対応ができた（2 件） 

問題となりそうな患者に、MSW と協力して必要な退院調整を行える

ようになってきた。 

常に受け身であった家族に対し、主治医や部長と相談し面談日を

設定し方向性をつけた。 
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表 9－② 1 年間の自身の取り組みの成果（ｎ＝51）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

多職種との連携強

化（6 件）（続き） 

MSW と連携強化ができた（1

件） 

MSW との連携が強化できた。 

多職種とのコミュニケーション・

情報交換ができた（2 件） 

他職種とのコミュニケ―ションをとるよう意識がついた。 

社会福祉士、薬剤師とも情報交換ができた。 

連携して退院の準備を実施し

た（1 件） 

退院調整看護師や MSW、理学療法士等と連携し、退院への準備

ができる様になってきた。 

 

③ 1 年間の取り組みで困ったことや困難であったこと 

昨年度 1年間の取り組みで困ったことや困難であったことは 79 件あり、【家族の受け入れ態勢が不

十分で支援が難しい】（9件）、【退院に対する思いにずれがあり意向に沿う支援が困難】（7 件）、

【患者の病状などに応じたタイミングの良い調整が難しい】（5件）、【高齢・独居・認知症、経済的

困窮者等の支援が困難】（5件）、【地域での療養の場の選択と治療継続のための支援が必要】（5件）、

【病院で混合病棟化が進み病棟全体での取り組みが困難】（4件）、【限られた期間・時間での調整が

困難】（3件）、【急性期の患者に必要な時に必要な支援ができない】（8件）、【看護師の退院支援

に対する意識や力量に差がある】（7件）、【退院支援の質の向上が課題である】（4件）、【専任者

に任せきりになる】（4件）、【多職種間で連携を図った支援が必要】（10 件）、【医師の積極的介

入がなく連携が困難】（7件）の 13 に分類された。 

【家族の受け入れ態勢が不十分で支援が難しい】は、小分類［在宅復帰可能な病状でも家族の受け

入れが難しい］［患者の価値観、家族との関係性により介入困難患者が増加傾向にある］［看取り患

者が増え家族への支援が困難］があり、【退院に対する思いにずれがあり意向に沿う支援が困難】は、

小分類［患者と家族の思いにずれがあり患者の意向に沿う支援が難しい］［医療者と患者家族の思い

にずれがありスムーズに進められない］があった。 

【患者の病状などに応じたタイミングの良い調整が難しい】は、小分類［患者の病状・家族の思い

の変化をに応じたタイミングの良い調整が難しい］［病状が安定せず退院先が決まらない］があり、

【高齢・独居・認知症、経済的困窮者等の支援が困難】は、小分類［独居で経済的困窮者の支援が困

難］［高齢・独居・認知症患者の支援が困難］があった。また【地域での療養の場の選択と治療継続

のための支援が必要】は、小分類［退院後の地域での受け皿が少なく療養の場が決まらない］［治療

継続のための支援に工夫が必要］があった。 

【病院で混合病棟化が進み病棟全体での取り組みが困難】は、小分類［地域包括ケア病棟での家族

への退院支援が困難］［病院で混合病棟化が進み病棟全体での取り組みが困難］があった。そして【限

られた期間・時間での調整が困難】は、小分類［限られた期間・時間での調整が困難］［精神疾患長

期入院患者は退院に否定的で退院への話し合いがしづらい］があり、【急性期の患者に必要な時に必

要な支援ができない】は、小分類［急性期の患者に必要な時に必要な支援ができない］［急性期病院

でありスタッフが在宅生活をイメージできない］があった。 

【看護師の退院支援に対する意識や力量に差がある】は、小分類［担当看護師の力量差がある］［ス

タッフの関心が低く取り組みが定着しづらい］［退院のタイミングを判断するのが難しい］［やらさ

れ感を持つスタッフへの支援が難しい］があり、【退院支援の質の向上が課題である】は、小分類［退

院支援の質の向上が課題である］［退院支援の結果の評価ができていない］があった。 

【専任者に任せきりになる】は、小分類［専任の退院調整看護師へ任せきりになる］［短期入院時

ケア度の軽い人へも MSW の介入が必要］［緊急入院時 MSW との連携がシステム化されておらず任せき

りになる］があり、【多職種間で連携を図った支援が必要】は、小分類［ケアマネジャーとの調整が

大事］［退院支援計画書の作成への取り組みが必要］［医療チームで連携し方向性を統一し支援する］

［多職種と連携し計画的に進めることが難しい］があった。また【医師の積極的介入がなく連携が困

難】は、小分類［医師の積極的介入がなく連携が困難］があった（表 10）。 

 
表 10 1 年間の取り組みで困ったことや困難であったこと（ｎ＝49）（51 名中無記名 2 名） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

家族の受け入

れ態勢が不十

分で支援が難し

い(9 件) 

在宅復帰可能な病状でも

家族の受け入れが難しい

(5 件) 

在宅復帰可能な病状であっても、受け入れのできない家族もいる。 

状態の変化など家族に説明して同意されても動かれない家族が多

い。自宅へ帰る人はすごく少ない。 

家族のうけ入れが難しく、退院に向けて話しをしようとすると面会にくる

回数が減る、電話の折り返しもない事例がある。 
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表 10 1 年間の取り組みで困ったことや困難であったこと（ｎ＝49）（51 名中無記名 2 名）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

家族の受け入

れ態勢が不十

分で支援が難し

い(9 件)（続き） 

患者の価値観、家族との

関係性により介入困難患

者が増加傾向にある(3 件) 

退院調整が困難なケースが増加してきたように感じる。 

患者の価値観、家族との関係性により介入困難な事例が年々増加し

ているように感じる。 

退院調整を順調に行っていても、期限間近での急な方針転換（とくに

家族によるものが多い）があり困難であることが何度かあり、医療ソーシ

ャルワーカーの介入で調整できた。 

看取り患者が増え家族へ

の支援が困難(1 件) 

看取りでの転棟が増え、家族への支援が困ってしまう。 

退院に対する

思いにずれが

あり意向に沿う

支援が困難(7

件) 

患者と家族の思いにずれ

があり患者の意向に沿う支

援が難しい(5 件) 

患者と家族の間で意見が違い、退院支援が遅くなってしまう。 

本人の思い、家人の思い、家族内でも思いは違うため、擦り合わせ、

本人の意向に沿ってすすめることのむずかしさを感じる。 

本人の意向と家族の意向が違う場合、両者ともに希望する生活をどの

ように設定するか、関わっていくか難しい。 

医療者と患者家族の思い

にずれがありスムーズに進

められない(2 件) 

医師や看護師と患者家族との思いにずれがあり、退院がスムーズにす

すめられない、在宅での家族の負担が大きいと、少しでも長く病院に

入院していたいという思いがあり、退院の時期を逃してしまうことがあ

る。又、退院しても無理矢理退院させられたという患者、家族の思いが

残るときがある。 

医師・家人・看護職の思いのズレがあることがある（DPC や家族の意思

決定の揺れ）。 

患者の病状な

どに応じたタイミ

ングの良い調整

が難しい(5 件) 

患者の病状・家族の思い

の変化をに応じたタイミン

グの良い調整が難しい(3

件) 

退院のタイミングがむずかしい（入院の長期化、家族は病院が安心と

在宅復帰にふみきれない、主疾患は治癒しても新たな疾患で治療開

始等、高齢者で多くの持病を持つ）患者がいる。 

入院後、転入後の家族の思いの変化、受け入れのとまどい（困難）。患

者の病状の変化。 

退院に向けて家族指導をしていたが患者の状態が悪くなり病院での

看取りとなった。 

病状が安定せず退院先が

決まらない(2 件) 

病態がおちつかない時、退院先が決まらない。 

ターミナル患者の在宅への移行。 

高齢・独居・認

知症、経済的困

窮者等の支援

が困難(5 件) 

独居で経済的困窮者の支

援が困難（3 件) 

独居で生活保護受給者など、経済的に恵まれない方への退院支援に

とまどった。本人の気持ちを十分にくみとれない事となり気の毒に思う

ことも多々あった。 

独居の方、身寄りのない方、経済的に困難者、認知症患者等、判断能

力が低下している方の場合困難。 

身よりもなく、家もなく独居の患者で病状悪化、市役所など行政が関わ

るも、なかなか退院支援がすすまず、数ヶ月かかり退院した。 

高齢・独居・認知症患者の

支援が困難(2 件) 

独居老人や、老々介護、家族と疎遠になっている人など、家族からの

協力を得られない家族（連絡がとれなかったり）も多く、退院調整がス

ムーズにすすまない声がある。 

高齢者、認知症、身よりがないなどの退院調整困難者が多い。 

地域での療養

の場の選択と治

療継続のため

の支援が必要

(5 件) 

退院後の地域での受け皿

が少なく療養の場が決まら

ない(3 件) 

自宅退院や近親者との生活が困難な人で要介護認定されない人の受

け皿がない。 

退院先の選択が少ないことがあり、退院後の療養の場がなかなか決ま

らない（経済的理由や、地域的理由）。 

施設入所方向であっても、なかなか申し込みに行かれない事例があっ

た。 

治療継続のための支援に

工夫が必要(2 件) 

社会的な弱者 治療の継続（特にインスリン注射はどこもいやがる）在

宅ですごすための治療の工夫システムができていない。 

高額な内服薬の切りかえ、呼吸器患者の受け入れに制限がある。 

病院で混合病

棟化が進み病

棟全体での取り

組みが困難(4

件) 

地域包括ケア病棟での家

族への退院支援が困難(3

件) 

地域包括病棟に転棟、入院された時に同意書を記入して頂いており、

60 日間の制限がある事を説明しているが理解されない方がいる。 

地域包括ケア病棟には入院期間がなくずっと居られると思っている家

族に対しての退院支援の難しさ。 

CAP 蘇生後、脳血管疾患等で全介助、寝たきり状態の患者の家族へ

の対応（退院後の療養型病院への受入れを調整するとき）が困難。 

病院で混合病棟化が進み

病棟全体での取り組みが

困難(1 件) 

病院の移行期であること、整形外科、循環器内科の混合病棟という状

態から退院支援の取り組みが病棟全体で導入が困難に感じた。 
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表 10 1 年間の取り組みで困ったことや困難であったこと（ｎ＝49）（51 名中無記名 2 名）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

限られた期間・

時間での調整

が困難(3 件) 

限られた期間・時間での

調整が困難(2 件) 

限られた時間内で、家族や患者に理解してもらいながら退院をすすめ

ていくことが難しかった。 

自宅退院予定で転床してきた患者が家族、本人と話していくうちに自

宅への退院が難しいという発言がみられることがあった。2 ヶ月内で新

しく介護認定をとり、施設を探すことは困難である。 

精神疾患長期入院患者は

退院に否定的で退院への

話し合いがしづらい(1 件) 

統合失調症など精神疾患で、1 年以上長期入院している人について

は、本人や家族が退院について否定的であり、主治医からも、退院が

困難であると判断されているため、退院支援についての話し合いを行

いにくい。 

急性期の患者

に必要な時に

必要な支援が

できない(8 件) 

急性期の患者に必要な時

に必要な支援ができない

(6 件) 

（急性期できちんと向きあえないため）必要な患者に必要な支援ができ

ない。 

日々の業務に追われる多忙な中で、患者やその家族と、病気や今後

の生活についてどのように考え、何を望むのかという退院支援に も

重要な事について話し合う時間がもてず、退院支援に必要な情報収

集や問題の明確化が早期に行えない。 

プライマリーナースの休みが続く時など、他のスタッフが意欲的にカバ

ーすることが少なく、分からないから、知らないからと、停滞することが

あった。毎日かかわる看護師として、今必要な退院支援を考え行動に

移せるよう、看護師によってバラつきがあるとうことがないようにしていき

たい。 

急性期病院でありスタッフ

が在宅生活をイメージでき

ない(2 件) 

急性期病院であるため、スタッフが在宅での生活が思い描けないこと

がある。場面ごとでかかわり指導してきたが、限界もあるため、今後方

策を考える必要がある。 

スタッフが退院後の生活を見すえた視点をもち介入するまでは至って

いない。サポートが必要。 

看護師の退院

支援に対する

意識や力量に

差がある(7 件) 

担当看護師の力量差があ

る(3 件) 

退院支援に関しての担当看護師の力量に差があり、思うようにすすま

ない状況。 

病棟スタッフ全員が同様のアセスメント能力があるわけでなく興味も知

識も様々であり、教育がむずかしい。 

退院支援に対する指導力に差がでてしまう。 

スタッフの関心が低く取り

組みが定着しづらい(2 件) 

スタッフの退院支援への関心が低く、取り組みが定着しづらかった。 

終の退院調整は師長、主任が行っているため、まだまだ浸透してい

ない。介護保険や、施設の特性等、細かい事も理解できていないと考

える。退院調整をしていても退院サマリーがギリギリまで書けていない

スタッフが多い。 

退院のタイミングを判断す

るのが難しい(1 件) 

退院のタイミングを判断することが難しかった。 

やらされ感を持つスタッフ

への支援が難しい(1 件) 

退院支援に対して時としてスタッフの中にはやらされているという思い

があり、どのように退院後の生活を見据えてかかわっていくことの大切

さを伝えていけばよいのかということが難しかった。 

退院支援の質

の向上が課題

である(4 件) 

退院支援の質の向上が課

題である(3 件) 

退院支援の質の向上が課題である。 

病棟スタッフが積極的に退院支援にかかわれない。退院支援、退院

調整 Ns の知識は増えたがその分スタッフはまかせきりの状況で、退院

支援についての把握ができていない事が多い。 

情報共有ができるようになってきたと思うが、不十分と感じられる事も多

い。 

退院支援の結果の評価が

できていない(1 件) 

病棟に申し送った事、医療連携に申し送った事などが、どういう結果に

なったのかまでは、分からないため、行っている事がよかったのかどう

か評価ができない。自己満足になっていないかが心配だった。 

専任者に任せ

きりになる(4 件) 

専任の退院調整看護師へ

任せきりになる(2 件) 

専任スタッフに依頼することが増えたため、病棟スタッフが患者さんの

退院調整について関わることが減った。退院後の在宅での生活につ

いて考えることが減ったと感じる。 

スタッフの退院支援の意識は高まってきているが MSW や退院調整看

護師にまかせきりになっている。 

短期入院時ケア度の軽い

人へも MSW の介入が必

要(1 件) 

短期入院の退院の場合は、連携の必要性がないという認識でいたが、

ケアの軽い人ほど、介入してもらいにくいので、ソーシャルワーカーと

連携をはかり、適切に対応していくべきだという事例が続きました。 
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表 10 1 年間の取り組みで困ったことや困難であったこと（ｎ＝49）（51 名中無記名 2 名）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

専任者に任せ

きりになる(4 件)

（続き） 

緊急入院時 MSW との連

携がシステム化されておら

ず任せきりになる(1 件) 

緊急入院発生時、外来より連絡を受け介入し、退院支援が必要となり

得る患者の情報を MSW へ伝達することはできたがその後の MSW、

Pt、病棟 Ns との関わり方がシステム化されておらず、MSW 任せになっ

ている。 

多職種間で連

携を図った支援

が必要(10 件) 

ケアマネジャーとの調整が

大事(3 件) 

ケアマネジャーの力量の差。 

患者本人の状態状況だけではなく、家族の協力も不可欠。ケアマネも

含めて何度も話し合うことでよりよい対策が考えられる時もある。 

ケアマネの連絡先がすぐわからないため連絡が遅れる。 

退院支援計画書の作成へ

の取り組みが必要(3 件) 

計画書の算定率がなかなか上がらず、医事課との連携を行った。 

退院支援計画書の作成 回収率 UP の方法が知りたい。 

アルゴリズム作成については退院調整看護師の協力もあり取り組むこ

とができた。 

医療チームで連携し方向

性を統一し支援する(2 件) 

看護師のみで退院支援を行なう事が知識不足で困難でチーム医療が

大切で、（医師、コメディカル）との連携をし、患者の治療や方向性を統

一していく必要性を感じた。 

病棟スタッフは交替勤務であり、プライマリーNs に任せるとケースが進

展しないことがある。チームとしての関わりが希薄な傾向がある。 

多職種と連携し計画的に

進めることが難しい(2 件) 

退院前カンファレンスなど、多職種と連携を図っていても入退院を繰り

返す患者がいる。 

多職種とも、時間が合わず、計画的にすすめることが難しかった。 

医師の積極的

介入がなく連携

が困難(7 件) 

医師の積極的介入がなく

連携が困難(7 件) 

主治医の積極的な介入が必要。 

病院としては、Ns.と医療センターの連携より Dr.との連携が難しいと感

じました。 

病床稼働率の状況で医師が退院調整に積極的でない時。 

 

(2) フォローアップ研修後に記載したリフレクションシートの調査結果 

フォローアップ研修終了後に参加者全員である 53 名に質問紙調査を実施し、52 名より回答を得た

（回答率 98％）。調査内容は、①フォローアップ研修で学んだこと・考えたこと、②今後自身・自部

署・自施設で取り組みたいこと、③フォローアップ研修に対する意見等であった。それらの質問紙調

査結果の自由記載内容は文脈ごとに分け、要約し、意味ごとに分類した。なお以下【 】は分類を、[ ]

は小分類を示す。 

ここでは、フォローアップ研修で学んだこと・考えたこと、今後自身・自部署・自施設で取り組み

たいことの質問紙調査結果を示す。 

 

① フォローアップ研修で学んだこと・考えたこと 

リフレクションシートに記載された「フォローアップ研修で学んだこと・考えたこと」の記載内容

は、153 件あり、【患者・家族への意思決定支援が重要】（19 件）、【患者・家族の思いに沿った退

院後の生活に向けた支援が重要】（12 件）、【患者・家族の情報収集・情報提供・適時の支援が重要】

（9件）、【入院時・外来通院時から退院後を見据えた支援が重要】（4件）、【在宅療養に向けた悪

化予防の支援が必要】（2件）、【社会資源に繋げる支援が必要】（2 件）、【退院支援に重要な視点・

必要な能力を学ぶ】（10件）【退院調整看護師の機能がわかる】（3件）、【スタッフの意識を向上

する教育支援が必要】（11 件）、【事例検討により退院支援の視点・支援方法を学ぶ】（13 件）、【事

例検討での意見交換により学び・考えが深まる】（11 件）、【多施設の多様な取り組み・成果・体制

が参考になる】（23 件）、【多施設の多様で困難な現状・課題が共有できる】（11 件）、【院内・地

域の多職種間の連携・協働が必要】（8件）、【地域の中での多職種連携による支援体制が必要】（3

件）、【多職種間のカンファレンスが重要】（2件）、【退院支援体制の整備が必要】（3件）、【退

院支援の質向上が必要】（2件）、【自身の知識の習得が必要】（5件）の 19 に分類された。 

【患者・家族への意思決定支援が重要】は、小分類［患者・家族への意思決定支援が重要である］

［患者・家族の意思決定が退院支援の基盤となる］［患者・家族に情報提供し意思決定を支援する］[意

思の変化に沿った意思決定支援が必要である]［ カンファレンスで検討して意思決定支援することが

重要である］［ 意思決定支援以前に受容支援も必要である］［ 意思決定支援がなかなかできない]が

あり、【患者・家族の思いに沿った退院後の生活に向けた支援が重要】は、小分類［患者・家族の思

いに沿った生活に向け支援する］［患者・家族がより良い生活が送れるような関わりが必要である］

［患者・家族の気持ちの変化を適宜確認する必要がある］［アセスメント・問題点の明確化により不

安なく退院できる関わりが必要である］［患者・家族との関わり方により支援のポイントが変化する］

があった。 
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【患者・家族の情報収集・情報提供・適時の支援が重要】は、小分類［情報収集・情報提供しなが

ら共に考え支援することが重要である］［情報収集・情報提供・支援のタイミング・見極めが重要で

ある］があり、【入院時・外来通院時から退院後を見据えた支援が重要】は、小分類［入院時から退

院後を見据えた関わりが重要である］［患者の生活に沿った退院支援のためにも、退院前訪問ができ

ると良い］［入院時・外来通院時から在宅を見すえたかかわりが必要］があった。また【在宅療養に

向けた悪化予防の支援が必要】は、小分類［認知症の発症・悪化を予防する支援が必要である］［在

宅療養に向け ADL 低下を予防する支援が必要である］があり、【社会資源に繋げる支援が必要】は、

小分類［アセスメンし必要な社会資源に繋げることが大切である］があった。 

そして【退院支援に重要な視点・必要な能力を学ぶ】は、小分類［意思を尊重した支援内容・サー

ビス調整、介護負担の軽減等を考えることが重要である］［患者の関係者が同じ目標を持つことが重

要である］［退院支援は個別性が重要であり看護を考えることができる］［基本的な知識、ゆれに寄

り添える姿勢・知識力が必要である］［患者・家族の本位を見極める力が必要である］［介護サービ

ス等の知識の修得・多職種との連携を密にすることが必要である］があり、【退院調整看護師の機能

がわかる】は、小分類［退院調整室看護師は具体的な一連の流れを考えることが出来る］［退院調整

看護師設置の有無により差がある］［退院調整看護師はプロフェッショナルな視点をもつ］があった。 

【スタッフの意識を向上する教育支援が必要】は、小分類［患者の思いを汲み取れるスタッフの育

成を進める］［学習会・研修によるスタッフへの意識づけが大切である］［退院調整看護師につなぐ

までの支援を意識できる研修を企画したい］［スタッフが面談、退院前訪問に参加することで興味を

もち成長できる］［訪問看護研修はスタッフ育成という点からとても有効である］［退院支援にはス

タッフの意識の向上が必要である］［リンクナースを中心としたスタッフ育成が必要である］［スタ

ッフへの教育支援ができるようにしたい］［退院支援を多くのスタッフで進める教育体制の整備が必

要である］があった。 

【事例検討により退院支援の視点・支援方法を学ぶ】は、小分類［大切な視点等が考えられる］［支

援計画が学べる］［具体的な支援が考えられる］［多角的なアプローチが聞ける］［地域へ出向く必

要性が分かる］［病棟看護師の関わり方がわかる］［退院支援の勧め方に配慮が必要とわかる］［普

段の退院支援を振り返る機会となる］があった。【事例検討での意見交換により学び・考えが深まる】

は、小分類［学び・考えが深まる］［多様な意見が聞けて学ぶことが多い］［多施設の看護職との意

見交換が有意義である］［事例を通して異なる立場で考えられる］［広い視野での多くの意見が聞け

る］［支援者の冷静に視る力の大切さが学べる］［支援の継続支援・連携の重要性を学ぶ］があった。 

【多施設の多様な取り組み・成果・体制が参考になる】は、小分類［退院支援の取り組みに力を入

れている］［問題を抱えながらも取り組みは進んでいる］［多施設の取り組み・工夫点を知る］［多

施設の取り組み・成果・体制を知り参考になる］［施設により体制・関わり方等が異なる］があり、

【多施設の多様な困難な現状・課題が共有できる】は、小分類［多様なジレンマを抱えていることが

わかる］［取り組みや困難事例の情報共有ができる］［退院支援の課題を共有する］があった。 

【院内・地域の多職種間の連携・協働が必要】は、小分類［患者・家族の思いが理解できるよう多

職種間協働による支援が必要である］［多職種の情報共有・連携の大切さを知る］［外来での連携を

知り情報共有の必要性を感じる］［看護職者間の連携の大切さを再認識する］［１枚のシートで急性

期・地域包括ケア病棟・自宅・施設等の情報共有ができるとよい］があった。また【地域の中での多

職種連携による支援体制が必要】は、小分類［超高齢化社会の中で退院後の生活支援に向けた連携が

必要］［地域の多職種が連携していくことが必要である］［地域と各病院との壁のない退院支援体制

が作れるとよい］があった。 

【多職種間のカンファレンスが重要】は、小分類［多職種間のカンファレンスによる不安の解決策・

支援方法検討が重要である］があった。そして【退院支援体制の整備が必要】は、小分類［受け持ち

看護師中心に退院支援が進めればよい］［外来での退院支援が必要である］があり、【退院支援の質

向上が必要】は、小分類［退院支援の専任として院内全体をレベルアップする］［退院支援の質向上

が大切である］があった。 

そして【自身の知識の習得が必要】は、小分類［情報提供ができるようサービス等の知識の習得が

必要である］［知識の修得には退院調整看護師、MSW 等を活用するとよい］［参加者の知識の深さを感

じ自己学習の必要性を感じた］があった（表 11）。 
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表 11 フォローアップ研修で学んだこと・考えたこと（ｎ＝51） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

患者・家族への

意思決定支援

が重要（19 件） 

患者・家族への意思決定

支援が重要である (8 件) 

退院支援では、意思の確認・意思決定の支援が重要である。 

病状の進行により時期をのがす事例があり直接ケアにあたる看護師の意

思決定支援が重要であると感じた。 

家族や本人の意思決定が重要なので、面談をして今後の方向性を決め

る必要があることが分かった。 

患者・家族の意思決定が退

院支援の基盤となる（4 件） 

改めて患者・家族の意思決定が退院支援を行うにあたり基盤となると学

んだ。 

退院支援は看護をする上ですごく重要で、患者・家族への意思決定支

援のもとにサービス調整、多職種連携を図り進めていく必要がある。 

退院支援にあたって患者・家族の思いが大切となるため、直接面談して

聞き出すことが支援（調整）の第 1 歩だと思った。 

患者・家族に情報提供し意

思決定を支援する（2 件） 

自宅か施設かの意思決定の際に IC 以外に看護師からも情報提供し選

択の幅を増やすことも重要であると感じた。 

（患者・家族に）情報提供し、一緒に考えながら意思決定の支援をしてい

く必要がある。 

意思の変化に沿った意思

決定支援が必要である（2

件） 

どのように意思決定をしていくのか、多施設の方の意見を聞くことができ、

状況が変化していく中で、意思も変化していくということも念頭におきたい

と思った。 

入院時から患者の意思決定・思いを考えながら退院支援をすすめ、心の

ゆれをフォローして良い方向に導くことが必要である。 

カンファレンスで検討して

意思決定支援することが重

要である（1 件） 

事例検討では知識の共有ができ、1 人で退院調整を考えるのではなくカ

ンファレンスで患者にとって何が一番良いかを考え、意思決定支援する

ことが重要と感じた。 

意思決定支援以前に受容

支援も必要である（1 件） 

ベーシック研修前までは意思決定支援を主に考えていたが、研修後は

意思決定支援以前の受容支援の必要性を感じた。 

意思決定支援がなかなか

できない（1 件） 

退院支援の流れを評価しているが、意思決定支援がなかなかできない。

患者・家族の思

いに沿った退院

後の生活に向

けた支援が重

要（12 件） 

患者・家族の思いに沿った

生活に向け支援する（8 件） 

  

  

患者の気持ちを優先した上で、その時に必要なサービスを利用しながら

の生活を提案、検討する必要があると思った。 

退院支援にあたり、患者・家族の思いを充分に聞きとり、可能な限り支援

できる環境を整える必要性も強く感じた。 

常に患者・家族の思いを大切に、退院までの支援ではなく退院後の生活

までを考える事が大切である。 

患者・家族がより良い生活

が送れるような関わりが必

要である（1 件） 

事例検討のグル―プワークでの意見より、患者、家族がより良い生活を

送ることができるよう後悔しないような関わりが必要であると学んだ。 

患者・家族の気持ちの変化

を適宜確認する必要がある

（1 件） 

看取りを含めた在宅療養になると、患者・家族の気持ちの変化も大きいた

め、適宜確認する必要があると思えた。 

アセスメント・問題点の明確

化により不安なく退院でき

る関わりが必要である （1

件） 

事例検討をし、情報収集、アセスメント、問題点は何かを考え支援するこ

とが必要であり、皆で話し合い、不安なく退院できるよう関わりができれば

よいと思った。 

患者・家族との関わり方に

より支援のポイントが変化

する（1 件） 

患者・家族との関わり方により支援のポイントが変化する可能性があると

気づいた。 

患者・家族の情

報収集・情報提

供・適時の支援

が重要（9 件） 

情報収集・情報提供しなが

ら共に考え支援することが

重要である（6 件） 

在宅を希望する患者でも、多様な困難があるため、患者の状況、今後お

こり得る状態を考え、情報提供しながら一緒に考えていくことが大切だと

思った。 

病状管理と生活について具体的に抽出することで、対象により寄った

個々に合わせた退院支援に繋がっていくと考えた。 

退院支援する上で、情報提供は、重要であり、情報は様々な状況に対応

でき選択できるように提供・説明し、患者・家族が後悔せずに満足感を得

られるようにする必要がある。 
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表 11 フォローアップ研修で学んだこと・考えたこと（ｎ＝51）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

患者・家族の情

報収集・情報提

供・適時の支援

が重要（9 件）

（続き） 

情報収集・情報提供・支援

のタイミング・見極めが重要

である（3 件） 

どのタイミングでどのような支援、情報提供をすればよいか等の重要性が

学べた。 

事例のペインコントロールや思いの確認、調整をもう少し早いタイミングで

行なうべきとの意見があり、カンファレンスや IC のタイミングが難しく、その

見極めが重要と感じた。 

ターミナルでは特にタイミングを逃すと帰ることができなくなるので、退院

支援は早期に介入し在宅へ向けた準備は速やか行う必要がある。 

入院時・外来通

院時から退院

後を見据えた支

援が重要  （4

件） 

入院時から退院後を見据

えた関わりが重要である（2

件） 

入院時から退院を見据えた関わりが重要であり、家族と話すタイミングな

ど支援の方法が分からない場合は連携室との関わり・情報共有が必要で

ある。 

診療報酬の改定、看護必要度の算定のため、ゆっくり関わる前に地域包

括ケア包括病棟に転棟となることが多々ある。入院時から退院後の生活

を見据えた退院支援ができるよう取り組んでいきたい。 

患者の生活に沿った退院

支援のためにも、退院前訪

問ができると良い（1 件） 

事例検討では、退院前訪問を退院支援専任看護師と担当看護師が行う

という意見があったが、院内の看護のみでは患者の生活を想像すること

は難しいので、患者の生活に合わせた退院支援のためにも、退院前訪

問はできると良いと思った。 

入院時・外来通院時から在

宅を見すえたかかわりが必

要（1 件） 

超高齢化社会の中で地域との連携が必要であり、入院時・外来通院時か

ら在宅を見すえたかかわりが必要である。 

在宅療養に向

けた悪化予防

の支援が必要

（2 件） 

認知症の発症・悪化を予防

する支援が必要である（1

件） 

入院中に認知症を発症・悪化させないためには限られた人材、施設環境

の中での工夫を考える必要がある。 

在宅療養に向け ADL 低下

を予防する支援が必要で

ある（1 件） 

在宅へ戻れる援助では、入院後に寝たきりにしない、ADL を低下させな

い看護も必要になると感じた。 

ADL を低下させない支援も退院支援として大切だと思った。 

社会資源に繋

げる支援が必

要（2 件） 

アセスメンし必要な社会資

源に繋げることが大切であ

る（2 件） 

ケースの情報収集の中でサービスの情報提供等何が必要かをアセスメン

トすることが大切であると学んだ。 

訪問看護や各サービス等の社会資源活用につなげることも大切である。

退院支援に重

要な視点・必要

な能力を学ぶ

（10 件） 

意思を尊重した支援内容・

サービス調整、介護負担の

軽減等を考えることが重要

である（3 件） 

本人の意思を尊重し退院後はどうするか方向性をつけ、生活環境を知る

ために実際訪問し、その人にとって何が問題かをアセスメントし、訪問看

護、介護、ディサービス、住宅改修、かかりつけ医、ケアマネ等のサービ

スの利用を 大限に考え、介護力については、できるだけ介入してもら

いもらえる様にする等、このように考えていくことの重要性が学べた。 

患者と家族１人１人の思いを聴き、解決策をどのようにまとめるべきか、多

職種との連携というい事では中心となるのは看護師である事が再確認で

きた。 

患者・家族の意思決定とそれに伴う多職種連携、サービス調整をしなが

ら、家族の介護負担の軽減を図る支援をしていく必要がある。 

患者の関係者が同じ目標

を持つことが重要である  

（1 件） 

患者に関わる全ての人が同じ目標を持つことは退院支援を行う上で重要

だと学んだ。 

退院支援は個別性が重要

であり看護を考えることがで

きる（1 件） 

退院支援は個別性が重要であり、看護を考えることができると再認識し

た。 

基本的な知識、ゆれに寄り

添える姿勢・知識力が必要

である（3 件） 

退院支援を行うには基本的な知識、患者や家族の気持ちに寄り添える姿

勢が必要であり、支援者側の一方的な必要性、思いですすめるのではな

く患者・家族が求め必要としていることを尊重してすすめることでその人

に合った退院支援ができると考えた。 

患者は何を望んでいるのか、家族はどこまでサポートが可能かを可視化

しながら支援していくことが大切であると学び、それが目指すところの生

活を見据えた介入につながると考え、「ゆれ」に寄り添うことを大切にした

い。 

患者、家族に適切な退院支援サービスを提供するためには患者、家族

の思いに寄りそい、思いを十分に聞くことが必要であり、考える側も十分

な知識力が必要である。 
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表 11 フォローアップ研修で学んだこと・考えたこと（ｎ＝51）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

