９．健康長寿センターにおける看護学部の活動
1）看護学部の活動方針
健康長寿センターは、高知県立大学の関連学部が連携して、地域の人々の健康長寿の推
進および健康長寿社会の構築に貢献する専門職者の知識や技術の向上に努めることを目
的として設置されている。看護学部では、運営委員を中心に健康長寿センターの運営及び
活動に参画し、他学部や地域教育研究センターの教員と連携して地域健康啓発研究活動
を展開している。また、看護学部教員や領域、学部全体等の単位で健康長寿センター事業
を実施することで、高知県内の看護その他保健医療福祉分野に係る人材育成と県民の健
康づくりに貢献することを目指している。
平成 30 年度の主な活動を以下に示す。保健福祉の啓発事業として、健康長寿体験型セ
ミナー2 回の企画運営、他学部の企画する健康長寿型セミナーへの 2 回のブース設置、高
知医療センターとの協働による健康長寿社会の実現に向けての専門職力量アップ事業と
して 5 事業、高知の健康長寿を目的とした域学連携事業として 5 事業、高知県の医療・
健康・社会政策課題を解決する活動として 3 事業、高知県内の医療・健康福祉専門職者の
スキルアップに資する活動として 6 事業を展開した。
表1

平成 30 年度

健康長寿センターにおける看護学部の活動
実施年月日

参加
人数

高知県立大学健康長寿体験型セミナー
in 北川村「認知症になっても支えあいができる
村づくりをめざして」

平成 30 年
10 月 12 日

62

高知県立大学健康長寿体験型セミナー
in 三原村「栄養と口腔」おいしいごっくんた
のしい食事」

平成 30 年
11 月 27 日

28

高知県立大学健康長寿体験型セミナー
in 奈半利町「認知症になっても安心できるま
ちづくり」

平成 30 年
11 月 29 日

72

高知県立大学健康長寿体験型セミナー
in 佐川町「栄養と口腔 おいしいごっくんた
のしい食事」

平成 30 年
12 月 7 日

30

─

─

平成 30 年
7 月 31 日
8 月 25 日
8 月 27 日
12 月 16 日
12 月 22 日
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事業名
高知県民
の皆様に
対し健康
良寿を啓
発する活
動

土佐市地域ケア会議推進プロジェクト

とさっ子健診プロジェクト

第 10 回みさとフェア 2018 in 三里
高知県の
医療・健
康･福祉政
策課題を
解決する
活動

平成 30 年
11 月 19 日

21

高知県中山間地域等訪問看護師育成講座

高知県介護職員喀痰吸引等研修事業

約 200

平成 30 年
7 月 19 日
他

25

退院支援事業
高知医療
センター
との協働
による健
康長寿社
会の実現
に向けて
の専門職
力量アッ
プ事業

高知県内
の医療・
健康・福
祉専門職
者のスキ
ルアップ
に資する
活動

専門職キャリアサポート
「シミュレーション教育事例検討会」

「シミュレーション学習会サポート」

平成 30 年
10 月 13 日
12 月 9 日

41

平成 30 年
11 月 22 日
平成 31 年
1 月 25 日

「PADIS ガイドラインにおける非薬理ケア

平成 31 年
2 月 18 日

15

災害に強い専門職育成事業
～医療救護病院での BCP 作成を通して～

平成 30 年
月1回

463

教員による若手看護師のキャリア・サポート
「専門職としてのキャリア・デザイン」

平成 30 年
11 月 1 日

15

高知医療センター地域医療連携研修会の合同開
催

平成 31 年
1 月 14 日

73

病院前妊産婦救護に関するシミュレーションコ
ース BLSO in 高知

平成 31 年
2 月 16 日

52

赤ちゃん同窓会

平成 30 年
10 月 14 日

114

精神看護リカレント教育
（高知県西部地区精神科看護研修会）
「認知症の人の視点に立ってケアを考える」

平成 30 年
6月9月

71

高知県新任期保健師研修会

平成 30 年
6 月～2 月

270

高知県民の血管病重症化予防を地域連携で推進
しよう
佐賀県の糖尿病コーディネート看護師を活用し
た「ストップ糖尿病」対策が示唆する地域連携
の方法

平成 30 年
9 月 16 日

88

看護学部公開講座：採血技術向上研修

平成 30 年
4 月 27 日

6

平成 30 年度高知県立大学健康長寿センター

平成 30 年
11 月 3 日

41

第 1 回公開講座「新任看護職者のためのフィジ
カルアセスメント～現場で役立つ 症状別アセ
スメント～」
平成 30 年度高知県立大学健康長寿センター
第 2 回公開講座「こどもや家族とともに生活を
創造する看護職者が実践する育児支援」

平成 30 年
12 月 24 日

14

高知の健
康長寿を
研究する

地域ケア

コンサルテーション事業

活動

2）保健福祉の啓発事業
（1）健康長寿体験型セミナー
①健康長寿体験型セミナーin 北川村
「認知症になっても支え合いができる村づくりを目指して」
i.事業概要
今回の健康長寿体験型セミナーでは、認知症をもつ地域住民が超高齢化の進む地域で
自分らしい生活を継続することができるよう、地域のなかで各自がどのような役割を担
うことができるのか、参加者同士で近所づきあいや取り組みなど現状を共有し、長年培っ
てきた経験から知恵を出し合うことで、今後の地域づくりの一助にすることを目的とし
た。さらに、中芸広域連合地域包括支援センター、北川村社会福祉協議会、北川村役場の
共催を得て、健康長寿体験型セミナーを開催する運びとなった。
体験型セミナーの開催にあたっては、事前に中芸広域連合地域包括支援センター、北川
村社会福祉協議会、北川村役場の方と打ち合わせを行い、地域特性やこれまで地域で取り
組んできた活動について共有した。住民参画型グループワークにおいても、中芸広域連合
地域包括支援センター、北川村社会福祉協議会、北川村役場のスタッフの皆様にファシリ
テーターとして協力を頂き実施した。
開催日時：平成 30 年 10 月 12 日

金曜日

13 時 30 分～15 時

開催場所：北川村総合保健福祉センター
対
象：北川村の地域住民
参加者数：62 名
本学参加スタッフ：看護学部：渡邊美保講師
事務局：由比由紀、沖野琴美

Ii.事業成果
◆ 講演（13：30～14：30）
講演では、高知県の現状をクイズ形式で説明したのち、高齢者に限らず若年性認知症
も増えており、認知症は誰にでも起こりうる病気であること、認知症と加齢変化による
物忘れの違い、認知症の症状とその対応について説明があった。講演後半では、住民参
画型ワークショップを実施した。住民参画型ワークショップは、6 グループで実施し各
グループには、中芸広域連合地域包括支援センター、北川村社会福祉協議会、北川村役
場の方に、ファシリテーターとしてご協力頂いた。住民の方に語っていただいた内容は、
ふせんに記載し「どこでもシート」に貼って得られた意見を可視化するように努めた。
ワークショップの発表では、長年、地域で根付いている住民同士の支え合いや声掛け
により、認知症になっても認認介護や日々の暮らしが成り立っていることなどが明らか
となった。また、参加者の 6 割は高齢者の方が占めており、若い頃、仕事で培った地域
のネットワークや行動力を活かして、自分でできることを模索し、提案する様子がみら
れた。さらに、ワークショップが進行するにつれ、一人暮らしであっても日々見守って
くれる人が傍にいることを再発見するとともに、互いを気に掛け思いやることの重要性
を確認する機会となった。最後に、認知症と家族にやさしい地域づくりの取り組み例と
認知症をもつ当事者の方々の活動を動画映像で紹介した。アンケートでは、
「独居の方を
特定の人が訪ねるだけでなく、人の集まりの中へ独居の方を招き、昔話をする」といっ
た提案も含まれていた。講演やワークショップを通して、地域住民が自分にできること、
地域でできることを考えた成果だと考える。
◆ 体験コーナー（14：30～15：00）
体験コーナーにおいては、地域包括支援センターや役場の方の協力を得て、唾液スト
レス測定、血管年齢測定、骨健康度測定を実施した。参加者の多くは、全コーナーを体
験し、思いもよらない結果に驚きや笑いが絶えず、楽しみながら自分の健康状態に関心
を寄せている様子がみられた。
・健康長寿センター：血管年齢測定、唾液ストレス測定、骨健康度測定
Iii.活動評価
アンケート集計結果では、参加者の状況として 70 代が最も多く（38％）、次いで 60
代（28％）と、高齢者が半数以上を占めていた。体験型セミナーに関する意見では、参
加者の多くが「参考になった」
（54％）、
「大変参考になった」
（41％）と答えており、住
民同士が改めて自分の担える役割や個々の活動を共有することができたことも満足度
に繋がったと考えられる。さらに、講演・住民参画型ワークショップの感想には、
「講演
だけでなく、グループワークをしながらの研修はよかった」
「地域で集う場があり、地域
でお互いの情報を共有し、必要に応じて民生委員や社協に困り事などをつないでいくこ

とが大切だと思った。そうする事が地域で可能な限り暮らせることではないかとも感じ
た。」などの意見が聞かれた。住民参画型ワークショップ形式のセミナーは、住民同士が
改めて個々の状況を共有するとともに、行政とのつながりを再確認し、地域でできるこ
と、個々でできることを再確認する機会になったと考えられる。

講演の様子

グループワークの様子

体験コーナー：唾液ストレス測定

体験コーナー：骨健康度測定

②健康長寿体験型セミナーin 奈半利町
「認知症になっても

安心できるまちづくり」

i.事業概要
今回の健康長寿体験型セミナーでは、奈半利町住民の対象に、認知症をもつ地域住
民が超高齢化の進む地域で自分らしい生活を継続することができるよう、地域のなか
でどのような役割を担うことができるのか、参加者同士で近所づきあいや取り組みな
ど現状を共有し、長年培ってきた経験から知恵を出し合うことで、今後の地域づくり
の一助にすることを目的とした。なお、開催にあたっては、中芸広域連合地域包括支
援センター、奈半利町社会福祉協議会、奈半利町役場の共催を得て、実施した。
体験型セミナー開催前には、事前に中芸広域連合地域包括支援センター、奈半利町
社会福祉協議会、奈半利町役場の方と打ち合わせを行い、地域特性やこれまで地域で
取り組んできた活動について共有した。住民参画型ワークショップにおいても、中芸
広域連合地域包括支援センター、奈半利町社会福祉協議会、奈半利町役場のスタッフ
の皆様にファシリテーターとして協力を頂き実施した。

開催日時：平成 30 年 11 月 29 日

木曜日

13：30～16：00

開催場所：奈半利町保健センター
対
象：奈半利町の地域住民
参加者数：65 名
本学参加スタッフ：看護学部：渡邊美保講師、畠山典子助教
健康栄養学部：荒牧礼子准教授
社会福祉学部：片岡妙子助教
事務局：楠瀬美加、由比由紀、岡林笑子

