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巻頭言

　岐阜県立看護大学は、看護学の高等教育機関として、岐阜県の看護の質の向上に寄与する

ことを使命として平成12年に開学し、開学当初より、岐阜県看護職と本学教員との共同研究

事業を推進してまいりました。当該共同研究事業は、岐阜県における看護実践現場の多様な

課題に関し、現地看護職の課題意識を基盤とし、現地看護職と大学教員が課題解決的かつ創

造的に取り組むものです。そこでは、看護実践研究法が多彩に活用されています。

　共同研究事業は、開始から15ヵ年が経過し、これまで取り組んだ共同研究課題数は延べ370

課題、現地看護職の共同研究者数は延べ2,450人に達しました。また、その研究課題は、退院支援、

妊産婦支援、育児支援、障がい児支援、精神領域社会復帰支援、がん看護、高齢者ケアの改善・

充実、事業所における看護、保健師の人材育成、中堅看護師・リーダー育成、養護教諭の人

材育成など多岐にわたっています。

　本事業は、本学の看護学教育の基盤づくりとして、開学と同時に研究交流促進委員会が中

心となって取り組みを開始し、全教員による組織的な活動としての体制を構築しました。現

在は、看護研究センターが中核となって推進しています。看護実践の場における現実的な課

題に、その実践の場で課題解決的かつ創造的に取り組むという特性を有していることから、

看護教育活動の面からも、また看護研究活動の面からも、今後も一層発展的に取り組む必要

があるものです。

　共同研究に関わる現地看護職者と本学教員は、岐阜県の看護職者間での有効な議論を導く

ため、「共同研究報告と討論の会」を開催するとともに、「共同研究報告書」を毎年度刊行し

てまいりました。それらの報告書を基盤に、本事業の今後の発展を導くため、これまでの実

績の概要を提示することを目指して、本冊子を作成致しました。本冊子は、開学から10ヶ年

の実績（平成12〜21年度）、およびその後の5ヶ年の実績（平成22〜26年度）として構成して

います。

　現地看護職の皆様方には、看護実践の場における看護実践研究の取り組みの概要について

知る機会とし、本事業のあり方と発展を図るための考える資料としてご活用していただきた

いと思います。また、それぞれの取り組みのプロセス・成果などの詳細については、毎年度

刊行している共同研究報告書をご参照ください。

　大学教員の皆様方には、本事業の将来について検討を深める基礎資料として活用していた

だきたいと思います。本事業の根幹である看護実践研究の質の向上、学術論文等での公表、

教育研究活動の充実、および地域貢献活動の充実など、開学20年および開学30年という本学

の未来に向けた課題は多数あります。それらを考える一助になれば幸いです。

� 看護研究センター長
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Ⅰ　共同研究事業のめざすもの
１．教員が県内看護職者と共同するねらい
　共同研究事業は、本学が理念・目標として掲げている「看護サービスの質の向上に広く貢献で
きる人材を育成すると同時に、岐阜県内の看護実践の場と連携して現場の課題の研究を行い、実
践性・応用性の高い看護学の確立を行う」ことを実現するための基本的な活動であり、大学の地
域基盤づくりの活動です。
　共同研究では、県内の看護職者が直面している問題を取り上げ、教員と現地看護職者との対等の
責任においてそれぞれの役割を果たし、課題解決に取り組みます。この活動は、全教員で組織的に
行います。実施過程では、（1）看護サービスの質の向上を確実に目指すこと、（2）共同する看護職
者の主体的課題解決を支えること、（3）実習等の教育研究活動の充実に活かすことを重視します。

２．共同研究のプロセス

１）課題の設定
　本学教員が現地看護職者と話し合い、共有できた課題などです。現場の看護職者の課題意識を
大切にし、一緒に解決策に取り組む計画を教員がつくります。
　看護研究センターが、年度当初の4月に学内から課題を公募し、予算配分などの事業計画を看護
研究センター運営委員会で示し、委員会の下部組織である研究交流促進部会とともに調整や進行
管理をします。共同研究の応募要件は図Ⅰ-1のとおりで、大学の理念に即した研究であること、研
究者主導ではなく教員･現地看護職者が対等の責任で関与できることなどを重視しています。
２）年間スケジュール　
　共同研究の年間スケジュールは概ね図Ⅰ-1に示したとおりで、原則として1年または2年単位で事
業計画を示し進行管理をしています。共同研究の経過を振り返り、研究成果を広く共有するため
に、毎年2月の第3土曜日に「共同研究報告と討論の会」を開催しています。全学行事として看護
実践の改善の具体的な議論を深めます。通常の学術研究集会方式ではなく、小集団討論の場を重
視するなど、参加看護職者の希望による細かな工夫を加え、報告書にはここでの議論を反映させ
ます。
　また、当該年度の現地看護職を含む共同研究者全員に対し、自己点検評価のための調査を実施
し、毎年改善措置を重ねています。

研究主題
A：現地側の所属施設の業務・実践の改善・改革、または人材育成に関するものであること
B�：大学・県全体の課題を扱い、大学として推進する必要があると認められること

現地側の体制

研究主題Aのもの
　１．現地側の所属看護職集団での組織的了解が得られていること
　２．当該研究で実践の改善をめざす施設の複数看護職が参加していること
　※研究結果で業務改善に取り組むという組織的了解がないもの、個人の学習支持程度のもの等は対象外
研究主題Bのもの
　研究目的の達成にふさわしい体制が整えられていること

大学側の体制 複数教員によるものであること

年間スケジュール
　4月中	 ；研究計画･経費計画の提出、要件審査の実施
　5月中	 ；研究倫理審査の受審、予算配分決定
　	 ～ 	 　共同研究の実施
　2月第3土曜日	 ；共同研究報告と討論の会での報告
　2月初旬～2月下旬	；自己点検評価の実施
　3月末	 ；報告書の提出と刊行

図Ⅰ-1　共同研究の応募要件と年間スケジュール
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Ⅱ　開学から15ヵ年の実績
１．研究課題数の推移
　この事業は、開学した平成12年度の1年次の「看護学概論」の学外演習を県下の37施設で行った
機会を利用して、現地看護職者に呼びかけ19課題を試行的に実施したことに端を発しています。
学外演習を依頼した施設で、先方から課題として提起されたこと、教員が改善の必要性に気付
き、話し合いで取りまとめたことなどがさまざまですが、学内交流会で教員がこれらを報告し合
い、共同研究の可能性を見出し、事業として開始しました。
　その後は、表Ⅱ-1のとおり、15ヵ年の研究課題数は合計370で、この数の中には継続的に取り組
んでいる課題を含んでいます。共同研究者数をみると、現地施設の共同研究者の延人数は2,450名
になります。これに対して本学教員の延人数は2,117名です。
　共同研究者数は、大学側の教員については、課題の特質上看護学の教員が中心となりますが、
看護学以外の専任教員を含め1人平均3課題を取り組んでいます。
　現地側共同研究者として参加する看護職者の数は、課題の内容や取り組み方により変動はあり
ますが、概ね150〜200名となっています。

表Ⅱ-1　共同研究課題数及び共同研究者数の15年間の累計

課題数（延）
共同研究者数（延）

現地側 教員

370 2,450名 2,117名

　研究課題は、単年度で一定の成果を挙げても、看護業務改善のためには、引き続き、次段階の
取り組みが必要となります。そのため、表Ⅱ-2のように、数ヵ年に亘り、同じチームで、あるいは
メンバーを少し変えながら継続して課題に取り組んでいます。
　平成26年度は、15年目に当たりますが、平成19年度からの継続中で8年目を迎えた課題が1題あ
ります。同じ施設の看護職者と継続的に取り組み、改善が進み、実習協力施設となっている例も
多数あります。このような場合には、学生への影響も大きく、これらは、明らかに所期の目的を
達成できています。

表Ⅱ-2　継続年数別共同研究課題数の推移

年度 計
継続年数

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年
12年度 19 19 − − − − − − − − − −
13年度 28 20 8 − − − − − − − − −
14年度 26 11 9 6 − − − − − − − −
15年度 26 9 7 7 3 − − − − − − −
16年度 28 8 7 4 6 3 − − − − − −
17年度 30 8 6 5 3 6 2 − − − − −
18年度 24 7 4 3 4 2 4 0 − − − −
19年度 28 10 5 2 3 2 3 3 0 − − −
20年度 33 12 6 3 2 2 1 4 3 0 − −
21年度 28 7 6 3 2 2 2 0 4 2 0 −
22年度 24 2 5 3 3 2 2 2 0 3 2 0
23年度 24（4） 5（1） 2 3 2 3 1 2 1（1） 1（1） 3（1） 1
24年度 20（7） 10（3） 2（1） 0 1 0 2 1 1 1（1） 1（1） 1（1）
25年度 17（3） 6 8（3） 1 0 1 0 1 0 0 0 0
26年度 15（3） 7（2） 3 2 1 0 1 0 1（1） 0 0 0

（　）内の数字は2年計画の研究課題数の再掲
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２．参加施設の状況
　岐阜県内の看護実践現場の課題を解決するために、本学教員は岐阜県内の施設の看護職者と開
学以来、数々の共同研究に取り組んできました。実施した施設の分布を、岐阜県における5つの医
療圏で、図Ⅱ-1に示しています。

図Ⅱ-1　共同研究を実施した施設の分布（平成12年度～26年度）

３．「共同研究報告と討論の会」の参加者数
　年度末の「共同研究報告と討論の会」への参加状況をみると、これまでの15ヵ年で看護職者の
参加者人数は合計2,557名です。職種別参加人数を年度別に示したのが図Ⅱ-2です。
　この会は、2月の第3土曜日に定例的に実施していますが、共同研究のメンバーがすべて参加で
きるわけではありません。しかし、参加した共同研究者によって研究課題についての意見交換が
深められるようになり、大きな成果を確認しています。

図Ⅱ-2　「共同研究報告と討論の会」参加者の年度別・職種別構成
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４．論文、学会報告の実施状況
　本学の教員の研究業績集から、共同研究に関連した研究報告の実績を確認しました。
　表Ⅱ-3は、本学の研究紀要への報告数を年次別に示したものです。初年度からの3ヵ年は毎年7件
でしたが、その後減少し、平成26年度までの15ヵ年の実績は50件でした。内訳は、原著2件、報告
39件、資料9件となっています。
　また、共同研究結果を活用した成果は、上記の紀要以外にも学術論文等で発表しています。
15ヵ年の実績を調べたところ、表Ⅱ-4のとおりとなりました。学術論文は16件、学会発表148件、
報告その他11件、合計175件でした。
　共同研究の学内公募要件から本事業の特質が確認できるように、本学の共同研究は研究者であ
る教員主導で行う研究ではありません。看護実践の現状を改革するために、現地看護職者の抱え
ている課題を取り上げ、現職者の課題意識に添いながら実践を充実させています。実践性の高い
知見の創出ばかりではなく、看護学教育の充実に直結した成果も確認できていますので、今後は
この土台の上に実績をどのように発展させていくかが課題となっています。

表Ⅱ-3　本学紀要への報告数
年度 巻号 原著 報告 資料 計
12年度 1巻1号 0 7 0 7
13年度 2巻1号 0 7 0 7
14年度 3巻1号 1 5 1 7
15年度 4巻1号 0 3 1 4
16年度 5巻1号 0 2 2 4

17年度 6巻 1号 0 0 0 0
2号 1 1 1 3

18年度 7巻 1号 0 3 0 3
2号 0 1 1 2

19年度 8巻 1号 0 0 0 0
2号 0 0 0 0

20年度 9巻 1号 0 1 0 1
2号 0 3 0 3

21年度 10巻 1号 0 2 0 2
2号 0 2 0 2

22年度 11巻1号 0 1 0 1
23年度 12巻1号 0 0 0 0
24年度 13巻1号 0 1 0 1
25年度 14巻1号 0 0 3 3
26年度 15巻1号 0 0 0 0

総計 2 39 9 50

表Ⅱ-4　共同研究に関連した研究報告（本学紀要を除く）
年度 学術論文 学会発表 報告書・その他
12年度 0 1 0
13年度 3 11 0
14年度 2 17 1
15年度 4 20 0
16年度 3 22 1
17年度 1 6 0
18年度 3 16 2
19年度 0 5 2
20年度 0 11 1
21年度 0 9 3
22年度 0 9 0
23年度 0 2 0
24年度 0 8 0
25年度 0 4 0
26年度 0 7 1
総計 16 148 11

（研究報告一覧は、巻末に示す）
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Ⅲ　平成22年度～26年度の5ヵ年の実績
１．5ヵ年の取り組み状況
　5ヵ年に取り組んだ共同研究は、平成22年度が24課題、平成23年度が24課題、平成24年度が20課
題、平成25年度が17課題、平成26年度が15課題で総計100題となりました。
　平成24年度から課題数が減少していますが、これは開学当初から長年にわたり継続して取り組
んでいた共同研究を見直し、現地共同研究者が自立して発展的に研究取組みを継続できるものは
終了し、一部は看護実践研究指導事業に移行するなどの整理を行った結果です。平成22年〜23年
度は5年以上継続して取り組んでいるものが約半数を占めましたが、平成24年度は1/3程度に減少
し、さらに平成25〜26年度は1/8程度に減少しました（図Ⅲ-1）。
　合わせて平成23年度からは、これまで単年ごとの計画申請に限っていましたが、柔軟な運用が
できるよう2年計画の申請も可能にしました。2年計画の申請は毎年3〜7題見られます。

図Ⅲ-1　年度別研究課題の継続年数

２．研究内容
　5ヵ年ともに「医療施設における看護」が半数以上を占め、その割合は高まってきています。次
いで「地域における看護」が多い傾向にあり、その他は毎年少数ながら一定数の取り組みがされ
ています（図Ⅲ-2）。
　近年の傾向として、「医療施設における看護」の中でも、特に人材育成に関する取り組み主題
が増えています。また、人材育成は「医療施設における看護」だけでなく、「地域における看
護」の保健師の人材育成、「福祉施設における看護」の看護職の人材育成、「小・中・高校生を
対象とした学校看護」の養護教諭の人材育成も合わせて増えています（表Ⅲ-1）。
　平成26年度の特徴としては、地域連携や地域での支援体制構築を検討しているものが15題中6題
（40％）でした。表Ⅲ-1の（　）内の数字は地域連携や地域での支援体制構築を検討しているもの
を再掲しました。平成22〜25年度は毎年3〜4題で全体への占める割合も20％前後であったことか
ら、増加の傾向が伺えます。　　

図Ⅲ-2　年度別研究内容

22年度

23年度

24年度

25年度

26年度

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

■１年
■２年
■３年
■４年
■５年
■６年
■７年
■８年
■９年
■10年
■11年

継続年数
２ ５

５

６

７ ３ ２ １ １ １

８ １ １ １

10 ２ １ ２ １ １ １ １ １

２ ３ ２ ３ １ ２ １ １ ３ １

３ ３ ２ ２ ２ ３ ２

（数値は実数）

22年度

23年度

24年度

25年度

26年度

■医療施設における看護〔精神関連〕
■医療施設における看護〔育成期関連〕
■医療施設における看護〔成熟期関連〕
■医療施設における看護〔人材育成〕
■地域における看護
■福祉施設における看護
■小・中・高校生を対象とした学校看護
■事業所・健診機関での看護

０％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

２

２

２

２

２ ３ ２ ４ ２ １ １

１ ５ ４ ２ １ １ １

１ ７ ４ １ １ ３ １

２

２ ８ ２ ６

10 １ ５ ２

２

１

１

１

１

（数値は実数）
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表Ⅲ-1　5ヵ年の研究内容

年度 医療施設における看護 地域における看護 福祉施設に
おける看護

小・中・高校生
を対象とした
学校看護

事業所・
健診機関
での看護

22
　
年
　
度

精神領域社会復帰支援2（1）
妊産婦支援1
育児支援1（1）
退院調整・退院支援5
糖尿病患者支援1
勤労者看護1
患者満足度1
がん看護1（1）
過疎地域診療所の看護1

保健計画策定1
保健師活動のあり方1（1）
地域包括支援センターの活
動1

高齢者施設のケア
の改善・充実1
乳児院での感染予
防1

外国籍児童の
健康課題解決
1

事業所に
おける看
護1

師長育成1 保健師の人材育成2

23
　
年
　
度

精神領域社会復帰支援2（1）
妊産婦支援1（1）
多胎児支援1（1）
退院調整・退院支援3
糖尿病患者支援1
患者満足度1
がん看護1（1）
過疎地域診療所の看護1
排泄ケア1

保健計画策定2
保健師活動のあり方1
地域包括支援センターの活
動1

高齢者施設のケア
の改善・充実1
乳児院での感染予
防1

外国籍児童の
健康課題解決
1

事業所に
おける看
護1

師長育成1
認定看護師育成1

保健師の人材育成2

24
　
年
　
度

精神領域社会復帰支援2（1）
多胎児支援1（1）
がん看護3（1）
退院調整・退院支援1
患者満足度1
ターミナルケア1（1）
慢性疾患看護1

高齢者施設のケア
の改善・充実1

外国籍児童の
健康課題解決
1
心の健康教育
1�

事業所に
おける看
護1

中堅看護師・リーダー育成2
認定看護師育成1
病棟と連携した人材育成1

保健師の人材育成1 養護教諭の人
材育成1

25
　
年
　
度

精神領域社会復帰支援2（1）
妊産婦支援1
がん看護3（1）
退院調整・退院支援1
慢性疾患看護1

支援体制づくり1（1） 看護職と介護職の
連携1

心の健康教育
1

事業所に
おける看
護1

中堅看護師・リーダー育成2
認定看護師育成1
病棟と連携した人材育成1

保健師の人材育成1

26
　
年
　
度

精神領域社会復帰支援2（1）
妊産婦支援1（1）
障害児看護2（2）
がん看護1（1）
退院調整・退院支援1

支援体制づくり1（1）
健診機関
における
看護1

中堅看護師・リーダー育成2
認定看護師育成1
病棟と連携した人材育成1

保健師の人材育成1 看護職の人材育成1

（�）内の数字は地域連携や地域での支援体制構築を検討しているもの再掲
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３．共同研究への参加施設・看護職者
　表Ⅲ-2は、5ヵ年間に共同研究を実施した266施設の種類別状況と看護職者延人数791名の状況で
す。病院看護職406名、保健所・市町村保健師180名、高齢者ケア施設看護職59名などが中心です
が、事業所、県庁各部門、訪問看護ステーション、診療所、学校など幅広い施設と共同している
ことが確認できます。県内への浸透状況を5つの医療圏別にみますと、表Ⅲ-3のとおり、施設数・
看護職者数とも岐阜圏域36〜38％、西濃圏域10〜11％、中濃圏域30〜35％、東濃圏域6〜8％、飛
騨圏域8〜13％で構成されています。

表Ⅲ-2　実施施設と参加看護職者数の延数
施設の種類 施設数 参加人数
総数 266 791

病院 82 406
診療所 11 22
助産所 3 3
訪問看護ステーション 14 23
高齢者ケア施設＊ 34 59
社会福祉施設 1 1
保健所・市町村 71 180
事業所 22 38
看護師等学校・養成所又は研究機関 3 8
保育所等 3 6
学校 13 18
県庁各部門 7 25
その他 2 2
＊高齢者ケア施設とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域包括支援センターである

表Ⅲ-3　岐阜県内の5つの医療圏別の実施状況（参加施設数と現地側共同研究者数）

施設の種類
岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨 県外

施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数

総計 98 305 27 86 92 233 20 50 22 102 7 15

（％） （36.8）（38.6）（10.2）（10.9）（34.6）（29.5）（7.5） （6.3） （8.3）（12.9）（2.6） （1.9）

病院 39 200 3 5 15 74 10 35 14 85 1 7

診療所 5 5 1 2 5 15 0 0 0 0 0 0

助産所 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

訪問看護ステーション 8 10 0 0 0 0 0 0 6 13 0 0

高齢者ケア施設 9 11 3 6 10 23 10 15 2 4 0 0

社会福祉施設 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

保健所・市町村 10 25 8 57 53 98 0 0 0 0 0 0

事業所 5 5 5 5 8 22 0 0 0 0 4 6

看護師等学校・養成所又
は研究機関 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

保育所等 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

学校 5 6 7 11 1 1 0 0 0 0 0 0

県庁各部門 7 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

施設数は各年度の実数を合計したものである。人数は延数である。
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４．参加看護職者の各年度末の意見・評価
　共同研究の実施により実践の改善・充実やそれにつながる状況や認識の変化があったと思うこ
とを看護職者に尋ねたところ、最近5ヵ年で計984件の回答が得られました。そのカテゴリー分け
を表Ⅲ-4に示します。
　現任教育・人材育成に必要な指導者側の能力も併せて考える機会とできた等の「実践の振り返り・
見直しの機会となった」という回答が184件（18.7％）みられ、また、他施設の看護管理部門の取
り組みが分かり、自施設、自部署の課題や問題点が明らかになった等の「実践の評価ができ、課
題や問題点が明らかになった」という回答が168件（17.1％）みられました。
　さらに、意識の変化や他職種との連携、及び改善に繋がるシステム構築など、共同研究の現状
分析により看護実践の現状と課題が明確になり、その改善に取り組むことによって、意識の変化
や他職種との連携等が可能になり、それが組織体制の変革に繋がっている姿が確認されました。

表Ⅲ-4　看護職者が共同研究の実施により実践の改善・充実や
　　　　それにつながる状況や認識の変化があったと思うこと（平成22～26年度　984件）

カテゴリー 件数（％）
実践の振り返り・見直しの機会となった 184件（18.7）�
実践の評価ができ、課題や問題点が明らかになった 168件（17.1）�
実践の改善・充実に向けての意識の変化や認識の深まりがあった 148件（15.0）�
具体的な実践の改善・充実が見られた 147件（14.9）�
他職種や他機関との連携がとれるようになった 132件（13.4）�
実践の改善・充実につながるツール、資料、教材等ができた 102件（10.4）�
実践の改善・充実につながるシステムができた　 62件（�6.3）�
その他 41件（�4.2）�

【具体的なご意見】
・現任教育・人材育成に必要な指導者側の能力も併せて考える機会とできた
・他施設の看護管理部門の取り組みが分かり、自施設、自部署の課題や問題点が明らかになった
・病棟訪問の重要性が理解でき、実践できるようになった
・お互い悩んでいることが分かり、遠慮なく話ができるようになった
・看護管理部門（看護部長・副看護部長）の面接の実施、キャリア支援につながった

　また、看護職者が実践の改善・充実したこと以外でよかった思うことは、同様に最近5ヵ年で計
610件の回答が得られ、そのカテゴリー分けを表Ⅲ-5に示します。
　他病院の看護師と意見交換できることは非常に良い学びになった等「他施設・他部署・他職種
との情報交換・意見交換・交流ができた」という回答が234件（38.4％）と最も多くみられ、その
他として、学びの機会、意識の変化、意欲の高まり等の回答がみられました。

表Ⅲ-5　看護職者が実践の改善・充実したこと以外でよかったと思うこと（平成22～26年度　610件）
カテゴリー 件数（％）

他施設・他部署・他職種との情報交換・意見交換・交流ができた 234 件（38.4）�
看護職者としての成長・学びにつながった 155 件（25.4）�
実践していることを上司、同僚、他職種に伝え、認識してもらえる機会となった 86 件（14.1）�
研究への取組み意識の変化、意欲の高まりがあった 61 件（10.0）�
教員のサポートを受け、研究としてまとめること、発表することができた 53 件（�8.7）�
その他 21 件（�3.4）�

