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高知県立大学看護学部は、1952 年に高知女子大学家政学部看護学科として我が国で初めて
4 年制大学で看護学教育をスタートして 67 年、実践―教育―研究の連環の中で「看護学とは
何か」を探究し、将来に拓かれた看護学の構築にチャレンジし続けています。大学院は、1998
年に看護学研究科（修士課程）としてスタートし、2014 年に看護学専攻博士前期課程・博士
後期課程、博士課程をもつ研究科へと発展し､創設期から拡充・発展へと向かっています。
本年報は、看護学部・大学院看護学研究科の教育活動・研究活動・地域貢献活動を中心にま
とめたものです。看護学部は、高知女子大学の“看護学を探究する教育”
“看護実践を大切に
する教育”
“学生の個性を伸ばす教育”を大切にし、令和の時代を担う次代の看護専門職者の
教育に力を注いでいます。ディプロマ・ポリシーの獲得状況の評価を基にカリキュラムの課題を抽出
し、災害看護、国際看護の必修化や異文化理解看護フィールドワークや看護地域フィールドワーク
の開講や、データサイエンスや英語論文講読を強化する科目を充実させるとともに、新たな教育方
法について探究しました。
また、学生が国内外の地域の健康課題について学ぶ教育環境づくり、学生のニーズを重視し
た安全で豊かな学生生活の支援及びキャリア支援を行いました。学生は将来について考え、看
護専門職者としてのアイデンティティを形成すると共に、広く社会に目を向け、立志社中の活
動やボランティア活動、国際交流活動などに積極的に取り組みました。新たに国際交流・地域
貢献に興味をもつグループも誕生し活動が楽しみです。
大学院では、博士課程リーディングプログラム（文部科学省大学改革推進補助金）の 2 期
生 2 名（1 名はインドネシアからの留学生）が災害看護グローバルリーダーとして修了しまし
た。災害看護学については、次年度からの新たな 5 大学の連携体制を整備し、博士前期課程・
後期課程に新カリキュラムを開発しました。また、修了生・在学生対象にディプロマ・ポリシ
ーの獲得状況の調査を行い、研究科の研究力、国際性・学際性の強化に取り組んでいます。博
士前期課程では、研究コースに「母性看護学」
「災害・国際看護学」領域の開設や定員増を決
定、学部生の学内推薦入試の新設などに取り組みました。
教育研究活動については、FD 活動を活発化し、教員の研究力・教育力・学生を支援する力、
国際化に対応する力、社会の動きに対応する力を伸ばすことを目指して努力しました。また、
研究環境促進委員会を中心とした活動により、競争的外部資金に応募し、前年度からの継続と
合わせて 37 件の競争的外部資金を獲得し、他大学の教員や実践家、大学院修了生と共同で研
究に取り組み、その成果の発信や、学内の戦略的研究推進プロジェクト研究に取り組んでいま
す。
地域貢献活動では、高知医療センターとの包括的連携事業や健康長寿センターの活動に積
極的に参画し、一般市民を対象とした健康文化の創造を目指す活動や、専門職者を対象とした
看護相談室、公開講座などを実施し、専門職者の方々と共に看護の質の向上に努めました。寄
付講座「高知県中山間等訪問看護師育成講座」や「退院支援事業」をはじめとする高知県と協
働した事業、高知県看護協会との連携事業など、専門職者の教育に取り組みました。
令和 2 年度は、第二期中期計画の 4 年目となります。令和という新しい時代に伝統を継承
しつつ新たなことにチャレンジし、さらに充実・発展していくよう、努力していきたいと考え
ています。
高知県立大学看護学部
学部長 藤田佐和
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１．看護学部 カリキュラムの検討
昨年度に引き続き、カリキュラム改定に向けて、カリキュラム検討プロジェクトチームを中心に
検討を進めた。
1）カリキュラム改革の方針
カリキュラム改定に向けた検討にあたっては、
「看護学士課程におけるコアコンピテンシー・卒
業時到達目標(日本看護系大学協議会、H30.6)」
、
「今後の高等教育の将来像の提示に向けた中間ま
とめ（中央教育審議会大学分科会将来構想部会、H30.6.28）
」
、
「2040 年に向けた高等教育のグラ
ンドデザイン（答申）
（中央教育審議会、H30.11.26）
」
、
「教学マネジメント指針（案）
（中央教育
審議会大学分科会教学マネジメント特別委員会、R1.11.21）
」などを参考に、下記の方針で進めた。
①ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）に定められた学修目標を達成するための
授業科目を不足なく設定する。
②これからの社会および看護界に求められる人材に必要な能力を修得できる授業科目を設定する。
③密度の濃い主体的な学修を可能とするために、授業科目の精選・統合、学生が同時に履修する
授業科目数の絞込みを行う。
④「学修者個々人の可能性を最大限に伸長する教育」が実現できるよう、教育内容を見直す。
2）令和 2 年度からの科目変更に向けた検討
昨年度の検討において明らかになった現行カリキュラムの課題と、上記の方針を踏まえて検討
を進め、下記のとおり次年度からの科目変更を決定し、準備を行った。
(1) 災害看護およびグローバル化に対応する科目の強化
①災害看護に関する科目の強化
本学の中期目標では、高度な技術と実践力を備えた災害に強い専門職の養成が掲げられてお
り、学部からの教育が重要であるが、看護学部では災害看護に特化した必修科目は設置されて
いない。そこで、災害看護に関する教育の強化を図るため、現行の選択科目「災害と看護Ⅰ」
「災害と看護Ⅱ」の内容を充実させ、それぞれ「災害と看護（1-2 回生対象・1 単位・15 時間）
」
「災害看護実践論（4 回生対象・1 単位・15 時間）
」とし、令和 3 年度からは「災害看護実践
論」を必修化することを目指し、令和 2 年度はいずれも選択科目として置くこととした。
②グローバル化に対応した看護に関する科目の強化
看護学部で平成 30 年度に卒業直前の学生を対象に実施したディプロマ・ポリシーの到達度
自己評価では、DP6：国際的及び学際的見地に立って看護学を理解することのできる能力が最
も低く、強化の必要性が見出された。また、カリキュラム・マップの作成により、国際的視点
を養うための必修科目がほとんどないという課題が明らかになった。そこで、国際的な視点か
ら看護を理解する力を養う教育の強化を図るため、現行の選択科目「看護と文化Ⅰ」
「看護と文
「グローバル社会と看護Ⅰ（1 回生対象・1 単位・15 時間）
」
「グロー
化Ⅱ」の内容を充実させ、
バル社会と看護Ⅱ（3-4 回生対象・1 単位・15 時間）
」とし、令和 3 年度からは「グローバル社
会と看護Ⅰ」を必修化することを目指し、令和 2 年度はいずれも選択科目として置くこととし
た。なお、現行の選択科目「グローバルヘルス」は新たな科目にその内容が含まれることから、
現 1 回生が 4 回生となる令和 4 年度まで開講し、その後は廃止とすることとなった。
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(2) 海外短期派遣研修による科目の新設
看護学部では平成 28 年度より、インドネシアの協定締結大学看護学科へ 10 日間前後の短期
派遣研修を実施している。本研修を看護専門教育科目の選択科目として位置づけ、単位化する
こととした。現行の「看護セミナーⅡ（暮らしの場と看護）
」を発展させ、海外の協定締結大学
看護学科で提供される交流プログラムへの参加、医療・保健施設見学、地域保健活動見学など
を含めたフィールドワーク、および事前・事後の学習を合わせて、
「異文化理解看護フィールド
ワーク（1 単位・30 時間）
」として科目新設することになった。
(3) 地域学実習Ⅱの選択科目への移行に伴う科目の新設
共通教養教育科目の 5.域学共生科目の「地域学実習Ⅱ」が、学生の履修の幅を広げ柔軟な履
修ができるように選択科目に変更されることになった。これに伴い、看護学部の専門教育科目
の総合科目の中に、選択科目として「看護地域フィールドワーク（1 単位・45 時間）
」を新設す
ることとした。これにより学生は、
「地域学実習Ⅱ」か「看護地域フィールドワーク」のいずれ
かを選択して履修することで卒業要件を満たすことができるようになった。
(4) 選択科目「看護セミナー」の変更
看護学部では、学生が看護や看護の対象となる人々について自ら探究しながら学べる科目と
して、総合科目に 6 つの看護セミナーを配置している。これらの科目について、学生の学びを
より促進できるような科目となるよう見直すこととした。
①学生の学習上の課題への対応
入学後、高等学校との学び方の違いに戸惑い、講義の受け方やノートのまとめ方、資料の整
理の仕方への難しさを訴える学生や、上学年で文献の読み方やまとめ方に苦労している学生
は多い。そこで、高等学校から大学への学び方の転換が円滑に進むように、アカデミックスキ
ルを系統的に学ぶ「看護セミナーⅠ（アカデミックスキル）
」を設けることにした。
②今後の高等教育が目指すべき姿を見据えた教育内容
急速にグローバル化が進むなか、
国際的な視点や語学力の習得は重要である。
看護学部では、
英語の学習は 1・2 年次の共通教養教育科目の履修のみがほとんどで、上学年まで継続されな
いという課題や、看護研究（卒業研究）等に英語文献を活用するという習慣や能力が十分につ
いていないという課題もあり、
専門科目のなかでも英語を強化する科目が必要である。
そこで、
「看護セミナーⅡ（英語文献による看護の探究）
」を設けることにした。
また、中央教育審議会の報告書では、今後の社会の変化に対応するために獲得すべき能力の
一つとして、数理・データサイエンス等の基礎的な素養を持ち、正しく大量のデータを扱い、
新たな価値を創造する能力が挙げられている。看護学部では、保健統計学など保健医療看護に
おける統計的データ分析を学ぶ科目はあるが、基盤的リテラシーとしてデータサイエンスを
学ぶ科目も必要である。そこで、
「看護セミナーⅢ（データサイエンス）
」を設けることにした。
③必修科目との重複の整理
現行の「看護セミナーⅠ（人間の発達と看護）
」と「看護セミナーⅢ（病をもつ人の理解と
看護）
」は、必修科目の「人間と看護」で学ぶ内容と重複しているため、学生の学びを豊かに
するために令和 4 年度までで廃止することとした。
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3）令和 3 年度からの新カリキュラム策定に向けた検討
令和元年 10 月に厚生労働省より看護基礎教育検討会報告書として保健師助産師看護師学校養成
所指定規則の改正案が出されたことも踏まえ、1）で示した方針に基づき、令和 3 年度からのカリ
キュラム改定を目指して、下記のとおり新カリキュラムの検討を進めた。
(1) 看護基礎科目の見直し
①基礎看護学科目の再編
・
「看護学総論」
、
「健康と看護」
、
「環境と看護」
、
「人間と看護」の重複部分を整理し、それぞれ
特化した内容となるよう精選した再編案を提案した。
②看護援助学科目の再編
・生活援助に関する科目「生活と看護」
「生活援助論Ⅰ」
「生活援助論Ⅱ」の内容を低学年の学
生の学びやすさや思考の深まりも考慮して整理し、演習で取り上げる看護技術も精選して、
再編案を提案した。
・治療援助に関連する科目として、
「生活援助論Ⅲ」
「治療援助論Ⅰ」
「治療援助論Ⅱ」
「治療学
総論」の内容を整理し、演習で取り上げる看護技術を精選するとともに、効果的に学べる授
業進行を考えた再編案を提案した。
・フィジカルアセスメント力や、対象者の状態を踏まえてよりよい看護ケアを熟考する力を強
化するために、
「フィジカルアセスメントⅠ」
「フィジカルアセスメントⅡ」
「症状と看護」の
内容や開講時期を見直した。また、座学が続く 2 回生後期～3 回生前期の時期に、応用的実
践力の強化を図る科目の新設を提案した。
(2) 総合科目の見直し
総合科目を見直し、本学において強化すべき内容に焦点を当てた科目や、学生の主体的・効
果的な学びを促進する科目について検討した。今年度は特に、2）令和 2 年度からの科目変更に
向けた検討に示したとおり、災害看護およびグローバル化に対応する科目の強化、看護セミナ
ーの変更を中心に検討し、
「グローバル社会と看護Ⅰ」
、
「災害看護実践論」
、
「看護セミナーⅠ（ア
カデミックスキル）
」を令和 3 年度より必修化する方向性を決定した。
(3) 新カリキュラム策定に向けた意見集約のための調査
新カリキュラムの検討に活かすために、看護学部の全教員から、現行のカリキュラムにおけ
る課題とそれに対する改善策、カリキュラム改定案に対する意見を集約する調査を実施した。
カリキュラム検討プロジェクトチームから提案した看護基礎科目の再編案については、概ね
肯定的な意見が得られた。現行のカリキュラムの課題と改善案としては、科目・講義・演習の
内容の重複や移行案、専門基礎科目と看護基礎科目と看護臨床科目のつながり等について、各
領域から多数の意見が出された。また、教育方法の提案として、到達レベルに合わせた方法を
検討する、根拠を理解できるような方法を工夫する、事例の問題解決のために必要となる知識
と技術、技術同士をつなげて考えて学べるようにする、1～2 回生で学んだ知識を 3～4 回生で
確認・活用できるような仕組みをつくる、教員間で講義内容や目標の共有に対する意識を高め
るといった内容の意見が多数得られた。さらに、看護技術教育の優先度を検討するために、必
ず押さえておいてほしい看護技術についても意見を得た。
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(4) 看護技術の教育状況の調査
令和元年 10 月厚生労働省より出された「看護基礎教育検討会報告書」において、看護師基礎
教育で習得が求められる技術項目と到達度の改正案が示された。それも踏まえ、技術教育の重
複と不足を確認するために、各授業科目で押さえている看護技術と教育方法を調査した。どの
科目でも取り上げていない技術は「放射線の被ばく防止策の実施」
「人体へのリスクの大きい薬
剤の暴露予防策の実施」であった。また、複数の科目で教育を行っている技術が複数みられた。
今後、今年度行った調査結果を踏まえ、さらにカリキュラム全体の見直しを進め、令和 3 年度か
らの運用を目指して新カリキュラムを策定する予定である。
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２．看護学研究科の教育
令和元年度は、看護学研究科看護学専攻博士前期課程および博士後期課程、共同災害看護学専攻
博士課程の 2 専攻 3 課程をもつ研究科として改組後、6 年目を迎えた。
入学式後の 2 日間は、Ⅰ．大学院看護学研究科 入学生との懇談会、Ⅱ．事務局オリエンテーシ
ョン、Ⅲ.3 課程共通 キャンパスライフ等について、Ⅳ．教育研究環境（学内 LAN、自己学習室の
PC 使用等）について、Ⅴ．TA･RA オリエンテーション、の 3 課程合同オリエンテーションと、
課程別オリエンテーションを実施し、スタートした。
以下、各課程で本年度取り組んだことを中心に記載する。
1）看護学専攻博士前期課程
博士前期課程では、高知県立大学大学院看護学研究科に関する規程等に示されている本研究科
の課程の目的、博士前期課程の目的、カリキュラムポリシー（教育課程の編成方針）
、ディプロマ
ポリシー（修了・学位授与に関する方針）に沿って活動を行った。教育課程においては、令和 2 年
度より開設される共創看護学領域を含めた履修モデルの整備、令和 3 年度に新設予定の災害・国
際看護学領域、母性看護学領域のカリキュラムの構築、ディプロマポリシーの評価指標の作成と修
了生への調査、学位論文審査基準の作成を行なった。
（1）コース別履修モデルの整備
学生自身が、資格取得に必要な科目、また自らの能力を向上するための講義選択の目安として
活用することを目指し、カリキュラムポリシーに沿って、令和 2 年度に開設する共創看護学領域
を加えて、CNS コース、研究コース、実践リーダーコースの履修モデルを整備し、令和 2 年度
入学生から活用できるよう整備した。大学院の拡充、教育・研究の質向上を目指し、多様な学修
の機会の充実を図ることを目指し、令和 3 年度に研究コースとして新設する『母性看護学領域』
『災害・国際看護学領域』のカリキュラムを整備した。さらにカリキュラムツリーの作成を行い、
ディプロマポリシーの能力と科目の関連を検討するためにカリキュラムマップの作成を進めて
いる。次年度はカリキュラムマップをもとにディプロマポリシーの能力と科目の関連を分析・評
価し、カリキュラムの充実を図る必要がある。
(2) 母性看護学領域の設置に向けて
今年度戦略的研究助成プロジェクトに採択され、新たな研究コース・実践リーダーコースとし
て『母性看護学領域』のカリキュラムを構築した。母性看護学領域では複雑で多様化する社会環
境を背景として女性やその家族が直面している健康課題や看護実践上の課題の探索及び解明に
向けて研究的に取り組む能力をもった人材の養成を目指し、令和 3 年度入試より学生募集を行
うこととなった。次年度は母性看護学領域のカリキュラムツリー、カリキュラムマップの整備を
行なう必要がある。
【母性看護学領域 新設の専門科目】
女性健康看護論 2 単位 1 回生前期（新）
女性健康支援論 2 単位 1 回生後期（新）
子育て包括ケアシステム論 1 単位 1 回生後期（新）
女性の健康危機マネジメント論 1 単位 1 回生後期（新）
母性看護フィールド演習Ⅰ1 単位 1 回生後期（新）
母性看護フィールド演習Ⅱ1 単位 2 回生前期（新）
母性看護学研究方法Ⅰ2 単位 1 回生後期（新）
母性看護学研究方法Ⅱ6 単位 2 回生通年（新）
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(3) 災害･国際看護学領域の設置に向けて
人間の安全保障を理念とし、日本や世界で求められている災害看護に関する課題に的確に対
応･解決し、国際的学際的指導力を発揮し、人々の健康社会構築と安全･安心自立に寄与する人材
の養成を目指し、博士課程リーディングプログラムで蓄積してきた資産を有効活用し、グローバ
ルな授業展開を行なう新たな研究コース・実践リーダーコースとして『災害･国際看護学領域』
のカリキュラムを構築した。令和 3 年度入試より学生募集を行うこととなった。次年度は災害･
国際看護学領域のカリキュラムツリー、カリキュラムマップの整備を行なう必要がある。
【災害･国際看護学領域 新設の専門科目】
災害看護論 2 単位 1 回生前期（新）
グローバル社会看護論 2 単位 1 回生前期（新）
災害・国際看護方法論 2 単位 1 回生後期（新）
感染症看護セミナー1 単位 1 回生後期（新）
環境衛生看護セミナー1 単位 2 回生前期（新）
共生社会看護セミナー1 単位 1 回生前期（新）
人道支援看護セミナー1 単位 2 回生前期（新）
災害看護管理セミナー1 単位 2 回生前期（新）
災害・国際看護学研究方法Ⅰ 2 単位 1 回生通年（新）
災害・国際看護学研究方法Ⅱ 6 単位 2 回生通年（新）
（4）国際性・学際性強化への取り組み
インディペンデントスタディ、看護コンサルテーション論、老人看護展開論Ⅱのゲストスピー
カーとして、3 名の講師を招聘した。また、疫学研究方法は、国際医療福祉大学の Ngatu Nlandu
Roger 先生が非常勤講師として講義を担当した。次年度も引き続き国際性･学際性を強化してい
く。
表 ゲストスピーカーの招聘
日程

講師

テーマ

科目名

6 月 26 日

Pamela Minarik 教授
（米国 Samuel Merritt
Univ.）

「看護コンサルテーションの理
論と実践」

看護コンサルテ
ーション論

6 月 25 日

Pamela Minarik 教授
（米国 Samuel Merritt
Univ.）

「 Palliative Care: Helping
People Cope」

インディペンデ
ントスタディ

11 月 25 日

Line Hurup Thomsen
（ロガランド高齢者介護施
設･在宅ケア開発センター
プロジェクトマネジャー）

「ノルウェーにおける高齢者の
系統的観察とコミュニケーシ
ョンアルゴリズムを活用した
教育訓練シミュレーションの
実際」

老人看護展開論
Ⅱ
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(5）修了生を対象とするカリキュラム評価に関する調査の実施
今後のカリキュラムの改善、教員の教育力の向上に取り組むと共に、新たなコース・領域を設
けることについての検討や看護学研究科の教育の質保証に役立てることを目的に、平成 26 年～
30 年度の修了生 69 名を対象にカリキュラム評価に関する質問紙調査を実施し、38 名からの回
答を得た。次年度は回答結果を分析し、今後のカリキュラム改善に活かしていく計画である。
(6) ディプロマポリシーの評価指標の作成
今年度は本研究科の 6 つのディプロマポリシーの評価指標を検討し、各ディプロマポリシー
を 5 項目の指標で評価することが決定し、令和元年度の修了生を対象に調査を行なった。次年度
以降も継続して修了時に調査を実施し、分析結果をカリキュラム評価、教育の質保証につなげる。
(7) 学位論文審査基準の改正
学位審査基準の公表に対応すべく博士前期課程の学位論文審査基準について見直しを行い、6
項目の審査基準に改正した。看護学研究科修士学位審査に関する内規を細則として論文審査基準
を含め規定した。次年度は、細則について教員・学生への周知を行う。また、学位審査基準に基
づく審査の水準についてさらに検討し、学位論文の審査の透明性・公平性を確保する。

2）看護学専攻博士後期課程
博士後期課程では、高知県立大学大学院看護学研究科に関する規程等に示されている本研究科
の目的、および博士後期課程の目的に沿って活動を行った。また、アドミッションポリシー(入学
者受け入れ方針)、カリキュラムポリシー（教育課程の編成方針）
、ディプロマポリシー（修了・学
位授与に関する方針）のもと活動した。
（1）研究・教育力育成強化の取組み
① 授業評価について
授業の質の向上、質保証を目的として、授業評価を行った。課程の教務委員が年度はじめに
学生に対してオリエンテーションを行い、目的および方法、内容等について説明した。今年度
は、専攻共通科目 7 科目について、受講者全員に対して実施した。今後、毎年の評価結果を積
み重ね、評価内容を分析し、授業の質向上、質保証に繋げていく。尚、今年度の評価結果の概
要は、講義内容に関しては 5 段階評価で 4.94、講義方法は 5.00、学生の自己評価は 4.78、総
合評価は 5.00 であり、学生の自己評価が前年に比べ若干低くなったが、全体的に見ると高く
なり良好であった。
② リサーチ・アシスタント(RA)
リサーチ・アシスタント制度は、博士後期課程に在籍する学生が、本学教員の研究や研究プ
ロジェクト等に参画し、研究のアシスタントの役割を担当することを通して、研究力の向上を
図ることを目的として、平成 23 年度から導入されたものである。今年度は、博士後期課程の
学生は全員社会人であったため、RA としての役割を担った者はいなかった。RA に参加した
院生にとっては、教員の研究活動への参画を通して、研究手法を学習する機会となり、資料等
の作成を通してグローバルな視点から看護を再考する良い機会となるため、学生の状況が合
えばこれまでと同様に今後も行っていきたい。
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③ 海外での活動支援、国際的な研究の推進
学術的な基盤を発展させるため、グローバルスタンダードで専門領域の知識や技術を研究
開発し、国内外の専門職と連携して、国際的に活躍できる人材の育成に力を注いでいく必要が
ある。また、国際性や学際性を修得するためには、国際学会への参加・発表・国際的なセミナ
ー・ワークショップ等への積極的な参加が有用かつ必要であり、そのため研究助成基金により
経済的支援を行っている。今年度は、直接的な経済的支援はなかったが、課程の在学生や修了
生が、タイのチェンマイで開催された第 23 回 East Asian Forum of Nursing Scholars
(EAFONS)に参加し、博士論文の一部の成果を発表している。
④ 国際性・学際性の強化
留学生対応として、前年度に導入した「インディペンデントスタディ」の科目運用について
検討した。秋入学に対応して 10 月開講とし、翌年の 4 月まではこの科目を中心に、大学院で
の日本語の教育ができるように準備するなど、具体的な対策を検討した。
3）共同災害看護学専攻博士課程（DNGL）
令和元年度は、前年度に文部科学省の博士課程教育リーディングプログラムの助成が終了した
ことから、今後の協働の方針を検討・確認するため、5 大学による学長会議を開催した。これまで
蓄えて来た DNGL の資産を活用しつつ、今後も 5 大学協働して新しい災害看護学教育を継続する
ことを検討した。また、前年度分の最後となった実施状況報告書の作成と報告、およびプログラム
終了後の共同教育課程の運営に関して調査が行われ、それぞれ 5 大学協働で対応した。
また、次年度に向けた最後の入学試験の対応をするとともに、プログラム終了に伴い、令和 3 年
度から災害・国際看護学領域を区分制博士課程で実現することとなり、ホームページで従来の共同
災害看護学専攻の学生募集を停止すること、および新しい形で学生募集をすることを広報した。
（1） 新しい災害・国際看護学領域の創造
5 大学の学長会議で方向性を検討し、具体的に令和 3 年度から新しい形で、5 大学協働して 災
害看護学の教育を継続することを検討した。概要は以下の通りである。
① 教育目的
教育目的を、これまでの DNGL の成果を踏まえつつ、以下の通り検討した。
災害・国際看護学領域(博士前期・後期課程)では、国内外で頻発する災害および近い将来に
発生が予想される南海トラフの巨大地震、更には自然災害だけではなく、テロや新型インフル
エンザなどの対策も急務であり、その為には、 国際力そして学際力も備えたイノベイティブ
な人材育成が必要であると考えている。そこで人間の安全保障を理念とし、日本や世界で求め
られている災害看護に関する多くの課題に的確に対応・解決し、国際的学際的指導力を発揮
し、人々の健康社会構築と安全・安心・自立に寄与する災害看護グローバルリーダーを育成す
る。
本コースの特徴は、文部科学省の博士課程教育リーディングプログラムにおいて、兵庫県立
大学、東京医科歯科大学、千葉大学、日本赤十字看護大学とともに蓄積して来た災害および災
害看護に関する資産を有効活用し、それぞれの大学院の強みを活かしたコンソーシアム科目
を取り入れ、グローバルな授業展開をすることである。
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② カリキュラム
a. 博士前期課程
・研究コース
<看護学専攻共通科目>
看護理論と実践、看護研究と実践、看護理論と研究Ⅰ、看護理論と研究Ⅱ、看護倫理、
グローバルヘルス論(大学院共通科目)、データ分析方法論Ⅰ、疫学研究方法論
<災害・国際看護学: 専門科目>
災害看護論、グローバル社会看護論、災害・国際看護方法論、感染症看護セミナー、環
境衛生看護セミナー、共生社会看護セミナー、人道支援看護セミナー、災害看護管理セ
ミナー、災害・国際看護学研究方法Ⅰ、災害・国際看護学研究方法Ⅱ
※ 実践リーダーコースとの関係
領域専門科目は、実践リーダーコースの学生も受講できるように、研究コースの学
生とも調整しながら、開講日程等を配慮する。
<災害・国際看護学: コンソーシアム科目>
災害看護活動論Ⅳ（備え）(高知県立大学)、環境防災学Ⅰ(高知県立大学)、災害看護対象
論(兵庫県立大学)、災害看護フィールドワークⅠ(兵庫県立大学)、災害看護フィールドワ
ークⅡ(兵庫県立大学)、看護政策学特論(東京医科歯科大学)、災害看護学特論(東京医科
歯科大学)、災害看護学Ⅰ（基礎）(千葉大学)、災害看護学Ⅱ（展開）(千葉大学)、災害時
専門職連携演習(千葉大学)、赤十字概論Ⅱ（国際人道法含）(日本赤十字看護大学)、災害
看護学特講Ⅲ(日本赤十字看護大学)
・実践リーダーコース
<地域保健学領域>
災害・国際看護学領域は、実践リーダーコースにおいては「地域保健学」に位置付け
る。
災害・国際看護ケア研究、地域保健学専門演習、地域保健学研究方法Ⅰ、地域保健学
研究方法Ⅱ
b. 博士後期課程
<専攻共通科目>
理論看護学Ⅰ、理論看護学Ⅱ、看護学研究方法Ⅰ、看護学研究方法Ⅱ、看護倫理学、イノ
ベーション看護学、国際看護学、医学研究方法論、インディペンデントスタディ
<専攻専門科目>
災害・国際看護学Ⅰ、災害・国際看護学Ⅱ
<研究支援科目>
看護学特別研究Ⅰ、看護学特別研究Ⅱ、看護学特別研究Ⅲ
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(2) 国際的・学際的科学活動の推進
インドネシア中部スラウェシにおける EpiNurse モデルの導入を 8 月 27 日-9 月 30 日に行
った。地震、津波、および液状化により、2018 年 9 月 26 日にインドネシア、中央スラウェ
シ州のパル、ドンガラ、シギ、およびパリモ（パダギモ）地域が被災した。その後、復旧とリ
ハビリのプロセスに関するさまざまな努力によって、ヘルスサービスを含むインフラストラ
クチャと公共施設は徐々に稼働を再開している。しかし、健康の迅速な評価と早期の症例発見
は不十分で、既存のシステムでは、生存者の健康状態をリアルタイムで提供することさえでき
ず、健康状態の更新には通常数ヶ月掛かっていた。このような状況において、健康の迅速な評
価と早期症例発見システムの改善が重要となり、DNGL の神原教授が開発した EpiNurse を
利用して、中央スラウェシ州緊急災害看護協会と中央スラウェシ州保健局と協働しながら、
Padagimo 地域で予想される災害の予防活動の一環として EpiNurse モデルを導入した。イン
ドネシアの DNGL 留学生のユディ・チャンドラがこの活動を主導し、調整した。
国内の国際的な活動としては、11 月 3 日に、インドネシアから短期留学しているガジャマ
ダ大学の学生も参加し、世界津波の日のイベントの一環として、高知県須崎市で災害対策活動
を実施した。須崎市の住民、地域住民のキーパーソン、須崎国際交流協会代表、地域ボランテ
ィアなど、さまざまな方々のご参加を得た。この活動は、予想される津波に立ち向かうことが
できるように、避難所での生活を管理する人々の知識を向上させることに焦点を当てて行わ
れた。また、ゲームを通して、避難所での生活の課題を想像し、それを一緒に議論して課題に
取り組むことができた。
11 月 9 日から 12 日まで、第 2 回世界防災フォーラム/国際災害リスク会議が仙台国際セン
ターで開催され、学際的な科学者、研究者、医療専門家が集まった。DNGL の学生のスシラ・
パウデルとハストロ・ドウィナントアジが口演セッションに参加し、看護の観点から学際的ア
プローチにおける健康の安全性と災害リスク軽減のフレームワークについて発表した。
（3）教育課程の深化
前年度の博士教育課程リーディングプログラム終了に伴い、これまでの成果を分析しつつ、
カリキュラム運営に関して総括を行った。その結果を踏まえ、令和元年度から新カリキュラム
に移行して、今後の教育の継続に対応することとした。
① 新カリキュラム
これまで、科目は 6 つの区分に分かれていたが、各科目の継続や統廃合を検討しながら「災
害看護学の基盤を支える科目群」(16 科目)、
「災害看護学の専門科目群」(11 科目)、
「インディ
ペンデント学修科目群」(10 科目)、
「災害看護学研究支援科目群」(14 科目)の 4 つに分類され
た。旧カリキュラムでは、半期の科目のみであったが、これまでの共同教育課程の運営評価か
ら通年科目も設け、より充実したカリキュラムとなった。更に、これまでは各科目が学年指定
であったが、履修の自由度を上げるために、各科目の対象となる学年に教育効果も踏まえなが
ら幅を持たせた。
新カリキュラム導入に伴い、
旧カリキュラムから新カリキュラムへの読み替えも検討した。
特徴的なものとして、旧カリキュラムの「災害看護学実習Ⅱ」と「災害看護グローバル演習」
および「インディペンデントスタディ(演習)A～E」と「インディペンデントスタディ(実習)A
～E」のいずれか 1 科目を、新科目の「インターンシップⅡ」で読み替えることである。この
ように、旧カリキュラムで要となっていた科目の長所を新たな科目で継承しつつ、科目の整理
を行った。また、在学生の履修状況も踏まえ、旧カリキュラムの科目の継続開講も検討し、開
講時期も考慮しなから 13 科目を継続することとした。
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② 履修支援
学生の中には、授業の進行や在学中に携わる災害支援の経験などから、関心や志向する領域
が変化する者もいると想定している。学生の各科目の選択に当たっては、各学生一人ひとに配
置されているアドバイザー教員により、履修相談を行った。新カリキュラムとなり、幅を持た
せた開講期間を活用して、これまで以上に柔軟に履修することもできるよう、学生はアドバイ
ザーや各科目の責任者との相談・助言を得て、履修計画を立てることができた。
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３．学際的・国際的な学びを育てる教育環境
1) 学部学生への支援
(1) トビタテ!留学 JAPAN への応募支援
文部科学省が、グローバル人材育成施策の一環として行う「官民協働海外留学支援制度～トビタテ!
留学 JAPAN 日本代表プログラム」第 13 期募集について学部学生に広報を行った。興味を示した 2 回
生 1 名に対し、多様性人材コース（1 年間留学計画）に応募する申請書類の推敲を支援し、応募でき
た。