退院支援に重

要な視点・必要

な能力を学ぶ

（10 件）（続き） 

患者・家族の本位を見極め

る力が必要である（1 件） 

退院支援には患者や家族の意見が本位なのか見極める力が必要だと感

じた。 

介護サービス等の知識の

修得・多職種との連携を密

にすることが必要である 

（1 件） 

在宅復帰するには自宅環境や介護力の整備が大切で、介護サービス等

の知識を自分自身がつけること、退院支援を行う時には退院調整看護師

やＭＳＷ等多職種との連携を今まで以上に密にすることが必要と改めて

学んだ。 

退院調整看護

師の機能がわ

かる（3 件） 

退院調整室看護師は具体

的な一連の流れを考えるこ

とが出来る（1 件） 

病棟看護師と退院調整室看護師では事例に対するとらえ方が違ってお

り、退院調整看護師は介護保険の申請、身障の手続き、必要物品の準

備など、より具体的で一連の流れを考えることが出来ていた。 

退院調整看護師設置の有

無により差がある（1 件） 

退院調整看護師がいない施設もあり、それぞれの差も感じた。 

退院調整看護師はプロフェ

ッショナルな視点をもつ（1

件） 

病棟での退院支援の視点と、退院調整看護師のプロフェッショナルな方

との視点が全然違うことがわかりとても勉強になった。 

スタッフの意識

を向上する教育

支援が必要（11

件） 

患者の思いを汲み取れるス

タッフの育成を進める （2

件） 

早く帰すことを目的とせず、患者の疾患の受容から本当の思いに気づき

関わる力を高められる組織づくりを医療チームですすめている。 

IC に同席することは 100％できているが、思いを汲み取れるスタッフが少

なかったため学習会・事例の振り返りの中でスタッフを育成し、支援を進

められるようになった。 

学習会・研修によるスタッフ

への意識づけが大切であ

る（2 件） 

退院支援の質向上のため学習会、カンファレンスを行っている事を聞き、

学習会を行い、スタッフに退院についての意識づけが出来たらよいと感

じた。 

スタッフの意識の差の問題もあり、研修参加や勉強会の開催等の意識づ

けは今後も大切であると分かった。 

退院調整看護師につなぐ

までの支援を意識できる研

修を企画したい（1 件） 

退院調整看護師につなぐまでの支援内容をもっと意識できるような院内

研修企画等を考えていきたい。 

スタッフが面談、退院前訪

問に参加することで興味を

もち成長できる（1 件） 

現在退院調整看護師が中心となりナース会議、面談などを行っている

が、スタッフの育成のためにも、スタッフがナース会議、面談等に参加し、

退院前訪問を行なうことで、退院支援について興味をもち成長していけ

る。 

訪問看護研修はスタッフ育

成という点からとても有効で

ある（1 件） 

訪問看護研修は、退院後の生活をイメージするための、スタッフへの意

識づけや育成という点からとても有効で、教育として行うと良いと全員が

思う取りくみであり、今後につなげられる内容であった。 

退院支援にはスタッフの意

識の向上が必要である（1

件） 

病院全体が在宅復帰へつなげる看護を目指し、スタッフ 1 人 1 人の意識

の向上が退院支援をしていく上で必要なのだと学んだ。 

リンクナースを中心としたス

タッフ育成が必要である（1

件） 

退院支援の方法は施設それぞれであるが、リンクナースを中心とした病

棟スタッフへの指導の必要性は一致した。 

スタッフへの教育支援がで

きるようにしたい（1 件） 

どの施設も退院支援に早く取り組んでいた。フォローアップを終え自分も

スタッフに声かけ出来る様心がけたい。 

退院支援を多くのスタッフ

で進める教育体制の整備

が必要である（1 件） 

退院支援を多くのスタッフで進めていくための教育体制も整えていく必要

があると思った。 

事例検討により

退院支援の視

点・支援方法を

学ぶ（13 件） 

大切な視点等が考えられる

（5 件） 

事例検討（ワークショップ）では、違う視点での支援内容を知り、視野を広

くもつ必要性を感じた。 

事例検討では、他者の意見をきくことで新しい視点の気づきや発見があ

った。 

意見を聞きながらの事例検討では、大切な視点、タイミング、情報提供と

意思決定を支えること等考えることができてよかった。 

支援計画が学べる（2 件） 事例を通じて具体的な支援計画を学ぶ事ができた。 

事例をもとに具体的な支援計画をグループで話し合い、多くの意見が聞

けて勉強になった。 

具体的な支援が考えられる

（1 件） 

事例を検討することでより具体的に退院支援に必要な情報・サービス等

を考えることができとてもよかった。 
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表 11 フォローアップ研修で学んだこと・考えたこと（ｎ＝51）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

事例検討により

退院支援の視

点・支援方法を

学ぶ（13 件）（続

き） 

多角的なアプローチが聞け

る（1 件） 

事例検討を通して、色々な面からアプローチして退院調整を行うとの意

見が聞けたのでよかった。 

地域へ出向く必要性が分

かる（1 件） 

事例検討では在宅のイメージができ、訪問看護など必要なサービスを選

択できるように多職種で考えること、退院前訪問・退院後訪問もあり、病院

だけにいるのではなく地域へ出向くことが必要であると分かった。 

病棟看護師の関わり方が

わかる（1 件） 

事例検討では病棟看護師として行う退院支援について考えることができ

た。退院支援部門が確立している当院で具体的に病棟看護師がどう退

院支援に関わるかの悩みを解決する糸口が見えた。 

退院支援の勧め方に配慮

が必要とわかる（1 件） 

事例検討を通して退院調整のスピードに家族が戸惑うとの意見があり配

慮が必要と思った。 

普段の退院支援を振り返る

機会となる（1 件） 

事前に 2 事例の支援計画考案時に、退院支援とは何かを改めて考え、

普段自分が行っている退院支援を振り返る機会となった。 

事例検討での

意見交換により

学び・考えが深

まる（11 件） 

学び・考えが深まる（3 件） 事例検討では、たくさんの方の意見を聞き、大切なだと学びを深めること

ができた。 

事例検討はグループで意見を出し合い考えが深まりとても勉強になっ

た。 

事例検討では、メンバーの熱意や適切な意見など、とても深い内容で考

えることができ、とても有意義な時間を過ごせた。 

多様な意見が聞けて学ぶ

ことが多い（3 件） 

事例を通して色々な考えを学ぶことができた。 

事例検討では、経験をふまえた色々な意見がでて勉強になった。 

意見交換で色々な意見が聞けてとても学ぶことが多かった。 

多施設の看護職との意見

交換が有意義である（1 件） 

自施設以外の方と意見交換ができとても有意義であった。 

事例を通して異なる立場で

考えられる（1 件） 

1 つ事例を通して、それぞれの立場で考えることができた。 

広い視野での多くの意見が

聞ける（1 件） 

事例検討では広い視野での多くの意見が聞けてよかった。 

支援者の冷静に視る力の

大切さが学べる（1 件） 

支援者の冷静に視る力の大切さ等が改めて学べてよかった。 

支援の継続支援・連携の重

要性を学ぶ（1 件） 

事例より必要なサポ―トは何か、以外に継続すること、つながりをもつこと

の重要性を学ぶことができた。 

多施設の多様

な取り組み・ 

成果・体制が参

考になる （23

件） 

退院支援の取り組みに力を

入れている（3 件） 

どの施設も退院支援について病院全体や病棟として力を入れ活動して

いることがわかった。 

どの施設も在宅復帰に向け退院支援の取り組みに力を入れはじめてお

り、ADL の回復、維持にむけての援助、レクレーションも取り入れいる。 

退院後もとぎれる事のない看護の提供や、退院支援に向けて、多施設が

取り組んでいることがわかり今後の参考にしたいと考えた。 

問題を抱えながらも取り組

みは進んでいる(2 件) 

昨年度の取り組みを聞き、どの病院でも、問題をかかえながらも退院支援

の取り組みが進んでいることがわかった。 

1 年間の振り返りから（研修参加者は）多施設で退院支援に関して意識

的に動き問題をかかえながらも奮闘していることが分かった。 

多施設の取り組み・工夫点

を知る（4 件） 

多施設での退院調整での取り組み、工夫等を知ることが出来た。 

退院支援に関してはどこの施設でも取り組んでいて、色々な方法がとら

れている事がわかった。 

どの施設も退院支援について工夫していることがわかった。 

多施設の取り組み・成果・

体制を知り参考になる（9

件） 

多施設でも地域包括ケア病床とその他の病床では退院支援に関する意

識の違いがあり、意識の低い看護師への関心を高める関わりが参考にな

った。 

多施設の退院支援体制を知ることができ参考になった。 

多施設では勉強会・研修による退院支援の意識の向上、定期的カンファ

レンスの開催、退院後の患者の話を聴き再入院の原因がフィードバック

できた等の成果があった。 

施設により体制・関わり方

等が異なる（5 件） 

多施設での取り組み・成果を聞き、施設ごとに体制が異なることや状況が

把握できた。 

病院機能の違いにより必要な退院調整や介入が違うことを学んだ。 
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表 11 フォローアップ研修で学んだこと・考えたこと（ｎ＝51）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

多施設の多様

な取り組み・ 

成果・体制が参

考になる （23

件）（続き） 

施設により体制・関わり方

等が異なる（5 件）（続き） 

施設の特色や、地域性により関わり方も変わることは感じたが、高齢社会

において退院調整は必要なことであり各施設力を入れて取り組んでいる

ことを感じた。 

多施設の多様

で困難な現状・

課題が共有で

きる（11 件） 

多様なジレンマを抱えてい

ることがわかる（4 件） 

多施設の様々なジレンマを抱えながら困難事例への支援に努力している

話をきき、困難事例は他部門と連携して取り組んでいきたいと思った。 

どの施設も社会の変化を受けて様々なジレンマを抱えていることがわか

った。 

多施設の取り組みを聞き、各施設、各病棟、各立場での困難・ジレンマが

あること、活動としての達成感などがあることが分かった。 

取り組みや困難事例の情

報共有ができる（3 件） 

多施設の退院支援への取り組み方や困難点を情報共有できてよかっ

た。 

多施設での退院支援の取り組みや困難事例等の現状の情報共有ができ

てよかった。 

各施設での退院調整困難事例の相談では、癌の末期以上に認知症の

患者への調整が困難だと感じていた。 

退院支援の課題を共有す

る（4 件） 

（退院支援に関する）知識不足、MSW の協力が必要、医療処置の必要

な人が在宅療養になるケースが多い、高齢者の家族にも指導が必要とな

るとの課題もあった。 

どこの施設もスタッフの知識・意欲不足を問題点とあげており、教育に関

して今回勉強したことを病棟、病院にもちかえり情報発信していきたい。 

他施設の退院支援の取り組みを知ることで、サマリーの大切さを改めて

感じ、退院後のよい情報になるように指導していく大切さを学んだ。 

院内・地域の多

職種間の連携・

協働が必要（8

件） 

患者・家族の思いが理解で

きるよう多職種間協働によ

る支援が必要である（4 件） 

患者、家族の思いを十分理解できるよう多職種間で密に関わりながら退

院支援を行う必要があると学んだ。 

看護職だけでは退院支援は進まず、多職種の協力も不可欠だと感じた。

自施設は退院調整看護師 2 名、MSW2 名が病院全体の退院支援を担

い、退院調整や MSW に依頼するとまかせきりになってしまい、病棟でも

退院支援に関われる様に取り組んでいるがなかなか難しい。多職種と連

携を図り、退院支援ができるとよいと改めて感じた。 

多職種の情報共有・連携の

大切さを知る（1 件） 

退院調整看護師やMSWや病棟看護師との関わりの中で情報収集・共有

の大切さも知った。 

外来での連携を知り情報共

有の必要性を感じる（1 件） 

実際に外来勤務している看護師の意見として、外来視点での退院調整

や病棟、地域との連携など聞けたので、患者の退院時には外来スタッフ

と情報共有していきたい。 

看護職者間の連携の大切

さを再認識する（1 件） 

外来看護師、病棟看護師、退院調整看護師それぞれの立場での取り組

みを聞く事ができ、他部署との連携の大切さを再認識できた。 

１枚のシートで急性期・地

域包括ケア病棟・自宅・施

設等の情報共有ができると

よい（1 件） 

多施設の取り組みを聞き、1 枚のシートに記入との方法があった。急性

期・地域包括ケア病棟・自宅、施設等、情報共有が必要な所に同じ情報

が提供できたらよいと思うが、1 枚のシートで管理できる良いと感じた。 

地域の中での

多職種連携に

よる支援体制が

必要（3 件） 

超高齢化社会の中で退院

後の生活支援に向けた連

携が必要（1 件） 

今後更に高齢化が進み退院後の生活、退院先に困難をきたす可能性が

多くなるため横のつながりにも目をむけていこうと思った。 

地域の多職種が連携して

いくことが必要である   

（1 件） 

退院支援では地域の多職種が連携していくことが必要である。 

地域と各病院との壁のない

退院支援体制が作れるとよ

い（1 件） 

同じ悩みを共有しながら、皆が見守る社会の中で、地域と各病院との壁

のない退院支援体制をつくれるとよい。 

多職種間のカ

ンファレンスが

重要（2 件） 

多職種間のカンファレンス

による不安の解決策・支援

方法検討が重要である（2

件） 

他のスタッフ、多職種とのカンファレンス、情報共有により不安の解決策・

支援方法を多方面から考えていけるため、大切であると学んだ。 

退院前に、患者に関わる全ての医療者、家族、本人を含めたカンファレ

ンスを行うことは、患者の安心につながり、医療者側も直接申し送れるの

で重要である。 
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表 11 フォローアップ研修で学んだこと・考えたこと（ｎ＝51）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

退院支援体制

の整備が必要

（3 件） 

受け持ち看護師中心に退

院支援が進めればよい（2

件） 

退院支援専任のみに任せることは難しく、やはり担当看護師が退院支

援、情報収集を行わなければうまく進んで行かないことがわかった。 

病棟の退院支援状況は 1～2 名で把握する事は困難であるので、受け持

ち看護師にも把握してもらい各々退院支援していけるとよい。 

外来での退院支援が必要

である（1 件） 

前半のベーシック研修にも参加し、自宅で看取りをしたいという事例の中

より、外来での退院支援の必要性を感じた。 

退院支援の質

向上が必要  

（2 件） 

退院支援の専任として院内

全体をレベルアップする（1

件） 

自分は（退院支援）専任なので病院全体の動きを見ることができ、全体の

レベルアップを行いたい。 

退院支援の質向上が大切

である（1 件） 

退院支援の質を上げることが大切である。 

自身の知識の

習得が必要（5

件） 

情報提供ができるようサー

ビス等の知識の習得が必

要である（2 件） 

患者、家族へ十分な説明・情報提供ができるようサービス等の知識の習

得が必要と感じた。 

退院支援を任うものは在宅、転院、施設入所等のサービスの情報を少し

でも多く持っている必要がある。 

知識の修得には退院調整

看護師、MSW 等を活用す

るとよい（1 件） 

退院支援の際には知識が必要であり、自身だけでは無理な時には退院

調整看護師、MSW 等をどんどん利用するとよい。 

参加者の知識の深さを感じ

自己学習の必要性を感じ

た（2 件） 

参加者のはいろいろ知っており私も自己学習していかなければならない

と思った。 

グループの方たちの知識の深さに驚き、自分の知識の少なさ、浅さを感

じた。 

 

② 今後自身・自部署・自施設で取り組みたいこと 

フォローアップ研修参加者が、今後自身・自部署・自施設で取り組みたいことは 126 件あり、【学

ぶ機会を確保する】（38 件）、【情報共有、連携する】（33 件）、【患者・家族への退院支援を充実

させる】（28 件）、【退院支援体制を充実させる】（24 件）、【サービスを創生する】（1件）、【そ

の他】（2件）の 6に分類された。 

【学ぶ機会を確保する】は、小分類［退院支援の知識を習得する］［退院支援が行えるスタッフ教

育を行う］［退院支援の意識向上に取り組む］［日々の支援事例を通してスタッフを支援する］［退

院支援を振り返る］［関連制度・社会資源を学習する］［フォローアップ研修の学びを共有する］［常

に学ぶ姿勢をもつ］があり、【情報共有、連携する】は、小分類［多職種と連携して支援する］［訪

問看護と連携する］［病棟内でのカンファレンスを実施する］［多職種カンファレンスを実施する］

［看護サマリーを充実させる］［医師と連携する］があった。 

【患者・家族への退院支援を充実させる】は、小分類［患者・家族の意向を確認する］［患者・家

族への情報提供を充実させる］［意志決定を支援する］［患者・家族の思いや状況を把握し退院支援

を実施する］［入院早期から介入する］［タイミングを逃さず支援する］［退院支援のアセスメント・

計画・実施していく］［家族から評価が得られる取り組みをする］があり、【退院支援体制を充実さ

せる】は、小分類［退院支援体制を検討・構築する］［退院前訪問・退院後訪問を実施する］［退院

支援ツールを作成・活用する］［退院支援の中核となる看護師として活動又は育成する］［外来の継

続看護に取り組む］［診療報酬加算を取る］［自部署の取り組みを推進する］［退院支援専従職員と

病棟看護師の役割を明確化する］があった。また【サービスを創生する】は、小分類［予防サービス

を整備する］があった（表 12）。 

 
表 12 今後自身・自部署・自施設で取り組みたいこと（ｎ＝51） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

学ぶ機会

を確保す

る（38 件） 

退院支援の知識を習得する

（12 件） 

1 病棟に 1 人支援看護師がいると、スムーズに退院にむけて取り組むこと

が出来るのではないかと考えたため、知識を身につけたい。 

退院支援の重要性、支援に必要な知識を各スタッフへ伝え、退院支援の

力を病棟全体で高めたい。 

研修会に参加して知識を深め、その内容を病棟スタッフに広める。 

退院支援が行えるスタッフ教

育を行う（10 件） 

皆が退院支援できるように指導する。 

退院支援が看護師によって力量に差が生じないよいう、サポートし、スタッ

フ指導していく。 

退院支援できる看護師にまかせるのではなく、勉強会などに参加し、誰で

もできるようにしていく。 
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表 12 今後自身・自部署・自施設で取り組みたいこと（ｎ＝51）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

学ぶ機会

を確保す

る（38 件）

（続き） 

退院支援が行えるスタッフ教

育を行う（10 件）（続き） 

退院支援ナースで協力し、知識をスタッフに伝えたり、支援の進め方がス

ムーズに抜けなくできるように関わっていく。 

退院支援の意識向上に取り

組む（6 件） 

スタッフの退院支援の意識向上のための取り組み。 

経験年数の短いスタッフは、退院支援について指摘されてから取り組み

を考える状態のなで、経験年数の短いスタッフが退院支援を意識できるよ

うに教育していく。 

退院支援を退院支援看護師と MSW、師長にまかせっぱなしにするので

はなく、病棟スタッフ全員で取り組めるよう意識改革を行うために定期的

に学習会を開く。 

日々の支援事例を通してスタ

ッフを支援する（3 件） 

若いスタッフに声をかけ自信につなげる。 

経験年数の短いスタッフが患者の生活を想像できるように声をかける。 

退院支援がおくれがちになる方が多いので、日々助言、学習の取り組み

を行う。 

退院支援を振り返る（2 件） 自分たちの退院支援が充分であったか、どうすべきだったかをふり返る事

をしたい。 

退院支援を振り返るカンファレンスを実施し、支援の学び、意識向上へ繋

げる。 

関連制度・社会資源を学習

する（2 件） 

退院支援に関する社会資源の知識を向上させる。 

地域包括ケア病棟の基本的な知識、退院支援に必要な制度、看護職と

しての姿勢、社会資源の活用方法を院内研修にとり入れる。 

フォローアップ研修の学びを

共有する（2 件） 

スタッフ全体の知識の向上がとても大切だと感じたので、研修で得たこと

学んだことを伝達していけるとよい。 

今回の研修を生かしていきたい。 

常に学ぶ姿勢をもつ（1 件） 研修があれば積極的に参加し、常に考える姿勢、学ぶ姿勢を大切に退

院調整する。 

情報共

有、連携

する（33

件） 

多職種と連携して支援する

（10 件） 

困難な状況を抱える患者様が多く、病棟看護師が関わるだけでは不十分

な事も多いため、1 人で抱え込まず、ソーシャルワーカーなどの他職種と

相談できる体制を作る。 

多職種と協働してよりよい退院支援ができるようにする。 

退院調整看護師、MSW に依頼してまかせきりにせず、受け持ち患者の退

院支援状況を知り、退院調整看護師や MSW に相談・情報共有しながら

不安なく退院出来るように支援していく。 

訪問看護と連携する（6 件） 訪問看護実習し同じ目標が持てるようにする。 

当院の訪看から在宅へ帰ってからの不足なこと、家人・患者の様子を情

報提供してもらい、よりよい支援に役立てる。 

訪問看護と連携し継続看護につなげる。 

病棟内でのカンファレンスを

実施する（7 件） 

看護師の関わりの中で意思決定の支援をしていけるよう、退院支援カンフ

ァレンスを徹底する。 

患者カンファレンスを充実させ、患者の個別性をとらえ、入院した時から

退院を見すえた関わりを実施する。 

退院困難事例に関する病棟内でのチームカンファレンスを行う。 

多職種カンファレンスを実施

する（6 件） 

情報共有ができるように電子カルテに記入する、多職種カンファレンスの

開催。 

他部署も参加し、情報や意見の統一ができるカンファレンスは必要だと感

じたので積極的にカンファレンスを行っていきたい。 

多職種が同じ目標にむかって、退院支援にとりくめるようにカンファレンス

や情報の共有を行う。 

看護サマリーを充実させる（3

件） 

サマリーを分かりやすく記入出来るよう早目に記入する。 

看護サマリーの充実。 

退院後に本当に必要な情報は何かを考えて、何が必要か、どのような

ADL で注意することは何かをしっかりサマリーに記入していけるよう取り組

む。 

医師と連携する（1 件） 主治医との連携。 

患者・家

族への退

院支援を

充実させ

る（28 件） 

患者・家族の意向を確認する

（5 件） 

家族や本当の想いの傾聴をしていけるように、信頼関係を結んでいくこと

を大切にする。 

患者、家族の意志、思いをしっかり確認出来る環境をつくり、不安なくして

退院できるようにする。 

受け持ち患者・家族への対応（面談）を定期的に行う。 
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表 12 今後自身・自部署・自施設で取り組みたいこと（ｎ＝51）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

患者・家

族への退

院支援を

充実させ

る（28 件）

（続き） 

患者・家族への情報提供を

充実させる（5 件） 

サービスについて学習し、家族へ情報提供できる力を身につける。 

医療処置の必要な方の指導マニュアル作成。 

患者、家族に生活支援サービスを情報提供できるようにする。 

意志決定を支援する（5 件） ターミナル患者の多い病棟のため、意思決定支援で関わり方向性を明確

にする。 

患者様が在宅で自分らしく生き、笑顔ですごせるよう、意志決定できるよう

な援助をする。 

病棟看護師による意志決定支援がされるよう働きかける。 

患者・家族の思いや状況を把

握し退院支援を実施する（5

件） 

家に帰ってから必要なこと、困ること、患者自身でできること、家族の介護

能力を知り、患者・家族と目標設定をする。その目標をスタッフ間で共有

しどのスタッフも分かるように指導する。 

患者・家族が病気をどのように受けとめ、今後の生活をどのようにしたいか

情報を収集し、必要な知識を得たり、理解を促すような説明や指導、自立

にむけた援助、ADL を低下させない援助を入院初期から行う。 

患者本人や家族の思いをきき、その思いに沿うためにはどのような調整が

必要なのかという視点で退院調整を行っていきたい。 

入院早期から介入する（4 件） 退院支援困難患者に対する入院後早期介入。 

入院時から退院調整を考え、患者・家族から情報を得たり、提供する。 

入院時に意図的に情報を得て、退院支援を考えた時にすぐに行動できる

ようにする。 

タイミングを逃さず支援する

（2 件） 

患者や家族とのコミュニケーションをとりタイミングをのがさず必要な支援

をする。 

退院支援が必要な患者に必要な時期に支援する。 

退院支援のアセスメント・計

画・実施していく（1 件） 

アセスメントを行い、退院支援計画書を作成し、退院チェックリストに沿っ

て指導していく。 

家族から評価が得られる取り

組みをする（1 件） 

家族の協力を得て、“良かった”と言われる取り組みをする。 

退院支援

体制を充

実させる

（24 件） 

退院支援体制を検討・構築

する（6 件） 

退院支援委員会のメンバーと情報共有し、現在の退院支援の問題を解

決していく。 

地域包括ケア病棟の増床、医療看護必要度の維持に対応した退院支援

体制を検討する。 

一般病床から包括病床への退院に向けての支援の連携をはかる。 

退院前訪問・退院後訪問を

実施する（6 件） 

退院前・後に急性期病院の看護師でも積極的に地域へ訪問し、安心感

を患者・家族に与えられるよう、急性期病院の看護師が地域に入りこんで

いけるしくみを作る。 

退院前訪問などより具体的な情報を得て個別性のある指導、ADL を低下

させない状態で調整をすすめる。 

退院前自宅訪問や、退院後自宅訪問を行い、スタッフのレベルアップを

目標としたい。 

退院支援ツールを作成・活用

する（3 件） 

スタッフが退院支援をスムーズに行えるようフローチャートを活用する。 

社会背景、生活環境、介護サービスの使用状況など詳細な情報収集が

出来るよう情報収集用のテンプレートや用紙の作成なども検討する。 

退院支援アセスメントシートを作成し、活用できるようにする。 

退院支援の中核となる看護

師として活動又は育成する（3

件） 

退院支援看護師の確保。 

退院支援ナース育成のための研修を行う。 

病棟での役割として退院支援を行っているので、入院時から退院支援を

中心になって行っていく。 

外来の継続看護に取り組む

（2 件） 

外来から通院で在宅につなぐことの大切さを伝えていき取り組んでいきた

い。 

退院後外来に初めて受診した患者に退院後自宅で困ったことについて

面談を始めているので、これを充実させ継続看護となるようにする。 

診療報酬加算を取る（2 件） 退院支援計画書の算定率を上げる。 

自部署の取り組みを推進する

（1 件） 

退院支援担当者会の会議に参加し有効的な会議にする。会議での取り

組みを自部署が行えるよう促していく。 

退院支援専従職員と病棟看

護師の役割を明確化する（1

件） 

退院支援専従職員と病棟看護師の役割の明確化。 
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表 12 今後自身・自部署・自施設で取り組みたいこと（ｎ＝51）（続き） 

分類 小分類 要約（一部抜粋） 

サービス

を創生す

る（1 件） 

予防サービスを整備する（1

件） 

繰り返し入院される慢性期の患者さんの支援を充実させることで合併症

の発症予防ができるのではないかと考える。使えるサービスが少ないこと

が問題であるが予防サービスを整備することは未来につながる。 

その他（2

件） 

成果を維持する（1 件） 成果があがってきていることは継続する。 

看取りへの早期介入（1 件） 緩和ケアで看取り方の早期介入。 

 

３．グループ討議・事例検討での意見と講評 

１）ベーシック研修でのグループ討議の報告内容 

 ベーシック研修参加者が 22 グループに分かれて、テーマ「自施設の退院支援の現状と課題」につい

て 60 分間のグループ討議を行った。その後、討議内容をランダムに選抜した 8 グループから報告し、

参加者全員で共有した。主な報告内容と教員の講評の要約を表 13、県健康福祉部医療整備課の事業担

当者による研修全体の講評の要約を表 14 に示す。 

 
表 13 グループ討議の報告内容と教員による講評 
主な報告内容と講評の要約 

報告１ ・病棟ナースが退院支援の知識が少ないために負担が大きい。そのために病棟ナースが勉強会等々をし

て知識を得る、もしくは病棟間毎に教育ナースを育成する必要がある。 

・スクリーニングシート等の活用については、加算ありきで先行している感じがある。 

・患者さん家族、入院も長期化してくると面会する機会が減るために、入院時に情報収集を細かく進める必

要があることが課題である。 

【教員による講評】病棟ナースが個別のケースに対応できるようにということの重要性は他のグループでも出

たと思う。加算は、医療施設では大切なことではあるが、私たち看護職として何をするかという、利用してい

る方々を中心に考えていく事も意見が出たようである。 

報告２ ・退院支援に関して、行き詰ってくる所がどこかという話し合いをした。ドクターとの話し合いにおいて、看護

師が意味をしっかりと理解して、先生の方に提案出来るといいと話し合った。 

・地域包括ケア病棟が「何でも屋さん」みたいになっており、丸投げされて入ってくるために混乱がある。そ

の辺もしっかりと話を詰めて、地域包括を効果的に活用していくとよい。 

【教員による講評】ドクターとのやり取りという所で、私たち看護職が多分一番利用者の側にいて生活をよく

見ることが出来る、そういう立場であると思う。私たちが意見を言わないと誰も他に言ってくれるチームメンバ

ーは医療の中にはあまりいないと思う。地域包括の病棟は、新しい病棟であり、岐阜でどういうふうにしてい

くのが一番利用者の方のためにいいのかということを、私たち自身が作っていければよいと思う。 

報告３ ・急性期病院のスタッフは入院時より退院調整を行っているが、入院直後で退院の話をしづらい。療養病

棟などでは入院患者さんが長期になり退院調整が難しい。 

・退院調整室では病棟でのアセスメントが十分に出来ていないために、問題が何なのかが拾えず時間がか

る。以上から入院初期からアセスメントを行って患者のゴール設定を行い、退院後の在宅訪問などを行

っていきたい。 

【教員による講評】病棟での看護活動、それから退院支援ナースの看護活動というのは分かれるものではな

いだろうと思う。外来から退院、地域につながっているとすれば、私たち看護職者が自分たちで情報提供し

ながら何とかつなげていくという意識をもってやっていくことが必要であると思うし、皆さんやっている部分で

もあるかと思う。 

報告４ ・多職種で時間内に時間を作ってカンファレンスをするということは大事ということを今日学んだが、なかな

かカンファレンスの時間を取ることが業務に追われて出来ないことが課題として挙がった。 

・多職種と連携を取って退院になった時に、退院後の訪問ができないのでフィードバックするためにケアマ

ネジャーさんから情報を貰って、今後もつなげていくことが改善点としてでた。 

【教員による講評】多職種カンファレンスの時に私たち看護職者はどういう役割をする自分たちなのだろうか

ということを考えながら、多職種のカンファレンスでご意見をお互いに言うということが出来れば、中心には

患者さんご家族がおられるので、それでカンファレンスするとよいと思う。時間調整は大変なことが多いと思

うが、何分でもいいから集まってやってみることも何とか可能ではないかと思うので、どうぞ取り組みを続けて

いただきたい。 

報告５ ・急性期病棟では患者さんの状態管理の方が優先され患者さんの状態が安定した頃には地域包括ケア病

棟の方に転棟になることが多く、退院支援が中途半端、なされないままに転棟するなど退院支援の取り

組みが遅いという問題点がある。 

・ソーシャルワーカー自体が病院に不在、マンパワー不足、ソーシャルワーカー任せになっていて生活上

の問題点に目をむけられていないということがあることがわかった。 

・経験年数が浅い看護師などによって退院支援が滞っていても調整がなされないことがある。1 週間以内に

退院支援カンファレンスなど行い、必要な情報が見落とされないよう共通認識をしていく必要がある。 
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表 13 グループ討議の報告内容と教員による講評（続き） 