【具体的なご意見】
・病院・保健所・他市町村との交流がもてたことで、様々な考えと触れることができた
・自分では思いつかないような意見を頂くことができ、他病院の看護師と意見交換できることは非常に良い学びに
なった
・不確かな部分が、学術的なサポートを受けることで明確に表現でき、課題を抽出できた
・教員の方との意見交換を通して、自分たちの考えを客観的に見つめ直すことができ、整理できた
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５．教員の各年度末の意見・評価
　教員による成果評価としては、実践の改善、実践課題の明確化、各施設での組織を超えた取り
組みへの拡大、看護職者の役割認識の深まり、組織内部での看護への認識が高まったなどが挙げ
られていますが、表Ⅲ-6は、5ヵ年間で教員が教育活動に活かしたことを集計したものです（149
件／85研究）。看護学科の講義･演習や学外実習、卒業研究に活用されており、また、大学院教育、
卒業者支援にも活用されていることがわかりました。
　学部教育では、講義において、患者の表出する意向を捉えるための看護師の姿勢などの説明時
に事例として紹介した等「授業で共同研究の具体的な事例の説明や紹介に活かした」や、領域実
習において看看連携や他職種連携について考える時に実際の取り組みと結果を事例として紹介し
た等の「領域実習で共同研究の取り組みを紹介した」、及び卒業研究において看護職の役割や看護
実践の向上について共同研究の取り組みを紹介した等「卒業研究で学生の考えを深めるために共
同研究の取り組みを紹介した」がみられました。

表Ⅲ-6　教員が教育活動に活かしたこと
　カテゴリー 件数 主な内容の概要

学部
教育

講義 34件
授業で共同研究の具体的な事例の説明や紹介に活かした
共同研究を通して捉えた実践事例や課題を提示した
研究で得た知識や研究成果を活かした

領域別実習 24件
領域別実習で共同研究の取り組みを紹介した
領域別実習での指導や教育活動に活かした
受け持ち患者の理解や支援を考える際に活用した

卒業研究 25件
卒業研究で学生の考えを深めるために共同研究の取り組みを紹介した
学生の課題と共同研究の課題が同じだったため、取り組み内容を活かすことができた
卒業研究実習施設の拡充につながった

大学院教育 36件
授業等での具体的な事例の説明や紹介に活かした
討論の素材として共同研究を通して捉えた現状を活かした
大学院生の研究・実践活動に活用できた

卒業者支援 18件

共同研究に卒業者が参加し、研究的取り組みを共に実践した
共同研究報告と討論の会に参加することで、自施設の課題や自身の能力や成長を考
える機会になった
卒業者の支援に活かした

その他 12件
現任教育に活かされた
共同研究者をワークショップの講師として依頼した
教育を見直す資料となった

　また、大学院教育では、がん患者の在宅療養の現状を紹介するために取り組みの結果を活用し
た等「授業等での具体的な事例の説明や紹介に活かした」、及び慢性疾患をもちながら生活する患
者の課題について話し合う時に活用した等「討論の素材として共同研究を通して捉えた現状を活
かした」という回答がみられました。
　さらに卒業者支援では、卒業者が共同研究のメンバーになっており、現場の課題とともに考え
る機会となった、あるいは共同研究メンバーに卒業生が含まれており、臨床現場の課題改善の為
の方法の一つとして学べたと考える等「共同研究に卒業者が参加し、研究的取り組みを共に実践
した」という回答がみられました。
　これらから、共同研究で得られた結果とその取り組みプロセスは学部教育及び大学院教育にお
いて看護実践の現状、看護の役割、及び保健医療福祉の利用者の思いについて学生が深く考える
ために、活かされていることがわかります。また、共同研究メンバーの卒業者は、自施設の課題
を見つけ、改善に取り組む方法を学ぶとともに、共同研究報告と討論の会に参加し意見交流する
ことにより、一層視野を拡げ自身の力を高める機会となっていることが確認されました。



10

６．「共同研究報告と討論の会」への参加状況
　会への看護職者の参加は、表Ⅲ-7に示したように22年度から26年度の5ヵ年で777人（年平均155人）
でした。これに対して共同研究に参加した看護職者は5ヵ年で791人（年平均158人）でしたが、22
年度から24年度までは会に参加した看護職者の人数よりも共同研究に参加した看護職者の人数の
ほうが多く、25年度と26年度は逆に参加した看護職者の人数のほうが共同研究に参加した看護職
者の人数より多くなりました。26年度は共同研究に参加した看護職者101人に対して1.19倍にあた
る120人の看護職者が会に参加しています。
　この会は、2月の第三土曜日に定例的に実施していますが、共同研究のメンバーがすべて参加で
きるわけではありません。しかし、共同研究者の参加率は、表Ⅲ-8に示すように、会の参加者のう
ち50％前後となっており、研究課題について共同研究者が会に参加した看護職者と意見交換をす
る中で討議内容を深めており、大きな成果を挙げています。
　参加者の内訳を示した表Ⅲ-8に、大学院生と修了者を除いた本学の学部卒業者、現在在学してい
る大学院生、本学大学院の修了者の人数も示していますが、近年は、大学としても学部や大学院
の在学生や卒業者・修了者に参加を呼びかけています。
　また、共同研究者として参加している人数も本学大学院の修了者で10人前後となっており、26
年度は修了者21人のうち13人が共同研究者として参加していました。　

表Ⅲ-7　「共同研究報告と討論の会」への看護職の参加状況

年度 Ａ：会への参加
看護職数 Ａ／Ｂ Ｂ：共同研究

参加看護職数

22年度 205 0.98 210

23年度 158 0.78 203

24年度 150 0.97 155

25年度 144 1.18 122

26年度 120 1.19 101

表Ⅲ-8　参加者の内訳

年度 参加者
総数

共同研究者
（総数との比率）

本学卒業者
（大学院生・修了者
を除く）（�）＊

本学大学院生
（�）＊

本学修了者
（�）＊

22年度 219 126（57.5％） 24（4） 11（2） 14（10）

23年度 168 96（57.1％） 16（5） 15（1） 10（5）

24年度 160 87（54.4％） 27（7） 7 17（12）

25年度 152 60（39.5％） 17（6） 10 17（9）

26年度 125 56（44.8％） 6 9（1） 21（13）
＊（　）内の数字は参加者における共同研究者の再掲　　　

　参加者の職種別構成を年次別に示したのが図Ⅲ-3です。参加者に占める看護師の割合が年々多く
なってきています。参加者の所属施設別人数の推移を示したのが表Ⅲ-9で、病院からの参加者数が
多く、参加者の看護師の多くが病院看護師であることがうかがえます。
　表Ⅲ-10は参加者の参加経験を初めて参加した「初回参加」と過去に参加した経験がある「過去
参加」に分けて年次別にその推移を示したものです。22年度は「初回参加」が25.4％、「過去参加」
が74.6％、23年度は「初回参加」が15.8％、「過去参加」が84.2％と初めて参加した人が2割前後と
少なかったのですが、25年度は「初回参加」が41.7％、「過去参加」が58.3％、26年度は「初回参加」
が42.5％、「過去参加」が57.5％と初めて参加した人が4割を越えており、増加していることが特徴
的です。
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図Ⅲ-3　「共同研究報告と討論の会」参加者の年次別・職種別構成

表Ⅲ-9　参加者の所属施設別人数の推移
年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

参加者総数 219 168 160 152 125

病院 126 81 93 101 87

診療所 8 7 2 1 1

助産所 0 2 0 0 0

訪問看護ステーション 5 1 5 8 6

高齢者ケア施設＊ 20 17 9 11 9

社会福祉施設 0 1 0 1 2

保健所・市町村 24 25 9 8 9

事業所 6 6 7 0 0

看護師等学校・養成所又は研究機関 3 7 1 2 2

保育所等 2 2 0 0 0

学校 6 5 18 9 1

県庁各部門 5 4 2 1 2

その他 0 0 4 2 1

本学：看護学科の学生 14 10 10 8 5
＊高齢者ケア施設とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域包括支援センターである

表Ⅲ-10　参加者（本学看護学科学生を除く）の参加経験
22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

総計 205（100%） 158（100%） 150（100%） 144（100%） 120（100%）

初回参加 52（25.4%） 25（15.8%） 50（33.3%） 60（41.7%） 51（42.5%）

過去参加 153（74.6%） 133（84.2%） 100（66.7%） 84（58.3%） 69（57.5%）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H22

H23

H24

H25

H26

■看護師　　 ■保健師　 　■助産師　　 ■養護教諭 　　■その他・不明　 　■学生

135 39 13 ５ 13 14

10

10

８

５３16100

９５19111

３17４23103

５５９39100

１

（数値は実数）
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７．共同研究することの意義についての教員の評価
１）共同研究の意義
　平成22年度〜26年度に実施した研究について、その研究に取り組んだ教員に、「本学教員がかか
わったことの意義」を尋ねたところ、表Ⅲ-11のとおりにカテゴリー分類されました。
　本学教員が研究に関わったことの意義として、「学部教育や大学院教育、生涯学習支援の充実に
つなげることができる」「現任教育の充実につながった」といった、大学教育や生涯学習支援、現
任教育の充実につながるということが示されました。
　また、教員がかかわることで、実践の振り返りを促進し、振り返ることで課題の明確化や改善
に向けた検討ができたことや、今後取り組むべき課題やその重要性が明確になったこと、看護実
践の充実・改善を図ることや体制づくりにつながり、関係機関・関係職種との連携・交流の促進
等にも寄与できたと自己評価していることが確認されました。
　看護職の実践へのモチベーションや意識が高まったこと、研究に関する理解が深まったこと等
も挙げられており、教員がかかわったことで看護職の実践及び研究活動に対する認識の変化が促
されたことが挙がっていました。さらには、研究活動や取り組みの方向性が定まることや実践の
可視化にもつながっていたことが確認されました。

表Ⅲ-11　共同研究の意義（教員の自己評価）
年度（件数） カテゴリー（件数）

22年度�
（61件24研究）

現地での研究環境づくりに貢献できた（11）
実践研究方法の助言・指導の機会になった（7）
具体的な実践の改善に貢献できた（7）
実践を振り返ることで、看護職の考えを深めるこができた（6）
生涯学習支援として、現任教育体制の充実につながった（6）
現地看護職間の課題の共有と協働的取り組みを進めることができた（5）
研究活動とその成果を教育に活用することができた（5）
客観的かつ中立的な意見交換をすすめることができた（4）
実習施設の看護の充実につながった（4）
教員の実践における課題とその解決方法への理解につながった（4）
大学の研究環境が活用できた（2）

23年度�
（57件20研究）

研究活動とその成果を学部教育や大学院教育に活用することができた（13）
実践を振り返ることで看護職の考えを深めることができた（7）
客観的かつ中立的に議論や検討を進めることができた（7）
看護実践研究方法の助言・指導の機会になった（6）
他施設・他機関の看護職と地域の課題を共有し検討できた（5）
組織内での課題の共有と組織的な取り組みを推進できた（4）
地域内の看護職間の連携や関係機関と連携した活動につながった（4）
現任教育体制の充実につながった（4）
看護実践の改善・充実が図れた（3）
研究成果を、さらなる課題への取り組みにつなげることができた（2）
複数施設間で共通する課題を検討することができた（2）
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表Ⅲ-11　共同研究の意義（教員の自己評価）　（続き）
年度（件数） カテゴリー（件数）

24年度�
（50件17研究）

共同研究の取り組みや成果を学部教育や大学院教育の充実につなげることができた（8）
関係機関・関係職種との交流・連携を深めた（5）
実践の振り返りを促進できた（5）
人材育成の充実につながった（4）
共同研究者間の討議を推進・発展できた（4）
看護職の実践へのモチベーションや意識を高めた（4）
看護実践の改善・充実を図ることができた（4）
実践を振り返ることで、課題の明確化や改善に向けた検討ができた（3）
共同研究者以外の同職種間で実践の共有・意見交換ができた（3）
研究や調査の計画・実施・まとめが有効にできた（3）
関係職種・複数施設との意見交換により検討が深まった（2）
本学卒業者の支援につながった（2）
実践を可視化することで、できていることが確認できた（1）
今後の取り組みの方向性が定まった（1）
教員の課題を自覚できた（1）

25年度�
（48件17研究）

実践の振り返りを促進できた（8）
共同研究の取り組みや成果を学部教育や大学院教育、生涯学習支援の充実につなげることが
できる（7）
共同研究の計画・実施・まとめが有効にできた（6）
実践を振り返ることで、課題の明確化や改善に向けた検討ができた（5）
看護実践の充実・改善を図ることができた（5）
看護職の実践へのモチベーションや意識を高めた（3）
関係機関・関係職種との連携・交流を深めた（3）
現任教育の充実につながった（2）
現地側共同研究者の自信につながった（2）
現地側共同研究者の研究に関する理解が深まった（2）
体制づくりの契機や基盤ができた（2）
実践を可視化することで、できていることを確認できた（1）
実践を意識化する契機となった（1）
現地側共同研究者と協働して共同研究の取り組みを企画・運営できた（1）

26年度�
（29件12研究）

学部教育や大学院教育、生涯学習支援の充実につなげることができる（6）
実践の振り返り・評価に基づいて、課題の明確化や今後に向けた検討ができた（4）
看護実践の充実・改善や体制づくりを図ることができた（4）
研究活動がスムーズに遂行され、取り組みが目的的に推進された（4）
今後取り組むべき課題やその重要性が明確になった（3）
関係する人々の思いや実践している看護を可視化できた（2）
関係機関・関係職種との連携・交流を促進できた（2）
実践の振り返りと根拠に基づいた看護を考えるきっかけを作った（1）
データの適切な収集と分析ができた（1）
現地側共同研究者が自施設の人材育成の充実につなげることができる（1）
現地側共同研究者の自信につながった（1）

２）共同研究における現地側看護職の変化について教員が捉えた評価
　平成22年度から26年度の最近5ヵ年間の共同研究の実施により実践の改善・充実やそれにつなが
る状況や認識の変化について、年度ごとに教員がどの様に捉えたか尋ねたところ、表Ⅲ-12、表Ⅲ
-13に示す変化を捉えていました。
　看護実践の方法として改善できたこと・変化したこととして、表Ⅲ-12に示す197件の回答を得ま
した。看護実践の改善・充実に関して22・23年度頃は、実践状況や課題、今後の支援の方向性を
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共有・明確化できたとし、ツールや資料・教材等の作成、リーフレット、記録用紙の修正等がで
き、改善に向け組織的・継続的取り組みが促進されたとしていたが、実践の振り返りに対する認
識の高まりと共に実践の見直し・検討が進み、作成したマニュアル・パンフレット等の活用がで
き、患者へのケアの充実につながったとしていました。そして、看護師間の連携だけでなく連携
の意義や重要性を認識でき他機関・他職種との連携が取れるようになり、連携方法の確立につな
がったとする意見も確認できました。また、人材育成について、毎年度人材育成の充実・改善に
つながったとし、26年度には教育方法、教育体制の充実につながったと確認されていました。

表Ⅲ-12　看護実践の方法として改善できたこと・変化したこと
年度（件数） カテゴリー（件数）

22年度�
（59件24研究）

実践状況や課題、今後の支援の方向性を共有・明確化できた（13）
実践に対する看護職の認識の変化や意識の高まり・理解促進につながった（9）
看護実践が充実・改善された（8）
他職種・他機関との交流・連携が深まった（7）
看護実践の改善に向けて組織的・継続的取り組みが促進された（6）
実践の改善・充実につながるツール、資料、教材等ができた（5）
実践の振り返り・見直しの機会となった（5）
現任教育の充実・改善につながった（5）
看護職者が課題に取り組みやすい条件を整えることができた（1）

23年度�
（42件20研究）

看護実践が充実した（10）
課題や方向性が明確になった（10）
実践に対する看護職の認識が高まった（6）
看護職の実践能力・知識・理解の向上につながった（6）
人材育成の充実につながった（5）
実践の改善・充実につながるリーフレット、記録用紙の作成または修正ができた（3）
他職種との連携の必要性を確認できた（2）

24年度�
（29件17研究）

他職種・他組織との連携・協働が進んだ（6）
看護実践が充実・改善した（5）
人材育成が充実した（4）
課題や方向性が明確になった（3）
実践の振り返りに対する認識が高まった（3）
実践やその取り組み体制の見直し・検討ができた（3）
リーダー意識が向上した（2）
患者満足度が向上した（1）
他スタッフにも取り組みが広がった（1）
明らかに変化したことはない（1）

25年度�
（37件17研究）

患者へのケアの改善充実につながった（7）
他職種・関係者との連携が進んだ（5）
課題・問題点、重要な点について検討ができた（5）
業務改善につながった（3）
人材育成につながる取り組みができた（3）
マニュアル・パンフレットが作成できた（3）
他部署の看護職と連携してケアを提供できた（2）
情報を共有できるツールが活用できた（2）
組織が有効に機能するようになった（2）
今後の支援体制づくりにつながる（2）
看護外来が開設した（1）
実態や課題に合わせた実践活動ができた（1）
変化なし（1）
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表Ⅲ-12　看護実践の方法として改善できたこと・変化したこと　（続き）
年度（件数） カテゴリー（件数）

26年度�
（30件12研究）

患者へのケアの充実につながった（4）
教育方法および教育体制の充実につながった（4）
連携方法の確立につながった（4）
カンファレンスや意見交換が増え他機関他職種との連携が取れるようになった（4）
連携の意義や重要性を認識できた（4）
看護師間連携によるケアの充実（2）
看護職の意識向上（2）
管理者視点からのマネジメントのあり方が検討できた（1）
今後の看護職の役割機能が検討できた（1）
実践や事業の見直しができた（1）
主体的な取り組みを推進できた（1）
人材育成について検討できた（1）
組織的取り組みが開始された（1）

　現地側看護職者の受けとめや認識の変化については、表Ⅲ-13に示す194件の回答を得ました。実
践の改善・変化に示した内容を裏付けるように当初は実践の改善に向けた意識が向上した、他職
種・他部署との情報・意見交換や連携することの意義が確認されたところから、共同研究で取り
組む活動の必要性・重要性の認識が得られ、実践の課題を確認・検討することができるようになり、
最近では現状の振り返り、共有・見直しができ、課題の明確化、活動意義の確認、今後の取り組
みにつなげる姿勢を確認しています。
　これら教員から見た評価の内容は表Ⅲ-4に示す看護職者自身の評価内容と同様の内容で、共同す
る教員と同じ評価を実感しているといえます。

表Ⅲ-13　現地側看護職者の受けとめや認識の変化
年度（件数） カテゴリー（件数）

22年度�
（53件24研究）

実践の改善に向けた意識が向上した（9）
他職種・他部署との情報・意見交換や連携することの意義が確認された（7）
看護職の学びや成長につながった（7）
実践を振り返る意義が確認された（5）
課題が明確化された（3）
看護職の教育の充実につなげようとされた（3）
今後の取り組みにつながると捉えられた（3）
主体的に共同研究に取り組まれた（3）
スタッフ間の意識統一が図られた（2）
研究への取り組み意識が高まった（2）
看護職の役割が明確になった（2）
根拠やニーズに基づく実践の改善の意義が確認された（2）
日常的に課題に取り組む姿勢になった（2）
実践してきた看護の意義が確認された（1）
実践の評価に活用できることを期待された（1）
対象者の理解につながった（1）
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表Ⅲ-13　現地側看護職者の受けとめや認識の変化　（続き）
年度（件数） カテゴリー（件数）

23年度�
（42件20研究）

実践の課題を確認・検討することができた（8）
共同研究で取り組んだ活動の必要性・重要性の認識が得られた（6）
今後の実践の改善に活用できる（4）
共同研究に主体的に取り組んだ（4）
現状が改善した・効果を肯定的に受け止めた（3）
他職種・他機関との連携についての課題・必要性が認識された（3）
メンバー間での共通認識がもてた（3）
看護職のモチベーションがあがった（3）
看護職の役割認識がもてた（2）
共同研究者以外のスタッフにも気づきがあった（1）
実践活動を上司同僚に認識してもらえる機会（1）
実践に取り組む意識改革となった（1）
学習会を継続したい（1）
負担ではなく実践の評価と受け止めていた（1）
自身の成長を実感できた（1）

24年度�
（39件17研究）

共同研究で取り組んだ活動の必要性・重要性の認識が得られた（6）
実践の課題を明確化し確認・共有することができた（5）
看護実践の改善・充実につながった（5）
看護職の教育・成長につながった（3）
調査方法・制度・対応方法の学び・理解につながった（3）
他職種・他機関等と連携・充実につながった（3）
今後の実践の向上につながる方向性が明らかになった（2）
他メンバーからの協力を得ながら取り組めた（2）
課題に自ら取り組む行動がみられた（2）
看護職の意欲が向上した（2）
看護の専門性と育成方法、支援方法を多様に理解し学ぶことができた（2）
看護実践を深く見つめなおすことができた（1）
実態を多面的に把握することができた（1）
看護が患者から期待されていることを認識した（1）
実践能力向上につながらないことに課題を感じている（1）

25年度�
（35件17研究）

共同研究で取り組みながら、看護活動として重要なことが認識された（9）
現状を振り返り、共有・見直しができた（6）
今後も実践を発展させて取り組む意欲が確認された（6）
実践の改善充実に向けて考える機会となった（4）
看護師の教育支援・人材育成ににつながった（4）
研究的取り組みを継続する意欲がみられた（3）
所属の異なる看護職の関係性が重要である（1）
自施設の課題が明確になった（1）
他職種との連携がとれ看護活動に良い影響があった（1）

26年度�
（25件12研究）

看護活動を振り返ったことで課題の明確化、活動の意義の確認、今後の取り組みにつながっ
た（5）
今後の取り組みに意欲をもち、検討するようになった（4）
他機関他職種看護職間で連携したことでケアの充実につながった（2）
今後の連携につながった（2）
解決すべき課題を認識し共有できた。（2）
学習の機会であると認識している（2）
スタッフの意識向上やエンパワメントにつながっている（1）
患者ニーズに即した看護ケアを提供できたと評価している（1）
看護職のあり方について認識が深まった（1）
情報交換の機会となり視野が拡大した（1）
主体的に評価や課題の明確化に取り組んだ（1）
取り組み期間が短く不十分であった（1）
連携のイメージがもてていない（1）
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８．5ヵ年の共同研究事業実績
　5ヵ年の共同研究事業の研究課題等を示します。なお、共同研究者における本学領域名は次のと
おりです。
地：地域基礎看護学、機：機能看護学、育：育成期看護学、成：成熟期看護学、セ：看護研究センター

平成22年度共同研究一覧
研究課題 共同研究者

本学（領域名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

働く人びとを対象とした保
健指導の質的評価の試み

成：梅津、北村�
地：坪内、山田

岐阜県労働基準協会連合会：水野�
西日本電信電話（株）東海健康管理センタ：桑原�
鷲見病院郡上健診センター：伊藤、荒川、小林、道中、森�
山内ホスピタル：古澤　　　　東レ（株）岐阜工場：宮川　�
三洋電機（株）岐阜産業保健センター：大橋�
京セラ（株）岐阜事業所：横山

労災病院における勤労者
看護の質的向上の追究

成：梅津�
機：橋本 中部労災病院：川崎、小林、井村、高橋、林、杉山、山口

看護師の援助に対する入
院患者の満足度を測定す
る用具（尺度）の開発

セ：会田、田辺�
機：橋本�
成：古川、堀田

大垣市民病院：岩本、廣瀬、野田�
岐阜県総合医療センター：高木、野口、島田�
久美愛厚生病院：山本、冨田、堀井

糖尿病患者の看護支援方
法に関する取り組み 成：田村、松本、宇佐美、森本 羽島市民病院：南谷、大内、大橋、中村、長谷川、平野、

政井、竹内
市が目指す保健師活動を
可能とする人材育成に関す
る研究

機：両羽�
地：北山、松下、大井、山田、
宮島

郡上市健康福祉部健康課：羽土、佐藤、和田、蒲、日置、中嶋�
郡上市健康福祉部社会福祉課：上村�
郡上市健康福祉部高齢福祉課：丸茂

赤ちゃんにもお母さんにも
やさしい地域づくりに向け
ての検討

育：布原、服部（律）、武田、纐纈、
　　水野、谷口（通）
機：両羽

朝日大学歯科衛生士専門学校：荒木、平井�
高田医院：高田（恵）、高田（恭）�
郡上市民病院：河合、永田

精神科病院における長期
在院患者の退院支援およ
び入院長期化防止に向け
た看護

地：石川、葛谷、丸茂、松下、北山、
　　坪内�
セ：大川

大湫病院：纐纈、加藤、水野�
（社）岐阜病院：稲葉、増田、小森�
黒野病院：五十嵐、中村、三島、藤原�
下呂谷敷病院：細江、国田、岩佐、山田�
慈恵中央病院：家田、小椋、原、一柳�
聖十字病院：安藤、日比野、永田�
須田病院：橋戸、棚瀬、長谷川�
のぞみの丘ホスピタル：安藤、北原、山口、七森、兼松、村上