Ii.事業成果
◆ 講演・住民参画型ワークショップ（13：30～14：30）
講演では、初めにアイスブレイクと認知症予防を兼ねて、思い出しゲームを実施した。
その後、個人が抱く認知症に対するイメージを記載頂き、認知症を抱えながら地域で生
活している方の映像を視聴した。講義形式で認知症について知るというより、むしろ、
認知症当事者の方の映像をもとに、認知症になってもできることがあること、認知症を
抱える方々が、日々どのような思いで生活を送っているのかを共有することを大事にし
て進めていった。
講演後半では、住民参画型ワークショップを実施した。住民参画型ワークショップは、
8 グループで実施し、各グループには、中芸広域連合地域包括支援センター、奈半利町
社会福祉協議会、奈半利町役場の方に、ファシリテーターとしてご協力頂いた。住民の
方に語っていただいた内容は、ふせんに記載し、「どこでもシート」に貼って得られた
意見を可視化するように努めた。
ワークショップの発表のなかでは、
「近所の人が何するでもないけど、毎日うちまで来
てくれて、話をする。そんな関係が一番ほっとするし安心する。」「お茶を飲むような場
所が地域のなかに増えたらいいな。」といったまちづくりへの要望の声や認知症を患う
家族の経験をもとに、思い思いの声を出し合う様子が見られた。
各グループが短時間で様々な意見を出し合えた背景には、日頃からの地域住民の方と
行政の方との関係性も影響していると考えられる。また、地域住民の方々が同じ方向性
に向かって、肩を並べて話し合うことにより、地域に根差したまちづくりの方法を模索
することができたと考える。
◆ 体験コーナー（14:30～15:00）
体験コーナーにおいては、中芸広域連合地域包括支援センター、奈半利町役場、奈
半利町社会福祉協議会の皆様方のご協力を得て、実施した。
・健康長寿センター：唾液ストレス測定、骨健康度測定
・看護学部：間違い探し
・社会福祉学部：認知症チェック
・健康栄養学部：カムカムチェック

Iii.活動評価
アンケートの回収数は、48 部（回収率 74％）であり、参加者は 80 代が最も多く（40％）、
次いで 70 代（29％）と、参加者の半数以上を高齢者が占めていた。体験型セミナーにつ
いては、
「参考になった」
（54％）
、
「大変参考になった」
（33％）と多くの参加者が参考にな
ったと答えていた。一方で、講演形式と思い、参画型ワークショップに参加して下さった
方からは、
「少し難しい」といった意見も聞かれた。今後、住民参画型ワークショップを開
催する際は、事前にワークショップの開催を提示する必要があると思われる。また、参加
者の年代も 60 代～90 代と幅広かったため、多様な年代の方々のニーズを汲み取るために、
今後、ファシリテーターを増員するとともに、ワークショップの検討内容を絞ることも重
要になると考える。
講演・住民参画型ワークショップの感想には、
「ボケてたまるか」といった認知症になら
ないための決意の声や、
「認知症になった場合のサポート等、情報・サークルなどのメニュ
ーを広報で知らせてほしい」
「老人たちが集まる場を作ってほしい」など様々な要望が聞か
れた。住民参画型ワークショップ形式を通して、地域のなかで自分が担える役割や地域へ
の要望を声にすることで日々の取り組みに向けた決意が新たになったと考える。

講演の様子

住民参画型ワークショップの様子

健康度測定＆唾液ストレス測定

特別ゲスト：奈半利町ゆるキャラ「きんめにゃん」

共催頂いた皆様

看護学部体験コーナー：間違い探し

3）高知医療センターとの協働による健康長寿社会の実現に向けた専門職者の力量アップ
事業
（1）SP 参加型コミュニケーション研修
高知医療センターと高知県立大学では、平成 24 年から SP（Simulated

Patient）研

究会を立ち上げ、医師・看護師ら職員が患者さんとのコミュニケーションスキルを高め
る目的で研修等を行ってきた。
その後、患者とのコミュニケーション能力を養う方法が、模擬患者さんとのやり取りを
通じてというよりも、最近の主流としては、「医療メディエーション」の考え方などを取
り入れる状況となった。これを踏まえ、高知医療センターの小野憲昭先生より SP 研究会
の今年度をもっての発展的解消の提案があり、学内で協議して同意することとなった。
（2）シミュレーション教育事例検討会
i.事業概要
医療専門職者の生涯発達を支援する学習法として注目されるシミュレーション教育に
ついて、学習者に合わせた学習目標の設定や評価方法など、プランニングの基礎や効果的
な活用方法を学ぶことにより、臨床的な実践力を高める教育に活用する力を養う。
また、実施した成果を教育事例として発表する。平成 30 年度は、希望調査で要望の多
かった「デブリーフィング」に焦点を当てた企画、「教育事例の振り返り」に焦点を当て
た事例検討会、
「シナリオ開発」の企画を実施した。
【教育事例検討会】
日

時：平成 30 年 10 月 13 日（土）13 時 30 分～16 時 30 分

場

所：永国寺キャンパス地域連携棟 B207・208

テーマ：「教育事例検討会」
参加者：17 名（高知県立大学、高知医療センター、岡山大学、鳥取大学、MS&AD
インターリスク総研株式会社）
方

法：評価の方法についての講義後、グループディスカッションと評価ツールの
作成・発表と意見交換

【デブリーフィングワークショップ】
日

時：平成 30 年 12 月 9 日（日）10 時～15 時

テーマ：「デブリーフィングワークショップ 2018」
講

師：万代康弘先生（岡山大学医学部）

場

所：池キャンパス看護福祉棟 F206

参加者：24 名（高知県立大学、高知医療センター）

【シナリオ開発セミナー】
日

時：平成 30 年 12 月 25 日（火）9 時～16 時

テーマ：SimPad を効果的に活用する～SimDesigner を活用したシナリオ開発
講

師：伊藤文香先生（レールダルメディカルジャパン）

場

所：池キャンパス看護学部棟 C110

参加者：12 名（高知県立大学）
ⅱ.活動成果
5 年目の活動となり、教育事例検討会、デブリーフィング WS、シナリオ開発セミナ
ーを開催した。年度初めに希望調査を行い、要望が多かった「デブリーフィング」に焦
点を当てた企画とシナリオ開発に焦点を当てた企画を実施した。
「教育事例検討会」では、4 事例（産科におけるシミュレーションの導入、産科にお
けるシミュレーションの活用、小児看護実践論におけるシミュレーション教育の活用、
NBC 対応の机上シミュレーション）を発表して、改善についてディスカッションを行っ
た。事例検討を経て、参加者は各自の教育実践の改善に役立てるための示唆を得た。
「デブリーフィング WS」では、１．デブリーフィングの特徴を説明できる、２．目
的に応じたデブリーフィングの方法を選択できる、３．デブリーフィングを改善できる
の 3 点を目標として、万代先生の講義後、グループに分かれて、デブリーフィングを行
う場面及び、実際の課題について検討した。グループディスカッションの内容と検討し
たデブリーフィング場面を演じて、全員で共有と意見交換を行った。学習者の反応と目
標に合わせてデブリーフィングを行うこと、ファシリテーション技術についても確認す
る機会となった。
「シナリオ開発セミナー」では、日頃使用しているシナリオをもとに、患者設定の見
直しや学生へのコメントを自動で出すツールを活用して新たなシナリオを開発した。次
年度の演習で使用する方法を検討する機会となった。
ⅲ.活動評価
学習者の意図した学習を支援し看護実践力を育成するための教育力を向上する機会と
なったと評価する。計画段階から、高知医療センターと日程を検討したことから、高知
医療センターの看護師の参加も多かった。今後も、資源の共有、アイディア、運用の工
夫、スーパーバイズ、人材の活用を効果的にして、専門職のキャリア支援に役立つ活動
として続けていきたいと考えている。

（3）シミュレーション学習会サポート
ⅰ.活動概要
包括的連携事業として依頼のあった高知医療センター消化器外科病棟の学習会を 2 回
にわたりサポートした。つまり、病棟のニーズに応じた学習目標の設定、運営と評価を
協働して行い現場で必要とされる臨床実践力を向上するしくみを検討した。
【術後患者の観察と報告】平成 30 年 11 月 22 日（木）
目標：①夜勤勤務開始前の実践能力の確認、②教育者のフィードバック方法の獲得
病棟と大学間で打ち合わせを行い、目標の設定と内容等について協議した。就職後
からできるようになったことを自己評価、他者評価を通して確認し、発展的課題を達
成するために必要な技能、知識が何かを確認することをめざして、上記の目標①を決
定した。
また、新人看護師に加え、来年度教育担当者となる看護師に対しても上記の目標②
を設定した。
当日は、目標①について、新人看護師 2 名に対して、各 10 分のシミュレーション
を用いた学習と振り返りを行った。目標②については、来年度教育担当者となる看護
師に、シミュレーションに対するフィードバックを行ってもらい、その内容を相互で
評価した。また、看護学部教員からフィードバックのポイントについて講義を行った。
【術後患者の観察と報告】平成 30 年 1 月 25 日（金）
目標：①高度な観察が必要な患者への看護の実践能力の確認
第 1 回研修後に次回の内容を高度な観察が必要なものにしたいと病棟側から要請
があった。これを基に上記目標を設定して事例を作成し、病棟側と調整を行った。
実施当日は、新人看護師 2 名に対して、各 10 分のシミュレーションを用いた学習
と振り返りを行った。
ⅱ.活動成果
2 年目の活動となり、実施回数を 2 回に増やした。事例は、昨年度の実施評価を基
に洗練化を図り、受講生の到達度に合わせて実施中に到達目標を変更できるようにあ
らかじめ複数の目標を設定するようにした。また、運営自体の省力化を図るために使
用物品のパッケージ化を行い、継続可能な工夫を図った。これにより、受講生の到達
度に合わせた学習が行え、実施にともなう病棟側の負担も少なく行うことができた。
ⅲ．活動評価
病棟のニーズに応じた学習会の運営サポートが可能となったと評価している。現在
では観察、アセスメントとその内容の報告を中心に行っているが、観察以外のケアへ
の展開も必要である。また今後は、病棟の教育力を向上するための支援についても検
討する必要がある。

（4）PADIS ガイドラインにおける非薬理ケアに関する学習会
ⅰ.活動概要
ICU におけるせん妄は、入院期間延長や死亡率上昇などの予後悪化，さらには長期認
知障害や QOL の低下にもつながる。せん妄のリスクを評価し、予防的ケアを早期から
行うとともに、せん妄の早期発見とせん妄症状の軽減、回復の促進を目指して複合的に
アプローチを組み立てることが重要となる。PAD ガイドラインから PADIS ガイドライ
ンへと変更され(2018)、薬理ケアを推奨する動きがトーンダウンし、非薬理ケアの重要
性が増し、看護ケアの充実、看護師の力の発揮がさらに求められる。しかし、クリティ
カルな状況にある患者のせん妄ケアに困難さを感じている看護師は多く、看護師が持っ
ている力量を十分に発揮できていない。
このような背景を踏まえ、本学習会は 3A フロア看護師と協働して、せん妄ケアを改
善するための取り組みとして昨年度から継続している。これまでの取り組みの発表（3A
フロア看護師）に続いて、PADIS ガイドラインの変更点を中心とした講義（講師：古賀
雄二先生