主な報告内容と講評の要約 

報告５ 

（続き） 

【教員による講評】システム構築はかなり進んでおられる所とこれから構築されるという所があると思うが、理

想のシステムは多分ないのではないか。それぞれの病院の規模、職種の人数、自分たちの病院のサイズ、

それから組織、構造に合った退院支援、システムを作っていくということが求められるところである。 

報告６ ・現状はそれぞれであった。各科の退院調整医師がいる、退院後訪問をもう実際 3 件出しており出ているメ

ンバーはレベル 3 のベテラン級で、環境の現状や再入院分析をしている。一方、まだ算定はせず慣れる

段階で、見て学ぶ段階で出ているという所もあった。 

・NICU はこちらから全部訪問するのではなくて、保健師さんや訪問看護師が病棟に来院して家族や本人と

関わって看看連携をしている。 

・今後の課題と取り組みについては、病院長とか医師を巻き込むことでかなりスムーズになると思うので退院

調整医師というシステムはとても理想である。退院後訪問を明確化し、現場の負担にならないシステムを

作る、再入院の課題を明確化する。 

【教員による講評】退院調整医師についての取り組みをまたお聞かせて頂けたらと思う。三者間連携である

が、私たち看護職者は色んな場で仕事をしているので、看護職者全体が連携出来るとよいと思う。 

報告７ ・病棟では入院時から退院を見定めて退院調整を行っているが、家族が面会に来る時間が夜間であった

り、日々の業務に追われて調整が後追いになったしまうことが多い。 

・実際在宅に帰れない患者が増えているということがある一方、一般病棟から地域包括ケア病棟に転棟し

てきたときに、全く方向性が決まっていないことが多い。一般病棟と地域包括ケア病棟の連携がまだ不確

実である。 

・外来では退院後訪問を行って、その結果を病棟にフィードバック行っている。訪問診療時に亡くなった患

者さんのグリーフケアとして患者さんが亡くなった後家族に聞き取り調査を行い病棟にその結果をフィー

ドバックしている。 

・ケーススタディを患者さんと家族の声を基に振り返ることで、行ったケアを深めているという話があり、ケー

スには医師も参加しているそうである。それについてはどこの病院も出来ると思う。先生が参加するという

ことはとても大切ではないかという学びが得られた。 

【教員による講評】退院後訪問をされている施設があったということで、退院後訪問をして家族から聞き取り

をして、それをケーススタディ、事例研究的に振り返りをして、次の機会につなげていくということが報告され

た。とても大変な取り組みだと思うが、一事例一事例カンファレンスをしながら進めていきその結果がどうだ

ったかということを共有することの重要性を言って頂けたかと思う。 

報告８ ・今後の取り組みについて、病棟看護師が患者の状態を一番把握しているので退院支援について勉強し

て協力しながら患者家族に寄り添い関わって退院支援が出来るようにしていかなければならない。 

・院内の多職種連携も必要であるが、地域へも積極的に、病院側から発信していくことも必要ではないかと

いう意見があった。 

【教員による講評】早い時期から患者の状態をアセスメントし、スクリーニングし、院内にもつながるが地域と

もつなげることの必要性が多分ディスカッションされたと思い聞かせていただいた。 

 
表 14 県健康福祉部医療整備課の事業担当者による研修の講評  

本事業は 4 年前からであるが、15 年前から退院調整、退院支援ということについて看護大学様と共同連携をして岐阜県

の地域の看護のためにすすめている。 

退院支援について行政の立場から本当に進めていかなければいけない所である。岐阜県内の看護職員数は毎年 2200

人程度増加しているが、人口比としては少ない。しかし、この広い山間地域の看護の充実ということを担っていかなければ

ならない。そのためには、看護の質ということで皆様の持っておられる実践力をフルに生かしていただきたいと考えている。

そのために皆様がここで学ばれたことをぜひ病院に持ち帰って病棟で看護職の仲間に、そして他の医療職に、そして他の

施設に広めて頂く。そして患者様に是非還元していただくということを願っている。 

私も講義を聞かせていただき、患者様の思いをイメージする、家族の方に思いを寄せるということ、そこから始まるというこ

とを再認識した。皆さんが患者様の生活、健康ということをイメージするには知識がある、そしてそれを支える体制があると

いうことが大切なことと思う。 

本日 1 日のことではあるが、岐阜県内の広い所から来ていただいた。このことに本当に私は力強く思う。本日はベーシッ

ク研修を受けていただいたが、この後フォローアップ研修、そして今年度からアドバンス研修を設けており、皆様に是非更

なる知識を持っていただき、実践力として持ち帰って頂いて、岐阜県民の健康と生活向上ということに寄与していただけま

すようお願いしたい。 

 
 
２）フォローアップ研修の事例検討でのグループ討議の報告内容 

フォローアップ研修参加者が 9グループに分かれて、1年間の取り組みと成果の共有と 1事例の事例

検討を行った。その後、全グループが「事例検討で討議された主な内容」について報告し、参加者全

員で共有した。同意の得られた 6 グループ（事例 1 の 3 グループ、事例 2 の 3 グループ）の報告内容

の要約を表 15、表 17 に、講師からの講評内容の要約を表 16、18 に示す。 
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表 15 事例 1 のグループ討議の報告内容 
事例検討で討議された主な内容 

・本人とご家族の在宅に向けての希望が患者さん家族の本当の気持ちなのか、この方は大腸癌と診断されて四日後に

ストマ造設という形になっており、もしかしたら現状もきちんと受け入れられないままの思いという状況を見極めていく必

要がある。 

・患者と家族の意思決定支援は必要なのではということで、今後のイメージが息子さんも本人もつかないのに決定してい

くことは難しいと思うので、情報を提供し家族や本人がどう選択していくかというところの支援が必要なのではないかと

いうことになった。 

・本人がどの程度病気を理解しているのかということ看護師としてどういう状況なのかというのをよく聞き出していくこと。 

・入院前はまず 1 人暮らしがかろうじてされていたような状況で ADL も自立はしていたが、今回の入院であきらかに介護

が必要な時期に来たことを改めて家族・本人に受容していただくということが必要ではないかという意見が出た。 

・患者さん自身も独居でも自宅に帰りたいという意思があるため、その方の意思の尊重を図るということで住み慣れた場

所でその人らしく生きていくということを支える。 

・入院した時点から退院指導は進めて急性期病棟、それから一般病棟、それから包括ケアなどに移動していくが、その

間に次のところでやるのではなく、自分のところにいるときに出来ることは進めながら引き継いでいくのが大事であると

の意見が出た。 

・問題点を医療と生活に分けて話し合った。本人の負担等を考え、ストマの種類もいろいろ試してみて、本人が一番行え

るであろうという物の選択が必要である。 

・無理にこの家に帰る、帰すという必要はないのでは、無理に家に帰すという風ではなく施設も検討していく必要もある。

 

表 16 事例 1 を担当した講師による講評 
講評内容の要約 

・「いついつまでに考えてきてください。」「家族で話し合ってきて下さい。」と投げかけるだけではなく、在宅にいく場合は

こういうことがある、施設に行く場合、病院の場合について、私たち看護師でもある程度の情報提供を行い「この方は

今こういう状態ですよ」というようなところで一緒に考えられるような援助が出来るとよいと思う。そこのところも退院支援

の一つかなと思う。 

・癌であり、状態は悪くなっていく状況にある方である。在宅に退院すると決まっていけば、タイミングというのを逃すと本

当に帰れなくなってしまうところがあるので、本当に今、結構お元気なので早めに帰してあげるっていうことが必要かと

思う。そのためには、意思決定の支援をしていくということ、それから今、疼痛コントロールが一番大事なところかと思う

ので、そのあたりをどのように在宅に帰ったら支援していくのか、それからパウチの問題もいろんな意見が出たかと思う

が、何か方法があるはずであり、本人が出来なくてもあらゆる手段をみんなで考えて話し合って援助してする。 

・退院後の医療管理のポイントを看護職は自分たちで何がポイントなのかということ見つけていかなければならないの

で、まず情報収集とそれからアセスメントで問題点は何なのかというところを見極めていくことがまず一つの重要な役

割になってくると思う。 

・本人さんとご家族の意志決定支援が大事になると思う。患者さんの中には関わっていくと家族に気を遣って、本当は違

うことを口に出してしまう方もみえるので、関わりの中で本当にこの人どういうふうなのかと気持ちをみていくことも大事

であると思う。 

・退院支援は調整だけが退院支援ではなく、この方のように 80 歳の高齢の方で入院すれば、今まで自立できていたとこ

ろが入院によって筋力低下になり、出来ないところもあるわけで、でもやはりお家へ帰りたいとなった時に、この人がお

家に帰るためには一体どこをどのように支援したらいいかといったところで早々に ADL を落とさないような支援をするこ

ともそれも一つの退院支援である。 

・意思決定、本人の尊厳を守るということは一番大事であると思う。お 1 人でもできるだけ自立して、その人らしく生活でき

るということを主において事例を大切にしていかなければならないと思う。 

 
表 17 事例 2 のグループ討議の報告内容 
事例検討で討議された主な内容 

・試験外泊により退院することへの不安が増強したというところに着目して、何が試験外泊で不安に思ったか、病棟のス

タッフが退院前訪問で見てくることが出来て、思いをくむことで退院への不安が和らぐのではないか、その後の退院

前のカンファレンスでもサポートを、継続してもらえるようにする。 

・緩和ケア病棟に残るという選択肢もあること、帰りたいと言ったときに帰れる状況を作りながら、いざという時の自宅な

り、ホスピスなりにタイミングをみて、どちらでも動ける体制を作っておくことが大切。家に帰って本人が何をしたいの

か、何をしたら良かったと喜んでもらえるのか短期決戦であることをふまえて考えていく必要がある。 

・化学療法適用外となって、緩和ケア病棟で入院したこともあったが、自宅療養していたという時点が切り替えるタイミン

グだったのではないか、出来れば 期は家で過ごしたい思い、家族は本人の思いを叶えてあげたいと、思いからも

不安な内容を確認して、本人・家族に情報提供をして、具体的に説明し、選択してもらうことが大切だったという意見

が出た。 

・今回の話し合いの内容で問題になることとして、一番の問題は疼痛コントロールが不十分であり、痛みに対する不安

が強いことが問題だと考えた。 
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表 17 事例 2 のグループ討議の報告内容（続き） 
事例検討で討議された主な内容 

・支援計画を検討したが、ご本人さんの自分でやれることはやりたいという自尊心もあるので、まだ本人さんは 50 代で若

いですので、自尊心を大切にして自宅の環境を整えることが必要なのではないかと検討した。家族さんの思いを確認

しながら援助していくことも必要だと検討した。 

・状態が悪化したときにどうするかということで、食事が食べられなくなるとか、ADL が低下することを家族に話し、理解し

てもらう必要があり、在宅医に往診をしていただいたりすることも必要。患者さんの状態が悪くなることに伴って、その

都度家族の思いを聞いてあげる必要がある。 

・今後起こりうることをご本人やご家族にも説明して、その時にはどうするのかを確認していくことも必要。 

・どのくらい介護能力があるのかというのを確認して、サービスの情報の提供が必要。自宅で看たいということであるが、

緩和病棟もあるという情報提供も必要だという意見が出た。 

 
表 18 事例 2 を担当した講師による講評 
講評内容の要約 

・病状により時間が短いと想定される中で、患者さんに帰りたいという気持ちがあり家族も叶えたいという気持ちがある。

そこが退院支援の軸にあると思う。そこに本人のこだわり、いろいろな心配事に対する医療面とか介護負面の対策を

考えて、病状は変わっていくので、その部分は合同カンファレンスなどで地域に繋ぐということが大切である。 

・自宅に帰る際は在宅医が必要となってくるが、癌の患者さんは元々の主治医のことをすごく信頼してみえたり、病院と

縁が切れてしまうことを不安に思われる方があるので、やはり訪問看護も情報提供しながら在宅で変化していく患者さ

んの気持ちをくみ取りながら在宅へ繋いでいくという方法もあることを話し合った。 

・この事例は 50 代というまだお若い方で、お子さんといっても大学生であるが、そういう世代の方がもうあとわずかという

時に何がしたいのか、子どもさんのことが気がかりじゃないのかとか、そういうことを聞き取ってそこの支援をすることが

大切である。 

・お家に帰りたいって 初は言っていたが、緩和ケアにそのままいるっていうこともあるのではないか、どちらを選択する

とどうなる、こんなふうに叶えられるという説明を十分にして、それを選択して出来るという姿勢を看護者側が持つこと

が大事である。その方の思いに寄り添いながらどうしていくのかというところを一緒に考えて、いつどちらでも支援する

というこちら側の姿勢がとっても大事である。 

・この方は外来で通院していたが、どこかの段階で在宅医療に切り替えた方がいい時があるのかについて、化学療法が

適用外になったというときに、もしかしたら在宅の方に舵きりが出来たかもしれないし、今回一度入院したこの機会に

在宅に舵をきることも出来るタイミングだったのではないか、関わる病院の看護師、病棟の看護師とか外来の看護師な

り、関わる看護師側がどこで舵を切っていくかというところも患者さん・家族と説明をしながら、話しを伺いながら、進め

ていくことも大事であると思う。 

 

４．退院支援の質向上に向けた「退院支援教育プログラム（2016 年度）」の改善 

「退院支援教育プログラム（2016 年度）」では、昨年度に続きベーシック研修、フォローアップ研

修を施行し、研修参加者の知識・認識の向上につながり、利用者ニーズを基盤とした退院支援の取り

組みにつながることを確認した。また、各医療機関においては組織的な取り組みへと発展するために、

アドバンス研修を試行し、各医療機関において核となって退院支援充実に向けて取り組める看護職者

育成を試みた。各研修参加者の学びの確認により、本研修プログラムにより退院支援の質向上に向け

た知識の修得・利用者ニーズを基盤とした退院支援の考え方・具体的な支援方法が習得できているこ

とが確認できた。したがって次年度も「退院支援教育プログラム（2016 年度）」を踏襲した内容で教

育支援を推進する。 

 

Ⅴ．教員の自己点検評価 

１．看護実践の場に与えた影響 

本事業では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、看護職者の知識・意 

識の向上に焦点をおき、退院支援に関する知識を確実に修得できるよう「退院支援教育プログラム」

を施行している。本年度はフォローアップ研修修了者への教育支援として、アドバンス研修を新たに

加えた「退院支援教育プログラム（2016 年度）」を施行した。本年度のベーシック研修修了者は 121

名、フォローアップ研修修了者は 50 名、アドバンス研修修了者は 15 名であり、各医療機関の看護職

者の退院支援の質向上に向けた意識や関心の高さが伺えた。 

フォローアップ研修では、研修の事前に 1 年間の取り組みを振り返る質問紙調査を実施し、その内

容をもとに 5～6名の 12 グループに分かれ「1年間の取り組みと成果の共有」について討議し、「大学

が提示した事例の事例検討」を行った。その研修前後の質問紙調査結果より看護実践に与えた影響を

検討する。 

 フォローアップ研修前の質問紙調査結果による自施設で 1 年間の取り組みでは、【退院支援の実践

と実践能力向上に向けた取り組み】として患者・家族の退院後の生活を見据えて、意識してコミュニ

ケーションをとり、思いや方向性を確認し支援したことや、困難事例に積極的に関わると同時に、訪

問看護との同行訪問や研修会参加等、自身の看護実践力を高めるために取り組んだことが示された。
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その成果として【自身の実践と実践能力の向上】が示され、円滑な退院支援や困難事例への対応、早

期よりの退院支援のかかわりができ、自身の知識が向上したことも示されていた。 

また、患者・家族の意思決定に沿った支援に向け【多職種・地域との連携】に取り組み、病棟での

退院支援カンファレンスや多職種参加の合同カンファレンスの開催を推進したことや、地域の専門職

との関係性構築に努めたことがわかった。その成果として、院内の MSW との連携強化や地域の専門職

も含めた多職種とのコミュニケーション・情報交換ができたこと、困難事例に多職種で対応ができた

こと等が示された。 

また【退院支援に関する独自のツールの作成】にも取り組み、退院支援マニュアルの作成、退院調

整アルゴリズムの作成、退院支援アセスメントシート、退院支援チェックリストの作成等、また作成

したツールの活用の周知と、ツール活用による自施設・自部署の円滑な退院支援に向けた工夫が伺え

た。【スタッフの実践能力を高める取り組み】として、スタッフが退院支援に取り組めるよう助言を

行うとともに、学習会等の実施により、知識の修得・意識の向上に向けた教育支援を行っていた。そ

の成果としてスクリーニングシートの活用、確実な情報収集、退院支援のプロセスに沿った支援、ス

タッフの退院支援への理解が深まったことが示された。その一方で医療機関の機能分化、地域包括ケ

ア病棟の新設等に伴う医療提供体制の変化の影響により【病院で混合病棟化が進み病棟全体での取り

組みが困難】【急性期の患者に必要な時に必要な支援ができない】等の困難点も示され、地域包括ケ

ア病棟での退院支援への困難感や混合病棟化が進んだことで、病棟全体での取り組み自体が困難にな

っている現状が伺えた。 

フォローアップ研修後の質問紙調査では、【患者・家族への意思決定支援が重要】であり退院支援

の基盤となること、患者・家族の思いに沿った退院後の生活への支援の重要性を再認識していた。【事

例検討により退院支援の視点・支援方法を学ぶ】に示されたように具体的な支援計画・支援方法の示

唆を得ており、自身の考えが深められたことが伺えた。また【多施設の多様な困難な現状・課題が共

有できる】【多施設の多様な取り組み・成果・体制が参考になる】に示されたように、グループ討議

により自施設の退院支援の課題もさらに明確化し、多施設の多様な取り組みにより示唆が得られたこ

とも示された。今後フォローアップ研修参加者は自施設の課題解決に向けて、スタッフと共に工夫し

ながら取り組みを継続することが期待でき、利用者ニーズを基盤とした退院支援の質向上が図られる

と考える。 

 

２．本学の教育・研究に与えた影響 

教育への影響では、大学院看護学研究科博士前期課程の「地域基礎看護学演習Ⅱ」「クロニックケ

ア政策論」の授業の際に、本看護研究実践指導事業の報告書を提示し、県内全体の退院支援の質向上

を目指した教育支援の現状を説明したうえで、退院支援の現状と課題、革新の方策について学生と討

議した。また研修参加者の所属施設には本学の実習施設も多数含まれており、研修修了者が自施設で

利用者ニーズを基盤とした退院支援に取り組むことにより、学生は患者・家族の意思を尊重した退院

支援の重要性を学ぶことができる。また、研修参加者の中には本学の卒業者も複数名含まれており、

生涯学習の一助となり、各所属施設において中核となって利用者のニーズを踏まえた退院支援の質向

上に取り組めるようになることが期待できる。 

 研究に関しては、共同研究「利用者ニーズを基盤とした退院支援の質向上に向けた人材育成モデル

の開発」において、共同研究者の施設の「退院支援研修プログラム（修了後に退院支援ナースを院内

認定する）」に本事業のベーシック研修・フォローアップ研修への参加が義務付けられており、退院

支援の中核となる看護職者の育成に活用されている。 

 

Ⅵ．今後の課題、発展の方向性 

 本年度よりフォローアップ研修の修了者が中核となり、組織の中で退院支援の質向上に向けた支援

内容の充実、退院支援体制の構築、スタッフ教育等に取り組んでいけるよう、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」を加えたプログラムを実施した。アドバンス研修は 3

回継続して参加し、事例検討を行ったが回を追うごとに検討内容の深化がみられた。今後は「アドバ

ンス研修」における学びを調査・分析し、研修修了者への教育支援のあり方を検討する必要がある。 

 また退院支援の取り組みの困難点でもあげられていたが、医療提供体制の変化に伴う各医療機関や

部署ごとの退院支援の現状・課題が異なることが伺える。今後、医療機関の規模ごとの退院支援の課

題を分析し、医療機関の規模に即した教育支援のあり方も検討する必要があると考える。 

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、本事業の取り組みを今後も推進していきた

いと考える。 
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地域における母子保健活動の充実に向けた研修会 

 

Ⅰ．はじめに 

 岐阜県の周産期医療は、分娩を扱う医療施設の減少とともに、ハイリスク妊産婦とローリスク妊産

婦を担当する医療施設が機能別に集約化されてきている。それに伴い県内の助産師の勤務の状況につ

いては、半数以上が病院に勤務しており県内の出産の約 7 割を占める診療所で働く助産師は割合とし

て少ない。助産師の役割も周産期医療センターでハイリスク妊産婦のケアに携わる助産師とローリス

クの分娩を取り扱う診療所の助産師と 2分される傾向にある。 

助産師の専門性に関してみれば、ローリスク妊産婦からハイリスク妊産婦への看護、地域での育児

支援、母乳育児支援、女性の健康支援、思春期の子どもたちへの支援など周産期のみならず、幅広い

分野にわたっている。 

また、助産師の生涯教育に対する要望については、県内で働く助産師の情報交換も含め「母乳育児」

や「助産技術」「周産期の医学的知識」「育児支援」などのテーマがあげられている。助産師の関心は

幅広く、妊娠期から育児期まで様々な職種と連携を取りながら支援活動を行っている。特に周産期に

おいては、地域で生活する家族が主体であることから、常に対象者である家族に視点をおいた支援が

必要である。そのため助産師は、母子に関わる他の看護職との連携を深めることにより、助産師とし

ての役割を認識し、連携していくことが求められる。 

研修会の開催についても県内で気軽に参加できることのメリットは大きいが、大学での開催となる

と地域的なアクセスが限られ、遠方の地域からは参加しにくいという声があった。そこでここ数年は、

岐阜県内の各圏域において、その地域の看護職を対象とした研修会を開催してきた。 

今年度の研修会は岐阜・西濃地区を想定し、本学で 2回開催した。一昨年度より、2回目の研修会は

3月に実施しており、本報告書においては、昨年度 3月の研修会および今年度 1回目の研修会の結果を

報告する。 

  

Ⅱ．担当者 

育成期看護学領域：服部律子、布原佳奈、名和文香、山本真実、武田順子、松山久美、田中真理 
看護研究センター：小森春佳 

 
Ⅲ．研修会の開催 

１．目的 

地域で取り組む育児支援を地域の母子看護に関わる看護職や他の専門職とともに現状を報告し、課

題や今後の方向性について検討する目的で毎年 2回の研修会を開催している。 

平成 27 年度第 2回は 3月に岐阜・西濃地域で「地域で取り組む育児支援－医療施設、地域保健、子

育て支援の連携を目指して」というテーマで行った。平成 28 年度第 1回は岐阜・西濃地域で「地域で

取り組む育児支援－母親のメンタルヘルス」のテーマで行った。 

２．研修会の日時・場所 

１）平成 27 年度第 2回研修会 

日時：平成 28 年 3月 10 日（木） 13:30～16:30   

場所：岐阜県立看護大学 講義室 105 

２）平成 28 年度第 1回研修会 

  日時：平成 28 年 10 月 27 日（木） 13:30～16:30     

場所：岐阜県立看護大学 講義室 105 

３．プログラム 

１）平成 27 年度第 2回研修会 

「地域で取り組む育児支援－医療施設、地域保健、子育て支援の連携を目指して」 

13:30～13:35    はじめに               

13:35～14:15    岐阜市の母子保健活動の紹介 

岐阜市北市民健康センター  保健師  犬飼亜矢子 

14:15～14:55    NICU における退院支援 地域生活を見据えて 

大垣市民病院  新生児集中ケア認定看護師 野村彩 

14:55～15:35   行政の中で活躍する助産師としての活動 

北方町保健センター  助産師 古澤千世 
 15:35～15:45  休憩 
15:45～16:30  グループディスカッション・まとめ 
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２）平成 28 年度第 1回研修会 

 「地域で取り組む育児支援－母親のメンタルヘルス」 

13:30～13:35    はじめに                 

13:35～14:15    外来における子育て支援活動   

岐阜市民病院 助産師 鹿野真由美 

14:15～14:55   継続した育児支援  

長良医療センター MSW 下平悦子 

14:55～15:35    周産期医療現場におけるこころのケア 

岐阜県総合医療センター 臨床心理士 緒川和代 

15:35～15:45   休憩 

15:45～16:30     グループディスカッション ・ まとめ  

 

Ⅳ．研修会の内容 

１．平成 27 年度第 2回研修会 

１）参加者 

助産師 6名、保健師 14 名、看護師 1 名  教員 10 名 計 31 名 

２）報告内容 

（1）岐阜市の母子保健活動の紹介 

（岐阜市北市民健康センター  保健師 犬飼亜矢子） 

①岐阜市の概況と母子保健（H27/4/1 現在） 

・人口 414,382 人、高齢化率 26.76％、世帯数 174,490 世帯、出生数 3,022 人 

・母子保健に携わるのは、健康部、子ども未来部、福祉部の 3部署。 

・健康部の対象は妊娠期から子育て期、思春期であり、主な業務として妊娠届出、乳幼児健診、

育児相談などを担っている。 

・こども未来部は平成 26 年度に開設した子ども・若者総合支援センターにて、0歳児から 20 歳ま

でを対象としている。主な業務は総合相談であり、虐待や不登校などを担っている。 

・福祉部の対象は障がい児であり、療育・障がいサービスなどを担っている。 

・これら 3部署が連携できるよう、各部署に保健師の配置がある。同じ職種同士で連携がスムー

ズにいくようなコミュニケーション、顔のみえるコミュニケーションをはかるよう心掛けてい

る。 

 

②健康部の保健事業体制 

・岐阜市は中核市で保健所が設置されており、保健所業務も行っている。健康増進課は、母子保

健窓口であり、情報の集約と他部署との連絡を行っている。 

・市内には 3か所の市民健康センター（北市民健康センター、中市民健康センター、南市民健康

センター）、さらに 10 か所のふれあい保健センターがあり、地区の規模に合わせて保健師が配

置されている。 

・北部ふれあい健康センターは、人口規模が 64,531 人、担当地区は 7地区である。保健師が 4人

所属している。業務は 1人 2,3 地区を担当して、平均 15,000 人から 20,000 人を受け持ってい

る。地区の健康課題について家庭訪問などの個別支援をはじめ、自主活動などのグループ支援、

自治会や社会福祉協議会をはじめとする各種団体、学校などの行事に参加し、その中で話し合

いをして包括的に対応している現状である。家庭訪問の実績からみると、約 8割は母子保健活

動であり、日常業務の中で母子は大きなポイントを占めている。 

 

  ③健康部 母子保健の取り組み 

・平成 23 年から妊娠届出書の様式が変更（県下統一）になり、アンケートの部分が増えている。

妊婦との最初の出会いがこの妊娠届出書の提出である。岐阜市の母子健康手帳交付窓口は 20 ヶ

所ある。交付割合は、事務所や市役所などの保健師が在中しないところで約 6割、保健センタ

ーなどの保健師が在中するところで約 4割である。 

・保健師が届出を受理する場合には、妊婦と直接面接をし、面接の状況でハイリスクと思われる

対象への関わりが早期に開始出来る。その他の窓口で届出があった場合については、妊娠届出

書のアンケートをいかしながら、電話訪問や家庭訪問などの事後フォローをしている。 

・妊娠届出書のアンケートが開始になってから、支援対象者の件数が増加している。 

 妊娠期の支援では、母子手帳交付が 457 件で、妊婦との直接面接がある程度行えている。リス

クのある妊婦、アンケートにチェックのある方への電話訪問・家庭訪問は年間 50 件行っている。 

・パパママ学級は年間 3回開催で、78人の参加があった。 
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・妊娠期に多い相談は、1人目の出産で漠然として何が不安か分からない場合や、イライラ・精

神的に不安定、体調がすぐれない、育児情報が欲しい、ママ友のつながりがほしい、仕事や家

事などの両立、兄弟の預け先を確保しておきたいなどがある。産む産まないの選択や、夫婦関

係にない場合などは経済的な問題や協力者がいないといった相談もある。 

・新生児期（産後）の支援は、出生連絡票に基づく全戸訪問を行っている。また、妊娠期に「ハ

イリスク妊婦」で関わった家庭への訪問や、医療機関からの依頼に基づく「母と子の健康サポ

ート支援事業」、養育支援訪問事業で妊娠早期より何かしら問題を抱えている対象への支援で、

ヘルパーや保健師が介入する支援事業も行っている。 

・新生児期（産後）に多い課題は、子どもの成長や産後うつ、育児不安、社会からの孤立感など

である。 

・4か月児健康診査は、平成 26 年度 97.8％の受診率であり、身体と発達のチェック、病気の確認、

育児について環境確認を行っている。未受診者は、必ず追跡して 100％を目指して全て訪問し

ている。 

・10 か月児健康診査は、96.1％の受診率。赤ちゃんとのコミュニケーションに本を活用してもら

えるよう、市の図書館が出張して検診の場で案内を行うブックスタートというものが特色であ

る。未受診者は地区の保健師が関わって把握し 100％を目指している。 

・1才 6ヶ月児健診は、医療機関委託で行っている。合わせて保健師の行う育児教室がある。1才

～1才半くらいまでの間に発達の伸びが気になる部分が多くなってくるため、育児教室では 

問診票を基に面接をし、その紙を持って 2歳の誕生日までにかかりつけの病院で健診を受ける

ようになっている。健診より育児教室の方が受診率がよく、94.1％である。 

・3歳児健康診査は、受診率 94.3％であり、集団生活をみすえての生活習慣の確認を行う。 

・5歳児健康診査は、受診率 53.7％と低く、就学前の健康状態の把握を行う。 

 

  ④地域の子育て支援 

・子育て支援地域連携会議を年 1～2回行い、各団体と顔や役割が見える関係づくりや課題を共有

する場を設けている。 

・子育て支援地域連携会議で今年度共有した内容は 3点で、子育てを通じて親が成長して社会参

加できる力を育てること、多様な価値観を持つ家庭への対応、親子が孤立せずに生活していく

ために社会資源が繋がっているしくみがいることである。 

 

  ⑤今度も継続して取り組みたいこと 

・妊娠期からの虐待防止対策（医療機関と顔が見える関係づくり）、産後早期のハイリスクな家庭

への支援（入院中からの顔をつなぎ）、乳幼児健診の充実（健診の実態と地区活動から得た課題）、

学校と健康課題の共有（学校保健安全委員会への出席）に関し、今後も継続して取り組みたい

と考えている。 

 

（2）NICU における退院支援 地域生活を見据えて 

（大垣市民病院 新生児集中ケア認定看護師 野村彩） 

①大垣市民病院の概要 

・903 床であり、地域周産期母子医療センターに認可されている 

・新生児集中治療室（NICU）12 床、新生児治療回復室（GCU）12 床の合計 24 床あり、年間分娩数

は約 600 件、NICU に入院となる新生児 200 名、その半数が院内出生、半数以上が院外出生の新

生児である。内訳は、早産、低出生体重児が半数以上、正期産の呼吸障害や心疾患などもある。 

 

 

②大垣市民病院からの退院 

・大垣市民病院からの退院のパターンは 3つに分けられる。1つ目は 3日程度の入院で母親のも

とに退院できる場合。2つ目は呼吸障害や低血糖の症状の軽快・治癒で退院できる児、早産で

出生し週数が 37 週以上、体重が 2㎏以上になって退院できる場合である。これらの場合には新

生児の退院後支援は不要であるが、退院までに家族と離れている期間があり、実際に新生児の

世話をしていないので、家族が育児手技を習得する必要がある。 

・3つ目は母と子の健康サポート支援事業（以下母子サポという）対象の児（当院では西濃保健

所と相談の上、32 週未満 2000g 未満の新生児を基準としている）は、退院指導に加えて、退院

後の地域の見守りサポートの体制を整える必要がある。 

・自宅療育に医療行為を必要とする児（呼吸管理が必要な児、経管栄養を持ち帰る児、ストーマ

管理が必要な児）は、地域での見守り支援が必要な上に、退院調整が必要である。保健師によ
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る退院前病院訪問、退院前の家庭訪問も含めた退院指導などを行う。 