(2) インドネシア ガジャマダ大学からの短期研修受け入れ
ガジャマダ大学と看護学部は 2013 年に交流協定を締結し、
毎年学生の受入や派遣を行っている。
令和元年度は 11 月 3 日から 6 日間、9 名（看護学科４回生学生 8 名、教員 1 名）を受け入れ、
以下の通り、災害看護について学ぶとともに、本学学生と交流する研修プログラムを実施した。
日時
2019.11.2

日程
19:25 高知駅着

2019.11.3

8:30 出発
10:00 避難所シミュレーションゲーム参加(須崎市）【神原】
14:00 フィールドワーク ( 須崎市街散策、中土佐避難タワー見学)
【ガジャマダ大学学生 8 名・教員 1 名、
本学 2 回生 2 名・TA1 名・教員 3 名（川上・田之頭・永井）】

2019.11.4

8:00 バスハイク（龍河洞、大日寺、香美市地域交流施設でピザ作り）
【ガジャマダ大学 8 名・教員 1 名、
本学 2 回生 5 名・TA2 名・教員 3 名（渡邊・田之頭・永井）】

2019.11.5

10:00 学長表敬訪問
10:30 看護学部キャンパスツアー【田之頭・永井】
13:00 4 回生(看護実践能力開発実習)クラスへの参加【木下他】

2019.11.6

10:30 1 回生学生との交流会【永井】
13:00 災害看護講義＆DNGL 学生と交流【神原】

2019.11.7

10:00 高知医療センターで災害への備えについて見学【TA2 名・永井】
13:00 女性のための防災訓練ワークショップ参加
(あんしんセンター）【神原先生】
18:30 送別会（ガジャマダ大学学生希望により回転寿司）

2019.11.8

9:00 もみのき病院見学【永井】
13:00 フィールドワーク（高知城他高知市内散策）
17:00 学長への挨拶

2019.11.9

9:10 高知駅発

(3) 高知県・安徽省友好提携 25 周年記念訪問団への学生参加
令和元年度に高知県と中国安徽省友好提携 25 周年を迎えたことを記念し、「高知県・安徽省
友好提携 25 周年記念青少年交流事業」として高知県が派遣する高知県・安徽省友好提携 25 周
年記念訪問団に本学から推薦する学生 2 名を募集することとなった。令和元年 11 月 20 日
（水）～11 月 23 日（土）の研修であったため実習期間中の 3 回生を除く 1、2、4 回生全員
（255 名）にメールでの応募を呼びかけ、参加を希望し相談に来た学生に対応した。全学で 7 名
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が応募し、看護学部学生 2 名が選考され交流事業に参加した。研修後、研修報告会を実施し
（2020 年 1 月 13 日 1 限、1 回生 20 名・2 回生 5 名参加）、学びを共有した。
(4) DNGL 外国人学生との交流会
大学院看護学研究科共同災害看護学専攻博士課程（DNGL）に在籍している留学生から、母国
の健康問題や看護の状況などについて話を聞く機会をもつことで、グローバルに健康問題や看護
を捉える視点を養うことを目的に、学部生と留学生との交流会を開催した。
テーマ：
『DNGL の学生と語る健康と看護』
日時：2020 年 1 月 10 日(金)昼休み（ランチョン形式）
参加者：学生 7 名（1 回生 1 名、2 回生
6 名）
、教員 3 名
DNGL の学生 2 名からは、母国である
ネパールとインドネシアの風土や生活状
況、看護教育の特徴などについて英語での
プレゼンテーションがあり、学生は日本と
の違いに関心を持ちながら聞いていた。な
かには英語で質問をする学生もおり、少な
い参加者ではあったが、海外に目を向け、
多文化を知る機会になっただけでなく、楽
しみながら英語に触れ、英語でコミュニケ
ーションをとる場にもなり、有意義であっ
たと考える。
2）大学院生への支援
日 時：2020 年 2 月 14 日（金曜日）
テーマ：
「地方における医療制度・政策について ～個人情報が命を救う～」
講 師：森田朗教授津田塾大学総合政策学部
「第 6 回越境シリーズ講座 異分野から学ぶ」として開催し、池キャンパスから永国寺キャン
パスへテレビ会議でも配信した。
主な内容として、人口推移や人口変化の現状・メカニズムを基に、全国と高知県の人口動態 に
ついてダイナミックなグラフや図を用いて視覚的に紹介いただいた。そして、少子化対策をして
も人口は 2060～2080 年まで減少していき、大都市部への人口集中、大都市部での高齢化は進ん
でいくため、今後は人口減少が進むことを前提に、国づくりや政策提言をしていくことの重要性
が示された。
また、人口減少による医療分野の課題として、地域医療の質の低下、医師の養成と地域や診療
科による医師不足についても話され、今後は遠隔診療や在宅医療、地域包括ケアが重要視され、
病院・診療所の連携や情報共有が大事であると述べられた。
最後に、多様な災害が相次ぐ現在、災害ごとに対応を考えていたら間に合わなくなる恐れがあ
るため、例えばマイナンバーを介した平時からの、安否、位置、財産情報等の情報蓄積とそれ
に係る情報システムの構築が必要であると提言をいただいた。
大学院生からは、このように統計的に地域と健康を見ることの大事さを痛感したという点で非
常に刺激を頂いた、博士論文の参考にしたいなどの感想があった。
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４．教員の国際的な活動
１）協定校との研究活動
(1) 弘光科技大学における活動
2019 年 4 月に交流協定を締結した弘光科技大学（台湾）と本学看護学部の交流は、2019 年 10
月 24 日に台中市にて開催された「UN Sustainable Development Goals（国連持続可能な開発目
標）に関する国際会議」において木下准教授が招待講演を行ったことにより、本格的に開始した。
講演演題は、”Implementation of WHO 17 SDGs in Nursing Education and Clinical Practice:
Example in Japan（看護教育と臨床実習における WHO 持続可能な開発 17 目標の実践：日本の
事例）”であるが、参加者の関心が非常に高く、講演中も随時質問やコメントを受けながらに賑や
かに進行した。
国際会議に先立ち、学内視察、黄桂月学長はじめとする大学教員および地域医療関係者らとの
意見交換の機会もあり、今後の学術交流の可能性について情報交換を行った。
国際会議には、他に Nakhon Pathom Rajabhat University (NPRU、タイ)、マクギール大学
（カナダ）からも出席者があったが、このうち NPRU の看護学専任教員とはその後も親交を深
め、2020 年 6 月開催の”4th International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN
Sustainable Development Goals (UNSDGs 2020)（第 4 回国連 SDGs に関する学際的アプロー
チ国際会議）の共催と基調講演の依頼を受けるに至った。
(2) インドネシアガジャマダ大学における活動
妊産婦死亡率の削減は SDGs の一つであり、
これを改善するため教育の重要性が言われている。
WHO は安全な出産のために計 3 回程度の出産準備教育を推奨しているが、インドネシアでは現
在 1 回程度と少なく、内容および方法の検討が課題となっている。これを受けて、ガジャマダ大学
の Dr.Elsi Dwi Hapsari 氏らと「Antenatal class with multidiscipline approach to Indonesian
pregnant women」というテーマで研究を進めていく方向となった。教育内容の一つとして、日本
と同様に災害多発国である点を踏まえ、災害への備え教育を含めていくことも検討事項となった。
本年度は、ガジャマダ大学が中心となり、これらの実態把握として、出産準備教育に関する満足度
調査が行われているところである。これについては、文献紹介や日本の現状について情報提供を行
った。また、Elsi 氏による先行研究「Information needs in prenatal class among pregnant women
in disaster prone area」
（The 2nd International conference of Indonesian national nurses in
Indonesia，2019)では、災害への備えに関するニーズは誰も言及していないことが明らかにされ
ており、妊娠期における災害への備えは挑戦的課題である。2020 年 3 月 22 日～28 日に現地を視
察し、具体的な研究計画を練る予定であったが、新型コロナウィルス感染症の流行による活動自粛
等の影響により渡航を取りやめた。
(3) アンダラス大学での地域災害看護研修
滞在時期：10 月 3-5 日
看護学研究科神原咲子教授、Yudi Chandra、DNGL 院生がインドネシアのスマトラ島パダンに
あるアンダラス大学へ、協定締結以来初めて訪問し、看護学部の教員、大学病院看護師らに対して、
災害看護研修を行った。
講義の内容は、 (１)家族のアプローチによるコミュニティ回復力の構築、
（２）家族のための災
害準備活動、
（３)災害準備活動の実施 高知市の事例 、(４)ネパールでの EpiNurse モデルの実施
及び、(５)シミュレーションシートを用いた災害への準備、
（６）災害看護活動における I T システ
ムの活用を最適化する方法であった。
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翌日は、地元の赤十字と協力して、避難場所のテント設営とトリアージなどの演習を行なった。
今後は、地域減災のための教育センターを設立し活動する予定であり、本学からも協定を活かし
て、交流する予定である。

(4) ネパールにおける新型コロナウイルスに対する災害看護活動
ネパールで取り組んでいた災害看護 EpiNurse が、ネパール政府の要請により、新型コロナウイ
ルス対応をすることになったため、D N G L 神原咲子教授と大学院生 Susila Paudel が、教育 Web
サイトを立ち上げ、遠隔から知見について、後方支援を行なった。中国湖北省のネパール人留学生
が、帰国したときに、バクタプールのカルパティの検疫ゾーンで健康モニタリングが行われた。医
師、研究室チーム、ネパール軍らが入る中で、健康管理のコーディネータの役割を果たした。さら
に看護師を学校に派遣し, コロナウイルスに対する啓発キャンペーンを行なった。特に恐怖、噂、
スティグマに対して注意を払った。子供と大人の免疫システムに違いがあるかもしれないと懸念
し、学校の子供たちに手洗いの方法や隔離の練習を教えることが学校閉鎖よりも重要と考え、実施
した。
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https://www.epinurse.org/nobel-corona-virus-covid-19
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５．災害看護をリードする活動
1) 民間団体との連携
(1) NGO との連携
南海トラフ地震・津波被害対策は大学にとっても最優先課題であるが、災害対策研究・教育を
強化する目的で、2020 年 1 月に認定特定非営利活動法人ピースウィンズジャパン（PWJ、本部：
広島県神石高原町）と連携協力協定を締結した。連携協力協定の内容は、災害時連携および平時
の教育研究活動での連携についてである。
表 本協定による主な支援・連携内容
１ 災害発生時の支援
・PWJ の医療従事者・救助隊員・航空機等の派遣
・本学が必要とする救援物資の輸送、患者搬送
・災害発生時の被災者支援にかかる人員派遣、施設・用地の提供等

２ 平時の連携協力
・知的・人的・物的資源、技術の活用及び相互協力
・文化・福祉・健康・教育・防災等にかかる貢献及び人材育成
・学生のインターンシップ活動
・災害発生時に備えて実施する平時の準備

本年度の連携実績は以下の通りである。
①学生インターンシップ
2019 年 6 月～7 月、PWJ 国内事業部で共同災害看護学専攻博士課程 4 回生 1 名のインターン
シップを受け入れていただいた。学生はインターンシップ期間中に季節性豪雨対応策の検討、
平時訓練への参加、備品管理体制の整備で実践的な学習をした。その後の台風 15 号、19 号災
害では、この学生が PWJ の救援チームに加わり、被災者救護、病院間移送等で活躍した。
②海外事業への看護学部教員の派遣
ⅰ．ネパール
PWJ は 2015 年の地震で甚大な被害を受けたシンドゥパルチョーク郡において、災害の影
響で損壊した給水施設の修復や新規の建設による安全な水の供給事業を実施している。新規
に開始する衛生教育事業に関しての助言を行うため、2019 年 11 月上旬の 1 週間、木下准教
授が専門家として現地に派遣された。
ⅱ．ミャンマー
南東部カレン州は、少数民族とミャンマー中央政府との長年の紛争によって被害をうけた
地域というばかりではなく、毎年雨季に起こる浸水による被害を受けている地域である。
PWJ では長年にわたり当地でインフラの整備に加えて衛生教育を実施しているが、これま
でその効果についての評価が十分行われてこなかった。PWJ と本学との連携協定締結を背
景に、この事業の効果を評価し、助言を行うために、2020 年 2 月上旬の 1 週間、木下准教
授が現地に赴き指導を行った。
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(2) こうち減災女子部の立ち上げ
女性防災プロジェクトの修了生が、①それぞれの地域におけるケアの視点に基づいた防災活動
を共有する「場」
、②男性も要支援者も含めた全体最適のお互い様ケアとしてのプライマリヘルス
ケアの推進を検討する「場」
、③多様な女性がニーズに基づき、無理なく、多様な分野で知識習得
できる「場」が必要であると考え、そのために部活動のように出入り自由な楽しい場として「高
知減災女子部」が発足した。
プロジェクトベースドラーニング（以下、PBL）を応用した地域課題解決型のグループワーク
を中心とした研修プログラムで参加者の自主性や自律性を重視した形で実施した。
参加者はまず、自分たちが抱えている不安や課題から取り組みたいことを話し合い、主体的に
各々が取り組むテーマを設定，自律的にグループを形成し１年間活動を進めた。１年ごとにメン
バーを新たに募集する形で３年間を通して、10～60 歳代の女性 50 名の参加があった（３年間継
続のものもあり）
。参加者は立場も防災に関する知識も多様であった。
表1

NO

PBL を応用した研修プログラムへの適応

PBL

①

課題に出会う（テーマ設定）

②

どうしたら解決できるのかを考える（解

プログラムへの適応
知識の Input と課題の洗出し・設定
グループによる

決策を考える）
③

年間計画作成

相互に話し合い、何をしようとするのか

グループでの役割分担

を明確にする
④

自主的に学習する

⑤

新たに学習した知識を

個々の Input
得られた知識を基盤に活動を行う

問題に適用する
⑥

学習したことを要約する

活動結果のまとめ・発表

プログラムの進行に合わせ、過去の災害時における避難生活の実態、特に女性の被害や困難さや、
その背景についての理解を深め、女性が防災にかかわることの必要性と役割を認識する Input を行
い、最終的には行政当局への提案プレゼンテーションを行う形で企画力や地域での活動の展開の仕
方につなげられるようサポートを行った。これにより、市と緊急時配送計画について女性の視点で
支援物資のニーズを提言する場を頂いたり、自主防や P T A の避難訓練を企画運営したり、職場で
防災担当を任される、防災士会理事が増加するなど平時の女性視点の防災が広がった。今後は、女
性防災プロジェクトを継続し「新入部員」を増やすとともに、SNS などを活用した場所や時間を選
ばない情報発信を行っていきたい。
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2) オープンデータ活用防災ポータル「まちケア」の開発・運用
平常時から防災に活用できるオープンデータの整備を支援するため、倉敷市真備地区の浸水被害
を事例として防災(水害)に役立つオープンデータを調査・整理して必要なデータセットを定義し、
「中国地域オープンデータ MAP」サイトで公開し、
「ICT 地域活性化大賞 2020」優秀賞を受賞し
た。
平成 30 年 7 月豪雨の被災地、倉敷市真備地区で立ち上げた被災者支援情報ポータルサイト「ま
びケア」を全国どこでも利用できる「まちケア」として機能拡充した。被災地における病院、薬局、
飲食店、コンビニエンスストアの開業時間や緊急支援など「暮らしと健康に必要な情報」を提供す
る情報サイトとした。
「まちケア」のデータ項目や分類は、真備地区の支援団体、避難場所でのヒ
アリングから、水・食糧・生活環境、健康に関わるものを把握・分類し、 3 日、 1 週間、 2 週
間、 1 ヶ月の時系列ごとに整理して定義した。車中泊や神社、公園など指定避難所以外で生活す
る被災者の方もスマートフォン等で必要な情報が参照できるように、避難所に貼ってあるポスタ
ーや役立つ口コミ情報を集めてデータ化し、位置情報付きで提供するようにした。
これを令和元年に発生した台風 15 号、台風 19 号の被災地での活用など広域展開を図り、千葉
県館山市では Wi-Fi スポットと充電スポットを追加するなど、
各被災地の状況に応じて編集した。
医療機関情報はホームページで公開されていたデータを活用したため、約 300 件の情報を 2 ~ 3
時間で公開できた。真備で復旧に役立ったホームセンターとドラッグストア情報は、ホームページ
から情報収集してデータ作成したため数日かった。
混乱した現場で避難所に貼ってあるポスターや役立つ口コミ情報を集めてデータ化するのが困
難であったため、今後は、非常時に正確な情報をスピーディに提供するためにも医療機関やトイ
レ、店舗などの施設情報はオープンデータとして平時から準備しておくことを提案した。
なお、高知医療センターとの合同災害訓練、及び災害看護の授業で教育用として紹介し活用し
た。
・まちケア提供地域数 5 件(被災地 4 地域、教育用 1 地域)
・まちケア投稿情報数 1 ,866 件(被災地 1065 件、教育用 801 件)
被災地:スポット 959 件、お知らせ 89 件、お役立ち情報 17 件 1065 件
教育用:スポット 795 件、お知らせ 0 件、お役立ち情報 17 件 801 件
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６．がんプロフェッショナル基盤推進プラン
1）はじめに
平成 29 年度から、文部科学省の多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェ
ショナル）
」養成プラン事業のもと、中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアムでも、
「全人的医
療を行う高度がん専門医療人養成」事業として様々な取り組みを行っている。本学は、高知県立大
学大学院・岡山大学大学院・徳島大学大学院・広島大学大学院・山口大学大学院の 5 つの大学院で
組織されるがん高度実践看護師 WG の幹事校として活動し、がん看護専門看護師の養成およびが
ん看護の質向上に向けた取り組みを行っている。本学では、令和元年度は 38 単位のがん高度実践
看護師教育課程の修了生を 1 名輩出し、2 名の修了生ががん看護専門看護師の認定を受けた。
2）がん高度実践看護師ＷＧの活動
がん高度実践看護師コースは、高知県立
大学 大 学院を幹事校とし、平成 24 年
度から 5 大学院でがん高度実践看護師
WG を組織し、1. がん高度実践看護師養
成、2. がん医療における質の高いがん看
護実践を推進し、第Ⅲ期の趣旨にそって取
り組んでいる。各大学院においては、がん
高度実践看護師養成のためのプログラムの
運営、地域がん診療連携拠点病院などと連
携して、中国・四国全地域にがん高度実践
看護師を送り出すことと、がん看護の質向
上への貢献を柱として活動している。
3）高知県立大学の取り組み
高知県立大学大学院では、
「1. がん高度実践看護師の養成」
、
「2. 看護職の看護実践能力の向上
を目指す教育活動」の 2 つを活動のテーマとして、取り組みを行っている。
がん高度実践看護師の養成では、正規の 38 単位の教育課程のプログラムに加え、看護職の看護
実践能力の向上を目指す教育活動としてリカレント教育に重点をおいて取り組んでいる。高度実
践看護師対象のリカレント教育として、がん高度実践看護師（APN）コースⅡを開講した。ジェ
ネラリスト対象のリカレント教育としては、がん看護インテンシブコースⅠ、がん看護インテンシ
ブコースⅡを行った。

（1）がん高度実践看護師の実践力を豊かにする取り組み
令和元年度は、38 単位のがん高度実践看護師教育課程の修了生 1 名を輩出した。がん看護実
践看護師教育課程に加え、がん看護実践を豊かにする取り組みとして、以下のような取り組みを
行っている。
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①がん高度実践看護師（APN）セミナー
日 時：2019 年 6 月 6 日（木）～7 月 26 日（金）
（このうち 6 日間）
場 所：高知県立大学看護学部棟 C322
参加者：各回 2～3 名（がん看護学領域学生）
高知県内で活躍する修了生のがん看護専門看護師より、高度実践看護師としての役割機能
別の活動や各々の立場における活動の実際について話していただき、学生は先輩の活動から、
CNS の役割機能を具体的にどのように活用するかということや、高度な看護実践とは何かを
考え学ぶことができており、自身の目指す高度実践看護師に向けての課題を見出すことがで
きていた。
②5 大学院がん看護学合同セミナー
日 時：2019 年 8 月 24 日（土）
、8 月 25 日（日）
場 所：徳島大学
テーマ：「がん患者におけるリンパ浮腫と症状マネジメントの実際」
講 師：井沢 知子 先生（京都大学大学院医学研究科 助教 がん看護専門看護師）
今井 芳枝 先生（徳島大学大学院保健科学研究部 准教授）
参加者：7 名
がん高度実践看護師 WG の大学院に在籍するがん高度実践看護師コース大学院生を対象
としたリンパ浮腫ケアセミナーを毎年開催しており、本学からは 2 名の学生が参加した。
学生は講義と演習を通して、リンパ浮腫のメカニズムや症状マネジメントの実際を学修す
ることができた。そして、高度実践看護師は、患者が継続できるセルフケアを習得できるよ
うエビデンスのあるケアを提供することや、関連する多職種と連携し、チームで継続したケ
アを行えるよう調整する役割を担うことを改めて学ぶ機会となった。
➂専門看護師教育課程の強化：がん高度実践看護師（APN）コースⅠ
◆Life を支える高度実践看護師養成コース
～がん患者と家族のライフステージのニーズに応える高度実践看護師養成～
目 的：がん患者と家族のライフステージのニーズに応えるがん高度実践看護師および、が
ん看護をサブスペシャリティーとする高度実践看護師の養成を目的とする
対象者：高度実践看護師コースに在学中の学生
コース内容：がん高度実践看護師（APN）コースⅡと同じ
参加者：4 名
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④リカレント教育：がん高度実践看護師（APN）コースⅡ
◆がん看護の専門性の高い看護師養成コース
～Cancer Trajectory をたどる人のニーズに応える高度実践を創造する
看護師の養成～
≪コースの概要≫
目 的：ライフステージやがんの特性を考慮して、がんとともに生きる人とその家族の健康
と生活に関わるニーズに応えられる専門性の高い実践ができる看護師の養成
対象者：専門看護師、修士課程修了生、がん看護領域の認定看護師
テーマ：AYA 世代がん患者のケアとキュア
履修科目：4 単位 60 時間
AYA 世代がん看護基盤論 AYA 世代がん診断治療学
AYA 世代がん看護実践論
AYA 世代がん看護展開論
履修期間：2019 年 9 月 7 日(土)～2020 年 2 月 2 日（日） （このうち 8 日間）
修了要件：コースで定める 60 時間のうち各科目 8 割以上履修した者には、高知県立大学か
らの修了証を交付
場 所：高知県立大学池キャンパス看護学部棟 3 階 C310 他
参加者：11 名
がん高度実践看護師（APN）コースⅡは、専門看護師・認定看護師のリカレント教育を目
的としたプログラムである。2019 年度は『AYA 世代がん患者のケアとキュア』をテーマに、
AYA 世代がんの診断や治療に関する知識、AYA 世代がん看護に関する専門的な知識と技術を
学び、AYA 世代のライフステージにあるがん患者のニーズに対応することのできる専門性の
高い看護実践力の修得を目指して実施し、11 名の修了生を輩出した。研修生は高知、香川、
愛媛、徳島、広島から参加しており、がん看護専門看護師、小児看護専門看護師、がん化学
療法看護認定看護師、がん放射線療法看護認定看護師、がん性疼痛看護認定看護師、感染管
理認定看護師であった。
8 日間のコースでは、講義やグループワーク等で知識を修得したのち、最後の 2 日間は、
既習の理論や現状、課題をふまえ、AYA 世代がん患者の特徴を有する 4 事例についてグルー
プワークによる展開を行い、看護援助モデルの作成を行った。
≪研修生の学び≫
受講生からは、
「理論や概念を統合してアセスメントすることで、対象者を多面的に捉え
られることを学び、グループワークを通して講義で学んだことへの理解を深めることができ
た」「AYA 世代特有の発達課題や、抱える問題について理解することができた」「発達理論
や移行理論など、成人ではあまり使わない理論について学ぶことができた」「実際の事例を
グループ内で検討することで、具体的な看護ケアがでてきたので、実践に活用できると感じ
た」などの声が聞かれており、AYA 世代がん患者の特徴をふまえた生活の質向上を目指