川崎医療福祉大学

急性期・重症患者看護専門看護師）を実施し、15 名が参

加した。
ⅱ.活動成果
2 年目の活動となり、日常の看護ケアの中での介入方法や実際に介入することの意義、
非薬理ケアの重要性について理解を深めた。患者の個別性や日常生活の構築を行いなが
らせん妄ケアを行うためには ABCDE バンドルにものっとりながら、患者のニードをア
セスメントし、さらには介入後の反応をくみ取っていく必要性があることを理解する機
会となった。日頃から行っているケアの一つ一つが患者の快、不快につながっているこ
と、常に情報共有を行いながら、患者にとってよりよい生活ができるよう調整しながら
かかわることがせん妄ケアとなると再確認できたことなど、参加者が自分自身のケアを
振り返る機会となっていることが参加者アンケートから読み取れた。
ⅲ. 活動評価
事業として継続していることで、せん妄評価、せん妄の理解の深まりがある。日常生
活を整えることがせん妄ケアの重要な要素であることは理解できているが、日常的に行
っているせん妄評価をケアにつなげること、患者の反応を見ながらケアの方法を展開、
発展させていくことには、まだ課題がある。従って、患者の反応に合わせたケアの展開
例に関する事例検討を継続的に行うことで、より個別的なせん妄ケアの展開につながっ
ていくことが期待される。また、参加者は、講義終了後も講師に積極的に質問しており、
この事業への関心の高さが伺えた。従って、次年度も課題分析の結果に基づき、継続し
て事業計画として挙げる予定である。

4）地域医療介護総合確保基金事業
（1）中山間地域等訪問看護師育成講座
ⅰ.事業概要
本講座は、平成 27 年度より高知県の寄附金を受け、高知県の中山間地域等の訪問看護
師の人材確保・育成・定着および小規模な訪問看護ステーションの機能強化を目的に、大
学の教育力・学習環境を活かし、
「中山間地域等における新任・新卒訪問看護師育成プログ
ラム」を開発・運用し、中山間地域等の訪問看護ステーションと協働して、新任・新卒訪
問看護師育成を行うものである。
事業は高知県、高知県看護協会、高知県訪問看護連絡協議会、高知県医師会、高知県社
会福祉協議会、高知医療センターと協働し、大学内では看護学部、社会福祉学部、健康栄
養学部、文化学部の協力を得て展開した。実施体制は健康長寿センター長、寄附講座責任
者（在宅看護学教授）
、事務局（企画総務課）、専任教員 2 名、専任事務員で構成され、月
1 回、運営会議を開催し、講座の企画、運営、実施、評価に関わる全ての検討を行った。
ⅱ.事業成果
ア．新任・新卒訪問看護師育成研修プログラムの企画・運営
本プログラムは、小規模で、中山間地域など地域生活に密着した看護提供が必要である
という高知県の訪問看護ステーションの特徴を踏まえて、新任・新卒訪問看護師に必要な
基本的能力（14 項目）
、学習課題（11 項目）を整理し、①単独で訪問看護ができる、②個
別的な訪問看護計画書と報告書が作成できる、③24 時間の携帯当番を担うことができる、
④チームの一員として役割を果たすことができることを新任・新卒者の目指す姿とした。
また、カリキュラムは 35 科目 138 時間の講義と実地研修（OJT）からなり、医療資源や
サービスの少ない中山間地域の特性を踏まえ、シミュレーション教育、グループワークや
ロールプレイなどの演習を多く取り入れている。
イ．研修の実施体制
研修は専任教員 2 名（特任准教授 1 名・特任助教 1 名）と専任事務 1 名を中心に運営
した。講師は在宅看護学、慢性期看護学、小児看護学、精神看護学、がん看護学、リハビ
リテーション、在宅医療、薬剤管理、歯科疾患、栄養管理、地域連携、皮膚創傷、摂食嚥
下、感染管理の専門領域から推薦された者で、学内は健康栄養学部 1 名、看護学部 12 名
と学外講師は 10 名、特別講義には教育研究センター1 名の協力を得た。
ウ．研修対象者
対象者は看護師（准看護師含む）で、中山間枠は高知県内の中山間地域の訪問看護 ST
に採用された 2 年未満の者、全域枠は高知県内の訪問看護従事者及び訪問看護に関心が

ある者、新卒枠は看護師養成施設を卒業もしくは修了し、県内の訪問看護ステーションに
採用された者とした。
エ．研修スケジュール
中山間枠、全域枠、新卒枠のそれぞれの研修スケジュールを表 1、表 2、表 3 に示
す。
表 1 中山間枠スケジュール

表 2 全域枠スケジュール

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月
月

月

火

先輩と同行訪問

木

金

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

所属施設での勤務

所属施設での勤務

先輩と同行訪問

AM 前週の振り返り

AM 前週の振り返り・コンサルテーション

PM ケースプレゼンテーション

PM ケースプレゼンテーション

火

水
水

4月

AM 集中講義／演習

AM 前週の振り返り・コンサルテーション

PM 集中講義／演習

PM 個別事例の看護展開

AM 集中講義／演習

先輩と同行訪問

PM 集中講義／演習

所属施設での勤務。希望者は大

AM 集中講義／演習

学でのケースプレゼンテーショ

PM 集中講義／演習

ンに参加

AM 集中講義／演習

所属施設での勤務

PM 集中講義／演習

木

所属施設での勤務

所属施設での勤務

金

所属施設での勤務

所属施設での勤務

専任教員との同行訪問

先輩と同行訪問

振り返りカンファレンス など

表 3 新卒枠スケジュール
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

時間差訪問

同行訪問

訪問

複数名訪問

OJT
単独訪問

その他

研修

職場内新人

車運転

手順書

計画書・

単独訪問

研修など

看護記録等

作成

報告書作成

見極め

講義・演習：週 3 日

週2日

週1日

振り返りカンファレンス（週 1 回：大学、後半以降は週 1 回訪問看護 ST）
技術ﾁｪｯｸ

大学

技術ﾁｪｯｸ

新卒枠

地域調べ
摂食嚥下研修

外部

実習

OJT・技術

OJT・技術

ﾁｪｯｸ

ﾁｪｯｸ

ﾁｪｯｸ

特別講義

新卒経験者 ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ
との研修

研修①

グループリフレクション

ケースプレゼンテーション

知識・技術の補充学習

受け持ち事例の展開（4～6 例）

病棟・外来・療養通所
デイサービス

OJT・技術

外部病院研

在宅支援

修

診療所

ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ研
修②

地域連携室

特別講義

OJT・技術ﾁｪｯｸ
ﾌｨｼﾞｶﾙｱｾｽﾒﾝﾄ研
修③

居宅支援事業所、介護老人保健施設
福祉機器見学

オ．学習支援のしくみと学習支援者の役割と支援方法
学習支援は 3～5 人の小規模な訪問看護ステーションにおいて、新任・新卒訪問看護師の育成
が促進されるよう、各組織で役割分担し、企画、研修、OJT、評価を通して展開した。
（学習支援
者の役割と支援方法、記録様式の詳細は健康長寿センター報告書参照）
カ．実地研修（OJT）の実施
中山間枠、新卒枠受講者は、研修 1～3 ヶ月間は、週 1 回、大学日を設け、訪問看護同行記録
やふり返り用紙を記入後、個人面談を行い、実践した看護のふり返りから課題を抽出し行動目標
の立案を行った。その後、新卒者は 4～12 ヶ月間は、週 1～2 回の大学での面談を継続しながら、
他日に教員が訪問看護ステーションに出向き、管理者や先輩訪問看護師とともに、ステーション
内で週 1 回 30 分間のふり返りカンファレンスを開催した。内容は、新卒者が訪問看護の実践か
ら、どのような経験をし、どのような学びや気づきがあったかをふり返り、学習支援者と共有し、
新卒者の学習課題に基づいた行動レベルの目標設定に修正しながら OJT を展開した。
（実績数は
健康長寿センター報告書参照）
キ．学習支援者研修会、学習支援者会議の開催
中山間枠・新卒枠受講者の所属する訪問看護ステーションにおいて、学習支援者となる管理者
およびラーニングパートナーを対象に、
学習支援者研修会 6 回、
学習支援者会議 2 回を開催した。
学習支援者研修会では、受講者の経験や学びを促進するための考え方や方法等を取り上げ、専任
教員によるミニレクチャーを行った。意見交換を通して、在宅看護で大切にすべきことをどのよ
うに伝えていくか、受講者の個別性に応じた配慮、よりよい学習環境づくりについて考える機会
となった。学習支援者会議では、訪問看護ステーションでの学習支援の課題や困難、学習支援体
制の工夫等について共有した。研修を進める上での課題（①勤務調整や労務管理、②申し送りや
情報共有の時間確保、③所内のコミュニケーション、④研修状況の把握、⑤受講者の健康面や精
神面への配慮、
⑥ステーション管理と研修サポートの両立、
⑦受講者の気づきと学ぶ姿勢の促し）
が明らかになった。これらの課題に対し、受講者の単独訪問の進め方と日々の実践のなかでの振
り返りの促し、訪問看護ステーションと大学の連携等について方向性が共有された。
ク．新卒者の継続的な学習支援・学習評価
週１回の振り返りカンファレンスを通して、新卒者が自らの学習の課題を見つけられるよう、
必要に応じて自己学習の支援を行い、フィジカルアセスメントについては 2 ヶ月に 1 回、呼吸症
状、脱水、消化器症状のある事例を用いたシナリオトレーニングを行った。
ケ．新卒 2 年目および修了者フォローアップ研修
新卒 2 年目は 4 月に 2 年目教育計画の立案を行った。18 か月をめどに 24 時間対応や携帯当番
を担当できるようフィジカルフォローアップ研修を 3 回行い、他にリスクマネジメント、生活困
窮者の支援、ACP と看取り、エンゼルケア、退院支援、家族の力を活かす家族支援などをテーマ
に月 1 回の研修や振り返りを行った。倫理研修は高知医療センター主催の新人 2 年目研修に参加
した。修了者に対しては 4 回のフォローアップ研修を行った。
コ．修了者ネットワークの推進（V-ナースの会 Kochi の運営支援）
V-ナースの会 Kochi（幡多支部）は、平成 30 年 4 月 6 日（金）
（18 時 30 分～20 時 30 分、竹
本病院、参加者 6 人）
、事例検討会を開催し、準備や運営の支援を行なった。

サ．保健所地域別の訪問看護推進ブロック会議の開催
中山間地域における訪問看護推進ブロック会議は、中央西（平成 30 年 10 月 19 日）、須崎福祉保
健所（平成 30 年 9 月 12 日）管内の 2 カ所で開催し、各保健所管内における各市町村の在宅医療・
訪問看護の現状と課題、訪問看護師育成に関する課題や期待について活発な意見交換が行われた。
現状と課題においては、
「中山間地域の高齢化、独居や高齢者世帯、認知症の増加、介護者不足に
よって病気や介護の重症化の予防、服薬管理など、住民やサービスと連携した予防的支援も重要
になっている。
」
「医療・介護の人材不足もあり、訪問看護の必要性については吟味し、需要と供
給のバランスの検討も必要である。
」
「平成 30 年度の診療・介護報酬の改定によって退院日数の
短縮、在宅復帰も増え、がんターミナルは若年から高齢者まで増加、重症小児の退院も依頼があ
るが、病院から地域への移行はうまく機能しておらず、家族は不安を抱え、改めて在宅療養への
支援が必要となっている。
」といった意見が聞かれた。訪問看護師育成においての期待では、
「地
域を知り対象を理解する。
」
「重症化や再入院など予防的な看護介入ができる。
」
「小児から高齢者、
退院支援から看取りまで適切なアセスメントと目標設定ができる。
」
「療養法に関する教育的な支
援、家族の不安・意思決定の支援、コミュニケーション力が重要といった、スキルだけでなく訪
問看護の役割を説明でき、自ら発信し地域へ貢献できる。
」また、
「地域の保健師など多職種だけ
でなく、警察や消防とも連携し、地域で住み続けることを支援していく人材が重要である。
」とい
った意見が集約された。
シ. 参画団体による企画会議の開催
中山間地域等訪問看護師育成プログラムの運用にあたり、高知県、高知県医師会、高知県看 護
協会、高知県訪問看護連絡協議会、高知県社会福祉協議会、高知医療センターの関係協力団体に
よる、高知県中山間地域等訪問看護師育成講座企画会議を 2 回（平成 30 年 9 月 10 日・平成 31 年 2
月 4 日）開催した。当講座の事業報告、新卒訪問看護師育成の課題や対策、フォローアップ研修に