 

③退院前病院訪問 

・母子サポをしていく上で、当院の看護師は地域での支援の実際を知る機会が少なく、対象者に

母子サポの事業説明がうまく行えないという現状があった。保健師は対象者がどんなふうに生

まれて、NICU でどんなふうに過ごしてきたかを知らない。その児が退院されたあとに依頼票が

届く。そこで初めて出会うので、家族と関係が築きにくい。また、早産や複雑な疾患を抱えて

いる場合、実施する保健指導の内容の妥当性に不安があるという意見があった。そこで協議の

結果、平成 23 年度から対象者が入院中に、保健師が病院へ訪問することを始めた。実際は、西

濃保健所の保健師と、対象者の住所地の保健センターの保健師が一緒に退院前病院訪問し、入

院中の児の状況、家族の理解や思いを共有する。現時点で支援してほしいこと、退院後に支援

してほしいことなどをお伺いする。 

・良い点としては、対象者の退院までに保健師は退院後支援の計画ができる、入院中に家族と面

識が持てるため相談がしやすい、それ以降も保健師と母親が話ができる関係性ができるように

なったなどがある。また、保健師が病院に足を運ぶことで NICU、GCU のスタッフも保健師との

面識が出来、話も進むので連携についても確認もでき退院後何かあっても連絡をもらい話が出

来るようになった。 

 

④退院前後家庭訪問 

・医療的ケアの継続を必要とする対象者に対して、対象者の退院前後に NICU、GCU 看護師が地域

の支援者と一緒に、家庭を訪問することである。 

・対象者は、主に医療行為を必要とする児である。また、家族等の問題で支援が受けられない場

合には児自体に問題がなくても、療育環境を整えるという意味で介入の対象者としている。 

・家族にとっては、退院前に自宅にうかがい看護師や訪問看護師、保健師と一緒に話ができるた

め、実際の生活のイメージを持って退院準備をすることができる。育児予定環境、生活環境、

移動手段等を家族と一緒に確認し、整備できるため実際自宅に帰られる時には、不安がないよ

うに支援できる。 

・地域の保健師、訪問看護師などと一緒に家庭訪問するため、地域が必要な情報を私達から提供

かつ共有できるため、さらに顔のみえる関係性で実践できるのではないかと考える。また、退

院前から病院と地域が連携し支援を行っているので、患者家族の方が生活の場できめ細やかな

支援を受けることができる。 

 

⑤地域支援者との連携強化 

・大垣市民病院と地域の支援者との交流会を今年度は 3回行った。 

・1回目の交流会では、多くの職種の方と話す場を設けた。その話の中で、地域では訪問看護師

が児の発達やリハビリに関して悩んでいるという意見があり、当院の PT の協力のもと、2回目

をリハビリ勉強会という研修を行った。3回目は実践報告会で、1年の取り組みの報告を、私達

看護師だけでなくて地域の保健師、訪問看護師、行政職の方から発表頂いて意見交換をした。 

・当事者の方々にも実際の話をしてもらうことで、連携の必要性と課題の検討を行った。 

 

⑥GCU での退院支援 

・基本的な考え方として母親に児と過ごして、児の世話を繰り返すことで自信をもっていただき、

自宅での児との生活をイメージできるような支援をしたいと考えて関わっている。 

・面会時は家族主体で児の世話をしてもらい、面会時間の過ごし方や面会時間の活用方法は家族

と一緒に検討する。家庭環境、家族構成、育児支援者の有無とその方々が支援して下さる実際

の内容、あとは母親が考えている育児方法と今自分は何が出来て何が苦手などの情報をとり、

それらをふまえて実際に育児指導を行う。その際、自宅で家族が実施する方法をふまえて育児

指導を行うようにしている。 

・面会時間に制約があり、24 時間のうちの数時間しか児と過ごすことができない。そのため、退

院前は 24 時間児と過ごしてから、不安を解消して自宅へ帰るように、小児科病棟にも協力して

もらい 2泊 3日、長い人だと 1週間の母児同室入院をして帰って頂いている。母児同室する時

の基本的なスタンスは、小児科の看護師は見守りに徹し、見守りの中で助言が必要な時にトレ

ーニングができるように助言するとしている。 

 

⑦NICU における育児支援の問題点 

・NICU でよく遭遇するできごとは、正期産の呼吸障害で入院した新生児で「数日したら帰ってき
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ますよね、それまでお願いします」と退院まで母親の面会がないケースや超低出生体重児の入

院後 1週間時「私は今日退院します。明日からは来れないです。母乳だけ届けたらいいですか？」

というケースなどである。 

・NICU スタッフの心境は、早産に対する自責の念を抱いている母親で、児の状態に対する不安が

ある家族にいろいろ聞いたり話したりするのは申し訳ない、児の状態がよくないのに児の話ば

っかりだと気持ちが落ち込むのではないかと考えてしまいがちである。 

・NICUに入院する子どもの母親の状況は、最初は母親自身の基本的欲求に気持ちが向いているが、

やがて児に関心がうつり、母親としての課題を果たす時期にはそれを受け入れていくという過

程がある。しかし、NICU に入院した児の母親は、これらの体験ができない状況におかれている。 

 

⑧NICU における家族中心のケア 

・子どもの存在が家族の意識と生活から離れないように支えることであると考える。そのため、

治療・看護内容の理解と意思決定を支えること、NICU という環境への適応を助けること、親子

関係、家族関係の形成を支えること、親であり親になることを助けること、チームの一員とし

ての親と協働することの 5つが重要であると考える。 

・NICU での家族への関わりとして、退院支援スクリーニング（入院時）、退院支援カンファレン

ス（母退院前）、退院支援カンファレンス（GCU 転出前）を行っている。 

 

（3）行政の中で活躍する助産師としての活動 

（北方町保健センター 助産師 古澤千世） 

 ①北方町の母子保健事業体系 

・母子手帳の発行を保健センターで行っている。その時点で家族構成や母親の妊娠中のリスクな

どを把握し、赤ちゃん訪問の時に情報を活用している。 

・健診は 4ヶ月健診、1歳半、3歳にある。その間に 7・8ヶ月離乳食教室、10 ヶ月相談を行って

いる。母親の育児能力的な部分と、遊ぶ、相手をする事の弱さが目立ってきているので、来年

度より 1歳のお誕生日教室を設け、保育士も関わり遊び方なども確認する予定である。 

・発達相談員によるつくしんぼ教室を行っている。育児の問題を抱えていたり、発達障がいなの

かというグレーゾーンの児が多いため、保健センターで月に 1回教室を設けながら 3歳児健診

まで様子をみている。3歳児健診で、最終的に療育につなげるか判断している。北方町では継

続して経過をみるため、北方町の 4つ保育園と町立の幼稚園、私立の幼稚園の 6ヶ所と連携を

とりながら、保育園にも訪問をしている。教育委員会がトータルサポートをしており、就学前

の子の早期支援のため、3歳児健診の後に保育園、保育園の後に就学前まで教育委員会と、保

健師、保育園、教育委員会と連携をとりながらみていくという形をとっている。 

・こんにちは赤ちゃん訪問は、平成 20 年度から全件訪問になった。地域で開業している助産師

と 2人で訪問を行っている。北方町でも、出生届の時に週数や出生体重、里帰り状況も記入し

てもらい、出来るだけ早くに訪問できるよう努力している。生後 1ヶ月までが一番母乳栄養や

生活リズムのことなど不安が多い時期なので、それまでに訪問をいけるように努力している。

里帰りが多いのが難しいところである。周辺市町村に里帰りしている対象者であれば出向いて

訪問をしている。乳児健診まで里帰りしている方や、保健センターに来所された方、転出の方

などで、数の上では減っているが、ほぼ全戸訪問できている。 

・継続的に健診に携わっているため、赤ちゃん訪問に行った時に、兄弟の子の様子も観察してい

る。 

・北方町にある産科施設からは、リスクの高い妊婦がいた場合、母子手帳発行前に連絡が来る。

妊娠中から関わることができて、とてもよい連携が取れている。しかし若年妊婦であり妊娠期

から継続的な支援をしようと、岐阜県内の産科医療施設に連絡を取ったが、施設側の協力が得

られなかったことがあった。すべての産科医療施設と妊娠期からの連携をとっていきたい。産

科医療施設側からすると、保健師がそのような役割を果たしているのかが分かりづらい面があ

り、どういう連携が取れるのか不明な点があると思われるので、今後はこちらから働きかけた

い。 

 

  ②事例より学んだこと 

 ・事例 Mさん。母子手帳を発行したのは、出産後であった。第 1子を連れており、明らかに言葉の

発達が遅れている状況で、第 1子の父親とは離婚していた。未受診で飛び込み出産であった。す

ぐに支援が必要な状況であると判断したが連絡がとれず、1ヶ月ほどして訪問したが本人に会え

ず、乳児健診に訪れず支援ができなかった。その後、児童相談所から連絡があった。 

早期からの関わりが非常に大切であった。乳児健診まで様子をみている間に経済的な悩みがあっ
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たのではないか。様子をみることを安易に引き延ばしてはいけない。 

・事例 Yさん。一度も健診を受けず、陣痛が来て病院を受診し出産した。父親とは連絡がとれなか

った。入院中に看護師長、相談員、児童相談所、保健師で話し合いの場が設けられ、退院までに

母と子の健康サポート支援事業の連絡票も届いた。児は、乳児院で預かることになった。児童相

談所は長い目で支援し、母親の育児能力を判断することになった。母親への支援は、様子を見て

いるだけでよいのか、母親にはいずれは児を引き取って育てたいという気持ちがあったため、気

持ちに沿った援助をしていきたいと考えた。母親とよく話すと、母親はコミュニケーションがう

まくとれず、自分の気持ちがなかなか言えないでいた。その後、母親は作業所で仕事を始めた。

母親が自立して仕事を始めることで、児を自分で育てたいという思いになればよいと思い支援し

ている。 

 

③助産師として地域で働いて感じること 

切れ目のない支援は大切なことである。また、思春期の性教育もしたいと考えている。今、障が

い者の仲間達と一緒に演劇を通して、愛と性を学んでいる。デート学習をして、デートやお付き

合いする時の声のかけ方、断られたらどうするかなど、ひとつひとつを丁寧にやっている。最初

は、手もつなげなかった仲間が、今は劇の中のハグやキスシーンも対応できている。障がい者の

愛などは学校では出来るだけ避けるところだが、障がいをもった子達も同じように好きになった

り、異性に興味を持ったり、デートをするという素敵な体験をさせてあげたいという思いで活動

をしている。実際に障がい者だけでなく、普通学校でも性教育が充実してくれば、若年の出産に

も影響してくるのではないかなと思う。 

 

３）意見交換 

   三者による報告の後、3グループに分かれて意見交換を行った。 

  それぞれの立場から活動する中で感じている子育て支援の現状と課題を共有し、さらに、産科

医療施設と地域との連携、課題のある母子への支援、産後の育児支援体制等について意見交換を

行った。 

 

（1）近年の母子保健の現状 

・精神的ハイリスク妊婦が増えている。自覚があっても何もなく過ぎる人もいれば、なにもなか

ったのに（自覚がない）産後大きな問題が出てくる人もいる。 

・キーパーソンなんていないのが現状である。祖父母に問題があることも多く、母と祖母の関係

が原因であることも多いが、妊娠届出の時点ではわからない。産後にかけてじっくり関わらな

いと聞き出せない情報である。 

・第 1子を出産した母親には、何かしら支援が必要であると考えている。 

・ハイリスク妊婦が増加している。妊娠期の関わりが重要であることを実感しており、なるべく

妊娠期から関わるようにしている。 

・保護者と子どもとの関わりが十分ではなく、その影響で子どもの精神発達面の成長が遅れてい

ると感じることが多い。保護者に子どもとの関わり方を支援する必要があるのではないか。 

・医療施設を退院するときに受けた指導の通りにしかできない母親がいる。4か月児健診時でも

児を横抱きにしている母親がいた。そのような母親は、乳幼児相談に来てもらえるとよい。家

庭訪問をしたくても、1か月に 1回程度になってしまう。 

・母親の育児能力が欠けているが、母親が自分で育てたいという希望があり保健師が支援してい

る事例がある。金銭的余裕もないので他のサービスが利用できない。その日１日が生きている

かどうか、生存確認を保健師がしている。保健師の支援のおかげで、地域で生活することがで

きているが、児童相談所の支援も必要である。 

 

 （2）地域と産科医療施設との連携（地域の保健師の思い） 

・ハイリスク妊婦が、全体の 1割といえども母体が大きいため対象となる妊婦は多い。だからこ

そ医療機関との連携は必須と感じている。 

・医療機関に電話をするが、個人情報であることから情報の共有を拒まれることがある 

特にクリニックなど、関係が築けていないと電話でのやり取りでは顔が見えないため拒まれる

のだろうと思う。 

・管内の病院と母子サポで協力体制をとり、少しずつ地域内で積み上げてきた。 

連絡調整会議を管内 11 市町、分娩を取り扱っている産科医療機関の助産師とも顔を合わせて行

っている。ただ、連携には医師の理解も必要と感じる。 

・病院と地域それぞれの抱えている思いを共有し、理解しあうことが必要だと思う。 
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・入院中の病院訪問は素晴らしいと感じた。自分たちもできたら良いと思った。 

・なるべく早期にと家庭訪問するが、訪問後に母子サポ連絡票が届くこともある。 

もっと早く情報があればと思うこともよくある。 

・1つのクリニックからは電話をもらえるので、その情報をもとに訪問にいけることもある。 

母子サポより早く一報だけでももらえると活用できる。 

・地域からフィードバックしても、それには返答がないこともあり、求められていないのかと感

じていた。 

・母子サポの依頼は、以前は子どもに関する内容であったのが、最近は養育者側（母親）に課題

がある場合が増えている。（約半数くらい） 

・気になる対象がいれば、退院の時点で電話をもらうだけでもいい。産後 1か月ごろまでが一番

母子にとって大変な時期であるため、できるだけ早く関わることができればと思う。 

・妊娠期から母子への関わりが必要であると考えているが、現状は困難である。医療施設との連

携強化が必要であり、妊婦健診を定期的に受けているかどうかなどの情報提供を要望する。 

・地域で活動している助産師だが、気になる母子がいても依頼がないと訪問することができない。

依頼を受けると金銭面での負担も発生するので、地域とのつながりが必要であると感じている。 

・診断はないがとても質問が多い母親がいた。母子サポで依頼があったので、訪問することを母

親が理解していて対応しやすかった。紙面で書ききれないことは電話にて情報提供してほしい。 

・妊娠届を出す時点ではハイリスクとは認識できなかった。しかし、医療施設側から母子サポの

依頼があったので、妊娠期から関わることができた。連絡がなければハイリスクな対象である

と気づくことができなかった。少しでも気になる場合は連絡してほしい。第 1子は保健師によ

る全戸訪問だが、第 2子以降は母子保健推進員が訪問を行う。第 1子出産後に転入してきた場

合も同様である。連絡があるとうれしい。妊娠期から顔つなぎができるとよいと思う。 

・医療施設から連絡が来ないと、１か月健診前の訪問は難しいのが現状である。児が NICU に入院

し、母子同室の時間がないまま退院する事例や、育児手技が心配な事例でも連絡がほしい。病

院からの連絡は優先順位をつけるうえで重要である。母子サポ出ている人は、4か月児健診で

も注意し手厚くみている。 

・保健師が家庭訪問をするため、母子サポを基に事前に電話をしても、拒否されて関われないこ

ともある。産後入院中から会えた方が関わりやすいため、病院に保健師を呼んでほしい。 

・保健師としては、病院から早めに情報をもらうことが大切。地区の規模により保健師と住民が

知り合うまでの時間に差はあるが、情報をもらっていれば、マタニティ教室や上の子の事業、

成人の事業等の機会に会いにいくことができる。早めに教えてもらえればつながりは作ってお

きやすい。早い時期から意識的に関係を作っていかないと顔見知りにはなっていけない。 

 

 （3）地域と産科医療施設との連携（産科医療施設の助産師の思い） 

・情報提供する場合、どの程度の対象者を保健師に連絡すればよいのか迷う。 

・本人の希望がある場合はよいが、初期はつわりなど身体的につらいものであり、どこまで経過

をみていいのか迷いながら様子をみている状況である。 

・地域との距離がまだまだあるように感じる。 

・母子サポの返信内容以外にも地域からのフィードバックがもっとあってもいいと思う。 

・母子サポは時間的な差が大きく、周産期センターにはハイリスクの対象も多いため、返信用紙

に目を通すことまでできていない現実がある。 

・明らかなハイリスクでなくても、「大丈夫かな？」と気にかかる人はいる。その人に関する情報

提供はどこまでの判断ですればよいのか迷ってしまう。受ける側（地域）としてはたいしたこ

とない人に手をかけなければいけないことをどう思われるのか？と思うし、そこに手をかける

ことで本当に必要な対象に手が届かなくなってもいけないと考えて躊躇してしまう。そのため、

退院間近に急いで連絡をいれることもある。 

・地域に送り出す時には、本人が困った時にどこに助けを求めればいいか、困りごとに気付ける

ようにして帰していくことも大事。「どこのだれなら力になってくれるよ」と言えるだけでも母

親にとっては安心材料になるはずだと思う。 

・医療施設で働く助産師・看護師が、地域の保健師の支援の現状を知らないので、母子サポを依 

頼したら、どんな支援がしてもらえるのかわからない。ボランティアで地域の保健師の新生児

訪問に同行させてもらった。お互いの支援内容を理解することが連携をとるうえで重要である

と考える。 

・地域と医療施設とどこまで情報共有が必要か。産後の母親でうつではないか神経質で細かい母

親がいる。母子サポの紙面上の情報提供でどこまで母親の状態が伝わるのか。 

・助産師看護師が一方的に心配している母親に対し、うまく同意がとれるかどうか心配である。 
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・自治体が大きいとどこに連絡したらよいかが分からないが、母子サポは岐阜市内でも地区が分

かれて明確になっている。 

 

 （4）妊娠期からの切れ目のない支援について 

・保健師のいる施設での母子健康手帳の交付を考えてきた。ようやく来年度から交付場所を 1カ 

所にすることで、母子手帳交付時に保健師が関われるようになる。 

・母子手帳交付時保健師が会えないということで、どんな思いで質問項目にチェックしたのか聞

き取れない。また、保健師のいない施設で取り扱ったものは電話番号や職業欄などの記載不足

があり、連絡がとれなかったり、状況がつかみづらいこともある。 

・市町村によっては、母子手帳交付日を決めており集団で母子手帳を交付し、支援の場としてい

るところもある。 

・妊娠期からの支援となると、母子手帳交付が一番初めのコンタクトとなる。利便性を考えると、 

保健師の質ばかりを大切にしてほしいとは言えないところもある。 

・1割のハイリスク妊婦への支援を手厚くする必要性を、行政の事務職になかなか理解してもら 

えない。 

・現状としては同じ病院内でも連携がとれていないこともある。 

 病棟勤務していたころは、分娩や産後の育児支援が主な業務内容であり、長くても 1か月健診

までというところで関わりが完結してしまっていた。外来勤務に変わったことで、妊娠期から

産後まで関わるようになり、問題を感じたことで少しずつ動き始め病棟・外来の統一がとれる

ようになってきたところである。 

・周産期センターと言われる病院の病棟で働く助産師にとっては、産後のことまでは考えられな

いのが医療現場内での現実。 

・いつの時点で、どんな場合まで、という判断に至るアセスメントがとても難しい。だからこそ

事例検討会などして勉強していかないといけない。事例報告会などをすることで、お互いの意

見を交換する場にもなり有効なのではないか。 

・病院と地域の間で 1回顔を合わせることや地域（行政の仕組みなども含め）の動きが少しでも

わかる人がいるだけでも距離感が近くなると思う。 

・職種の壁があると発表の中でも言われていたが、職種による視点の違いがあるのは当然である。

職種の枠を外して保健業務を知ることが大切であり、視点の違いが活かされるようにしていけ

ばいい。 

・ある 3次医療機関では、保健師に NICU へ退院前に来てもらい、その後の赤ちゃん訪問や退院後

の NICU の集まりでも同じ保健師が関わっている。母親からは、「同じ保健師と顔を合わせるの

がうれしい」「その保健師がいると思うと離乳食教室等にも行こうと思う」といった反応がある。

継続してみてもらえているという思いが、困った時に行きやすい状況を作っている。NICU だけ

でなく妊娠中からそういったつながりがあるといい。 

・赤ちゃん訪問へ誰が行くのかは、助産師が行くところ、自治会長が行くところと自治体により

さまざまであるため、助産師（医療機関）と保健師、地域のスタッフ（地域保健）などがつな

がっていないといけないと思う。 

 

 （5）思春期教育 

・思春期の教育を地域で働く助産師としてやっていきたい。若い子の妊娠や家庭的な指導力の弱

さ、妊娠適齢期を知らずに仕事に夢中になり、適齢期をすぎて初めて知るという気の毒なこと

がないよう、学校で伝えていきたい。 

・出産平均年齢が 30 代後半で、育児が理想と違うと生きていくだけで精いっぱいという印象であ

る。夫から思うような育児支援が期待できずに母親は葛藤し、夫も何をしたらよいかわからな

い状況にある。お互いが思っていることを口に出して言い合わない関係になっており、年齢が

あがるほどお互い遠慮し、言いたいことを言えない。これをやってといえばいいのに、年齢が

高いと、それは女性がするものと思う母親や、自分の母親はこうしてきたという父親がいる。 

 

（6）父親・祖父母への教室 

・ある市町村では、妊娠中のパパママ教室を日曜日に実施しており、夫の参加がある。 

・孫育てのテキストがすごく売れている。 

・岐阜県で、ある子育て支援センターが孫育てのテキストを作製した。西濃地区では、孫育て講

座まではいかないが、ショッピングセンターで祖父母も含めた教室を行っている。 

・父親のみを対象とした教室がない。父親は乳児と遊びたい気持ちはあるが、どう遊んだらよい

かが分からない。話したり、歩いたりできるようになると遊べるが、それまでの遊び方がわか
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らない 

・祖父母の関わりが母親のストレスになることもあり、祖父母がどう育児にかかわるかが問題と

なっている。 

・高齢者と子育てしている母子が集う取り組みはよいと思う。高齢者が場を提供し、母親はお茶

を飲むことで会話がつながっていく。育児が大変という生の声が聞けたり、日本語での会話が

できる喜びがある。遊びの先生がいるなどの特別なベントはないけれど、話すために集まる。

高齢者が子どもを見てるから、話しておいでといってくれることもある。 

 

４）アンケート結果 

研修終了後にアンケートを行った。有効回答数 20 であった。 

（1）今回のテーマ 

よかった 19    ふつう 1     

（2）今回のプログラム 

   よかった 20    ふつう 0   

（3）日程 

   よかった 18    秋頃の方が施策に活かせる １    年度末でない方がよい １  

（4）今後このような研修会に参加したいか 

   是非したい 15   できればしたい 5   

（5）研修会での学び 

・継続的な支援の為には、地域と病院との連携は欠かせないと改めて感じた。 
・妊娠届出での関わりも大切だが、医療機関と連携し、健診での様子や産後の入院中の様子をきけ

たり、退院前に訪問できることはとてもいいと感じた。 
・クリニックから地域への連携のタイミングを考えていきたい。 
・医療機関が気づいていることと地域保健が気づいていることに大きな相違はなく安心した。 
・クリニック側で保健師が「どう思ってどう活動しているのか」と疑問を持っているのと同じよう

に、保健師側もクリニック側から情報を得たい、連携したいと思っていることが、当然だが、ハ

ッキリし安心した。ぜひ交流の場を作ってみたい。 
・助産師の話がたくさん聞け、病院側の思いも少し知ることができてよかった。 
・保健センターで勤務しているので、特に病院での退院指導の話や地域へのつなぎの思いがわかり

とても勉強になった。 
・具体的にどの様な指導がされているのかは母子サポ依頼があったとしても分からないので非常に

興味が沸いた。 
・地域の保健師のクリニックに対する思いがわかった。 
・保健師は、産院への訪問を負担に思っていないことがわかり、よりつなぎやすくなると感じた。 
・周辺地域の行政の方と顔みしりになる必要性が強くなったので、地域でのそういった機会に積極

的に参加したい。 
・病院での育児支援について連携だけでなく、連携をすすめる上での会議の企画やスタッフ間の思

いの共有などとても興味深い内容だった。 
・外の機関との連携は、中の連携がうまくいかないとできないということがよくわかった。 
・育児支援には妊娠期からの関わりが大切であることをあらためて感じた。 
・地域で子育てしていく母親やその周囲の環境を整え、安心して過ごせるように関わりをもってい

くことの大切さを改めて感じた。 
・他市での母子保健活動の実際を知り、今後の活動を振り返る上でとても役立った。 
 

（6）研修会への希望 

 ・発達障害が疑われる子どもたちが多い中、健診でどのように対応し、お母さん方にどう伝えてい

くかが課題になっている。 

 ・より多くの産科医療施設や行政の行っている活動を知り、問題点やいいところを共有できるよう

にしていきたいので、そういった機会を作ってほしい。 

 ・産科医療施設と行政との交流の機会を作ってほしい。事例検討もしていきたい。 

 ・思春期の性教育について知りたい。 

 ・他の市町村が妊娠期からどのような関わりをもっているのか知りたい。 

 ・1歳半健診のフォロー体制や子どもの発達を支援するかかわりについて知りたい。 
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２．平成 28 年度第 1回研修会 

１）参加者 

助産師 16 名、保健師 16 名、看護師 1名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床心理士 1名、ＰＴ1名、

総合相談員 1名、学生 3名、教員 7名 計 47 名 

２）報告内容 

（1）外来における子育て支援活動（岐阜市民病院 助産師 鹿野真由美） 

①病院・病棟概要 

・609 床の救急医療・周産期 2次医療を担う急性期の総合病院。混合病棟で、3年前から女性専用

病棟となっている。総床数は 44 床である。 

・病棟の看護要員は、助産師 12 名、看護師が 16 名の計 28 名。 

・分娩件数は、年間約 200 件。 

・外来看護要員は、助産師 2名、看護師 4名の計 6名と、医師 7名である。 

   

  ②ハイリスク妊産褥婦への支援 

・妊娠診断時、妊娠初期、中期、後期において妊婦への指導の機会があり、スクリーニングも兼ね

話をしている。精神疾患合併妊婦、若年初産婦、社会的背景が困難な妊婦の通院が多い。精神疾

患合併妊婦の場合、精神科医師へコンサルトし、妊娠中から分娩までフォローしている。若年初

産婦の場合、ケースワーカーに入ってもらい、地域や児童相談所などをフォローしている。 

・産科・小児科間連携体制は、サポート必要者をスクリーニングした場合、小児科病棟と産科病棟

の双方から母と子の健康サポート支援事業依頼表を出し、小児科外来で集約し、児の継続した支

援に生かしている。サポート拒否事例は、サポート拒否事例報告書を作成し、小児科外来へ連絡

している。 

・小児虐待委員会が不定期で開かれており、サポート拒否事例報告書を出した対象があがっていた

こともあった。 

･母と子の健康サポート支援事業依頼件数は増加しており、理由は若年初産婦、高齢初産婦、精神

科合併、外国籍などであった。 

 核家族化・少子化が進み、育児経験や乳幼児と関わる機会が少ない人が増えているため、母親だ

けでなくパートナーや家族への指導と援助がかかせないこと、産婦人科外来・小児科・行政との

連携強化が必要であることが現状である。 

 

③子育て支援事例 

・3例の子育て支援事例の報告があった。 

・妊娠期から多職種、多施設による関わり合いが信頼関係を深め、育児支援においても柔軟な対応

が大切であり、外来においては、個々の状況を把握しマネジメントしていく必要がある。 

・対象者の意向や反応を見ながら、柔軟に支援を行い、家庭訪問というサポートを拒否されても何

らかの対応を考慮する必要があると考える。 

 

④助産師の関わり 

・母親学級参加者の意見から、助産師の関わりで不安を軽減している妊婦も多く、日々の行動や声

かけが重要である。 

・周産期医療における身体的な管理だけでなく、早期からの精神的管理、経済的な支援についての

支援体制の構築が大切になるため、他部門との連絡、行政を含めた話し合いの場所を作ることが

必要であり、チーム的な対応ができるよう推進していかなければならないと考える。 

 

（2）継続した育児支援（長良医療センター 医療ソーシャルワーカー 下平悦子） 

①対象者の概要 

 長良医療センターの産科・小児科の現状は、低年齢・高齢出産、未婚、経済的問題や本人・家族

の疾患等の社会的問題を抱えて受診する患者が多くなっている。 

 

②支援した事例 

 妊娠末期で初診、低年齢、未婚でありパートナーとは連絡を取っていない状況であった。初診の

際 1人で来院されたため、次回は母親と受診するようにと指導があり、医療ソーシャルワーカー

が面接することとなった。初回の面接では、「困ったことはない」と話された。以降の面接で、

大きい質問をすると「何もないです」と答えられるが、1つずつ聞いていくと本人が気づいてい

ない家族とのエピソードの中に課題が隠れていた。産科師長にも面接に入ってもらい、入院時の

関係性の構築と出産・育児に関する具体的なサポートができるよう関わった。本人の思いを聞き
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つつ、どのようなサポートができるかを確認する面接を繰り返すなかで、本人が医療者を受け入

れてくださって、自ら話をしてくれるようになった。 

 そんな中ご自身で役場に行かれ、保健師さんも関わるようになり、ケース会議が開かれた。その

中で、実母の育児の状況や家族の今までの状況、母子手帳をとりにみえたときの状況などの情報

が得られた。実父の情報も得られ、具体的な社会資源の活用の方法も検討された。出産後も実父・

実母も巻き込んで関わっていった。そんな中、家族の力を引き出し、本人の気持ちにも変化が見

られた。退院前に、保健師と顔合わせを行った。家族のことをよく知っている保健師で、保健師

による見守り、ファミリーサポートなどの社会資源の活用、家族の協力、外来での見守りなど、

本人が母親になろうとするサポートを行った。 

 

③育児支援の現状と課題 

・子育てはずっと続くものであり、そのため子どもを産み育てる患者、家族への支援は継続的に行

う必要がある。産科医療施設での関わりは、限られた期間での支援となるため、外来から入院、

産科から小児で情報を共有し、地域につなぎ継続的な支援が行えるような取り組みが求められる。 

・社会的ハイリスクな対象は、経済的な不安、未婚、家族関係、サポートが少ない、育児能力の問

題など様々な問題を抱えている。そのため、医療者が患者が抱えている問題に気づきにくい場合

がある。 

・抱える問題が個別的であり、重複している場合も多いため、個別の対応が必要であること、育児

力の弱さが継続していること、経済的な不安が表面化しにくいこと、診療時間の中だけでは社会

的な背景を把握しにくいこと、サポートを望まれないことなどから、関わりの難しさを感じてい

る。そのため、コミュニケーションによる患者の理解と、関係機関との連携で状況を把握し支援

につなげていくことが必要だと考える。 

 

④長良医療センターでの継続した支援体制 

・長良医療センターでは、事前に情報共有することで早期から対応すること、虐待などにも対応す

ることを目的とした取り組みを行っている。対象は、低年齢、未婚、社会的背景に問題がある妊

婦であり、対象者が外来受診すると、産科医もしくは産科外来看護師から産科病棟師長へ情報提

供し、産科、小児科、ソーシャルワーカーが情報共有する。それにより、妊娠期より出産、地域

へと切れ目ない支援を行っていく。 

・妊娠期は妊婦の不安を理解し、妊婦、家族の生活状況、社会的背景を把握する。入院中は、育児

指導を通じて、起こり得る育児の課題の評価、具体的なサポートを検討する、地域につながって

からは小児科にかかる場合医療機関と連携を行う、地域の育児サポートにつなげていくなどの支

援体制を作っている。 

 