した看護の専門的知識を修得する機会となっていた。また、実際の事例を用いて看護援助
モデルの作成を行ったことで、修得した知識の実践への活用の仕方を学ぶことができ、今後
の看護実践の基盤となる研修になったと考える。
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（2）看護職の看護実践能力の向上を目指す教育活動
①リカレント教育：がん看護インテンシブコースⅠ
～高齢がん患者に安心をもたらすケアを創造していく訪問看護師育成～
≪コースの概要≫
目 的：高齢がん患者の入院早期から退院後の生活を見通してケアを提供し、在宅医療の可
能性と選択肢を広げることのできる看護職および、チーム医療を基盤とする在宅がん
医療をコーディネートしていくことのできる、高齢がん患者とその家族のケアに関す
る専門的知識と技術を有する看護職の養成
目 標：
a．高齢がん患者や家族の理解に必要な基礎的な知識を習得し、高齢者の特徴を踏まえた総合
的なアセスメント、看護ケアが実施できる
b．高齢がん患者のがんや治療、生活の場の特性を理解して、治療・療養・生活過程を支える
ケアを提供することができる
c．地域包括ケアシステムにおける高齢がん患者や家族のケアに必要な専門的な知識・技術を
習得し、必要な資源や支援を調整することができる
d．高齢がん患者の在宅療養生活を維持するための必要な身体管理の知識・技術を習得し、実
践できる
e．高齢がん患者の意向を尊重したその人らしい療養生活や看取りを実現するために必要な
ケアが実践できる
f．看取りをした遺族に必要な看護ケアを理解するとともに、関わった職種のストレスマネー
ジメントが行えるように、デス・カンファレンス等の場を調整することができる
g．研修を通して自己洞察を深め、高齢がん患者に対する専門性の高い看護師としての意識
をもち、病院と在宅をつなぐ在宅療養支援および看護実践力の高い訪問看護師として機
能することができる
対象者：中国・四国地方に在籍する、高齢がん患者の看護に携わる訪問看護師および在宅移
行支援の必要な高齢がん患者の入院病棟および外来、地域連携室等の看護師
研修期間：講義・演習 2019 年 10 月 5 日(土)～2020 年 2 月 16 日(日) うち 11 日間
見学実習 2020 年 1/14（火）～2/6（木） うち平日の 3 日または 4 日間
履修内容：講義、演習、見学実習、実数の振り返りと事例検討を含めた 90 時間
（表 1 カリキュラム表）
修了要件：コースで定める 60 時間のうち各科目 8 割以上履修した者には、高知県立大
学からの修了証を交付
場 所：高知県立大学池キャンパス看護学部棟 3 階 C313、C112
参加者：6 名
平成 30 年度より新たにスタートしたがん看護インテンシブコースⅠは、高知県の在宅高
齢がん看護、高齢者看護、在宅医療や福祉に携わる機関や多職種と協働し、高齢がん患者の
ケアに特化した研修である。また、座学だけでなく、e-learning、シミュレーション教育を取
り入れ、講義-演習-実習をつなげる 15 日間の現任教育のプログラムである。令和元年度の受
講生は 6 名であり、高知県内で訪問看護ステーション、在宅療養支援診療所、急性期病院に
勤務する看護師であった。
≪研修生の学び≫
「日頃行っているケアで悩んだ時など、講義で得た知識を活用して違った視点で捉えること
ができれば、問題解決の糸口になると思う」
、
「医療の場や在宅だけで完結するのではなく、様々
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な職種の特徴や強みを活かしてそれぞれの役割を果たしていくことが療養者や家族の満足につ
ながると再認識した」
、
「その人らしい療養生活や在宅看取りの実践に必要な倫理や意思決定支
援について、
理論なども踏まえて考え、
実践につなげていく必要性を再確認することができた」
、
「日頃行っている実践の振り返りと、
高齢者を理解するための知識や視点を学ぶことができた」
などの声が聞かれており、
高齢がん患者の在宅療養を支援するための様々な知識や技術を学び、
新たな気づきや視野の広がりを得ることができていた。また、講師や研修生同士のネットワー
クも広がり、
今後は、
それぞれの場で研修の学びを発揮しネットワークを強化していくことで、
高知県内における高齢がん患者の在宅療養移行支援及び訪問看護の充実につながると考える。

表 1 カリキュラム表
カリキュラムの内容

時間

方法

1

オリエンテーション

1

2

高齢がん患者の QOL

2

講義

3

高齢がん患者と地域包括ケアシステム

3

講義

4

高齢がん患者の在宅療養移行支援

6

講義・演習

5

高齢がん患者の在宅生活におけるセルフケア

3.5

講義・演習

6

高齢がん患者の在宅生活におけるリハビリテーション

7

8

2

演習

高齢がん患者のアセスメント：身体的側面

1.5

講義

高齢がん患者の治療

8.5

講義・演習

9.5

講義・演習

①がん化学療法 ②がん放射線療法 ③ストーマおよびス
トーマ周囲の皮膚トラブルに対する看護 ④看護がんの
治療により生じる有害事象への看護（口腔ケア）

9

高齢がん患者の在宅での症状マネジメント
①疼痛 ②倦怠感 ③呼吸困難

10

高齢がん患者の在宅医療

2

講義

11

高齢がん患者とコミュニケーション

2

講義.演習

9

高齢がん患者の認知とケア

10

高齢がん患者の意思決定支援

11

高齢がん患者の家族と家族ケア

3.5

講義

12

高齢がん患者の看護倫理

3.5

講義・演習

13

高齢がん患者の栄養

2

講義・演習

14

高齢がん患者のエンド・オブ・ライフと在宅での看取り

5

講義・演習

見学実習 3～4 日間（下記の中から選択：複数可）

18

実習

①訪問看護ステーション ②在宅療養支援診療所

3.5

講義・演習

4

講義・演習

(24)

③調剤薬局 ④がん診療連携拠点病院
15

実習の振り返りを交えた事例検討と修了式
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7.5

事例検討

➁リカレント教育：がん看護インテンシブコースⅡ がん高度実践看護師 WG 講演会
日 時：2019 年 12 月 14 日（土）13：00～16：40
場 所：高知県立大学池キャンパス 看護福祉棟 2 階 F206 講義室
テーマ：働く世代のがん患者を支えるがん看護
講師／テーマ：
「働く世代のがん患者に関する現状と課題」
江崎 治朗 先生（高知県健康政策部健康対策課 課長）
「がん患者の就労支援と看護師の役割」
小迫 冨美恵 先生（横浜市立市民病院 がんセンター担当副部長 がん看護専門看護師）
参加者：25 名
がん高度実践看護師 WG では、
「がん患者のライフステージの様々な新ニーズに応える高度
な看護実践の展開」を 5 年間の全体テーマとし、令和元年度は「働く世代のがん患者を支える
がん看護」をテーマに講演会を開催した。
講演会には、高知、愛媛、香川、徳島、岡山、広島から、就労支援に関心の高い 25 名の方の
参加があった。参加者全員が「働く世代のがん患者を支えるがん看護」について具体的に分か
ったと回答し、同様に参加者全員が講演内容に満足したと回答していた。さらに、看護師（67％）
、
教員（17％）の他、大学院生（11％）
、他職種（5％）と、医療従事者だけでなく、教員や看護
大学院生など様々な方の参加があり、多様なニーズに応えることができた講演会であったと考
えられた。また、参加者は、「がん看護に対する視野が広がった（27％）」「今の仕事とがん
看護を関連付けて考えるきっかけとなった（14％）」「がん看護に対する興味・関心が高まっ
た（12％）」と回答し、参加者の 80％以上がこの講演会が「がん看護の専門的な学習を深める
意識を高める動機づけになった」、
「がん看護のキャリア・アップを目指す動機づけになった」
と回答していた。さらに、講演会を通して、「就労支援に関する自分の県の施策について知っ
ておくことが大切だと思いました」
、
「就労支援を行っていく上での情報整理や、具体的な支援
内容がイメージできたので活用できる」
、
「職場で就労に関するニーズを把握すること、情報共
有の重要性、リソースの活用方法を知っておくことが大切だと思いました」などの意見があっ
た。これらのことより、講演会はがん患者の就労支援に対する参加者の関心をより高め、学び
を実践にも活かせる内容であったと考える。
4）おわりに
多様な新ニーズに対応する「がん専門医療人材（がんプロフェッショナル）
」養成プランに
採択された、中国・四国の「全人的医療を行う高度がん専門医療人養成」において、がん高度
実践看護師 WG の幹事校として活動を行った。今年度は、2 名のがんプロ学生を迎え、4 名の
学生ががん高度実践看護師教育課程で学修した。現在、39 名の修了生ががん看護専門看護師
として全国で活動している。
今後は、養成人数の継続・維持に加え、38 単位の教育課程を修了した CNS が、所属施設や
がん医療の中でどのような成果、変革をもたらすか（したか）等のアウトカムを可視化する方
策を検討する必要がある。また、リカレント教育については、今年度の内容を評価・修正し、
次年度も質の向上を図っていく。

29

７．文部科学省職業実践能力育成プログラム
1) 職業実践能力育成プログラム（BP:Brush up Program for professional）について
職業実践能力育成プログラムとは、
平成 27 年 3 月に出された教育再生実行会議提言を受けて、
文科省が認定することとした、社会人の職業に必要な能力の向上を図る機会の拡大のための教育
プログラムである。
「大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の正規課程及び履修証明プログラ
ムであること」
「対象とする職業の種類及び修得可能な能力を具体的かつ明確に設定し、公表する
こと」
「対象とする職業に必要な実務に関する知識、技術及び技能を修得できる教育課程であるこ
と」などが認定要件として示され、それらを満たす実践的・専門的なプログラムを文部科学大臣
が認定することにより､①社会人の学び直す選択肢の可視化､②大学等におけるプログラムの魅力
向上､③企業等の理解増進､を図り､社会人学び直しを推進することをめざしている。大学の履修
証明プログラムとしての要件も満たす必要があるため、講座の修了要件は、所定の科目から選択
して８科目以上（計 120 時間以上）を履修し試験に合格することである。
2)『多職種連携による保健福祉医療従事者の力量アップのための講座』
（本学履修証明プログラム）
本学では平成 28 年度からこの職業実践能力育成プログラムを開講した。池キャンパス 3 学部
と 2 研究科の強みを生かし、ケアの必要な高齢者を地域包括ケア制度の中で引きうけていくため
に、多職種がそれぞれの専門的な知識とチーム力を発揮して、高齢者が可能な限り健やかに暮ら
していける力を支えるための知識、技術、技能を修得する『多職種連携による保健福祉医療従事
者の力量アップのための講座』としている。主に修得をめざすのは、
（１）高齢者をアセスメント
し、高齢者の自立度に適合したケアを提供する知識と技術、
（２）高齢者と家族の選択を支える知
識と技術、
（３）多職種の連携力や事例カンファレンスなどに関する知識と技能である。初年度は
1 名、平成 29 年度は 8 名、平成 30 年度は 0 名の応募があり、令和元年度は 2 名の受講応募があ
った。
さらに令和元年度からは、
厚生労働省教育訓練給付金制度の指定を受け、
初の受講者を迎えた。
厚生労働省教育訓練給付金制度とは、働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用
の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度である。一定の条件を満たす
雇用保険の被保険者（在職者）
、または被保険者であった方（離職者）が、本講座を受講し修了し
た場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額（上限あり）がハローワー
クから支給される制度である。
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授業科目の概要
科目名
高齢者への福祉支援
介護過程実践演習
高齢者のフィジカル
アセスメント
認知症患者と家族へ
の支援
高齢者の食生活と住
環境
生活習慣病の治療と
予防
チームアプローチⅠ
チームアプローチⅡ
最新看護知識の実践
への活用
高齢者福祉の現状と
実践のための講
座

授業時数

担当教員
西内章、加藤由衣
宮上多加子、三好弥生
竹崎久美子、小原弘子、原田圭子、
中井美喜子、渡邊美保
竹崎久美子、塩見理香、
中井美喜子、森下幸子

開講日
9/1・9/2
9/23・9/24
11/11・12/2・
1/13・2/10

15 時間

竹井悠一郎、横井輝夫

11/23・1/26

15 時間

島田郁子、竹井悠一郎

9/29・10/7

15 時間

山中福子、大熊絵理菜、廣内智子
大熊絵理菜、廣内智子、森下幸子、
竹崎久美子

10/21・10/27

15 時間
15 時間
15 時間
15 時間

15 時間

11/10・12/22

12/1・1/14

15 時間

川上理子

11/11・12/2・
1/13・2/10

15 時間

福間隆康、横井輝夫、田中眞希、
片岡妙子

8/25・12/23

県下の看護師、保健師、介護福祉士、管理栄養士、栄養士の保健・医療・福祉従事者を対象とし
て、関係機関に広報し応募者を募った結果、市内の急性期医療機関で勤務する看護師さん１名ケ
アマネージャさん 1 名の応募があった。受講者は少数であったが、科目担当講師や、科目によっ
ては大学院生の聴講も受け入れながら、多職種間での意見交換を通した相互の理解や協同の力量
アップをめざした講座であるよう、展開を工夫して行った。
2 名とも 120 時間の履修要件を修得し、
例年通り 3 月に履修証明書の授与式を計画していたが、
新型コロナウィルスの発生を受け、郵送での授与となった。
次年度も受講生の確保に努め、受講生間での多職種連携と相互理解が深められるよう、工夫す
る必要があると考えている。

職業実践能力育成プログラムのロゴ
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８．高校生のための公開講座
看護学部では、2018 年度から新たな試みとして高校生のための看護学を学ぶ公開講座を始め、
好評を博した。今年度は、新たに「災害看護」と在学生による看護の仕事の紹介を加え、計５回開
催を計画した。３月に予定していた会は、新型コロナウイルスの影響を受けて中止した。
内容は、積極的に考える体験をしてもらう目的でグループワークとし、全ての会を通して、多様
な価値観の理解と分析的思考の醸成を促すようにした。また、在学生がファシリテーションを行っ
た。災害看護をテーマとした会は、高知医療センターと本学の合同災害訓練の様子を見学した。計
38 人が参加し、香川と広島からの参加もあった。実施後のアンケート調査では満足度が高く、2 回
とも高校生にとっては難しい課題であったが、参加した高校生からの反応は、良好であった。
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９．高知医療センター・高知県立大学包括的連携事業：看護・社会福祉連携事
業
1）看護・社会福祉連携事業について
高知医療センターと高知県立大学は、医療・健康・福祉・栄養分野における交流連携を推進し、
双方の実践、教育、研究の質向上を図るとともに、地域・社会への貢献を促進するため、平成 22
年 11 月に両組織間の包括的連携協定を締結した。これは、高知医療センター看護局と本学看護学
部が、よりよい看護の実現を目指して平成 18 年から取り組んできた看護連携型ユニフィケーショ
ン事業を発展させたものである。現在はこの協定に基づき、全体を統括する包括的連携協議会の下
に、健康長寿・地域医療連携部会、看護・社会福祉連携部会、健康栄養連携部会、災害対策連携部
会の 4 部会を設置し、さまざまな連携事業を展開している。
このうち看護・社会福祉連携部会では、看護および社会福祉に関する連携事業として、①学生の
臨地実習・教員の臨床研修における場の提供、②基礎教育・継続教育・大学院教育における相互協
力、③教員によるコンサルテーションの実施、④臨床実践能力（知識・技術・態度）及び実践モデ
ル等の開発・検証に関する共同研究、⑤県民・市民の健康づくりに資する活動の共同開催、⑥その
他看護・社会福祉連携活動の実施、を行っている。
（1）看護・社会福祉連携部会の委員および活動状況
令和元年度は部会委員を、高知医療センター19 名（看護局 7 名、地域連携室 12 名）
、高知県立
大学 10 名（看護学部 7 名、社会福祉学部 3 名）
、計 29 名で構成し、活動を推進した。今年度は
高知医療センター側が部会長および事務局を務めた。
看護・社会福祉連携部会では、今年度の活動方針と前年度 3 月の会議で立案した事業計画の確
認を 4 月の会議で行った上で事業を進めた。また、下記のとおり 2 回の会議とメールでの中間評
価により、事業実績と課題の確認を行った。
・第 1 回看護・社会福祉連携部会：4 月開催
今年度の部会の運営および活動方針の検討、事業計画の確認等
・メールでの中間評価：10 月
事業実績および活動評価の確認、後期に向けての課題・活動計画の検討等
・第 2 回看護・社会福祉連携部会：3 月開催（新型コロナウイルス感染症対策のため、看護連携部
会、社会福祉連携部会それぞれにメールで会議）
事業実績および活動評価の確認、次年度の活動計画の検討等
（2）看護部会における事業実績
事業計画に基づき事業を展開した。最終的な事業実績は表 1 のとおりである。
表 1. 令和元年度看護部会における包括的連携事業実績
1．学生の臨地実習・教員の臨床研修における場の提供
1)学部生および大学院生の臨地実習
学部生：ふれあい看護実習、看護基盤実習、急性期看護実習、慢性期看護実習、母性看護実習、
小児看護実習、助産看護実習Ⅰ・Ⅱ、総合看護実習（小児・急性期・慢性期・助産看護領
域）
、看護管理実習（小児・急性期・慢性期・助産看護領域） のべ 323 名
大学院生：がん看護学実践演習Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ、クリティカルケア看護学実践演習Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ、小児看
護学実践演習Ⅰ・Ⅳ、★慢性看護学実践演習Ⅲ のべ 13 名
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2)大学院生および教員の臨床研修
大学院生：緩和ケアカンファレンス・キャンサーボードへの参加（がん看護学領域、15 回・のべ
38 名）
、小児科医開催のカンファレンスへの参加（小児看護学領域、4 回・のべ 4 名）
、
急性期領域のセミナー等への参加（クリティカルケア看護学領域、5 回・のべ 5 名）
教員：緩和ケアカンファレンス・キャンサーボードへの参加（がん看護学領域、1 回・のべ 1 名）
、
小児科医開催のカンファレンスへの参加（小児看護学領域、16 回・のべ 17 名）
、急性期領
域のセミナーへの参加（急性期看護学領域、1 回・のべ 1 名）
、CNS としての臨床研修（小
児看護 CNS；11 回）
、★産後 2 週間検診への参加（母性看護学領域、4 回・のべ 8 名）
2．基礎教育・継続教育・大学院教育における相互協力
1)医療センターによる教育・研究支援
(1)教育支援
学部生：ナーシングカフェへの参加（2 回・のべ 4 名）
、インターンシップ（3 回生 40 名）
、ドク
ターヘリ見学および「ドクターヘリの運用とフライトナースの役割について」
（4 回生 8
名）
、実践的知識獲得へのサポート：
「医療安全について」
（2 回生 84 名）
・
「医学的知識
を活用した看護実践」
（3 回生 82 名）
・
「感染管理について」
（3 回生 82 名）
、急性期看護
論ゲストスピーカー「クリティカルケアの場における死と看取り」
（2 回生 83 名）
、終
末期看護援助論ゲストスピーカー「終末期にある患者と家族のケアの実際」
（3 回生 79
名）
未実施：小児看護の魅力を語る会（新型コロナウイルス感染症対策のため開催中止）
大学院生：クリティカルケア看護方法論Ⅱ特別講義「クリティカルケアにおける倫理的課題－臓
器移植に焦点を当てて」
（博士前期課程クリティカルケア看護学領域 3 名）
(2)研究支援
学部生：学部生看護研究における研究対象者の紹介（基礎看護Ⅱグループ、助産コース）
大学院生：修士論文における研究対象者の紹介（5 題）
、博士論文における研究対象者の紹介
（2 題）
教員：教員の研究における研究対象者の紹介（4 題）
2)大学による教育・研究支援
(1)継続教育支援

※参加者数は医療センターのみ

研修「ストレスマネジメント」
「グループマネジメント」
「高齢者ケア１」
「高齢者ケア２」への
講師派遣、実地指導者リーダーフォローアップ研修への教員の参加（2 回・のべ 26 名）
、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」
（8 名）
、マネジメ
ントリフレクション（看護管理学領域、3 回・のべ 65 名）
、シミュレーション教育学習会（2 回・
のべ 16 名）
、シミュレーション研修「けいれんの初期対応」のトレーニングならびに勉強会；4A
フロア（小児看護学領域、2 回・のべ 12 名）
、シミュレーションを活用した病棟の学習会；5B フ
ロア（クリティカルケア看護学領域、2 回・のべ 13 名）
、シミュレーションを活用したリーダー
育成；7B フロア（クリティカルケア看護学領域、1 回・8 名）
、高齢者へのせん妄予防介入；認知
症・精神疾患がある高齢者ケア検討会（クリティカルケア看護学領域・老人看護学領域、3 回・
のべ 35 名）
、★症例検討会；2C フロア（精神看護学領域、2 回・のべ 17 名）
未実施：化学療法を受ける子どもへの看護に関する勉強会（新型コロナウイルス感染症対策のた
め開催中止）
、ビーズ・オブ・カレッジ研修会（実施会社内部の担当者変更のため未開催）
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(2)研究支援
看護研究 4「看護研究を系統的に学ぶ」
（3 名）
3．教員によるコンサルテーションの実施
QC サークル活動のコンサルテーション（看護管理学領域、8 回・のべ 91 名）
、CNS 申請に向け
てのサポート（がん看護学領域、家族看護領域各 1 名）
、★シミュレーションを活用した病棟の学習
会（産科救急時の対応 第 2・4 水曜日開催）の内容を今後の実践・災害看護につなげる方法の検討
（母性看護学領域、1 回・2 名）
4．臨床実践能力（知識・技術・態度）及び実践モデル等の開発・検証に関する共同研究
共同研究（3 件、うち 1 件は新規）
5．県民・市民の健康づくりに資する活動の共同開催
1)市民を対象とする共同事業
「赤ちゃん同窓会」企画・運営への学生・教員の参加
2)専門職者を対象とする共同事業
妊産婦救急救命基礎研修（BLSO プロバイダーコース）の運営（3 回）
6．その他看護・社会福祉連携活動
★インドネシア ガジャマダ大学との国際交流における協働；病院見学および災害への備え等につ
いての説明
★は新規事業

（3）事業評価および次年度への課題
本部会のこれまでの課題として、看護と社会福祉での連携活動が展開できていないことがあっ
た。そこで今年度は、社会福祉連携部会で毎月行われている事例検討会を、社会福祉と看護で連
携して実施することを活動方針として取り組んだ。毎回、高知医療センター地域医療連携室から
の連絡を受け、事例検討会のテーマと話題提供者を看護学部内で広報し、看護学部教員、健康長
寿センター看護職員、大学院生など複数名が参加した。事例について社会福祉と看護の視点を織
り交ぜて検討することで、対象者理解や関わりのプロセスの振り返りがより深くできるだけでな
く、互いの専門領域の考え方や活動を知ることで刺激になっており、今後も連携を継続していき
たいと考える。
また、看護連携部会では、今年度も両施設の連携の下で活発に活動を行った。継続して行い定
着してきている事業が多いが、新規事業も 6 件あった。年度末には新型コロナウイルス感染症拡
大に伴う予防対策のため、実施予定だったいくつかの事業が中止となったが、それ以外のほとん
どの事業は円滑に実施でき、それぞれに効果が得られている。しかし、年度末の活動評価ではい
くつかの課題や今後に向けた要望が出てきており、これらを踏まえて、次年度もより効果的な活
動が展開できるよう高知医療センターとの連携強化を図っていく。
2）高知医療センター・高知県立大学スキルズラボ
（1）高知医療センター・高知県立大学スキルズラボの相互利用の概要
高知医療センター2 階 205 に高知医療センタースキルズラボが開設されている。本学からは、
医療センター看護局を通じて高知医療センターのイントラネットを使用して事前予約をおこなっ
てから使用することになっており、主に学部生実習などの目的で使用している。高知医療センタ
ーの医師や看護師も事前予約の上、本学に設置している設備および備品（シミュレータなど）を
使用できる。申込書類は総務企画課に提出されるため、設備および備品の管理責任者は総務企画
課から連絡があった場合、設置室、設備および備品を確保する。
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（2）高知医療センタースキルズラボの利用実績
令和元年度（9 月末現在）における高知医療センタースキルズラボ使用実績として使用人数は
978 名であり、そのうち本学の使用は 5 件で使用人数は 97 名であった。昨年度（7 件、使用人数
は 113 名）より減少が見られる。今後の利用促進が課題である。
（3）高知県立大学スキルズラボの利用実績
本年度の高知医療センターによる本学施設の利用実績として、9 月 29 日（日）に妊産婦救急救
命基礎研修（BLSO プロバイダーコース）が実施された。全体で 14 名が参加した（センター職
員 5 名、領域教員 4 名、学部学生 4 名）
。2 月 8 日（土）には高知医療センターで BLSO インス
トラクターコース、2 月 9 日（日）には BLSO プロバイダーコースを実施した。
（4）高知医療センター・高知県立大学スキルズラボ運営委員会
本学からの委員として、池田教授と井上講師が出席している。本年度は 10 月に第１回スキル
ズラボ運営委員会が開催された。機器等の整備状況、使用実績および令和 2 年度の機器整備等予
算について話し合われた。運営委員会での議論は、高知医療センターとの包括的連携協議会にお
いて報告された。
（5）次年度の課題
本年度は昨年度に比べて、本学からのスキルズラボ使用実績が少なかった。本学教員、学生の
積極的な利用が望まれる。高知医療センター・高知県立大学スキルズラボ運営委員会も、もう少
し頻回の開催が期待される。これらのことを進めることによって、両機関のスキルズラボの相互
乗り入れを促進していく必要がある。
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１０．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。
また、令和元年度には、センターの活動ポリシーを次の 5 領域に再構築した。
（1） 高知県民の皆様に対し健康長寿を啓発する活動
（2） 高知県民の医療・健康・福祉政策課題を解決する活動
（3） 高知医療センターとの包括的連携を推進する活動
（4） 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
（5） 高知県の健康長寿を研究する活動
令和元年度に実施した主な活動について、上記の分類を基に下記の表に示す。
表 1 令和元年度 健康長寿センターにおける看護学部が参加した活動
実施年月日

参加
人数

健康長寿体験型セミナーin 馬路村
「認知症になっても住み慣れた地域でいきいきと暮らせ
る村づくり」

令和元年
10 月 23 日

28

健康長寿体験型セミナーin 田野町
「認知症になっても安心して暮らし続けられる町づくり」

令和元年
11 月 8 日

48

健康長寿体験型セミナーin いの町
令和元年
「つながりの大切さ～認知症予防と防災の事例から 12 月 2 日

30

土佐市地域ケア会議推進プロジェクト

通年

─

令和元年
7 月 31 日～
12 月 21 日
計5回

164

第 11 回みさとフェア 2019 in 三里中学校

令和元年
11 月 17 日

約 150

高知県中山間地域等訪問看護師育成講座

通年

20

令和元年
7/18,19
10/19.20
12/7,8
2/13,14

17

通年

1,173

事業名
高知県民の皆様に対し健康良寿を啓発する活動

とさっ子健診プロジェクト

高知県の医療・健康 福祉政策
課題を解決する活動

高知県介護職員喀痰吸引等研修事業

入退院支援事業

通年

糖尿病保健指導連携体制構築事業
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･

高知医療センターとの包括的連携を推進する活動

令和元年
10 月 20 日
12 月 14 日

キャリアサポート
「シミュレーション教育事例検討会」
高知医療センター地域医療連携研修会の合同開催
「医療コンフリクト・マネジメント研修」
高知医療センター・高知県立大学包括的連携協議会
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令和元年
9 月 28 回