関すること、訪問看護ステーションの人材雇用の調査報告や高知県の在宅看護の質向上に向けた
取り組みの強化について協議が行われ、各関係団体の役割を再確認し、高知県の訪問看護推進や
人材育成について意見交換が行われた。
ス．講演・シンポジウムの開催
新卒訪問看護師育成における全国の先進的な取り組みを共有し、今後の課題や展開について理
解を深めることを目的とし、
「新卒訪問看護師育成は地域の未来を変える」をテーマに講演・シン
ポジウムを開催した。県内外の訪問看護ステーション、新卒訪問看護師や関係者など 80 名の参
加を得て、活発なディスカッションが行われた。
・日時：平成 31 年 3 月 9 日（土）13 時 30 分～16 時 30 分
・場所：ちより街テラス
・講師およびシンポジスト：
1 部：
「新卒訪問看護師育成から学ぶ人材育成」
講師 高知県立大学 看護学部 教授 森下 安子
高知県立大学 健康長寿センター 特任准教授 森下 幸子
2 部：シンポジウム：
「わが地域の新卒訪問看護師育成」
公益法人山梨県看護協会 ゆうき訪問看護ステーション 所長 並木 奈緒美氏
全国新卒訪問看護師の会 代表 小瀬 文彰氏
公益法人高知県看護協会 こうち看護協会訪問看護ステーション 所長 山本 明子氏

ⅲ. 活動評価
ア．受講者数および内訳
平成 30 年度の研修受講者は、新卒枠 3 人、全域枠 18 人（前期 7 人、後期 9 人、通年コース 2
人）の計 21 人であった。平成 27 年度からの訪問看護スタートアップ研修受講者は 85 人となり、
新卒枠 10 人（訪問看護 8 事業所）
、中山間枠 15 人（訪問看護 10 事業所）
、全域枠 60 人（訪問看
護 12 事業所、病院・診療所 17 施設）で、中山間地域からの受講は 33 人となった。受講者の年
齢は 20 歳代～60 歳代、男性 4 人、女性 81 人であった。看護師経験年数は 0～35 年、訪問看護
師経験月数は 0～41 ヶ月であった。
イ．修了者数
修了者数は、平成 27 年度 11 人、平成 28 年度 25 人、平成 29 年度 28 人、平成 30 年度 21 人
の合計 85 人であった。所属別では訪問看護ステーション 46 人、病院・診療所 39 人であった。
所属先の地域（保健所管内別）は安芸 11 人、中央東 22 人、高知市 26 人、中央西 9 人、高幡 8
人、幡多 9 人であった。また、研修修了後 6 ヶ月の就業調査では訪問看護ステーションの就業が
継続されていた。
ウ．中山間等訪問看護師育成プログラムの評価
平成 30 年度新任・新卒者 21 人の本研修 35 科目 157 項目の学習目標達成の自己評価点は、5
点満点中平均 3.49±0.64 点（標準偏差）であった。また、新卒者 3 名の修了時の目指す姿および
学習課題の自己評価は、ほぼ全員が「できた・まあまあできた」と捉えており、プログラムを活
用して単独訪問も可能となり、訪問看護ステーションの一員として訪問看護に携わることができ
ていた。また、平成 27～30 年度の 4 年間のプログラム運用において、受講者と訪問看護ステー
ションがとらえる学びや成長（表 4）と、学習支援の課題では事業所の運営管理上の課題、受講
者が抱く困難、学習支援体制の課題（表 5）
、新卒者の課題と学習支援の課題についても明らかに
なった（表 6）
。
それらの課題に対して、受講者の特性や成長に合わせた目標設定と対応、訪問看護ステーショ
ンの教育体制への支援、新卒訪問看護師のフォローアップ研修、大学でのリフレクションや自己
学習の支援を強化し、
その評価に基づいたプログラムの修正に取り組んでいく必要がある。
なお、
本事業の詳細については本学健康長寿センター報告書に掲載している。
表 4 受講者と訪問看護ステーションがとらえる学びや成長
受講者
の捉え
る学
び・成
長

目標とする訪問看護師像の確立

・自己の見方への気づき
・適切な目標設定による成長
・訪問看護師としての自信
・訪問看護師としての姿勢

訪問看護師としての実践能力の獲得

・在宅の多様な事例や状況の理解
・在宅看護に必要な知識と技術の習得
・在宅でアセスメントする力の習得
・個別性のある看護展開力とケアの提供

地域連携の理解と関係構築

・地域の特性や資源の理解
・関係機関とのつながりや情報共有の促進

主体的で継続した学びの促進

・学習内容習得のための復習
・学びあい効果の実感

・振り返りによる学びの促進

事業所
の捉え
る成果

受講者のネットワーク化

・同志の存在を力にする
・地域を支える仲間としてつながる

訪問看護師としての看護観の育み

・看護への向き合い方の変化
・積極性

事業所全体の学びの波及

・スタッフへの刺激・影響 ・学びあいの雰囲気

看護実践の拡がり

・講義や演習を活かした看護
・学びの深まり ・学習の積み重ね

表 5 学習支援の課題
事業所の運営管理上の課題

・勤務調整の困難とスタッフの負担増大
・労務管理上の問題への対応
・時間外勤務の発生
・効率的な訪問スケジュールと同行訪問の調整
・情報共有のしづらさ
・事業所内の雰囲気の変化
・利用者との人間関係の変化
・安全上の配慮（ケア・交通・事故）
・新卒育成への責任感（スタッフとしての受け入れ）

受講者が抱く困難

・教育と看護実践との違い（主体的な学びへの戸惑い）
・知識技術習得の焦り
・自己評価と他者評価の不一致
・研修目的と受講者が求めるもののズレ
・他者と比較することによる自信の低下
・仕事と研修の両立・精神や体調面の不安
・先輩との考え方の違い、コミュニケーションの難かしさ
・ステーションでの居場所、役割の獲得

学習支援体制の課題

・教育支援への期待と実際の不一致
・受講者の学習到達度、学習課題に関する情報共有不足
・ステーション管理者や学習支援者との学習目標、方法の合意形成

表 6 新卒者の課題と学習支援の課題
時期

1～3
ヶ月

新卒者の状
況

新卒者の課題

学習支援の課題

訪問先およびステ ・訪問看護師としてのマナーや
・初対面でのコミュニケーションおよ
ーション内での緊
ふるまい
び他者との関係作りの視点
張
・先輩との関係構築
・職場への適応、役割獲得
・ステーションでの居場所確保
・社会人としての自覚とマナー
・ステーションの 1 日～1 ヶ月の
流れと業務の理解
仕事と研修の両立 ・目まぐるしく変化する状況と
忙しさから生じる疲れ
・所属ステーションの特徴や良
さを知る

・体調、メンタル面の確認
・他の新卒者との共有の機会の設定

・訪問地域の特性、社会資源、
地域の良さを知る

4～6
ヶ月

7～9
ヶ月

訪問現場で見聞き ・訪問場面の状況整理
することに対する ・利用者、家族の多様性の理解
驚きと混乱（リア ・知識、技術不足
リティショック）

・訪問場面の捉えのふり返り
（対象理解、生活・個別性の視点の
促し）
・知識・技術の修得度の確認
・現場で通用する知識・技術への転換
・訪問エリアの地域性への認識促進

新卒訪問看護師主 ・看護過程の展開
体でのアセスメン （情報収集のあり方とアセスメ
トとケア実施
ント）
・医療と生活を統合する視点
・自己の目標設定
・看護の知識、技術の復習
・他ケースへの経験の応用

・フィジカルアセスメントスキルの確
認
・情報収集のためのコミュニケーショ
ン
（利用者・家族および先輩・多職種
など）
・生活の中からの情報収集への視点強
化と、収集した情報の意味づけ
・行動レベルでの目標設定
・自己学習、技術演習時間の確保
・ケースプレゼンテーションの活用

仕事・研修・外部
研修との両立

・連携場面における訪問看護師の役
割の意識化
・訪問看護制度や仕組みの確認

他職種、他機関との連携の認識
訪問看護制度や仕組みの確認

単独訪問に向けた ・自己の判断の言語化
準備
・単独ケアの不安克服
・タイムマネジメント
・支援者の言葉をプレッシャー
に感じる

・個別看護計画の点検と、改善点につ
いての具体的なフィードバック
・できる部分の承認
・計画に沿った、実現可能な手順書の
作成

比較的安定した利 ・新たな疾患・状態像・症状の
用者への訪
アセスメント
問
・訪問後の報告と記録
・安全運転、リスク管理

・アセスメントの視点の確認
（看取り期の症状緩和、褥瘡ケア、認
知機能、嚥下評価などのアセスメン
トツールの提示）

ヒヤリハット・ア ・失敗の繰り返し
クシデントの発生 ・認識と行動のギャップ

・ミス場面のふり返りと、発生要因の
探索
・事故の対応、報告、記録の確認
・自己の傾向の分析と対策立案の促し
・事業所での再発防止の相談

難易度の高い利用 ・新たな疾患、状態像、症状の
者への訪問
アセスメント
担当者会議出席な ・訪問時の適切な健康状態・生
ど多職種との連携 活状況の判断とケアの優先順位
10～
の決定及び実施・評価
12 ヶ月
・家族支援
・多職種との連携
・緊急対応、24 時間当番への準
備

・訪問件数増加への対応を検討
・多様な受け持ち事例のアセスメント
を支
援
・日々のセルフリフレクションの促し
・担当者会やカンファレンスの役割の
確認
・医師や多職種との連絡・相談など連
携の確認