⑤今後の課題 

・妊娠初期から関わることで退院後の生活、育児を想定し支援が必要な対象に気づくことが大切で

ある。 

・意図的に関わることで愛着形成を促すこと、多職種の継続した相談関係を構築することが必要で

ある。 

 

（3）周産期医療現場におけるこころのケア（岐阜県総合医療センター 臨床心理士 緒川和代 ） 

①ライフイベントストレスと育児 

・人生におけるライフイベントの中でストレスを感じるもので乗り越えるのが難しい順番は、1番

配偶者の死、2番離婚、12番目くらいに妊娠がある。 

・男性がストレスを感じるものは、1番配偶者の死、2番会社の倒産などであり、27 番目くらいま

で子どもに関する事柄があがってこない。31 番目になりようやく家族が増えることがあがってく

る。一方女性がストレスを感じるものは、1番配偶者の死、2番離婚などは同様だが、夫、子ど

も、姑、近所の人、教師、ママ友など人間関係からくるストレスが非常に多い。つまり、女性の

人生にとって妊娠や育児に関連したストレスが高い。 

・出産育児は女性にとって大きなライフイベントであり、大きなストレッサ―である。育児を乗り

切る力は、おしゃべり機能である。コミュニケーション力、つながる力が、ストレスにも対応が

でき、情報を集めて支援も求められる。人との関わりを多くもつ女性は多くの社会的なネットワ

ークともつながる力を持っており、資源を受けやすい。 

 

②愛着形成 

・子どもを授かると、様々な思いを引き起こす。非常な期待をもち、出産をゴール化してしまうこ
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とが多い。そして、出産を終えると、育児のスタートだということに気がつく。女性の人生にと

って大きな節目である。 

・どんな家族にしたい？と考えた時に、皆が理想をもつが、理想が高い人は現実とのギャップが大

きくて苦しくなる。例えば、授かった子どもが病気とか障害とか、女性だと退職しないといけな

いとか、夫婦のすれ違いから離婚したり、ビックイベントが重なる。そうすると、おしゃべり機

能が働かなくなる。 

・サルの代理母実験により、愛着は授乳などの欲求を満たしてくれることではなく、柔らかい感覚

や接触により形成されることが分かった。またスキンシップはただ触るだけではなく、抱くよう

な作業が重要であることが分かった。 

・アタッチメントとは、本能であり、自分を慰め、守り、気持ちを落ち着かせてくれる人への接触

を求めるものである。ボンティングというのは、その人を守り、保護司、落ち着かせたいという

本能である。アタッチメントは子から母へ、ボンティングは母から子へ与えられるものである。

これらのつながりがうまく機能しているときだけ、探索行動が始まる。子どもは生まれつきの好

奇心を発揮できるようになる。私たち人間の子どもはすごく未熟な状態で生まれてくるため、生

き延びる確率をあげるために生じる本能だと思われる。 

・十分に愛着形成できる状態をみたデータでは、母と子の愛着形成ができたら母ではない人とうま

くつながるようになる。これがストレスを緩和する能力の原型になる。 

・子どもがかわいいと思えない母親に出会うことがある。お母さんスイッチが入らなかったという

ことである。原因は、早期の母子分離、母親側のボンディング力の乏しさ、子ども側がアタッチ

メントを求める力が乏しいことなどである。 

・子どもと向き合うためには、授かった子の状態がこれまで描いてきた理想とのギャップがあれば、

精神的な苦痛を受けながらも理想としてきたことを手放し、現実を受け入れていく。その際、病

院にいて支援の要となるのが、看護職である。看護職が院内の人的な支援につなげてくれる役割

がある。ソーシャルワーカーや理学療法士など。当院も同じでほとんどの事例で、看護師より依

頼がある。 

 

③臨床心理士の立場から 

・全国で 3万人ほど活躍している。医療分野だけではなく、教育、福祉、司法、産業分野など広い

領域で働いている。2018 年くらいから国家試験が行われる予定である。 

・心理士の職務は、臨床心理面接、臨床心理査定、臨床心理的地域援助、調査・研究の 4本立てで

ある。心理士には守秘義務がある。しかし、病院に勤務している心理士は、医療スタッフと連携

することが前提で面接を行うため、対象者に同意をいただき、カルテで情報を共有している。今

までこの同意を取ったことで話しづらかったという訴えを聞いたことはない。 

・心理士が寄り添うのは、とにかく否定しないということ、感情をいっぱい出してもらう。それか

ら育児の問題、母の問題を整理する。必要な時間はかかる。 

・すべての母親は傷ついていると理解してほしい。自分はどうやって傷つきを乗り越えたか思いだ

すとよい。母親が心配なのは、障害ではなく将来のことである。 

・対象者のいいものを見つける。いいものはあればあるほど良い経過が期待できる。 

答えを急がない。「育てられる」「育てられない」を考えるのは今じゃなくてもっとあとである。

今できたことに寄り添う。医療スタッフはいつの間にか無意識にがんばることや新生児への同一

視から親への怒りを感じてしまう。時間差や役割差で対象者にかかわることが必要である。 

親の傷つきを癒すのは、子どもの成長と治癒である。 

 

３）意見交換 

 三者による報告の後、6グループに分かれて意見交換を行った。 

それぞれの立場から活動する中で感じている子育て支援の現状と課題を共有し、メンタルヘルス

の問題、妊娠期からの切れ目ない支援、産科医療施設と地域の連携、多職種連携、産後ケアについ

て意見交換を行った。 

  

（1）メンタルヘルスの問題について 

・疾患名がついている方が対応できる。拒否される事例や境界事例が多く、対応が難しい。 

・妊娠期から把握はしていても、症状が重い精神疾患の方が受け皿が整う前に早期に退院する場

合があり、対応に困る。市町村とも連携しているが、特に土日はどうしているのかと思う。 

・メンタルに問題がある方が退院した場合、毎日保健師が訪問し、安定したら児童民生委員さん

にも入っていただき、誰かが毎日訪問するようにスケジュールを組んで対応した経験がある。

出産した施設も心配だったらしく、産後、教育入院も行い何とか育児できている。 
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・育児の負担を軽減するために保育所の入所は必須である。保健、医療、保育、民間、地域と枝

を伸ばさないと抱え込むことになってしまう。 

・地域で、精神面で気になる母親と関わっているときに、どのように医療機関につないでいくの

がベストなのか悩む。精神科となると非常に敷居が高いので、母子を専門とした産前産後の精

神面でのサポートをしていただける医師や施設があるとよいと思う。 

 

（2）妊娠期からの切れ目ない支援に関して 

・外に出て来られる人はよい。本当に支援が必要な人は埋もれている。そういう人たちをいかに

フォローするかが課題である。身近なところで、誰か頼れる人がいたという支援ができるとよ

いと思う。 

・医療レベルではなくて、生活レベルで母子を見守りサポートできる体制があるとよい。 

・子育て世代包括支援センターの動きもあるが、妊娠期にスクリーニングして、継続的にフォロ

ーしていくことは、これまでも保健師がやっていることである。母子サポ等で妊娠期に依頼が

来ることもある。三次医療機関、診療所等からも依頼はある。連携できている。 

・子育て世代包括支援センターの機能として、妊娠期の早い段階からハイリスク妊婦をスクリー

ニングするとあるが、結局、若年、未婚、喫煙歴がある・なしとかそういった情報でのスクリ

ーニングになってしまい、どういう人をピックアップしていけばよいのか難しいところである。 

・本日の講演の中にもあったように、「困り感」に気づいていない人もいるし、困りそうでも支援

を求めて来ない人もいる。非常に関わりが難しい。誰かが気付いてあげないといけないが、医

療機関でも十分に妊娠中に関われているかというとそうでない場合もある。 

・医療機関での健診で「気になる妊婦」に気づければいいが、見逃してしまうこともある。健診

後に毎回声をかけられる体制があるとよいが、現実的にはどこも難しい状況である。 

・一次医療機関では、健診が流れ作業のようになってしまっている。分娩件数も多く関わりきれ

ないのが現状。精神的・社会的なハイリスクの場合も必要な医療機関に紹介はするが、今は対

象者も増えていて、その医療機関でも許容範囲を超えていることもあるのではないか。密な関

わりが必要と思って紹介しても、結局必要な支援が受けられない状況となってはいけないと思

う。 

・妊娠届出書に思いを書かない人もいる。そういう場合は気づくのが産後になってしまうことも

ある。 

・「虐待を受けたことがあるかどうか」という質問項目を病院独自の問診表のなかに作っている。

しかし妊娠期から特別介入はしておらず、「なんで聞いておいて何もしないんだ！」と、産後に

不満が聞かれた事例も経験した。関わり方を考えないといけなかった。そういうことに関して

は触れてほしい人、そうでない人もおり、その方法とタイミングが難しいと感じる。スタッフ

によっても自分でどうしていいかわからず怖くて踏み込めないという思いがあると思う。 

 

（3）産科医療施設と地域の連携について 

・病院がどこまで関わるべきなのかは難しい。気になる人は市町村につなぐが、返信には「特別

問題なし、経過をみていく」のような内容が書かれていることが多く、本当に大丈夫という状

況まで見届けられているのかが病院にはフィードバックされず、もやもやする。 

・C保健所管轄では産科医療施設のスタッフ（医師、助産師、看護師）が集まる機会がある。そこ

で妊娠届出書の効果などについて話し合ったり、地域と医療機関のスタッフが顔を合わせる機

会になっている。 

・D地区では科医療施設のスタッフが集まる機会はなく、ハイリスク妊婦に関する情報を知りたい

と産科医療施設に連絡をとっても情報を教えてもらえないことがあるなど、連携がとりにくい。 

・保健センターから病院への連絡の際には本人の同意と個人情報の問題が壁になる。 

・困ったとき顔がわかる人がいるとつながりやすい。 

・母乳や育児に関する指導の方針、伝え方で助産師と保健師での違いがある。その違いに母親は

どうしていいか分からず傷つくこともある。 

・助産院、病院、行政などそれぞれの動き・考え方がわからない。病院側からすると、保健師側

のサポートの仕方が見えていないのも連携がスムーズにいかない原因ではないか。 

・逆に病院側にサポート状況をフィードバックする際、市町村側からどこまで情報提供するのが

いいのかと迷うところでもある。  

・保健師は市町村の規模にもよるが 1人当たり複数事例担当しているため、すべての事例 1人 1

人について同じように病院や助産院とつながるの（情報共有すること）が物理的にも難しいと

いう現状はある。 

・保健師の視野は 6歳くらいまでで、家族全体も見ているため、助産師とはとらえ方が違うこと
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もあるのではないか。 

・視点が違うからこそ多職種でみる必要がある。 

・対象者も助産師に求めること、保健師に求めることに違いがあるのかもしれない。 

・働く場所によってもたとえ同じ職種であっても見方が異なってくる。（3次医療機関で働く助産

師、1次医療機関で働く助産師、地域の助産院で働く助産師など視点が異なっていたり、助産

師自身も自分の働いている場所以外での母子の姿が想像できないなどの現状もある） 

・産科医療施設での支援だけでは把握しきれない。支援しきれない。 

・どんな事例が連携が必要なのか、どんな連携をしたらよいのか、これから考えていきたい。 

・地元の病院だと顔のみえる関係だが、ハイリスクで地元を離れて大きい病院で出産する場合も

ある。そのような場合でも躊躇しないで連携していきたい。 

・保健師と助産師の壁を取ることも必要である。保健師と助産師の分業が退院時ではなく保健師

と助産師が重なるところを作らないといけない。地域間で考え体制を作っていかないといけな

い。 

 

（4）多職種連携について 

・若年妊娠、精神疾患合併、未婚などハイリスクの対象者は、問診と保健指導を行っていた。記

録を電子カルテに記載して情報を共有している。産婦人科女性混合病棟で、ソーシャルワーカ

ーさんにつなぐことが難しかった。経済的支援が必要な場合は介入してもらったが、経済的支

援が必要ではない場合、直接保健センターに紹介していた。ソーシャルワーカーの力をもう少

し活用させてもらったらよかったのではないか。何とか自分たちの持っている力で解決したい

と思っていた。 

・経済的支援が必要、若年、定職なしの場合は、ソーシャルワーカーに相談する。しかし、それ

以外の場合、ソーシャルワーカーを通すのか、直接保健師と連絡を取るのか、迷う。支援が必

要な対象者は、予約している健診に受診しないこともあり、助産師も毎回変わり、必要な支援

を提供しにくい。 

・産科医療施設から、地域に連絡する場合、助産師からでよいのか、ソーシャルワーカーを通し

て連絡すると良いのかということを迷わず、事情がよく分かる方ならどなたでもよいので連絡

が欲しい。 

・ソーシャルワーカーがうまく関われることもある。自分たちで何かやろうとするだけではなく、

多職種を巻き込んでいくこと大切である。 

・職種間で思い描いていることのさじ加減がわかった。サポートは多めでもよいのかな。職種間

で相談しながらサポートを充実させていきたい。 

・ソーシャルワーカーを地域の資源の 1つとして利用してほしい。 

 

（5）産後ケア 

・岐阜県では産褥入院や産褥ケアがそれほど普及はしていない。補助がないので 1泊 2万円くら

いかかってしまうので、利用者は多くはない。補助がある地域もある。 

・市町村によっては、母乳相談の補助券がもらえるところがあり、助産所に出会うきっかけとな

っている。 

・退院後 1か月健診までに、助産師外来でも母乳外来でも週 1くらいで、専門職者と関わる機会

があるとよい。費用の発生がネックである。 

・新生児訪問は無料で訪問できるが、それ以上のニーズがあると助産所からの訪問となり、それ

なりに費用が掛かってしまう。 

・助産所では退院が 4日目であるが、1日早く退院したら、その分を退院してからサポートに回

すことができ、出産育児一時金内で収まるシステムがある。 

・あるクリニックは、食事代だけで入院を 2日間延期することができる。外来の助産師が家庭訪

問に行くサービスも出産費用内であり、利用率は高いようだ。 

・退院後 1か月くらいは手厚くサポートすることで、結果的には大きな問題が発生を防ぐことが

できればよい。 

 

４）アンケート結果 

研修終了後にアンケートを行った。有効回答数 28 であった。 

（1）今回のテーマ 

よかった 26、ふつう 2 

（2）今回のプログラム 

    よかった 24、ふつう 4 
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（3）日程 

    よかった 28 

（4）今後このような研修会に参加したいか 

    是非したい  21、できればしたい 5 

（5）研修会での学び 

 ・ソーシャルワーカーの役割や医療機関での支援の必要な妊婦への関わり方を事例を通して理解

することができた。 

・臨床心理士の話で、母親に寄り添っていかに面接を繰り返し、話を聞いていくのかがとても勉

強になった。 

・メンタル面だけではなく、社会的な課題をもつ妊婦の支援に関して、面接を重ね、信頼関係を

築いていくことで本人の課題の明確化を行い、支援につなげていく必要性が理解できた。 

・母親の表情が明るくなったと感じるのは、自分たちの期待のあらわれであることが分かった。 

・各施設での特色が分かり、各職種の活動が理解できた。クリニックからさまざまな問題を抱え

た妊婦を紹介する参考になる話が聞けて良かった。これから安心して妊産婦を紹介できる施設

が増えた。 

・社会的・精神的ハイリスクの妊産婦の実際の医療現場での関わりについて理解し、地域や他課・

他職種との連携の必要性を改めて実感した。 

・妊娠・出産・育児を想定して、どのようなことが問題か…ということを気づく力が大切で、医

療者の関わり次第で、その後の母子や家族の進む道が違ってくることを強く実感した。 

（6）今後の展望 

・妊産婦のメンタルヘルスについて、支援方法や、連携について事例をもとに深められたらいい

なと思う。 

・地域と病院ができる連携に関して、勉強会があると良いと思う。 

・産前産後の母親がどのようなサポートを求めているのか、どのようなサポートがあれば安心で

きる子育てにつながるのかが知りたい。 

・産後うつの対象と関わることが増えているため、社会背景や既往歴などについてと、今後の関

わり方・具体的な支援方法について理解を深めたい。 

・乳幼児健診や乳幼児の成長発達に関する勉強会を希望する。 

 
Ⅴ．教員の自己点検評価 

１．実践現場に与えた影響 

  実践現場への影響として、具体的に報告された内容はなかった。しかし、本事業の積み重ねによ

り、看護職間の連携がつくられると考えている。 

２．看護職の研修としての有用性 

  助産師研修会という事業であったが、助産師のみならず保健師看護師の参加によって、本来の母

子看護活動、周産期看護活動のあり方を考えることができたことは、県内の母子看護に関わる看護

職にとって有用であり、またこのような機会が今までほとんどなかったことからも、今後の継続し

た取り組みが必要だと考えている。 

３．本事業を通して捉えた助産師の生涯学習のニーズ 

産科クリニックや産科病院と地域の保健センターとの繋がりにより実際に学びあうことができた。

研修を通してお互いの役割や仕事の内容を理解することができ、今後の業務に活かすことができる

という意見があった。同じ地域でも助産師と保健師は、今まで交流がなく、活動の実際がわからな

かったが、今回の研修によって保健師や助産師が合同の研修を希望していることがわかり、生涯学

習に繋がる定期的な研修は必要だと考える。  

４．本学の研究・教育に与えた影響 

  教員にとっては、保健センターに勤務する助産師の活動の実際を知る機会が今までなかったので、

多様な活動の実際を知ることができ、地域の助産師の活動を学生に伝えるのに、大変役立った。地

域と産科診療所や病院での助産活動の実際を学ぶことで、地域との連携について研究を深めること

ができた。地域の看護職との関係づくりには本事業は大変有用だと考えている。 

 

Ⅵ．今後の課題と発展の方向性 

１．研修のテーマについて 

今回は、行政を含めた地域の子育て支援と医療施設との連携をテーマに研修会を行った。この研

修会の成果としては、参加者は各自の業務の範囲以外の地域での母子保健に関する看護実践の内容

について、当事者から実際に説明を聞くことで、どんな施設の誰と連携を取ればよいか、具体的な

方法を学ぶことができたという意見があり、今後の業務により良い影響があったと考えられる。参
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加して良かった、という声が多かったのも、業務に役立つと感じてもらえたからであろう。 

このような研修会は、大学が主催でないとなかなか実施できない状況である。本学の役割として、

地域の看護職が参集してケアを考える機会を作ることは重要である。また参加者からは、引き続き

地域の看護職が「子育て支援」について情報提供や事例検討をする研修会を開いて欲しいという要

望が多かった。今後もこのようなテーマで研修会を実施していきたい。 

２．参加者の確保について 

  県内の５医療圏域で研修を実施することで、地域で働く看護職の参加が期待できる。研修予定の

地域に複数回にわたって呼びかけることも必要である。また実習施設の看護職との繋がりを活かし、

積極的に参加を呼びかけていく。 

３．実施場所について 

  研修会は、岐阜県内の各圏域 2か所を選び毎年実施している。県内看護職が参加しやすいことを

意図しているが、さらに周知を行い、参加者を増やしていきたい。 
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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 

  

Ⅰ．はじめに 

 これ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 3 年間行ってきた。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取り組む必要があると考えた。 

 共同研究での取り組みを基盤に、平成 27 年度より本事業を開始した。本事業ワークショップにおい

て管理的立場にある看護職者は、部長―師長等の組織の縦ラインにおいて、各立場で捉えている課題

等を共有し、組織全体を見据えたマネジメントのあり方について継続して考えたいという学習ニーズ

が確認できた。27 年度のワークショップ後には学習会を継続して行い、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という事例もあっ

た。また、看護がやりがいに感じられたというスタッフからのフィードバックを得られた参加者もい

たことから、ワークショップや学習会での学びを実践に活用している状況が確認できた。 

 そこで、28 年度の本事業は、岐阜県下の病院の看護管理者および中堅看護師を対象にそれぞれワー

クショップを 1 回開催し、看護の専門性を高めるために必要なマネジメントの課題を確認し、その解

決に向けた方策を検討することを目的とする。その過程において、参加者の取り組み状況やその課題

などについて検討し、看護の改善・充実のための実践に活かせるように支援していく。また、対象を

中堅看護師にも拡大し、看護管理者や専門看護師等からキャリ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。 

  

Ⅱ．事業担当者 

 本事業は、以下の担当者で実施した。 
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 
 
Ⅲ．実施方法 

 本事業は、対象者を看護管理者と中堅看護師に分け、それぞれワークショップを 1 回、計 2 回開催

した。ワークショップ開催にあたり、元公立病院看護部長と本学博士前期課程修了者の病棟師長を講

師として招聘した。 

 ワークショップ開催のお知らせは、岐阜県内 103 病院の看護部長宛に案内文書を郵送し大学ホーム

ページにも案内を掲載して、参加者を募った。 
 
Ⅳ．ワークショップの開催 

１．趣旨 
 当ワークショップは、看護管理者および中堅看護師の立場から、看護の専門性を高めるマネジメン

トの視点で、取り組みの現状と課題を共有し、課題解決に向けた方策を検討することで、マネジメン

ト能力向上の一助とする。 

 
２．看護管理者を対象としたワークショップ 

１）ワークショップのテーマ 

 テーマは「看護の専門性を高めるマネジメントの課題とその解決に向けた方策～看護管理者の立場

から～」と設定した。 

 

２）日時・場所 

看護管理者を対象としたワークショップは、2016 年 9 月 30 日(金)の 10：00～12：00 に岐阜県立看

護大学講義室 105 で開催した。 

 

３）参加者 
 18 施設から 41 名の参加があった。職位別にみると看護管理部門管理者 5 名、看護師長等 19 名、主

任・副看護師長等 17 名であった。所属施設は、全員病院であった。その他、本事業担当の教員 4名と

講師が参加した。 
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４）プログラム 

プログラムを表 1に示す。 

 

５）情報提供 

 公立瀬戸旭看護専門学校 副校長 森田恵美子氏による情報提供がなされた。 

「転倒防止への取り組みを通して～転倒リスクアセスメントツールの開発～」というテーマから、

看護管理部門管理者の経験のある講師が、管理者の時に行った取り組みとその成果について報告され

た。 

 
６）グループワーク発表内容 

 グループワークは、凡その職位別に 7 グループを編成し、看護の専門性を高めるマネジメントの課

題と方策について話し合った。各グループの発表内容を以下に示す。 

 

（1）1グループ：看護部長 2名、副看護部長 3名、看護師長 1名 

・マネジメントラダーを用いた教育、地域包括ケア、中途採用者の教育プログラム、経営、等に関す

る課題について話し合った。解決に向けて、施設の事情を踏まえて人材育成や看護師の質向上、退

院支援の充実に向けたスタッフ育成など先を見通す管理の在り方について検討した。 

・人材育成と管理は同じであると重要視する。 

 

（2）2グループ：看護師長 4名、副看護師長 1名 

・看護師長に昇格してしばらくは全てを自身で行いスタッフに依頼しなかったことで、スタッフから

何でもする師長と見られた。 

・看護の質向上に向けた取り組みのために、自部署の現状分析をしっかりと行うことが必要である。 

 

（3）3グループ：看護師長 5名、副看護師長 1名 

・新人看護師や悩みを抱える看護師に対する面接方法やスタッフ自身が目標を持って行動するための

関わりを検討した。 

・グループメンバーの退院支援の経験から、多職種連携について意見交換した。 

 

（4）4グループ：看護師長 4名、次席等 2名 

・経験年数が 2年目以降の看護師の育成は、自主性に任せているため、個人差がある。 

・パートナーシップナーシングシステム（以下 PNS）導入の課題や院内教育への参加が少ないことへの

介入について検討した。 

・スタッフに役割を与える、後輩育成に参加を促す、実践した看護の振り返りを行うことで成長を支

援する。 

 

（5）5グループ：看護師長 5名、副看護師長 1名 

・転倒・転落の予防策がとれているのか、マニュアル通りに実践しているだけではないかという管理

者の疑問を話し合った。 

・患者の在宅移行時には、看護師長として考慮することが多く、他職種・他施設と十分なかかわりが

できていない。 

・管理に必要な数字を十分に理解できず、自己学習を行い判断している。スタッフの理解を促すため、

毎年病棟の分析から目標立案・実践・評価を行う。 

 

（6）6グループ：主任 6名  

・クリニカルラダーの専門性や倫理について知識を深める必要がある。 

表 1 看護管理者を対象としたワークショッププログラム 
時間 内容 

10：00～10：05 全体説明 
10：05～10：30 

  

情報提供 
「転倒防止への取り組みを通して～転倒リスクアセスメントツールの開発～」

10：30～11：30 グループワーク 
「看護の専門性を高めるマネジメントの課題とその解決に向けた方策 
～看護管理者の立場から～」 

11：30～12：00 全体共有と終了後質問紙調査 
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・個人の温度差があることや企画構成の苦労が伝わらないことが課題である。 

・PNS 導入に関して、後輩育成に向けて現場での教育の意味、ペアリングの意味を理解すること、主任

がコアとなり介入することが必要である。 

・スペシャリスト育成の環境の課題、病院の理念、病棟看護目標に沿った主任としての介入について

話し合った。 

 

（7）7グループ：主任 4名、副主任 1名、主査１名 

・転倒転落のアセスメント、認知症への関わりなど課題に対しどんな対策を実施しているか情報を共

有した。 

・主任の立場として、師長の考えを理解すること、新人の感性の育成、他職種との連携などについて

意見交換した。 

 

３．中堅看護師を対象としたワークショップ 

１）ワークショップのテーマ 

 テーマは「看護の専門性を高めるマネジメントの課題とその解決に向けた方策～中堅看護師の立場

から～」と設定した。 

 

２）日時・場所 

中堅看護師を対象としたワークショップは、2016 年 9 月 30 日(金)の 14：00～16：00 に岐阜県立看

護大学講義室 105 で開催した。 

 

３）参加者 
 14 施設から 24 名の参加があった。職位別にみると主任・副看護師長等 8 名、中堅看護師 14 名であ

った。所属施設は、全員病院であった。その他、本事業担当の教員 4名と講師が参加した。 

 

４）プログラム 

プログラムを表 2に示す。 

 

５）情報提供 

 朝日大学歯学部附属村上記念病院の看護師長である浅野尚美氏による情報提供がなされた。 

「チーム看護を推進するための病棟マネジメントの実際」というテーマから、自身の看護師長とし

ての取り組みについて情報提供された。 

 
６）グループワーク発表内容 

 グループワークは、5グループを編成し、看護の専門性を高めるマネジメントの課題と方策について

話し合った。各グループの発表内容を以下に示す。 

（1）1グループ：技師 1名、技術主査 1名、中堅看護師 3名 

・業務に追われてカンファレンスが開催できない、カンファレンスは業務手順の見直しに留まってい

る、等の課題が出た。 

・朝の時間にカンファレンスを開催する、意見を述べやすい雰囲気をつくる、などの工夫を行ってい

る施設もあった。 

・カンファレンスの記録を看護に活かせるようにするのが今後の課題である。 

 

（2）2グループ：主任 1名、技術主査 1名、中堅看護師 3名 

・PNS 導入により時間外勤務の時間短縮は行えているが、今後院内全体の業務改善ができるようなトッ

プの采配も必要である。 

表 2 中堅看護師を対象としたワークショッププログラム 

時間 内容 
14：00～14：05 全体説明 
14：05～14：30 

  

情報提供 
「チーム看護を推進するための病棟マネジメントの実際」 

14：30～15：30 グループワーク 
「看護の専門性を高めるマネジメントの課題とその解決に向けた方策 

～中堅看護師の立場から～」 
15：30～16：00 全体共有と終了後質問紙調査 
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・PNS 導入時期は施設によって異なるが、カンファレンスができない、新人が先輩に頼りすぎ育成につ

ながらないなどの課題がある。しかしながら PNS によりミスが減り、患者にとってもいい効果であ

る。また、責任の所在が明確になっていないという意見も出た。 

 

（3）3グループ：主任 1名、技術主査 1名、中堅看護師 3名 

・PNS 導入により情報共有ができておらず、リーダーがその役割を担い、日々の業務を把握してその日

の病棟の運営をする必要性がある。 

・リーダーの役割の明確化、役割のツールを用いて実践できるよう環境を整える。 

 

（4）4グループ：主任 1名、技術主幹 1名、中堅看護師 3名 

・新人の育成を行っているが、それが他スタッフに見えにくい、リーダー会の内容が下に伝わりにく

い、などの意見が出た。 

・PNS では、残業になると先輩看護師が行い、新人看護師の自己解決能力が育たない。主体的に取り組

めるように改善策を師長、リーダー等で考え、カンファレンスに下ろし、スタッフ全員で話し合う

機会を持つことで、スタッフそれぞれが問題に気づけるように仕掛けていく。 

 

（5）5グループ：技術主査 1名、中堅看護師 3名 

・カンファレンスを通してスタッフの意見を取り、自分の考えも示す。 

・朝のカンファレンスに参加するが、昼の休憩時や不在時の患者の状況を把握できないため、担当看

護師の不在時は他ナースに申し送るようにする。 

・中堅以上の指導が難しいという意見もあった。 

 

Ⅴ．ワークショップ終了時質問紙調査結果 

 看護管理者、中堅看護師を対象としたワークショップ終了時に、それぞれ評価のための質問紙調査

を行った。質問項目は、①ワークショップ参加の理由、②ワークショップでの学びの有無、③ワーク

ショップでの学びの内容・学びたかった内容、④今後の参加希望の有無、⑤ワークショップ進行や内

容に関する意見、⑥学習会への参加希望の有無、⑦学習会のテーマ、の 7 項目であった。この質問紙

調査の自由記載内容は文脈ごとに区切り、意味内容ごとに分類した。以下、分類名を【】で示す。 

 

１．看護管理者を対象としたワークショップ後の質問紙調査結果 

41 枚配布中 39 枚回収され、回収率は 95.1%であった。 

１）ワークショップ参加の理由 

 ワークショップの参加の理由は【ワークショップへの興味】【情報交換】【自己の課題の明確化】【マ

ネジメント能力の向上】【師長業務に関する知識の習得】【上司からの勧め、提案】【振り返り】【主任

業務に関する知識の習得】であった。詳細を表 3に示す。以下、表内の( )数字は件数を示す。 

 

表 3 ワークショップ参加の理由 

分類 小分類 ワークショップ参加の理由（要約） 

ワークショ

ップへの興

味(6) 

課題への興味（5） 案内をみて、課題に興味があった。(1) 

興味のあるテーマだった。(3) 

参加募集を見て参加したいと思った。(1) 

認定看護管理者教育課程の受講による

興味（1） 

看護協会主催の大学教員の講義に参加し、継続して話を

聞きたかった。(1) 

情報交換(3) 管理者として情報や考え、思いの共有

(1) 

看護管理者として情報や考え方・思いを共有する。(1)

情報交換(1) 他院との情報交換。(1) 

マネジメントに関する意見を聞く(1) マネジメントについて意見を聞くため(1) 

自己の課題

の明確化(2) 

自己の管理に関する課題解決（1） 自己の管理上の悩みを解決できる糸口をさがしたかっ

たから。(1) 

テーマに関する自己の課題と解決策の

明確化(1) 

看護の専門性を高めるマネジメントについて自分が抱

える課題を明確にし解決策を見出したかったから。(1)

マネジメン

ト能力の向

上(6) 

管理者としてのマネジメント能力の向

上(3) 

管理者として、マネジメント能力を向上したい。(1) 

管理者としての立場でのマネジメントに関する能力、技

術の向上を図りたい。(1) 

師長として、まだ経験年数も少なく、他の管理者の方々

の考えなどを聞くことでマネジメントの向上（自己）に

つなげる為。(1) 
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表 3 ワークショップ参加の理由（つづき） 
分類 小分類 ワークショップ参加の理由（要約） 

マネジメン

ト能力の向

上(6)（つづ

き） 

マネジメント能力向上について悩んで

いた。(1) 

マネジメント能力向上をどうするべきか悩んでいた為。

(1) 