39

月1回

15

令和 2 年
2月9日

「第 57 回 地域医療連携研修会」

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
高知の健康長寿

を研究する活動

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

令和元年
9 月 29 日
2 月 8-9 日

99

赤ちゃん同窓会

令和元年
10 月 20 日

86

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）
「行動制限最小化に向けて私たちができること」

令和元年
6 月 22 日

54

高知県新任期保健師研修会

令和元年
6 月～2 月

270

新任期保健師の採血技術向上研修

令和元年
5 月 20 日

14

第 1 回公開講座
新任・復職間もない看護職者の方々への
「基本から学ぶフィジカルアセスメント」

令和元年
10 月 5 日

9

第 2 回公開講座
「妊娠期から始める児童虐待予防 ～事例を用いて、社
会的ハイリスク妊婦への対応を一緒に考えよう」

令和元年
11 月 9 日

16

通年
1 回／月

延べ
306

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～
地域ケア会議 コンサルテーション事業

通年

高知県立大学健康長寿センター開設 10 周年記念事業
「認知症になっても安心して住み続けられる高知家づくり」
特別講演、シンポジウム、体験コーナー

令和元年
11 月 2 日

195

令和元年度は、例年の事業に加えて、健康長寿センター開設 10 周年記念事業も実施した。
記念事業では、中野綾美副学長からの挨拶後、池田光徳センター長より、10 年の歩みの紹介、
特別講演後のシンポジウムでは、森下安子教授や森下幸子准教授が登壇された。また、体験コ
ーナーでの物忘れ相談プログラムや浦上式アロマオイル、認知症チェックテスト等に看護学部
教員からの協力の下、医療保健従事者から、一般の方、高校生まで、たくさんの方に来場いた
だき、記念事業を終えることができた。
また、本年度の健康長寿センター委員は、上記の事業実施支援の一環として、実施後の報告
書作成やホームページ発信等を強化した。事業運営にあたっては、事務局や広報委員会とも連
携をとり、タイムリーな情報共有に努めた。
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2）高知県民の皆様に対し健康長寿を啓発する活動（域学共生）
（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 馬路村
「認知症になっても住み慣れた地域でいきいきと暮らせる村づくり」
i.事業概要
今回の健康長寿体験型セミナーでは、馬路村の地域住民を対象に、認知症になっても地域で安心
した暮らしを支えるために、事例を用いたワークショップを実施し、認知症の方の意思決定支援の
実現と安心して暮らせる村づくりに役立てることを目的とした。体験型セミナーの開催にあたっ
ては、事前に馬路村役場、馬路村社会福祉協議会、中芸広域連合地域包括支援センターの方と打ち
合わせを行い、地域特性やワークショップの目的・ゴールを共有した。住民参画型グループワーク
においても、馬路村役場、馬路村社会福祉協議会、中芸広域連合地域包括支援センターの皆様にフ
ァシリテーターとして協力を頂き実施した。
開催日時：令和元年 10 月 23 日 水曜日 13 時 30 分～15 時 30 分
開催場所：馬路村交流センター
対
象：馬路村の地域住民
参加者数：28 名
本学参加スタッフ：看護学部：池田光徳教授、渡邊美保講師
事務局：由比由紀、島﨑浩子、乾由美
ⅱ.事業成果
◆ 講演・住民参画型ワークショップ（13：30～14：40）
講演では、初めに個人が抱く認知症のイメージを語って頂いた。その後、認知症を抱えながら
地域で生活している方の映像を流し、当事者や家族の実際の思いを感じてもらうとともに、認知
症になっても工夫次第でできることがあることを共有した。その後、もし、自分が認知症になっ
た場合、施設もしくは住み慣れた自宅のどちらを選ぶのか、その理由も含めて、対話形式で話し
合った。施設を選択する方、自宅を選択する方は、半々であった。それぞれ、選択した背景に
は、自身の介護体験や大事にしたい価値観があり、他者の選択肢を否定するのではなく、選んだ
理由を含めてその人の意思を尊重することの重要性を話し合った。さらに、認知症の進行具合
は、数年前に比べ緩やかになっているため、自宅で生活が可能な時間は延びていること、認知症
といっても程度に差があり、軽度や中度であれば自宅での生活は可能であることを説明した。
◆ 体験コーナー（14：40～15：30）
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の協力を得て、血管年齢測定、
唾液ストレス測定、骨健康度測定、脳トレーニングを実施した。参加者は、一通り各ブースを体
験し、高知家健康パスポートのシールを集めるとともに、楽しみながら自分の身体に関心を示し
ていた。
・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、脳トレーニング
ⅲ.活動評価
アンケート配布数は、23 部で、アンケート回収数は、16 部（回収率 70％）であった。参加者
、次いで 80 代（18％）と、参加者の半数以上を高齢者が占めていた。
は 70 代が最も多く（44％）
体験型セミナーについては、
「参考になった」
（50％）
、
「大変参考になった」
（38％）と答えてお
り、対話形式で住民同士の話し合いの機会を多く設けたことも影響していると考える。
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認知症に対するイメージの変化については、
「変わった」と答えた人が 7 名（44％）
、
「変わら
なかった」と答えた人が 7 名（44％）であった。認知症に対するイメージが変わったと答えた人
のなかには、
「認知症になってもしっかりと自己があり、それぞれの意見があるということを再認
識した」
「認知症になっても前向きに頑張っておられるので感心しました」という意見があり、認
知症であっても自分の意思に基づいた日常生活、社会生活を送ることが可能であることを知る機
会になったと考える。
さらに、認知症など介護が必要になったらどうしたいか家族と話し合ったことがあるかの質問
に対しては、
「話したことがある」と回答した人はわずか 1 名であった。認知症の症状に関わら
ず、意思決定能力があることを前提に、今のうちから、どこでどのような生活を送りたいか、そ
の理由も含めて、家族や友人と話し合うことが重要である。今回の配布資料には、参加してくだ
さった方が自宅に帰った後に、家族や友人と話し合える項目を記載した資料を提供した。参加者
からは、
「家族と話し合ったことは今までないけど、話し合うことが大事だと思った」といった意
見も聞かれた。
一時的な場として、ワークショップを終了するというより、むしろ、今回のように参加者が自
宅に帰った後も、今回の学びをもとに普段の生活に活かして実践できるよう活用可能な教材の工
夫も重要になると感じた。

講演の様子

発表の様子

体験コーナー：骨健康度測定

住民参画型ワークショップの様子

体験コーナー：血管年齢測定

体験コーナー：唾液ストレス測定
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②健康長寿体験型セミナーin 田野町
「認知症になっても安心して暮らし続けられる町づくり」
i.事業概要
今回の健康長寿体験型セミナーでは、田野町の住民の方を対象に、地域住民同士の支え合いを
深めるきっかけづくりにな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、田野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、田野町役場の方と打
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、田野町役場の皆様にファシリ
テーターとして協力頂き実施した。
開催日時：令和元年 11 月 8 日 金曜日 13 時 30 分～15 時 30 分
開催場所：田野町老人福祉センター
対
象：田野町の地域住民
参加者数：48 名
本学参加スタッフ：看護学部：久保田聰美教授、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
事務局：由比由紀、島﨑浩子、沖野琴美
ⅱ.事業成果
◆ 講演・住民参画型ワークショップ（13：30～14：40）
講演では、初めに個人が抱く認知症のイメージを語って頂いた。その後、認知症を抱えながら
地域で生活している方の映像を流し、当事者や家族の実際の思いを感じてもらうとともに、認知
症になっても工夫次第でできることがあることを共有した。
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
ープに分けて実施した。各グループには、田野町役場、田野町社会福祉協議会、中芸広域連合地
域包括支援センターの方に、ファシリテーターとしてご協力頂いた。地域住民の方には、身近な
ところでこんなことがあったら自分はどうするか、事例をもとに話し合いの場を設けた。地域住
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。また、対話形式のやり取りを心がけた。
万が一、認知症になった場合、施設を選ぶのか、自宅を選ぶかといった問いかけに対して、参
加者からは「認知症のレベルにもよるけど、できる限りこの町で暮らしたい」
「今は、旦那と二
人暮らしなので一人暮らしになった時のことは考えられないけど、旦那が元気なうちは一緒に
生活したい」
「認知症のレベルにもよるけど、今まで自由気ままに一人で生きてきたから、施設
には入りたくない。
」という発言が聞かれた。発表を聞いた参加者のなかには共感する様子もみ
られ、今までの生き方や価値観が将来の生活の場の選択と生き方に大きく影響することを共有
する機会となった。
さらに、地元の小学校でも、中芸広域連合地域包括支援センターの方が認知症講座を実施して
いることを紹介した。参加者からは、
「地域で認知症のことを学んでいる方を中心に、話し合い
の種を広めることができたら、日常のなかで自然と支え合いの風土ができるのではないか」と意
見を頂いた。そのうえで、今回、参加した一人ひとりが、話の種を自宅に持ち帰り、家族や近所
の方から少しずつ支え合いの輪を広げることの重要性を確認した。住民参画型ワークショップ
は、参加者の方に自由にテーブルに着席して頂いたこともあり、グループによっては活発な意見
が聞かれた。田野町は総面積のコンパクトな町という地域特性をもっており、日頃の顔馴染みの
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関係性や住民活動といった強みがワークショップの参加度にも影響を及ぼしたと考える。今後
も、参加者同士の自主性や繋がりを尊重したセミナーを企画し、実施していきたい。
◆ 体験コーナー（14:40～15:30）
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の皆様方のご協力を得て、実施
した。
・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
・看護学部：アロマによる嗅覚刺激とマッサージを組み合わせた認知症予防
・健康栄養学部：カムカムチェック
.ⅲ活動評価
アンケート配布数は 33 部で、アンケート回収数は、32 部（回収率 97％）であった（詳細はア
ンケート集計結果参照）
。参加者は 70 代が最も多く（50％）
、次いで 80 代（18％）と、参加者の
半数以上を高齢者が占めていた。特に、参加者の 9 割を女性が占めており、男性の参加者は少な
い傾向にあった。平日に開催したこともやや影響していると考えるが、今後、いかに男性の参加
者を確保していくかが課題といえる。
体験型セミナーの内容については、
「大変参考になった」
（50％）
、
「参考になった」
（47％）と回
答した方が多かった。認知症当事者の体験談や生活状況の映像を交え、認知症との付き合い方、
生活像のイメージ形成が回答にも影響したと考える。実際に、認知症に対するイメージ変化につ
いては、認知症へのイメージが「変わった」と回答した人は、17 名（53％）とであった。認知症
に対するイメージが変わったと回答した方のなかには、
「見守りがあれば、長く家で生活できる病
気であるという事。
」
「認知症を恐れなくても大丈夫という事。
」という肯定的なイメージ変化の声
が聞かれた。
さらに、施設に入所した方が施設の職員や地域住民の方の協力を得て、一時帰宅を行う映像をみ
て、万が一、自分が認知症になった場合は、
「一度病院に入って帰宅できればよい。
」
「施設の人た
ちのお世話が良い。施設へ入った場合。
」というように、他者の生き方を参考に自分の将来像を具
体的に描く声も聞かれた。そのため、講演のみならず、視聴覚映像も織り交ぜることも効果があっ
たのではないかと考える。
認知症になったらお世話をしてくれる方が町内にいるかどうかの質問では、
「いる」と回答した
方は 25 名（78％）
、
「いない」と回答した方は 6 名（19％）であった。一方、お世話をしてくれる
人が「いる」と回答した方の多くは、家族が中心であった。今回の体験型セミナーをきっかけに、
少しでも家族以外の支え合いの輪が広がればよいと考える。最後に、今後の体験型セミナーの要望
には、今回のテーマが認知症だったこともあり、認知症に関するニーズが多くあげられた。担当保
健師からも「認知症について、住民と一緒に話し合ができ、またこれを引き継いで、家族や友達と
話し合う項目については、生活支援コーディネーターを中心に各集いの場で井戸端会議をしてい
こうと考えています。
」というご意見を頂いた。今後も、地域住民や行政のニーズをもとに、住民
の健康増進と地域づくりに貢献する体験型セミナーを企画していきたい。

住民参画型ワークショップの様子
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体験コーナー：アロママッサージ

(2）土佐市連携事業 とさっ子健診プロジェクト
①事業概要
土佐市では、成人への特定健診受診勧奨等の生活習慣病対策を続ける中で、受診率が上がら
ないなどの困難を感じていた。そこで、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状
態を維持できるよう支援することを目的に、平成24年度よりとさっ子健診を実施している。
健診の対象は、小学5年生、中学2年生である。
平成20年10月に土佐市との連携事業に関する協定を締結している本学では、「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して、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」ことを目的とした本プロジェクトを連携事業の
一つとして、計画段階から土佐市と協議しながら、とさっ子健診の支援をしている。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。
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、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行っている。
平成25年度は結果説明会において、学生によるミニレクチャーを実施、平成26年度から子
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）、平成29年度から、お楽しみコ
ーナーで実施していた食事バランスチェックを健診の一つとして実施している。また、平成
29年度からは、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効果的かを考え、結果説明会における
個別の保健指導につなげている。
本学企画の「食事バランスチェック」や「お楽しみコーナー」は、健診参加者や付き添って
いるきょうだいにとっても楽しい経験となり、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。また、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、握力測定、唾液ストレスチェックなどは、
受診者だけでなく、ご家族も参加してもらうことで、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。
②令和元年度の活動の概要
本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、健診当日の食事バランスチェック及び健康調査、お楽しみ
コーナーを継続して実施した。また、土佐市健康づくり課の保健師より、個別の結果説明会を
より効果的に開催するにはどうしたら良いかという相談を受けた。
「全体で行っている血管の
話は小学生には難しいのではないか」
「最初の身体の説明やクイズが健診結果に結びついてい
るのか」「身体作りにポイントを絞った内容を入れたい」「家族と一緒に指導すると、成人向
けの話になってしまい、子どもがどこまで理解できているのか」という意見を受け、今後、個
別の結果説明会の在り方を検討する予定である。
また、今年度は、プロジェクトの一環として、看護学部4回生の看護研究にご協力いただい
た。
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③活動成果
《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164
人の受診があった。
中学生の受診者の中には、
顧問の先生に参加を促された野球部員もおり、
学校にもとさっ子健診受診が浸透してきたと考えられた。
本学企画の「食事バランスチェック」（健康栄養学部4回生参加）で普段の食事の栄養バラ
ンスを親子で確認したり、「お楽しみコーナー」（看護学部3、4回生、大学院1回生参加）で
は、健康クイズや健康クロスワード、唾液によるストレスチェック、握力測定なども実施した。
各回とも大きな混乱はなく、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、健康問題を取り入れたクロスワード
や、唾液ストレスチェック、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。
④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）
〇健診を受けての感想（自由記載）
〇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
⑤看護学部生の活動参加
・看護学部4回生看護研究 小児看護グループ「思春期の子どもの保健行動」
学生：荒尾七海 曽我明日香 萩尾咲菜 原内あすか 藤森眞琴
指導教員：佐東美緒准教授
⑥とさっ子健診後の個別説明会の充実に向けて
「事業の概要」でも述べたように、個別結果説明会の内容の充実に向けて、これまでの健
診結果を評価し、今後の対策を検討することとした。また、検討結果は研究としてまとめ、
全国に公表し、全国的な子どもの保健行動の促進に寄与することも目的としている。
・用語の定義
保健行動：健康のあらゆる段階に見られる、健康保持・回復・増進を目的として、人々が
行う行動
・研究目的と研究目標
本研究の目的は、健診データの推移や個別支援による効果を明らかにし、その結果を踏ま
て、子どもの保健行動を促進する有効な支援を検討することである。
上記の研究目的をもとに、以下の4つの研究目標を設定する。
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【研究目標1】健診結果を統計的に分析し、子どもの身体的特徴を明らかにする。
【研究目標2】子どもへのアンケート調査結果を分析し、子どもの健康観、生活習慣に関す
る考え・行動の特徴、健診を受けたことでの効果を明らかにする。
【研究目標3】個別支援を担当する保健師、栄養士へ面接調査を行い、支援の現状を明らか
にする。
【研究目標4】研究目標1～3の結果を踏まえて、子どもの保健行動を促進するための支援を
検討する。
本研究の第1段階として、令和2年度の日本在宅ケア学会で「生活習慣病予防健診に参加
した子どもの健診データの年次比較－平成24年度と平成29年度の変化－」、「生活習慣病
予防健診を受診した小中学生の保健行動に関する認識～健診直後と健診3か月後の生活に関
するアンケート分析から～」を発表予定である。また、研究目標3、4については、現在、
高知県立大学研究倫理委員会へ研究計画を提出し、承認を待って面接調査を実施する予定で
ある。
⑦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。
・とさっ子健診後の個別説明会について検討することができた。現在、8月に実施された健診結
果は10月に返却している。最初に全体で身体のことについて説明やクイズを行い、個別説明
には一人当たり45分程度の時間をかけて子どもの保健行動を促進する支援を行っている。担
当は保健師7～8人、栄養士3人が担当しているが、支援の内容は妥当か、子どもの生活に即し
ているか、子ども自身が理解できているかなど、個別支援の在り方を検討する必要があると考
えられていた。そこで、今年度は、支援内容の検討をするための基礎データを分析した。健診
のデータは平成24年度から蓄積され、また、大学が実施している自記式のアンケート調査用
紙も平成26年度から集計しており、全体の傾向や年度ごとの推移などを検討した。また、今
後は面接調査を行い、支援において大切にしていること、困難に感じていることなどを抽出
し、とさっ子健診全体の見直しへとつなげていく予定である。
・学校と連携した子どもへの介入についても検討していくことが必要であり、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実施する。
［とさっ子健診当日の様子］

唾液ストレスチェック

食事バランスチェック
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(3) 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 30 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
に参加した。また、今年度も「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を行った。
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）
＜事業内容と成果＞
①地域ケア会議に看護職アドバイザーとして看護学部教員が参加
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、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。
このように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。今年度より、土佐市医療介護連携センター
所属の看護師がアドバイザーとして参加しており、県立大学と土佐市医療介護連携センター
で役割分担を行いながら、アドバイスを継続する体制へと発展していった。
②「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
「地域ケア会議評価指標」は「市全体」
「会議の仕組み」
「事例」のレベルで、
「構成する資
源」
「会議の進行」
「成果」の 3 つの視点で評価するものである。
「市全体」および「会議の
仕組み」の「構成する資源」の評価については、土佐市よりデータをいただいたが、そのデ
ータのみでは評価できない項目もあった。評価項目に沿ってどのようなデータを活用してい
くのかさらなる検討が必要である。
「事例」
「会議のしくみ」のレベルにおける会議の進行・
会議の成果については、過去の地域ケア会議の DVD 動画を視聴し、評価を行い、達成課題
について抽出した。
（4）子育て支援事業 土佐市両親学級
①事業概要
ⅰ．目的
土佐市では、出産後の育児困難や産後うつ症状の出現などの予防策として、妊娠期からの
継続した支援の必要性を感じており、すでに土佐市で実施しているマタニティーの集い（妊
婦対象のリラクゼーション目的の単発的事業）ではなく、両親を対象とした指導的な内容の
支援を継続的に行いたいとの相談があった。そこで、本年度立ち上げのための支援と、運営
方法等について協議するため、「土佐市両親学級」を土佐市との協働により初開催した。
両親学級は、親になることへの準備や、育児技術の習得と出産後の育児について、家族と
ともに考える機会とする。また、産後メンタルヘルスに関する学習も実施し、家族の妊産褥
婦への理解を促進し、産後うつ病を予防する一助とする。
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②事業計画・具体的な方法
ⅰ.事業内容
・助産師による産後メンタルヘルスに関する説明
・親になること、子育てプランについての話し合い
・沐浴指導
・妊婦体験
③大学の役割
大学からは教員2人と、助産専攻コースの3回生が参加した。大学の役割として、①沐浴実
習の実施、②妊婦体験の支援を行った。教員は、妊婦とそのご家族と学生の安全な交流への
配慮と、参加者の体調管理を行った。
④本学と他の事業との関係
包括連携を締結している土佐市との事業の一つとして実施した。学生は、助産看護実習の
際に、集団教育に参加する機会が少なく、本事業に参加することで、妊婦や家族が、どのよ
うな期待や困難を抱えているかを知る機会となる。
⑤活動成果
ⅰ．担当者との打ち合わせ
事前に土佐市の担当者と打ち合わせを2回行った。土佐市の担当者は産後メンタルヘルス
と子育てプランを担当し、大学教員が妊婦体験と沐浴を担当することとした。土佐市の妊婦
体験、沐浴の物品を確認し、大学から持参する物の数などを決定した。また、当日は36週前
後の妊婦も参加することから、父親を中心に沐浴を体験することとした。当日の会場の様子
や沐浴槽を置く位置の確認を行い、妊婦や父親が安全に体験できるようにプログラムを組み
立てた。
ⅱ．学生へのオリエンテーション
学生には、事前にオリエンテーションを行った。妊婦体験は15分程度、沐浴は30分程度の
実施時間を設定し、スムーズに妊婦体験、沐浴ができるように当日の手順について確認し
た。学生は、母性看護実習で沐浴についての手順は学習しているため、自宅で両親が安全
に、安楽に、安心して沐浴を実施できる方法について、事前に学んでくるように促した。
ⅲ．両親学級当日の準備
当日は両親学級前に、妊婦体験を行うコースの確認と沐浴の準備を行った。妊婦体験で
は、階段の昇降、洗濯物を干すこと、靴下の履き替えなど、妊娠後期に母親の体験する困難
さを父親が体験できるようにした。また、沐浴では、デモンストレーションを見ながら父親
に実施してもらうために、全方向からからデモンストレーションが見えるように沐浴槽を配
置した。学生は、妊婦体操や沐浴時の役割がシミュレーションできるように準備に関わっ
た。
ⅳ．両親学級の実施
令和2年2月2日に土佐市保健福祉センターで開催した。土佐市在住の初産婦とその夫、計6
組の参加があった。3組ずつ2グループに分かれ、妊婦体験と沐浴を行った。妊婦体験では、
父親に装具をつけてもらい、妊婦が大きなお腹でどのようなことに困難を感じるかを話し合
った。実際に階段の昇降を行う際は、下が見えないことで恐怖を感じたという意見があっ
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た。また、洗濯物を干す場面では、背伸びすることが難しかったり、高い物干しに届かなか
ったり、普段、妊婦が行っている日常動作の中に、困難なことが多いと気が付いていた。す
でに、洗濯物や布団を干す際に手伝う父親や、ゴミ出しをしている父親など、グループの中
でもこれまでの体験が語られ、お互いに刺激になっていたようであった。
沐浴に関しては、1組以外ははじめての体験ということで、一つ一つ手順を確認しながら
行っていた。妊婦とは、家のどこで沐浴すると負担が少ないか、どのような物品を用意する
かを話し合いながら行っていた。「これは大変だ」と沐浴の大変さを語る父親もいて、夫婦
で協力して沐浴を実施しようと話し合う場面もあった。また、教員から、同じ方法でなくて
も、子どもが気持ちよく清潔が維持できる方法を、自宅で編み出せばよいと話があると、安
全に、安楽に、安心して沐浴を実施するためにどうすればよいか夫婦で話し合う場面が見ら
れた。
⑥活動評価
ⅰ．両親学級の開催
〇助産師による産後メンタルヘルスに関する説明への参加
現在、褥婦の死亡原因の1位は、産後うつによる自殺である。このような状況におかれる
可能性のある妊婦が、産後のメンタルヘルスについて家族とともに学ぶことは、産後を見通
した重要な機会であったと考える。今回の6組はすべて夫婦での参加であり、ホルモンバラ
ンスの変化などで、普段は予測できない精神状態に置かれることを学び、今後協力して育児
に取り組む必要性について学ぶことができたようであった。
〇親になること、子育てプランについての話し合いへの参加
妊婦や家族が描く親になることや子育てプランを参加者同士で共有することで、気づきや
悩みごとの解決に繋げることができたのではないかと考える。時間が足りずに、具体的な母
乳育児への準備などの説明はできなかったようだが、今後、両親学級も数回に分けてテーマ
を決め実施することも検討されており、課題を残す形となった。
〇沐浴指導
沐浴指導を行うことで、両親は基本的な育児技術を獲得し、出産後の育児をイメージする
ことに繋がったようだ。また、学生は、助産看護実習で対象者を受け持ち、沐浴指導を行う
ことがある。今回、両親学級に参加したことにより、母親や家族のニーズを捉えた指導に繋
げるヒントを得たようであった。沐浴中は、父親から積極的な質問があり、地域で生活する
両親が、育児技術を修得する際に、どのようなことに疑問を持つのかを知る機会ともなっ
た。6組の夫婦の中には、実感が沸かないという父親もいたが、最後の意見交換会では、実
際に沐浴を行って、これから大変だろうが、育児を協力して行うことが楽しみになったと話
す父親もいた。
〇妊婦体験
妊婦体験は主に父親が行うもので、大きくなった腹部で母親の動作がどのように妨げられ
るかなどを体験するものである。この体験を通して、父親は母親をどのようにサポートする
かを考える機会となった。また、学生にとっては、父親が母親に対してどのような思いを抱
いているのか、家族での役割分担をどのように行っているのかを、直接父親に聞く機会とな
り、今後の助産看護実習で役立つ経験となった。
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⑦今後の課題
今回の両親学級は、健康長寿センターの事業として行った。今後、土佐市と大学がどのよ
うな形で協働しながらこの両親学級を継続していくか、検討が必要である。学生は助産看護
実習では分娩介助が中心となり、両親学級など集団教育の場に参加する機会が少ない。地域
で生活する両親がどのような状況で出産を迎えるのか、また、出産を迎えるまでの準備をど
のように支援するのかを考える良い機会となり得るであろう。今後の両親学級の運営方法に
ついて検討していく。
また、今回は産後メンタルヘルスや子育てプラン、沐浴指導、妊婦体験を中心に両親学級
を開催したが、妊娠中にテーマを決めて数回に分けて両親学級を行うことも検討されてい
る。両親学級には複数の夫婦が参加し、出産前から互いに顔見知りになれること、保健師と
のつながりを持つこと、両親で協力して育児を行うことの大切さに気付くことなどメリット
も大きい。今後、プログラム内容についても検討の余地がある。
［両親学級当日の様子］