（2）高知県介護職員喀痰吸引等研修
①基本研修
＜開催日時＞
第１回 平成 30 年 7 月 19 日(木) 9：30～16：00、 7 月 20 日(金) 9：00～16：00
第 2 回 平成 30 年 10 月 13 日(土) 9：30～16：00、10 月 14 日(日) 9：00～16：00
第 3 回 平成 30 年 12 月 8 日(土) 9：30～16：00、 12 月 9 日(日) 9：00～16：00
第 4 回 平成 31 年 2 月 8 日 (木) 9：30～16：00、 2 月 9 日(金) 9：00～16：00
・開催場所：高知県立大学池キャンパス看護学部棟
・講師：森下安子、川上理子、中井美喜子、乾由美、小原弘子
・対象：介護福祉士、障害者（児）サービス事業所及び障害者（児）施設等（医療機関を除く）
で福祉サービスに従事している介護職員、特別支援学校の教員、保育士等、特定の者に
対してたんの吸引等の行為を行う必要のある者
・参加者数：第 1 回：8 名、第 2 回：5 名、第 3 回：9 名、第 4 回：3 名
＜活動内容と成果＞
平成 24 年 4 月 1 日から施行された介護職員等によるたんの吸引又は経管栄養（以下「たんの吸
引等」という。
）の実施のための研修が制度化された。居宅及び障害者支援施設等において必要な
ケアをより安全に提供するため、適切にたんの吸引等を行うことができる介護職員等を養成する
ことを目的とし、高知県では、平成 23 年から本研修事業を継続し実施している。本学は当初から、
高知県障害保健福祉課からの依頼を受けて本研修を大学主体で実施しており、今年度も計 4 回の
研修を実施した。
本研修は、
「特定の者」のたんの吸引等を行う介護職員を対象とした研修である。研修は、各回
2 日間、講義研修と実技研修(2 時間)で構成した。講義内容は、重度障害児・者の地域生活等に関
する講義、痰の吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援に関する講義、緊急時の対応
及び危険防止に関する講義、胃瘻注入に関する講義である。各回の 2 日目に筆記試験を実施し、
90 点以上(100 点満点)の受講者のみ実技研修を受講できることとした。参加者総数の 92％が筆記
試験に合格し（23 名）
、実技研修を受講することができた。実技研修は、人体モデルを利用し、喀
痰吸引・胃瘻注入の 2 グループに分かれて実施した。シミュレーター（高研吸引・胃瘻モデル：
LM-097B）を活用し受講者全員が、喀痰吸引（鼻・口・気管切開部）と胃瘻（液体栄養・半固形
栄養）を講師の指導の元で経験できた。
受講者は、訪問介護ステーション、高齢者・小児障害施設等、多様な場で勤務していることが特
徴であった。実技研修では、実際にケアを実施している入居者や利用者を想定した質問が多くみら
れた。昨年に比べて受講者が減少した（平成 29 年度:42 名受講）が、在宅療養者・施設入居者が
重度化の傾向にあり、介護職員等による喀痰吸引・胃瘻注入のニーズは今後もさらに高まると考え
られ、今後も継続した育成が必要であると考える。
②実地研修：平成 31 年 3 月 18 日（月）
・開催場所：ヘルパーステーションおせっかい
・講師：川上理子（看護学部 准教授）
・対象：基礎研修受講後の介護職員
＜活動内容と成果＞
基礎研修受講後の介護職員を対象として、基礎研修で習得した口腔内喀痰吸引・鼻腔内喀痰吸
引・気管カニューレ内部の喀痰吸引・胃瘻または腸瘻による経管栄養等が利用者に対して適切に
行われているのかを評価した。実地研修終了後に研修修了証明書を交付した。

（３）退院支援体制推進事業
①活動の概要
退院支援事業は基金事業を活用して、全県下に拡充すべく展開している事業である。これまでに
策定した「地域・多職種協働型の退院支援の仕組み作りガイドライン」の定着化を継続するととも
に、急性期・回復期・在宅へとシームレスに移行する地域・病院・多職種協働型退院支援体制の構
築を目指す。そのために、地域ごとの運営メンバー会議を基盤として、退院支援の流れを活用した
ツール「退院支援可視化シート」を作成するとともに、そのシートに基づき事例展開を繰り返し、
洗練化を行う。
今年度は、
これまで事業展開を行っていない中央東福祉保健所管内（JA 高知病院）
、
須崎福祉保健所管内（くぼかわ病院）と今年度、新たな取り組みとして急性期からの退院支援のシ
ステム構築を目指し、幡多福祉保健所管内（幡多けんみん病院）を事業参加病院とした。おもに、
研修事業と相談支援事業を行った。研修事業では、これまで行ってきた【管理者研修】
【多職種協
働研修】
【コーディネート能力修得研修】に加え、
【看護管理者研修】を実施した。地域を基盤に地
域・病院・多職種協働型チームでの実践方法を重視すると同時に、並行して県下 2 カ所で、コーデ
ィネート能力修得研修及び多職種協働研修を実施した。地域の中での相談・教育が可能な人材（退
院支援コーディネーター）の育成と地域・病院・多職種協働型退院支援体制の充実、研修プログラ
ムの体系化を目指す研修である。相談支援事業では、各病院と地域の退院支援の優先課題、地域と
ともに目指す姿を軸に、病院機能や地域特性を踏まえた退院支援の仕組みづくりを目指し、支援を
行った。
②活動成果及び評価
【急性期病院からの退院支援システム構築】
病院の機能分化が進む現在、今年度は急性期から回復期リハ病床・地域包括ケア病床を経て在宅
へと継続したシームレスな退院支援システム構築に向け、幡多けんみん病院のみならず回復期リ
ハ病床・地域包括ケア病床をもつ参画病院を募集し、3 市町村で急性期からの在宅移行支援システ
ム構築にむけ、目指したい退院支援システムの明確化、入退院支援システムの可視化シートの作
成、事例展開に取り組んだ。市町村のもつ医療、介護資源も差があり地域課題が異なる中、急性期
から在宅への移行、急性期から回復期リハ病床・地域包括ケア病床を経て在宅へ移行する経過の中
での退院支援の課題が明確となった。幡多地域の退院支援システムを構築する上では、他の市町村
の病院も加え、幡多全域での急性期からの退院支援システム構築の取り組みを行う必要があり、次
年度拡充する予定である。
【回復期病棟等からの退院支援システム構築】
病院地域多職種協働退院支援システム構築のガイドラインを活用して、今年度中央東福祉保健
所管内の JA 高知病院と須崎福祉保健所管内のくぼかわ病院における「目指したい退院支援システ
ム」明確化、入退院支援システムの可視化シートの作成、事例展開を行い、5 福祉保健所管内の退
院支援システム構築に関わることができた。病院は、診療報酬改定に伴い、様々な変革課題がある
中、本事業を展開していくため、予定より事例展開開始が 2 月とずれ込んでいるが、事例展開を通
して実効あるシステム改善のために、今後も継続的な支援が必要であり、支援方法の検討が必要で
あるといえる。
【研修事業】
これまで行ってきた【管理者研修】
【多職種協働研修】
【コーディネート能力修得研修】に加え、
【看護管理者研修】を加え、管理者対象の研修内容の強化を行った。いずれの研修も受講者が多く、
定員を超える受講希望者があり、ニーズが高いことが伺える。また、今年度より診療報酬の改定に

より入院前からの加算が追加されるなど、入退院支援の強化が求められることもあり、看護管理者
研修は参加希望が多く、1 回開催予定であったが 2 回開催した。様々な病院の多様な入退院支援に
関する課題の抽出、課題解決に向けた方策の検討ならびに情報交換の場となり、研修評価も高く、
入退院システム変革を推進する人材の育成につながったと言え、管理者研修のみならず、看護管理
者にターゲットをあてた研修は有効であると考える。また、
【多職種協働研修】
【コーディネート能
力修得研修】については、研修内容の充実に取り組んだ。受講生の評価も高く、多職種が主体的に
実践、議論して、能力を高めていく研修は少なく、有効であると考える。
【コーディネート能力修
得研修】においては、今年度初めて、一般募集として全県下から参加者を募った。3 日間、講義、
GW 等と主体的な学びとともに、次の研修までのアクションと評価や各病院の入退院支援システ
ムの可視化シート作成の課題を提示し、より研修と実践をつなげるプログラムとした。研修参加を
推薦した管理者からも受講生の参加後の変化より研修への高い評価を受けた。
【コーディネート能
力修得研修】については、地域や病院の課題が異なり、また立場も異なるため、その状況に合わせ
て退院支援をコーディネートしていくことが求められる。また、地域特性に応じコーディネートし
ていくことも求められる。そのため、研修終了後も、継続して情報交換の場やネットワークづくり
が必要と考えられ、フォローアップ体制の構築が必要と考えられた。
3 月 14 日に 1 年間の事業内容成果等について報告会を開催し 192 名の参加があり、最終退院
支援事業への参加は、県下 157 施設、のべ 1,537 人であった。本事業は、
「全国知事会 在宅医
療・介護連携の推進ワーキングチーム」において、優良事例として報告された。また、次年度の
基金事業に事業を発展させた提案を行い、継続して事業展開していくことが決定されている。
5）地域連携事業
（１）土佐市連携事業
①とさっ子健診プロジェクト
ⅰ.事業概要
平成 20 年 10 月に「高知女子大学と土佐市連携事業に関する協定書」が両機関で交わされ、そ
の後の平成 23 年 7 月に「高知県立大学と土佐市連携事業に関する協定書」が締結された。本学の
教員は土佐市におけるいくつかの事業を行っていたが、協定を機に全学部参加型の事業として位
置づけ、
「土佐市連携プロジェクト」が立ち上がった。
「土佐市連携プロジェクト」では、土佐市の
健康、福祉、生活、文化、教育の課題を土佐市と協働して解決していくことを目指し、土佐市のニ
ーズの聞き取りをおこなった。
土佐市では、子どもの時期から健診を受ける機会を作ることにより、自らの健康に関心を持ち、
望ましい生活習慣を身につけることで、大人になっても健康を維持できるよう支援することを目
的として、平成 24 年度よりとさっ子健診の実施を計画していた。また健康福祉課職員は、健診受
診勧奨等の大人への生活習慣病対策を続ける中で困難を感じ、子どものうちから予防的に働きか
ける必要性を実感しており、
『とさっ子健診プロジェクト』の契機となった。そこで本プロジェク
トの目的を、
「土佐市の小中学生に対する健康調査の実施とその後の指導を通じて、小中学生とそ
の家族が成長後も健康的な生活を送れるよう、健康の改善を促す」と設定した。平成 24 年よりプ
ロジェクトは開始された。
本プロジェクトでは、土佐市と大学で打ち合わせを行い、とさっ子健診の事業計画･実施･評価･
改善に向け話し合い、大学と土佐市がそれぞれの進め方を確認している。打ち合わせの前後に大
学内のメンバーミーティングを行い、
教職員と企画連携課職員間で役割分担を行っている。
また、
平成 24 年に本プロジェクトがスタートし、検査項目の設定や問診項目、結果返却時の保健指導
内容、結果の分析等の検討を現在も継続して行っている。