マネジメント能力を向上させる(1) マネジメント能力向上に関する学びを深めるため。(1)

マネジメントについて学ぶ(1) 管理面や専門的なマネジメントについて学ぶ。(1) 

師長業務に

関する知識

の習得(8) 

管理者としての指導がうまくできない。

(1) 

師長になって浅く管理者としての指導がうまくできて

いない。(1) 

管理者として病棟でできることを学び

たい(1) 

日々の労務管理や人材育成について迷い悩むことが多

く、管理者として病棟で何ができるのか学ぶため。(1)

管理者の継続教育(1) 管理者の継続教育が少ないため。(1) 

師長として求められる役割を知りたい。

(1) 

師長としての仕事はどんなものか、何が求められている

かなどヒントを得たかった。(1) 

師長としての今後の活動のヒントを得

たい。(1) 

師長となり、どのように動くと良いのか先が見えない。

今後の活動のヒントを得るため。(1) 

日々の業務における看護管理を学びた

い(1) 

日々の業務の中少しでも、看護管理が学べたらありがた

いと思い参加した。(1) 

病棟運営を学びたい(1) 今年度から師長となり、病棟運営を行っていくにあた

り、学びを得たい。(1) 

師長としての知識を得たい。(1) 看護師長として、知識を得る為。(1) 

上司からの

勧め、命令

(15) 

上司からの勧め(10) 上司・看護部からのすすめ (10) 

命令(5) 上司・看護部からの命令(4) 

命令(1) 

振り返り(1) 自己の振り返り(1) ワークショップで自己の悩みや振り返る。(1) 

主任業務に

関する知識

の習得(1) 

主任として必要なことを学びたい (1) 主任になったばかりなので、何か学びたい。(1) 

 

２）今回のワークショップにおける学び 

今回のワークショップにおける学びがあったと回答した人は、37 名（94.8%）、無かったと回答した

人は 1名（2.6％）、無回答 1名（2.6%）、であった。 

 

３）学びの内容 

 ワークショップでの学びの内容は、【管理者としての役割や視点】【課題の明確化と課題の解決方法】

【他施設の取り組みの活用】【部署目標達成に向けた取り組み】【人材育成】【モチベーションの維持】

【管理に関する自己の自信】の 7つに分類された。詳細を表 4に示す。 

 

表 4 ワークショップにおける学びの内容 
分類 小分類 ワークショップにおける学びの内容（要約） 

管 理 者 と

し て の 役

割 や 視 点

(10) 

看護部のマネジメント

の視点(1) 

看護部長等の発表からマネジメントの視点の広さ・深さを学び多くの課

題を明らかにする。(1) 

管理者としての自覚・役

割の認識(3) 

管理者としての自覚、他覚を持ち、管理者は管理に徹するという共通認

識を持つ。(1) 

管理者としての役割を把握する。(1) 

管理におけるキーワードを意識する。(1) 

管理者の視点や対策に

関する共有(3) 

師長の立場や視点、他施設の取り組みを把握する。(1) 

他施設の師長の対策・対応について参考になる意見を聞く。(1) 

他施設の管理者のマネジメントや解決策を把握する。(1) 

他施設の現状から自己

の役割を検討すること

(3) 

他施設の様々な立場の人からの意見により、自分の立場で今できること

を考える。(1) 

他施設の状況や主任の考えから自己の動きを考える。(1) 

他施設の意見を自己の役割に活かす。(1) 

課 題 の 明

確 化 と 課

題 の 解 決

方法(18) 

 

他施設の現状や課題の

共有(9) 

他施設の現状・活動・課題を共有した。(7) 

他施設の取り組みや上司の考えを知ることができた。(1) 

他施設のスタッフ育成のための師長の役割や取り組みを聴くことができ

た。(1) 

課題の明確化(1) 課題が明確になった。(1) 
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表 4 ワークショップにおける学びの内容（つづき） 

分類 小分類 ワークショップにおける学びの内容（要約） 

課 題 の 明

確 化 と 課

題 の 解 決

方 法 (18)

（つづき） 

管理者とスタッフの思

いのギャップ(1) 

管理職とスタッフの思いの差を埋めていくのが問題である。(1) 

管理者の業務に関する

現状(1) 

スタッフ不足により管理者もスタッフの一員として活動する状況があ

る。(1) 

共通の課題を共有する

(4) 

多施設で共通する課題を共有する。(3) 

類似した問題点や方向性に悩んでいることを把握する。(1) 

課題の解決方法の糸口

を見つける(2) 

共通の悩みがあり、解決の糸口を見つけた。(1) 

自己の悩みが理解され助言を得た。(1) 

他 施 設 の

取 り 組 み

の活用(6) 

他施設の取り組みの活

用(6) 

他施設の情報を自己の管理に当てはめる。(1) 

他施設の取り組みを自部署に取り入れる。(2) 

把握した師長の考えやマネジメントを自己の職場で意識して働く。(1) 

他施設の課題への取り組み方法を参考にする。(2) 

部 署 目 標

達 成 に 向

け た 取 り

組み(4) 

部署目標達成に向けた

取り組み(4) 

病院の理念や病棟目標に応じてすべきことを考える。(1) 

信念を持って部署目標に向けて活動する。(1) 

看護目標を立て、評価・数値化する難しさと大切さを学んだ。(1) 

日々、スタッフの希望を把握し、看護部の目標を伝え合う。(1) 

人 材 育 成

(10) 

人材育成と管理(3) 人材育成は管理につながる。(1) 

管理とは人材育成である。(2) 

看護全体につなげる(1) 個人の教育に関わり全体につなぐ努力をする。(1) 

他施設の対策の教育へ

の活用(1) 

他施設の課題と対策を病棟スタッフ教育に役立てる。(1) 

人材育成を目的とした

目標管理(2) 

部署での目標管理面談により、部署の目標達成、人材育成につながる(1)

目標管理方法を検討し、自立した人材育成を行う。(1) 

人材育成の現状把握(1) 病院経営や診療報酬等大変な中で人材育成に一番悩んでいる現状を知

る。(1) 

人材育成の環境づくり

(2) 

看護について検討する機会は育成につながるため、意識して機会をつく

る。(1) 

育てる環境をマネジメントする。(1) 

モ チ ベ ー

シ ョ ン の

維持(5) 

スタッフのモチベーシ

ョンを維持する取り組

み(3) 

スタッフがやらされ感でなく看護の楽しさを感じられるかかわりをす

る。(1) 

スタッフのモチベーションコントロールの難しさと大切さを知る。(1) 

個々の能力や目標を把握し、モチベーションを維持して働ける環境を調

整する。(1) 

前向きな視点を持つ(2) 出来ないことばかりに目を向けないよう気をつける。(1) 

前向きに今後の進め方を検討する機会を持つ。(1) 

管 理 に 関

す る 自 己

の自信(1) 

共感されたことによる

自己への自信(1) 

活動を伝え、共感を得たことから自信につながった。(1) 

 

４）今後のワークショップへの参加希望 

参加したいと回答したのは 14 名（35.9%）で、テーマによっては参加したいと回答したのは 25 名

（64.1%）であった。参加したくないと回答した人はいなかった。 

 

５）ワークショップの進め方や内容に関する意見 

 ワークショップの進め方や内容に関する意見は【時間をかけて事例を説明する、事前配布資料等の

工夫】【講義への学び】【グループワークの時間の確保】【グループワークのテーマが大きい】【ファシ

リテータの調整】【開催日時】等があった。詳細を表 5に示す。 

 

表 5 ワークショップの進め方や内容に関する意見 
分類 ワークショップの進め方・内容(要約) 

時間をかけて事例を説明する、事

前配布資料等の工夫(5) 

 

 

 

講義、もう少しゆっくりと聴けるとよかった。(1) 

事例では、短い時間での数値ののみこみは困難。(1) 

事例提供はもう少し時間をかけて学び、ききたかった。(1) 

事例の内容がむずかしくあまり分からなかった。(1) 

事前に事例資料があるとよかった。(1) 
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表 5 ワークショップの進め方や内容に関する意見（つづき） 
分類 ワークショップの進め方・内容(要約) 

講義への学び(1) 講義はとても学びになった。自分達だけでの力では限界があるので大学の

支援を受け共同で活動を進めたい。(1) 

グループワークの時間の確保(3) グループワークの時間が短かった。(1) 

時間的にもう少し余裕があると良かった。(1) 

短い時間でしたが大変意義のあるグループワークだった。(1) 

グループワークのテーマが大きい

(6) 

Ｇ・Ｗ課題が大きく、最後の結論までもっていくことができなかった。(1)

テーマが大きくて話し合いが難しかった。(1) 

テーマがもう少し早く明確になるとよい。何を共有するか、何をまとめて

いくか。(1) 

テーマが大きくて、具体的な対策まで考えるのが、むずかしかった。(1)

看ゴの専門性を高めるマネジメントという点で議論できたのかな…とや

や悩んだ。(1) 

テーマを自分たちで決めるのは難しかった。(1) 

ファシリテータの調整(1) グループワークでは、全てのグループにファシリテータを入れてほしい。

参加者は上手く調整できなかった。(1) 

開催日時(2) 時間が適度であり、参加しやすい。(1) 

平日昼間はなかなか参加出来ない。(1) 

よい(3) よい。(3) 

参加方法(1) メールでの申し込みに不安があり電話で確認した。(1) 

 
６）今後開催する学習会への参加希望 

今後開催する学習会への参加希望は、参加したい 28 名（71.8%）、参加したくないと回答した人はい

なかったが、無回答 11 名（28.2%）であった。 

 

７）学習会でとりあげてほしいこと 

学習会でとり上げてほしいことは、日常で困っていることの相談・検討、目標管理と評価、人事考

課、労務管理、倫理、看護研究の講評、人材育成、モチベーションの維持支援、メンタルヘルス、パ

ワーハラスメントであった。 
 

２．中堅看護師を対象としたワークショップ後の質問紙調査結果 

24 枚配布中 24 枚回収され、回収率は 100%であった。 

１）ワークショップ参加の理由 

 ワークショップの参加の理由は【テーマへの興味・関心】【他施設スタッフとの交流により取り組み

や考えを学ぶ】【情報の獲得】【マネジメント能力育成】【課題と対策の明確化】【自己の役割の明確化】

【自己の役割への悩み】【他者からの勧め・提案】であった。詳細を表 6に示す。 

 

表 6 中堅看護師のワークショップ参加の理由 
分類 小分類 ワークショップ参加の理由(要約) 

テ ー マ へ の 興

味・関心(2) 

内容への興味関心があった。(1) 内容が興味深く、関心があったので。(1) 

マネジメント能力向上に関する

課題への興味(1) 

マネジメント能力アップの課題に興味あり。(1) 

他施設スタッフ

との交流により

取り組みや考え

を学ぶ(4) 

他施設の中堅看護師の意見を聞

く。(1) 

他の病院の中堅看護師の意見が聞きたかった。(1) 

他施設のスタッフとの交流によ

り、新しい考えを得る。(1) 

他院の方達と交流する事によって、新しい考えを得る事が

出来ると思った。(1) 

他施設のスタッフとの交流の中

でマネジメントを学ぶ。(1) 

マネジメントについて、他病院の方と交流する中で学びた

いと思った。(1) 

他施設における看護の専門性を

深めるマネジメントに関する取

り組みを知る。(1) 

他の施設・病院が、看護の専門性を深める、マネジメント

能力などについて、どのような取り組みをしているのかを

知りたい。(1) 

情報の獲得(1) テーマに関して自己の立場にプ

ラスになる情報を得る。(1) 

専門性を高めるマネジメント能力向上に向けた支援で自分

の立場で何かプラスになる情報を得たい。(1) 

マネジメント能

力育成(3) 

 

中堅看護師として全体の把握、リ

ードする責任を果たすため、自己

を高める方法を学ぶ。(1) 

中堅と言われる立場となり、全体を把握、リードしていく

責任ができた中で、どのように自己を高めていかなければ

ならないか学びたかったため。(1) 
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表 6 中堅看護師のワークショップ参加の理由（つづき） 

分類 小分類 ワークショップ参加の理由(要約) 

マネジメント能

力育成(3)（つづ

き） 

マネジメント能力向上に向けて

の方策を知る。(1) 

マネジメント能力の向上を常に考えているため、何かよい

方策があればと思い参加しました。(1) 

マネジメント力の低さを感じて

いる。(1) 

マネジメント力が低いのではと感じていること。(1) 

課題と対策の明

確化(1) 

所属部署の課題と対策を検討す

る契機とする。(1) 

自部署の課題を見直し、対策を考えるきっかけを得るため。

(1) 

自己の役割の明

確化(3) 

中堅看護師としての自己の役割

を明確にする。(1) 

中堅看護師の役割を明確にし、自己の役割を明確にしたか

った。(1) 

所属部署での自己の役割を明確

にし自覚する。(1) 

病棟内での自分自身の役割を自覚するため。明確にするた

め。(1) 

リーダー役割の参考にする。(1) リーダー役割を担うので、何か参考にならないか。(1) 

自己の役割への

悩み(2) 

チームリーダー、日々リーダーを

担い、運営に悩んでいる。(1) 

今年度チームリーダー、日々リーダーを任っており、運営

に悩むところがあったため。(1) 

中堅看護師として担う様々な役

割により悩みが増えた。(1) 

中堅看護の立場で担う役割が多くなり、様々な場面で悩む

事が多かったため。(1) 

他 者 か ら の 勧

め・命令(11) 

上司の勧め・命令(10) 上司・看護部からの勧め。(7) 

上司・看護部からの命令。(3) 

他スタッフの勧め(1) 他スタッフのすすめ。(1) 

 

２）今回のワークショップにおける学び 

今回のワークショップにおける学びがあったと回答した人は、23 名（98.8%）、無回答 1 名（4.2%）

であった。学びが無かったと回答した人はいなかった。 

 

３）学びの内容 

 ワークショップでの学びの内容は、【他施設の取り組みを共有し、自施設の参考にする】【役割認識】

【今後の学習課題】【チームビルディング】【上司への提案】【気持ちの変化】に分類された。詳細を表

7に示す。 

 

表 7 ワークショップにおける学びの内容 
分類 小分類 ワークショップにおける学びの内容（要約） 

他施設の取

り組みを共

有し、自施設

の参考にす

る(23) 

他施設の取り組みを自

施設の取り組みの整

理・参考にする。(13) 

各施設の情報、現状が分かり、自部署の課題と改善策のキーワードが見

つかった。(1) 

他施設の取り組みから、自己の現状を整理し、振り返る機会となった。

(2) 

他施設の取り組みを参考に、自施設に活用できるか検討する。(2) 

他施設の課題と対策を自施設に活用する。(4) 

他施設のスタッフ、職位のある人と話せて、取り入れたい点を聞けた。

(1) 

普段から行っている取り組みより良い方法がないか悩んでいたが、他施

設の現状や課題の意見交換により、取り組み内容の良い点と課題が明確

になった。(1) 

経験年数の長い人、短い人それぞれの意見を聞き出し、それらをまとめ

て嫌な思いをすることがないような働きかけから、スタッフ全員の意見

を踏まえやらされ感がないような進め方を学んだ。(1) 

病院の性質により参考にできない面もあるが、他施設のスタッフの悩み

や工夫を知ることができた。(1) 

他施設の課題・解決策を

共有する。(7) 

日々気になっていたチームやペア、PNS、新人育成、上司との関係など

を他施設の話を聴いた。(1) 

各施設の課題や解決策などの話し合いができた。(1) 

他施設でも自施設と同じ問題を抱えている。(1) 

他施設の PNS の方法(1) 

各施設の取り組みやチームリーダーとして抱える問題点を共有した。

(1) 

他施設の問題等、情報を共有できた。(1) 

教育やカンファレンスの充実等同じ問題を抱えていることを共有でき

た。(1) 
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表 7 ワークショップにおける学びの内容（つづき） 

分類 小分類 ワークショップにおける学びの内容（要約） 

他施設の取

り組みを共

有し、自施設

の参考にす

る(23)（つづ

き） 

PNS における他施設の

取り組み等から自施設

の取り組みを考える。

(3) 

PNS について詳しく知らなかったが、他施設の取り組みや課題について

知ることができたため、自施設に活かす。(1) 

PNS に関する他施設の現状や工夫、困難な点についての意見から、自施

設での改善点が見つかった。(1) 

PNS 導入２年目の施設の改善点が参考になった。(1) 

役割認識(5) リーダー役割を明確に

したうえでカンファレ

ンスを開く。(3) 

中堅看護師としての課題も同じであり、カンファレンスにかける患者を

予め決定しセラピストとともに行う点が良い。(1) 

リーダーの役割の明確化によりチームの話し合いの活発化・ケアの充実

化につながると学んだ。(1) 

自施設でリーダー役割を明確にしてカンファレンスを行う計画を進め

る。(1) 

役割認識を持つ。(2) 目的、役割認識を持って日々のリーダー業務を行う。(1) 

中堅看護師や新人看護師それぞれの役割やその自覚を促す対策(1) 

今後の学習

課題(1) 

今後の学習課題を持つ。

(1) 

PNS の意味や利点を学習する。(1) 

チームビル

ディング(2) 

情報共有の課題と対策

(1) 

情報共有における問題点と対策(1) 

より良いチーム作り(1) チームをより良くするヒントを得た。(1) 

上司への提

案(1) 

取り組みを上司に伝え、

業務を改善する。(1) 

時間外労働に関する他施設の取り組みを自施設の上司に伝え、業務改善

に役立てる。(1) 

気持ちの変

化(4) 

他施設の現状と同様で

あると把握したことに

よる安心(3) 

他施設でも同じような悩みを抱えており安心した。(3) 

前向きな意見交換によ

るモチベーションの向

上(1) 

PNS を導入して困っているが、前向きに意見交換する姿勢からやる気を

得た。(1) 

 

４）今後のワークショップへの参加希望 

参加したいと回答したのは4名（16.7%）で、テーマによっては参加したいと回答したのは20名（83.3%）

であった。参加したくないと回答した人はいなかった。 

 

５）ワークショップの進め方や内容に関する意見 

 ワークショップの進め方や内容に関する意見は「よかった」「内容が難しい」「事例があったため、

意見を活発に交わせた」「グループワークの記録や発表内容がわかりにくい」「グループワークの時間

が十分に確保されていた」「短時間で参加しやすい」「大学までの地図や学内の地図があるとよい」「事

前案内のタイミングが良い」「勤務後の参加は大変である」があった。 

 

６）今後開催する学習会への参加希望 
今後開催する学習会への参加希望は、参加したい 10 名（41.7%）、参加したくないと回答した人は 1

名（4.2％）、無回答 13 名（54.1%）であった。 

 

７）学習会でとりあげてほしいこと 

学習会でとり上げてほしいことは、「後輩が自主性を持って看護に取り組めるマネジメントの方法」

「緩和ケアの本来の意味目的」「委員会活動等自部署での発信や取り組み」「PNS」であった。 

 

Ⅵ．教員の自己点検評価 

１．看護実践の場に与えた影響 
看護管理者を対象としたワークショップでは、看護管理部門管理者から副看護師長等の職位にある

管理者が参加し、近い職位でグループを作り検討の機会を持った。参加者のほとんどは、看護管理や

マネジメントに関して学びたいという思いをもって参加しており、グループ内では、参加者が日頃感

じている課題や取り組みについて共有し、組織が異なっても共通した課題や解決へのヒントを得る機

会となっていた。また、グループ発表では、看護管理部門管理者が多くいたグループや管理者として

の経験が多いグループから、管理者としての視野の広さや考えの深さを感じたという意見や、管理者

としての自己の役割や課題が明確になった等の意見があり、管理者としてのあり方を確認したり、何

らかの課題への解決の糸口を見つけることにつながったと思われた。 
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グループワークの前には、看護管理部門管理者の経験の中から、看護の専門性を高めていった研究

的取り組みについて情報提供を行い、この事例から組織的に目標を明確にし、活動の根拠を数値化等

で見える化し、評価まで確実に実施していく必要性を学んだという意見もあった。一方で、研究的取

り組みや数値等に慣れていないためか、理解することが難しかったという意見もあり、立場や経験等

によって、学びの差があると思われた。 

中堅看護師を対象としたワークショップでは、ほとんどの参加者が、他施設の取り組みを共有し、

自施設の参考にすることができていた。中堅看護師の関心事の多くは、PNS の効果的な運営やカンファ

レンスを活用した看護の専門性を高めるための周りへの働きかけ等であり、同じような立場にある参

加者同士の活発な意見交換や全体発表を通して、今後の取り組みへの示唆を得ていた。 

以上のように、話し合った内容や学びの内容を見ると、ワークショップの趣旨に添った機会の提供

になっていたと考えるが、グループワークのテーマについては、看護管理者と中堅看護師の両方にお

いて、テーマが大きく話し合いが難しいという意見も見られているため、焦点化するような工夫が必

要であり、看護実践の場にある具体的な課題にあわせたテーマ設定や、話し合いを促進するために、

事前に日頃の取り組み状況を確認する等、検討していく必要がある。 

 
２．本学の教育・研究に与えた影響 

 今回、中堅看護師を対象としたワークショップを初めて開催した。中堅看護師と言っても看護実践

経験に差はあり、お互いの経験から学ぶことも多いと思われた。その一部には本学の卒業者も参加し

ており、今後も卒業者が増えていくことが予想され、基礎教育において修得したマネジメント能力を

卒後発展させていくための生涯学習支援として、本事業のプログラムを体系化していく必要があると

考えている。そのためにも本事業を通して、中堅看護師、看護管理者等、各段階におけるマネジメン

トの現状や課題を確認し、基礎教育の充実や共同研究への発展等につなげていきたい。 
 今現在においては、大学院博士前期課程の学生の課題と、ワークショップの参加者から確認してい

る課題がつながり、教員にとっても看護実践現場で抱えている課題を確認する機会となり、特別研究

等の指導に活かしている。 
 
Ⅶ．今後の課題、発展の方向性 

看護管理者においても、ワークショップ参加の理由に上司等からの勧めを挙げている人が多かった。

また、学習会で希望するテーマについても、課題の本質を明らかにすることや課題の改善に取り組む

というよりも、業務に関する記載が多く、知識を得たいという希望が多い。本ワークショップでは、

知識の付与を目的としていないため、ワークショップの意義を十分理解してもらえるよう事前に周知

すること、もしくは参加希望者のニーズに合わせたワークショップを開催できるよう、事前に調査を

行うなどの取り組みが必要である。 
他施設の現状や取り組みを把握し、自施設への活用方法を検討し満足感を得ている参加者が多いこ

とから、多施設間での共有は意義があったと言える。さらにどちらのワークショップにおいても職位

を超えた話し合いができてよかったとの意見があった。今後は多施設間の交流をさらに発展させ、課

題に応じてグループをつくるなど、職位にこだわらず、様々な立場から意見交換し、各々の立場にお

ける課題や考えを共有することも視野に入れて、方法を検討する。 
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５．卒業者生涯学習支援事業  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 



卒業者生涯学習支援事業 

 

Ⅰ．はじめに 

本学卒業者は、平成 28 年 3 月において 1000 人以上となり、第 1期卒業生は卒後 13 年目を迎えてい

る。本学の卒業者支援の中核の一つは、大学院修学支援であり、大学院修学についての情報提供及び

科目履修支援などを続けているところであるが、その一方で、臨床現場において実践活動を積み重ね

ながらリーダー業務、後輩指導、及び中間管理職等への就任をする等、卒業者が多様な生涯学習を求

めはじめている現状にある。 

 そこで、本年度は、卒業者から多く出ている要望を踏まえ、卒業者生涯学習支援としてマネジメン

トに関する研修会を企画し、実施する。当該研修会への参加状況等を確認することで、将来的な卒業

者生涯学習支援を企画する基盤とする。 

 
Ⅱ．担当者 

 看護研究センター：黒江ゆり子、会田敬志、岩村龍子＊、田辺満子、松下光子＊＊、大川眞智子、 
小澤和弘、小森春佳 

注）＊平成 28 年 8 月末まで、＊＊平成 28 年 10 月から看護研究センター所属 

 
 
Ⅲ．研修会の開催 

 本年度の卒業者交流会の日程（11 月 5 日土曜日）に合わせて、卒業者を対象とした研修会：「卒業者

のキャリアアップ支援のための研修会」を同窓会と協働で企画し、開催した。  

 
１．日時および場所 

日時：平成 28 年 11 月 5日（土） 10：00～12：00 

場所：岐阜県立看護大学 

 

２．研修会概要 

１）講演  

「看護におけるマネジメント」  岐阜県立看護大学 教授 両羽美穂子先生 

２）話題提供 

「ライフワークと自分らしさ」   久美愛厚生病院看護師 溝尻佐和子さん（4期生） 

３）卒業者交流会 

 
研修会プログラム 

10：00 開会挨拶 

10：05～10：55  

講演：「看護におけるマネジメント」             講師 両羽美穂子先生 

10：55～11：15 

 話題提供：「ライフワークと自分らしさ」           講師 溝尻佐和子さん 

11：15～11：55  

ディスカッション：生涯設計の中で看護専門職者としていかに成長していくか 

－自由にみんなで語り合おう！－   

参加卒業者全員 5-6 人のグループ

11：55～12：00 

意見・感想用紙への記載 

 
 
 次に紹介する研修会内容は、講演及び話題提供をいただきました方々に、内容のご確認をお願

するとともに、本報告書への掲載の許可をいただきました。 
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Ⅳ．研修会内容  

 
１．講演「看護におけるマネジメント」 

岐阜県立看護大学 両羽美穂子教授 
 
はじめに 

機能看護学領域の両羽です。よろしくお願いします。本日はこのような企画の第一回目ということ

で、看護におけるマネジメントというテーマになりました。マネジメントと言えば本学でいう機能看

護学ですので、今回は私が担当させていただくこととなりました。 

皆さんが学生のころを思い返すと、機能看護学というのは難しいとか看護とのつながりがよくわか

らないというような声も多々あったかなと思います。 

しかし、本学が最近行った調査の結果をみますと、卒業者にとって機能看護学が看護実践や自分自

身のキャリアに活かされているというような意見もあり、たいへん嬉しく思いました。そして、本日

皆さんと一緒に看護とマネジメントについて再び考える機会をいただきましてありがたく思っており

ます。では、始めたいと思います。 

 

１）機能看護学とセルフマネジメント 

学部生のころにタイムスリップして「機能看護学とは」というところからいきたいと思います。皆

さん機能看護学を思い出してみてください。機能看護学とは地域、産業、臨床、学校すべての領域に

おける看護実践を支え、発展させる機能を探求する学問です。人として、看護専門職として生涯にわ

たり自己の能力を開発・発展させ、看護の発展およびその社会化に貢献できる能力を身につけること

を目的とします。 

機能看護学と言えば、一番先に思い浮かぶのはおそらく、セルフマネジメントだと思いましたので、

そこを少し思い出してもらおうと思います。セルフマネジメントと言えば、キーワーズを使ってセル

フマネジメントについて考えるということをやってきました。このキーワーズ、皆さん何があったか

覚えていますか？ 自律、自立、責任、意思決定、価値観、人間観、世界観、健康観の八つです。セ

ルフマネジメントについて考えるのが機能看護学概論ですが、一年生の時にはどれもとっつきにくい

キーワードではないかと思います。 

卒業して経験を積んだ専門職として、人として、成長した今見た時に、このキーワードはどういう

ふうに感じるでしょうか。そしてセルフマネジメントについて皆さんがどんなことを考えたのかを、

少し古い資料を掘り起こして調べてみました。私の手元にあったいちばん古い資料が、2004 年に行っ

た授業の資料でした。これは五期生ですが、五期生というと大学が 2000 年に開学しましたので、完成

年度を迎えた翌年で、機能看護学も新たな学問としてスタートしてやっと一回りしたところでした。

そのとき機能看護学概論を履修した皆さんが 7 月の時にどのようなことを考えていたかというもので

す。 

まず、自分を知ること、創っていくこと。そのために自分が何をすべきで、何が求められているの

か認知する。自分の能力や教養を深め責任を持つことがセルフマネジメントではないか。複数の考え

の中から、自分がよりよくあるための選択肢を決めて責任ある判断をして行動していくこと。その人

自身＝(イコール)自分自身がなりたい自分（目標）に向かって、価値観をもとにその時最適だと思う

ものを意思決定していくこと。健康観とは、生命・生活・人生といった生き方そのものを自己統制し

ていくプロセスとして健康を捉え、人間生活を包括的に見ていく全人的なものである。みんな一人ひ

とりが違うため、自分を明らかにすることがセルフマネジメントの始まりであり、自分を明らかにす

る中で、できること、したいことを考え、自分の願いを叶えていくこと、というように書かれていま

した。 

一年生ですが、なかなか難しいことを説明しているなとあらためて見て感心したところです。皆さ

んは今このことを見て、きっと一年生の時よりも深い理解が進むのではないかと思っています。 

 

２）ドラッカーが考えるセルフマネジメント 

次にマネジメントと言えばマネジメントの父と言われているドラッカーのことを紹介したいと思い

ます。ドラッカーご存じですね。ピーター・ドラッカーの考えるセルフマネジメントということで、

こちらを少し紹介したいと思います。 

まず 1 つ目にヴェルディの教訓による、目標とビジョンを持って行動する、です。これはドラッカ

ーが大学生の時に聴いたオペラの経験でした。衝撃的なオペラを作曲したのがヴェルディです。ヴェ

ルディのオペラもすごかったのですが、ドラッカーが何に感動したのかというとヴェルディが 80 歳の

時に作曲したオペラだったということです。なぜ、すでに成功している身でありながら 80 歳という年

齢で並外れて難しいオペラを書いたのかという問いに対して、ヴェルディは「いつも失敗してきた。
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だからもう一度挑戦する必要があった」と答えたそうです。 

2 つ目は神々しか見ていなくても完全を求めるフェイディアスの教訓です。これはギリシャの彫刻家

で、アテネのパルテノンの屋根に立つ彫刻を完成させた人です。彫刻を完成させてアテネに請求書を

出したら、アテネの会計が支払いを拒んだそうです。なぜ支払えないかというと、彫刻の背中は誰に

も見えないのに背中まで彫って請求してくるとは何事かと怒ったそうです。フェイディアスは「そん

なことはない、神々が見ている」と答えたそうです。このことから完全を求めていく必要性を感じた

とのことでした。日本でいうとお天道様が見ているよということになると思います。 

3 つ目は１つのことに集中し、勉強する記者時代の決心があったそうです。これは、若い時の話なの

ですが、記者はいろいろなことを書かなければいけない、少なくとも有能な記者として知らなければ

ならないことはすべて知ろうという決心をして、その分野で一生懸命、集中して勉強した。いろいろ

な分野に行ってもそれを極めていくということで、後々まで活かしていったということでした。 

4 つ目は定期的に検証と反省を行う編集長の教訓です。ドラッカーは 20 歳代前半に論説委員に抜擢

されたそうです。この時は戦争の時代だったので働き盛りの人がいなくて、若い人が抜擢されるよう

な時代でした。記者は若い人ばかりで、唯一編集長は 50 歳代だったそうです。50 歳代の編集長は若い

記者たちを一生懸命育てようと頑張ってくれたそうで、一週間に一度、毎週末に仕事ぶりについて個

人面談で話し合うという機会を作ってくれました。それに加えて、半年ごとに振り返りをおこなって

いたということです。何をやっていたかというと、「集中すべきことは何か」「改善すべきことは何か」

「勉強すべきことは何か」を振り返って、確認して次につなげていったという話です。 

5 つ目に新しい仕事が要求するものを考えるシニアパートナーの教訓です。ドラッカーは 24 歳の時

に証券アナリストを務めたそうです。一年ほどして投資銀行のエコノミストとしてシニアパートナー

の補佐役になりました。しばらくしてシニアパートナーに呼び出されて次のように言われました。「君

は思っていたよりもはるかにダメだ。あきれるほどだ。今、君は補佐役だ。ところが、相も変わらず

やっていることは証券アナリストの仕事だ。」つまり、役割を考えて、役割の要求することを考えてい

く必要があるということです。それからはすっかり仕事ぶりをかえたそうです。 

最後は、書きとめておくこと、です。何か重要な決定をする際に、その期待する結果を書きとめて

おく、そして終わったら期待した結果と実際の結果を見比べるということです。これは「自らの強み

が何か」を知ることにつながります。そして、「それらの強みをいかにしてさらに強化するか」を知る

ことであるし、「自分には何ができないか」を知ることこそ、継続学習の要であると学んだそうです。

書きとめておく必要を感じた事象は、当時カトリック教会のイエズス会とプロテスタントのカルバン

派が同じ方法によって成長していったことです。それが書きとめておくという方法でした。 

皆さん、セルフマネジメントを考えるにあたって、何か参考になることがありましたか。それとも

既にやっていることがあったでしょうか。 

 