退院後の療養生活を視野
に入れた退院支援の充実
に向けた方策の検討

地：藤澤、普照、藤岡、黒江
岐阜県立下呂温泉病院：岡崎、中村、細江、田口、松原、藤掛、
　　　　　　　　　　　古橋、熊崎
下呂訪問看護ステーション：田口

地域のニーズに即した地域
包括支援センターの活動の
充実・活性化に向けた取り
組み

地：山田、松下、坪内、森、宮島、
　　北山�
セ：岩村、大川

白川町地域包括支援センター：加藤、杉山、則武、田口　�
八百津町地域包括支援センター：小林、佐藤、�栗山、服部

健康日本21地方計画の有
効な実施を実現する保健
活動のあり方

地：松下、坪内、森、北山、山田、
　　宮島�
セ：会田、岩村、大川

垂井町保健センター：木全、上野、高田、伊藤�
山県市健康課：長野、武藤、井上、村瀬、木村�
輪之内町保健センター：加藤、足利、馬場、山川、迫口、榊原、
　　　　　　　　　　　淺野、河村、高木

関係者と連携して行う要援
助者のいる世帯への援助
方法

地：坪内、大井、森、松下、山田、
　　宮島、北山�
セ：岩村、大川

安八町保健センター：愛知、寺西、西脇、小粥、高木、川﨑、熊谷、
　　　　　　　　　　坂　�
安八町民生部福祉課：宇野、田中

特別養護老人ホームにおけ
るショートステイ利用者の
ケアの充実に向けて

成：坪井、松本、古川、堀田、浅井�
地：普照　　　

サンシャイン美濃白川：安江、日下部�
飛騨寿楽苑：牛丸、荒井　　　　ビアンカ：酒井、糟谷�
恵翔苑：吉村　　　　　　　　　ジョイフル各務原：新美�
サンリバー松風苑：横井、渡辺�
ナーシングケア寺田：水谷、澤津�
岐阜県総合医療センター：古田�
朝日大学歯科衛生士専門学校：中嶋、南方

医療施設における退院支
援に関するスタッフ教育シ
ステムの検討

地：藤澤、藤岡、黒江�
セ：田辺 岐阜県総合医療センター：丹羽、武山、増井、宮木、吾郷

過疎地域診療所における
外来看護充実のための問
診票付外来診察予約券の
取り組み

地：普照、藤岡、森、藤澤 東白川村国保診療所：安江、今井、桂川、苅田、青木

保健師の実践能力の発展
過程と現任教育のあり方

地：坪内、山田、松下、大井、森、
　　宮島、北山�
セ：岩村、大川

岐阜県保健医療課：居波、和田
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平成22年度共同研究一覧（続き）
研究課題 共同研究者

本学（領域名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）
過疎地域の療養生活充実
に向けた病棟における退
院支援のあり方に関する
研究

地：杉野、藤澤、普照 国保上矢作病院：小木曽、荻山、鈴木、加藤、松原

保健・医療・福祉が連携
した精神障がい者の地域
生活支援体制のあり方

地：松下、杉野、坪内、石川、宮島、
　　葛谷、丸茂

白川町保健センター：井戸、三尾�
中濃保健所：北島、末松 　　　　美濃加茂市：木谷、山田�
可児市保健センター：田中　　　坂祝町保健センター：兼松　�
富加町保健センター：藤野　　�
川辺町保健センター：佐伯、長瀬、丸山　�
七宗町生きがい健康センター：中島�
八百津町保健センター：小林、伊佐治
東白川村国保診療所：桂川
御嵩町福祉課：植松、古木、土本�
のぞみの丘ホスピタル：安藤　�
県保健医療課：林、吉村、和田

県域の退院支援の質向上
に向けた看護職者への支
援の検討

地：藤澤、黒江�
成：田村 岐阜県健康福祉部医療整備課：大法、加藤

ブラジル籍児童の健康課
題解決に向けての取り組み

機：松本、鈴木�
育：西田 各務原市立緑苑小学校：山下、平林

退院調整における日常生
活指導での地域連携室と
病棟ナースの協働

機：橋本、小西、両羽、野村 関中央病院：山中、亀山、長屋、渡辺、石原、松原、牧田、川地

ハイリスク妊産婦のケア
の質の向上のための検討

育：谷口（通）、服部（律）、布原、
　　武田、纐纈、水野�
セ：田辺

岐阜県総合医療センター：山田、勝原、土本、仁地、堀

乳幼児に対する手洗いの
支援方法の検討

育：石井、長谷川、谷口（惠）、
　　服部（佐）�
地：藤澤

乳幼児ホームまりあ：汲田、船戸

病棟師長のマネジメント能
力向上のための教育支援

機：橋本、鈴木�
成：奥村 羽島市民病院：小島、時吉、古澤、高木、加藤、堀、山本

平成23年度共同研究一覧
研究課題 共同研究者

本学（領域名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

働く人びとを対象とした保
健指導の質的評価の試み

成：梅津、北村�
地：山田

岐阜県労働基準協会連合会：水野�
西日本電信電話（株）東海健康管理センタ：桑原�
三洋電機（株）岐阜産業保健センター：大橋�
山内ホスピタル：古澤�
鷲見病院郡上健診センター：荒川、森、小林、道中、日置、木村

看護師の援助に対する入
院患者の満足度を測定す
る用具（尺度）の開発

セ：会田、田辺�
機：橋本�
成：古川、堀田

大垣市民病院：岩本�
岐阜県総合医療センター：高木、長屋、島田�
久美愛厚生病院：山本、冨田、堀井

糖尿病患者の看護支援方
法に関する実践知の探究 成：田村、松本、宇佐美 羽島市民病院：南谷、大内、大橋、中村、長谷川、

　　　　　　　平野、政井、竹内
市が目指す保健師活動を
可能とする人材育成に関
する研究

機：両羽�
地：大井、北山、松下

郡上市健康福祉部健康課：和田、丸茂、佐藤、日置、蒲、中嶋�
郡上市健康福祉部社会福祉課：上村�
郡上市健康福祉部高齢福祉課：羽土

妊娠期から育児期におけ
る地域・病院・多胎児サー
クルが協働して行う多胎
児支援の検討

育：名和、服部（律）、布原、武田、
纐纈�

機：両羽
長良医療センター：渡會、大嶋、野々村�
岐阜保健所：児玉

精神科病院における長期
在院患者の退院支援およ
び入院長期化防止に向け
た看護

地：石川、葛谷、丸茂、北山、
松下�

セ：大川

大湫病院：纐纈、波多野、水野�
岐阜病院：黒田、林、小森�
黒野病院：五十嵐、前川、増田、西尾�
慈恵中央病院：家田、原、井谷、林�
聖十字病院：安藤、日比野、永田、松井�
須田病院：橋戸、髙江、長谷川�
のぞみの丘ホスピタル：安藤、北原、山口、井戸

退院後の療養生活を視野
に入れた退院支援の充実
に向けた方策の検討

地：藤澤、普照、臼井、杉野、黒江、
　　原田

岐阜県立下呂温泉病院：岡崎、熊崎、今井、川井、梅田�
下呂訪問看護ステーション：田口
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平成23年度共同研究一覧（続き）
研究課題 共同研究者

本学（領域名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）
地域で生活する高齢者の
ニーズの明確化と地域包
括支援センターにおいて
取り組むべき課題の検討

地：山田、北山、松下、森、田中、
大井、種村�

セ：岩村、大川
八百津町地域包括支援センター：小林、飯田、松井、服部、

鈴木

健康日本21地方計画の有
効な実施を実現する保健
活動のあり方

地：松下、森、北山、田中、山田、
大井、種村�

セ：会田、大川

海津市健康課：石原、田中、高木、橋本、山本、渡邊、長谷川、
諏訪�

神戸町保健センター：太田、山田、室井、大場、田中（祥）、
田宮、田中（恵）、山下、丹羽、野口�

垂井町保健センター：木全、高田、木下、伊藤、成瀬、吉田�
西濃保健所：丹羽

地区担当保健師として地
域を捉える視点・個別援
助の視点の検討

地：大井、北山、松下、森、田中、
山田、種村�

セ：岩村、大川

安八町保健センター：寺西、西脇、小粥、高木、愛知、川﨑、
茂﨑、花村　�

安八町民生部福祉課：宇野

特別養護老人ホームにお
けるショートステイ利用
者のケアの充実に向けて

成：松本、古川、浅井、堀田�
地：普照

恵翔苑：吉村　　　ビアンカ：酒井、糟谷�
ジョイフル各務原：新美�
サンシャイン美濃白川：安江、日下部�
ナーシングケア寺田：水谷　　　飛騨寿楽苑：尾上、荒井�
サンリバー松風苑：横井、渡辺�
朝日大学歯科衛生士専門学校：中嶋、南方�
岐阜県総合医療センター：古田

過疎地域診療所看護師が
家庭訪問活動を通して把
握する潜在的ニーズの明
確化

地：普照、森、藤澤、臼井 東白川村国保診療所：安江（友）、榊間、苅田、安江（こ）、田口

がん患者の在宅療養支援
に携わる診療所看護師の看
護充実に向けた取り組み

成：奥村、田村、布施�
地：普照

羽島市民病院：中川、吉田�
羽島市医師会訪問看護ステーション：加藤�
岩佐医院：吉村

保健師の実践能力の発展
過程と現任教育のあり方

セ：大川、岩村�
地：松下、山田、大井、種村、
田中、森、北山

岐阜県保健医療課：居波、高橋、和田

保健・医療・福祉が連携
した精神障がい者の地域
生活支援体制のあり方

地：松下、杉野、石川、大井、
葛谷、丸茂

県保健医療課：林、吉村 　　　中濃保健所：北島、道添�
美濃加茂市：木谷、山田 　　　可児市保健センター：田中�
坂祝町保健センター：兼松　　富加町保健センター：石原�
川辺町保健センター：石井　　八百津町保健センター：小林
七宗町生きがい健康センター：中島　�
白川町保健センター：三尾、井戸�
東白川村国保診療所：桂川�
御嵩町福祉課：古木、植松、土本�
のぞみの丘ホスピタル：安藤

県内の退院支援の質向上
に向けた看護職者への支
援の検討

地：藤澤、黒江、臼井、原田�
成：田村 岐阜県健康福祉部医療整備課：野口、加藤

退院調整における日常生活
指導を中心とした地域連携
室と病棟看護師の協働

機：橋本、小西、両羽、百武 関中央病院：山中、亀山、長屋、渡辺、松原、平田、長尾、
笠野、鈴木、川地

乳幼児の保育に携わるス
タッフの感染に対する意
識向上に向けての検討

育：谷口（惠）、石井、長谷川、
長谷部、小嶋 乳幼児ホームまりあ：汲田、船戸、天野

師長のマネジメント能力
向上のための取り組み 機：橋本、鈴木 羽島市民病院：小島、高木、加藤、堀、山本、木下、井上

外国籍児童の健康課題解
決に向けての取り組み

機：松本、鈴木�
育：世一 大垣市立西小学校：杉村、川合、不破

主体的な出産・育児に向
けて地域助産師が行う妊
娠期の支援の検討

育：武田、服部（律）、谷口（通）、
布原、名和、纐纈

空助産院：加藤　　　ママズハウス：佐藤�
愛助産院：白木　　　羽島市保健センター：柴田、西原�
中島保育園：戸谷　　地域助産師：田村、市古

市として取り組む自殺対
策の推進および自殺予防
計画策定における保健師
活動のあり方

地：大井、松下、北山�
機：両羽

郡上市健康福祉部社会福祉課：上村、伊藤、佐藤�
郡上市健康福祉部高齢福祉課：羽土�
郡上市健康福祉部健康課：和田�
関保健所健康増進課：井上

医療機関における認定看
護師の活動の充実に向け
た検討

地：藤澤�
成：北村�
育：武田

久美愛厚生病院：垣根、島中、冨田、沖本、畑尻

入院患者の個別性を尊重
した排泄ケアの実践に向
けた取り組み

成：松本、宇佐美、古川 山田病院：森前、久堀、中村、永井、角田、小森、吉川
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平成24年度共同研究一覧
研究課題 共同研究者

本学（領域名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）
看護師の援助に対する入
院患者の満足度を測定す
る用具（尺度）の開発

成：古川、堀田�
セ：会田、田辺�
機：橋本

大垣市民病院：岩本�
岐阜県総合医療センター：高木、長屋、島田�
久美愛厚生病院：島中、冨田、堀井

妊娠期から育児期におけ
る地域・病院・多胎児サー
クルが協働して行う多胎
児支援の検討

育：名和、服部（律）、布原、武田、
纐纈�

機：両羽
長良医療センター：伊藤、大嶋、野々村�
岐阜保健所：丹羽　　　中濃保健所：樋口

精神科病院における長期
在院患者の退院支援およ
び入院長期化防止に向け
た看護

地：石川、葛谷、松下、北山

大湫病院：纐纈、波多野、西尾　　岐阜病院：黒田、林、松岡�
黒野病院：五十嵐、増田、西尾�
慈恵中央病院：家田、井谷、清水、此嶋�
聖十字病院：安藤、日比野、永田、板津�
須田病院：橋戸、髙江、岩村�
のぞみの丘ホスピタル：井戸、桂川、藤村、北原、山口、安藤

退院後の療養生活を視野
に入れた退院支援の充実
に向けた方策の検討

地：藤澤、原田、杉野、髙橋（智）、
黒江

岐阜県立下呂温泉病院：岡崎、熊崎（さ）、細江、今井、伊藤、
熊崎（恵）、二村、坂井、梅田、柴倉

特別養護老人ホームにお
けるショートステイ利用
者のケアの充実に向けて

成：古川、窪内、堀田、浅井
サンシャイン美濃白川：安江、日下部�
ビアンカ：酒井、糟谷　　　恵翔苑：吉村�
ナーシングケア寺田：水谷�
朝日大学歯科衛生士専門学校：中嶋、南方

がん患者の在宅療養支援
に携わる診療所看護師の
看護充実に向けた取り組み

成：奥村、布施、浅井、斉木
羽島市民病院：中川、吉田、佐藤、岡村�
羽島市医師会訪問看護ステーション：加藤�
岩佐医院：吉村

保健師の実践能力の発展
過程と現任教育のあり方

セ：大川、岩村�
地：山田、松下、大井、種村、
田中、森、北山

岐阜県保健医療課：井上、高橋、山田�
岐阜保健所：居波、中土

保健・医療・福祉が連携
した精神障がい者の地域
生活支援体制のあり方

地：松下、杉野、石川、大井、葛谷

県保健医療課：林、森　　　中濃保健所：北島、五十川�
美濃加茂市：木谷、平田　　可児市：田中�
坂祝町：澤田　　　　　富加町：武井　　　　川辺町：石井
七宗町：中島　　　　　八百津町：伊佐次　　
白川町：三尾、井戸　 　東白川村：桂川�
御嵩町：植松、土本　 　のぞみの丘ホスピタル：安藤

外国籍児童の健康課題解
決に向けての取り組み

機：松本、鈴木�
育：世一 大垣市立西小学校：杉村、川合、不破

医療機関における認定看
護師の活動の充実に向け
た検討

地：藤澤�
成：北村�
育：武田

久美愛厚生病院：垣根、島中、冨田、沖本、畑尻

養護教諭の省察による資
質能力・成長に向けての
取り組み

育：世一�
機：松本

関市立関商工高等学校：坂口�
岐阜県立加納高等学校：堅田

在宅療養を希望するがん
患者の意向を尊重した看
護支援の充実に向けた取
り組み

成：布施、奥村、北村、浅井�
地：原田

岐北厚生病院：渡邉、青木、太田、宮川�
岐北厚生病院Ｓｕｎ・サン訪問看護ステーション：新開

中堅看護師育成のための
実践の振り返りを用いた院
内教育プログラムの検討

成：北村、布施�
機：両羽 岐北厚生病院：鷲見、田中、森本、三輪

慢性疾患を有する患者の
看護支援に関する実践知
の探究

成：田村、宇佐美�
地：種村 羽島市民病院：南谷、大内、政井、竹内、大橋、中村、西村、平野

看取りにおける利用者の
意思決定を支えるケアの
検討

成：宇佐美、古川、窪内�
地：原田

山田病院：森前、久堀、中村、永井、増田、喜多川、小田、吉川�
寺田ガーデン：鷲見　　　ナーシングケア寺田：水谷�
訪問看護ステーション和光：原

リンパ浮腫に対する看護が
必要な患者への継続支援
の充実に向けた取り組み

成：布施、奥村、宇佐美 岐阜県総合医療センター：山中、脇田、渡邉、福永、
羽生田、葛谷

病棟における目標管理を
推進するためのリーダー
の育成

機：鈴木�
セ：田辺 岐阜市民病院：小松、廣瀬、伏屋

働く人びとを対象とした
質の高い保健指導の実現
に向けた取り組み

成：梅津、北村�
地：山田

岐阜県労働基準協会連合会ぎふ綜合健診センター：水野�
西日本電信電話（株）東海健康管理センタ：桑原、坂本�
三洋電機連合健康保険組合・岐阜健康管理室：大橋�
鷲見病院郡上健診センター：荒川、森、道中、木村�
一般財団法人総合保健センター：坂下�
（株）ブリヂストン関工場：池戸�
元（株）ブリヂストン関工場：酒井
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平成24年度共同研究一覧（続き）
研究課題 共同研究者

本学（領域名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

看護の専門性を育成する看
護部管理部門と病棟の連
携を推進する方法の開発

機：両羽、小西、橋本、百武
関中央病院：山中　　　岐阜市民病院：小松�
羽島市民病院：時吉、小島、古澤�
朝日大学歯学部附属病院：堀　　　村上記念病院：武藤�
岐阜中央病院：堀

中学校における心の健康
教育に関する養護教諭の
実践研究の支援

育：世一、長谷部�
機：松本

羽島市立桑原中学校：丹羽　　　大垣市立星和中学校：平小瀬
海津市立平田中学校：西脇　　　大垣市立西中学校：浅野

平成25年度共同研究一覧
研究課題 共同研究者

本学（領域名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

保健師の実践能力の発展
過程と現任教育のあり方

地：田中、山田、松下、大井、�
種村、森、北山

セ：大川、岩村
岐阜県保健医療課：山田、井上�
岐阜保健所：中土、居波

保健・医療・福祉が連携
した精神障がい者の地域
生活支援体制のあり方

地：松下、杉野、石川、大井、山田、
　　葛谷、高橋（未）

岐阜県保健医療課：森　　　中濃保健所：今尾、小鞠�
美濃加茂市：木谷、平田　　可児市：田中　　　坂祝町：澤田
富加町：原田　　　川辺町：石井　　七宗町：中島　　　
八百津町：小林　　白川町：三尾、加藤　　　東白川村：桂川
御嵩町：土本、木村　　　のぞみの丘ホスピタル：安藤

医療機関における認定看
護師の活動の充実に向け
た検討

地：藤澤�
成：北村�
育：武田

久美愛厚生病院：垣根、島中、冨田、沖本、畑尻、森本、山本

在宅療養を希望するがん
患者の意向を尊重した看
護支援の充実に向けた取
り組み

成：布施、奥村、北村、古川、浅井�
地：原田

岐北厚生病院：渡邉、青木、太田、宮川�
岐北厚生病院Ｓｕｎ・サン訪問看護ステーション：新開

中堅看護師育成のための
実践の振り返りを用いた院
内教育プログラムの検討

成：北村、布施�
機：両羽

岐北厚生病院：鷲見、田中、森本、三輪、鬼頭�
岐北厚生病院Ｓｕｎ・サン訪問看護ステーション：新開

慢性疾患を有する患者の
看護支援に関する実践知
の探究

成：田村、宇佐美�
セ：丹菊

羽島市民病院：南谷、大内、政井、竹内、平野、大橋、中村、西村、
　　　　　　　渡辺

リンパ浮腫に対する看護が
必要な患者への継続支援
の充実に向けた取り組み

成：布施、奥村、梅津、宇佐美 岐阜県総合医療センター：山中、脇田、渡邉、福永、羽生田、葛谷、
　　　　　　　　　　　　戸本

病棟における目標管理を
推進するためのリーダー
の育成

機：鈴木�
セ：田辺 岐阜市民病院：廣瀬、伏屋、小松、佐伯、岡田

働く人びとを対象とした
質の高い保健指導の実現
に向けた取り組み

成：梅津、北村�
地：山田

西日本電信電話（株）東海健康管理センタ：桑原、坂本�
鷲見病院郡上健診センター：道中、木村�
（株）ブリヂストン関工場：池戸�
一般社団法人ぎふ綜合健診センター：酒井

看護の専門性を育成する
看護管理部門と病棟の連
携を推進する方法の開発

機：両羽、小西、橋本、百武
関中央病院：山中　　　岐阜市民病院：小松�
羽島市民病院：時吉、小島、古澤�
朝日大学歯学部附属病院：堀　　　岐阜中央病院：堀

中学校における心の健康
教育に関する養護教諭の
実践研究の支援

育：世一、長谷部�
機：松本

羽島市立竹鼻中学校：濱田　　　大垣市立星和中学校：平小瀬
海津市立平田中学校：西脇　　　岐阜市立長良西小学校：浅野

精神障害者が地域生活を
継続するための支援体制
の構築

セ：岩村�
地：北山、松下、山田、大井

岐阜保健所：道添、中土、横山　　　山県市健康介護課：河村�
笠松町福祉健康センター：今枝

退院・地域生活移行を目指
した精神科長期在院患者と
その家族への看護の検討

地：石川、葛谷、高橋（未）、
北山、�松下

大湫病院：纐纈、西尾、荒川　　岐阜病院：黒田、松岡、伏屋�
慈恵中央病院：家田、清水、此嶋�
須田病院：橋戸、髙江、岩村�
のぞみの丘ホスピタル：安藤、桂川、藤村、川嶋、原、七森

特別養護老人ホームにおけ
る看護職と介護職の円滑な
連携に関する実践の検討

成：窪内、古川、星野、浅井、
堀田�

地：日比野

サンシャイン美濃白川：安江　　　ビアンカ：酒井、糟谷　　
ナーシングケア寺田：水谷　　　　恵翔苑：吉村　　
県立寿楽苑：金子　　　　サンビレッジ新生苑：本間、桑田�
チェリーヴィラ広見苑：水草

妊娠期から継続したハイ
リスク妊産褥婦への育児
支援の検討

育：名和、服部（律）、布原、
武田、纐纈、松山 長良医療センター：平岡、大嶋

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

地：藤澤、黒江、杉野、髙橋（智） ひだ訪問看護ステーション：山本�
久美愛厚生病院：小林、冨田、島中

がん患者の在宅療養支援
体制充実に向けた取り組み 成：奥村、布施、浅井、斉木

羽島市民病院：中川、吉田、佐藤、尾畑�
羽島市医師会訪問看護ステーション：加藤�
岩佐医院：内木　　　不破医院：久保
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平成26年度共同研究一覧
研究課題 共同研究者