また大学の担う役割として、学会・論文発表を通じた社会への情報発信や児童および保護者に
対する効果的な支援方法を検討するため受診者の健康観・健康行動に関するアンケート調査の実
施、平成 26 年度より子どもの健康に関する意識調査(自記式のアンケート調査用紙)、アンケート
および検査結果データの解析、受診者にとってピアである学生の力を活用したお楽しみコーナー
や体験コーナー、食事バランスチェックの実施、とさっ子健診への助言等を、継続して実施して
いる。平成 25 年度の結果説明会では、学生によるミニレクチャーを実施した。
本学企画の「お楽しみコーナー」
「体験コーナー」は、健診当日も土佐市と大学が連携して実施
し、健診参加者や付き添っているきょうだいにとってもたのしい経験となり、きょうだいにとって
は健診対象年齢になったとき、受診の動機付けにつながるよう設置している。健診参加者が保護者
やきょうだいと一緒に参加し、栄養カードを用いた食事バランスチェックや、健康問題を取り入れ
たクロスワードや、握力測定、ストレスチェックなどを実施し、日頃の食生活や、自分のからだを
知ってもらう機会となるよう企画･運営している。平成 29 年度の冬の健診より、健康栄養学部の
食事バランスチェックは、今後の生活の見直しにつながるコーナーであるため、全受診者が親子で
参加できるよう検討を行い実現している。また、平成 29 年度より、個別の介入が必要となる子ど
もの健康問題の事例について、大学と土佐市で検討会を行い、どのような介入が子どもや家族にと
って必要となるのかを考え、結果説明会における個別の保健指導につなげている。
平成 30 年度もこれまでの活動に引き続き、健診の円滑な実施方法や事業の成果評価の方法につ
いて、土佐市と検討を重ねながら、健診当日のお楽しみコーナー、体験コーナー、食事バランスチ
ェックの設置及び健康調査を継続して実施した。
平成 29 年度に検査基準値の変更（eGFR･尿たんぱく）を行っているため、検査結果の検討を行
った。また、平成 29 年度に開始された連携した取り組みとして、子どもの健康問題について、個
別の介入が必要となる事例の検討会を行っているが、本年度も継続し子どもや家族への介入につ
いて検討し、保健指導につなげた。
ⅱ.事業成果
ⅰ）とさっ子健診の実施
土佐市内全域の小学校 5 年生及び中学 2 年生を対象に、とさっ子健診を実施した。夏 3 日、冬
2 日の計 5 回、土佐市立ＵＳＡくろしおセンター、土佐市保健福祉センターを会場に実施し、計
143 名の受診者があった。
お楽しみコーナーでは、健康栄養学部 4 回生による食事バランスチェックや、看護学部 3,4 回
生による健康クイズや健康クロスワードを行った。また、唾液によるストレスチェック、握力測定、
脳トレーニングを行った。各回とも参加者は親子で積極的に参加し、順調に終了した。学生や教職
員によるお楽しみコーナーでは、健診会場に来ている児童や保護者、きょうだいを対象に、栄養カ
ードを用いた食事バランスチェックやカード遊び、健康問題を取り入れたクロスワードや、握力測
定などを実施し、日頃の食生活や、自分のからだを知ってもらう機会とした。平成 29 年度の冬の
健診より、健康栄養学部の食事バランスチェックは、全受診者が親子で参加しているがスムーズに
実施することができている。
ⅱ）健康意識調査の実施
平成 26 年度より実施している自記式のアンケート調査用紙を用いた子どもの健康に関する意識
調査を、本年度も継続して行った。
・調査目的：とさっ子健診を受けた子どもの健康意識を把握することで、
○健診前後の意識の変化を明らかにする
○土佐市の子どもの健康意識の実態を明らかにする

これを通して、とさっ子健診の評価に活用する
・調査項目：主観的健康観、健康のために生活習慣に気をつけているか（４件法）
健診を受けての感想（自由記載）
小学生のときに受診した後の変化（小学生で受診した者のみ）
・調査方法：健診実施時、子ども自身に記入してもらう
３か月後、調査用紙を郵送し、同じ質問項目に答えてもらい回収する
ⅲ）学部学生の研究協力
・看護学部看護研究 小児看護クループ「学童期の子どもにおける災害への備え」
学

生：今出優香、大野あゆみ、岡村祐志、中井美里、高橋朱里

指導教員：佐東美緒
ⅳ）とさっ子健診後の評価と事例検討会の実施
ⅲ.活動評価
土佐市と大学が連携し協働することにより以下の成果が得られた。
・平成 29 年度に検査基準値の変更を行い、健診後に再度話し合いを持ち、評価をおこなった。変
更した基準値を用いて来年度も実施する。また平成 29 年度の冬の健診より、健康栄養学部の
食事バランスチェックも、全受診参加者が親子、またはきょうだいもともに参加することがで
きた。
・平成 26 年度より継続し行っている「子どもの健康に関する意識のアンケート」の結果を、土佐
市と大学が共有し、子どもの健康問題を解決していくための介入方法について、集団、個別の
支援について考えることができた。集計結果はメンバーで共有し子どもの健康意識の実態を知
りとさっ子健診の評価に活用した。健診の検査結果と比較し、子どもひとりひとりの結果を確
認して、子どもの個別の支援の参考にした。
今年度はとさっ子健診を 5 年生、中学 2 年生と 2 回受けたお子さんの健康の意識がどのように
変化しているのかも明らかにし、子どもが望ましい生活習慣を身につけるための介入について
も検討していく。
・平成 29 年度より子どもの健康問題について、個別の介入が必要となる事例について、検討会
を行っているが、
子どもとその家族にとって必要となる介入を継続して考えており、
定着した。
学校と連携した子どもへの介入についても考えていくことも必要であり、健康問題の早期発見
と早期介入の機会を広げるとともに、子どもが自らの健康問題を解決する力を培うことを目指
していきたいと考える。
今後も、土佐市のニーズに応える活動を継続していきたいと考える。

冬のとさっ子健診の様子

健康意識調査

②地域ケア会議推進プロジェクト
本プロジェクトは、高齢者の介護予防を促進するために土佐市が平成 25 年度後期より行ってい
る「地域ケア会議」の効果的効率的な方法の確立を目的に、会議運営に関する助言、作成した会議
に使用するアセスメント様式をもとに会議内容の課題分析の支援を行うものである。今年度は、平
成 29 年度に引き続き、看護学部教員が看護師アドバイザーとして地域ケア会議に参加、また、平
成 28 年度に作成した「地域ケア会議評価指標」を用いて会議の評価を行い、土佐市と共有し課題
に対する解決策の検討も行った。
担当教員：森下安子・小原弘子・中井美喜子（看護学部）
隅田有公子（健康栄養学部）
健康長寿センター長：池田光徳（看護学部）
ⅰ．事業概要
ⅰ）看護学部教員による地域ケア会議へ看護職アドバイザーとして参加
看護職アドバイザーとして小原と中井が月に 1～2 回（計 13 回）地域ケア会議に参加した。事
例の利用者に処方されている投薬の目的と効果についての解釈や症状のメカニズムを説明したり、
治療方針の確認の必要性へのアドバイス、訪問看護導入の必要性についてのアドバイスも行った。
ⅱ）「地域ケア会議評価指標」を用いた地域ケア会議の評価の実施および土佐市との共有と課
題の検討
平成 28 年度は、平成 26 年度に作成した「地域ケア会議評価指標」の妥当性のための評価であ
った。今年度は、大学内で地域ケア会議に参加して録画した動画を視聴し、
「地域ケア会議評価指
標」に沿って、土佐市地域ケア会議を評価した。評価は、平成 29 年度から 30 年度に開催された
地域ケア会議で提出された 5 事例を対象にした。評価結果を土佐市地域包括支援センター職員と
検討し、課題と対策を明らかにした。
ⅱ．事業成果
ⅰ）について
医療的な情報の解釈、追加情報収集項目及び医師との連携内容について、看護職あるいは医療
職の助言者が必要な状況であった。心臓疾患・脳血管・難病・がん・精神疾患といった医療の視点
からのアセスメントが必要な事例が多く、今後も看護職アドバイザーは土佐市地域ケア会議に必
要であり、土佐市地域包括側も同じ認識である。次年度は、土佐市医療介護連携センター所属の看
護師が、土佐市地域ケア会議にて看護師アドバイザーとして参加できるように、教育的なかかわ
りをしていく。
ⅱ）について
課題として、以下の 3 点が明らかになった。
・生活行為評価表の活用が不十分である
・基本チェックリストの記載が十分でないため課題の明確化ができていない
・現在、土佐市在宅医療介護支援センターの看護師が見学を行っているが今後アドバイザーと
して参加して頂くために、教育的な関わりが必要
そして、これらの課題の解決策として以下の 3 点が考えられた。
・生活行為評価表・基本チェックリストの活用に向けて、居宅ケアマネ・包括ケアマネへの記載
方法の研修指導を行うことで、ケアマネのアセスメント力の向上につなげていく
・会議スケジュール表の検討内容の箇所に、それぞれのケースの提出理由を記載することで参
加者が会議の目的を共通理解できるようにする
・ケア会議後のケースのフォローを行い、ケアマネ・事業所の質の向上を目的にモニタリングを
継続して行う

（２）赤ちゃん同窓会
ⅰ．事業概要
赤ちゃん同窓会は、①高知医療センターNICU を退院した子どもへのフォローアップとファミ
リーケアの継続、②家族同士の情報交換の場の提供、③親の会設立に向けての援助を目的とした子
育て支援事業である。この事業は、平成 13 年度より年 1 回、高知医療センターと高知県立大学看
護学部の共催で開催しており、今年で 17 年目を迎えた。
対象者：低出生体重児、および 3 ヶ月以上入院した子ども、希望者とその家族（子どものきょう
だいや祖父母）
日 時：平成 30 年 10 月 14 日 日曜日 8：30～16：30
場 所：高知医療センター くろしおホール、1 階研修室
参加者：子どもと家族 88 名、医療者 26 名
看護学部 1・2・４回生 20 名、看護学研究科博士前期課程 1 名、教員 3 名
本学参加スタッフ：佐東美緒、有田直子、田之頭恵里
病院の役割は、①参加該当者への招待状の発送と参加者の把握、②プログラムの作成、③手記発
表や講演会担当者の選出・依頼など、主に参加者や企画に関する部分を担当し、大学は、子どもや
家族が楽しく安全に過ごす事ができるように、①会場を彩る飾りの作成、②当日の会場の飾りつ
け、③ベビールームでの子どもとの交流、④お楽しみ会での出し物への参加などを担当している。
ⅱ．活動成果
ⅰ）前日までの準備
高知医療センターNICU の担当者と日程やプログラム構成、医療センターと大学それぞれの役
割について確認を行い、赤ちゃん同窓会について、学部生が事業の趣旨や活動内容を理解してボラ
ンティアに参加することができるように、事前に説明会を開催した。学部生ならびに教員は、子ど
もを預かるベビールームや家族と医療者が交流する会場を彩る飾りを作成し、準備を行った。
ⅱ）当日
ボランティアに参加する学部生の体調を確認した後、感染症対策と会開催中に体調不良を感じ
た場合はただちに教員に伝えるよう周知を行った。また、ベビールームでは安全に十分に注意しな
がら子どもを預かることや、子どもと関わる上での注意事項や留意点について説明を行った。学部
生と教員は、会に参加する子どもやきょうだいが楽しく過ごしやすい環境を考えながら、かつ、家
族が安心して子どもを預けることができるように、子どもの発達段階をふまえてベビールームを
飾りつけ、安全面に配慮した環境を整えた。学生（学部生、大学院生）
、教員は、高知医療センタ
ーのスタッフと共に、家族の情報交換や交流の間ベビールームで子どもと交流し、遊びの提供を行
った。学部生 1～2 人で子ども 2～3 人を担当し、発達段階に合わせたおもちゃや折り紙、塗り絵
などを使って遊びを提供するとともに、事故や怪我がないよう十分に安全に配慮しながら子ども
とかかわった。また、大学院生や教員は、安全に配慮しながら子どもと学部生とのかかわりを見守
り、学部生も楽しみながら子どもと過ごすことができるようにかかわった。
ⅲ）お楽しみ会への参加
お楽しみ会では、アンパンマンやバイキンマン、メロンパンナちゃんの着ぐるみを着用した学部
生と、5 名の学部生がステージでアンパンマン体操を踊った。また、他の学生（学部生、大学院生）
は子どもの安全に配慮しながら、ステージ近くにいる子どもや踊っている子ども達の見守りを行
ったり、手拍子をしたりして会場を盛り上げた。お楽しみ会の後、着ぐるみを着用した学部生が子