３）マネジメントのゴールは 

機能看護学の視座からマネジメントの目的を考えていきたいと思います。簡単に言うと効果的に、

効率よく（経済的に）ゴールにたどりつくことが目的だと考えています。キーワードとしては、効果、

効率、経済性、これを機能看護学の視点ではどのように考えているかというと、“セルフマネジメント

は成長するために、社会に貢献するために。キャリアマネジメントは自分が目指すキャリアに到達す

るために。情報マネジメントは情報を意図的に活用し、より良い看護を実現するために。組織マネジ

メントは組織の目的を達成するため。また達成に貢献するため”でもあります。 

機能看護学で学習したマネジメントとは何かというと、具体的には細かくなりますが、21 のマネジ

メント能力として整理しています。これは卒業後に発揮しているマネジメント能力を調査していた時

に分類、整理をしたものなので、すでにご存知の方もいるかもしれません。仕事の調整に関すること、

情報活用に関すること、自己の成長や看護職のキャリア向上に関すること、チーム医療に関すること、

組織に関することに分けています。 

皆さんが機能看護学のマネジメントを学んできて、どういったマネジメント能力を発揮しているの

か調査した結果を一部ご紹介します。調査時期は 2010 年、調査対象は A県内の病院に勤務している卒

後７年目までの本学卒業者、比較対照群として本学以外の看護系学士課程卒業者です。先ほど挙げた

21 項目のマネジメント能力の発揮状況について調査しました。特徴的なところだけスライドに出して

います。傾向として見ていただければと思います。有効回答数は 190 名ですが、比較できるように本

学卒業者 37 名、他大学卒業者 39 名となっています。特徴的なところは次の点です。 

看護活動の優先順位を考えその日の自分の仕事を調整する点では、卒業してすぐから発揮していま

した。チームメンバーとして自分の仕事だけでなく他のメンバーの仕事を支援するように行動する点

では、本学の卒業者の方が卒業後１・２年目から発揮できていました。課題に応じてメンバーシップ

を発揮する点では、卒業後１・２年目ではなかなか発揮できないが、経験年数を経て発揮できるよう

になっています。看護の目的を考えて情報を活用し看護行為を意思決定する点では、卒業後１・２年
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目は約 52％ですが、３・４年目と７年目は 100％です。５・６年目はさがりますが、５・６年目はい

ろいろな壁にあたって自己評価が下がる傾向にあるようです。倫理に適った方法で情報を扱い管理す

る点では、卒業後１・２年目もかなりできていました。他の看護職の指導・教育や学生教育に意図的

に関わる点では、卒業後１・２年目では難しいけれど徐々に経験を積む中で実践できるようになって

きました。利用者の個別ニーズの充足に向けてチームメンバーや他職種と連携・協働する点では、卒

業後１・２年目では他大学出身者と比べて発揮している人が多い傾向にありました。医療安全や感染

予防のためにリスクをマネジメントし行動することは、難しいことだけれどもすぐに必要な能力です。

卒業後１・２年目は半分ですが、３・４年目になるとかなり高率になっています。所属部署、看護部、

施設の目標を理解し課題達成するよう行動する点では、他大学卒業者に比べて、どの経験年数でも高

い傾向にありました。本学では「組織」を考える学習を学生の時からしているからだと考えられます。

看護の改善・充実のために組織的に取り組む点では、卒業後１・２年目はゼロでしたが７年目になる

と 100％になっていて、頼もしく思えます。 

 

４）マネジメントサイクルとスパイラルアップ  

看護実践におけるマネジメント能力とは、次のように定義しています。あらゆる看護の側面におい

て PDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルを用いて効率・効果的に実践を展開する能力です。看護実践に

おいては、査定-診断-計画-実施-評価のサイクルを看護過程として看護を展開することから、マネジ

メント能力は、看護実践の基盤となる能力であると考えています。看護過程も PDCA サイクルに沿って

いるので、考え方は同じだと思います。マネジメントサイクルは、現場にいると聞きなれているお馴

染みの言葉です。マネジメントサイクルをまわして、さらにスパイラルアップしていくという考え方、

これは学部の時には紹介していません。マネジメントサイクルを運営していくということは改善のた

めのサイクルなので、改善に向けて目標に向けてスパイラルアップします。 

マネジメント機能とは何かというと、文献を参考にしていますが、Planning するべきことを決める

計画策定、Organizing 人や他の資源の関係性を故意に発展させていく組織化、Leading 組織における

活動へ貢献するための動機づけを行うリーダーシップ機能、Controlling 計画に沿って遂行していくた

めの行動調整です。 

看護に関する分野でマネジメントがどのように説明されているかをみてみると、看護管理という言

葉を使います。こちらの方がマネジメントより主流です。看護管理学会から今年出された看護管理用

語集の第二版には、『患者や家族に安心で安楽なより良い看護を提供するために、看護職員が医療に係

る他職種とよく連携をとり、環境条件を整え、なるべく早く復帰できるよう支援するにあたり、それ

らが円滑に実践されるよう、看護管理者が全体を組織化し、調整し、統制を行う一連の過程である』

と書かれています。看護管理という言葉は前から使っていましたが、マネジメントという言葉は、以

前は Nursing Administration という言葉を使っていました。今も使いますが、今の看護管理にはそれ

に加えて Nursing Service Management も含めて考えます。主語が看護管理者がということになってい

ます。今、看護管理学会は看護管理をそのように定義していますが、皆さんが実践を経験する中で感

じているように、日々マネジメントは必要です。そこで私は看護実践の基盤となるものであると定義

しています。 

看護管理は Nursing Administration と Nursing Service Management を含めた考え方というよりも、

Management in Nursing という考え方でマネジメントまたは看護管理を捉えていく必要があります。つ

まり Management in Nursing は機能看護学の英語表記ですが、看護におけるマネジメントということ

です。 

 

５）経験学習について 

岐阜県立看護大学を卒業して習得したマネジメント能力の一例として、卒業研究の取り組みを考え

てみました。卒業研究では、看護実践上の課題を実践を通して明確にしました。そしてその課題達成

に向けて計画を立てて、看護実践や自己学習の継続によって計画を遂行していく、また課題達成状況

を評価して、次の課題を明確にしました。さらには看護の改善・充実への発展的な取り組みを継続で

きる能力を習得し今に至ると考えています。 

ここで、別の視点で紹介したいものが、経験学習です。研修会などで聞いたことがあるかと思いま

すが、看護専門職として日々成長する糧となるもののひとつが経験です。看護実践の経験を積んでい

る中から学習していくのが経験学習モデルの考え方です。まずは、具体的な経験を内省的に振り返っ

て観察します。これは先ほどのドラッカーのしていたことと同じです。何が良かったのか、何が悪か

ったのかを考えながら概念化をしていく。概念化すると何が大事かということが明確になるので学び

の定着になります。その学びを次の新たな場面で積極的に試してみる、そういったサイクルを経験を

積む中でまわしていって、そこから学びを自分の中で定着化していくという考え方です。具体的な経

験は、抽象化され概念化されて自分の意識に入っていきます。抽象的なものを学んだときは、それが
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自分の経験に照らし合わせて具体的なものに置き換えたとき、すとんとお腹に落ちていきます。こう

いう経験学習をしながら、皆さん成長してきたのではないかと思います。 

一人ひとりがより良い看護をしていくためには、それぞれが成長していかなくてはなりません。成

長していくためのマネジメントについて、PDCA のサイクルに沿ってスパイラルアップを考えてみまし

た。Plan：一人ひとりがより良い看護をするためにワークライフバランスを考えてキャリア設計をし

ていく。Do：生涯学習によるキャリア開発を自分自身でやっていく。本によってはキャリア開発の主

語が組織になっていることもありますが、ここでは主体的に自分のキャリアを開発するという意味で

使っています。Check：経験学習による振り返りによって学びを蓄積していく。Act：新たな課題への

挑戦。これらを行うことで、一人ひとりが良い看護を行うことにつながっていきます。看護実践から

問いを持ち追究していくことがこのことに係ると思い、一つ例を挙げたいと思います。 

 

６）自分への問い 

私は８年ほど保健師の経験があります。保健師としてある地区を担当していました。その地区の住

民全員の担当です。育児支援としての乳幼児健診や地区活動の中で、子育てをしている人と会う機会

がありました。その中で自分の育児に自信をもって、自分の経験を他のお母さんに役立てていける人

がいっぱいいることに気づきました。そういった状況で、自分の中での問いがでてきました。なぜ自

信をもって育児ができるようになったのか、どんな援助をすると育児に自信をもてるのかと。お母さ

んの持っている力を、他のお母さんに役立てていける力に発展させていくためには、保健師としてど

うしたらいいのかを考えました。 

この時の私の看護観は、その人自身が持っている力をさらに発展させる、あるいは拡げていくこと

が看護ではないかというものでした。力を高めるというよりは周りに影響していくという点で「拡げ

る」という言葉を使いました。自分一人だけでなく、周りの人に良い影響を与えながら地域づくりを

したいと考えていました。そういった問いと看護観を大切にしながら、答えを探す作業に入りました。

実際には、大学院の修士課程に進んだ時にこの経験をいかして、この問いを大事にしながら研究的に

取り組みました。 

その結果としてどんな援助が良かったのか自分の実践を通して確認していきました。答えを探求す

る作業が、一人ひとりの看護をより良いものにしていくことにつながると考えています。 

 

７）組織とマネジメント 

次に組織としてより良い看護をすることを考えます。先ほどの私の研究でいえば、個や地域単位の

中での自分一人の看護ですが、それを組織的に良い看護につなげるところまでは当時はいっていませ

んでした。 

組織的な視野をもってマネジメントを考えると、Plan では組織理念・目的を考えてキャリア設計を

していく、ということになります。この点が個人の視野との違いになります。 

Do では、目標管理による組織からのキャリア支援も含めたキャリア開発です。キャリア開発の主語

は自分です。自分でキャリアや能力を開発します。目標管理とは、師長さんがスタッフの目標を管理

することでなく、自分自身で自分の目標を管理していくことと考えています。目標は、組織の中でよ

い看護をしようとする組織理念にあった目標になります。 

Check：一人でなくチームで実践を振り返って学びを蓄積していくことができると良いと思います。 

Act：それを元に新たな課題への挑戦につなげること、です。これもマネジメントなので、スパイラ

ルアップしていくという考え方です。 

組織の話として病棟を例に考えます。師長がいてチームリーダー、そしてスタッフがいます。マネ

ジメントをしていく中でいろいろな立場の人がいますが、組織なので相互作用が働くと良いと思いま

す。通常あるのはトップダウンで師長から命令が下りてきて、スタッフが動くことが多いと思います。

しかし、ボトムアップとして、スタッフの方からも患者さんに近いところから見えてきた課題をとら

えて、それを解決していくような取り組みをします。この他に、ミドルアップダウンという考え方も

あります。 

 

８）看護におけるマネジメントの課題 

今後強化が必要なマネジメントは、私の課題とも重なりますがもっと考えていきたいと思うところ

を挙げます。 

1 つは、ワークライフバランスを考えながらキャリアの継続と開発をしていくこと、です。そのため

にどのようなマネジメントが必要なのかを考えたいと思っています。私がどのようにワークライフバ

ランスを取ってきたかというと、あらゆる資源を活用させることでした。限られた資源ですが、最大

限に活かせるよういろいろと調整をして、協力を求めました。例えば、保健師になって結婚・出産を

して、子供が小さい時、親戚も知り合いも近くにいない状態で資源にしたのは、その時住んでいたア
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パートの大家さんや、同じアパートに住む子育て世代の人たちでした。子供たちを遊んでもらってい

る間に夕飯を作ったりというようなことをしながら、なんとかやりくりしました。 

次は PNS（パートナーシップナーシングシステム）による共に育つ仕組みの効果的運用と看護の充実

です。今は PNS を活用して看護している病棟が多いと思います。保健師さんたちの今の状況はよくわ

からないのですが、パートナーと共に育っていく仕組みの一つです。その仕組みを効果的に運用して

いくためのマネジメントも考えていきたいと思っています。PNS によって看護を充実させていくことも

大きな目的です。 

それから、看護の改善・充実のための仕組みづくりです。これは永遠の課題です。マネジメントの

意味は、仕組みを作っていく、その仕組みによって効果的・効率的に、あるいは経済的な面も考えて

進めていくことです。仕組みづくりは大事な要素です。もちろん、今ある仕組みを十分に機能できる

よう動かしていく、機能させながら動かしていくこともマネジメントの大きな部分です。 

そして、看護の質保証です。皆さん看護の質ということを日ごろも言葉に出すことがあると思いま

す。看護の質の評価という点では、よく使われるのはドナベディアンの構造・過程・結果という評価

枠組みです。それ以外にもあると思いますが、看護の質は目に見えないので評価しにくいものです。

質をどのように保証していくのか、高いところで維持し、また発展していけるような仕組みづくりの

中でマネジメントを考えていく必要があります。 

地域包括ケアシステムの構築もマネジメントが関わってきます。地域包括ケアシステムを構築し、

地域包括ケアとして実現させていくこともマネジメントの考え方がとても重要になってきます。 

機能看護学では、①一人ひとりがよい看護をし、②組織としてよりよい看護をし、③その中で人材

が育っていくことに役立つ、看護実践を支え、発展させる機能を追求しています。このことをずっと

表明していますが、皆さん、看護職になって専門職として経験を積んできて、今どのように考えるで

しょうか？ 

 

おわりに 

最後に、今日はキャリアアップ支援の研修会ということで、生涯学習の一つとして岐阜県立看護大

学の卒業者の皆さんをサポートしています。皆さんのキャリア開発の資源として有効に活用していた

だけたら幸いです。ありがとうございました。 

 

 
２．話題提供「ライフワークと自分らしさ」 

久美愛厚生病院 溝尻佐和子さん（４期生） 

 

皆さん、おはようございます。このような場で私の話をするのは恐縮ですが、お話をさせていただ

きますので温かく見守っていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。 

「ライフワークと自分らしさ」というテーマをいただきました。どんなことを話そうかと思いました

が、この３点になりました。 

・自分って何者か 

・自分の卒業後の人生について 

・自分が現在考えていること 

この３点について聞いてください。 

 

〇自分って何者なのか 

岐阜県立看護大学の４期生として入学しました。卒業後は高山市の病院に就職し、卒業してから９

年経ち、現在１０年目に突入しています。昨年結婚して矢嶋佐和子から溝尻佐和子になりました。性

格は人見知りが激しく、要領が悪く成長が遅い、こつこつ努力するタイプです。 

 

〇卒業後の人生について 

2007 年の４月 22 歳の時に高山市の病院に就職しました。配属先は脳神経外科、ほぼ慢性期の病棟で

した。病院では初の大学卒の新人だったので、初めは専門学校卒の人とできることが違って、とても

差を感じました。私はあまりにも容量が悪かったので、先輩の怖い視線を感じながらなんとかやって

いました。失敗談をお話したいと思います。 

新人が 30 人ほどいた中で初のアクシデント・インシデントを起こしてしまいました。翼状針にセー

フティーカバーがあると知らなくて、普通に針を抜いて指にさしてしまいました。自分は看護師に向

いていないと思いとても落ち込みました。 

２か月ほどたって慣れてきた頃にストレスや疲れがたまって、帯状疱疹ができました。痛みはなか

ったので入院はしませんでしたが、なんて社会人に向いていないんだろうと、また落ち込みました。
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その後１年はなんとか過ごし、２年目の時です。ICLS インストラクターを始めることになりました。

これは日本看護協会の認定の救急のコースですが、目の前で人が倒れた時に最初の 10 分間チーム蘇生

を行うコースです。これを学ぶきっかけは、看護大学の学生の時の経験からでした。名古屋に遊びに

行ったときに、目の前で自転車に乗っていた人が轢かれた場面に遭遇しました。看護学生として看護

を学んでいるのに、その場面で何もできず自分がとても不甲斐なく思えました。その思いがあったの

で、看護師として急変があったときに対応できるようになりたいと救急のコースのインストラクター

を取ろうと思って、今も続けています。 

卒後３年目の冬にまた事件が起こりました。自分の誕生日の翌日に恋人に振られてしまいました。

高校３年から６年間付き合い、将来のこともいろいろ考えていたのに、誕生日の翌日に振られるなん

て、私の中でとても大きな事件でした。でも、こういうことがあったからこそ、その後の人生を自由

に描くことができました。４か月後に機能看護学講座のキャリアマネジメントの講義に３年目の看護

師として講師として参加させていただきました。自分自身の今とこれからを考える良い機会になりま

した。 

３年目の看護観が USB に残っていたので、発表したいと思います。「私が学生の時に考えていた看護

観は、患者がその人らしく生活できるよう援助することという漠然としたものであった。しかし、生

活援助とそれに対する身体的な援助はもちろん患者・家族の精神面への援助を行うこと。自分が患者

であったらどうしてほしいか、患者の基本的人権を守るとはどういうことかを考え援助を行うこと。

患者・家族の退院後の生活まで考えて援助すること。常に何かを学ぼうとし成長を続け、看護の振り

返りをし、自分や自分自身の看護を発展させていくこと。」こういうことを３年目の看護観として考え

ていたことをあらためて感じました。 

そして 10 月、カナダへ語学留学する決意を固めました。決意に至った経緯は、冬に６年間付き合っ

た恋人に振られたことと、機能看護学で自分自身のこれからを考えるきっかけがあったことからです。

自分の中でずっと自分に自信がないというのが根底にあり、少しでも自分に自信が持てるようになり

たいという思いから、今後の人生このままではいけないと修行に行きたいと考えました。最初は四国

のお遍路さんに行こうかと思いましたが、今後に活かすなら英語だとカナダに決めました。海外旅行

の経験もなく英語は苦手で、周りからは無謀だと言われました。でもなんとか準備し、３月末に久美

愛病院を退職しました。４月から 10 月の半年間カナダのビクトリアで語学留学をしました。 

留学中も事件が起こりました。行った当日に電子手帳が壊れるという最悪の事件です。もう生きて

いけないと思いましたが、紙の辞書を持って行っていたのでそれで半年間なんとか生き延びることが

できました。あと、スーツケースのスペアキーを中に入れたまま、鍵をなくしました。日本に帰れな

いと焦りましたが、１時間近くピッキングをしてようやく開けることができました。留学中は苦しか

ったし大変なこともあったけど、今となっては宝物のような日々です。英語を学んだことはもちろん、

留学を成し遂げることができ、とても大きな出来事でした。 

 戻ってきてから、11 月に前の看護部長さんから家に直接電話がかかってきました。病院の健診セン

ターの保健師の枠が空いているからどう？とお声をかけていただきました。その優しい言葉に甘えて、

出戻りで病院の健診センターの保健師として再就職させていただきました。 

2011 年から 2013 年は、病院の保健師として学びを深める日々をすごしました。病院の中の保健師の

仕事は、やってみて初めてわかったのですが、人間ドックの介助をしたり、飛騨地域全域の巡回検診

に行ったり、検診の結果説明、メタボリックシンドロームの人に対する指導、禁煙指導、健康教室な

どです。あとは、外来の看護師としても扱われていたので救急外来、月２・３回当直や日直もやって

いました。１年に１回看護研究の発表をしたり、岐阜県立看護大学との共同研究もさせていただきま

した。その時には両羽先生にたいへんお世話になりました。ありがとうございました。 

このようにいろいろな経験をし、救急の ICLS のインストラクターも再開しました。2011 年に新たに

JPTEC のコースも受講して、そのインストラクターも取得しました。JPTEC は聞きなれない言葉と思い

ますが、主に救急救命士さんが受講する病院前の外傷の患者さんに対する教育プログラムです。一見

自分たちの業務に関係なさそうですが、救急外来をやっていたこともありそこでも役に立ちますし、

普段の病棟での勤務の中でもフィジカルアセスメントにもかなり役立ちます。大学の時に事故現場に

遭遇した自分の体験から、こういうのも勉強したいと思い、今もやっています。 

自分自身の体についてですが、もともとアトピー体質でステロイドなどを使っていましたがなかな

か良くならず、漢方治療に専念しました。今もステロイドを一切使わずだいぶ治りました。この治療

に専念した際、心の状態が体に及ぼす影響がとても大きいと思い、心身の健康、バランスは本当に大

事だと感じました。 

2014 年 30 歳の時、岐阜県立看護大学の科目履修制度を活用し大学院の授業を受けました。このきっ

かけは自分自身を成長させたい、視野を広げたい、できることを今のうちにやっておきたい、大学院

でどのようなことを学ぶのか知りたいというようなことからでした。勉強をさせてもらってとても楽

しかったです。また、今後も活かしていけたらと思っています。 
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去年の 12 月に矢嶋から溝尻になりました。そして今、４月から異動で内科病棟の看護師として働い

ています。救急のインストラクターも継続しています。退院支援ナースというものがあるのですが、

退院支援ができるようになるために研修を受け始めたところです。この前も岐阜県立看護大学で研修

を受けたばかりです。卒後２年目の後輩の事例研究のアドバイザーをやっています。委員会の仕事や、

院内の看護教育プログラムの課題をしたり、日々充実した生活を送っています。慣れない主婦業は、

夫に助けてもらっていますが、まだまだ慣れないと思っているところです。 

 

〇現在考えていること 

今考えていることは、看護職にはとてもやりがいを感じますし、仕事は楽しく、新しいことを学ん

でいくのも楽しいと思えるので幸せだと思います。ただ、経験知もなく未熟者のくせに組織に対して

思うことがでてきてしまいました。先ほど両羽先生もおっしゃっていましたが、ライフワークバラン

スと組織との矛盾を感じることもあったりします。 

その中で家庭をもって、自分たちの生活もあって、仕事している先輩方がとてもすごいと、どうや

って今までやってきたんだろうと思います。主婦をやりながら仕事をすることが、本当にすごいこと

だと実感しています。 

自分はこれからどんな看護職になっていきたいかを考えるようになってきていて、秋に師長さんと

面接をして、これから年代的にも、例えば自分が主任になって管理をしていく看護職になるのか、専

門的な今やっている救急のことを追求していく看護職になるのかを考える必要があるといわれました。

私はどうなっていきたいのか悩んでいるところです。 

今日のテーマである「自分らしく働くこと」は、どういうことなのか？どうしたらいいのか？と今

考えているところで、むしろ皆さんに教えてほしいくらいの気分です。給料をもらうためだけに働く

ことは嫌だと思っていて、患者さん、地域、組織のため、そして自分自身のために働いていきたいと

前から思っています。その中でも、組織の中で自分と同じような思いを持っている先輩や同世代の仲

間がいないと、つらくなるので、仲間を大切にしていきたいと思います。 

今後も自分自身を成長させていき、もっと視野を広く持って柔軟性のある人間になっていきたいと

思っています。また人間力を高めたいとも思います。自分が今できることを精一杯発揮して、地域や

組織に貢献できる人間になりたいと昔から思っているので、そういうことを追求しながら、どうした

らいいのかを考えながら働くことが、私らしく働くということだと思いました。ご静聴ありがとうご

ざいました。 

 

Ⅴ.参加状況及び参加者の意見 

 

１．参加状況 

卒業者 16 名と大学院 1年次生 2名（病院看護師）の合計 18 名の参加があった。 

 

２．参加者の意見 

卒業者交流会と統合したアンケートを実施し、回答者は、参加者 18 名中 17 名（回収率 94.4％）で

あった。本会の意義については、17 人全員が「有意義であった」との回答であった。有意義であった

理由を以下に紹介する。 

 

・本会について：有意義であった理由                           
マネジメントの話も、卒業者の話も、今だから分かることもあり、とても為になった。 

マネジメントの講義がとても響いた。卒業者の話は初心に戻ることができた。 

学部の頃の学び（授業内容）を思い出しながら、されにレベルアップした内容だったので、興味深かった。卒業生の話

は、志の高さにとても刺激を受けた。 

マネジメントについての講義をとても楽しく聴かせてもらえてよかった。人生のいろいろな話を聞かせてもらえてよかっ

た。 

大学で学んだことを 10 年経って学び直すとさらに深い学びができるのだと実感した。卒業生の卒後の人生を知り、頑張

っている姿に刺激を受けた。 

機能看護学について学べた。個の学びを仕事に活かしていきたい。卒業者の話も楽しかった。 

〈機能看護学〉〈セルフマネジメント〉〈キャリアマネジメント〉看護師一人ひとりが自立して看護や人生を考える必要性を学

ぶことができた。 

セルフマネジメントについて少しでも振り返る機会になり、もっと聞きたいと思った。 

今後、具体的にどう自分が動けば環境がよくなるか、考えることができた。職場の問題を考えながら聞けた。 

改めてマネジメントについて考えることができ、周りの看護職・学生とも一緒に考えていきたいと思えた。 

学部生の頃を思い出しつつ、これまでの看護実践を重ねながら考えることができた。 
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・本会について：有意義であった理由（続き） 
学生の頃のことを思い出す機会となり、初心に戻れた。 

振り返って考えるきっかけになった。 

現在を振り返る機会となった。 

改めて自分自身を振り返ることができた。 

 
・その他意見・感想 
今回のように話題提供や講演があることで、ただ交流するというより内容が深まった気がする。 

託児があって助かった。 

看護から離れてしまっている人向けに何かあるとうれしいです。 

モチベーションを上げてもらえました。ありがとうございました。 

卒後 5 年間くらいの若年の参加があるともう少しよいと思いました。 

もう少したくさんの卒業者に参加してもらうために、方法や広報についても考えていかなければと思いました。 

内容が有意義なものであるので、もう少し人を集められるとよいのではと思う。 

「○期生は」と限定するなどして、出張扱いで出られるような依頼もできるとよいなと思いました。 

学内者が多かったので、学外から来てくれた卒業者にとってどうだったか気がかりです。 

次の企画を楽しみにしています。 

 
また、話題提供者から「自分の思いや伝えたいことを参加者へ伝えることができた。また、自分の看

護実践を振り返り、自己評価する機会となった。」等のご意見をいただいた。 
 

Ⅵ．研修会を終えて 

１．教員の自己点検評価 

卒業者のニーズを踏まえて、看護におけるマネジメントに関する講演会、および卒業後にどのよう

な体験を経て現在に至っているかに関する話題提供とを組み合わせて研修会内容として構成した。参

加者が少なかったことから、平成 29 年度は広報等に一層の工夫が必要であると思われる。 

  

２．今後の課題、発展の方向性 

参加者の意見においては、参加して有意義であったとの意見が見られることから、3年間程度は継続

的に実施を行いながら、今後のあり方を検討していきたいと思う。 
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６．専門看護師の看護実践の質向上を目指す
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専門看護師の看護実践の質向上を目指す研修会 

 

Ⅰ．はじめに 

本学では平成 21 年度より、大学院に専門看護師コースを設け、慢性看護、小児看護、がん看護の 3

分野の専門看護師を養成してきた。専門看護師は、当該専門領域において、卓越した看護の実践、看

護職に対する教育、ケア提供者へのコンサルテーション、関係者の調整、実践の場での研究、倫理的

調整などの諸活動が遂行できる実践能力をもち、看護現場においてさらなる活動の発展が期待されて

いる。本学では、平成 27 年度までに 11 名の専門看護師が認定され、県内をはじめとする医療機関に

送り出してきた（資格審査に合格した者）。内訳は、慢性疾患看護 4名、小児看護 3名、がん看護 4名

である。岐阜県内では、28 名の専門看護師が活躍している（日本看護協会 HP より）。さらに、平成 28

年度においては、本学修了生が試験に合格し認定を受け、新たに 3 名の専門看護師（慢性疾患看護 1

名、がん看護 2名）が誕生している。 

日本看護協会では、専門看護師のレベル保持のため認定更新制を施行している。日本看護協会の認

定を受けた専門看護師は、認定を受けてから 5 年ごとに更新審査を受けなければならない、となって

いる。常に、専門看護師として、看護実践の質向上の努力をし、自己の看護実践能力のレベルを維持

向上させていかなければならない。更新審査においては、「研修」と「研究」の両分野での一定数の活

動実績が必要とされる。「研修」では「専門看護分野に関する最新の情報・知識・技術の修得のための

研修プログラムへの参加」「専門看護師事例検討会等の専門看護師および専門看護師教育課程修了者を

対象とした研修プログラムへの参加」が推奨されており、資格更新の条件として、研修を積むことが

必須である。本学では平成 22 年度に最初の修了生を出しており、平成 23 年度に専門看護師の資格を

認定されたから今年度で6年目となる。今まで資格認定審査への支援は修了者個別に行ってきており、

修了者のうち、専門看護師資格認定審査を受験したものはすべて合格し、専門看護師の資格を得てい

る。しかし、更新申請にむけての研修会は、実施してきていない。本学修了の専門看護師のみならず、

県内で活躍する専門看護師を対象とした。研修プログラムを県内で実施する必要性は大きい。 
 
Ⅱ．担当者 

服部律子（育成期看護学領域） 
藤澤まこと、黒江ゆり子（地域基礎看護学領域） 
奥村美奈子、布施恵子（成熟期看護学領域） 
橋本麻由里（機能看護学領域） 

 
Ⅲ．事業計画 

平成 28 年度は、岐阜県における専門看護師註①の現状について各種資料より把握するともに、現在活

躍している専門看護師が、どのような研修会等のニーズを有しているかについて実態調査を企画・実

施した。その結果に基づき、平成 29 年度に研修会に向けたプログラムの企画を行なう。専門看護師を

対象とする研修会においては、岐阜県内の専門看護師の交流を深め、それぞれの専門分野での看護の

質向上に向けた取り組みについて、お互いの活動から学び、実践活動の改善を目指すことのできる研

修会とする計画である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：事業計画 

平成 28 年度 
【実態調査】 
・質問紙調査 

・聴き取り調査 

平成 29 年度 
ニーズをふまえた 

【研修会の企画・実施】 
・キャリアアップ 
・相互交流等 

調査のデータ分

析による現状と

課題及びニーズ

の明確化 

研修会における

意見交流・評価 
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Ⅳ．実態調査の企画・実施 

１．実態調査概要 

 岐阜県の専門看護師を対象に、専門看護師の活動状況について調査するとともに、研修等に関する

ニーズを把握する。調査方法及び調査項目は下記の項目等で構成する。 
 
２．調査方法 

１）質問紙調査：県内の専門看護師を対象に活動の現状と課題について無記名、記述式の調査を行う。

調査方法は日本看護協会のホームページで公表されている県内専門看護師の名簿をもとに、専門看護

師の所属施設に質問紙調査票を郵送する。質問紙の内容は、CNS としての業務の現状は課題、研修の希

望や研修内容である。回収は、研究代表者あての返信用封筒を同封し返信してもらう。 

分析は、記述回答については意味内容にそってまとめる。 

２）面接調査：質問紙調査の最後に 40～60 分程度の半構成面接調査に応じていただける専門看護師を

募る。無記名の調査であるが、面接調査に協力していただける場合は、氏名と連絡先を書いてもらう。

面接調査内容は具体的な業務内容や、CNS としての病院での立場や課題、県内の CNS 研修として望むこ

と等である。面接は了解を得て録音し、逐語録を作成し、質的帰納的に分析する。 

 
 