本学（領域名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

保健師の実践能力の発展
過程と現任教育のあり方

地：田中、山田、松下、大井、
堀、森、北山�

セ：大川、岩村
岐阜県保健医療課：山田、井上�
岐阜保健所：中土、居波

保健・医療・福祉が連携
した精神障がい者の地域
生活支援体制のあり方

地：松下、杉野、石川、�山田、
大井、葛谷、高橋（未）

岐阜県保健医療課：森　　　中濃保健所：今尾�
美濃加茂市：木谷、平田　 　可児市：田中�
坂祝町：澤田　　　富加町：原田　　　川辺町：石井�
七宗町：田中、平田　　　八百津町：小林�
白川町：三尾、千野　　　東白川村：桂川�
御嵩町：土本、木村�
のぞみの丘ホスピタル：安江、藤田、山中、北原、安藤

医療機関における認定看
護師の活動の充実に向け
た検討

地：藤澤�
成：北村�
育：武田

久美愛厚生病院：垣根、島中、冨田、沖本、畑尻、山本

中堅看護師育成のための
実践の振り返りを用いた
院内教育プログラムの検
討

成：北村、布施�
機：両羽

岐北厚生病院：鷲見、田中、太田、桑原、宮川�
元岐北厚生病院：森本

看護の専門性を育成する
看護管理部門と病棟の連
携を推進する方法の開発

機：両羽、橋本、鈴木、百武
関中央病院：山中　　　岐阜市民病院：小松�
羽島市民病院：時吉、小島、古澤�
朝日大学歯学部附属病院：堀�
岐阜中央病院：堀　　　村上記念病院：浅野

精神障害者が地域生活を
継続するための支援体制
の構築

セ：岩村�
地：北山、松下、山田、大井

岐阜保健所：伊藤、中土、横山�
山県市健康介護課：河村　　　笠松町福祉健康課：今枝

退院・地域生活移行を目
指した精神科長期在院患
者とその家族への看護の
検討

地：石川、葛谷、高橋（未）、松下、
北山

大湫病院：纐纈、荒川、水野�
岐阜病院：伊藤、成瀬、伏屋�
須田病院：橋戸、河戸、岩村�
のぞみの丘ホスピタル：安藤、七森、桂川、川嶋、原

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

地：藤澤、髙橋（智）、杉野、黒江 ひだ訪問看護ステーション：山本�
久美愛厚生病院：小林、冨田、島中

障がい児を対象とした地
域連携における小児看護
専門看護師の役割の検討

育：勝田、谷口、長谷部、服部（佐） 岐阜県総合医療センター：若山、古田�
岐阜県立希望が丘学園：遠渡

A地域における在宅療養
支援体制の充実に向けた
取り組み

成：奥村、布施、浅井、斉木 羽島市民病院：中川、吉田、佐藤�
羽島市医師会訪問看護ステーション：加藤

妊娠期からのハイリスク
妊婦への支援および医療
機関と地域保健の連携に
ついての検討

育：名和、服部（律）、布原、武田、
纐纈、田中 岐阜県立多治見病院：福士、相賀、宮川、丹羽

特別養護老人ホームに勤
務する看護職に対する人
材育成の方法の検討

成：古川、窪内、星野、浅井、
宇佐美、堀田�

地：日比野

サンシャイン美濃白川：安江　　　ビアンカ：酒井、糟谷�
ナーシングケア寺田：水谷　　　恵翔苑：吉村�
チェリーヴィラ広見苑：水草

人工呼吸器を利用する
子どものデイサービス・
ショートステイを実現する
要素と実践モデルの提案

育：山本、勝田�
地：日比野、杉野

岐阜県看護協会訪問看護ステーション：野崎�
高山第二訪問看護ステーション：切手、福井、松山、富沢、

上田、畑中、川尻、藤守

中堅看護師のスタッフ教
育力向上への組織的取り
組み

機：橋本、両羽、鈴木、百武 久美愛厚生病院：島中、冨田、沖本、福澤、牧野

産業保健活動における健
診機関の看護職の役割機
能の検討

成：梅津、北村�
地：山田

一般財団法人総合保健センター：坂下�
医療法人岐陽会　サンライズクリニック：酒井
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Ⅳ　平成12年度～21年度の10ヵ年の実績

１．研究課題数の推移
　事業を開始した開学初年度からの10年間は、表Ⅳ-1のとおり、初年度の12年度を除き毎年24件以
上の研究課題を取り組みました。
　共同研究者数をみると、課題の内容や取り組み方により変動はありますが、大学側の教員につ
いては、延人数で最も多かったのが13年度の227人で教員1人あたりの平均参加課題数は4.1課題、
最も少なかったのが15年度の137人で教員1人あたりの平均参加課題数は2.5課題でした。これに対
して、現地側の看護職者の参加人数は、延人数で最も多かったのが17年度の242人、最も少なかっ
たのが初年度の12年度を除くと13年度の121人でした。17年度以外に200人を超えたのが16年度（207
人）と21年度（222人）でした。
　研究として単年度で一定の成果を挙げても、看護業務改善のためにはその成果をもとにして次
段階での取り組みが引き続き必要となります。そのため、この事業では表Ⅳ-2のように、数ヵ年
に亘り、同じチームで、あるいはメンバーを一部変更しながら継続して研究課題に取り組む割合
が多いことが特徴です。10年目にあたる21年度では、13年度から継続して9年目になる課題が2題、
14年度から継続して8年目になる課題が4題あります。継続研究の比率は表Ⅳ-1に示していますが、
16年度以降は19年度（64％）を除いて70％を超えており、21年度が最も高く75％を占めています。

表Ⅳ-1　研究課題数・共同研究者数の延数

年度 課　題　数
（継続研究比率）

共同研究者延人数（人）
教員（平均）＊ 現地

12年度 19（ − ） 160（3.9） 39
13年度 28（29％） 227（4.1） 121
14年度 26（58％） 159（2.9） 144
15年度 26（65％） 137（2.5） 159
16年度 28（71％） 170（3.0） 207
17年度 30（73％） 164（2.9） 242
18年度 24（71％） 141（2.7） 143
19年度 28（64％） 148（2.7） 192
20年度 33（73％） 185（3.4） 190
21年度 28（75％） 146（2.9） 222

＊平均は、教員延数を当該年度在籍総専任教員数で除したもので、教員1人あたりの平均参加課題数を示す

表Ⅳ-2　継続年数別共同研究課題数の推移

年度 計
継続年数

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年
12年度 19 19 − − − − − − − −
13年度 28 20 8 − − − − − − −
14年度 26 11 9 6 − − − − − −
15年度 26 9 7 7 3 − − − − −
16年度 28 8 7 4 6 3 − − − −
17年度 30 8 6 5 3 6 2 − − −
18年度 24 7 4 3 4 2 4 0 − −
19年度 28 10 5 2 3 2 3 3 0 −
20年度 33 12 6 3 2 2 1 4 3 0
21年度 28 7 6 3 2 2 2 0 4 2

本章は平成21年 4 月に発行した「数字でみる 9カ年の実績」に
平成21年度のデータを追加して再構成しました。
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２．研究内容
１）取り組み主題の特徴　
　どのような施設で、看護実践研究を実施しているかを示した概要は、図Ⅳ-1です。
10ヵ年間�270題のうち、医療施設の看護126題（46.7%）であり、地域における保健師などの活動71
題（26.3%）、福祉施設の看護32題（11.9%）、事業所の看護12題（4.4％）、訪問看護ステーションの
看護9題（3.3%）、小中高生9題（3.3%）、その他11題（4.1%）でした。
　さらに、表Ⅳ-3には、研究内容別の件数を示しました。

図Ⅳ-1　実施施設の種類別に見た270題の構成

表Ⅳ-3　10ヵ年270題の研究内容別件数
医療施設における看護　126題（46.7％） 福祉施設における看護　32題（11.9％）
（精神領域　21題）
社会復帰支援8題、家族支援3題、訪問看護3題、
個室看護3題、その他4題

（高齢者施設の看護　21題）
ケアの改善・充実11題、家族への支援5題、
音楽療法3題、ターミナルケア2題

（育成期領域　22題）
多胎児支援8題、ハイリスク新生児・家族支援6題、
妊産婦支援5題、ターミナルケア1題、その他2題

（障がい児・者施設の看護　10題）
入所者の健康管理6題、褥そうケア2題、
ターミナルケア1題、連携1題

（成熟期領域　83題）
糖尿病患者支援16題、退院調整・退院支援14題、
循環器系疾患の看護9題、勤労者看護9題、
患者満足度8題、ターミナルケア7題、がん看護5題、
過疎地域診療所での看護4題、他機関との連携3題、
救命救急病棟看護2題、透析看護2題、
手術室看護2題、脳神経外科看護2題

（乳児院の看護　1題）
事業所での看護　12題（4.4％）
労働生活支援　12題
訪問看護ステーションでの看護　9題（3.3％）

褥そうケア2題、服薬支援2題、障がい児ケア2題、
ターミナルケア2題、訪問看護の専門性1題

地域における看護　71題（26.3％） 小・中・高校生を対象とした学校看護　9題（3.3％）

難病患者支援10題、高齢者・介護者支援10題、
育児支援9題、地域づくり8題、保健計画策定7題、
サービス提供のあり方6題、人材育成6題、
健康づくり4題、保健師活動のあり方4題、
障がい児・者支援3題、生活習慣病予防3題、
ターミナルケア1題

小・中・高校生の健康問題6題、性教育2題、
養護教諭の専門性1題

その他　11題（4.1％）

キャリア発達・人材育成5題、実習・就職支援の充実4題、
看護職確保1題、看護教員養成1題

その他
4.1%

小・中・高校生を
対象とした学校看護

3.3%訪問看護
ステーションでの看護

3.3%

事業所での看護
4.4%

福祉施設に
おける看護
11.9%

地域における看護
26.3%

医療施設における看護
46.7%
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２）参加施設・看護職者の状況から
　表Ⅳ-4は、10ヵ年間に共同研究を実施した599施設の種類別状況と看護職者延人数1,659名の状況
です。病院看護職800名、市町村保健師247名、特別養護老人ホーム看護職171名などが中心です。
県内への浸透状況を5つの医療圏別にみますと、表Ⅳ-5のとおり、施設数・看護職者数とも岐阜圏
域41〜42％、西濃圏域17〜20％、中濃圏域17〜18％、東濃圏域8〜10％、飛騨圏域8〜11％で構成
されています。

表Ⅳ-4　実施施設と参加看護職者数の延数
施設の種類 施設数 参加人数
総計 599 1,659

病院
一般病院 131 721
介護療養型医療施設 23 79

診療所 17 42
保育園・乳児院 1 3
学校（小・中学校、高等学校） 28 31
障がい児・者施設 43 82
特別養護老人ホーム 100 171
介護老人保健施設 16 30
訪問看護ステーション 24 45
地域包括支援センター 9 24
保健所 20 31
市町村保健センター 84 247
事業所・健診機関 61 82
県庁各部門 18 36
その他 24 35

表Ⅳ-5　岐阜県内の5つの医療圏別の実施状況（参加施設数と現地側共同研究者数）

施設の種類
岐阜 西濃 中濃 東濃 飛騨 県外

施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数
総計 249 698 119 287 102 303 61 136 47 180 21 55
（％） （41.6）（42.1）（19.9）（17.3）（17.0）（18.3）（10.2）（8.2）（7.8）（10.8）（3.5）（3.3）

病院
一般病院 49 281 19 115 19 114 16 52 19 122 9 37
介護療養型医療施設 19 74 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0

診療所 2 7 11 24 3 9 1 2 0 0 0 0
介護老人福祉施設 45 67 20 36 6 8 22 36 7 24 0 0
介護老人保健施設 2 4 4 5 3 6 2 5 5 10 0 0
訪問看護ステーション 13 26 8 15 0 0 0 0 3 4 0 0
市町村 30 105 13 42 33 88 6 10 2 2 0 0
在宅介護・地域包括支援センター 0 0 3 4 6 20 0 0 0 0 0 0
事業所・健診機関 26 28 15 15 12 25 0 0 0 0 8 14
障がい児・者施設 11 19 3 5 18 30 11 28 0 0 0 0
保健所 8 9 1 4 2 3 2 2 7 13 0 0
乳児院 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学校（小・中学校、高等学校） 7 10 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
県庁各部門 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 18 29 1 1 0 0 1 1 0 0 4 4
施設数は各年度の実数を合計したものである。人数は延数である。
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３．参加看護職者の各年度末の意見・評価
　自己点検評価のための意見調査では、平成19年度は参加看護職192人中121人、18年度は143人中
84人から回答を頂きました。
　表Ⅳ-6は、実践の改善・充実に関する回答の要点です。
　 1）業務改善への現職者の認識の変化、 2）実践の場における課題の明確化、が多く、この 2つは、
実践の改善に向けた看護職者側の基本的要件になる問題意識が変化したという点を挙げているも
のです。 3）の具体的な実践改善ができたことを例示した回答、 4）実践改善の取り組みが開始
されたという回答もありました。
　次に、実践の改善以外に有効であったことを尋ねたところ、表Ⅳ-7に示したような回答でした。
　共同研究では同系の施設を集めたり、関連する部署と共に取り組んだりすることもあり、18･19
年度とも 1）他施設や他部署との情報交換が可能となったことが最も多くなっています。次に19
年度では 2）実践改善への認識の変化や大学教員によるサポートなど、18年度では 4）連携やコ
ミュニケーションの向上が挙げられています。

表Ⅳ-6　看護職者が実践の改善・充実したと思うこと

主要な回答 内容の例示
件数（％）

19年 18年

1）業務改善への
認識の変化

・病院と地域の繋がり強化
・お互いの理解・協力意識の高まり
・病棟看護職者の退院支援への関心の深まり

26件（23.6） 17件（23.3）

2）実践の改善点
の明確化

・研究をまとめたことによる方向性の具体化
・事例検討による取り組み方向の明確化 25件（22.7） 12件（16.4）

3）具体的な改善
ができた

・社会資源に関する他職種との関わり実現
・外来との連携が形になる
・サマリー用紙変更と患者と一緒に目標を立てることの定着

22件（20.0） 22件（30.1）

4）実践改善の取
り組み開始

・相談室とのカンファレンス週１回実施
・スタッフの教育内容の検討と次年度教育の道筋が完成
・地域の人を巻き込み障がい者に関心をもつきっかけづくり

19件（17.3） 9 件（12.3）

5）学びを得た ・特定健診・保健指導の進め方・評価などの内容の把握
・少人数職場で多職種の意見が役立つ 11件（10.0） 7 件（9.6）

6）なかった・わからない･その他 7件（6.4） 6 件（8.2）
回答数：平成19年（109人・110件）、平成18年（71人・73件）

表Ⅳ-7　看護職者が実践の改善以外で有効と思うこと

主要な回答
件数（％）

19年 18年
1 ）他施設・他部署との情報・意見交換、交流 23件（31.9） 20件（36.4）
2 ）実践の改善に繋がる認識の変化・深まり 10件（13.9） 5 件（9.1）
3 ）大学教員からのサポート 9件（12.5） 6 件（10.9）
4 ）連携、コミュニケーションの向上 4件（5.6） 11件（20.0）
5 ）実践の改善点、課題が明確になった 3件（4.2） 5 件（9.1）
6 ）改善・充実に繋がる取組み開始 6件（8.3） ―
7）振り返り・学びになった 5件（6.9） ―
8）意欲の向上 4件（5.6） ―
9）よい評価を得た 3件（4.2） ―
10）生涯学習への動機づけ ― 4件（7.3）
11）看護体制の強化 ― 1件（1.8）
12）なし・その他 5件（6.9） 3 件（5.5）
回答数：平成19年（67人・72件）、平成18年（50人・55件）
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４．教員の各年度末の意見・評価
　教員の評価した成果評価としては、表Ⅳ-8のように、実践の改善、実践課題の明確化、各施設で
の組織を超えた取り組みへの拡大、看護職者の役割認識の深まり、組織内部での看護への認識が
高まったなどを挙げています。
　表Ⅳ-9は、平成19年度に教員が教育活動に活かした点です。看護学科の講義･演習や学外実習、
卒業研究に活かされている点が多く、大学院教育、卒業者支援にも活かしています。

表Ⅳ-8　教員の評価「看護サービス改善や課題解決」

主な内容
年度別件数

平成18･19年度の例示
19年 18年

看護実践の改善ができた 23件 19件
病棟看護師による退院支援の充実
退院困難患者の退院実現、家族とのコミュニケーション可能、他部署と
の連携の向上などの成果を得た

改善作業が継続され次の取組み
に繋げた 8件 19件

実践が改善できてきたと感じた
高齢者のいきいき生活を実現する地域の体制づくりが続けられている
看護職全員が参加して取組むことができている

課題の明確化・共有化ができた 21件 12件
母乳育児支援の課題の明確化と病棟での共通認識ができた
各施設の看護職の課題の明確化と更なる取組みを導けた
看護職が日常の看護活動を振り返り、取組むべき課題が明確になった

課題が再確認された 1件 2件 取組みを振り返ることで、課題の再認識に繋がった
改善に向けた取組みの方向性・方法を見出した

組織を超えた地域的取組みへ拡
大できた 13件 9件 病院・地域の保健師･栄養士が一堂に会し相互理解が深まった

同僚・他職種・所属部署・他施設へ波及し看護活動が変化した

主体的取組みがなされた 6件 4件 主体的なケア改善に取組み、成果も得られた
事例提供者･検討会参加者ともに、自らの看護活動を振り返りができた

サービスの受領側の主体性の意
味と援助の方向性が確認できた 3件 3件 住民主体の意味を再確認しそれを支える援助のあり方を確認できた

在宅知的障がい者と家族の生活へ関心を持ち、理解を示すようになった

看護職の役割認識の高まり、視
野の広がりがでてきた 4件 13件

事例検討で訪問看護師の役割認識が深まった
患者の変化･事例検討会･他病院看護職の意見交換で意識向上、視野の広
がりが進んだ

取組みに対する組織の理解と協
働が進んだ 3件 2件 研究を契機に両病棟での話合いが進み、連携意識がでた

障がい者の現状の理解が深まり、地域づくりの必要性の理解が進んだ
取組みに対する組織内の認識が
高まった 2件 − 組織内の認識が高まった

組織内教育・育成の成果を振り
返る機会を得た 2件 1件 退院調整看護師の取組みの経過･成果から教育を振り返った

現場が持つ課題を共有することの意義が確認できた
県単位での看護の課題が明らか
になった 3件 − 糖尿病看護における地域の看護職の連携の取組みが進んだ

表Ⅳ-9　教員が教育活動に活かしたこと（平成19年度）
カテゴリー 件数 主な内容

学士課程教育

講義 28件 事例、現状や取組みなどを講義の教材として活用できた
授業協力者として招聘できた、講義内容に活用できる

領域別実習 44件
現状・取組み・知見などを実習・卒業研究指導に活用できた
共同研究者が実習指導者であり効果的な有効な実習ができた
実習施設として協力・指導してもらっている
実習・卒業研究の到達目標を考える基礎となっている
実践の充実、看護職との関係性の構築が実習環境整備に繋がった

卒業研究 33件

大学院教育 11件 取組みを院生の授業教材・研究指導へ活用できた
共同研究者の大学院学修へ繋げることができた

卒業者支援 14件
卒業者に対して生涯学習支援になった
卒業者に取組みを紹介できた
卒業者を対象としたワークショップで活用できた

その他 8件
保健師の生涯学習のあり方を考えることができた
就職体験研修が依頼できた
実習指導者研修会のプラグラムを考える上で役立った
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５．「共同研究報告と討論の会」への参加状況
　10ヵ年で1,780人（年平均178人）の看護職者が参加しており、表Ⅳ-10と図Ⅳ-2のとおり、共同研
究参加者より多くの方が参加している年度もあります。この会は、共同研究のメンバーがすべて
参加できるわけではありませんが、共同研究者の参加率は、表Ⅳ-11に示すように年々増加し、21
年度は58.4％となり、積極的な姿勢が確認されています。また、参加者40〜50%を共同研究者が占
めているため、報告や討議の内容も研究課題についての意見交換が深められるようになり、大き
な成果を確認しています。大学としても本学看護学科の卒業者にも参加を呼びかけ、表Ⅳ-11のと
おり、参加者として定着してきました。
　参加者のほとんどは県内の看護職者ですが、これを職種別にみますと、図Ⅳ-3と表Ⅳ-12に示し
たとおりです。看護師（64％）が最も多く、保健師（17％）、助産師及び養護教諭となっています。
　所属施設別は、表Ⅳ-12のとおり、当然のことながらこの会の性質を反映し、設定された研究課
題と同じ傾向です。病院や医療施設が多いのですが、近年では保健師関係も漸増するなど教員の
構成とも一致しています。表Ⅳ-13に示した初めての参加者率を平成21年度の状況で見ると43.3％
で、病院の看護職者が多くなっています。

表Ⅳ-10　「報告と討論の会」への看護職の参加状況

年度 Ａ：会への参加
看護職数 Ａ／Ｂ Ｂ：共同研究

参加看護職数
12年度 114 2.92 39
13年度 217 1.79 121
14年度 199 1.38 144
15年度 150 0.94 159
16年度 158 0.76 207
17年度 201 0.83 242
18年度 150 1.05 143
19年度 209 1.09 192
20年度 202 1.06 190
21年度 180 0.81 222

表Ⅳ-11　参加者の内訳

年度 参加者
総数

共同研究者
（総数との比率）

本学卒業者
（大学院生・修了
者を除く）（�）＊

本学大学院生
（�）＊

本学修了者
（�）＊

16年度 182 � 59（32.4％） � 5 � 9（3）
17年度 220 � 83（37.7％） 16（4） 10（3）
18年度 170 � 68（40.0%） � 6（1） 12（4）
19年度 222 � 99（44.6％） 14（4） � 8（2） � 7（4）
20年度 218 103（47.2％） 21（2） 11（7） � 9（4）
21年度 190 111（58.4％） 15（2） 10（3） 12（5）

� ＊（　）内の数字は参加者における共同研究者の再掲

図Ⅳ-3　「共同研究報告と討論の会」参加者の年次別・職種別構成

図Ⅳ-2　年次別参加者総数
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表Ⅳ-12　参加者の所属施設別人数の推移
年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

参加者総数 114 217 199 150 182 220 170 222 218 190
病院 40 101 97 78 86 117 83 134 127 95
介護療養型医療施設 0 0 0 0 10 3 0 0 1 0
診療所 0 6 1 3 1 1 8 1 2 4
保育園・乳児院 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
学校（小・中・高） 2 2 2 0 3 0 0 9 11 6
障がい児・者施設 7 8 9 15 9 18 9 6 3 2
高齢者ケア施設＊1 12 20 20 12 12 11 7 11 5 10
訪問看護ステーション 0 4 8 5 4 2 2 3 5 6
在宅介護支援センター 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
保健所 1 9 0 0 2 2 1 1 2 2
市町村保健センター 24 23 28 13 13 23 17 28 24 35
事業所　・健診機関 0 14 18 10 8 6 12 7 7 8
県庁各部門等 7 9 4 4 1 2 3 5 5 6
その他 15 15 10 7 5 12 7 4 8 6
不明 0 5 1 3 0 1 1 0 2 0
本学：看護学科の学生 0 0 0 0 24 19 20 13 16 10
本学：大学院の学生＊2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
＊1：高齢者ケア施設とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設である
＊2：本学：大学院の学生の数字は他施設に所属しない学生数を示す

表Ⅳ-13　参加者（本学看護学科学生を除く）の参加経験
17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

総計 201（100％） 150（100％） 209（100％） 202（100％） 180（100％）
初回参加 103（51.2％） � 47（31.3％） � 85（40.7％） � 63（31.2％） � 78（43.3％）
過去参加 �98（48.8％） 103（68.7％） 124（59.3％） 139（68.8％） 102（56.7％）