沐浴体験
3) 高知県の医療・健康・福祉政策課題を解決する活動
(1) 中山間地域等訪問看護師育成講座
①事業概要
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（以下訪問看護 ST）の機能強化を目的に、大学
の教育力・学習環境を活かした「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」
を運用し、新任・新卒訪問看護師育成に取り組んでいる。
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 名で構成し、毎月の運営会議で講座の企画・運営・実施・評価の
検討を行った。
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②事業成果
ⅰ．新任・新卒訪問看護師育成研修プログラムの企画・運営
中山間地域等で看護を実践する新任・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、研修後の目指す姿は、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とした。また、研修は 35 科目 138 時間の講義・演習と実地研修
（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、グループワークなど演習を各科目に取り入れた。
ⅱ．研修講師
講師は、在宅看護学、老人看護学、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 13 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。
ⅲ．研修対象者
対象者は看護師（准看護師含む）で、中山間枠は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 ST に採用された者とした。
ⅳ．研修スケジュール
中山間枠、全域枠、新卒枠の研修内容は本学健康長寿センター報告書に掲載している。
ⅴ．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 ST においても新任・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。
ⅵ．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 回の大学登校日に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 ST に出向き、管理者や先輩訪問看護師とともに、週 1 回 30～60 分間のふり
返りカンファレンス開催や同行訪問を行った。内容は、新卒者が訪問看護実践から、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目標設定に修正しながら OJT を支援した。
ⅶ．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 ST において、管理者および学習支援者を対象
に、学習支援者研修会 5 回、学習支援者会議を 2 回開催した。
学習支援者研修会では、新任・新卒者の経験や学びを促進するための考え方や方法等をテー
マに取り上げ、訪問看護 ST での学習支援の状況、課題の共有や意見交換を行った。また、訪
問看護に必要なコミュニケーション、対象者の理解、医療と生活を統合した看護の視点を習得
するためにどのように支援するか、受講者の教育歴や訪問看護 ST の特徴など個別性に応じた
伝え方の配慮やよりよい学習環境づくりについて検討を行った。
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学習支援者会議では、訪問看護 ST 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。これまで 3 年間の研修成果から訪問看護 ST で学習支援を進める上での課
題は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訪問看護 ST 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訪問看護 ST 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あがった。これらの課題も
踏まえ、受講者の単独訪問の進め方と日々の実践のなかでのふり返り、訪問看護 ST と大学
の連携等について方向性が共有された。今年度は新卒者が 2 名とも社会人経験者であったこ
ともあり、事業所は点滴などの看護技術獲得の期待が高く、単独訪問への移行時期も早く、
時間差訪問や単独訪問も例年より多い傾向がみられた。そのため、現場の求め（期待）と身
につく実践力に乖離がないよう ST との情報共有に努めた。
ⅷ．新卒者の継続的な学習支援・学習評価
フィジカルアセスメントは約 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
たフォローアップ研修を行った。また新卒 2 年目の訪問看護師から学ぶ研修会を開催し意見交
換を行った。学習の評価は 1 か月、3 か月、6 か月、9 か月、12 か月に看護技術チェック、訪
問看護 OJT シートを用いて自己評価、他者評価を行った。
ⅸ．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、3 年目と研修修了者を対象に、フィジカルアセスメント、リスクマネジメント、
生活困窮者の支援、ACP と看取り、事例検討会などのフォローアップ研修を開催した。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。
新卒 2 年目の到達目標は「対象となる利用者の緊急対応や 24 時間当番ができる」とし、1
年目の学習プロセス（経験・省察・概念化・実践）が定着できるよう継続して支援を行った。
新卒 3 年目は、
「自らの看護を言語化し説明できる」を到達目標とし、ケースプレゼンテーシ
ョンを年 3 回とトピックス研修「症状緩和～がん疼痛編～」を開催した。
ⅹ．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、近況報告と事例検討会（がん看取り）を 1 回開催した。
また、毎週月曜午後にオフィスアワーを設け、修了者を対象に電話、面談、メール等の相談対
応を行った。相談件数は約 20 件であった。
ⅺ．保健所地域別の訪問看護推進ブロック会議の開催
今年度は安芸、中央東、幡多福祉保健所管内の 3 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情報共
有や意見交換を行った。現状と課題は、中山間地域の深刻な高齢化、独居や高齢者世帯の増加、
認知症の増加、介護者不足だけでなく、在宅医療を担う医師、訪問看護師、ケアマネジャーや
ヘルパー不足など支援者の確保が難しい現状が報告された。また、訪問看護は平成 30 年の介
護・診療報酬の改正により、リハビリテーションを利用する場合の看護師訪問が義務化された
ことによる影響、病院と地域の連携の課題、医療ニーズのある方のアセスメント力不足、24 時
間体制維持の難しさについて共有された。
訪問看護師育成に関する意見では、
「コミュニケーションスキル」
、
「生活志向の看護」
、
「多職
種連携」
、
「看取りスキル」
、
「精神看護」
、
「IT スキル」
、
「倫理的感受性」
、
「地域や生活を想像す
る力」
、
「認知症ケア」
、
「情報収集とアセスメント力」
、
「看護を自らの言葉で説明できる力」な
どの実践力向上への期待が高く、地域の様々な機関や職種と連携・協働し、自立した訪問看護
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師の育成を求める意見が多かった。半面、中山間地域では看護師の人材確保が困難で、長期間
の研修の参加が難しいことから、中山間地域で学べる機会や公開講座を検討してほしいといっ
た声が聞かれた。
ⅻ. 参画団体による企画会議の開催
関係協力団体による企画会議を 2 回開催し、講座の事業報告、新卒訪問看護師育成の課題や
対策、新卒者や修了者のフォローアップ研修、来年度事業計画について協議し、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。課題解決の方策を検討し、各関係機関の役
割の確認を行った。新卒訪問看護師の点滴等の看護技術習得については、高知県医師会の協力
を得て、他施設での点滴等の看護技術研修が可能となった。また、病院等からの受講が促進さ
れるよう募集期間への配慮なども検討された。
③. 活動評価
ⅰ．受講者数および内訳
令和元年度の受講者は、新卒枠 2 人、中山間枠 8 人（スタンダード 6 人、サード 2 人）
、全
域枠 10 人（前期 2 人、後期 7 人、通年コース 1 人）の 20 人であった。平成 27 年度以降の
研修受講者総数は 105 人となり、新卒枠 12 人（訪問看護 ST10 か所）
、中山間枠 23 人（訪問
看護 ST15 か所）
、全域枠 70 人（訪問看護 ST13 か所、病院・診療所 17 か所）で、中山間地
域からの受講は 41 人であった。年齢は 20 歳代～60 歳代、性別は男性 7 人、女性 98 人、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。
ⅱ．修了者数
令和元年度は 20 人で、平成 27 年度以降の研修修了者総数は 105 人となった。所属先の内
訳は訪問看護 ST59 人、病院・診療所 44 人、その他 2 人で、研修修了後 6 ヶ月の就業調査で
は訪問看護 ST の就業が継続されていた。
ⅲ．中山間等訪問看護師育成プログラムの評価
今年度受講者 20 人の訪問看護スタートアップ研修 35 科目 157 項目の学習目標の到達度を
「とても思う」
（5 点）から「まったく思わない」
（1 点）までの 5 段階で評価した自己評価点
の平均は 3.90±0.73 点（標準偏差）であった。また、新卒者 2 人、中山間枠 8 人の修了時の
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 ST の一員としての役割を担い訪問看
護に携わることができていた。また、平成 27 年度～令和元年度の 5 年間のプログラム運用に
おいて、受講者と訪問看護 ST がとらえる学びや成長、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、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。
こ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 ST 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。
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(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 令和元年 7 月 18 日（木） 9：30～16：00 ・

7 月 19 日（金） 9：00～16：00

第 2 回 令和元年 10 月 19 日（土） 9：30～16：00 ・ 10 月 20 日（日） 9：00～16：00
第 3 回 令和元年 12 月 7 日（土） 9：30～16：00 ・ 12 月 8 日（日） 9：00～16：00
2 月 14 日（金） 9：00～16：00

第 4 回 令和 2 年 2 月 13 日（木） 9：30～16：00 ・
＜開催場所＞ 高知県立大学池キャンパス看護学部棟
＜講師＞

川上理子・小原弘子・竹中英利子・源田美香

＜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（以下
「介護職員等」という。
）
、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＞ 17 名 （第 1 回：3 名

第 2 回：9 名

第 3 回：1 名

第 4 回：4 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、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実施している。本学では当初から、高
知県障害保健福祉課からの依頼により本研修を継続実施しており、今年度も計 4 回実施した。
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 日間行い、講義研修と実技研修(2 時間)で構成した。講義は、重度障害児・者の地域生活等、た
んの吸引等を必要とする重度障害児・者等の障害及び支援、緊急時の対応及び危険防止、胃瘻注
入について、実演を交えながら行った。各回とも全講義終了後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。本年度は筆記試験受講者 16 名の
うち 14 名が筆記試験に合格した（合格率 87.5％）
。実技研修は、シミュレーター（高研吸引・胃
瘻モデル：LM-097B）を使用し、喀痰吸引（鼻・口・気管切開部）と胃瘻注入（液体栄養・半固形
栄養）を講師の指導の元、受講者全員が実施した。
受講生は、訪問介護事業所で勤務している方が多かったが、喀痰吸引・胃瘻注入が必要な療養者
の介護経験がない方や、すでに介護した経験がある方など、背景は様々であった。療養者や職場
から喀痰吸引の知識や技術の修得に強い期待を受け、意欲的に学習され、実践現場での療養者を
想定した質問が多くみられた。
近年受講生が減少している（平成 29 年：42 名・平成 30 年：24 名）
。しかし、在宅療養者、施
設入居者が重症化の傾向にあり、今後も介護職員等による喀痰吸引・胃瘻注入のニーズは高いと
考えられる。開催回数や日時の設定を検討しながら、今後も研修を継続していく必要があると考
える。

53

②実地研修
＜日時＞
令和 2 年 3 月 9 日（月）
＜開催場所＞
すずめ共同作業所
＜講師＞
川上理子
＜対象＞
基礎研修受講修了者
＜活動内容と成果＞
基礎研修受講後の介護職員 2 名を対象として、基礎研修で習得した口腔内喀痰吸引・気管カ
ニューレ内部の喀痰吸引が利用者に対して適切に行われているのか、チェックリストに基づき確
認を行った。
(3) 退院支援体制推進事業
①活動の概要
入退院支援事業は、高知県より委託を受けて実施しており、平成 28 年度に本学が策定した
「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（以下、ガイドライン）
」の普及・
啓発を推進するとともに、ガイドラインを活用して病院の入退院支援体制の構築及び、退院支
援・退院調整における院内の横断的な調整役、かつ地域のコーディネーターとなる人材を育成
するための研修等を行っている。平成 29 年度は回復期病床を有する病院とその地域が協働し
て入退院支援の仕組み作りを行う支援をした。平成 30 年度からはガイドラインの定着化を継
続するとともに、新たに急性期からの入退院支援の推進を目指し、急性期・回復期・在宅へと
シームレスに移行する地域・病院・多職種協働型入退院支援体制の構築に取り組み、今年度は
その波及・定着を行った。まず、地域ごとの運営メンバー会議を基盤として、地域と病院が考
える「入退院支援における優先課題」を抽出し「共に目指す姿」を決定、次に入退院支援の流
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。今年度の事業参加病院は、これまで入退院支援事業の展開を
行っていない高知市（リハビリテーション病院すこやかな杜）と昨年に引き続き幡多福祉保健
所管内全体での急性期からの入退院支援のシステム構築を目指し、
（幡多けんみん病院：急性
期）とし、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】
【看護管理者研修】
【多職種協働研修】
【入
退院支援コーディネート能力修得研修】に加え【入退院支援コーディネーターフォローアップ
研修】を県内 2 か所（高知市・四万十市）で実施した。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
仕組みを目指し、支援を行った。
②活動成果及び評価
ⅰ．急性期病院からの入退院支援システム構築
病院の機能分化が進む現在、平成 30 年度より 2 年計画で幡多地域において急性期から回復
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入退院支援システム構
築に向け、取り組んだ。２年目である今年度も幡多けんみん病院と連携する地域の回復期リハ
病床・地域包括ケア病床を持つ参画病院を募集し、昨年度の参加病院 3 病院に加え、計 5 か
所（４市町村）の参画病院にて事例を通して振り返り、課題抽出と『入退院支援可視化シート』
の改善を行った。昨年度の運営メンバー会議では、入退院支援における「優先課題」
「目指す
姿」を検討し、それに向けた具体的行動のプロセスをあらわした『入退院支援可視化シート』
を作成したが、今年度は、そのシートを活用した事例展開を繰り返し、事例ごとに丁寧に振り
返りを行った。そこで見えてきた課題を再度、地域・病院・多職種で構成している運営メンバ
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ー会議にて検討し、幡多地域のシステムの洗練化に繋げた。次の療養先が求めている情報をタ
イムリーに伝えること、病院の機能に関係なく入院前の生活状況を把握したうえで患者家族
と共に退院時の目指す姿に向け支援していくことの必要性が議論された。また、今回可視化シ
ートをもとにした幡多地域入退院時情報共有ルールの見直しを福祉保健所とともに行い、幡
多地域全体への普及につながったといえる。2 年間にわたり幡多けんみん病院を基盤とし、幡
多地域全体での入退院支援システムの構築に向け取り組んだ成果をもとに、今後も福祉保健
所とともに急性期・回復期・在宅と切れ目ない支援体制の波及、維持、拡大に努めていくとと
もに、幡多地域のシステム構築をモデルに他の福祉保健所管内での急性期‐回復期‐在宅へ
のシームレスな入退院支援システム構築へと発展させていく必要性がある。
ⅱ．回復期病棟からの入退院支援システム構築、地域病院多職種協働型入退院システムモニ
タリングシートの作成
ガイドラインを活用して、今年度は高知市のリハビリテーション病院すこやかな杜と地域
における「目指したい入退院支援システム」の明確化、入退院支援システムの可視化シートの
作成、事例展開と振り返りを行った。ステップ 2 の展開まで時間を要し、ステップ 3 の事例
展開が 3 か月間と短期間となった。入退院支援のシステム構築において、ガイドラインのス
テップを丁寧に踏むことは現実可能なシステムにするうえで有効であるといえるが、1 年間か
けステップ 1－4 を実施する事業展開には限界があり、毎年課題にあがっており、2 年目の継
続的な支援のニーズは高い。今年度は自施設で点検する地域病院多職種協働型入退院システ
ムモニタリングシート（以下、モニタリングシート）の必要性の認識よりモニタリングシート
を開発し、過去、事業を実施した 2 病院でモニタリングシートを活用した自施設の入退院シ
ステムの評価とモニタリングシートの評価を行ったが、事業開始 2 年目に即モニタリングシ
ートのみで自施設、自地域が協働する入退院支援システムの維持、改善が可能かどうか実証し
検討していく必要がある。
また、今年度は高知市内で初めて事業展開を行ったが、高知市内は医療機関が多いため、各
医療機関と連携する地域の特性を考慮した地域病院多職種協働型入退院システム構築に取り
組むことが必要といえる。
ⅲ．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」
「入退院支援コーディネート能力修得
研修」
「看護管理者研修」に加え、
「入退院支援コーディネーターフォローアップ研修を行った。
いずれの研修も参加希望者が多く、定員を超える申し込みがあり、ニーズが高いことが伺え
る。また、昨年度の診療報酬の改正により入院前からの支援に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、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った。在宅医療介護の連携や地域包括
ケアが推進されていることから、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターからの参加者
も年々増加している。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
たといえ、管理者研修のみならず、看護管理者をターゲットとした研修は有効であると考え
る。
「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
んだことにより参加者の評価も高く、その背景には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いことがあると考えられ、これらの研修は有効であると考える。
「入退
院支援コーディネート能力修得研修」においては、昨年度に引き続き、一般募集として県下的
な研修とした。3 日間、講義、グループワーク等で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
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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
変化があったと、研修への高い評価を受けた。
今年度から開始した「入退院支援コーディネーターフォローアップ研修」は、高知市と四万
十市の 2 会場で実施した。平成 29、30 年度に「入退院支援コーディネート能力修得研修」を
受講した方を対象とし、それぞれの職場における取り組み・成果や課題を共有し今後に繋げる
対策を検討したり、地域におけるネットワークづくりの検討を目的とした。地域や病院では課
題が異なり、コーディネーターの立場も異なるため、その状況に合わせた入退院支援や地域特
性に応じコーディネートしていくことへの継続的なフォローアップを求める声が多い。
ⅳ．相談支援事業
事業参加病院や地域に対して定期的にコンサルテーションに入り「目指したい入退院支援
システム」の構築に向け、可視化シート作成や事例展開の支援を行っている。地域と病院への
インタビューによりそれぞれが抱えている課題の明確化や、病院の強み、地域特性などを抽出
し運営メンバー会議にて「優先課題」
「目指す姿」の検討に繋げている。事例展開ではモデル
患者のカンファレンスや患者の自宅訪問に同行しその都度、振り返りの場を持った。研修事業
での学びと、現場での事例展開における課題をつなぐ事で、実現可能なシステム構築ができて
いるといえ、相談支援事業は有効であるといえる
(4) 糖尿病保健指導連携体制構築事業
①事業概要
高知県健康政策部健康長寿政策課からの委託を受け、糖尿病が重症化しやすいハイリスク者の
減少及び治療中断者の減少を目的に、医療機関の看護師が他専門職や地域の関係機関と連携・協
働し、糖尿病患者へ継続的かつ効果的な生活指導を行うための「活動手順書」を作成する。
モデル基幹病院の看護師を「血管病調整看護師」として育成し、活動手順書を活用した院内外の
多職種との連携・協働による糖尿病患者への生活指導を促進することにより、糖尿病の重症化予坊
を図る。
平成年度のモデル基幹病院は、中央保健医療圏の佐川町立高北国民健康保険病院、安芸保健医療
圏の高知県立あき総合病院の 2 施設である。
②活動成果
ⅰ．モデル基幹病院の糖尿病療養支援体制の強化（ 2 病院）
モデル基幹病院の糖尿病療養支援体制の強化として、以下の日程で院内検討会を実施した。
院内検討会は、多職種による検討会と血管病調整看護師の育成研修会で構成した。
血管病調整看護師の育成研修会は、モデル基幹病院 2 施設を web 会議システムで中継し、
同一テーマで各 2 回開催し、血管病調整看護師候補者がいずれかの回に参加できるようにし
た。これら計 4 回の遠隔研修会は、高知工科大学 敷田幹文教授に協力を得て実施した。また
県には、特定健診等を担当する保健師と病院の血管病調整看護師候補者が地域の実態、課題を
共有した上で、双方が生活指導の連携体制構築に向けて検討できるよう、地域連絡会の開催を
要請した。
ⅱ．2 施設における研修会開催

ア．第 1 回院内検討会の開催（2 施設）

目的：自施設における糖尿病保健指導連携体制構築の課題を抽出する。
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参加者：血管病調整看護師候補者、看護管理者、多職種チーム（医師、薬剤師、管理栄
養士、理学療法士、医療社会福祉士、医療事務）
イ．第 2 回院内検討会（血管病調整看護師育成研修として 2 施設・web 中継により）
目的：血管病調整看護師の役割と活動を理解し、自施設の糖尿病重症化予防の連携体制の構
造化を検討する。所属部署における重症化予防の現状と課題を共有し、院内・地域の
糖尿病重症化予防の連携活動における最優先課題と方針を検討する。
参加者：血管病調整看護師候補者、看護管理者
ウ．第 3 回院内検討会（血管病調整看護師育成研修として 2 施設・web 中継により）
目的：セルフマネジメント支援と多職種チーム活動におけるコミュニケーションの課題を明
らかにし、ロールプレイにより動機づけ面接と会議のファシリテーション技法を体験
する。

参加者：血管病調整看護師候補者、看護管理者
エ．第 4 回院内検討会（事例検討会として各施設で開催）
目的：血管病調整看護活動における課題を検討する。
参加者：血管病調整看護師候補者、看護管理者
オ．第 1 回地域連絡会（2 施設で開催）
目的：地域（保健医療福祉システム）における糖尿病重症化予防の現状と課題を共有す
る。血管病調整看護師の役割と活動の目的・目標についての共通理解と連携の依
頼を行う。自施設と地域の連携・協働による糖尿病保健指導連携体制の課題を共
有する。
参加者：県保健師、市町村保健師、市町村国保担当職員、血管病調整看護師候補者、看
護管理者
カ．第 2 回地域連絡会（1 施設で開催、1 施設は CVID-19 対策のため中止）
目的：自施設と地域における血管病調整看護師の連携・協働の現状と課題を共有する。
自施設と地域の連携・協働による糖尿病保健指導連携体制を評価・共有する。
参加者：県保健師、市町村保健師、市町村国保担当職員、血管病調整看護師候補者、看
護管理者
キ．合同事例検討会
目的：2 施設の血管病調整看護師候補者と看護部指導者らが集合し、血管病調整看護師
の役割と実践上の課題を検討する。各病院の医療環境と地域特性を踏まえた今後
の血管病調整看護師の役割調整、及び活動環境の整備について、改善策を検討す
る。
参加者：2 施設の血管病調整看護師候補者、看護管理者
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ⅲ．学内ワーキング開催
ア．学内ワーキングメンバー
池田光徳健康長寿センター長、森下安子教授、大松重宏准教授（社会福祉学部）
、隅田
有公子助教（健康栄養学部）
、内田 雅子教授、山中福子講師、益宏実助教、高樽由美
助教、健康長寿センター事務局・由比由紀（計 9 人）
イ．第 1 回学内ワーキング
目的：2019 年度事業計画、学内検討会及び学内プロジェクトメンバーの役割の説明・
協力依頼
ウ．第 2 回学内ワーキング
目的：モデル病院の現状と課題、及び専門的助言を踏まえた大学の実践計画（手順書
案）の検討
エ．第 3 回学内ワーキング
目的：モデル病院の実施状況と課題、及び専門的助言を踏まえた大学の実践計画（手
順書案）の中間評価・修正
オ．第 4 回学内ワーキング
目的：活動手順書の検討
ⅳ．活動支援
ア．フォローアップ訪問（2 施設）
目的：血管病調整看護師候補者及び看護管理者へ実践状況と活動で困っていることにつ
いて聞き取りし助言を行う。
イ．ICT を利用した相談支援
モデル施設の血管病調整看護師候補者は病院のメールアドレスを所有しないため、
大学からの連絡や病院からの活動上の課題報告が遅れる難点があった。そこで、大学
と血管病調整看護師のグループに限定して報告・連絡・相談ができるように、携帯ア
プリの Slack を用いた相談支援を実施した。
ⅴ．事業報告会
3 月 16 日に予定していた事業報告会は、CVID-19 対策のため中止となった。報告会の
事前参加申込者の所属機関へ報告会で予定していた配布資料各 1 部を郵送した。
③活動評価
ⅰ．モデル基幹病院の糖尿病保健指導連携体制の構築
・院内検討会は、それぞれのモデル基幹病院において、糖尿病の診療・ケアに携わる医療 職
が参加し、血管病重症化予防に向けた自施設の状況と課題について共有した。開催後のア
ンケート結果では、
「今後の実践・業務への取り組みが変わると思う」
、
「率直な意見交換が
できた」の項目において、
「そう思わない」と答えた参加者はいなかった。また、血管病調
整看護師育成について、 2 施設ともに必要であると回答していた。また職種間交流を通
して、連携の必要性について再認識する機会となった。
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・
「血管病調整看護師」育成研修会の評価として、アンケート結果より「自分の実践・業務に
必要な情報が得られた」
、
「今後の実践・業務への取り組みが変わると思う」については、
参加者全員が「そう思う・どちらかと思えばそう思う」と捉えており、血管病調整看護師
にむけた効果的な学習につながったと捉えていた。
・研修では、モデル基幹病院 2 施設を web 会議システムで中継し、2 施設間での意見交換の
場を設けた。参加者からは、他病院の活動を聞くことができ、有意義であったとの感想が
聞かれた。
ⅱ．活動実践への支援
11 月に開催したフォローアップ訪問での聞き取りにより、モデル基幹病院 2 施設とも
糖尿病重症化予防に向けた生活指導連携体制の構築が徐々に進んでいることが明らかにな
った。血管病調整看護師の候補者らは、日々の看護において、重症化予防を意識化して従
来のケアを見直す活動を展開していた。看護管理者からは、血管病調整看護師の活動環境
を整え支援するための組織づくりに取り組まれていることが明らかとなった。
ⅲ．手順書の作成
学内ワーキングでの検討を経て、血管病調整看護師のケア調整モデルの作成、及び多職種チー
ムのケア提供による重症化予防プログラムの作成の準備段階の手順書、さらに実際のケア調整
プロセスにおける活動をステップごとに具体化した。
4）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）シミュレーション教育学習会
①事業概要
医療専門職者の臨床実践能力を向上させ、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取り組みを継続し、教育や臨床の現場でもシミュレーション教
育の活用が拡がってきた。シミュレーション教育のネットワークも拡大し、支援ニーズも増
加しており、昨年度開催したデブリーフィングワークショップにおいても、継続的な開催を
望む声が聞かれた。そこで、昨年度に引き続き、教授設計理論を活用した教育事例の改善と
学習者の学習支援のためのデブリーフィングに焦点を当て、
「学びを実践に生かす！」をテ
ーマに事業を計画した。学習目的に応じた教授設計を学ぶこと、また学習目標に応じたデブ
リーフィングの方法を学ぶことで、参加者が教育実践において活用する力を養い、さらに教
育実践として改善に取り組むプロセスを教育事例研究としてまとめ公表できるよう支援し
た。
②活動成果
教育事例検討会、デブリーフィングワークショップを開催した。昨年度、継続的な開催を
要望する声が多かったため、
「デブリーフィング」に焦点を当てるとともに、
「学びを実践に
生かす」を共通するテーマとして企画し実施した。
【教育事例検討会】
日 時：10 月 20 日（日）10 時～12 時 30 分
場 所：高知県立大学池キャンパス看護福祉棟 F206 講義室
テーマ：教育事例検討会～学習を実践場面にいかすためにできることを考えよう！
方法：日頃行っている研修や授業などの教育の実践事例を発表し、より良い方法に向けての
意見交換を行う
参加者：14 名（高知県立大学 6 名、高知医療センター6 名、岡山大学病院 2 名）
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【デブリーフィングワークショップ】
日 時：12 月 14 日（土）13 時 30 分～18 時
場 所：池キャンパス看護学部棟 C110 実習室
テーマ：デブリーフィングワークショップ 2019～OJT で活用するデブリーフィングの技
講 師：万代康弘先生（岡山大学医学部）
方法：OJT 場面の特徴とデブリーフィング方法についての講義後、グループで OJT の目標と
対象に合わせたデブリーフィングを実際に行い、意見交換をする
参加者：20 名（高知県立大学 9 名、高知医療センター10 名、講師 1 名）
「教育事例検討会」では、
「学習を実践場面にいかすためにできることを考えよう！」をテ
ーマに 3 事例（①新人看護師研修のシミュレーション研修について、②急変時シミュレーシ
ョン研修の導入から実施まで、③在宅ケアスタッフへのフィジカルアセスメント・BLS 研
修）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。
「デブリーフィングワークショップ 2019」では、
「OJT で活用するデブリーフィングの
技」をテーマに、①デブリーフィングを実践できるイメージを持つ。②デブリーフィングを
行うためのポイントを挙げる。③OJT の想定でデブリーフィングのトレーニングを行う、
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、OJT 場面を検討し、対象
に合わせたデブリーフィングについて検討した。グループディスカッションの内容をもとに
デブリーフィング場面を再現して、全員で意見交換を行った。学習者の反応と予め設定した
目標に合わせてデブリーフィングを行い、学習者の反応の特徴について確認する機会となっ
た。
③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に教育力を向上する機会とで
きた。また、教育事例検討会で発表した事例を日本看護シミュレーションラーニング学会で
発表する予定とのことで、活動の成果を得たと評価する。計画段階から、高知医療センター
と日程を検討したことにより、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。
(2) 認知症高齢者の理解に基づく急性期看護ケアの実際
①活動概要
認知症患者は認知症ゆえに症状や訴えがはっきりとしないことやそれらが医療者に伝わ
りにくく、大きな不安を抱え、また看護師も日々の関わりの中で苦慮している。さらに認知
症患者は環境や周囲の状況に対応、適応しにくく、そのために認知症症状が悪化することも
多い。HCU では在室日数が短いが、その短期間の間でも認知症症状が悪化すること、認知
症症状悪化のためのケアを次の病棟や退院後の生活へ繋げていくことが課題となっている。
加えて看護師は認知症患者を適確にアセスメントすることに困難感を抱いており、看護師が
持っている力量を十分に発揮できていない。従って、この課題を克服するために、老人看護
専門看護師を講師とした研修会を開催し、認知症患者のアセスメントとケアの実際を学び、
事例検討会を通して実際の認知症患者への看護展開とその振り返りを行うことを目的とし
た。
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② 活動成果
【研修会】
講 師：藤田冬子先生（神戸女子大学看護学部教授、老人看護専門看護師）
日 時：2019 年 9 月 27 日（金曜日）16 時〜19 時
場 所：高知医療センターがんサポートセンター 4 階会議室
参加者：29 名（高知医療センター看護師 20 名、大学院生 6 名、教員 3 名）
【事例検討会】
第 1 回事例検討会
日時：2019 年 10 月 30 日(水曜日)17 時 30 分～19 時
場所：高知医療センター6F HCU
参加者：10 名（医療センター看護師 10 名）
第 2 回事例検討会
日時：2020 年 2 月 7 日(金曜日)17 時 30 分～19 時
場所：高知医療センター6F HCU
参加者：7 名（医療センター看護師 5 名、教員 2 名）
講義では、講師が実践の中でかかわってきたケースを例に挙げ、患者を理解するために必
要な BPSD の知識の確認、さらに BPSD は患者の身体的、心理的訴えであることを再確認
した。症状は目に見えにくいものであり、また認知症患者の言動の裏にはある意味を理解す
ること、排泄や日常生活を整えることなど、実践ですぐに活用できる内容であった。参加者
から活発に質問があり、丁寧に返答いただいた。参加者からも、
「アセスメントやかかわり
方は非常に具体的で、すぐにでも実践できる」などの感想があり、講義内容が認知症患者へ
の看護ケアのハードルを下げることにつながると期待できる。
事例検討会では認知症患者への介入と BPSD スケールによる評価、振り返りを行った。
実際の事例を提示し、振り返りを行い、参加者自身のケアの効果の再認識、ケアの改善点を
見出し、共有することができた。また、ケアの効果を見極めるための観察やその記録が少な
いことが課題として挙げられた。事例検討会ごとに事例の内容に関連した事柄について、大
学教員からミニ講義を行い、知識の強化に努めた。事例検討会を重ねるうちに徐々に参加者
数、参加者の発言も増加し、認知症患者への関心の高まりが表れた。
③活動評価
老人看護専門看護師でもある講師の実践に即した講義は臨床の看護ケアにすぐに活用で
きる内容で、HCU での短い入室期間でも認知症患者に即した看護を提供するための大きな
足掛かりとなった。研修会には HCU 以外からの参加もあり、施設全体において認知症患者
への看護に日々苦慮していることがうかがえた。HCU 看護師と急性期看護学領域の教員と
は昨年度より継続して事例検討を行っており、事例検討を重ねることによって自分たちのケ
アの評価、改善点を見出し、徐々にケアにつなげることができるようになった。次年度は、
認知症に関する知識を基盤として、活動を組織全体に広げたいとの要望があり、老人看護学
領域に引き継いで継続することを検討している。
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(3) 病院前妊産婦救護に関するシュミレーションコース BLSO in 高知
①事業概要
高知県では分娩施設数の減少と、近い将来発生するとされている南海トラフ大地震によって、
分娩施設以外での分娩が想定されており、周産期医療の専門家であるか否かにかかわらず、病院
施設外における分娩や妊産婦救急の場面で対応できる力をつけることは重要である。そのため、
病院前の産科救急的対処を強調した BLSO プロバイダーコースを高知県内の救急隊員や医師、看
護師を対象に開催してきた。高知県および高知県・市病院企業団立高知医療センターが主催し、
高知医療センターとの包括的連携事業（看護･社会福祉包括的連携事業（看護部会）
）における看
護・社会福祉連携活動に位置づけ、高知県立大学を会場に開催し、看護学部の教員（母性助産看
護学領域）は研修の運営サポートに携わった。
②活動成果
本研修会で使用する事例は高知県の周産期医療の現状を踏まえて設定されている。医療機関と
消防がともに産科救急の初期対応を検討することは、高知県全体の周産期医療の質向上を期待し
た研修内容であり、高知県立大学もその一助を担うことができた。
本研修会は今年で 3 年目となった。本研修会を修了した方が、次回研修会にアシスタントとし
て参加しており、その人数も増加してきている。継続して開催できたことで、高知の病院前妊産
婦救急を担っている救急救命士の病院施設外における分娩や妊産婦救急の場面で対応できる力の
獲得を支援するだけでなく、インストラクターの養成にも貢献できている。県内にインストラク
ターが誕生したことで、今後、高知県妊産婦の病院前産科救急の現状に精通したに対応できる人
材の養成を行っていくことが期待できる。
③活動評価
受講生が、所属施設で伝達講習を行って知識の普及活動を行っている。本学からは必要物品の
貸し出しを行っており、病院前妊産婦救急に関わる人材の継続教育を支援することができた。参
加者からは、
・研修会に参加できていない隊員も興味を持っていて、学んだことを教えてほしいと言われて
いる。所属施設に戻ってから伝達講習を行いたい
・新生児蘇生法についてももっと学んできたいと思った
など、研修内容に満足している感想をいただいた。
運営サポートとして参加した学生は、
・消防隊員の方が産科救急の初期対応を真剣に学ばれており、高知県の周産期医療の現状を感
じることができた。
・車内分娩の様子は見ていてとても緊張した。こんなことがあるんだと思った
と、妊産婦救急の現状を知り、専門職として意識を高める機会となっていた。