３．調査項目 

１）基本情報：看護師経験年数、専門看護師経験年数、専門分野 

２） 活動状況 

① 基本情報：所属機関、所属部署、職位 

② 活動の現状 

③ 活動における課題 

・専門的実践活動 

・倫理調整 

・調整 

・コンサルテーション（相談） 

・人材育成・教育 

・研究活動 

・その他 

④ 将来に向けてどのような取組をしようとしているか 

３） 研修等に関するニーズ 

（1） 研修会等に関する現状 

① 自らのキャリアアップとしてどのような研修会にどのような頻度で参加したか（1年間）。

研修会参加に関する職場の支援 

② 研修会に参加したことで得たこと 

（2） 研修会等に関する要望 

① 自らのキャリアアップとしてどのような研修会に参加したいか 

② 本学で希望する研修の内容 

４）その他 

専門看護師としての活動として取り組んでいることや心がけていることなど自由な意見 

 

 上記の項目で質問紙を作成し、平成 29 年 3 月に調査を実施する。結果については、平成 29 年度報

告書にて報告する。 

 

Ⅴ．専門看護師研修プログラムの企画・実施 

 本実践指導事業では、県内の専門看護師を対象に、資格取得後の看護実践の質向上とスキルアップ

のための研修を実施する。この取り組みは、県内で初めての取り組みであり、専門看護師の活動の実

態についても、まだ把握はできていない。県内の専門看護師の登録者数は、31 名であり、そのうち本

学の修了者は 13 名である。がん看護、精神看護、慢性看護、急性重症患者看護、小児看護、家族支援

の分野の専門看護師が活動しているが、活動状況や課題など施設を超えて共有していない。そこで、

今年度は、専門看護師の活動について、現状と課題を明らかにし、資格取得後の研修として各分野共

通のテーマの研修と分野ごとの検討会を企画したい。 

 岐阜県内の専門看護師の活動状況については、各施設の専門看護師あてに無記名の質問紙調査を行

い、研修のニーズを把握する。その結果に基づき、本学において、研修会の企画を行う。研修会では、
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全専門看護師向けの研修と各分野別の事例検討会を行い、それぞれの分野のニーズにこたえる。全体

研修会の講演については、学内学外から講師を選定し、CNS の実践に役立つような研修内容を検討する。

また CNS それぞれ、若しくはグループで検討する事例を持ちより、CNS の活動の視点から、グループで

討議をする。研修後の評価を行い、今後の事業の継続について検討する。また、研修会では修了書を

発行し、資格更新申請に役立つように研修会を位置づける。 

 

＊註① 専門看護師は、複雑で解決困難な看護問題をもつ個人、家族及び集団に対して水準の高い看

護ケアを効率よく提供するための、特定の専門看護分野の知識及び技術を深め、保健医療福祉の発展

に貢献し併せて看護学の向上をはかる看護職を示す。また、専門看護師は専門看護分野において、下

記の 1-6 の機能を果たすとされている。（社団法人日本看護協会ホームページより） 

1. 実践：個人、家族、及び集団に対して卓越した看護を実践する。 

2. 相談：看護職を含むケア提供者に対しコンサルテーションを行なう。 

3. 調整：必要なケアが円滑に行われるために、保健医療福祉に携わる人々の間のコーディネーション

を行なう。 

4. 倫理調整：個人、家族及び集団の権利を守るために、倫理的な問題や葛藤の解決をはかる。 

5. 教育：看護職に対しケアを向上させるため教育的役割を果たす。 

6. 研究：専門知識及び技術の向上並びに開発をはかるために実践の場における研究活動を行なう。 

 

Ⅵ．教員の自己点検評価と今後の課題 

 今年度、事業計画は予定通り進まず、年度内にニーズ調査の実施まで行った。計画では、研修会の

実施を予定していたが、学内での事業との関係でいつの時期に開催するかの見通しが立たず、当初の

計画を実行できなかった。来年度は、大学の事業との関連も考慮して研修会の企画を年度当初に行い、

専門看護師のニーズに応じた研修会および、分野別の検討会を実施する計画である。 
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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 

 

Ⅰ.事業を計画した背景と目的 

 養護教諭には、学校という場でその職務を遂行するための様々な能力が必要とされる。養護教諭は、

各学校に一名の配置である場合が多く、その職務内容は、校種、勤務学校の規模などにより大きく異

なる。さらに、法制度の改正、時代のニーズにより職務内容を変えることや、国・県の方針を意識す

ることも求められる。職務を遂行する過程で生じる課題について、小中学校では、近隣校との交流の

機会（地域の養護教諭部会など）があるが、高等学校では、こうした機会も少ない。さらに高等学校

では、生徒の生活地域は広域となり、扱う健康問題等も複雑になるため、より一層、相談者を得にく

く、悩みや葛藤の共有も難しい状況となっている。このように、養護教諭が職務遂行において抱える

悩みや葛藤は多様であり、さらにそれらを他者と分かち合うことや、十分な経験を持つ養護教諭への

相談ができにくい現状がある。 

岐阜県において養護教諭に対する現職教育としては、新規採用研修・6 年目研修・12 年目研修等が

行われているが、一般教諭の研修に比べ研修回数等が少ないことや、指導養護教諭が身近にいない状

況での研修になっている。職務遂行において抱える悩みや葛藤、課題の解決が研修の場だけでは解消

できていないのではないかと考えられる。本学においても、卒業者交流会が開催されているが、養護

教諭の卒後支援には、養護教諭の職務事情、養護教諭の悩みや葛藤に特化したディスカッションや、

ベテラン養護教諭からの助言、そしてネットワークづくりまで視野に入れた支援が必要であり、現行

の卒業者交流会では各々の課題を解決するまでには至っていない現状がある。 

また、新規採用後、養護教諭としての経験を一通り終えた卒後 4～6年目にあたる時期には、転任に

よる職務変化を経験する時期であり、自身の養護教諭像を模索し始める時期でもある。この時期、各

養護教諭にはスキルアップや、目指す養護教諭像の再検討が求められる。しかし、養護教諭自身に向

上意欲があっても、前述した養護教諭の職務の特性から、スキルアップにつながる方法が見出せず、

自分が描く養護教諭像を定めにくい現状がある。その結果、向上意欲の低下や、養護教諭の魅力さえ

も見失う場合も生じている。 

 これらのことから、卒後 4～6年目となる養護教諭が、職務における悩みや葛藤を話し合い、またベ

テラン養護教諭の助言・講義を受けることで、自分自身の課題と今後の目標を見つけ、より広い視野

で養護教諭の在り方を検討する機会とし、現職教育の充実にもつなげたい。 

 

Ⅱ.事業担当者 

 本事業は、以下の教員で実施する。 

育成期看護学領域：日比 薫  山本 真実 

機能看護学領域：松本 訓枝 

 

Ⅲ.事業（研修会）の企画 

１． 養護教諭学びの会の開催 

１）目的 

 卒後 4～6年目となる養護教諭が、職務における悩みや葛藤を話し合い、またベテラン養護教諭の助

言・講義を受けることで、自分自身の課題と今後の目標を見つけ、より広い視野で養護教諭の在り方

を検討する機会とする。それにより、養護教諭としてのスキルアップに向けた意欲を養う。また将来

的には、自主的な勉強会等へと発展することを目指す。 

 

２）対象 

 経験年数 4～6年目の養護教諭。希望があれば、卒業校・経験年数に問わず参加可能とした。本学の

卒業生を含む、経験年数 4～6年目程度となる養護教諭を対象に実施案内を送付し参加者を募った。今

年度は岐阜地区・西濃地区を中心に送付した。 

 

３）実施方法 

 本学を会場として、学びの会を 2 回開催した。参加の有無について返信を依頼し、その際、職務に

関する感想（悩み・葛藤を含む）、今後学びたいことを募集した。 

研修時間は 1回あたり 3時間程度とした。実施内容は以下に示した。 

①  自己紹介 

②  ベテラン養護教諭の講話  卒後 4～6年目養護教諭の悩みや葛藤に関わる内容の講話を実施。 

③  悩みや葛藤、解決の方法等についてディスカッション。グループは、卒後 4～6年目養護教諭と 

 ベテラン養護教諭、大学教員によって構成する。 

④  終了後アンケートを実施し、本会参加の感想、本会参加による仕事への意欲の変化、本会への
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希望などについて意見を集める。 

⑤  教員とベテラン養護教諭で今後の方針について意見交流する。 

 

Ⅳ.研修会の実施 

１．実施内容 

１）第 1回「養護教諭学びの会」      

開催日時： 平成 28 年 10 月 29 日（土）13：30 ～ 16：00 

    プログラム： 講話「養護教諭のスキルアップのために」  

      可茂教育事務所 西田 倫子 ・ 岐阜県中央子ども相談センター 大城戸 香織 

        グループディスカッション（経験年数別）  

２）第 2回「養護教諭学びの会」 

  開催日時： 平成 29 年 2 月 11 日（土）9：30 ～ 12：30 

  プログラム： 講話１「保健室で出会った子どもたちとのかかわりから」 

              美濃加茂市立山手小学校養護教諭  稲垣 章子 

         講話２「子どもの成長を促す養護教諭の見守り～虐待を受けた子どものへの関わり～」 

              岐阜県中央子ども相談センター 大城戸 香織 

         グループディスカッション（経験年数混在） 

 

２．参加者の状況 

表 1に地域別参加者の人数を示す。表 2に校種・経験年数別参加者の人数を示す。 

 

表 1 地域別参加人数 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 校種・経験年数別参加人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．参加者の意見 

１）アンケート調査結果 

 毎回、研修会の終了時に評価のためにアンケート調査を行った。質問項目は「研修会での学び」「研

修会に対する意見」とし、自由記載で回答を求めた。1回目の学びの会では 16 名に配布し 15 名から回

答が得られた。回収率は94%であった。2回目の学びの会では25名に配布し24名から回答が得られた。

回収率は 96%であった。参加者の意見をまとめたところ以下のような意見があった。 

 

２）学びの内容 

 学びの内容として、スキルアップの必要性への気付き・養護教諭像の醸成・課題解決へのヒント・

悩み葛藤の共有等があげられた。 

第 1回「養護教諭学びの会」 

＜スキルアップの必要性への気付き＞ 

・誠実に丁寧に子どもと関わること。それが養護教諭のスキルアップにつながり子どものためにつな

がる。 

・自分の実践を重ねて、成果ができているところだが、それを結果・成果として示す必要があると感

岐阜地区 西濃地区 可茂地区 東農地区 愛知 計

第1回

学びの会
6 4 5 1 16

第2回

学びの会
8 4 10 2 1 25

1～3年 4～6年 7～9年 10年以上 1～3年 4～6年 7～9年 10年以上

小学校 5 2 1 2 10 2 2

中学校 2 1 5 3

高等学校 2 1 2

特別支援学校 1

計 7 5 1 3 16 5 2 2

第1回学びの会 第2回学びの会

校種　　　　　　

経験年数
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じた。自身の実践を記録に残すこと、根拠を持って行動すること・伝えることの大切さを痛感した

ので今年度取り組む。 

・「養教としてやっていることをいかに形に残すか」これが私の課題と痛感した。今一度毎日の職務を

振りかえりたいと思った。 

＜養護教諭像の醸成＞ 

・養護教諭ならではの悩みや、養護教諭の存在の意味・価値などについて思い悩むことは誰にでもあ

るが、子どもにとってはとても大切な先生でありやりがいのある職であることを改めて確認できた。 

・組織の一員としての養護教諭の機能や求められる役割について考える機会となった。 

＜課題解決へのヒント＞ 

・「子ども」視点や主体にした関わり方、職員への発信の仕方を具体的に学ぶことができた。 

・発信する大切さを感じた。全職員に伝えた方が良いと思ったことと、子どもの成長に繋がっていく

と感じることは職員会等で積極的に伝えていきたい。 

・自分が SOS をだしてもらえる養教であるのかと自分の業務を振り返った。今までの対応をふり返り

子どもたちにどう対応できるか考えてみようと思った。 

・困っていることを先生方に話せて、解答を得られたことがとても良かった。視野が広がると解決の

方法を考える余裕ができるのだと実感した。 

・保健室登校の子に関わる中で抱え込みになりがちだが、毎週の会議で子どもの状態を伝えるなど、

発信していくことが現状を変えるうえで大切なことだと学んだ。 

＜悩み・葛藤の共有＞ 

・職務上の課題や悩みを共有すること、相談できたこと、助言が得られたことで解決の糸口が見つか 

った。視野が広がり、前向きに取り組もうという思いになった。知り合いが増えることが嬉しい。 

 

第 2回「養護教諭学びの会」 

＜スキルアップの必要性への気付き＞ 

・養護教諭として、心に寄り添うことが求められている中で、児童・生徒にどのように関わっていく

とよいか、担任の先生との関わり方、子どものつなげ方について自分の考えや対応を見つめ直すこ

とができた。新たな方法を得るための学びを始めたいと思った。 

・いろいろな経験のある養護教諭の先生のお話を聞き、自分のスキルアップを図りたいと感じた。 

・学校に 1 人の養護教諭として、十分なことができていないなと思った。もっと知識をつけるために

勉強したい。 

・経験から学ぶことがたくさんあるとわかった。毎日の学びが、子どもの成長にも自分の成長にもつ

ながるとわかり、情報をそのままにせず学びにしたい。 

＜養護教諭像の醸成＞ 

・“養護教諭とは”“保健室とは”原点にかえる機会を与えていただいた。 

・若い先生方の悩み、困り感は、経験を重ねた私達も同じです。失敗をしながらも、進んできた私達

の経験が少しでも若い先生方の役に立てば嬉しい。 

・養護教諭の関わりが子どもの発達の中の大きな存在で、保健室での発見や情報発信の大切さを学ん

だ。子ども達の幸せを願って、あらゆる手段で支援をする養護教諭は魅力のある職だと思う。私も、

今の学校の子ども達にとって一人の養護教諭なので、何か子どものためになる支援ができたら良い

と思った。 

・子どもの人生に関わっていくということを自覚して、子ども 1 人 1 人と丁寧に誠実に関わっていき

たいと思った。 

・子どもに対する気持ちや養護教諭としての専門性は何かということ等々、改めて色々と考えさせて

もらうきっかけになった。自分の養護教諭としての信念も大切にしたいと思えた。 

・養護教諭としての芯をもち、貫き続けること、言葉かけひとつにも気をつけて対応することが大切

だと学んだ。何よりも、子どもが幸せになるためにという想いが行動につながると感じたので、こ

ういう想いを大切にして働きたいと思った。 

・学校の中にはいろいろな子どもがいる。その子たちにとって私は信頼できる大人になれているのだ

ろうかとふり返る機会にもなった。子どもの未来、子どものために、動き、安心感をあげられる養

護教諭になりたい。 

・子どもの行動の背景をみるとともに、行動の意味を良さに変換して声をかける温かさと柔軟さを大

切にし、子どもの世界に自分も入り込める、子ども心を察することができる養護教諭になりたいと

思った。 

・一番印象に残ったことは“子どもの言動の背景に目を向ける”ということ。問題行動だけに目をむ

けてしまうのではなく、その児童の心の声をしっかりと捉えられる養護教諭になっていきたいと改

めて感じた。いけないことは指導しつつも、その子の味方になってあげられる安心感を与えられる
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存在であるために学ぶ必要があると感じた。 

＜課題解決へのヒント＞ 

・私が今抱えている悩みのヒントがたくさんつまった研修会だった。具体例をたくさん使ったお話を

聞くことができ、月曜からの仕事への力になった。 

・発達障がい、またはその傾向がある子の言動に対して、その子の表面的な言動にしか目を向けてい

なかったなと反省した。関わる時間を取ることが難しい時もあるが、できるだけ多く子ども達と関

わって、子どもの考え方、感じ方、その子の世界をキャッチしていきたいと思った。 

・具体的に「こういう言葉がけをする」「こういう取組をする」という実践を教えていただいたので、

明日から使える内容を学ぶことができた。 

・3年目でまだ経験が少ない分、自分だったらどうするか考えながら聞くことができた。 

・教室で過ごすことが難しく、保健室で過ごす子がいる時、他の先生にも理解してもらえる働きかけ、

保護者の方への働きかけの仕方や、そのことが子どもに与える良い影響について学ぶことができた。

実践できる力をつけていきたい。 

・保健室での子どもとの関わりの中で、具体的な話を踏まえて説明していただいて、今まで、自分で

も気づかなかった悩みや疑問に気づき、「今までモヤモヤしていたのは、自分はこう思っていたから

なのか」「そうやって考えるのは自分だけじゃなかった」と思うことができ、自分の自信にもつなが

った。学びもでき、気持ちの整理もでき、とても良い研修ができた。 

＜悩み・葛藤の共有＞ 

・一人職であるがゆえに悩みはつきもので、すぐに周りに相談できることは難しい。「学びの会」でい

ろんな悩みに共感したり、ベテランの先生の話を聞いて勇気や、やる気を抱いたり、自分が養護教

諭を目指した原点に立ち返れることができた。同じ職種の先生方と交流ができる場があるのはあり

がたい。 

・校種が違う若い先生方との情報交換は、普段の自分の経験では味わえないことを教えていただき、

目をむけなかった部分に気付かされることがあった。 

・グループディスカッションがとても良かった。普段の悩みに対して新しい手立てを発見できた。 

・普段の悩みを交流できる機会になり悩みが軽くなった。 

 

３）研修テーマ・研修内容の評価 

 第1回学びの会では、15名から回答があった。研修会のテーマ・内容ともに「良かった」は15名（100%）

であった。次回研修会への参加希望は「是非参加したい」は 15 名（100%）であった。「スキルアップ

につながる研修会を継続してほしい」「経験年数によって悩みや課題が異なるため、同じ課題をもつ人

同士でのディスカッションを望む」といった意見があった。 

 第 2 回学びの会では、22 名から回答があった。質問項目は 1 回目と同様にした。研修会のテーマ・

内容ともに「良かった」は 22 名（100%）であった。次回研修会への参加希望は「是非参加したい」は

21 名（95.5%）、「できれば参加したい」は 1名（4.5%）であった。どちらの回も良かったと回答する者

の割合は高く、学びの会への期待は高い。 

 

４）今後学びたいこと 

 今後、学びの会で取り上げてほしいことを表 3に示した。 

 

表 3 今後学びたいこと  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団指導の進め方 不登校傾向のある生徒への関わり

指導案の作成 保護者・担任等との連携の在り方

中学生への生活習慣指導（歯科・睡眠） 情報共有の在り方

性教育 不登校、相談がある生徒に関わる時間の生み出し方、実施方法

養護診断・傷の手当や事後措置 子どもへの言葉のかけ方

救急体制の作り方 スクールカウンセラーとのかかわり方

エピペン所持、インシュリン所持の子どもへの対応 発達障がい等の子どもへの関わり

感染症予防対策 WISCについて

アレルギーへの対応等職員研修の実施方法 カウンセリングについて

アレルギーのある児童生徒への対応 学校保健安全委員会の運営

健康診断 就学時健康診断の実施に伴う職員の協力体制つくり 児童が主体的になる児童保健委員会の運営方法

複数配置の業務分担
職員との

協同
教育相談場面、生徒指導場面での連携の在り方

実践したいことをどのように企画するか
組織の動

かし方
組織を動かし健康教育を進めるためのコディネートの仕方

来室者対応（身体的な訴えの見極め等） 保護者対応 処置の根拠の伝え方

健康相談

保健組織活動

その他

保健教育

保健管理

保健指導

救急処置

保健管理

保健室経営
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Ⅴ．参加看護職の意見と成果 

 職務における悩みや葛藤を話し合いベテラン養護教諭の助言・講義を受けることで、自分自身の課

題と今後の目標を見つけ、より広い視野で養護教諭の在り方を検討する機会になった。各学校に 1 名

である養護教諭だからこそ、情報の収集や意見交換は重要であるが、つながりが広がって行かない現

状がある。今回の研修を機に、校種や地域を超えた養護教諭同士の学び合いのネットワークづくりに

発展する可能性が感じられた。これまでの経験年数別の研修等で得られた学びとは質の異なる学びで

あったことが参加者間で共有された。 

今回の学びの会では対象者を経験年数 4～6年目としたが、実際の参加者は経験年数 3年未満が多か

った。寄せられた執務に関する悩みや葛藤も、目前にある課題に対していかに改善していくか方法論

を問うものが多かった。身近に指導者がいない状況であることが不安を抱えたまま執務にあたる現状

を生んでいると考えられた。この時期をどのように過ごすかがスキルアップへの意欲や、その後のキ

ャリア形成に大きく影響するのではないかとの意見が出された。今後卒後 3 年目までの研修の充実を

図る体制を構築していくことが課題であることを確認した。 

養護教諭像を醸成するにあたり、モデルとなる養護教諭の存在は大きい。先輩養護教諭の実践に触

れる中で、自身の子ども観・養護教諭観を揺さぶられる状況が生じるのではないかと考えられた。自

身のこれまでを振り返ることや、これまでにない気付きを得ることを通して養護教諭像を模索してい

く過程が重要である。そうした過程がスキルアップへのきっかけになったり、養護教諭像の再構築に

影響を与えたりしていることが確認できた。 

 養護教諭としてのスキルアップを図るうえでは、階層的に指導者を育てていく必要があるとの意見

も出された。1校に 1名である養護教諭であるからこそ校種や地域を越えた現職教育体制を整えていく

ことが必要であることについても意見を共有できた。 

 

Ⅵ．教員の自己点検評価 

１．実践の場に与えた影響 

講義やディスカッションにより自身の実践を振り返るきっかけとなり、児童生徒に対して養護教諭

の責任を再確認している参加者が多かった。また、自身の養護教諭像を模索する姿も見受けられた。 

養護教諭に共通する課題に対して、相互研鑽を意図した展開が実施されたこともより達成感のある学

びにつながったのではないかと感じられた。自身の職務内容の充実に向けて主体的に考え改善してい

く意欲につながったことは評価できる。 

「教員は学校で育つもの」といわれ、資質能力を向上させるためには校内でのミドルリーダークラ

スの教員が、若手教員をメンターとして指導助言にあたるメンター方式の研修が行われている。しか

し、1 校に 1～2 名の養護教諭の場合、当該校の研修だけで実務能力の向上を図ることは難しい。今回

の学びの会はメンター方式の研修に準じるものであったといえる。メンター方式での研修の効果を示

す結果でもあった。また今回の講師を務めた養護教諭の「自身の実践を振り返る機会になり、どのよ

うに伝えることが若手の学びになるのかを考えた」という発言から、ミドルリーダーとしての経験を

得る機会を提供できたともいえる。 

 

２．本学の教育・研究活動に与えた影響 

 今回の研修による養護教諭の学びを知ることは、養護教諭に関係する科目の充実・改善や、養護実

習で何を学ぶかを検討していくうえで大変意義のあるものになった。基礎教育に当たる部分と実践を

つないでいくための学修の在り方を考えるうえでの貴重な機会となった。また、卒業後の支援につな

がるだけでなく、広く現場の養護教諭との関係を作るうえでも有意義であった。 

 

Ⅶ. 今後の課題、発展の方向  

養護教諭に特化した学びの会を継続していくことは重要であり、本事業を実施することの意味は大

きいことが確認できた。今後、スキルアップを図ることや、養護教諭像を醸成していくために会の内

容を現状に近づけていくことが必要になる。様々な経験年数の養護教諭が一緒に学ぶことで、スキル

アップへの意欲や、その後のキャリア形成を支援していくための体制に大きく影響するのではないか

と感じた。卒後 3年目までの研修の充実を図る体制を構築することも重要な課題だと感じた。 

養護教諭のスキルアップには、現状の課題を解決するための方法論的な学びと、物事のとらえ方や

考え方を変化させていくための論理的な学びの両方が必要であることが今回の振り返りの中で確認で

きた。経験年数の浅い養護教諭にとっては、課題解決のための具体的な方法を学ぶことが現時点での

スキルアップにつながっていることは否めない。経験年数に見合った内容で実践的な研修を行うこと

は養護教諭として基盤を作るうえで欠かせない。しかし一方で、今回の研修の参加者の多くが、経験

豊かな養護教諭の実践に触れる中で、自分にはない視点に気付いたり、実践していることの意味や本

質を考えたりする場面が見られた。こうした経験が思考を広げ自身で具体的な解決方法を見出すこと

－ 89 －



につながっている。学びの内容を現状に近づけるために、経験年数別による学びの場と、経験年数が

混在する学びの場を意図的に提供していくことが必要になる。実施の順序性や方法については今後さ

らに検討していく。また、現職教育の充実を図るために、学びたい内容を踏まえた研修を実施してい

くことや、地域単位でのミドルリーダーを育成する場の提供を図るなど、養護教諭の学びを支援する

ために地域の養護教諭と協働して取り組む事業にしていきたい。 
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看護実践研究指導事業の趣旨 
 

岐阜県立看護大学 

看護研究センター 

 
１．本事業の目的 

本事業は、県内看護職が大学の知的資源を利用して自己研鑽や日常の業務改善ができる

ようにすることを目指し、看護の実践研究にかかる研修事業として、平成 13 年度から取り組ん

でいます。 

実施に際しては、単に知識伝達型の一方通行的な講義で行うのではなく、教員が現場に出

向いて県内の看護職の現状を把握することを基本とすること、看護職者やその実践の実態に

即応した適切な指導･研修の方法を開発すること、現職看護職者自身の主体的問題解決を促

進すること、などを重視しています。 

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研究環境の一層の充

実を図り、本学で育成した人材の県内施設への就業と定着しやすい環境づくりを目指して本

事業に取り組んでいます。 

 

２．本事業の要件 

岐阜県の看護職者について、実施している看護実践活動の実態と課題を大学教員として

確認し、それらの看護職者が提供する看護実践の質の向上を図る上で有効であるとして教員

が企画した研修であることを要件とします。ただし、特定施設や特定地域に限定することなく、

提起した課題に関する研修は、本県の全域の状況に対して責任を持って企画することを基本

とします。 

看護職者は、専門職であることから、自己の技術や実践方法の改善･充実について研究的

取り組みを行うのは必然です。そのため、大学としては、看護実践研究の実施を奨励すること

を手段としつつ、主体的専門職者育成を前提にして県内看護職者への研修を企画します。 

 

３．これまで開発した方法の活用 

・ 対象看護職者の職場を個別訪問し、実態を悉皆的に把握する方法、その対象看護職者

を小集団教育という形で集め、教員が把握した実態を共有するワークショップを行う方法

が極めて有効であったこと 

・ 看護職者が自らの実践の現状を振り返ることを通して、看護サービス受領者への責任性を

再認識することができれば、業務改善を主体的に考える機会となり、有効となることが確認

されたこと 

・ 対象となった看護職者にとって、他施設看護職者と情報や意見を交換することが極めて

大切であり、横のつながりの乏しい看護職者同士のネットワークに発展する機会となれば、

互いに学びあう関係性づくりに寄与でき、岐阜県域においてはこのような配慮も有効であ

ったこと 

 

なお、本事業には、大学と岐阜県内の看護実践現場の看護職者との連携や組織的連携を

強化するという観点から、本事業の全体的な調整･進行管理や報告書の取りまとめは、看護研

究センターが担っています。 
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原稿執筆要項 

 

１．執筆内容 

看護実践研究指導事業報告書の原稿には下記の各項目を含める。 

１）今年度の事業報告 

以下の内容を必ず含める。 

・テーマ、担当教員 

・目的（本事業の必要性） 

・本事業で実施したこと（実施方法・内容・結果） 

＊結果には、個別訪問研修、ワークショップ、報告会等、方法ごとの実績として、対

象施設の種類・対象者の職種（・職位）別の数、修了証の交付数を含む 

・参加看護職の意見 

・教員の自己点検評価 

・今後の課題、発展の方向性 

＊備考：報告書原稿の締め切り後の研修会開催等、今年度の報告書に活動実績を掲載できない

場合、その内容は次年度の報告書原稿に記載する。 

２）今年度に終了するテーマの総括報告（上記１．とは別に必要） 

以下の内容を必ず含め、６枚（Ａ４）以内で作成する。 

・テーマ、担当教員 

・目的（本事業の必要性） 

・実施方法・内容・結果（参加看護職数・面接者数等、数量的な実績を含む） 

・成果（実践現場・看護職に与えた影響、看護職の研修としての有用性、本学の研究・教育

活動に与えた影響など） 

・実施にあたり困難な（困難だった）点、工夫したことなど 

 

２．倫理的配慮 

報告書は、冊子刊行後、本学が運営管理するホームページや本学の教育研究活動の成果物を電

子的形態で蓄積・管理している岐阜県立看護大学リポジトリなどを通じてインターネット上に公

開する。なお、岐阜県立看護大学リポジトリは、本学ホームページのトップページ（広報・地域

連携）にあるアイコン リポジトリ・紀要・研究報告 からアクセスできる。 
 

 

３．執筆様式について 

・オフセット印刷とするため、原稿の書き方は下記のとおりとする。 

１）書式はＡ４縦置き横書きで、ワードプロセッサーを使用する。 

２）図･表を含め１段組みで１ページとする。但し、内容によっては、表のみをまとめて、資料と

して本文末に添付する形式も可能であるが、資料は必要最小限にする。 

３）余白は上 20mm、下 20mm、右 25mm、左 25mm とし、「標準の文字数を使う」を指定する。 

４）ポイント数は、本文（見出しを含む）10 ポイントとする。  

５）フォントは、見出し番号“Ⅰ.”および“１.”：MS ゴシック太字、見出し番号“１）”：MS ゴ

シック、“（1）”以下の見出し番号および見出し以外の本文：MS 明朝とする。 

６）見出し番号は、Ⅰ．→ １．→ １）とし、これ以下は（1）もしくは①とする。なお、（1）

の数字は半角とし、それ以外の数字、「．」、片括弧“）”および両括弧“（）”はすべて全角とす

る。 

７）見出し番号以外の本文中にでてくる数字は、すべて半角とする。 

８）句読点は 「、」「。」を使用する。 

９）文献の書き方は、本学紀要に準じる。 

10）ページ番号は入れない。 

11）アンダーライン、網掛けは使用不可とする（印刷したときの不鮮明さを防ぐため）。 

12）図・表は、印刷したときに鮮明に見えるかを配慮し、適切な表現に留意する。 
 

2016 年 12 月 
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本冊子の企画・編集は平成 28 年度に行い、看護研究センターが携わりました。 

掲載する内容と構成については、看護研究センター運営委員会に諮り、いただいた意見

を反映させています。 

本冊子に掲載した事業で実施した研修等につきまして、ご感想やご意見等を看護研究セ

ンター宛（E-mail：nccenter@gifu-cn.ac.jp）にお寄せいただけると幸甚です。 

 

 

【看護研究センター運営委員会】 
  委員長 ： 黒江ゆり子 センター長     （学長） 
  委 員 ： 北山三津子 学部長      （地域基礎看護学領域） 
        服 部 律 子 研究科長      （育成期看護学領域） 
        森  仁 実 教授       （地域基礎看護学領域） 
        両羽美穂子 教授         （機能看護学領域） 
        奥村美奈子 教授       （成熟期看護学領域） 
        会 田 敬 志 教授       （看護研究センター） 

        岩 村 龍 子 研究交流促進部会長（看護研究センター）平成 28 年 8月末まで 

 大川眞智子 研究交流促進部会長（看護研究センター）平成 28 年 9月～ 

 
【看護研究センター】 
          黒江ゆり子 センター長 
               会 田 敬 志 教授 
        岩 村 龍 子 教授     平成 28 年 8月末まで 

    田 辺 満 子 教授 
       松 下 光 子 教授   平成 28 年 10 月～ 
           大川眞智子 准教授 
           小 澤 和 弘 准教授 
           小 森 春 佳 助教 

〈事務担当〉  
河田かおる          平成 28 年 10 月～ 
渡部由里子  

 
 
 

 

発行日：平成 29 年 3月 31 日 
編 集：看護研究センター 
発 行：岐阜県立看護大学 

     〒501-6295 

     岐阜県羽島市江吉良町 3047－1 

     TEL：058(397)2300(代表)  FAX：058(397)2302 

      URL：http://www.gifu-cn.ac.jp 

         ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：nccenter@gifu-cn.ac.jp 

 

    本冊子の記述、図表の著作権は岐阜県立看護大学に帰属します。 

    無断転記は一切お断りします。 
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