６．共同研究することの意義についての教員の評価
　平成20年度に取り組んだ33の全課題について、研究を取り組んだ教員に、「その実践研究に大学
の教員が関わったことの意義」を評価してもらいました。33人の教員から総数93件の回答が得ら
れました。内容を分類したところ、表Ⅳ-14のA群〜G群のとおりとなりました。
　数量的には、A群 ｢実践改善･充実に取り組む看護職自身の認識を変えた｣ という項目に分類さ
れた件数が最も多く、22件でした。次いで、B群 ｢看護職の自らの専門性を深める学習となった｣ が、
21件でした。また、E群「研究の充実を導くことができた」19件、F群「自大学の教育の充実に役
立てることができた」17件などが、多くなっていました。
　次に、各群別に回答の詳細を表Ⅳ-15以降に紹介していきます。まず、A群やB群に分類された回
答の内容は、看護職者が主体的に実践を変革し･充実させるときの基本的条件となる ｢自らの意識・
認識を変えること｣ や、｢実務変革という形で自らの専門性を深めていくこと｣ です。
　これは、前述の３．参加看護職者の各年度末の意見・評価において、「認識の変化」が挙げられ
ていることと表裏一体の関係が伺われ、教員の意図が十分に伝わっていると評価できます。
　教員の記述には、看護職者の意識･認識を変化させる具体的な方法がよく記述されていました。
たとえば、現地看護職者が自己の実践を客観視できるように事実を示してもらい、それを共同で
確認する、実施のステップを追って繰り返し話し合い改善策を確認する、日常から離れさせ視野
を広げた見方を提示し取り組みを導く、サービス受領者のニーズを基点にするよう導き納得ので
きるようにする、できているよい実践についてはその意味を気付くように導く、などの例です。
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表Ⅳ-14　この研究に大学教員が関わった意義（教員の自己評価）（平成20年度）
区分 件数

A群：実践改善・充実に取り組む看護職自身の認識を変えた 22
B群：看護職の自らの専門性を深める学習となった 21
C群：看護職同士や関係職種との交流・意見交換が促された 5
D群：研究に他職種を加えたので連携が促進された 3
E群：研究の充実を導いた 19
F群：大学教育の充実に役立てた 17
G群：その他 6

表Ⅳ-15　「A群：看護職自身の認識の変化」「B群：自らの専門性を深める学習」の内訳（平成20年度）

A群：看護職自身の
認識の変化

（22件）

これまでの看護実践を振り返る機会となり、看護実践の意味を見出し、改善を図る動機づけを導
いた。（8件）
実践の改善・充実につながった。（6件）
取組みの継続を支援したことにより、看護職の主体性･意欲の向上を図ることができた。（5件）
看護実践の課題が明確になった。（2件）
事例検討を行うことにより、看護方法変容の必要性が看護職に理解された。（1件）

B群：自らの専門性
を深める学習

（21件）

取り組む過程で、看護職者の研究的取組み方法・まとめ方などを伝えることができた。（5件）
資料集･リーフレットづくりを通して看護職の学びを促すことができた。（4件）
情報が得にくい・研修機会が乏しい環境にある看護職にとって学習の機会となった。（4件）
研修会・学習会を組み込みメンバー外の看護職への学習機会をつくることができた。（3件）
共同した看護職者にリーダー的役割を担う意識を育て、リーダー育成が追求できた。（2件）
大学院修了者を意図的に巻き込み、大学院での学びを生かす実践を支援できた。（2件）
スタッフ看護職の率直な感想を看護管理者に伝え人材育成に活用できた。（1件）

　次に、表Ⅳ-16ですが、C群、D群では、教員が、共同研究メンバー以外の看護職種を巻き込んだり、
関連職種との交流を実現させたりしながら、課題解決の条件づくりをしていることが確認できます。
表Ⅳ-17の教員の回答には、意図的に実施した具体的な方法も示されており、現地看護職者が自ら
の業務改善を主体的に取り組むための看護職者側の条件づくりとして、細心の留意をしているこ
とが確認されます。

表Ⅳ-16　「C群：看護職や関係職種との交流・意見交換の促進」「D群：他職種との連携促進」の内訳
� （平成20年度）

C群：看護職や関係
職種との交流・意見
交換の促進（5件）

他施設へ呼びかけて体制をつくり、他施設・部署の看護職の活動の理解・連携意識を高められた。
（2件）
現地共同研究者以外の看護職・関係職種への研修・学習会を催し、交流を促進できた。（2件）
「報告と討論の会」で討議することにより、それぞれが自身の活動への示唆を得ることができた。
（1件）

D群：他職種との連携促進（3件）

表Ⅳ-17　「E群：研究の充実」「F群：大学教育の充実」「G群：その他」の内訳　（平成20年度）

E群：研究の充実
（19件）

研究の信頼性や妥当性が確保された。（9件）
看護職の考え方や視野を広げることができた。（6件）
ニーズに基づいた援助の検討を導いた。（4件）

F群：大学教育の充
実（17件）

知り得た実践活動、研究過程・成果を学生に伝え自大学の教育の充実を図ることができた。（11件）
現地看護職と教員の連携や共通理解が促進され、実習指導等、教育の充実につながった。（3件）
看護職の実践能力や考え・実態を知ることができ、それをもとに大学教育を見直した。（2件）
現地共同研究者を授業協力者として招聘し、教育の充実ができた。（1件）

G群：その他
（6件）

意義ある研究成果が得られ、県内看護職の実践や施策の検討に活用が期待される。（4件）
教員が看護実践現場の現状を理解することができた。（2件）
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７．「数字でみる９ヵ年の実績」への意見・感想
　平成21年４月に発行しました「数字でみる９ヵ年の実績」を、平成21年度の共同研究の現地側
メンバーの皆様に見ていただいたところ、28テーマ中10テーマの37名の方から、表Ⅳ-18のような
ご意見・ご感想をいただきました。

表Ⅳ-18　「数字でみる9ヵ年の実績」への意見・感想
カテゴリー
（件数）

サブカテゴリー
（件数） 記載内容（要約）の例

共同研究の
価値（32）

継続している・
参加人数が増え
ている（12）

年々研究内容も増え、充実も伺える
新たな共同研究を実施する際にも、これまでの研究取組みの過程や成果が活用されるの
ではないか
サービスの質の向上に広く貢献できる人材育成に看護大が取り組み、9ヵ年で着実に成
果を積み上げている事に目を見張る思いである
継続研究が増加しており、共同研究者数も増えてきていることから、継続する事により、
さらに看護の質の向上にも繋がっていると思う
現在の取組みにより困難ケースにも応じられるものと考えるため、今後も検討会を通じ
学習していく必要性を感じる

他施設の取り組
みがわかる（6）

研究を通して他病院の取り組みや業務を知ることができ勉強になった
大学と共同で行うことにより、様々な情報を得たり、他施設と共に取り組むことができ
て、非常に良い機会となっている
自施設だけではなく、他施設との意見交換、情報交換、交流・連携は共同研究を通して
できることだと感じた

実践の中で成果
が出る（4）

実践活動の中で研究し成果を出すことに共同研究の意義がある
実践の改善のために研究に取り組むのだということがわかった

現地だけでは困
難（3）

自施設のみで、ひとつの課題に数年継続して取組むことは、スタッフ異動等により困難
であるが、共同研究することで、大学側の指導によりつづけていくことができる
共同研究は、日常業務に流されてしまう事から脱するよい機会であり、教員の助言や討
論の会の交流がよい刺激となっている

看護の成長につ
ながる（3）

共同研究に対し看護に対する意識の変化、知識の向上、看護の成長に繋がると思う
県内それぞれの施設の知識、意識の向上のためにも、今後も必要な取り組みである

教育に活用され
ている（2） 教育活動にも活用されている事がわかり、すばらしい事だと思った

広範囲の参加者
がいる（1） 共同研究の実施施設が広範囲である事に改めて感心した

研究の基本が学
べる（1） 研究の基本から学べることは、スキルアップにもつながる

共同研究の
成果（27）

自施設で成果を
広げる（15）

本取組みが院内にも広がってほしいため、他の病棟に研究成果をレクチャーに行くなど、
アプローチしていきたい。
本取組みの成果を院内の他のスタッフと共有し、さらに共同研究の効果を高めるため、
院内での報告会を予定している
当施設でも積極的に勉強会などで報告し、広めていきたい
組織内での共同研究の認知度はまだ低いため、共同研究の成果を学会発表するとともに、
施設での報告会などを行う事で、組織全体で関心を持つ事が必要
取り組みやその成果、影響を組織内外に広めていくには、院内外で発表することが必要

実践に対する意
識変容（4）

病棟内での意識、認識を変えることができ始めた
業務改善への現職者の認識の変化、改善点の明確化ができ、看護師の問題意識が変化し
ているという結果が出てすばらしいと思う

自分自身の成長
（4）

自分自身の為にも頑張っていきたい
参加するたびに視野が広がり、自分を成長させることができると感じる

取り組むこと自
体が成果（2）

多忙な業務の中で、時間をつくり、課題に取り組むこと自体が大きな成果である
多忙な業務に追われる中、共同研究は課題解決に取組む機会となり、何らかの成果があ
ると思う

学習の場にした
い（1） 情報共有や学習の場にさせていただきたい

現地看護師に主
体性ができた（1）実行委員会を発足し、私達が主体的にやらなければという動機付けをした
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表Ⅳ-18　「数字でみる9ヵ年の実績」への意見・感想　（続き）
カテゴリー
（件数）

サブカテゴリー
（件数） 記載内容（要約）の例

共同研究を
発展させる
ための意見
（19）

参加者を増やす
工夫が必要（5）

今後は病院内での参加者を増やすことや、継続した取組みにしていくことが必要である
報告と討論の会への参加者拡大により、討論が深まるようにできると、より現場実践の
向上につなげられる
他の病院や教員の意見により勉強もできるため、これまで参加していない人にも参加し
てもらいたい

取り組みのア
ピールの必要性
（5）

多くの看護師が共同研究に参加したり、発表を聞く場が持てるよう、アピールしていっ
てほしい
関わっている職員だけでなく、部長・上層部に取り組みを浸透させてもらえると活動が
しやすくなると思う
参加組織の拡大のため、参加者の参加してよかった声を発信するとよい

近場での開催（4）

市町村・ブロック単位で成果報告会ができると、さまざまな領域の人から意見がもらえ
るようになるのではないか
近い場での集まり（検討会？）があるとよい
遠方地域が大学を活用するためのシステムがあるとよい

他のグループと
の交流（2） 似たテーマの研究者・グループ同士でやり取りをし、参考にしあえるとよい

同施設の発表が
増えるとよい（1） 自施設と同種の施設が参加する共同研究がもっと増えるとよい

その他（2） 大学には、岐阜県の看護レベルの向上につながるようにがんばっていただきたい

大学がかか
わることの
意義（10）

視点が変わる（6）

教員からの、臨床の中ではなかなかでないような意見により、普段困っている事に対し
新しい見方ができるようになった
教員と進めていくことで、第三者が入り、新たな視点から意見がもらえたり、研究内容
の充実に繋がっていると実感している
教員と話すと、日々の業務に追われている中では気づかない課題に気づかされる

現場を大切にし
てくれる（2）

教員がまず現地共同研究者を理解しようとする姿勢により、自らが共同研究の充実のた
めどうすればよいかという思いになった

活性化する（1） 看護大学が地域の取り組みに参加することによって、活性化していると思うし、感謝し
ている

実践につながる
（1） 教員の助言がもらえると実践につなげやすい

他職種が関
わることの
意義（7）

視野が広がる（5）

施設規模や地域特性が異なる多くの施設が参加し、各施設の課題を検討しているため、
多方面からの視点で検討できている
関係者との連携により、支援や方向性の拡大ができることがわかった
他施設スタッフや他職種との意見交換により、地域性の違いなどが理解できた

その他（2） 他職種・他機関との情報交換の必要性の認識が深まったこと

取り組みの
課題（5）

取り組みの周知
（3）

課題数・参加者数が思ったより伸びていないように思う。
皆の認識が高まっていることが大切

その他（2）
活発な意見交換ができるようになった反面、1つの病院の検討時間が少なく課題が明確
にならない時がある
もっと教員との話合いができるとよい

その他（2）
教員が担う部分が多く申し訳なく思う
協力者への謝礼が必要ではないか
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８．10ヵ年の共同研究事業実績
　10ヵ年の共同研究事業の研究課題等を示します。共同研究者における本学講座名は次のとおり
です。なお、平成12年度から21年度までは現在の「領域」ではなく「講座」という呼称でした。
地：地域基礎看護学、機：機能看護学、育：育成期看護学、成：成熟期看護学、セ：看護研究センター

平成12年度共同研究一覧

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

後期高齢者の全数訪問からみた高齢
者支援のあり方

地：松山、杉野、森、松下、
　　坪内、米増、三浦、大井
機：岩村、大川、両羽
学長：平山

羽島市保健センター：三宅、廣瀬
羽島市高齢福祉課：横山、国井

基本健診と健康づくり
地：坪内、米増
機：会田
成：梅津
学長：平山

高富町保健課：笠原、瀧本

子どもの生活集団との関連における
地域づくり

育：石井、出井
地：坪内
学長：平山

美山町環境保健課：大西、奥田
美山町社会福祉協議会：中島

難病患者の個別援助にかかわる看護
職の役割

地：米増、松山、杉野、森、
　　松下、坪内、三浦、大井
成：古川
学長：平山

在日外国人母子保健の現状 育：服部、堀内、藤迫 大垣市保健センター：高木、河合

身体障害者療護施設の入所者の褥瘡
発生リスクの実態

成：兼松、古川、北村、小野、
　　田中、梅津、奥村、小田、
　　水野、坂田

県立陽光園：古川、村瀬、酒井、佐藤、平林

岐阜県の特別養護老人ホームにおけ
る看護職の活動の現状と課題

成：小野、田中、北村、梅津、
　　古川、兼松、水野、奥村、
　　小田、坂田

前やすらぎ苑：中野
やすらぎ苑：井亦

岐阜県下の一般病院におけるターミ
ナルケアの実態

成：田中、小野、兼松、梅津、
　　古川、奥村、小田、北村、
　　水野、坂田
育：服部、田中
地：八木、米増

岐阜県下の身体障害者療護施設にお
けるターミナルケアの実態

成：水野、小野、田中、兼松、
　　梅津、古川、奥村、小田、
　　北村、坂田
育：服部、田中
地：八木、米増

岐阜県下の老人保健施設における
ターミナルケアの実態

成：梅津、小野、田中、兼松、
　　古川、奥村、小田、水野、
　　北村、坂田
育：服部、田中
地：八木、米増

岐阜県下の小児医療におけるターミ
ナルケアの実態�

育：田中、服部
成：小野、田中、水野、
地：八木、米増

岐阜県の特別養護老人ホームにおけ
る看取りの実態

成：小野、田中、梅津、古川、
　　兼松、水野、北村、小田、
　　奥村、坂田

前やすらぎ苑：中野
やすらぎ苑：井亦

岐阜県下の保健所・市町村における
ターミナルケアの現状と課題

地：米増、八木
成：小野、田中
育：服部、田中

岐阜県下の訪問看護ステーションに
おけるターミナルケア調査報告

地：八木、米増
成：小野、田中
育：服部、田中

山間地域における介護家族支援のあ
り方の検討　―住民ニーズに基づい
た活動の見直し―

地：松山、杉野、森、松下、
　　坪内、米増、三浦、大井
機：岩村、大川、両羽
学長：平山

馬瀬村：和田、藤沢
飛騨地域保健所益田センター：酒井、宮ノ腰、北村

介護予防活動における課題の明確化
と共有のプロセス

地：松山、杉野、森、松下、
　　坪内、米増、三浦、大井
機：岩村、大川、両羽
学長：平山

福岡町：早川、松原、良雪
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平成12年度共同研究一覧　（続き）

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）
NICUにおけるケアパターンが児に
及ぼす影響　―極低出生体重児の急
性期〜退院準備期を通して―

育：服部、堀内、藤迫
機：林

県立岐阜病院新生児センター：向井、安江、原、
　　　　　　　　　　　　　　市川、小竹、野口

バースプランにみる母親のニーズと
看護ケアの検討 育：服部、堀内、諸岡、藤迫 羽島市民病院：新見、浅野、中島

育児支援サービスに関する研究　
―1歳6ヶ月児、3歳児をもつ母親の
育児支援に関するニード―

育：服部、藤迫、堀内 多治見市保健センター：高木

平成13年度共同研究一覧

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

市民の健康支援ニーズに対応した保
健婦・士活動の改善・充実方法に関
する研究

地：森、松山、北山、杉野、
　　松下、坪内、米増、菱田、
　　大井
機：岩村、大川、両羽
学長：平山

羽島市保健センター：廣瀬、橋本、柴田、小山、松本
羽島市高齢福祉課：横山

全住民への責任性を視野に入れた効
率的・効果的な保健福祉サービス提
供方法の検討

地：大井、坪内、北山、米増、
　　普照
機：会田、上野
成：梅津
学長：平山

高富町保健課：笠原、上野、河村、滑川、木村、
　　　　　　　村瀬、山田

子どもの生活集団を入り口とした地
域づくり

育：石井、出井
地：坪内
学長：平山

美山町役場環境保健課：大西、奥田、桂川、早矢仕

難病患者の援助方法と支援体制の充
実・向上に関する研究

地：米増、松山、黒江、池邉、
　　北山、杉野、森、松下、
　　坪内、菱田、大井
機：篠田、岩村
育：長谷川、石井
成：古川
学長：平山

羽島市民病院：加藤
飛騨地域保健所：横谷、田中

外国人労働者の育児環境と子育てに
ついて　―在日ブラジル人の子育て
の状況から―

育：服部、堀内、藤迫、兼子、
　　清水

大垣市保健センター：高木、河合
大垣国際交流センター：井上

身体障害者療護施設入所者の褥瘡ケ
アの検討

成：兼松、奥村、古川、北村、
　　小野

県立陽光園：古川、村瀬、酒井、佐藤、平林、武藤、
　　　　　　柴田

特別養護老人ホームにおける高齢者
のその人らしさを尊重した看護援助
の検討　―身体拘束廃止に伴う問題
･課題に焦点を当てた3回の検討会を
通して―

成：原、小野、坂田、奥村、
　　早崎

県立飛騨寿楽苑：中村、清水　　県立寿楽苑：三枝
喜久寿苑：中島　　サンビレッジ新生苑：久野
あすわ苑：高田　　恵翔苑：吉村

岐阜県下のターミナルケアの組織的
取り組みと援助方法の検討

地：米増、八木
成：早崎、小野、坂田、奥村、
　　原、梅津、兼松、古川、
　　田中、北村
育：田中、茂本、服部

みどり訪問看護ステーション：宮脇、高田
県立飛騨寿楽苑：中村、清水　　県立寿楽苑：三枝
喜久寿苑：中島　　サンビレッジ新生苑：久野
あすわ苑：高田　　恵翔苑：吉村　　大樹：内田
アルカディア：中村　　寺田ガーデン：水谷
愛生病院：渡邉　　聖病院：野々村
ケアホスピタルたかはら：梶野　　山内ホスピタル：横井
県立サニーヒルズみずなみ：小出澤
大垣市民病院：樋口　　羽島市民病院：萩野、武藤、森

岐阜県における母子保健福祉推進の
ための援助方法に関する基礎的研究
報告

育：出井、服部、長谷川、
　　諸岡、石井、堀内、田中、
　　藤迫、清水、茂本、兼子
機：栗田

岐阜県児童家庭課：奥村　　本巣山県センター：居波
川島町保健センター：泉　　根尾中学校：大平

羽島市における子育て支援策とそれ
についての母親の認知・利用状況に
関する調査　―子育てグループに参
加する母親たちが望む地域育児サ
ポートとは―

育：服部、堀内、藤迫、清水、
　　茂本、兼子
機：栗田、林、両羽

羽島市保健センター：橋本、松本

老人保健施設における音楽療法への
看護職の関わりと認識について

成：坂田、小野、原、早崎、
　　斎藤

岐阜県音楽療法研究所：水野　　大樹：内田
寺田ガーデン：藤原
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平成13年度共同研究一覧　（続き）

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

岐阜県における産業保健活動に携わ
る看護職の実態調査

機：上野、奥井、栗田、林
成：梅津、斎藤、兼松、奥村

旭化成（株）穂積工場：佐藤
岐阜県インダストリアルナーシング会：多和田
ＮＴＴ岐阜健康管理センタ：水野
岐阜県労働基準協会連合会：加藤、鬼頭

白川町の保健福祉活動を発展させる
要因と評価に関する研究

地：坪内、北山、池邉、森、
　　松下、米増、菱田、大井、
　　高橋
育：石井
機：岩村
学長：平山

白川町保健福祉課：長尾（志）、三尾、長尾（ひ）、高木、間宮、
　　　　　　　　　斎藤

労働生活適応への支援　―在職死亡
者および長期休業者の事例分析から
―

機：両羽、上野
成：梅津 岐阜市健康相談室：廣江、井上

西濃地域における療育システムの構
築と保健婦の役割

機：岩村、篠田、両羽
育：服部、茂本 西濃地域保健所：高橋、冨田、堀部、平山

精神科看護実践とキャリア発達との
関連

地：池邉、グレッグ、高橋
機：池西

岐阜県医療整備課：橋本、佐々木
岐阜県保健医療課：米山
（社）岐阜病院：真鍋、村岡、中澤、星、武藤

農山村地域における住民との共同に
よる新しい時代の保健・医療・福祉
のあり方

地：北山、森、松山、松下、
　　藤澤、普照
機：会田、岩村、篠田、両羽
育：石井
学長：平山

和良村保健福祉課：中嶋
和良村国民健康保険病院：加藤

医療機関における労働生活適応への
支援のあり方

機：上野
成：梅津 中部労災病院：小林、高木、川北

社員参加型健康教育“バーチャル健
康ひろば”の有効性の検討

機：上野
成：梅津 NTT岐阜健康管理センタ：水野、中森、桑原、杉岡

介護療養型医療施設における患者家
族への介護支援に関する研究 成：坂田、小野、原、早崎 愛生病院：中村、渡邉、三島、小林

ふれあい訪問看護学講座ステーション：加藤
成人・老人患者を対象にした病棟に
おける看護活動の質的向上の検討　
―大学教員が共同研究者として現場
に関わる上での課題―

成：小野、古川 大垣市民病院：西嶋、藤田、広瀬

糖尿病患者の看護支援ニード　―成
人・老人患者の面接調査から―

成：小野、坂田、田中、奥村、
　　原、早崎

羽島市民病院：広瀬
聖病院：堀

10代の妊娠・出産・育児の実態とそ
の問題点 育：服部、藤迫、堀内、兼子 羽島市民病院：中島

助産婦が行う性教育の有効性に関す
る研究

育：服部、堀内、藤迫、清水、
　　兼子 高山赤十字病院：井上、林、田中、原谷

岐阜県における糖尿病教育の現状 地：黒江、藤澤、普照

過疎地域の診療所で働く看護職の課
題と看護活動のあり方

地：松山、黒江、池邉、北山、
　　八木、グレッグ、杉野、
　　森、松下、坪内、米増、
　　松田、藤澤、菱田、大井、
　　普照、高橋
成：斎藤、坂田、小野、田中、
　　兼松、奥村、原、早崎
育：出井、長谷川
学長：平山

岐阜県医療整備課：橋本
久瀬村診療所：渡辺

学習意欲を支える働きかけを基盤に
据えた看護職確保事業　―高校時代
の看護志望者の事前把握と情報提供
体制づくり―

機：宮本、小熊、香ノ木、
　　上野、栗田、林、会田、
　　岩村、大川、池西、両羽、
　　篠田、小澤、奥井

岐阜県医療整備課：佐々木

看護職のキャリア発達
地：グレッグ、池邉、池西
機：林
学長：平山

岐阜県立衛生専門学校：白木
岐阜県医療整備課：橋本
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平成14年度共同研究一覧