（4）赤ちゃん同窓会
①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を目的とした子育て支援事業であり、平成 13
年度から高知医療センターと高知県立大学看護学部が共催で開催している。
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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：令和元年 10 月 20 日 日曜日 13 時～15 時
場 所：高知医療センター 1 階研修室
参加者：子どもと家族 60 名、医療者 26 名、看護学部 1・2 回生 12 名、教員 2 名
本学参加スタッフ：佐東美緒、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交流会
のファシリテーターなど、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子ども
との交流、④お楽しみ会での出し物への参加等を担当している。
②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。
学生と教員は、家族と医療者との交流会の間、交流会の会場内で子どもへの遊びの提供を行
った。学生 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、身体を動かして遊んでいる子どもの側では、怪我や事
故が起きないよう安全に配慮しながら見守りを行った。また、教員は、安全に配慮しながら子
どもと学生とのかかわりを見守る中で、学生が子どものことで気になることがあればすぐに対
応するようにし、学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
生と 9 名の学生がアンパンマン体操とパプリカを踊った。教員は、一緒に踊っている子どもや近
くにいる子どもの安全に配慮しながら病院のスタッフと共に見守りを行ったり、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。
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③活動評価
赤ちゃん同窓会における大学の役割として、子どもとかかわる中で、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ることが求められていたが、事故などもなく無事に終了すること
ができた。今年は、家族と医療者との交流会の場に子どもも同席したが、子どもが楽しく安全に
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。また、参加した学生については、2 回生の半数が昨年度から継続して参加して
おり、NICU に入院経験のある子どもや家族とのかかわりに関心が高いことがうかがえた。今年
度初めて参加した 1 回生は、2 回生や教員からのアドバイスをもとに子どもの反応をとらえ、試
行錯誤しながらかかわることを通して、成長発達に合わせた子どもとのかかわり方を学ぶ貴重な
機会となっていた。また、子どもと接する家族の様子や家族同士のかかわり、家族と医療者との
かかわりを見たり聞いたりすることを通して、NICU に入院した経験のある子どもや子どもを育
む家族の体験や思いなどについても考える機会となっていた。このような事から、赤ちゃん同窓
会に参加する事は、学生の子どもと家族への看護に対する関心や感受性を育てていくうえで大変
貴重な機会であり、今後も活動を継続する事が必要であると考える。
以上のことから、今年度も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貢献できたと考える。また、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こと
や、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と考える。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。

［赤ちゃん同窓会の様子］

アンパンマン体操の様子

ボランティアに参加した学生
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5) 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
(1) 高知県新任期保健師研修会
①事業概要
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。
②事業成果
1 年目の保健師を対象とした研修では「個別支援」
、2 年目の保健師を対象とした研修では「地
区診断」
、3 年目の保健師を対象とした研修では「PDCA サイクル①」を、4 年目の保健師を対象
とした研修では「PDCA サイクル②」をテーマに、新任期保健師に必要な能力を高めるために、
集合研修を実施した。平成 31 年 3 月に改訂した保健師人材育成マニュアル Ver3 に基づき実施し
た。管内によっては、それぞれの時期に求められる能力を獲得していくために、課題達成に向け
たフォローとして、福祉保健所ごとに行われる研修に講師として参画し、個別にコンサルテーシ
ョンを行った。研修は、それぞれの時期に獲得したい能力を、講義やグループワーク、研修後の
実際の業務との関連性を踏まえ、段階的に獲得できるような体系として実施した。受講者は本研
修を通じ、
自身の日々の活動を整理し、
学びを今後の実践活動に生かしていくことにつながった。
研修内容
【第１回プリセプター能力育成研修】
日
時：5 月 7 日（火曜日）13：30～16：30
内
容：講義「
『新任期保健師支援プログラム』行動目標とは何か」小澤若菜
講義「管理者・プリセプターの役割」時長美希
情報交換・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：49 人
【第 2 回プリセプター能力育成研修】
※県内での新型コロナウイルス感染症患者の発生に伴い中止

【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：8 月 6（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」小澤若菜
「事例の解説」 （成人事例）川本美香 （母子事例）畠山典子
「プロセスレコードの書き方」川本美香
グループワーク
助 言 者：小澤若菜、川本美香、畠山典子
参 加 者：25 人
・第 2 回新任期保健師研修会（個別支援）
日
時：11 月 7 日（木）13：30～16：30
内
容：個別面談「個別支援のプロセスレコード」
講義「プロセスレコードによる共通の気づき」川本美香
助 言 者：時長美希、小澤若菜、川本美香、畠山典子
参 加 者：24 人

65

【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：6 月 14 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」小澤若菜
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：12 月 20 日（金）13：30～16：30
内
容：ポートフォリオの発表
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：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： 7 月 25 日（木）13：30～16：30
内
容：講義「PDCA サイクルとは何か」小澤若菜
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：28 人
・第 2 回新任期保健師研修会（PDCA サイクル①）
日
時：12 月 17 日（火）13：30～16：30
内
容：PDCA①シートの発表
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：25 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： 6 月 24 日（月）13：30～16：30
内
容：講義「PDCA における評価の視点」小澤若菜
グループワーク
助 言 者：小澤若菜、川本美香、畠山典子
参 加 者：21 人
・第 2 回新任期保健師研修会（PDCA サイクル②）
日
時：2 月 7 日（金）13：30～16：30
内
容：PDCA②シートの発表
グループワーク
助 言 者：時長美希、川本美香、畠山典子
参 加 者：14 人
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③活動評価
高知県内保健師 1 年目から 4 年目を対象として、保健師として必要な能力を段階的に獲得す
ることを目的として、OJT と Off‐JT を組み合わせたプログラムとして実施した。前期研修の
後、実際に受講者はそれぞれの自治体で、研修で学んだ取り組みを実践し整理したのち、後期研
修では 1 年の取り組みについて発表を行い、フィードバックを行うことで受講生の気づきを促
すことができた。また、本研修では、グループワークや個人面談、講義を通して、個別支援の展
開、自己の振り返り、個から地域へ展開する地域看護の視点、PDCA サイクルに基づく事業展
開方法等について学ぶ機会を提供した結果、受講者は、自身の保健師活動を振り返る機会となる
とともに、必要な知識や方法論をもとに保健活動の展開方法を学ぶ機会となった。また、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・評価の方法を学び、マネジメントの考え方
を用いて自分の活動を整理し、PDCA で自分の活動を実施していく方策を考えることに貢献で
きた。また、
「地区診断」の研修の中では、統計資料や実態調査、普段の地区活動から得られた
情報をもとに自分の地域の健康課題を捉え、ポートフォリオを作成し、効果的な地区活動を展開
していく能力の育成に貢献するとともに、次年度の保健活動につなげることができた。県内の新
任期保健師同士のつながりも本研修を機会に強化することができた。

新任期保健師研修会（個別支援）
講義「事例の解説」

プリセプター能力育成研修 講義
「管理者・プリセプターの役割」

新任期保健師研修会（地区診断）
講義「きいて、みて、ありのままの地域をとらえよう」

新任期保健師研修会（地区診断） グループワーク

グループワーク（PDCA サイクル）
※4 年目保健師対象
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(2) 新任期保健師採血技術向上研修
①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：令和元年 5 月 20 日（月）13:30～16:00
場 所：看護学部棟 C110 号室
講 師：田中雅美 助教
参加者：9 名
本学参加スタッフ：準備および講師

田中雅美

演習補助

森本紗磨美，神家ひとみ、池田光徳（待機）

健康長寿担当

久保田聰美，畠山典子

②活動成果
参加者は 9 名（うち 5 名が採血業務の従事経験なし）であり、新任期保健師の他、異動等によ
り感染症等の部門に配置された保健師も参加し、参加者の経験年数は 1 年目~35 年目と幅広かっ
た。本公開講座では採血に関する基礎的知識を確認した後、講義及び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。参加者は、知識や技術を再確
認しながら、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
の流れについて行い、実践することで、具体的な自己の課題を見出すことにつながっていた。
＜公開講座の内容＞
■（講義）採血を安全かつ確実に行うために必要な解剖学・生理学的知識、採血器具の
使用方法、準備方法、手技の注意点・ポイント等
・看護学部教員によるデモンストレーション
■採血練習（60 分）
・腕モデルを用いた練習 ・参加者どうしで相互に採血練習
■まとめ
③活動評価
研修終了後アンケートから、受講前は参加者 9 中 6 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、
「とてもそう思う」
「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
たことが確認できた。研修で特に良かったことについては、9 人中 8 人が「実際の腕による実技演
習」
、
「シミュレーターによる実技演習」を挙げており、参加者は技術の再確認ができたことについ
て評価していた。
また、参加者の感想において、研修の中ですぐに役立つと感じられたもの、すぐに取り組めると
思ったことについて、
「シミュレーターによる練習、対象者への実技練習を通し、１つ１つ確認し
てからアドバイスを受けながら実感できる実習ができたこと。
」
「実技」
「対象者への説明が具体的
だったので、実施する際は今日のことを思い出しながらできるようにしたい。
」
「血液を引けない時
のコツ。安全に針を進める判断」など、研修による具体的な気づきを得ていた。また、
「採血業務
が担当ではないためか、昔学んだことも 2 年経ったら忘れていることが多いと思いました」
「自分
自身の苦手な部分に具体的に助言していただき大変良かったと思います。ありがとうございまし
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た。
」など、日ごろの業務では利用しない手技であるため、個別に応じた対応をや、知識・技術の
再確認を行っていく必要性を認識していた。
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において対応で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ことにつながると考える。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。

デモンストレーション

講義：知識の再確認

会場の様子

腕モデルで練習

(3) 精神看護リカレント教育： 行動制限最小化に向けて私たちができること
①事業概要
「行動制限最小化に向けて私たちができること」をテーマに、精神看護リカレント教育を開催
した。この事業は、日本精神科看護協会高知県支部との共催事業として、教育機会の少ない高知
県西部地区の精神科医療従事者を対象に、
精神科看護の知識やスキルの向上を図ることを目的に、
年 1 回実施している。
今回のテーマである行動制限最小化については、近年、急性期病院だけでなく、精神科病院に
おいても様々な取り組みが行われている。しかし、転倒・転落の危険性がある場合や、患者の精
神症状の悪化により興奮や攻撃などから他害行為の危険性が高まる場合、医療者の不安などから
行動制限に至ることがあったり、認知症の患者数の増加に伴い精神科医療における行動制限の実
施件数が増加している。行動制限を受けた患者は、先の見えない不安や孤独感、恐怖感、諦めな
どを体験していることが明らかとなっている。そのような体験から自分の希望や思いなどを訴え
ることを我慢する傾向が生じ、患者と医療者との信頼関係の形成にも影響している。そのため、
やむを得ず行動制限に至ったとしても、必要最小限かつ速やかな解除に向けたケアを行なうこと
と並行して、患者にとって治療的に意味づけられるようなケアを考え、実践することが必要であ
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る。そこで本研修会では、精神科医療に従事する者が、行動制限を受ける患者の体験について理
解した上で、行動制限を最小化するために自分たちが実践できることを検討することを目的とし
て開催した。
②事業成果
精神科医療従事者 45 名の参加があり、内訳は看護師・准看護師（42 名）
、その他（3 名）で、
経験年数は 3 年未満から 30 年以上の方までと多彩であった。
研修前半は、精神科医療における行動制限の実態や行動制限を受ける人の体験、行動制限を受
けている患者へのケアについて、教員と大学院生で講義を行った。研修後半は、大学院生と教員
が作成した行動制限最小化が困難となりやすい事例を用い、〈事例が隔離中どのような体験をし
ているか〉
、
〈隔離前の暴力や隔離後の言動にはどのような思いがあるか〉
、
〈隔離を解除するため
には、どのような反応を観察するか〉
、
〈隔離解除に向けどのような関わりができるか〉について
グループワークを行った。
グループごとに話し合った結果を発表し、
参加者全員で共有を行った。
参加者からは、
「患者の体験からの内容で検討したので分かりやすかった」
「日々の患者に対して
行っていることをグループワークで言葉にしたり、他の方の意見が知識になりました。
」との感想
があった。
③事業評価
参加者は看護師・准看護師がほとんどであり、患者に 24 時間関わる看護職にとって行動制限
への関心は高く、研修テーマはニーズに沿ったものであったといえる。
参加者からは、
「隔離拘束を体験した本人や家族の思いはなかなか聞くことができないので、今
回知ることができて良かったです。
」や、
「機会は少ないためとても勉強になりました、今後患者
さんの家族と関わる際の新たな視点を得られたように感じます。参加できて良かったです。
」とい
った感想があがった。行動制限最小化の現状だけでなく、行動制限を受ける人の体験を理解し、
それに基づいて必要となる看護ケアについて考える機会を提供することによって、行動制限最小
化に向けた患者の捉え方や行動制限解除に向けた関わりが具体的にイメージでき、明日からの実
践で本研修での学びを活用できるような研修になったと評価でき、本研修の目的は達成できた。
今後も日本精神科看護協会高知県支部と協同し、参加対象者のニーズを把握しながら、研修を
企画し精神科医療の質の向上を目指す。
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（4）公開講座
本講座は、健康長寿センターの「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」の一環として実施した。
① 第 1 回公開講座：基本から学ぶフィジカルアセスメント
ⅰ.事業概要
第１回公開講座は、新人・復職間もない看護職者の方々を対象に、
「基本から学ぶフィジカル
アセスメント」をテーマにシミュレーターを使用した研修を開催した。
研修内容は、問診・視診・触診・打診・聴診といった、フィジカルアセスメントの手技につ
いて基本に戻って学びなおすことを目的とし、主に呼吸状態のアセスメントに焦点を当て、視
診・触診・打診は受講生同士で、聴診はシミュレーターを使用し練習をした。問診については、
実際に事例を用いて（シナリオトレーニング）
、実践的な演習を実施した。
対象者：新人・復職間もない看護職者
日 時：10 月 5 日（土）13:30～16:30
場 所：高知県立大学池キャンパス 共用棟 2 階 D221
講 師：看護学部 小原 弘子 助教
参加者：5 名
本学参加スタッフ：サポート 中井美喜子
健康長寿担当 久保田聰美、渡邊美保

ⅱ.活動成果
講座後のアンケート結果では、
「研修は満足できましたか」
「明日からの実践に役立ちそうです
か」
「この研修を同僚にも勧めたいですか」の質問に対して、参加者全員から「とてもそう思う」
という高い評価が得られた。
自由記載欄研修での具体的な学びの内容や今後いかしていきたい内容には、「原因となる症状
やバイタルの数字だけではない観察ポイントを学ぶことができた」
、
「呼吸音の聴取や、観察すべ
きポイントを確認し、疾患や内服薬と照らし合わせて患者さんと接していきたい」といった感想
が寄せられ、フィジカルイグザミネーションだけに特化した内容にとどまらず、むしろ、問診、
観察、測定も含めて、専門的知識を統合し、対象者の健康状態やニードを把握する必要性を感じ
取っていた。
また、
「観察することの重要性と、観察をしっかり行うことが早期発見にもつながるということ
と、疾患とのつながりも学べた」
、
「聴診は日々行なっているので、再度振り返って、少しでも異
常を見つけたい」
「今日学んだ心不全のことを振り返り、患者さんの変化を察知できるようになり
たい」
「日々の状態変化やバイタル変化を知っていくことが、病態理解に繋がることや、呼吸変化
が大事なことが分かった。呼吸音聴取が苦手な所だったが、なぜその音が聞こえるのかを考え、
音の性質を知ることができた」等、多くの意見を頂くことができ、臨床現場ですぐに使えるスキ
ルの獲得に繋がる機会を提供できたと考えている。
ⅲ.活動評価
参加者は、5 名と少人数であったが、その分、講師や参加者同士で、気軽にコミュニケーショ
ンが取れ、深い学びを得られた様子だった。
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今回参加人数の少なかった要因としては、他の事業との重複、PR 不足によるところが大きい
と考える。また、過去の同様の公開講座では、病院の新人看護師の参加が多く、県下の病院にお
いて「新人看護師対象の研修」として位置づけられていたようだが、本年度は、6 月に高知県看
護協会で同様の研修が終了していたことも影響したようであった。日頃から、日程調整等には配
慮しているが、今後は更に他の事業とも連携を深め、地域の看護職の皆さまのケアの質向上に寄
与できる事業を企画・運営していきたい。

講義の様子

呼吸音の聴取

頸動脈怒張の確認

シミュレーションの様子

② 第 2 回公開講座：
「妊娠期から始める児童虐待予防～事例を用いて、社会的ハイリスク妊婦へ
の対応を一緒に考えよう～」
ⅰ.事業概要
第 2 回公開講座は、
「妊娠期から始める児童虐待予防～事例を用いて、社会的ハイリスク妊婦
への対応を一緒に考えよう～」をテーマに開催した。対象を看護職以外にも拡げたことにより、
理学療法士や保育士の参加もあった。講座では、
「妊娠期から始める児童虐待予防」に関する事例
を用いて、働く場所や職種を越えて、高知家に生まれる一人ひとりの子どもが健やかに育つため
に関係者が知恵を絞る場となった。研修内容は、以下の 3 つの目的を達成するための講義とグル
ープワークであった。
①妊娠期から虐待予防の観点で妊婦を見ていくことの意義がわかる
②妊娠期から虐待予防の観点でできる支援を考えることができる
③妊娠期から虐待予防の観点で、地域とつながることの意味がわかる
現状では明確な定義のない「社会的ハイリスク妊婦」への捉えを共有することから始まり、現
状の課題を共有した後、事例検討を通して、今後の展望について、自分たちに何ができるかとい
う視点で熱心にディスカッションがなされた。
対象者：テーマに関心のある医療・保健・福祉関係者
日 時：令和元 年 11 月 9 日 土曜日 13：30～15：30
場 所：高知県立大学池キャンパス 看護福祉棟 2 階 F206
講 師：看護学部 幸﨑 若菜 助教
参加者：13 名
健康長寿担当スタッフ：久保田聰美、畠山典子
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ⅱ.事業成果
参加者による自由記載欄（研修での具体的な学びの内容や今後いかしていきたい内容）では、
「様々な方面から妊娠・出産育児の支援に関わっている方と情報（意見）共有が出来て良かった。
ハイリスク妊娠について基本を改めて学べてよかった。」
「地域との連携の必要性を再度認識しま
した。病院で出来ることは限られているので、地域と密に情報共有したいです。
」
「虐待防止に向け
て具体的な支援を考えるだけではなく、職種や対象者、資源がきちんとつながることのできるシス
テム作りが大切だと思った。
」
「病院だけでなく、他施設の方ともお話をすることができ、少し視野
が広げられた。講義も知らないことが多くためになった。
」
「助産からの視点、病院の視点、児童福
祉施設からの視点、同じ事例をみてもいろいろな視点があることが勉強になりました。もっともっ
といろいろな機関と連携したいと思いました。
」等のご意見があり、グループワークなどのディス
カッションを通じて、多職種との連携や関係性構築の必要性、自施設の今後の取り組みについて再
度振り返る機会となっていた。
ⅲ.事業評価
今回の公開講座は、母性・助産看護領域の先生方から日本助産評価機構の CLoCMiP レベルⅢ
認証（アドバンス助産師）更新要件を満たした WHC 研修として提案頂いた。参加者の半数近く
は、臨床経験 6 年目以上の方であり、ウィメンズヘルスケアのステップアップ研修として、日々の
実践や知識のブラッシュアップをはかる良い機会となった。今後の研修等企画していく際には、参
加者にとっても魅力的な研修となるよう企画内容や、対象者に応じて認定制度とリンクさせる等、
参加のメリットを可視化していく工夫をしていきたい。
また、参加者の理学療法士の方に参加動機を尋ねたところ、本公開講座の情報入手経路は、1 週
間前の健康長寿センター10 周年記念シンポジウムでのチラシだった。他の事業との連携が功を奏
し、看護職以外の職種の参加に繋がったともいえる。引き続き、組織横断的に情報共有し、発信に
おいてもホームページ等活用して、地域の医療・保健・福祉関係者と幅広い専門職の皆さまのスキ
ルアップに資する活動や高知県の医療・健康・福祉政策課題を解決する活動に繋がる事業を企画・
運営していきたい。

講義の様子

健康長寿センターの周知

グループワークの様子 1

グループワークの様子 2
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6) 高知県の健康長寿を研究する活動
（1) 災害に強い専門職育成事業～地域特性に対応した災害対策研修プログラム開発～
①事業概要
高知県では、大きな被害が予想される南海トラフ地震に備え、県民の生命と健康を守るために
「高知県災害時医療救護計画」を平成 17 年に制定している。その後、平成 27 年の大幅な改定を
経て、繰り返し検討が重ねられ、平成 31 年 4 月にも一部が改定された。改定後の計画におい
て、本事業の対象病院である救護病院の位置づけも大きく変わっている。これまで、災害拠点病
院と災害対策本部の指示を待つ立場であった救護病院も、より自律的に判断することが求めら
れ、特に災害時の医療救護計画の核となる「患者搬送の調整方法等において、緊急時は医療機関
同士で調整することができる」と明記され、市町村災害対策本部との連携もますます重要となっ
ている。
一方、本事業を展開する高陵病院のある須崎市は、南海トラフ地震による地震・津波が広範囲
かつ甚大な被害想定がされており、災害拠点病院や救護病院、行政機能も含めて地域全体が孤立
する可能性があり、一病院の BCP 策定では解決できない課題も数多く抱えている。
健康長寿センターでは、そうした地域課題に、高陵病院、土佐市民病院と向き合い、BCP 策定
およびその運用を支援し、災害対策研修プログラムを開発、実施してきた（久保田他；2018）
。
本年度は、月 1 回の BCP 会議への参加を通して、災害対策研修プログラムを洗練化すると同時
に、多職種協働で実施した内容について報告する。
（事業計画の全体像は図 1 参照）

対象者：高陵病院の BCP 策定委員および病棟・外来スタッフ、土佐市民病院 防災対策室班長
日 時：令和元 年 4 月 18 日～令和 2 年 3 月 26 日 合計 12 回
場 所：高陵病院、会議室、病棟、外来、土佐市民病院防災室
講 師：看護学部 久保田聰美、健康栄養学部：島田郁子講師
学生スタッフ：佐々木康介（看護学研究科博士課程共同災害看護学専攻）
岡野直人、寺尾香里（看護学研究科博士前期課程看護管理学専攻）
参加者：延べ 306 名
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②活動成果
ⅰ.災害対策活動マネジメント支援（1 回／月の BCP 会議参加）
・高幡地区の医療救護計画に関する情報共有及び高知県全体の災害対策関連情報の共有
・院内の進捗状況把握：災害対策委員会との連携（定例会：第 1 月曜日）
・上記を総合的に把握し、部署単位での研修や他の活動を調整し、マネジメントする
ⅱ.BCP と整合性の取れた研修プログラム実施 （各部署巡回して実施）
ア.11 月 28 日（木曜日）13 時～18 時 「そのときあなたは」:計 77 名参加
（具体的内容）台風 19 号において被災した病院の事例（実際に災害支援の現場を経験した
DNGL 学生の経験）に基き、高陵病院が何かしらの災害において「浸水」する被害を受け
た場合を想定した対応について具体的に「イメージする場」を設定した。
・病院の一階には、重要な機器類（外来）が設置され、組織の中枢機能でもある。
・患者や職員等の安全確保と同時に病院（組織）の安全や経営（BCP）への視点も重要。
イ.1 月 23 日（木曜日）13 時～17 時 30 分 「災害時のトイレ対策（実践演習）
」:計 74 名参加
（具体的内容）災害時のトイレ使用についてのマニュアル作成後の実践演習。各スタッフの自
部署で備蓄しているビニール袋を使用して、上記の手順を確認しながら実施。
・スタッフ一人ひとりが、真剣に研修に取り組む様子が印象的だった。
・セッティングだけではなく排泄終了後の片付け方なども、実際に水を入れて体験した。
・検査部主任が必要物品をコンパクトにまとめ、災害時セットを作成していた。
・院内のスタッフによる「災害伝言ダイヤル使用訓練」1/15 とも連携（42 名参加）
ⅲ. アクションカード及びマニュアルの洗練化
ア.アクションカードの家族の安否確認の項目追加
イ.避難後の治療及び療養上の世話に関する取り決め（案）作成及び備蓄関連リストの更新
⇒BCP における各部門の役割機能と非常時必要物品保管場所を明確化
⇒可視化により、課題も明確となる
ⅳ. 副次効果：災害関連の院内研修（e ラーニングコンテンツ）参加者増
2017 年度 4 名、2018 年度 97 名、2019 年度 102 名と、本事業開始後から年々増加
11 月 13～15 日（水~金曜日）
、12 月 17 日（火曜日）実施：受講者合計 102 人
ⅴ．「災害時の食」をテーマとして研修実施：2 月 13 日（木曜日） 参加者：47 名
健康栄養部健康栄養学科 島田郁子講師「災害時の対応～食事管理を中心に～」
③活動評価
前年度からの継続的な取り組みである本事業では、定期的な BCP 委員会参加を基盤として、
前年度に明確になった課題を中心に対策を検討、実施した。本年度は、全国的に台風等の水害が
多発したこともあり、スタッフ一人ひとりは、災害時における対応を徐々に「自分ゴト」として
捉えるようになり、研修参加時の積極的な姿勢が大きな変化であった。そうしたスタッフの変化
に伴い、災害対策の担当者自身のモティベーションアップにもつながる好循環が得られた。
「BCP と整合性の取れた研修プログラム」実施後のアンケート結果（図１）では、受講者 77
人中 50 人から回答があり（回収率 64.9％）
、研修評価項目「A：この研修を他の人にも勧めたい
と思う」は、平均 7.4（標準偏差 2.4）
、
「B：この研修はあなた自身の生活に役立っていると感じ
る」は、平均 7.3（標準偏差 2.4）
、
「C:この研修があなたの身を守ることに繋がる」平均 7.2（標
準偏差 2.6）と高い評価が得られた（評価指標：0～10）
。定期的な BCP 委員会参加と BCP と整
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合性の取れた研修プログラムを基盤として院内のスタッフが自主的に アクションカード及びマ
ニュアルの洗練化 に取り組むことができた。
一方、
昨年度からの課題である被害状況の情報共有や外部との連絡手段に関しては、
「自分ゴト」
と捉えるスタッフの数が少ないことが研修後のアンケートから明確になった。また、前年度の研
修後評価との比較においても「C:この研修があなたの身を守ることに繋がる」については、前年
度よりやや低下していた。その結果を基に、院内の継続教育（e ラーニング）での災害関連コン
テンツ（詳細はⅳ.副次効果の災害関連の院内研修（e ラーニングコンテンツ）参加者増 参照）
の受講勧奨を行い、1 月には伝言ダイヤルの実践型研修を実施した。
今後は、管理職や災害発生時の指揮命令系統に沿った形で、実際のアクションカードを用いた
災害時の情報共有訓練を実施していくことが課題といえる。
また、職員のニーズに対応した形で実施した 「災害時の食」をテーマとした研修（
「災害時の
対応～食事管理を中心に～」
）に、病院職員の約 50％にあたる 75 名の参加があり、会場からも災
害時には外部からの支援が到着するまでの長期化が予想される状況下において、具体的な備蓄と
して優先順位の高い食品や透析患者における食のトリアージについて質問があった。研修後のア
ンケート（配布数 47、回収数 46、回収率 97.9％）の結果（図 2）では、研修の評価項目（10 段
階評価）である「この研修を他の人にも勧めたいと思う」では、平均 8.63（標準偏差 2.13）
、
「こ
の研修はあなた自身の生活に役立っていると感じる」平均 8.95（標準偏差 1.46）
「この研修があ
なたの身を守ることに繋がる」平均 8.74（標準偏差 2.05）と、回答者全員が 5 点以上の評価であ
り、57％（47 名中 27 名）が 10 点という高い評価であった。また、自由記載欄にも「備蓄等必
要と思っていても出来ていない事ですが、家庭でも考えていきたいと思います」や「被害の程度
によると思いますが、最長で、救護の人、食糧、水などが被災地に届き、人々の手元に届くのは
何日何週間ほどかかったのでしょうか」等、災害時の対応を自分ゴトとして捉え、今後の研修計
画にも活かすヒントとなる意見が寄せられた。
高幡地域は、
大規模災害時には孤立が予測されると同時に、
災害拠点病院の立地条件も厳しく、
当該病院には救護病院以上の役割期待がある。本年度は、当該病院だけでなく、近隣の病院への
研修実施を計画していたが、2 病院の訪問と依頼の段階で終わった。今後は、他病院との基盤作
りを慎重に行いながら、
本事業で開発した研修プログラムを他施設・病院でも実施していきたい。
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(2) 地域ケア会議コンサルテーション事業
土佐市連携事業である、地域ケア会議推進プロジェクトで開発した「地域ケア会議運営ガイド
ライン」及び「地域ケア会議評価指標」の一部を用いて、高知県内各市町村で開催している地域
ケア会議の質改善及びスタッフのスキルアップを目的に、依頼のあった市町村の地域ケア会議に
参加した。市町村のニーズに合わせ、アドバイザー及び地域ケア会議の評価者として関わり、運
営等の助言を行った。
今年度は、中土佐町、津野町の地域ケア会議についてアドバイザーとして関わった。各市町村
の会議については、開催開始時期が大きく異なり、それぞれが抱えている課題が異なっているた
め、課題をともに共有し、解決に向けどう取り組んでいくのか話し合いをもとに実施、評価して
いく必要がある。今後も、市町村の地域ケア会議の発展過程をみすえ、関わっていく必要がある。
現在、各市町村の会議において、地域課題発見、地域づくり・資源開発及び政策形成機能の発
揮へと発展していく会議の展開・運営に関に関しては課題が残っていると言え、現在、高知県高
齢者福祉課が改正に取り組んでいる地域ケア会議ガイドラインにその内容を含めていく予定であ
る。
7) その他 看護学部が協力した事業
(1) 第 11 回みさとフェア 2019 in 三里
①開催事業概要
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健康啓発に関わるブースを出展している。
「第 11 回みさ
とフェア」は、三里中学校において開催され、本年度は健康ブースを出展して 8 回目となる。
県立大の健康ブースには、毎年好評をいただいている血管年齢測定、骨健康度測定、唾液を使っ
たストレス測定のほか、今年度は新たに、認知症予防にもつながるアロママッサージのブースを出
展した。また、本学の学生と教員が、血圧測定や握力測定、こどもワクワクコーナーで絵本の読み
聞かせやお絵かきのほか、風船の配布など、来場したお子さんも一緒に楽しめるよう工夫を行い実
施した。
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対象：三里地区住民
開催日時：令和元年 11 月 17 日（日）10：00～15：00
開催場所：三里中学校
参加者：150 名以上（本学出展ブースへの参加者数）
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、
：自分のからだを知ろう！（血圧測定、握力測定）
，アロママッサージ
遊び絵本の読み聞かせ、
本学参加スタッフ：看護学部 渡邊美保、畠山典子
健康栄養学部 島田郁子
社会福祉学部 辻 真美、
事務局 楠瀬美加、勝賀瀬敦子、島﨑浩子、由比由紀、久野絵美
沖野琴美、永野可偉（教職員 計 11 名）
学生スタッフ：看護学部学生 10 名、看護学研究科大学院生 2 名 （学生 計 12 名）