どもに記念品を手渡したり、一緒に写真撮影を行うなど、イベント終了後まで子どもや家族とかか
わった。
ⅲ．活動評価
赤ちゃん同窓会における大学の役割として、子どもや家族が楽しく安全に過ごせるように環境
を整え、子どもとかかわることが求められていたが、今年度も事故などもなく無事に終了すること
ができた。医療センターのスタッフからは、子どもが楽しく過ごせていたことや家族が安心して交
流会に参加できていたこと、お楽しみ会の出し物によって、子どもや家族、スタッフが一緒になっ
て楽しめたことについて肯定的な評価があった。これは、事前に説明会を行い学部生の準備性を高
めたことや、安全に配慮した環境の中で学生（学部生、大学院生）や教員が遊びを提供するなど、
子どもの発達段階を考慮したかかわりや安全への配慮が生かされた結果であると評価できる。こ
のような事から、子どもや家族に安全で楽しい時間を提供するとともに、子どもへのフォローアッ
プとファミリーケアの継続や家族同士の情報交換の場の提供など、赤ちゃん同窓会の目的である
子育て支援や地域連携にも貢献できたと考える。
赤ちゃん同窓会は、NICU に入院経験のある子どもを育む家族を、集団としてエンパワーメント
する事に効果を発揮する。また、家族を支えるこの場が医療者を含む参加者全体にも波及すること
で相互に利益をもたらし、それぞれのエンパワーメントを生み出していく効果がある。今後も病院
と大学が協働し、会の継続ができるようにしていくことが重要である。
ⅳ．講演の様子

アンパンマン体操の様子

ボランティアに参加した学生

（３）看護学部が協力した事業
① 第 10 回みさとフェア 2018 in 三里
ⅰ.開催の概要
みさとフェアへの出展は、包括的連携協定を結んでいる高知医療センターから、両機関が立地し
ている池・三里地区への地域貢献として、共同出展のお声掛けをいただき、健康啓発に関わるブー
スを出展することとなり、出展も本年で 7 回目の参加となる。
「第 10 回みさとフェア」は、十津
小学校において開催され、たくさんの地域住民の方にご参加いただいた。
地域住民を対象に血管年齢測定、骨健康度測定、唾液を使ったストレス測定なども行った。ま
た、児童を対象にした「こどもワクワクコーナー」では、教職員以外に、看護学部の学生ボラン
ティアを中心に、食育かるた遊び、絵本の読み聞かせ、血圧測定、握力測定などを実施した。
「屋
外コーナー」では、本学学生グループの「イケあい」が防災グッズ作りを行なったり、野外ステ
ージでは本学の太鼓部による演舞が行われた。
対象：三里地区住民
開催日時：平成 30 年 11 月 18 日（日）10：00～15：00
開催場所：十津小学校
参加者：200 名以上（本学出展ブースへの参加者数）
本学参加スタッフ：看護学部 有田直子、畠山典子、庄司麻美、山口智治
健康栄養学部 島田郁子
事務局 楠瀬美加、勝賀瀬敦子、永吉佳和、由比由紀、
岡林恵美子、沖野琴美（計 11 人）
学生スタッフ：看護学部 3 回生 10 名
ⅱ.活動成果
共同出展のブースには、昨年度を超える 200 名以上の住民の方々にご参加いただいた（使用消
耗品の累計から算出）
。今年度も「くろしおくん」による誘導の効果もあり、多くの地域の子ども
たちが参加し、毎年参加して下さる地域住民の方も多くいた。
県立大学コーナー：血管年齢測定、骨健康度測定、唾液ストレス測定、
こどもワクワクコーナー：食育かるた遊び絵本の読み聞かせ、血圧測定、握力測定を実施した。
ⅲ. 活動評価
今年で 7 回目を迎えた本事業には、年々多くの住民の方々が参加して下さるようになり、
「毎年
ここ（みさとフェア）で測りゆう」
「昨年より良くなっちゅう」など、測定結果やご自身の健康に
ついて関心をもつきっかけとなっている姿もみられた。準備段階から当日実施まで、三里みらい会
議の方々や高知医療センターのスタッフとの意思疎通、役割分担、協力体制は十分確立した。
また、共同出展ブースは屋外メインステージから離れていたが、今年度も多くの地域住民の方に
ご参加いただいた。本事業は高知家健康パスポートの事業の対象として認定されており、高知家健
康パスポートのポイントシールを希望される住民の方も多くおられ、日頃より健康を意識した生活
をされていることが伺われた。
みさとフェアへの参画を通して、本学と高知医療センターの活動も、池、三里地区の住民の方々
へ健康啓発活動として定着してきており、毎年たのしみにしてくださっている住民の方がたくさん
いることを身近に感じることができた。これからもより多くの池・三里地域の住民の方々に健康に
ついて関心をもっていただけるよう、高知医療センターと協働で健康啓発活動を続けていきたい。

くろしおくん

唾液ストレス測定コーナー

食育かるた

血圧測定コーナー

6）専門職人材育成事業
（１）高知県新任期保健師研修会
i.事業概要
①高知県保健師人材育成
高知県保健師人材育成プログラムによる活動として、高知県健康長寿政策課と協働で取り組ん
でいる。県内自治体、行政に所属する保健師新任期及び新任期保健師の育成に関わる保健師に関
する研修の企画・実施の助言と、講師をおこなっている。
ⅱ.事業成果
高知県新任期保健師支援プログラムの一環として、新任期保健師（1～4 年目）に対する集合研
修を高知県健康政策部長寿政策課と協働で企画し、実施した。
集合研修では、新任期 1 年目を対象とした「個別支援」
、2 年目を対象とした「地区診断」
、3 年
目・4 年目を対象とした「PDCA サイクル」を行い、講義やグループワーク、個別面談を取り入れ
た。昨年度より、PDCA サイクルを段階的に理解し活用できることを目的として、3 年目研修を導
入した。3 年目研修で学んだ内容を踏まえ、4 年目研修で発展させることができるため、担当業務
の事業体系を整理し、事業の位置づけや計画実施の評価・見直しを行う機会となっている。研修の
中で段階を追った講義とグループワークを通して、自分の活動を整理し、PDCA で自身の活動を
展開していく方策を考えることにつながった。また、参加者が専門職としての力量を習得していく
こと、自らの課題に気づき日ごろの実践活動に活かしていくことができるよう支援をおこなった。
研修内容については以下に示す。
【1 年目研修・個別支援】
第 1 回新任期保健師研修会（個別支援）
日

時： 平成 30 年 8 月 7 日（火）13：30～16：30

内

容：講義「地区活動の一環としての家庭訪問を考える」講師：小澤若菜

「事例の解説」
・
「プロセスレコードの書き方」講師：川本美香
グループワーク
グループワーク助言者：時長美希、小澤若菜、川本美香、畠山典子
参加者：24 人
第 2 回新任期保健師研修会（個別支援）
日

時：平成 30 年 11 月 8 日（木）13：30～16：30

内

容： 講義「プロセスレコードによる共通の気づき」講師：川本美香
演習「個別支援のプロセスコード」

面談者：時長美希、小澤若菜、川本美香、畠山典子
参加者：25 人
【2 年目研修・地区診断】
第 1 回新任期保健師研修会（地区診断）
日

時：平成 30 年 6 月 15 日（金）13：30～16：30

内

容：講義「みて、きいて、ありのままの地域を捉えよう」講師 小澤若菜
グループワーク

グループワーク助言者：時長美希、小澤若菜、川本美香、畠山典子
参加者：27 人
第 2 回新任期保健師研修会（地区診断）
日

時：平成 30 年 12 月 22 日（木）13：30～16：30

内

容：ポートフォリオの発表・グループワーク

講

師：小澤若菜、川本美香、畠山典子

参加者：25 人
【3 年目研修・PDCA サイクル①】
第 1 回新任期保健師研修会（PDCA サイクル①）
日

時：平成 30 年 7 月 26 日（木）13：30～16：30

内

容：講義「PDCA サイクルとは何か」 講師 小澤若菜

グループワーク
グループワーク助言者：時長美希、小澤若菜、川本美香、畠山典子
参加者：18 人
第 2 回新任期保健師研修会（PDCA サイクル①）
日

時：平成 30 年 12 月 18 日（火）13：30～16：30

内

容：PDCA①シートの発表・グループワーク

講

師：小澤若菜、川本美香、畠山典子

参加者：20 人
【4 年目研修・PDCA サイクル②】
第 1 回新任期保健師研修会（PDCA サイクル②）
日

時： 平成 30 年 6 月 25 日（月）13：30～16：30

内

容：講義「PDCA における評価の視点」講師 時長美希

グループワーク
グループワーク助言者：時長美希、小澤若菜、川本美香、畠山典子
参加者：15 人

第 2 回新任期保健師研修会（PDCA サイクル②）
日

時：平成 29 年 12 月 18 日（月）13：30～16：30

内

容：PDCA②シートの発表・グループワーク

講

師：小澤若菜、川本美香、畠山典子

参加者：9 人
② 新任期保健師育成に係わる OJT 担当者会
プリセプターや管理者を対象にした研修では、組織管理や人材育成を効果的に実施するための
講義をおこなった。また、情報交換をとおし、組織全体で人を育てる意識と、人を育てるために
望ましい体制づくりについて検討することで、人材育成に必要な知識と技術が習得できる機会と
なった。
第１回 平成 30 年 5 月 8 日（火）13：30～16：30（59 名）
前半 講義「
『新任保健師支援プログラム』行動目標とは何か」 講師 小澤若菜
後半 講義（プリセプター・管理者対象）
、グループワーク（新任者対象）
講義「プリセプターの役割と目標設定について」

講師 時長美希

グループワーク助言者：小澤若菜・川本美香
第２回 平成 30 年 3 月 14 日（木）13：00～15：30（17 名）
グループワーク「新任保健師育成計画の評価」について
助言者：時長美希・小澤若菜・川本美香・畠山典子
ⅲ.活動評価
新任期保健師の集合研修では、採用 1 年目から 4 年目までの新任期保健師へ、段階を追った研
修体系で行っている。
「個別支援」の研修では、グループワークや個人面談、講義を通じ、専門的
な知識・技術を用いた個別支援の展開及び、自己の関わり方の振り返りとして「プロセスレコード」
を用いた。
「地区診断」の研修では、それぞれの自治体の健康課題を捉え、効果的な地区活動を展
開することのできる能力の獲得へ貢献した。これらを踏まえ、3・4 年目では、
「PDCA サイクル」
を理解し、実際の保健活動に活用できるよう、事業の位置づけや計画実施の評価・見直しを前期研
修の後、個々で作成し、後期研修で意見交換を行うことで、自分の活動を整理し、保健活動を実施
するプロセスを経験することで、次年度計画につながる具体的な研修となった。