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

市民の健康支援ニーズに対応した保
健師活動改善方法

地：森、北山、杉野、松下、
　　坪内、菱田、大井
機：岩村、会田、大川、篠田、
　　両羽
学長：平山

羽島市保健センター：堀、橋本、柴田、小山、松本
羽島市高齢福祉課：横山、国井

全住民への保健福祉サービス提供方
法

地：坪内、北山、大井、普照、
　　米増
機：会田
成：梅津
学長：平山

高富町保健課：笠原、河村、滑川、塚本、村瀬、山田

保健師と学校との連携
育：石井、出井
地：坪内
学長：平山

美山町環境保健課：大西、奥田、桂川、早矢仕

難病患者の援助方法と支援体制の充
実方法

成：古川
機：篠田、大川、岩村
地：北山、松山、坪内、菱田、
　　大井、杉野、森、松下、
　　米増、黒江
育：長谷川、石井
学長：平山

飛騨地域保健所：横谷、田中
羽島市民病院：加藤

特別養護老人ホームにおけるその人
らしさを尊重した看護援助の検討　
―盗食・異食行為がある痴呆性高齢
者の援助―

成：小野、早崎、原、奥村、
　　坂田

飛鳥美谷苑：脇田　　県立寿楽苑：三枝
県立飛騨寿楽苑：中村、清水　　やすらぎ苑：井亦
恵翔苑：吉村　　喜久寿苑：中島　　友和苑：松波
ビアンカ：酒井　　サンビレッジ新生苑：久野
サンライフ彦坂：大橋　　あすわ苑：高田

岐阜県下のターミナルケアの組織的
取り組みと援助方法の検討

地：八木
育：田中、茂本、服部
成：田中、奥村、北村、早崎、
　　小野、坂田、原、梅津、
　　兼松、古川

みどり訪問看護ステーション：高田、宮脇
羽島市民病院：武藤、森、萩野　　喜久寿苑：中島
飛鳥美谷苑：脇田　　ビアンカ：酒井
サンビレッジ新生苑：久野　　友和苑：松波
サンライフ彦坂：大橋　　やすらぎ苑：井亦
恵翔苑：吉村　　あすわ苑：高田　　県立寿楽苑：三枝
県立飛騨寿楽苑：中村、清水　　アルカディア：中村
寺田ガーデン：水谷　　ケアホスピタルたかはら：梶野
愛生病院：三島　　山内ホスピタル：堀田、横井
聖病院：野々村　　県立サニーヒルズみずなみ：小出澤

痴呆および寝たきり予防看護におけ
る音楽療法の活用 成：原、坂田、小野、早崎 岐阜県音楽療法研究所：水野　　太陽苑：若井

寺田ガーデン：藤原　　大樹：内田

労働生活を支援する看護活動 機：上野、奥井、栗田、林
成：梅津、兼松、奥村

旭化成工業（株）穂積工場：佐藤
ＮＴＴ東海健康管理センタ：福森
岐阜県労働基準協会連合会：水野、加藤
（株）ブリヂストン関工場：酒井

保健福祉活動の展開における保健師
活動の原則

地：松下、坪内、北山、森、
　　菱田、大井
育：石井
機：岩村
学長：平山

白川町保健福祉課：長尾（志）、三尾、長尾（ひ）、高木、
　　　　　　　　　加藤、斎藤

労災病院における勤労者医療（看護）
の推進

機：上野
成：梅津 中部労災病院：小林、川北、高木

企業で働く従業員への産業看護活動
の分析

機：上野
成：梅津 NTT東海健康管理センタ：桑原、中森、杉岡、福森

介護療養型医療施設での患者家族へ
の支援

成：坂田、小野、原、早崎
機：宮本

愛生病院：笠原、三島、小林、荒深
ふれあい訪問看護ステーション：加藤
山内ホスピタル：粥川、堀田、横井
聖病院：堀、野々村、辻　　澤田病院：日比野、幅、浅田

成人・老人病棟での看護活動の質的
向上　―入院患者及び付き添い家族
の看護師の対応に対する満足度―

成：小野、早崎、古川 大垣市民病院：河瀬、藤井、野田、広瀬（隆）、藤田、広瀬（文）

生活習慣病を有する成人・老人患者
の看護支援　―糖尿病外来患者の自
己管理行動を引き出す教育支援―

成：小野、坂田、原、早崎 羽島市民病院：南谷、廣瀬、竹田
聖病院：堀、日々野

糖尿病教育活動の現状 地：黒江、藤澤、普照 平野総合病院：荒井　　県立岐阜病院：北折、安田
羽島市民病院：竹田、南谷
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平成14年度共同研究一覧　（続き）

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

看護技術習得に関する教育体制づく
り

地：グレッグ、池邉
機：宮本
成：田中
育：長谷川、堀内
学長：平山

羽島市民病院：廣瀬

急性期精神科入院患者の家族の課題
と看護

地：池邉、グレッグ、高橋
機：池西 養南病院：山内、吉野、有馬、水谷

在宅療養者の服薬にかかわる看護活
動の実態と課題 地：普照、藤澤、松山

ふれあい訪問看護ステーション：加藤
訪問看護ステーションひまわり：渡邊
ＳＵＮ・サン訪問看護ステーション：中川

保健福祉介護サービス提供における
看護職の役割・機能

地：大井、北山、菱田、松下、
　　坪内
機：両羽、小澤
学長：平山

高鷲村保健福祉課：伊藤、上村

町民の健康問題の抽出と健康づくり
計画の策定

機：栗田、奥井、会田、篠田、
　　小澤、堀

川島町保健センター：泉、川瀬、苅谷、野田、川口
岐阜地域保健所：和田

多胎児支援の現状と課題 育：服部、堀内、藤迫、清水、
　　兼子　　

岐阜市北保健センター：川上、里見
県立岐阜病院：大法

高校生の生活実態と健康認識 育：服部、出井、堀内、茂本 県立大垣工業高校：富田
県立大垣西高校：田辺

低出生体重児とその家族に対する継
続支援のあり方に関する検討　―超
低出生体重児の退院後の生活と支援
の実態―

育：茂本、服部
機：林

県立岐阜病院：小谷
県立衛生専門学校：野口

妊婦の日常生活運動量と妊娠、分娩
経過とその関連について

育：藤迫、服部、堀内、兼子、
　　清水

もりレディスクリニック：森、塚本、富田
羽島市民病院：中島

小学生への性教育方法の開発 育：堀内、服部、清水、兼子、
　　藤迫 竹鼻小学校：川崎、安田、河合

学校と地域の連携による小中高校生
の健康問題への支援

育：出井、茂本
機：栗田

岐阜県児童家庭課：居波　　　岐阜県子ども支援室：堅田
池田町立宮地小学校：阪野　　羽島市立桑原中学校：森島
県立池田高校：高橋　　　　　県立羽島北高校：中村

平成15年度共同研究一覧

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

市民の健康支援ニーズに対応した保
健師活動の改善・充実方法に関する
研究

セ：大川、岩村
地：森、菱田、北山、
　　杉野、松下、坪内、大井
機：会田、両羽
学長：平山

羽島市保健センター：堀、横山、柴田、小山、松本、佐藤
羽島市高齢福祉課：橋本、国井

難病患者の援助方法と支援体制の充
実・向上に関する研究

地：米増、松山、北山、杉野、
　　森、松下、坪内、菱田、
　　大井
成：古川
育：長谷川、石井
セ：岩村、大川
学長：平山

羽島市医師会訪問看護ステーション：伊藤
羽島市民病院：加藤
飛騨地域保健所：横谷、田中

特別養護老人ホームにおける入所者
のその人らしさを尊重した看護援助
の検討　―死の看取りを含むターミ
ナルケア実践事例を通して―

成：小野、坂田、奥村、原、
　　林

ビアンカ：酒井、鈴木　　寿和苑：池田
恵翔苑：吉村、保木　　やすらぎ苑：井亦
サンシャイン美濃白川：安川　　友和苑：松波、坂倉
白鶴荘：高木　　県立寿楽苑：三枝
県立飛騨寿楽苑：中村、清水　　喜久寿苑：中島
飛鳥美谷苑：脇田　　あすわ苑：朝倉、高田
千寿の里：西崎　　サンライフ彦坂：大橋　　さくら苑：上見
瑞光苑：片桐　　サンビレッジ新生苑：久野

痴呆及び寝たきり予防看護における
音楽療法の活用 成：原、坂田、小野、林

岐阜県音楽療法研究所：水野　　太陽苑：若井、日置、河尻
中津川ナーシングピア：小幡、渡辺
岐阜県音楽療法士：黒田、佐川、田畑、田口

岐阜県における働く人々の労働生活
を支援する看護実践能力の追究　
―メンタルヘルス活動についての研
究交流―

機：上野、奥井、栗田、林
成：梅津、兼松、奥村

（株）ブリヂストン関工場：酒井
ＮＴＴ東海健康管理センタ：福森
旭化成工業（株）穂積工場：佐藤
岐阜県労働基準協会連合会：水野
エーザイ川島工場：武藤
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平成15年度共同研究一覧　（続き）

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）
労災病院における勤労者医療・看護
推進への組織的取り組み

機：上野
成：梅津 中部労災病院・看護部：小林、高木

介護療養型医療施設での患者家族へ
の支援

成：坂田、小野、原、林
機：宮本

愛生病院：笠原、三島、小林、荒深、飯村、菊地
ふれあい訪問看護ステーション：加藤
山内ホスピタル：粥川、堀田、横井
聖病院：堀、辻、今尾、若山
澤田病院：日比野、幅、浅田
ケアホスピタルたかはら：梶野

一般病院における看護活動の質的向
上に関する研究

成：小野、古川、林
育：田中

大垣市民病院：廣瀬（文）、藤田、廣瀬（隆）、野田、藤井
元大垣市民病院：河瀬

生活習慣病を有する成人・老人患者
の看護支援に関する研究 成：小野、坂田、原、林 羽島市民病院：南谷、竹田

聖病院：堀、日々野

糖尿病と生活 地：黒江、藤澤、普照 羽島市民病院：南谷
平野総合病院：荒井

精神障害者の家族支援の実態と基盤
整備

地：池邉、高橋
セ：グレッグ
機：池西

養南病院：山内、吉野、有馬、水谷、棚倉、塩澤

小規模町村での保健福祉介護サービ
ス提供活動における看護職の役割・
機能に関する研究

地：大井、北山、菱田、松下、
　　坪内、米増
機：両羽、小澤
学長：平山

高鷲村保健福祉課：伊藤、上村

住民と協働する健康なまちづくり計
画の策定に関する研究 機：栗田、奥井、会田、小澤 川島町保健センター：泉、川瀬、苅谷、野田、川口

岐阜地域保健所：篠田

多胎児支援の方法に関する研究 育：服部、堀内、清水、兼子 県立多治見病院：田口、福士、松原
県立岐阜病院：大法　　　大垣市民病院：藤野

高校生の生活実態と性にともなう健
康問題に関する研究

育：服部、出井、堀内、清水、
　　兼子

県立大垣工業高校：富田
県立池田高校：高橋

低出生体重児とその家族に対する継
続支援のあり方に関する検討

育：茂本、服部
機：林

県立岐阜病院：武藤
県立衛生専門学校：野口

妊婦の日常生活運動量と妊娠・分娩
経過との関連について

育：兼子、清水、堀内、谷口、
　　服部

もりレデイスクリニック：富田、塚本、森
羽島市民病院：中島

一般病院におけるターミナルケア
成：田中、奥村、小田、梅津、
　　北村
セ：グレッグ

羽島市民病院：佐藤、武藤、萩野

家庭における褥瘡の発生と転機の要
因　―他職種・家族との連携を主体
に―

地：松山、森、藤澤、普照
成：兼松、古川

羽島市医師会訪問看護ステーション：伊藤
ふれあい訪問看護ステーション：加藤
訪問看護ステーションひまわり：渡邊

障害児･者施設における入所者の健
康生活の維持･向上をめざした看護
活動の検討

成：兼松、古川、北村
育：長谷川

しおなみ苑：古田　　　西濃サンホーム：金子
県立サニーヒルズみずなみ：小出澤　　　双樹園：中野
県立陽光園：平林　　　県立ひまわりの丘第二学園：立木
県立ひまわりの丘第三学園：高岸
陶技学園みずなみ荘：有賀　　　可茂学園：梶浦

看護の質の向上と継続性を保証する
ための施設間連携のあり方

成：坂田、小野、奥村、原、
　　林

久美愛病院：山本、洞口、田口、西田、光本、池田、今井
ひだ訪問看護ステーション：芹田
高山厚生病院：西村、無雁、野村、竹ノ内
アルカディア：中村、玉腰、谷口
県立飛騨寿楽苑：中村、森谷

急性状態を経過する成人・老人心疾
患患者とその家族の看護援助の構造
化

成：小野、奥村、北村 大垣市民病院：石原、森、小川、長沢、沖、山本、近藤

総合病院精神科における看護ケアの
特徴　―バリエーションおよび量の
明確化―

地：松田、八木
機：上野 羽島市民病院：新田、広瀬、清水

実習施設の看護職とともに取り組む
「労働の場における看護」の教育体
制づくり

成：梅津、田中、小田、北村、
　　兼松、奥村、古川
機：上野

（株）ブリヂストン関工場：酒井

心筋梗塞患者への看護支援の検討 成：奥村、梅津、北村
地：坪内 羽島市民病院：新美、小野、笠原

キャリア発達とクリニカルラダー　
―内発的動機づけによる活用促進の
検討―

セ：グレッグ
地：池邉
機：池西

羽島市民病院：時吉、小島、古澤、堀、新井
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平成16年度共同研究一覧

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

壮年期・老年期における住民自身に
よる生活習慣病予防への取り組みを
支える保健師活動の方法

地：松下、米増、坪内、森、
　　杉野、北山、菱田、大井
セ：大川、岩村
機：会田、両羽
学長：平山

羽島市保健センター：堀、横山、柴田、小山、松本、佐藤、服部
羽島市高齢福祉課：橋本、国井

難病患者の援助方法と支援体制の充
実・向上に関する研究

地：米増、松山、北山、杉野、
　　森、松下、坪内、大井
成：古川
育：石井
学長：平山

訪問看護ステーション大樹：林　　　羽島市民病院：加藤
岐阜地域保健所本巣・山県センター：安田
岐阜地域保健所：田中　　　飛騨地域保健所：横谷、中村
飛騨地域保健所下呂センター：北村　　　保健医療課：堀

特別養護老人ホームにおける入所者
のその人らしさを尊重した看護援助
の検討

成：小野、坂田、奥村、原、
　　岩崎、林
セ：岩村

恵翔苑：吉村、保木　　　ビアンカ：酒井、鈴木
県立寿楽苑：三枝　　　　やすらぎ苑：井亦、岡田
大和園：洞口、藤野　　　喜久寿苑：中島
白鶴荘：高木、小野　　　サンシャイン美濃白川：安川
友和苑：松波、坂倉　　　県立飛騨寿楽苑：中村、清水
あすわ苑：朝倉、高田、渡辺　　　さくら苑：上見
ジョイフル各務原：新美　　　前千寿の里：西崎
瑞光苑：片桐

岐阜県における働く人々の労働生活
を支援する看護実践能力の追究

機：上野、奥井、栗田、林
成：梅津、奥村、兼松

岐阜県労働基準協会連合会：水野
旭化成建材（株）穂積工場：佐藤
エーザイ（株）川島工場：武藤
（株）ブリヂストン関工場：酒井
東レ（株）岐阜工場：宮川　　NTT東海健康管理センタ：福森

労災病院における勤労者医療・看護
推進への組織的取り組み

機：上野
成：梅津 中部労災病院・看護部：小林、高木

介護療養型医療施設での患者家族へ
の支援

成：坂田、小野、岩崎、林
機：宮本

愛生病院：広瀬、笠原、三島、小林、荒深、飯村、菊地
ふれあい訪問看護ステーション：加藤
山内ホスピタル：粥川、堀田、横井
聖病院：堀、辻、今尾、若山
澤田病院：日比野、吉田、浅田、奥村
ケアホスピタルたかはら：梶野
高山厚生病院：西山、野村、無雁、竹ノ内
岐北厚生病院：伊川、村上、藤村、高木、三井、春日

一般病院における看護活動の質的向
上に関する研究　―看護師の対応に
対する患者・家族の満足度を測定す
る用具（スケール）の開発―

成：小野、古川、林
セ：グレッグ
機：会田

大垣市民病院：廣瀬（文）、藤田、廣瀬（隆）、野田
元大垣市民病院：河瀬

生活習慣病を有する成人・老人患者
の看護支援に関する研究

成：小野、坂田、田中、小田、
　　岩崎、林

羽島市民病院：南谷、竹田
戸谷内科：西野、坂倉、岡田、佐藤

慢性の病いと生活　―長い経過の中
で人々が保健医療に求めるもの― 地：黒江、藤澤、普照、佐賀

松波総合病院：山田
近石病院：中島
堀谷医院：山田

急性期病棟入院の精神障害の家族支
援の基盤整備

地：池邉、高橋
セ：グレッグ
地：片岡
機：池西

養南病院：山内、吉野、有馬、古川、水谷

町村合併後の山間過疎地区における
保健福祉介護サービスの質の充実と
提供方法に関する研究

地：大井、北山、松下、坪内、
　　米増、菱田
機：両羽、小澤
学長：平山

郡上市健康政策課：伊藤
郡上市高鷲地域振興事務所健康福祉課：上村

多胎児支援の方法に関する研究
育：服部、谷口、堀内、布原、
　　兼子、荒尾
機：両羽

県立多治見病院：田口、福士、松原
県立岐阜病院：宮本、永田、細江

低出生体重児とその家族に対する継
続支援のあり方に関する検討　―退
院後のフォローアップの充実を図る
ために―

育：谷口、茂本、服部
地：米増
機：林

県立岐阜病院：武藤、大坪、小島、田口、川本

一般病院におけるターミナルケア
成：田中、小野、奥村、小田、
　　梅津、北村
セ：グレッグ

羽島市民病院：中川、佐藤、武藤
岐阜市民病院：小松、杉本

家庭における褥瘡ケアに関するアセ
スメントと連携のあり方

地：松山、森、藤澤、普照、
　　佐賀
成：兼松

羽島市医師会訪問看護ステーション：花村
ふれあい訪問看護ステーション：加藤
訪問看護ステーションひまわり：渡邊
訪問看護ステーション大樹：林
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平成16年度共同研究一覧　（続き）

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

障害児･者施設における入所者の健
康生活の維持･向上をめざした看護
活動の検討

成：兼松、古川、北村
育：長谷川
地：杉野

県立ひまわりの丘第二学園：立木　　　しおなみ苑：古田
陶技学園みずなみ荘：有賀　　　可茂学園：梶浦
第二陶技学園：今井　　　福祉の里さわらび苑：高木
双樹園：中野　　　第三恵光学園：橋塚
元県立サニーヒルズみずなみ：小出澤
県立陽光園：高岸、平林　　　西濃サンホーム：金子
県立幸報苑：古田

看護の質の向上と継続性を保証する
ための施設間連携のあり方

成：坂田、梅津、岩崎、小野、
　　古川
セ：グレッグ
地：米増

久美愛厚生病院：山本、洞口、田口、渡辺、西田、田近、池田、
　　　　　　　　今井
ひだ訪問看護ステーション：芹田
高山厚生病院：西村、無雁、野村、竹ノ内
アルカディア：下嶋、玉腰、谷口
県立飛騨寿楽苑：中村、森谷

急性状態を経過する成人・老人心疾
患患者とその家族の看護援助

成：小野、奥村、北村
地：坪内

大垣市民病院：石原、森、小川、長沢、広瀬、柳瀬、沖、山本、近藤
独立法人病院機構岐阜病院：河原畑

実習施設の看護職と共に取り組む
「労働の場における看護」の教育体
制づくり

成：梅津、田中、小田、北村、
　　兼松、奥村、古川
機：上野

（株）ブリヂストン関工場：酒井
三洋電機（株）岐阜産業保健センター：安田

循環器系機能障害をもつ成熟期の人
への看護援助の検討

成：奥村、梅津、北村
地：坪内

羽島市民病院：新美、古田、岩田、笠原
元羽島市民病院：小野

介護老人保健施設における高齢者ケ
アの改善課題と組織的取り組みの検
討

成：坂田、岩崎 太陽苑：岩井、河尻
中津川ナーシングピア：小幡、萩、鈴木

血液透析をうけながら生きる人の看
護について考える

成：小田、小野、田中、兼松、
　　梅津、北村
機：宮本

岐北厚生病院：小島、越野、宇山、松原、犬飼、古田、長瀬

乳児院における看護師の役割・機能
に関する研究

育：石井、泊、長谷川、茂本、
　　山田
地：杉野

乳幼児ホームまりあ：濱砂、早野、藤田

住民主体の健康づくり活動に関する
研究

地：大井、米増、坪内、北山
セ：大川
機：両羽

川辺町保健センター：佐伯、井戸、石井、南波、堀井、西尾

地域住民の障害児・者の受け入れと
地域づくりに関する研究

セ：大川、岩村
地：杉野、松下、大井
成：梅津、古川
学長：平山

羽島学園：安藤、森島、吉田、熊崎
羽島市保健センター：横山

救命救急病棟における看護機能活性
化に向けた取り組み 機：池西、林、宮本、鎌田 県立岐阜病院：中村、亀山、廣瀬

岐阜県における母乳育児支援の実態
調査

育：服部、谷口、堀内、布原、
　　兼子、荒尾 高田医院：高田（恵）、高田（恭）

精神科における長期在院患者への看
護実践の検討

地：片岡、池邉、高橋
セ：グレッグ
機：池西

須田病院：長瀬　　　　大湫病院：纐纈
慈恵中央病院：家田　　（社）岐阜病院：村岡

平成17年度共同研究一覧

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）
難病患者支援に関わる専門職の活動
の現状と課題およびその解決策の検
討

地：米増、松山、松下、大井
成：古川

元大垣北クリニック：林
在宅介護支援センター清風：五十嵐
大垣市民病院：志知　　　岐阜県難病団体連絡協議会：安藤

特別養護老人ホームにおける入所者
のその人らしさを尊重した看護援助
の検討

成：小野、奥村、坪井、岩崎、
　　古田、坂田
セ：岩村

県立寿楽苑：三枝　　　　　　県立飛騨寿楽苑：中村、清水
ジョイフル各務原：新美　　　ビアンカ：酒井、鈴木
友和苑：松波、坂倉　　　　　ナーシングケア寺田：大坪
やすらぎ苑：井亦、岡田　　　恵翔苑：吉村、保木平、片田
大和園：藤野、洞口、岩田　　あすわ苑：高田、朝倉、渡辺
白鶴荘：高木　　　喜久寿苑：中島　　　さくら苑：上見
寿光苑：安藤　　　いぶき苑：小谷　　　千寿の里：土本
サンビレッジ新生苑：久野　　　星のくに彩の里：米田
県立岐阜病院：西崎　　　瑞光苑：片桐
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平成17年度共同研究一覧　（続き）

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

働く人々の労働生活を支援する看護
実践能力の追究

機：上野、奥井
成：梅津、兼松、奥村

NTT西日本東海健康管理センタ：桑原、福森
旭化成建材（株）穂積工場：佐藤
岐阜県労働基準協会連合会：水野
（株）ブリヂストン関工場：酒井
東レ（株）岐阜工場：宮川　　　エーザイ（株）川島工場：武藤