②活動成果
共同出展のブースには、今年も各コーナー150 名以上の住民の方々にご参加いただいた。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来場された。本学の看護学部の学生と教員が出展した血圧測定や握力測
定のブースや、こどもワクワクコーナーでの絵本の読み聞かせ、お絵かきなど、地域の子どもたち
も各健康ブースに立ち寄り、楽しみながら参加していた。また、本年度は新たに、アロママッサー
ジのブースを出展した。参加者からは、
「マッサージが気持ち良くてリラックスできた」
「アロマの
香りがとても良い」などの感想が聞かれた。高知医療センターのブースでは、医療相談、健康相談
のほか、子どもたちに人気のお薬づくり体験を実施した。健康に関するブースに立ち寄っていただ
くことで、日頃関心のなかった方も自身の身体や健康に関心を持つきっかけともなっていた。
学生の参加後の感想（アンケート）では、
「ボランティアに初めて参加しました。ボランティア
の学生とみなさんと関われて、子どもたちと話すことで現代の子どもたちの特徴なども知ること
ができて、大きな学びとなりました。参加者の皆さんの笑顔を見るたびに参加してよかったなと思
えました。
（2 回生）
」
「小さな子からご高齢の方まで様々な年代の住民の方とかかわることができ、
とても有意義な時間でした。
（3 回生）
」
「沢山の子どもたちと触れ合うことができてとても楽しい
時間を過ごすことができた。子どもたちにどのように接すればよいか学ぶ機会にもなり、今後の実
習にも役立つのではないかと思います。
（3 回生）
」
「三里地区の住民と触れ合い、笑顔が見れたこ
ともとてもやりがいを感じ、よい思い出となった。
（3 回生）
」
「血圧を病院以外の場所で測定する
ことが初めてに近かったのですごく緊張したけれど、すごく良い経験となった。結果を伝える時
に、どのような言葉を使うとよいのか考えることが難しかった。その中で先生がアドバイスを下さ
（3 回生）
」
「2 回
ったので、自分なりにも考えて伝えられるきっかけになったので良かったです。
目の参加でしたが、今回は血圧や握力測定の際に、授業で学んだことや実習での経験を踏まえて住
民の方と接することができた（3 回生）
」などの感想がみられた。
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③活動評価
今年で 8 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、県立大
学のブースを楽しみに来場される方もいた。また、本事業は高知家健康パスポートの対象事業とし
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た。
一方で、初めて知る方もおり、普及啓発の機会にもなっていた。これらのイベントを通じて、自身
の身体や健康づくりに関心をもつきっかけとなる取り組みともなっている。
また、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、毎年楽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。また、ボランティアとして参加する学生にとっても、
地域の方と触れ合い、また学習したことや看護者としての在り方に自らが気づくきっかけややりが
いを感じるなど、ボランティアを通じて住民と接する機会を持つことは大変有意義な機会となって
いた。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。

学生による血圧測定

くろしおくんと普及啓発

絵本の読み聞かせ

健康ブースの様子
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１１．高知県保健師交流大会
本大会は、年に一度、立場や職場、年代の垣根を越えて、高知県内の保健師や学生が寄り合い、
保健師の専門性について語り合い、今後の実践活動に活かしていくとともに、相互交流をとおし
保健師間のエンパワメントを図ることを目的に開催されている。4 月に実行委員会を立ち上げ、
市町村衛生職員協議会、職能団体、教育機関、高知市、高知県の保健師が企画・運営を行ってお
り、本学も教育機関として参画している。
今年度は、
「保健師の働き方を考える」をテーマに、下記の内容で開催され、合計 55 名の保健
師が参加した。ワールドカフェでは、自由な会話を楽しみながら、保健師同士で話題提供の内容
を踏まえながらの交流を図った。会場となった、南国市保健師の協力を得ながら、働き方改革の
なかでの保健師らしさ、保健師マインドについて共有する機会となった。
話題提供についての感想では、
「
“希望となる保健師活動”という言葉が心に残りました。力を
もらいました。
」
「人と人とのつながりや、地域の中で役割があることが、
「希望」をもつことにな
る。こういう地域づくりの視点が大事というお話が、心に響きました。
」等の意見があった。ワー
ルドカフェの感想では、
「色々な市町村の情報が知れました。お互いの状況が分かりあえてよかっ
たです。普段関わることのない保健師の方々とお話できました。
」
「新任保健師の日頃の思いを聞
けてよかった。保健師として大事にしているところをどのように育てていくか考えさせられた。
」
等の意見があり、例年と同様、盛況のもと終えることができた。
次年度も引き続き、地域看護学領域では、実行委員として、様々な関係機関と連携・協働して
いきながら、活動を継続していく。
・開催日時：令和 2 年 1 月 25 日（土）13:30 分～16:00（受付 13 時～）
・場 所：南国市保健福祉センター 2 階多目的ホール
・対象者：高知県内の現役保健師、保健師 OG／OB、保健師を目指す学生
・内 容：①話題提供
演題：
「保健師に求められる役割と働き方
～住民の希望となる保健師活動のために～」
講師：高知市健康福祉部 部長 村岡 晃 氏
②ワールドカフェ

（保健師交流大会の様子：ワールドカフェ）
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1２．教育職員免許状更新講習実施（養護教諭対象）
令和元年度の教員免許状更新講習（選択領域：養護）は、以下のとおり１つの講習会を実施した。
講習会では、講義や演習、グループワーク等を取り入れながら、受講生自身が主体的に学べ、実践
力の育成につながるよう努めた。
表 1 教員免許状更新講習
日時

講習名

講習内容

受講者数

7 月 30 日(火)

病気をもつ子ども

現代の子どもを取り巻く健康課題の一つとし

4名

のフィジカル

て、長期にわたり継続的な医療を受けながら学

アセスメントと

校生活を送る子どもの増加があげられ、学校現

復学支援

場における養護教諭のかかわりが求められて
いる。本講習会では、小児がんや糖尿病、喘息、
心疾患、腎疾患などの病気をもつ子どもに焦点
をあてて、子どものフィジカルアセスメントや
学校－病院との連携を含めた復学支援につい
て学ぶ。

8 月 1 日(木)

子どもと家族を

子どもと家族を支える保健室経営に焦点をあ

支える保健室経営

てて、保健室経営計画の作成についての概要や

4名

何らかの健康課題をもつ子どもと家族との信
頼関係の形成、対応について学ぶ。また自然災
害や事件・事故に伴う子どもと家族の心のケア
や家族とのコミュニケーションについても理
解を深めていく。
8 月 6 日(火)

思春期の子どもの

社会環境や生活様式の変化は、子どもたちの心

心の問題への対応

の健康に大きな影響を与えており、子どものメ

3名

ンタルヘルスに関する問題は、現代的課題とし
て重要視されている。本講習会では、思春期の
子どものメンタルヘルスに焦点を当て、心の問
題への対応について学ぶ。具体的には、子ども
のうつ状態や統合失調症、不安障害や摂食障害
などについて、思春期の発達段階の特徴をふま
えながらアセスメントの視点や対応の仕方に
ついて理解を深める。
＜今後の課題＞
今後さらに、子どもをとりまく現代的課題だけでなく、受講者の学びのニーズを捉えながら、
講習内容や教授方法を工夫し受講者の確保に努めていきたいと考える。
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1３．高知県立大学県民大学学生プロジェクト「立志社中」の採択と活動
1）健援隊プロジェクトの活動
健援隊は、立志社中プロジェクト開始当初から設立され、今年で 6 年目の活動となった。これ
までの努力により、組織が拡大し、活動内容も多岐にわたってきた。一方で、学生によるマネジ
メントの難しさや参加学生の帰属意識の低下といった課題がみられた。このため、今年度から、
組織を目的別に 3 団体に分け、それぞれに指導教員がつき、活動を行った。Alpha チームは、発
足当初からの中核活動である、AED の使用など救命法の知識の普及を目的とした活動を行い、
日曜市やスポーツイベントを中心に活動した。Bravo チームは、特定の集団に対する継続的な関
りを目的に、香美市物部町神池で活動を行い、活動に際しては、香美市からの助成を頂いた。
Charlie チームは、南国市の助成金を基にして、南国市の保育園で幼児に対する健康習慣の獲得
を目的に活動を行った。3 チームを合わせて、約 80 人の学生が参加し、地域の中で学びを深める
ことができた。
今年度の活動の中で、平日に活動を行ったことにより、学業に影響を与えることがあり、今後
活動場所との調整を事前に十分に行っていく必要がある。また、取り扱う内容や活動場所に関し
ても対象になる方々のニーズを的確に捉え、検討していければと考えている。

2）いけいけサロンの活動
「いけいけサロン活動」は、看護学部 1 回生 12 名、2 回生 5 名、3 回生 5 名、4 回生 4 名の計
26 名で活動する結成 5 年目のチームである。このチームは平成 27 年 5 月、
「地域の高齢者の方
と一緒に交流したい」という看護学部学生と、住民の方の声があがり、
‘地域サロン’を立ち上
げたことで開始された。活動地域は高知市池地域である。
令和元年度は、活動目的「みんなで楽しく心地よく過ごす」のもとで、毎月の地域サロン活
動、知り直し活動の継続、災害に関する活動を展開した。平成 30 年度までの 4 年間の活動を昨
年度総括したことで、学生は、1 回 1 回の活動で地域の方にお会いできる機会を大事にして丁寧
な展開をしたいと考えていた。3 つの活動をとおして、活動地区に対して、
「知っている池地域」
が「住民の方との会話が理解できる池地域」として捉えられるようになり、それによって地域の
困りごとの発見ができるようになった。合同災害訓練を活用した調査で、池地域の災害時の避難
所生活を考えるなかでペットの問題が浮かび上がり、今後町内会で検討したい内容を発見し地域
にお返しできた。さらに今年度は、中間報告会での評価をもとに、5 年間の活動成果を整理する
目的で、
「5 年間のいけいけサロン活動は、池地域の皆さんとどのような関わりをしてきたか」の
可視化に挑戦した。学生は地域でどのような役割を持つ方と関わっているか、その関わり方の手
段と関わりの程度およびその成果を、地図を使ってマッピングし、池地域の 4 地区ごとに、整理
することができた。その結果、なぜ自分たちが住民の方との活動を続けていくことができている
のか、について学生の観点から考察することができた。次年度は、この分析結果を生かした活動
を企画する予定である。今まで地域の方一人ひとりとつながってきた学生が、地域とつながりを
持ち地域の課題解決にかかわらせていただく展開を支援したい。
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3）
「立志のたまご」グローバルクラブの活動
令和元年度後期に「立志のたまご」として採択されたグローバルクラブは、看護学部学生が、
「高知県に在住している外国人の方達がもつ課題を一緒に考え、安全で快適な高知での生活を支
えるような取り組みをしたい」という目標を持って、活動を始めたものである。その活動によっ
て、①外国の方が高知県在住の学生との相互理解を深め、ネットワークができる、②高知で外国
の方が安心して暮らすことのできる環境づくりにつながる、③学生が外国の方との国際交流を通
してグローバル力をつける、④将来的に、新たに外国の方が高知に来てくれるような呼び水にな
る、という効果を期待している。
令和元年度は、高知で生活する外国の方の実態について高知県国際交流協会・高知県国際交流
課に伺って情報収集したり、実際に外国から来られている方に生活・健康に関する困りごとにつ
いてインタビューを行ったりする中で、今後アプローチしていくコミュニティおよび課題を明確
化することとした。そして、予防的保健行動についての知識・理解・情報が十分でない対象者へ
の健康講座や、災害時にパニックにならない対応についての知識普及の必要性があるのではない
かと考えるようになっている。
メンバーの学生は自主的に活動するために、自身の英語コミュニケーション能力向上に努め、
また、国際的な出来事への関心を持ちグローバルな視点を養うことにも努めている。令和 2 年度
からは、
「立志のたまご」から「立志社中」の活動へと継続・発展させていけるよう教員が支援
していく予定である。
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1４．学生のボランティア活動
1）ボランティア活動への支援
高知県立大学看護学部では、教員と学生が積極的に地域社会のボランティア活動に参加してい
る。学生のボランティア活動を支援・促進し、人間や社会への関心を高め、さらに主体性の育成を
支援するため、教員 2 名がボランティア委員として活動している。ボランティア委員は、ボランテ
ィアを募集する機関・団体と学内教員との橋渡しや、高知医療センターとの活動調整を行ってい
る。以下、本年度のボランティア活動への支援について報告する。
（1）ボランティア活動に関するガイダンス
高知県立大学看護学部で年間を通したボランティア活動について、4 月に各学年へガイダン
スを行った。
①看護学部に関わりのあるボランティア活動の紹介
②高知医療センターでのボランティア活動について
③ボランティア活動保険について
④その他
（2）ボランティア活動に参加する学生への支援
学生がボランティア活動に自主的に参加できるように、環境の整備、医療センターとの調整
を適宜、実施した。
①ボランティア活動に参加する学生のためのレクチャー・ガイダンスの実施
ⅰ．学内におけるガイダンス：車いす介助・視覚障がい者のガイド（4 月から 5 月に か
けて 1 回生対象に 4 回実施、計 81 名参加）
ⅱ．医療センターにおけるボランティアガイダンス（6 月から 7 月にかけて 2 回実施：
1 回生 81 名参加）
②ボランティア保険への加入手続き
全国社会福祉協議会が運営しているボランティア活動保険への申込、加入手続きを行
った(1 回生 61 名、2 回生 36 名、3 回生 15 名、計 112 名；昨年度 107 名の加入）
。
③学生への直接的支援とヒアリング
学生からのボランティアに関する相談等、必要に応じて対応した。なお、学生に対す
るヒアリングを実施し、その結果については医療センターと共有化を図った。
④感染症対策
学内においては保健委員と協働し、学生の感染症抗体価の状況について把握するとと
もに、ボランティアに参加を希望する学生については、ワクチン接種の必要性について
呼びかけた。また、医療センターで行われるインフルエンザ対策として、インフルエン
ザの流行期に入る前に 1～3 回生に対して、
インフルエンザワクチン接種を呼び掛けた。
そして、年度内に複数回ボランティア活動経験のある学生に対して、ボランティア委員
の教員が調整を行い、1 回生 11 名、2 回生 6 名、3 回生 10 名、計 27 名が医療センター
で予防接種を受けた。

⑤ボランティア連絡協議会への参加、その他、必要時のミーティングの実施
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学生が安心してボランティア活動に参加できるように連携を図るとともに、医療センタ
ー職員と情報の共有を行った。本年度は、ボランティアに参加している学生の身だしな
みに関して、
「ハーモニーこうち」のボランティアさんや医療センター職員から注意を受
けることがあり、当該学生への聞き取りと指導を行った。トラブル発生時には医療セン
ター担当職員とも協議を行い、学生が安全にボランティア活動に参加できるように調整
を行った。
（3）学外ボランティア募集に関する学生への情報提供
ボランティア募集のあった以下の団体・イベントの情報について、キャンパスポータルサイ
ト等を利用し、学生に情報提供を行った。
①学習チューター、高知チャレンジ塾における学習支援（開催日程 4 月 12 日)
②三里小学校の読み聞かせボランティア(募集期間：令和元年 5 月 13 日～令和 2 年 3 月 9 日)
③高知県小児糖尿病サマーキャンプ（開催日程：8 月 14 日～17 日）
④みさとフェア（開催日程：令和元年 11 月 17 日）
2）高知医療センターでの活動
本年度も例年同様、高知医療センターのボランティア組織「ハーモニーこうち」の活動に参加し
た。1 回生は、月曜日 3 限、木曜日 4 限をボランティア活動の時間として位置づけているため、こ
の時間を活用して活動に参加した。2～3 回生は、講義や実習の合間に正面玄関清掃等でのボラン
ティア活動に勤しんでいた。本年度の特徴としては、定期のボランティアはもちろん、その他イベ
ントに関するボランティアにも多くの学生が参加したことである。また、昨年度に引き続きボラン
ティアに興味関心の高い学生が継続的に参加していた。定期的にボランティア活動に参加してい
る学生は、積極的・自主的にボランティア活動に取り組み、
「ハーモニーこうち」の方々にも高く
評価されている。
以下、学生が参加したボランティア活動と参加状況について示す。
（1） 入院案内ボランティア活動：1 回生が主となり参加した。
活動時間：毎週月曜日 13 時 00 分～14 時 00 分
今年度活動状況：7 月から開始し、夏休み期間も実施した。
参加人数：今年度は延べ 34 名（昨年度 0 名、一昨年度 16 名）の学生が参加した。
（2） 小児フロア見守り活動：1~2 回生が主に参加した。
活動時間：平日 13 時 00 分～16 時 00 分のうちの 1 時間程度
今年度活動状況：5 月から開始し、夏休み期間も実施した。
参加人数：今年度は延べ 41 名（昨年度 43 名、一昨年度 47 名）の学生が参加した。
（3） 図書ボランティア活動：1・3 回生が参加した。
活動時間：木曜日の 13 時 30 分～15 時 30 分
今年度活動状況：9 月から開始し、夏休み期間も実施した。
参加人数：今年度は延べ 4 名（昨年度 4 名、一昨年度 17 名）の学生が参加した。
（4） 外来案内ボランティア活動：3 回生が参加した。
活動時間：火曜日と木曜日の 10 時 00 分～11 時 00 分
今年度活動状況：9 月に実施した。
参加人数：今年度は延べ 2 名（昨年度 2 名、一昨年度 0 名）の学生が参加した。
（5）玄関清掃：1～3 回生が参加した。
活動時間：月曜日～金曜日 9 時 00 分～16 時 00 分のうち 1 時間程度
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今年度の活動状況：5 月から開始し、夏休み期間も実施した。
参加人数：今年度は延べ 40 名（昨年度 69 名、一昨年度 55 名）の学生が参加した。
（6）バザー：1 回生が参加した。
10 月 27 日にバザーが開催され、事前準備や当日の会場設営ボランティアに 1 回生 12 名(昨年
度 2 名)が参加した。
3）高知龍馬マラソン 医療救護ボランティア（ロードサイドスタッフ）の活動
全国から約 1 万人のランナーが参加するビックイベント『高知龍馬マラソン大会』が 2020 年 2
月 16 日（日）に開催された。今大会の医療救護ボランティアとして本学から 12 名（看護学部 3
回生 2 名、大学院生 10 名）が参加した。活動の主たる目的は、ロードスタッフとして沿道に立ち、
救護に関わる知識を生かして参加者をサポートすることである。
医療救護ボランティアの募集にあたっては、BLS（一次救命処置）や応急手当の知識・技術を修
得している 2・3 回生を中心に学生課を通して参加を募った。また、学生たちがボランティア活動
を迅速かつ適切に行うために、大学院生を中心に BLS の講習を行い、BLS 活動への支援をした。
特に雨天の予報であったため、身体が濡れている場合の AED 装着については復習し、タオル等を
持参するよう説明した。
大会当日は、マラソンコースのロードサイド 0.5km～ゴール地点で本学の学部生・院生が配置
され、ランナーの応援を行いながら“もしも”の時の対応に備えた。学部生が担当している区間に
ついては、教員が巡回し、学生のサポートにあたった。幸いにして重篤な傷病者に遭遇することは
なく、すべての学生がその任務を無事に果たすことができた。開始前に不安だった学生たちも、ロ
ードスタッフとして配置され、安全を確認しながら周囲を見渡すことができ、貴重な体験となっ
た。
写真 2 沿道での応援

写真 1 沿道での応援
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15．教育環境の整備
1）看護実践開発室等の整備
(1)看護シミュレーション教育環境の強化・充実：看護実践開発実習室 4・5 の整備
看護学部には、実践的な看護技術習得のための演習を行うスペースとして、8 室の看護実践開
発実習室がある。校舎建設から 20 年近くが経過し老朽化が進んでいること、学生数の増加に伴
い活用方法が変化したことにより、施設に不具合が生じてきており、5 年計画で各実習室の整備
を行っている。3 年目となる本年度は、在宅看護、高齢者看護における看護シミュレーションに
よる教育を強化し、訪問看護の実践能力の向上のための教育環境の強化・充実を目指して、看護
実践開発実習室 4・5 の整備に取り組んだ。具体的な整備内容は下記のとおりである。
①看護実践開発実習室 4 の整備
看護実践開発実習室４は、高齢者への援助に関する演習に限らず、通常のベットサイドケア
の演習からフロア全面をフリースペースとして行う演習までさまざまに利用されている。これ
らの演習状況を、角度をかえて 2 方向から撮影できるよう、2 台の天井カメラを設置するとと
もに、実習室内 2 か所でモニターを通して他の学生も学べるよう、天吊りのブラウン管テレ
ビを天吊りの液晶モニターに交換し、もう 1 台可動式モニターを導入した。操作卓では、天
井カメラの操作と、撮影した映像の記録、ブルーレイ再生、PC 画面のモニター放映などを行
うことができる。
②看護実践開発実習室 5 の整備
和室を改造しスペースを拡げ、畳替えを行うとともに、段差解消のスロープも設置し車いす
でも和室から床下に移動できるようにした。また浴室スペースを改造し、訪問時に行う入浴介
助の演習が現実的なものになるようタイル型の浴槽から一般家庭によく設置されている浴槽に
交換した。また、天井に取り付けられていたブラウン管テレビ等を撤去し、ロールプレイなど
演習の様子を撮影したリアルタイム映像や DVD 映像を配信できるように、天井吊下式の大型
（48 型）液晶テレビと移動型液晶テレビを各 1 台と録音機能が付いたリモートカメラを天井
壁 2 か所に設置するとともに、ブルーレイディスク付操作卓 1 台を設置するなど、映像配信
システムを整備した。
(2)シミュレーション教育のための機器の充実
看護学部では、学生が知識と技術を統合して臨床に応用していく看護実践能力の育成を目指
して、シミュレーション教育に力を入れている。これまで高機能シミュレータの導入や演習室
の整備を行うとともに、看護学部シミュレーション教育プロジェクトチームの活動と強化を図
ってきた。今年度は、老朽化してきたモデル等の更新をはかり、より実践の場面にそった整備
を行い、教育環境の充実を図った。
・フィジカルアセスメントモデル”physiko“の更新
・乳癌触診モデル（装着式、置き型タイプ）の更新
・壁掛け式吸引器のディスポタイプへの更新
・ベッドサイドモニターの更新
・小児用パルスオキシメータの整備
・SimMan 3G のアップデート
・シナリオ内臓型「多職種連携ハイブリットシミュレーターSCENARIO」の
レンタル継続
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2）大学院の整備（大川先生）
(1)大学院生情報処理室の整備
これまで大学院生の自習室であった C409・C410・C412 は、大学院生専用の情報処理室に整
備された。大学院生が使用する PC と情報システム管理が大学に一元化されることになり、学生
の要望も聞きながら整備した。以下の点で安全性と利便性が向上した。
①PC 端末がネットワークサーバーで管理され、より高いリスクマネジメントが可能になっ
た。
②院生はフリーアドレスで PC 端末を利用でき、サーバー上で個人の設定を呼び出して作業で
きるため、限られた環境を有効活用できるようになった。
③学内サーバーに接続する PC 端末では、統計ソフト EZ-R が標準で使用できるようになっ
た。
上記の整備に伴い、研究データや個人の持ち物を管理するために、すべての大学院生に個人用
のダイヤル式ロッカーを整備した。また情報処理室、共用スペース利用規則を定め、学生と教員
への周知を図った。
(2)大学院教育の拡充に向けた整備
令和２年度からの共創看護学領域開設、令和３年度からの母性看護学領域、災害・国際看護学
領域設置準備に向け、教育機器類の整備の他、関連書籍、分析ソフトや教材等を購入した。ま
た、博士前期課程専門看護師コースの学生が、変化する臨床現場に対応したケアとキュアの統合
による高度な看護技術を修得するとともに、看護学研究科の学生が実践の課題に対応した、新た
な看護ケア方法を開発できるようにするために、エコーや指導用モデル、シミュレータ等を購入
し、教育環境の充実を図った。
令和元年度に購入した物品等
・超単焦点プロジェクター、ボードスタンド 82 型、スピーカー
・ポータブルワイヤレスアンプ、ワイヤレスマイク
・災害・国際看護学領域書籍
・共創看護学領域書籍
・各領域の洋書
・Text Mining Studio スタンドアロン版 アカデミックライセンス
・NViVo12.0 質的分析ソフト
・SAS 統計解析ソフト JMP14.2S1C059
・母性看護のためのアセスメント事例集 計 2 巻
・めだまんず（糖尿病性網膜症指導用モデル）
・リリアム A-200 キット A
・汎用超音波画像診断装置 iViz air
・搾乳トレーニングモデル
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16．戦略的研究プロジェクト推進費による活動
1）新しい教育領域の開拓
(1)事業名「看護学研究科 博士前期課程：教育イノベーション事業」
研究代表者：渡邊聡子
共同研究者：大川宜容、藤田佐和、田井雅子
目的：本事業は、中長期計画に掲げている“質の向上につながる教育改革”の一つとして、多様な
学修の機会を新たに設け、教育環境を整える事業である。博士前期課程における研究コース
の拡充として、2021 年 4 月より、現在の成人看護学、小児看護学、家族看護学、地域看護
学、看護管理学、共創看護学領域に加え、母性看護学領域を新設することが本事業の目的で
ある。
成果：本事業の成果として、研究科委員会にて承認された、領域名、教育目的、カリキュラム、
などを下記に記載する。
(1)領域名
母性看護学領域 研究コース（Maternal Nursing）
(2)教育目的
母性看護学領域では、女性の健康を広い視野でみつめ、新しい家族を形成する過程にある
母子やその家族を含む各ライフステージにある女性の、より健康でその人らしい生活を支
援する看護を探求する。本研究コースでは、複雑で多様化する社会環境を背景として女性
やその家族が直面している健康課題や看護実践上の課題の探索および解明に向けて、研究
的に取り組む能力を修得する。
(3)カリキュラム
母性看護学領域研究コースの必修科目は、以下に示すように、看護共通科目 13 単位以上、
領域専門科目 14 単位以上、計 30 単位と定めた（次ページ表を参照）
。
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母性看護学 研究コース履修モデル
区分