講義「高知県の保健師活動の変遷と高知県
人材育成ガイドラインの概要につい
て」

講義「きいて、みて、ありのままの地域をとらえよう」
※2 年目保健師対象

グループワーク（プロセスレコード）

グループワーク（地区診断）

※１年目保健師対象

※2 年目保健師対象

グループワーク（地区診断）
※2 年目保健師対象

グループワーク（ＰＤＣＡサイクル）
※4 年目保健師対象

（２）公開講座
平成 30 年度も健康長寿センター看護学部委員は、高知県の保健・医療・福祉サービスの質の向
上に寄与するべく、公開講座の企画運営を行ってきた。看護学部と情報交換を行いながら、看護学
部独自の地域貢献活動を全学的に、また高知県下の保健医療福祉機関に対して広報活動を行った。
今年度は看護学部公開講座及び、健康長寿センター事業２回の計 3 回公開講座を実施した。
① 看護学部公開講座：採血技術向上研修
i.事業概要
本講座の目的は、高知県内福祉保健所に勤務する保健師の採血技術の向上を通して、県民の保
健・医療・福祉サービスの質向上に寄与することである。今後採血業務を担当する福祉保健所保
健師が、安全で確実に採血を行うために必要な知識と技術を身につけることができることを目標
に、平成 27 年度から看護学部主催の公開講座として企画・実施している。
対象者：今後採血業務を担当することになる福祉保健所保健師
日 時：4 月 27 日（金）9:30～12:00
場 所：看護学部棟 C110 号室
講 師：佃雅美 助教
参加者：6 名
本学参加スタッフ：準備および講師

佃雅美

演習補助

坂元綾，森本紗磨美，池田光徳（待機）

健康長寿担当

有田直子，渡邊美保，畠山典子

ⅱ.活動成果
平成 30 年度看護学部第１回公開講座として、県内保健師対象の採血技術向上研修を開催した。
参加者は 6 名であり、これまでに採血業務の経験があった者は 0 名であった。参加理由は、感染
症対策部門の配置となり今後採血技術を行う可能性があるため、災害時や集団感染症等の発生時
などに備えた参加したなどであった。
講座では採血に関する基礎的知識に関する講義において知識を確認した後、モデル人形を使っ
た演習を行い、技術確認を行った。その後、参加者間で実際に採血を実施した。必要物品の準備か
ら物品の配置、穿刺部位の決定、対象者への説明から実施まで一連の流れを丁寧に復習しながら行
った。参加者は、知識を再確認しながら、具体的な自己の課題を見出すことにつながっていた。
ⅲ.活動評価
受講前は参加者 6 名中 5 名が、採血への自信があるかという項目に対して「全くそう思わない」
と回答していたが、受講後は「全くそう思わない」と回答する人数が 1 名となり、
「ややそう思う」
「どちらとも言えない」と回答する参加者が増えた。
研修終了後のアンケートでは、研修で特に良かったことについて、7 人中 6 人が「実際の腕によ
る実技演習」を挙げ、7 人中 4 人が「事前事後の確認テスト」
「シミュレーターによる実技演習」
を挙げた。また、参加者の感想では、
「すぐに採血業務に従事するわけではないですが、時々復習
して備えたい」
「駆血帯の巻き方の練習が必要と感じた」
「この研修を受けてから採血業務に携わる
まで期間があいた場合、また受講させてもらいたい」
「実務への自信につながった」などのコメン
トをいただいた。今回の講座を通し、県福祉保健所における感染症対策部門へ異動した際も対応き
る技術の維持向上を行い、県民の保健・医療・福祉サービスの質向上に貢献する講座を開催できた
と考える。今後も、県民の健康に貢献できる講座を計画していきたい。

解剖生理を再確認

モデル人形を用いた実施

部位の確認

参加者間で実施

② 第 1 回公開講座：フィジカルアセスメント
ⅰ.事業概要
本講座は、健康長寿センターの「専門職人材育成事業」の一つであり、高知県における看護教育、
看護実践の発展とともに保健・医療・福祉サービスやケアの質向上に寄与することを目的としてい
る。臨床現場で働く看護職のフィジカルアセスメント能力の向上を目指し、診断後の病名から考え
る病態アセスメントではなく、患者さんの身体に現れる症状や所見から、今まさに患者さんの体に
何が起こっているのかをフィジカルアセスメントから考えることのできるように今年度も講座を
企画・実施した。
対象者：臨床経験 3 年目までの看護師
日 時：11 月 13 日（土）13:00～16：00
場 所：高知県立大学池キャンパス 看護学部棟 1 階 C112
講 師：看護学部 田中雅美助教
参加者：41 名
本学参加スタッフ：サポート 岩井弓香理、森本紗磨美、田村美和
健康長寿担当 有田直子、畠山典子
ⅱ.活動成果
講座当日は県内医療施設から看護師 33 名、助産師 2 名の参加があった。本講座のねらいは、症
状や所見に関する知識を補完するのではなく、症状アセスメントの考え方を紹介し実際に展開す
ることにより受講者に考え方を持ち帰ってもらうこと、ツールをいかに現場で活用するのか、研修
後の自己課題を明確にして今後どのように自分が行動するのかを考えてもらうことである。
講座の導入として目的の共有と進行について説明し、同施設等で 3～4 人の基本班を構成してア
イスブレイクを行なった。展開方法としては、グループワークではジグソー法を用い、基本班から
それぞれメンバーを選出して 3 事例分にグルーピング、3 事例を同時に展開後、基本班に戻り内容
を共有することとした。講座の内容としては、まず事例患者についてのアセスメントを個人ワーク
で行い、自分がどこで困ったり悩んだりしたのかを考えてもらうようにした。そのポイントを踏ま
え、診断名とは関連のない症状や所見があるときに、どういう順序で何を考えていくのかという思
考過程について、活用できるツールの紹介と事例の解説を取り入れながら講義を展開した。講義
後、グループで新たに 3 事例についてツールを活用しながらアセスメントを同時展開してもらっ
た。講座を担当した教員にファシリテーターおよび情報提供者としてグループに入っていただき、
グループワークをサポートした。事例に関する追加情報は、受講者からの質問に対して教員が提供
する形式を取り、事例を時系列にアセスメントしていくことができるように工夫した。グループワ
ークの内容を基本班で共有するだけでなく、症状や所見に関する知識を少し補完することで、受講
者の今後の具体的な自己学習内容を示唆した。事例のアセスメント後には、ツールの活用場面の検
討や今後の自己課題の表明を基本班内で行うことで、受講者に研修内容を反芻してもらえるよう
に工夫した。
ⅲ.活動評価
受講者の声としては、
「いざ急変患者に当たった時に対応ができないので考え方のツールを学べ
て明日から活かしていけると思いました」、
「Dr や先輩 Ns への報告の仕方を学ぶことができた」、
「迅速評価から I-SBAR-C までつなげていけるアセスメントの仕方を学べた」、「いろいろな様
式のツールがあることをはじめて知ったのであせらず情報収集報告できるようになりたい」、「日
常漫然とアセスメントしていたことを系統化していただき今後に活かせそうです」、「チームを組

む事で自分以外の意見も聞け、考え方・知識が広がった」といった内容であり、講座のねらいや内
容は、受講者のニーズに適した内容であったと考える。参加理由として、病院の研修、師長からの
参加要請など、本人の希望ではなく参加している参加者も見受けられたため、導入で参加者にとっ
て有意義な講座であるという動機づけを図ることを次年度に向けた検討内容とする。講座の開始
時間や時間については概ね適切という声をいただいた。

グループワークの様子

参加者によるツール活用場面の検討と発表

③ 第 2 回公開講座：こどもや家族とともに生活を創造する看護職者が実践する育児支援－継続
した質と量を保証した支援を考える－
ⅰ.事業概要
平成 30 年度第 2 回健康長寿センター公開講座は、
「こどもや家族とともに生活を創造する看護
職者が実践する育児支援－継続した質と量を保証した支援を考える－」をテーマに、①こどもや家
族と様々な場面で関わりを持つ看護職者が、現代のこどもや家族が抱える課題を共有すること、②
病院の助産師、保育園の看護師、保健師など、こどもや家族の生活を支える場は異なっていても、
これから協働できること、協働したいと考えていることを話し合える場にすること、③これからの
育児支援について検討することを目的として開催した。
参加者は、県内病院の看護師、地域の保健師、保育園に勤務する看護師・保健師等、こどもや家
族と関わりを持つ看護職者であった。今回の公開講座では、現代のこどもが抱える課題について共
有した後、各施設で取り組む育児支援、抱える課題について参加者に発表していただき、今後、ど
のような展望が考えられるかを全員で討議した。
対象者：地域でこどもと家族を支援する看護職者
日 時：平成 30 年 12 月 24 日 月曜日 13：30～16：30
場 所：高知県立大学池キャンパス C220
講 師：看護学部 佐東美緒准教授
参加者：14 名
本学参加スタッフ：高谷恭子、有田直子、田之頭恵里、健康長寿担当 畠山典子

ⅱ.事業成果
前半の現代のこどもや家族が抱える課題については、
「乳幼児教育・保育の必要性」
「教育・保育
の質について」
「子ども・子育てビジョンについて」
「保育所の多様化について」
「高知県の子育て
支援の現状について」
「エコチル調査をもとに高知県の現状を探る」
「こどもと貧困について」
「虐
待について」
「こどもの生きる力を支える」などについて講義を行った。

後半は、施設毎に現在取り組んでいる育児支援、抱える課題について発表していただき、その課
題について、それぞれの立場で意見を出し合った。地域で育児支援を行う保健師の発表は、病院の
外来で勤務する看護師、保育園の看護師、保健師に、地域の活動の実際を伝えていただく機会とな
った。また、保育園の看護師、保健師の発表では、保育園の抱える課題から、専門職としての役割
がなかなか果たせないという課題が語られた。病院の外来で勤務する看護師からは、地域との連携
の困難さについて、また、病院の新生児集中治療室で勤務する看護師からは、地域につなぐ役割の
重要性が語られた。それぞれの職種で、取り組んでいること、抱える課題に違いはあるが、今後の
連携で課題を乗り越えることができる可能性を残した。
ⅲ.事業評価
公開講座へ参加した理由としては、
「地域で取り組んでいる母子への支援を参考にしたい」
「地域
でのこどもの生活を知りたい」
「自分の仕事について見つめ直したい」
「今後の仕事（看護）に生か
したい」
「勉強をしたかった」
「地域での活動を知って、看護職者にできることは何かを見つけるた
め」
「多職種の方々と話ができる貴重な機会であるため」などであった。
参加者の講座終了後アンケートでは、
「他職種と課題の共有ができる貴重な機会になった」
「それ
ぞれの役割を再認識することができた」
「施設や職種の違いを超えて、子育てについて高知県の現
状や課題を知ることができ、今後も継続して皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思った」
「それ
ぞれの立場で皆さん一生懸命頑張られていることを改めて強く感じた」
「高知県の様々な分野の方
と話せたことが学びになった」などの感想があった。今回の公開講座を通じ、こどもや家族の生活
を支える場は異なっていても、これから協働できること、協働したいと考えていることを話し合え
る場となった。今後も、このようにこどもと家族を支える看護職者が集まり、意見交換をする機会
を作ることの重要性を感じた。

発表準備

発表風景