労災病院における勤労者医療・看護
推進への組織的取り組み

機：上野
成：梅津 中部労災病院・看護部：小林、中島、井村、岡本

介護療養型医療施設での患者家族へ
の支援

成：坂田、岩崎、古田
機：宮本

高山厚生病院：西村、野村、無雁、竹之内
愛生病院：広瀬、飯村、川合、菊地
前愛生病院：笠原、三島、荒深
聖病院：辻、若山、小林　　　前聖病院：堀

看護師の援助に対する入院患者の満
足度を測定する用具（スケール）の
開発

成：小野、古川、古田
セ：グレッグ
機：会田

大垣市民病院：廣瀬（文）、藤田、廣瀬（隆）、野田
パナソニックエレクトロニックデバイス（株）：河瀬

生活習慣病を有する青年期・壮年期・
老年期にある患者の看護支援に関す
る研究

成：小田、小野、坂田、田中、
　　岩崎

羽島市民病院：南谷
戸谷内科：西野、坂倉、佐藤

慢性の病いとともにある生活の中で
人々が保健医療に求めるもの 地：黒江、藤澤、普照、佐賀 松波総合病院：山田　　　岐阜中央病院：中島

大垣市民病院：栗田　　　揖斐厚生病院：古野
障害児（者）支援体制づくりにおけ
る保健師活動の評価と町村合併後の
支援体制づくりの検討

地：大井、菱田、松下、坪内、
　　米増、北山
機：両羽、小澤

郡上市健康政策課：伊藤
郡上市高鷲地域振興事務所健康福祉課：上村

多胎児支援の方法に関する研究
育：服部、谷口、堀内、布原、
　　名和、荒尾
機：両羽

県立多治見病院：田口、福士、松原
県立岐阜病院：宮本、細江

ハイリスク児とその家族に対する継
続支援のあり方に関する検討

育：谷口、服部、泊、石井、
　　布原
地：米増

県立岐阜病院：武藤、大坪、川本、森、大藤、坪内、小島、
　　　　　　　堀江、長屋、中村、細江

一般病院におけるターミナルケア
成：田中、小野、奥村、小田、
　　梅津、北村
セ：グレッグ

羽島市民病院：中川、小島、岩田、加藤、馬渡、佐藤、武藤
岐阜市民病院：小松、杉本

障害者施設における入所者の健康生
活の維持・向上をめざした健診・検
診のあり方

成：兼松、古川、北村
地：杉野

飛翔の里生活の家：近藤、戸嶋、安藤、渡辺
西濃サンホーム：金子、窪田、春日井

看護の質の向上と継続性を保証する
ための施設間連携のあり方

成：坂田、梅津、岩崎、古田
機：宮本
セ：グレッグ

久美愛厚生病院：山本、洞口、今井、西田、池田、田近、堀井、
室屋、田口、渡辺、中村、川上
ひだ訪問看護ステーション：芹田、古田
高山厚生病院：西村、無雁、野村、竹ノ内
アルカディア：下嶋、大野　　　県立飛騨寿楽苑：中村、森谷

急性状態を経過する成人・老人心疾
患患者の看護援助の構造化

成：奥村、小野、北村
地：坪内

大垣市民病院：石原、船越、長沢、沖、山本、渡辺、臼井、
　　　　　　　近藤、森
長良医療センター：河原畑

循環器系機能障害をもつ成熟期の人
への看護援助の検討

成：奥村、梅津、北村
地：坪内 羽島市民病院：岩田、古田

血液透析をうけながら生きる人の看
護援助に関する研究

成：小田、小野、田中、兼松、
　　梅津、北村
機：宮本

岐北厚生病院：小島、越野、宇山、松原、古田、長瀬、岩井

住民主体の健康づくり活動に関する
研究

地：大井、米増、坪内、北山
セ：大川
機：両羽

川辺町保健センター：佐伯、井戸、石井、南波、堀井、福島

地域住民の障害児・者の受け入れと
地域づくりに関する研究

セ：大川、岩村
地：杉野、松下、大井
成：梅津
学長：平山

知的障害者更生施設羽島学園：安藤、森島、吉田
生活サポートはしま：熊崎
羽島市保健センター：横山、柴田、小山、松本、佐藤、服部

救命救急センターにおける看護機能
活性化にむけた取り組み 機：池西、宮本、鎌田 県立衛生専門学校：林

県立岐阜病院：中村、亀山、廣瀬

施設・地域における母乳育児支援の
課題と方法に関する研究

育：服部、谷口、堀内、布原、
　　名和、荒尾
機：大法

高田医院：高田（恵）、高田（恭）
西川レディースクリニック：竹下、西川

精神科病院における社会復帰に向け
た看護実践の取り組み

地：片岡、高橋、三宅、北山
セ：グレッグ

須田病院：長瀬、清水、若岡、山口、川田
大湫病院：纐纈、大嶽、水野
慈恵中央病院：家田、長谷部、臼田
（社）岐阜病院：村岡、堀、中澤、杉本、川村
のぞみの丘ホスピタル：安藤、山本、竹林、中
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研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

看護学生の就職支援を目指した「看
護実践体験課外プログラム」開発に
関する研究

セ：グレッグ
成：古川
機：大法
地：藤澤
学長：平山

県立下呂温泉病院：田辺、伊藤、柴倉、佐藤、河合
岐阜県医療整備課：安藤

組織の中での退院調整システムの確
立に向けて

地：藤澤、普照、森、黒江
成：古川
育：石井
学長：平山

県立下呂温泉病院：田辺、伊藤、糸川、川井、今井、日下部、
　　　　　　　　　池田、庄村、熊崎

地域ケア会議の充実に向けた取り組
み

地：米増、松下、片岡、杉野、
　　森

揖斐郡北西部地域医療センター：高橋、渡辺、吉村、井口、安藤
揖斐川町社会福祉協議会久瀬支所：杉山
揖斐川保健センター：野原
揖斐川町久瀬支所住民福祉課：川村

岐阜県の看護教員養成講習カリキュ
ラム及び方法の検討と改善

機：宮本、大法、池西
育：布原
成：奥村

県医療整備課：安藤
県立下呂温泉病院：田辺
県立衛生専門学校：橋本、林

継続支援における障害児・者施設と
医療機関との連携の充実に関する研
究

成：兼松、古川、北村
育：長谷川

中濃厚生病院：東松、川崎、松井
第二美谷学園：船戸　　第三美谷学園：石井、恩田
県立ひまわりの丘第一学園：岩月
県立ひまわりの丘第二学園：野原
県立ひまわりの丘第三学園：村瀬
県立ひまわりの丘第四学園：鷲見
岐阜県福祉総合相談センター：高岸　　県立陽光園：立木

訪問看護ステーションにおける重度
障害児をもつ家族の活動性を促進す
る支援の検討

育：泊、長谷川、石井、豊永
地：普照 白百合訪問看護ステーション：大野、箕浦、池戸、近松

訪問看護サービスの効果を示して看
護の役割拡大を図る方法 地：森、普照、佐賀、松山 サンビレッジ新生苑訪問看護ステーション：本間

訪問看護ステーションひまわり：渡邊

住民みんなで取り組む認知症（痴呆
症）予防活動の展開方法

地：松下、米増、坪内、大井、
　　菱田、森、北山
セ：岩村、大川
機：会田

白川町保健福祉課：三尾、長尾、高木、加藤、齋藤
白川町教育課：長尾

平成18年度共同研究一覧

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

働く人々の労働生活を支援する看護
実践能力の追究

機：上野、奥井
成：梅津、奥村、北村

岐阜県労働基準協会連合会：水野
（株）ブリヂストン関工場：酒井
旭化成建材（株）穂積工場：佐藤
エーザイ（株）川島工園：武藤
NTT東海健康管理センタ：福森、桑原
東レ（株）岐阜工場：宮川　　　山内ホスピタル：古澤
三洋電機（株）岐阜産業保健センター：大橋　
エプソンイメージングデバイス（株）岐阜事業所：大森

労災病院における勤労者医療・看護
推進への組織的取り組み

成：梅津、奥田
機：上野 中部労災病院・看護部：小林、中島、井村、岡本、茶木

生活習慣病を有する青年期・壮年期・
老年期にある患者の看護支援に関す
る研究

成：小田、田中、原沢、岩崎
セ：小野

羽島市民病院：南谷、大内
大垣市民病院：佐々木、吉田、加納、安田

慢性の病いとともにある生活に求め
られる看護援助および援助提供シス
テムについての検討

地：田内、河村、藤澤、普照、
　　黒江

松波総合病院：山田　　　揖斐厚生病院：古野
岐阜中央病院：中島　　　大垣市民病院：栗田
岐阜大学：恒川

障害児（者）支援体制づくりにおけ
る保健師活動の評価と町村合併後の
支援体制づくりの検討

地：坪内、大井、菱田、松下、
　　米増、北山
機：両羽
セ：小澤

郡上市高鷲地域振興事務所健康福祉課：上村
郡上市健康福祉部健康政策課：羽土
郡上市大和地域振興事務所健康福祉課：橋本
郡上市八幡地域振興事務所健康福祉課：加藤

多胎児支援の方法に関する研究
育：名和、服部、谷口（通）、
　　堀内、布原、宮本
機：両羽

県立多治見病院：田口、福士、小木曽
多治見市保健センター：桜井、日置

一般病院におけるターミナルケア
成：田中、奥村、小田、梅津、
　　北村、奥田
セ：大川

羽島市民病院：中川、小島、加藤、馬渡、佐藤、武藤
岐阜市民病院：小松、杉本
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平成18年度共同研究一覧　（続き）

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）
障害者施設における入所者の健康生
活の維持･向上をめざした健診・検
診のあり方

成：古川、北村、平岡
地：杉野 飛翔の里第二生活の家・健康部：近藤、安藤、戸嶋、加藤

急性状態を経過する成人・老人心疾
患患者の看護援助の構造化

成：北村、奥村、平岡
地：坪内
セ：小野

大垣市民病院：沖、石原、田中、西脇、山本

循環器系機能障害をもつ成熟期の人
への看護援助の検討

成：奥村、梅津、北村、平岡
地：坪内 羽島市民病院：古田、宇陀、下條

障害児・者及び家族を地域で支える
ための連携した支援体制づくりに関
する研究

セ：大川、岩村
地：杉野、松下、大井
成：梅津
学長：平山

知的障害者更生施設羽島学園：安藤、森島、吉田
生活サポートはしま：熊崎
羽島市保健センター：橋本

母子に関わる看護職者向けの母乳育
児支援プログラム開発およびその効
果の検討

育：布原、服部、谷口（通）、
　　堀内、名和、宮本
機：大法

高田医院：高田（恵）、高田（恭）

精神科病院における社会復帰に向け
た看護実践の取り組み

地：片岡、井手、三宅、松下、
　　北山
セ：大川

須田病院：橋戸、宮下　　大湫病院：纐纈、水野、勝股
慈恵中央病院：家田、臼田、青木
（社）岐阜病院：村岡、堀、田中、葛谷、杉本、高橋
のぞみの丘ホスピタル：安藤、日比野、吉浜、山中、野村、藤田、
　　　　　　　　　　　安田、山本、竹林、山田

病院利用者の望む療養生活に向けて
の退院支援の充実

地：藤澤、普照、河村、森、
　　黒江
育：石井
学長：平山

県立下呂温泉病院：川井、田辺、糸川、遠藤、今井、熊崎、
　　　　　　　　　田口、中口、住、庄村、樋口、各務、内垣戸

地域ケア会議の充実に向けた取り組
み

地：米増、松下、片岡、森、
　　坪内、杉野

揖斐郡北西部地域医療センター・久瀬診療所：高橋、渡辺、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉村　

訪問看護ステーションにおける重度
障がい児をもつ家族の活動性を促進
する支援の検討

育：泊、長谷川、石井、
　　谷口（惠）、豊永
地：普照

羽島市医師会訪問看護ステーション：花村、小川、村島
白百合訪問看護ステーション：近松、箕浦、池戸

介護保険体制下において高齢者のい
きいき生活を実現する地域の体制づ
くり

地：松下、森、坪内、米増、
　　北山
セ：岩村、大川

白川町地域包括支援センター：田口、長尾、則武
白川町保健福祉課：三尾、高木、加藤、千野

精神科病院の看護の質を上げるス
タッフ育成方法の検討

地：三宅、片岡、井手、黒江
機：大法
学長：平山

のぞみの丘ホスピタル・看護部：安藤、木澤

精神科訪問看護の現状と課題に関す
る研究

地：片岡、井手、三宅、森、
　　松下、田内、北山

（社）岐阜病院：村岡、森、坂本
山県市役所：奥田

特別養護老人ホームにおけるショー
トステイ利用者のケアの充実に向け
て

セ：小野、古田
成：古川、坪井、原沢、岩崎、
　　奥田

恵翔苑：吉村、片田　　　ビアンカ：酒井、鈴木
ジョイフル各務原：新美　　　やすらぎ苑：井亦、大橋

医療施設における退院支援に関する
スタッフ教育システムの検討

地：藤澤、普照、田内、河村、
　　黒江 岐阜県総合医療センター・退院調整室：増井、丹羽

乳幼児をもつ養育者の健康管理意識
を育成する支援の検討

育：谷口（惠）、泊、石井、
　　長谷川、西田、宮本
地：松下、坪内

大垣市民病院：高橋、樋口、三輪、村林、大橋

脳神経外科チームの看護改善に向け
た取り組み

成：岩崎、奥村、古川
セ：古田 羽島市民病院：高橋、山田、森、嶋田

手術室における患者の安全･安楽を
保障する看護についての研究

成：平岡、北村、奥村
セ：古田 羽島市民病院・手術室：中山、伊藤（祐）、伊藤（み）、渡辺
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平成19年度共同研究一覧　

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

働く人々の労働生活を支援する看護
実践能力の追究

成：梅津、奥村、北村
機：奥井
地：坪内

岐阜県労働基準協会連合会：水野
（株）ブリヂストン関工場：酒井
NTT東海健康管理センタ：桑原
鷲見病院郡上健診センター：荒川、伊藤
三洋電機（株）岐阜産業保健センター：大橋
旭化成建材（株）穂積工場：佐藤
エーザイ（株）川島工園：武藤　　東レ（株）岐阜工場：宮川
パナソニックエレクトロニックデバイス（株）：臼井
山内ホスピタル：古澤
エプソンイメージングデバイス（株）岐阜事業所：大森

労災病院における勤労者医療・看護
推進への組織的取り組み 成：梅津、奥田 中部労災病院・看護部：小林、井村、中島、岡本、茶木

看護師の援助に対する入院患者の満
足度を測定する用具（スケール）の
開発

成：古川
セ：小野、会田、古田
機：橋本

大垣市民病院・看護部：岩本、広瀬、野田
神戸市看護大学：グレッグ

慢性の病いとともにある生活に求め
られる看護援助および援助提供シス
テムについての検討　―地域におけ
る看護職連携の取組み―

地：田内、黒江、藤澤、普照
元大学：河村　　　松波総合病院：山田
大垣市民病院：栗田　　揖斐厚生病院：古野
岐阜中央病院：中島　

住民の主体的なグループ活動を支え
る保健師の援助のあり方

機：両羽
地：坪内、米増、松下、北山
セ：小澤

郡上市介護支援課・包括支援センター：鷲見、丸茂
郡上市健康課：直井
郡上市八幡地域振興事務所健康福祉課：上村、佐藤

妊娠期における地域・病院・多胎児
サークルが協働して行う多胎児支援
の検討

育：名和、服部、谷口（通）、
　　布原、宮本、武田
地：坪内
機：両羽

県立多治見病院：田口、福士、小木曽
多治見市保健センター：桜井、日置
大野町役場：今井田、杉原　　　羽島市保健センター：服部

障害者施設における入所者の健康生
活の維持・向上をめざした看護活動
のあり方

成：北村、古川、平岡
地：杉野、北山

元大学：河村
飛翔の里生活の家・健康部：近藤、安藤、戸嶋、加藤、脇坂、渡辺

循環器系機能障害をもつ成熟期の人
への看護援助の検討

成：奥村、梅津、北村、平岡
地：坪内 羽島市民病院・循環器センター：古田、宇陀、下條

障害児・者及び家族を地域で支える
ための連携した支援体制づくりに関
する研究

セ：大川、岩村
地：杉野、大井
成：梅津
学長：平山

羽島市保健センター：橋本、柴田、小山、赤嶺、佐藤、服部
知的障害者更生施設羽島学園：安藤、杉山
生活サポートはしま：熊崎

赤ちゃんにやさしい地域づくりに向
けての検討

育：布原、服部、谷口（通）、
　　名和、宮本、武田
機：両羽、大法
地：坪内

高田医院：高田（恵）、高田（恭）
郡上市民病院・産婦人科病棟：河合、永田
郡上市健康福祉課：羽土、水口、橋本、加藤、和泉

精神科病院における社会復帰に向け
た看護実践の取り組み

地：片岡、井手、松下、北山
セ：大川

須田病院：橋戸、宮下、清水
慈恵中央病院：家田、鷲見、西脇、臼田
大湫病院：纐纈、勝股、佐合
（社）岐阜病院：村岡、杉本、高橋、田中、高木
のぞみの丘ホスピタル：安藤、山本、瀧、山中

病棟看護師と退院調整看護師との効
果的な連携に向けた方策の検討 地：藤澤、普照、黒江 元大学：河村

県立下呂温泉病院：山下、川井、梅田、野村、福元、澤田、細江

住民との協働による健康づくり・地
域づくり活動の方法

地：松下、坪内、米増、森、
　　北山
セ：岩村、大川

安八町保健センター：寺西、小粥
安八町地域包括支援センター：宇野
海津市健康課：佐竹、田中、寺村、若山、山本、渡邊
白川町地域包括支援センター：田口、長尾、則武
白川町保健福祉課：三尾、高木、千野、鈴木

精神科訪問看護の現状と課題に関す
る研究

地：片岡、井手、三宅、森、
　　田内、北山

（社）岐阜病院：村岡、森、坂本
山県市役所：奥田　　　須田病院：長瀬

特別養護老人ホームにおけるショー
トステイ利用者のケアの充実に向け
て

セ：小野、古田
成：古川、坪井、岩崎、奥田

恵翔苑：吉村、片田　　　ケアハウスビアンカ：酒井
ビアンカ：鈴木　　　ジョイフル各務原：新美
やすらぎ苑：井亦、種田　　　飛鳥美谷苑：真銅
サンシャイン美濃白川：安江
ナーシングケア寺田：田口、澤津　　　かりやど：宮川

医療施設における退院支援に関する
スタッフ教育システムの検討 地：藤澤、普照、田内、黒江 元大学：河村

岐阜県総合医療センター・退院調整室：増井、丹羽
看護改善に向けた脳神経外科看護
チームの取り組み

成：奥村、古川、岩崎
機：橋本 羽島市民病院：高橋、河村、山田、森、嶋田
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研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）
地域の中核病院における手術室看護
の課題とその取り組み 成：平岡、北村、奥村 羽島市民病院・手術室：中山、伊藤（祐）、伊藤（み）、渡辺

病院から診療所へ移行する過疎地域
医療機関における看護援助のあり方

地：普照、田内、藤澤、片岡、
　　森

東白川村国民健康保険病院：福田、今井（さ）、田口、桂川、
　　　　　　　　　　　　　今井（千）

一般病院におけるがん患者の看護
成：田中、奥村、梅津、北村、
　　山内、奥田
セ：大川

羽島市民病院：中川、吉田、大橋
岐阜市民病院：小松、杉本

精神科急性期治療病棟における個室
看護に関する研究

地：井手、片岡
機：橋本 養南病院：山内、吉野、有馬、葛谷、古川、伊藤

保健室における看護の改善にむけて
の取り組み

地：三宅、井手
機：松本

のぞみの丘ホスピタル：北原、七森、藤田（信）、藤田（宗）、
　　　　　　　　　　　大脇、鈴木、木澤、安藤

在宅で療養生活をおくるがん患者の
看護援助の検討

成：奥村、田村
地：普照 羽島市民病院：中川、古澤

保健師の実践能力の発展過程と現任
教育のあり方

地：米増、松下、坪内、森、
　　大井、北山
セ：岩村、大川

岐阜県保健医療課：居波、堀

難病相談会を契機にした保健師の継
続援助のあり方

地：米増、松下、北山
成：古川

岐阜保健所本巣山県センター：安田
岐阜市保健所：馬渕、宮川
中濃保健所郡上センター：藤田
岐阜保健所：丹羽　　　飛騨保健所下呂センター：金山

岐阜県における在宅重度障がい児の
QOLを支える保健・医療・福祉・教
育の体制づくり

育：泊、石井、長谷川、
　　谷口（惠）、窪田
地：杉野、松下、普照

岐阜県医療整備課：安藤　　　岐阜県特別支援教育課：和田
岐阜県障がい福祉課：松永　　岐阜県保健医療課：山田
岐阜県総合医療センター：市川、武田
岐阜県希望ヶ丘学園：安江
白百合訪問看護ステーション：近松

ハイリスク新生児とその母親への母
乳育児支援の検討

育：谷口（通）、宮本、服部、
　　布原、名和、武田
機：大法

岐阜県総合医療センター：安藤（嘉）、今井、坪内、藤吉、中尾、
　　　　　　　　　　　　野口、宇留野、安藤（有）

心に問題をもつ児童生徒の家族への
養護教諭が行う支援方法の検討

機：松本
育：泊、石井

大垣市立南中学校：鈴木　　　　海津市立今尾小学校：秋田
養老町立日吉小学校：遠藤　　　大垣市立日新小学校：丹羽
池田町立池田中学校：野々村　　大垣市立北小学校：吉平
揖斐川町立春日小学校：山田

平成20年度共同研究一覧

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

働く人々の労働生活を支援する看護
実践能力の追究

成：梅津
機：奥井
地：坪内

岐阜県労働基準協会連合会：水野
エーザイ（株）川島工園：武藤
鷲見病院郡上健診センター：伊藤、荒川、道中、森
三洋電機（株）岐阜産業保健センター：大橋
西日本電信電話（株）東海健康管理センタ：桑原
旭化成建材（株）穂積工場：佐藤　　山内ホスピタル：古澤
（株）ブリヂストン関工場：酒井　　東レ（株）岐阜工場：宮川

労災病院における勤労者医療・看護
推進への組織的取り組み

成：梅津
機：橋本 中部労災病院・看護部：小林、井村、山本、舩崎、石川、茶木

看護師の援助に対する入院患者の満
足度を測定する用具（尺度）の開発

成：古川
セ：小野、会田、古田
機：橋本

大垣市民病院・看護部：岩本、広瀬、野田
神戸市看護大学：グレッグ

糖尿病患者の看護支援方法に関する
取り組み

セ：小野
成：田村、松本、宇佐美

羽島市民病院：南谷、粥川、大内
自衛隊岐阜病院：加藤

慢性の病いとともにある生活に求め
られる看護援助および援助提供シス
テムについての検討2

地：田内、黒江、藤澤、普照、
　　金子

松波総合病院：山田
大垣市民病院：栗田
揖斐厚生病院：古野

市が目指す保健師活動を可能とする
人材育成に関する研究

機：両羽
地：坪内、大井、松下、米増、
　　北山

郡上市健康福祉部健康課：羽土、上村、佐藤、和田

地域の特色を活かした地域・病院・
多胎児サークルが協働して行う多胎
児支援の検討

育：名和、服部、谷口（通）、
　　布原、宮本、武田
地：坪内
機：両羽

県立多治見病院：田口、福士、小木曽
多治見市保健センター：谷口　　　東濃保健所：田中
大野町役場：杉原　　羽島市保健センター：國井、小山、河合

障害者施設における入所者の健康生
活の維持・向上をめざした健診・検
診のあり方

地：杉野、北山、宮島
成：古川、平岡

飛翔の里生活の家・健康部：近藤、安藤、戸嶋、加藤、脇坂、
　　　　　　　　　　　　　渡辺、垂水
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平成20年度共同研究一覧　（続き）

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

赤ちゃんにもお母さんにもやさしい
地域づくりに向けての検討

育：布原、服部、名和、武田、
　　谷口（通）、宮本
機：両羽
地：坪内

高田医院：高田（恵）、高田（恭）
郡上市民病院・産婦人科病棟：河合、永田

精神科病院における社会復帰に向け
た看護実践の取り組み

地：片岡、井手、松下、米増、
　　坪内、北山
セ：大川

須田病院：橋戸、清水、蒲
慈恵中央病院：家田、臼田、山下、一柳
大湫病院：纐纈、佐合、三代沢
（社）岐阜病院：村岡、田中、高木
のぞみの丘ホスピタル：安藤、山本、兼松、藤田、安田

精神科病院における社会復帰支援に
関する共同研究の成果と課題

地：片岡、井手、松下、米増、
　　坪内、北山
セ：大川

須田病院：橋戸　　　慈恵中央病院：家田
大湫病院：纐纈　　　（社）岐阜病院：村岡
のぞみの丘ホスピタル：安藤

退院後の療養生活を視野に入れた退
院支援の充実に向けた方策の検討 地：藤澤、普照、黒江 県立下呂温泉病院：野村、田口、古川、中子、梅田、山下

地域における高齢者の介護予防をめ
ざした支援活動の展開方法

地：松下、坪内、米増、森、
　　普照、大井、北山
セ：岩村、大川

白川町地域包括支援センター：田口、長尾、則武、安江
白川町保健福祉課：三尾、高木、加藤、千野、鈴木

健康日本21地方計画の有効な実施を
実現する保健活動のあり方

地：松下、坪内、米増、森、
　　大井、宮島、北山
セ：岩村、大川

海津市健康課：佐竹、田中、寺村、堀田、橋本、山本、渡邊

家庭訪問を通して個人・家族・地域
を捉える視点

地：坪内、松下、米増、森、
　　大井、宮島、北山
セ：岩村、大川

安八町保健センター：寺西、西脇、小粥
安八町民生部福祉課：宇野

精神科訪問看護の現状と課題に関す
る研究

地：片岡、井手、田内、森、
　　坪内、米増、北山

（社）岐阜病院：村岡、森、坂本、小林
山県市役所：奥田

特別養護老人ホームにおけるショー
トステイ利用者のケアの充実に向け
て

セ：小野、古田
成：古川、坪井、松本、
　　宇佐美

恵翔苑：吉村、片田　　　　　ケアハウスビアンカ：酒井
ジョイフル各務原：新美　　　やすらぎ苑：井亦、種田
サンシャイン美濃白川：安江、日下部
ナーシングケア寺田：田口、澤津　
飛鳥美谷苑：真銅、金武　　　かりやど：宮川、馬渕
飛騨寿楽苑：牛丸、大久保

医療施設における退院支援に関する
スタッフ教育システムの検討 地：藤澤、田内、金子、黒江 岐阜県総合医療センター・退院調整室：丹羽、宮木、武山、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　増井、長屋
過疎地域診療所における訪問看護の
充実に向けてのあり方

地：普照、田内、藤澤、片岡、
　　森、米増 東白川村国保診療所：今井、安江

一般病院におけるがん患者の看護 成：田中、奥村、梅津、山内
セ：大川 羽島市民病院：大橋、吉田、小嵜、中川

精神科急性期治療病棟における個室
看護に関する研究

地：井手、片岡
機：橋本 養南病院：有馬、古川、窪田、吉野、山内

在宅で療養生活をおくるがん患者の
看護援助の検討

成：奥村、田村
地：普照 羽島市民病院：中川、古澤、小嵜

保健師の実践能力の発展過程と現任
教育のあり方

地：米増、松下、坪内、森、
　　大井、宮島、北山
セ：岩村、大川

岐阜県保健医療課：居波、堀

岐阜県における在宅重度障がい児の
QOLを支える保健・医療・福祉・教
育の体制づくり

育：泊、石井、長谷川、
　　谷口（惠）、窪田
地：松下、普照、杉野

県立多治見看護専門学校：安藤
岐阜県特別支援教育課：長尾　　岐阜県障がい福祉課：佐藤
岐阜県保健医療課：山田、丹羽　　岐阜県医療整備課：高木
岐阜県総合医療センター：市川、武田
県立希望ヶ丘学園：安江
白百合訪問看護ステーション：近松

ターミナル期を在宅で過ごす利用者
とその家族を支える訪問看護活動の
検討

地：田内、普照、森、金子 いび訪問看護ステーション：折戸、渡辺、浜辺

過疎地域の地域ケア体制充実に向け
た病棟における退院時支援のあり方
に関する研究

地：杉野、米増、坪内、普照 国保上矢作病院：小木曽、荻山、三輪、鈴木、松原、加藤、川上

アウトソーシングで実施した特定健
康診査・特定保健指導　1年目の課
題と保健師の役割

地：坪内、松下、米増、森、
　　大井、宮島、北山
成：梅津
セ：岩村、大川

大野町健康推進課健康づくり係：横幕、馬渕

難病ケアコーディネーター研修の充
実に向けて

成：古川
地：米増、松下、北山
セ：小澤

岐阜大学医学部附属病院医療連携センター：堀田
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平成20年度共同研究一覧　（続き）

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

精神科病院における認知症高齢者の
ケアの充実に向けて

セ：小野、古田
成：古川、坪井、松本、
　　宇佐美

のぞみの丘ホスピタル：渡邉、安藤（正）、野村、中村、奥山、
　　　　　　　　　　　加藤、河村、安藤（里）、鈴木、舟木、
　　　　　　　　　　　岩井、塚原、小川、青木

就職3年目の看護師の看護実践をと
おして「自分育て」を考える

機：栗田、橋本、鈴木、野村、
　　奥井
成：奥村

羽島市民病院：小島、古澤

養護教諭の専門性の確立に向けて 育：西田、石井、泊
機：松本 岐阜市立藍川北中学校：原

中学生における「対人関係プログラ
ム」の作成

育：西田、谷口（惠）
機：松本

揖斐川町立谷汲中学校：阪野
垂井町立北中学校：日比

行動変容を重視した保健指導のモデ
ル的実施と評価

成：梅津
地：坪内 岐阜県健康長寿財団：長尾、杉山、窪田、桐谷

平成21年度共同研究一覧

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

働く人々の労働生活を支援する看護
実践能力の追究

成：梅津、北村
地：坪内、山田

岐阜県労働基準協会連合会：水野
三洋電機（株）岐阜産業保健センター：大橋
西日本電信電話（株）東海健康管理センタ：桑原
鷲見病院郡上健診センター：荒川、伊藤、道中、小林
山内ホスピタル：古澤　　　京セラ（株）岐阜事業所：横山
東レ（株）岐阜工場：宮川　　旭化成建材（株）穂積工場：佐藤
（株）ブリヂストン関工場：酒井

労災病院における勤労者看護の質的
向上の追究

成：梅津
機：橋本 中部労災病院：小林、舩崎、井村、岡本、宮路、石川、古屋敷

看護師の援助に対する入院患者の満
足度を測定する用具（尺度）の開発

セ：会田、古田
機：橋本
成：古川

大垣市民病院：岩本、広瀬、野田
宮城大学：小野
神戸市看護大学：グレッグ

糖尿病患者の看護支援方法に関する
取り組み 成：田村、松本、宇佐美 羽島市民病院：南谷、粥川、大内、竹内

自衛隊岐阜病院：加藤

市が目指す保健師活動を可能とする
人材育成に関する研究

機：両羽
地：大井、北山、松下、坪内、
　　山田、宮島

郡上市健康福祉部健康課：羽土、佐藤、和田、蒲、日置、中嶋
郡上市健康福祉部社会福祉課：上村
郡上市健康福祉部高齢福祉課：丸茂

地域の特色を活かした地域・病院・
多胎児サークルが協働して行う多胎
児支援の検討

育：名和、服部、布原、武田、
　　谷口、宮本
地：坪内
機：両羽

県立多治見病院：田口、福士
多治見市保健センター：野呂　　　東濃保健所：田中
羽島市保健センター：國井、小山、河合

赤ちゃんにもお母さんにもやさしい
地域づくりに向けての検討

育：布原、服部、名和、宮本、
　　武田、谷口
機：両羽
地：坪内

高田医院：高田（恵）、高田（恭）
郡上市民病院：河合、永田
朝日大学歯科衛生士専門学校：平井

精神科病院における社会復帰に向け
た看護実践の取り組み

地：石川、葛谷、松下、坪内、
　　北山
セ：大川

大湫病院：三代澤、加藤、纐纈
（社）岐阜病院：高木、増田、麻生、村岡
黒野病院：前城、市橋、加藤、武田
下呂谷敷病院：中島、国田、岩佐、細江
慈恵中央病院：一柳、山下、臼田、家田
聖十字病院：永田、日比野、安藤
須田病院：棚瀬、蒲、橋戸
のぞみの丘ホスピタル：北原、加藤（里）、津田、兼松、加藤（美）、
　　　　　　　　　　　山本、七森、安藤

退院後の療養生活を視野に入れた退
院支援の充実に向けた方策の検討 地：藤澤、普照、黒江 県立下呂温泉病院：田口、高木、細江、松田、袴田、梅田、野村

包括的継続的ケアマネジメント充実
のための地域包括支援センターにお
けるケアマネジャー支援の方法

地：松下、山田、坪内、森、
　　普照、宮島、大井、北山
セ：岩村、大川

白川町地域包括支援センター：田口、長尾、則武、今井
八百津町地域包括支援センター：小林、佐藤、栗山、長谷川

健康日本21地方計画の有効な実施を
実現する保健活動のあり方

地：宮島、坪内、松下、森、
　　北山、大井、山田
セ：岩村、大川

海津市健康課：石原、近藤、田中、寺村、堀田、渡辺、渡邊
山県市健康課：上野、大西、武藤、井上、高橋、村瀬
朝日大学歯科衛生士専門学校：山田、荒木

地区分担制による家庭訪問でより深
く個人・家族・地域を捉える視点

地：坪内、松下、森、山田、
　　大井、宮島、北山
セ：岩村、大川

安八町保健センター：西脇、寺西、小粥、高木
安八町民生部福祉課：宇野
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平成21年度共同研究一覧　（続き）

研究課題
共同研究者

本学（講座名：氏名） 実践現場（施設名：氏名）

特別養護老人ホームにおけるショー
トスティ利用者のケアの充実にむけ
て

成：坪井、古川、松本、浅井
セ：古田

ジョイフル各務原：新美　　　恵翔苑：吉村、片田
サンシャイン美濃白川：安江、日下部　　　ビアンカ：酒井
飛騨寿楽苑：牛丸、荒井　　ナーシングケア寺田：水谷、澤津
サンリバー松風苑：横井、渡辺　　　飛鳥美谷苑：金武
やすらぎ苑：井亦
朝日大学歯科衛生士専門学校：中島、南方

医療施設における退院支援に関する
スタッフ教育システムの検討

地：藤澤、田内、金子、黒江
セ：田辺 岐阜県総合医療センター：宮木、丹羽、武山、増井、吾郷、長屋

過疎地域診療所の外来看護の充実に
向けて

地：普照、金子、藤澤、田内、
　　森 東白川村国保診療所：安江（友）、桂川、苅田、今井、安江（ゆ）

在宅で療養生活をおくるがん患者の
看護援助の検討

成：奥村、田村
地：普照 羽島市民病院：中川、古澤

保健師の実践能力の発展過程と現任
教育のあり方

地：坪内、山田、松下、森、
　　宮島、大井、北山
セ：岩村、大川

岐阜県保健医療課：居波、堀

ターミナル期を在宅で過ごす利用者
とその家族を支える訪問看護活動の
検討その2

地：田内、金子、普照、森 いび訪問看護ステーション：折戸、今村、児玉、渡辺

過疎地域の地域ケア体制充実に向け
た病棟における退院時支援のあり方
に関する研究

地：杉野、坪内、藤澤、普照 国保上矢作病院：小木曽、荻山、鈴木、加藤

精神科病院における認知症とともに
生きる高齢者のケアの充実に向けて

成：坪井、松本、古川、
　　宇佐美
セ：古田

のぞみの丘ホスピタル：中村、佐藤、神戸、久米、野村、舟木、
　　　　　　　　　　　安田、川上、小川、安藤

看護職の「自分育て」の視点で考え
る人材育成

機：栗田、橋本、鈴木、野村
成：奥村 羽島市民病院：古澤、小島

保健・医療・福祉が連携した精神障
がい者の地域生活支援体制のあり方

地：松下、坪内、石川、杉野、
　　大井、宮島、葛谷

御嵩町福祉課：植松　　中濃保健所：末松、中村
美濃加茂市：木谷、山田　　可児市保健センター：井戸、田中
坂祝町保健センター：兼松、矢田
富加町保健センター：平林
川辺町保健センター：佐伯、長瀬
七宗町生きがい健康センター：中島
八百津町保健センター：小林、伊藤
白川町保健センター：加藤　　東白川村国保診療所：桂川
のぞみの丘ホスピタル：安藤
県保健医療課：堀、三浦、吉村

地域基幹病院における退院支援の課
題の明確化および退院支援方法の検
討

地：藤澤、普照 揖斐厚生病院：小川、香田、高橋、加藤、古野

退院支援と地域連携推進事業の成
果・課題の明確化と退院支援充実に
向けた看護職者への支援の検討

地：藤澤、黒江
成：田村 岐阜県健康福祉部医療整備課：大法、大野

ブラジル籍児童の健康課題解決に向
けての取り組み

機：松本、鈴木
育：西田 各務原市立緑苑小学校：山下、平林

養護教諭の行う効果的な健康相談活
動の追究

育：西田
機：松本

垂井町立北中学校：日比　　　池田町立池田中学校：野々村
大垣市立南中学校：鈴木　　　大垣市立西部中学校：世一
岐阜大学教育学部附属中学校：阪野
関ヶ原町立関ヶ原中学校：粟田　　海津市立日新中学校：安江

退院調整における日常生活指導での
地域連携室と病棟看護師の協働 機：橋本、小西、栗田、両羽 関中央病院：山中、亀山、長屋、渡辺、石原、大島、長尾、牧田、

　　　　　　川地

ハイリスク妊産婦のケアの質の向上
のための検討

育：谷口、服部、名和、宮本、
　　武田、布原
セ：田辺

岐阜県総合医療センター：川瀬、大野、堀、土本、下林、山田、
　　　　　　　　　　　　佐藤、寺澤
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資料：共同研究に関連した研究報告一覧（岐阜県立看護大学紀要掲載分）
年度 巻号 種類 タイトル 著者

12
年
度

１巻
１号 報告

介護者の介護認識の現状と介護価値を高
めるための援助方法 米増直美，松下光子，大川眞智子，松山洋子

山間地域における在宅虚弱高齢者・障害
者支援のあり方 坪内美奈，大井靖子，森仁実，杉野緑

高齢者援助のための保健婦活動のあり方 岩村龍子，両羽美穂子，三浦一恵
G県下の保健所・市町村におけるターミ
ナルケアの実態

米増直美，八木彌生，小野幸子，田中克子，服部律子，
田中千代

G県下の小児医療におけるターミナルケ
アの実態―家族へのケアに焦点をあて
てー

田中千代，服部律子，小野幸子，田中克子，水野知穂，
八木彌生，米増直美

Ｇ県の特別養護老人ホームにおける看取
りの実態

小野幸子，田中克子，梅津美香，古川直美，兼松惠子，
水野知穂，北村直子，小田和美，奥村美奈子，坂田直美

成人・老人を対象としたG県下の病院に
おけるターミナルケアの実態

田中克子，小野幸子，服部律子，田中千代，米増直美，
八木彌生，古川直美，兼松惠子，梅津美香，北村直子，
水野知穂，奥村美奈子，小田和美，坂田直美

13
年
度

２巻
１号 報告

保健婦の援助の特質を引き出す方法の試
み 大井靖子，坪内美奈，石井康子

岐阜県における糖尿病教育の現状：その
1 黒江ゆり子，藤澤まこと，普照早苗

地域の育児実態との関連における高齢者
支援体制の検討 岩村龍子，北山三津子，両羽美穂子，菱田一恵，平山朝子

G県下でターミナルケアに取り組む一般
病院の現状 田中克子，奥村美奈子，北村直子

老人保健施設におけるターミナルケアに
ついての看護職者の考え方と取り組み 梅津美香，坂田直美，小野幸子，原敦子

G県における知的障害者更生施設のター
ミナルケアの実態 兼松惠子，古川直美，小野幸子

総合病院における看護婦のターミナルケ
アに対する意識 小野幸子，古川直美，西嶋房子，藤田峯尾

14
年
度

３巻
１号

原著 臨床看護師のキャリア発達の構造 グレッグ美鈴，池邉敏子，池西悦子，林由美子，平山朝子

報告

精神病院の一急性期病棟での家族援助の
実態 池邉敏子，グレッグ美鈴，高橋香織，池西悦子，山内美代子

岐阜県下産業看護の現状
上野美智子，梅津美香，奥井幸子，栗田孝子，林由美子，
兼松惠子，奥村美奈子，斎藤和子，佐藤澄子，多和田千枝子，
水野由美，加藤静子

外来看護師が受けた患者からの相談の実
態 古川直美，�松山洋子，�加藤仁規子

難病患者の療養体制の充実に向けた共同
研究の成果

古川直美，篠田征子，米増直美，松山洋子，黒江ゆり子，
北山三津子，杉野緑，森仁実，松下光子，坪内美奈，
菱田一恵，大井靖子，岩村龍子，長谷川桂子，石井康子，
平山朝子，横谷克美，田中照美

介護療養型医療施設における看護管理者
が捉えた高齢者の終末期ケアの現状と課
題

坂田直美，原敦子，小野幸子，早崎幸子，渡邉ひとみ，
野々村好美，梶野厚子，横井恵子

資料
特別養護老人ホームに働く看護職との共
同研究を目指した検討会の歩みー中間報
告−

小野幸子，坂田直美，早崎幸子，原敦子，奥村美奈子

15
年
度

４巻
１号

報告

在宅療養者の服薬にかかわる訪問看護の
実態と課題

普照早苗，藤澤まこと，松山洋子，渡邊清美，加藤智美，
中川みのり

精神科病棟での家族援助の実際と課題 池邉敏子，グレッグ美鈴，高橋香織，池西悦子，山内美代子
一般病院における看護師の対応に対する
患者と家族の満足度：第１報

古川直美，小野幸子，林幸子，廣瀬文子，藤田峯尾，
広瀬隆子，河瀬久美，野田洋子，藤井香珠代

資料 共同研究と実習の関連における現状と課
題 グレッグ美鈴，大川眞智子，岩村龍子，平山朝子

16
年
度

５巻
１号

報告

精神疾患をもつ長期在院患者の社会復帰
に向けての看護実践と課題（第一報）

片岡三佳，高橋香織，グレッグ美鈴，池西悦子，池邉敏子，
長瀬義勝，家田重博，纐纈富久，村岡大志

精神科病棟での家族援助の内容と気づき
の検討

池邉敏子，片岡三佳，高橋香織，グレッグ美鈴，池西悦子，
山内美代子

資料

共同研究実施者の意見に基づく事業の見
直しと課題 グレッグ美鈴，岩村龍子，大川眞智子，平山朝子

一般病院でのターミナルケアへの質の向
上を目指す取り組み

田中克子，梅津美香，グレッグ美鈴，北村直子，小田和美，
奥村美奈子，小野幸子
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資料：共同研究に関連した研究報告一覧（岐阜県立看護大学紀要掲載分）　（続き）
年度 巻号 種類 タイトル 著者

17
年
度

６巻
２号

原著
事例から見いだした一般病院におけるが
ん患者のターミナルケア仮説モデルの提
案

田中克子，奥村美奈子，梅津美香，北村直子，小田和美

報告 現地参加者の専門職としての成長からみ
た共同研究の意義 池西悦子，栗田孝子，奥井幸子

資料 県内産科施設の母乳育児の実態と課題 服部律子，堀内寛子，布原佳奈，谷口通英

18
年
度

７巻
１号 報告

精神疾患をもつ長期在院患者の社会復帰
に向けての看護実践と課題（第二報）
−職位による看護職の認識−

高橋香織，片岡三佳，長瀬義勝，家田重博，纐纈富久，
村岡大志

主たる介護者への面接調査による重度重
複障害のある子どもの活動性の促進に関
する研究

泊祐子，長谷川桂子，石井康子，豊永奈緒美，普照早苗，
大野久美，近松由美子，箕浦直美，池戸晴美

地域における行政と育児サークルが協働
で行う多胎児支援 服部律子，布原佳奈，名和文香

７巻
２号

報告 赤ちゃんにやさしい病院（BFH）にお
ける母乳育児支援の実態と課題

名和文香，服部律子，堀内寛子，布原佳奈，谷口通英，
大法啓子

資料 看護実践者・教員双方の自己点検評価に
よる共同研究事業の課題

岩村龍子，大川眞智子，奥村美奈子，小野幸子，片岡三佳，
北山三津子，布原佳奈，橋本麻由里，古田さゆり，会田敬志，
小澤和弘，平山朝子

20
年
度

９巻
１号 報告 病院から診療所へ体制移行する過疎地域

医療機関における看護援助のあり方
普照早苗，田内香織，藤澤まこと，片岡三佳，森仁実，
福田ひとみ，田口恭子，桂川恵美，今井さち子，今井千恵子

９巻
２号 報告

赤ちゃんにやさしい病院で母乳育児を体
験した母親にとっての母乳育児の意味 服部律子，布原佳奈，名和文香，堀内寛子

妊娠期から地域・病院・多胎児サークル
が協働して行う多胎児支援

名和文香，服部律子，布原佳奈，宮本麻記子，武田順子，
谷口通英，坪内美奈，両羽美穂子

保健師による母乳育児支援の実態調査
−支援の方針・援助内容・困ったことに
焦点をあてて−

布原佳奈，服部律子，名和文香，�武田順子，宮本麻記子，
谷口通英，両羽美穂子，坪内美奈

21
年
度

10巻
１号 報告

保健師の実践上の課題と連動させて実習
を行なうことの教育効果におよぼす意味

坪内美奈，松下光子，森仁実，大井靖子，宮島ひとみ，
山田洋子，大川眞智子，岩村龍子，北山三津子

過疎地域における訪問看護師の役割に関
する検討

普照早苗，田内香織，森仁実，藤澤まこと，今井さち子，
安江こず枝，米増直美，片岡三佳

10巻
２号 報告

勤労者看護を実践できる人材育成の方法
の検討―労働生活インタビューと事例検
討による研修後のレポートの分析から―

梅津美香，奥田浩子，上野美智子，小林美代子

重度障がい児の在宅移行への支援に関す
るNICU等に勤務する医療従事者の意識

谷口惠美子，松下光子，泊祐子，石井康子，窪田佐知子，
長谷川桂子，普照早苗，杉野緑

22
年
度

11巻
１号 報告

ブラジル籍児童の健康課題と解決に向け
た取り組み　─　児童と保護者の生活実
態調査をもとにして　─

松本訓枝，鈴木里美，西田倫子

24
年
度

13巻
１号 報告 妊娠期に行政・医療機関・多胎児　サー

クルが協働して行う多胎児教室の検討 名和文香，服部律子，布原佳奈，武田順子

25
年
度

14巻
１号 資料

精神科長期入院患者の退院を支援する看
護の検討 石川かおり，葛谷玲子，高橋未来，松下光子，北山三津子

公立小学校に通う外国人児童の健康実態
　―児童と保護者の生活実態調査からの
検討―

松本訓枝，鈴木里美，世一和子

病棟における目標管理を推進するための
リーダーの育成　−小グループ活動での
リーダーとしての役割を振り返って−

鈴木里美，田辺満子，�廣瀬五十子，伏屋洋子
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