授

業

科

大
学
院
共
通
科
目

研究と倫理
教育学特論
教育心理学特論
ジェンダー論
グローバルヘルス論
ケア論
看護理論と実践
看護研究と実践
看護理論と研究Ⅰ
看護理論と研究Ⅱ
看護倫理
看護サービス管理論
看護コンサルテーション論
フィジカルアセスメント特論
病態生理学
臨床薬理学
こころの発達
データ分析方法論Ⅰ
看護教育論Ⅰ
看護教育論Ⅱ
看護教育学専門演習
看護教育学研究方法Ⅰ
看護教育学研究方法Ⅱ
疫学研究方法論
保健医療政策と経済Ⅰ
保健医療政策と経済Ⅱ
看護学の動向と展望
最新専門看護実践講座Ⅰ
最新専門看護実践講座Ⅱ
インディペンデントスタディ

目

単位

母性看護学
研究コース

開講時期
1前

専
攻
共
通
科
目

領
域
専
門
科
目

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
3
3
3
1
1
1
2
1
1
1

1,2
1,2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
2
2
1,2
1
1
1
1,2
1,2
1

後
通
前
前
後
前
前
前

1後

備考

2前

2後

○
○
○
○
○

前後・後前

前
前
前
前
通
通
通
後
前
後
通
通
通
通
通
通
後

○
◇
◇

家族看護方法論Ⅰ

2

1

前

1前
○

女性健康看護論

2

1

前

○

女性健康支援論

2

1

後

子育て包括ケアシステム論

1

1

後

女性の健康危機マネジメント論

1

1

後

母性看護フィールド演習Ⅰ

1

1

後

母性看護フィールド演習Ⅱ

1

2

前

母性看護学研究方法Ⅰ

2

1

後

母性看護学研究方法Ⅱ

6

2

通

どちらか選択

13単位以上
1後
2前

○

○
○
14単位以上
30単位以上

修了要件
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2後

2) 地域課題の解決を目指す研究
(1) 事業名「高幡保健医療圏における精神障害に対応した包括的支援マネジメントモデルの開
発」
研究代表者：瀧めぐみ
①事業趣旨
平成 29 年「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会」において、
「精神障害
にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を目指すことが明確に示された。これにより、精
神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、これまで
に展開されてきた地域の実情を踏まえた方策を検討する必要がある。
高知県に居住する精神障害者は、外来患者数が増加傾向であり、地域で生活している人が他
県と比較して多い。精神障害者が地域で生活するために必要となる医療、障害福祉・介護など
は、中央保健医療圏に集中しており、特に高幡保健医療圏は、患者数に比べて医療機関の数が
少ないため、症状が悪化したとしても、精神科救急として 24 時間対応できる病院がなく、中
央保健医療圏までの移動時間や費用がかかり、身体的・精神的・経済的負担により、安心して
自分らしい暮らしをすることは他の保健医療圏と比較して困難な状況にあるといえる。この
ような現状を踏まえ、高幡保健医療圏に退院する精神障害者や高幡保健医療圏で精神障害者
への支援を行っている様々な職種による包括的支援マネジメントの手法を明らかにすること
で、社会資源に限りのある地域への移行や定着に向けた効果的な包括支援マネジメントにつ
いて示唆を得ることができると考える。
②令和元年度の成果と次年度の課題
令和元年度の課題は、中央保健医療圏より高幡保健医療圏に退院する精神障害者への包括
的支援マネジメントの現状と課題を明らかにすることである。
高幡保健医療圏に退院する、もしくは高幡保健医療圏で生活する精神障害者を支援してい
る医療専門職者・非専門職者にインタビューを行うためのアクセス方法について研究者間で
意見交換を行った。それに基づき、中央保健医療圏から高幡保健医療圏に退院し、中央保健医
療圏に通院している事例、または中央保健医療圏から高幡保健医療圏の病院に転院した事例
への支援を行った実績がある中央保健医療圏の病院に研究協力の依頼を行った。その結果、中
央保健医療圏では 2 施設、高幡保健医療圏では 2 施設より承諾が得られ、8 名のインタビュ
ーを実施する予定であったが、現在 1 名のインタビュー終了後、新型コロナウイルス感染症
への本学の対応に基づき、7 名のインタビューは実施できていない。
次年度は新型コロナウイルス感染症への本学の対応に沿って、インタビューとデータ分析
を進め、高幡保健医療圏における精神障害に対応した包括的支援マネジメントモデルを作成
し、妥当性を検討する予定である。また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
に向けて、先進的に実践している他県でヒアリング調査も行う予定である。
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(2)事業名「高知県安芸保健医療圏における在宅医療福祉施設の看護力を高める持続可能な看護現
任教育プログラムの開発」
研究代表者：内川洋子、共同研究者：大川宣容、長戸和子、森本悦子、森本紗磨美
高知県は全国に先駆けて高齢化が進む中、看護師等の量的確保と資質向上、更に中山間地域で
の看護師等の活動の場の拡大が求められている。また、地域包括ケアシステムの推進により、地
域の急性期病院、連携病院、訪問看護ステーションや小規模多機能型居宅介護等の在宅系サービ
ス、施設・居住系サービス等における看護師への期待は高まっており、在宅医療福祉施設におい
て住み慣れた地域で暮らすことを支えることが必要とされる。
高知県の二次医療圏（中央医療圏を除く）では、人口・病床数ともに最小で、後継者不足によ
る地域医療の維持が課題となっている。地域外の研修に参加しづらい、人員が出せないなどの理
由により、自医療圏において新人看護師教育、現任教育について課題があると考えられる
そこで、本研究では高知県の二次医療圏（中央医療圏を除く）における在宅医療介護施設にお
ける看護現任教育プログラムや体制などの取り組み、課題を明らかにするとともに、ニーズに基
づき課題解決のためのとり得る方策を明らかにする。
2 年目である令和元年度の活動は、
＜研究１＞平成 30 年度にデータ収集した当該保健医療圏で勤務する看護職者（看護師、准看
護師、保健師、助産師）全員を対象とした、看護の実践に関する知識やスキルの更新につ
いての実際とニーズについての質問紙調査の結果を分析し、第 39 回日本看護科学学会学
術集会（石川、2019）にて口頭発表を行い、学会参加者と討論を行った。同時に、高知女
子大学看護学会誌 45（１）に論文「高知県の A 保健医療圏における看護現任教育に関す
る現状とニーズ」を掲載した。また、令和元年度看護学部 FD 研修「看護を語る会」で、
看護学部教員と、当該地区の看護現任教育に関する現状とニーズを共有した。
＜研究２＞平成 30 年度に同地区で実施した「高知県の A 保健医療圏における在宅医療福祉施
設の看護現任教育に対するニーズと方策」を明らかにするためのインタビュー調査につい
て、現在、データを分析中である。
＜研究３＞「高知県における在宅医療福祉施設の看護力を高める持続可能な看護現任教育プロ
グラム（案）」の作成。①看護学部で地域の看護職者対象に行っている既存のプログラムを
Web で展開するためのツールを検討し、トライアルを行った。Web によるクラウドミーティ
ングシステムに期間限定で契約した。領域で開催しているケア検討会を幡多けんみん病院と
Web でつないで実施した。病院からは「これで、真夜中に帰らなくて済む。是非、続けてほ
しい」という意見をいただいた。看護学部で活用できる Web カメラ/マイク/スピーカーセッ
トを購入し、看護学部教員全員が参加する FD 研修会で、Web によるクラウドミーティング
システムとともに活用してもらった。
これは、
新型コロナウィルス対策によるものであるが、
看護学部長、看護学部 FD 委員会による意思決定と企画・運営によるものが大きい。また、
必要に応じて、看護学部教員や看護学部学生、外部者と Web クラウドミーティングを開催
し、トライアルを重ねた。
「Web ミーティング」への切り替えが難しく、
「音声」では、マイ
クで拾えるように前を向いてゆっくり、
はっきり発言すること、
「コミュニケーション」
では、
自分の画像を映してコミュニケーションをとることが最大の課題であることが分かった。ま
た、小規模展開する場合は、web カメラ付きの機器（パソコン等）
、学内 LAN への有線接続
ができる機材などのハード面も揃える必要がある。本研究の最終的な成果として、パソコン
等に詳しくなくても取り扱い（特にゲスト参加）しやすい Zoom クラウドミーティングシス
テム、Web カメラセット（Logicool Web ミーティングセットを購入）が適切と判断した。
これらを看護学部の教員が活用できるようにするために、マニュアル等を作成した。3 つの
マニュアル「Zoom ミーティングの開催方法（ホスト）Ver8」
「Zoom ミーティングへの参加
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方法（ゲスト）Ver8」
「Logicool Web ミーティングセット 機器接続方法」を作成し、看護
学部内ドライブで共有した。機材については、
「Logicool

Web ミーティングセット 予約

表」をドライブ内に置き、看護学部教員全員が活用できるようにした。②令和元年度看護学
部 FD 研修「看護を語る会」で、在宅医療福祉施設の看護力を高める持続可能な看護現任教
育プログラム（案）について、Web 開催やプログラムの展開について提示し、看護学部教員
と議論した。ここでは、地域の看護職者や施設が Web クラウドミーティングに参加するため
の機材（マイク/スピーカー、カメラ、パソコン）を整備できるか、取り扱いができるのかと
いう意見が聞かれた。③本学で開催している講座で、地域の看護職者から継続してリクエス
トを受けて展開している GP の例を選択し、ヒアリングを行った。成功事例の展開の要素に
ついて分析した。④看護職の職能団体の研修施設で、研修開催のポイントと、地域の看護職
の研修に関するニーズの変化についてヒアリングを行った。③④の内容についても、看護学
部 FD 研修「看護を語る会」で紹介し、看護学部教員と共有を図った。
(3) 事業名「高知県における精神障害をもつ女性の妊娠・出産への看護支援モデルの開発」
研究代表者：永井真寿美
周産期統計（日本産婦人科学会、2015）は、約 24 万例の妊娠のうち、約 44％の妊婦が何らか
の健康問題を抱えていたと報告している。そのうち、約 2.6％（6,226 例）の妊婦が精神疾患を合
併していた。同報告では、自殺が最大の妊産婦死亡原因の可能性も示唆しており、周産期メンタル
ヘルスの問題は、重要な課題となっている。このような情勢を受けて、第 7 期高知県保健医療計画
（2018）においても精神疾患合併妊婦への支援体制の強化が述べられており、高知県における精
神疾患を合併した妊産褥婦への支援のあり方が検討されている。
このような現状をふまえ、本研究は、高知県における①精神障害をもつ女性の妊娠・出産体験の
特性とニーズを明らかにすること、②精神障害をもつ女性と家族に対する看護支援や多職種との
連携システムを抽出し、③精神障害をもつ女性の妊娠・出産への看護支援モデルの開発を行うこと
を目的に、2018 年からの 2 か年計画でスタートした。
2018 年度は、精神疾患を合併している妊娠・分娩・育児期にある女性を対象に看護支援を行っ
たことのある看護職者 3 名に対し半構成的面接調査を行い、精神障害をもつ女性の「親になる過
程」において、どのような看護支援が行われているのかを抽出した。その結果、看護者は、妊娠・
出産・育児期にある精神障害をもつ女性の精神症状の変化、家族や社会的背景に応じた「個別支援」
を行っていた。特に、児のための「安全な養育環境の確保」には細心の注意を払っていた。そのた
めに、産科、精神科、小児科に関わる医療者、保健師、ソーシャルワーカーなど「多職種で連携し
継続した支援」が提供できるよう体制づくりを行っていた。
2019 年度は、
「高知県における精神障害をもつ女性の妊娠・出産・育児への看護支援モデル」の
開発を達成するために、高知県内の施設に所属し、精神障害をもつ妊娠・分娩・育児期にある女性
を対象に支援を行ったことのある保健・医療・福祉従事者 12 名に半構成的面接調査を行い、周産
期医療に携わる看護者が行った精神障害をもつ女性への看護支援と多職種連携システムを抽出し
た。本結果と、前年度調査、文献検討の結果を踏まえ、
「高知県における精神障害をもつ女性の妊
娠・出産・育児への看護支援モデル」を作成した。活用化に向けて、今後、県内の周産期医療機関、
母子保健担当者等に配布していく予定である。
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3) 災害に関する課題の解決を目指す研究
（1）事業名「南海トラフ地震に備えた福祉エリア設営ガイドライン の開発」
研究代表者：竹崎久美子
共同研究者：塩見理香，西内舞里，原田圭子，
坂元綾，福田敏秀（社会福祉学部）
表記の研究課題は、2 年目の学長助成事業（戦略的研究プロジェクト）である。高齢者、母子、
精神、障がい者と領域を超えた研究グループを編成し、また 2 年目からは、社会福祉学部からも
共同研究者を得て、
『南海トラフ地震に備えた福祉エリア設営ガイドラインの開発』
に取り組んだ。
2 年目である令和元年度は、引き続き過去の被災地の視察、文献検討などを通して災害発生時
の要配慮者に関するさまざまな健康課題をもとにまとめた福祉エリア設営に必要な要素について、
県下３つの市町保健師から得た意見を元に洗練化し、『南海トラフ地震に備えた一般避難所にお
ける福祉エリア設営のためのガイドライン（第 1 案）
』を作成した。
この冊子を、県下 34 市町村の統括保健師、危機管理関係課、並びに高知県健康長寿政策課と県
下 5 か所の福祉保健所地域支援室、高知県危機管理部南海トラフ地震対策課と県下 5 か所の南海
トラフ地震対策推進地域本部、計 80 か所に送付し、内容に関する意見をいただいた。結果は約半
数の回答が得られ、主には、一般住民にも共有しやすいレイアウトや、配慮方法の具体的な表記
に関する意見をいただいた。また課題としては、実際にこのガイドラインをどのように住民と共
有して平時の啓発や訓練を行っていけばよいか、集団と小集団のような住み分けのできる場所の
確保が実際には難しい、などの声が聞かれた。それらの意見を元に、ガイドラインの最初に新た
に「ガイドラインの活用の仕方」の項を加え、平時と災害発生時に分けて活用方法を解説した。
また避難所を設置する際に念頭に置くべきこととして、
災害発生からの時間経過に応じた変化と、
対象者別の場所そのものに関する考え方を整理し、一般避難所予定施設の状況に応じて区割りを
検討しやすいよう工夫した。
以上の修正最終版を作成し、
再度調査に協力いただいた県下 80 か所にガイドラインを送付し、
2 年間の研究を終えた。最終版送付後、さっそく役場職員の研修用にと追加送付の依頼を受ける
など、反響もあったので、次年度以降は、研究成果物であるガイドラインの普及と、実際に一般
避難所中に福祉エリアの設営を検討するよう、自治体や地域住民の方々とともに実現を図りたい
と考えている。
(2)事業名「災害時の意思決定モバイル・ツール開発のための基礎調査-被災地における看護有資格
者の医療知識/技術情報ニーズについて」
研究代表者：木下真里
全ての被災者の安否と健康状態を早期に把握し、得られた情報を関係者で有効に活用すること
ができれば、多くの災害関連疾病は予防可能である。この際に地域に生活する看護有資格者を動
員することができれば、より実効性が高まると考えられる。本研究は、こうした被災者の把握や
応急処置を支援するアプリケーションツールの開発を目指して、自然災害などで被災した看護有
資格者が、自身が属する地域の災害救援活動に参加する際にどのような医療知識や技術情報を必
要とするかを明らかにすることを目的としている。
①2019 年度の活動
ⅰ.基本デザインの決定
高知工科大学敷田幹文教授らの助言を受けて、アプリケーションツールおよびツールと
データベースとを連携するための被災者識別コードの導入に関して基本構想を固めた。
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ⅱ.フィールドの選定
2019 年 10 月の台風 19 号によって最も大きな被害を受けた宮城県伊具郡宮森町におい
て、住民、保健福祉課、町立病院職員、行政区長より聞き取り、協議を行い、同地区での
調査活動、アプリケーションツールの試用について準備を進めている。
ⅲ.アプリ内コンテンツの選定
当初計画では、被災した看護有資格者を対象に、災害発生時の体験に関する聞き取り調
査を実施する予定であったが、新型コロナウィルス肺炎の流行による活動自粛等の影響で
この調査を延期した。代わりに、米国で開発された携帯アプリ“Disaster Nursing”を国内
外で使用し、内容の分析、文献検索を行ってコンテンツ選定作業を行っている。
②2020 年度計画
次年度は、アプリケーションツールおよび被災者識別コードの試作品の開発を進め、実用化
のための防災訓練での試用、現地の様々な集団を対象にフォーカスグループディスカッション
を実施し、実用性を高める予定である。
4) 地域や臨床、自治体、産業等の組織や実践者とともに課題解決を目指す共同研究
(1)事業名「高知県の血管病重症化予防に向けた看護職の知のネットワークづくり-ICT（情報通
信技術）の活用の課題‐
本事業は、2019 年 9 月～2020 年 3 月の約半年で実施した。
研究メンバー：山中福子・内田雅子・高樽由美・益宏実(高知県立大学看護学部)
敷田幹文（高知工科大学情報学群）
、中島信恵・濱﨑絹子（高知県健康政策部健
康政策課）
、上原由美（全国健康保険協会高知支部企画総務部保健グループ）
、
小島純子・窪田美穂（高知医療センター）
、井上和代・高橋奈智（高知赤十字病
院）
、安井美恵（高知高須病院）
、真辺千稔（佐川町立高北国民健康保険病院）
、
平瀬節子（高知県立あき総合病院）
①目的
高知県には、血管病重症化予防にかかわる看護資源として、慢性疾患看護専門看護師、糖尿
病認定看護師、透析看護認定看護師、日本糖尿病療養指導士、高知県糖尿病療養指導士、腎蔵
病療養指導士、クリティカルケアなどの専門看護師、認定看護師、保健師が存在する。血管病
の重症化を予防するには、それぞれの看護スペシャリストの知を互いに活用し、さらにはスペ
シャリストとジェネラリストがつながり、血管病患者にかかわる看護職の実践力を高めてい
くことが重要である。本県では、各スペシャリスト間や看護職とのつながりには距離的・時間
的な制約があり、充分に交流できているとは言い難い。
したがって、本事業では、血管病重症化予防にかかわる地域・医療施設の看護専門職が ICT
（情報通信技術）によってつながり、知のネットワークシステムを構築するうえでの課題を整
理し、持続可能なネットワークシステムの基盤づくりを目的として取り組んだ。
②方法
Step1 では、インターネット回線を用いて既存のビジネスツールを組み合わせたネットワ
ークシステム（Ver1）を検討した。既存のビジネスツール（Slack、Dropbox など）から情報
セキュリティ、利便性、コストパフォーマンス、活用範囲を検討し、ツールを選定した結果、
Slack を用いたシステムを作成した。Slack 内のチャンネルは、高知県内の看護専門職（事業
メンバー）および地域の医療施設に所属する看護師間で情報交換・共有できるチャンネル、お
よび各医療施設内と大学のメンバーの限定された者で情報交換・共有できるチャンネルを設
定した。
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Step2 では、Slack を用いたネットワークシステム（Ver1）を実際に活用し、利便性や利用
しにくい状況などについて聞き取り調査を行い、課題を明らかにした。
③結果
対象者は、A 県内の 2 施設の看護師のうち同意が得られた 6 名である。
（新型コロナ感染に
より調査を中断したため、一部の調査結果である）
主な利用は、限定された参観者のみのチャンネルを連絡ツールとして使用していた。また、
記載された内容を記録物として活動に活用していた。使用時間帯は、仕事終了後や空き時間が
主であった。利用しやすい点は、空き時間など見たい時にみれること、連絡ツールとしてタイ
ムリーに活用できることであった。利用しにくい点としては、設定の困難感があること、機能
が十分に使いこなせないことでの不便さがあること、他者からの反応が感じられないと双方
向のコミュニケーションツールとしての実感なく不安になるといった心理的負担があった。
また、登録メンバーとの関係が希薄な状況で文字によるコミュニケーションに抵抗を感じた
ため、使用できなかったといった意見が得られた。
④課題
血管病重症化予防にかかわる地域・医療施設の看護専門職がつながるためのツールとして
ICT（情報通信技術）を活用するには、今後は次の課題に取り組む必要があると考える。
ⅰ．安心して使用できる環境づくり
概要書（目的、できること、使用方法、ルール：セキュリティに関すること）
、契約書（利
用規約、利用者登録等の手続きなど）
、チャンネル毎の組織図などを明文化し、参加者全員が
共通認識できるようにする。様々な端末で活用できるように設定などの手順書を作成する。
具体的な活用方法がイメージできるように具体例を示す。
ⅱ．ケア実践に活用できる内容を設定し、閲覧を促進する機能を持たせる
ケアに活用できる最新情報、
各専門職からのトピックを発信してもらい、
閲覧を促進する。
そのためには、1 つのビジネスツールでは限界があるため、連携アプリなどを用いた方法の
検討が必要である。
今後は上記の課題に取り組み、まずは安心して活用できる環境を整えたネットワークシス
テム（Ver3）に向けた取り組みを行う。その後、双方向性のコミュニケーションとしての相談
機能を充実させ、知のネットワークシステムへと展開させていく。
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5) 【学長提案事業】授業の教育目標を評価し、教育の質の向上に資する研究
(1)事業名「学部教育における DP に対応した能力獲得を目指す学修成果の可視化と評価」
研究代表者：久保田聡美、共同研究者：内川洋子、池添志乃
本事業は、戦略的研究プロジェクトにおけるテーマ 5【学長提案事業】“授業の教育目標を評価し、
教育の質の向上に資する研究”の位置づけで取り組まれた活動である。研究目的は、各授業科目で設
定している到達目標の適切性を明らかにすることである。学生の視点から目標がどの程度到達され
たかを評価し、さらに、教員の視点から設定した目標が達成できたか、適切であったかを問うこと
で授業目標の適切性を評価することを目的とした。
初年度の令和元年は、教務課と連携し、ポータルシステムに登録されているシラバスから研究対
象となる科目の選定（DP に関連する必修科目）を行った。計画書の段階では、研究方法として後期
の必修科目を対象に「シラバスの達成目標の到達度評価についての質問紙調査」を予定していた。
しかし、①教務委員会や FD 委員会においてもシラバス改革に取り組む過渡期であること、②ポー
タルサイトのシステムの文字数制限の為にシステム登録のシラバスと実際に学生に配布するシラバ
スの内容との間に乖離があること、③DP に対応したカリキュラムマップの表記も合わせてシラバ
スに記載する方向でシステム仕様の変更中であるという理由から、初年度の調査を見送ることにな
った。
そこで、
次年度にむけての基礎データ収集のためにプロジェクトメンバー教員が担当する科目
（看
護システム論）における達成目標の到達度評価についてプレテストを実施した。プレテストは、授
業科目における 1 コマ毎に達成目標とその目標到達度との関係性を分析した。データは、Moodle の
リアクションペーパー機能を活用して実施した。達成目標の表記を「理解できる」
（第 8～10 回）
から「説明できる」
（第 11～15 回）に変更すると、到達度が一旦低下するが、その後のグループワ
ーク等を取り入れたアクティブラーニングの活用により、再び上昇する結果が得られた（下図、表
参照）
。
次年度は、上記の結果を踏まえ、教務委員会とも連携して、職員と学生の両者の視点からシラバ
スの適切性と目標の到達度の評価を実施し、学修成果の可視化に繋がる活動を目指していきたい。

第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回
平均

69.5

77.5

76.2

70.3

72.8

76.3

78.1

82.4

SD

18.6

12.7

14

16.4

15.7

13.3

13.7

13.3
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17．看護学部ニュースレターの発行
看護学部では、平成 23 年度から、看護学部学生生活通信『fure-fure』を年 2 回、保護者の皆様
に向けて発行している。
『fure-fure』とは、学生を応援する気持ちと、学生が誰かを応援できるよう
になる願いを込めて名付けたものである。学生一人ひとりの学びの過程を教員が見守り、個性を尊
重した教育を大切にし、
人と人とのつながりを大切にする校風の中で、
学生が力強く歩んでいる姿、
エネルギー溢れる学生生活を伝えている。
令和元年度は 8 月に第 17 号、2 月に第 18 号を発行した。第 17 号では、4 月に就任した中野副
学長が保護者の皆様への挨拶と、高知県立大学の歴史を踏まえた看護専門職者としての成長を支援
していく多彩な学修環境などについて紹介した。また 6 月に本学永国寺キャンパスで開催した第 51
回中国・四国学校保健学会学術集会長を務めた池添教授から、学校保健に携わる方々や本学在学生・
修了生のボランティアの協力を得て活気ある集会となったことが紹介された。各学年担当からは 2
回生企画の新入生バスハイクや、実習・授業や就職に向けてのガイダンスの様子について、4 回生
のキャリア教育として実施している高知医療センター、高知大学医学部附属病院、高知赤十字病院
に就職した先輩からの話を聞く会について、短期留学や高知医療センターでのボランティア活動に
参加した学生について紹介した。第 18 号では、文化学部にご所属の五百蔵副学長より、本学が国
際交流センターを中心に積極的に取り組む国際交流についてご紹介いただいた。また高知県・安徽
省友好提携 25 周年を記念する青少年交流事業に参加した 1 回生 2 名が、事業の概要や体験した事
柄について紹介した。各学年の学生生活については学内演習や、クリスマス会の様子、国家試験受
験に向けた取り組みなどを学年担当より紹介した。1 回生を対象に大学院教育を視野に入れ開催し
た「看護学を学ぶにあたって－大学院・CNS について－」では、専門看護師である高樽助教からの
講義の様子、学生活動としては定期演奏会や本学入学式・卒業式で活躍する箏曲部について紹介し
た。
この学生生活通信が大学からの一方通行にならないように、保護者の皆様の忌憚のないご意見を
いただくための連絡窓口のメールアドレスを学生生活通信に掲載し、保護者との連携体制を築き、
学生生活を応援していきたいと考えている。今後もこのニュースレターをより充実した豊かなもの
に発展させていくとともに、保護者の皆様からのご意見を頂戴しながら連携体制を築き、学生生活
を応援していきたいと考えている。
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18．高知県看護協会との連携—生涯学習の拠点としての役割
1）看護協会役員および委員
本学の教員は高知県看護協会の役員および委員の役割を担っており、高知県の看護の質を高め
るために各分野において活動を行ってきた。令和元年度は 11 名の教員が以下の委員を担当した
（表 1 参照）
。
表１ 高知県看護協会役員・委員・受託事業担当者
役員・委員名

教員名

高知県ナースセンター運営協議会 委員

藤田 佐和

第 1 副会長
森下 安子

在宅ケア領域看護師研修検討会 委員
特別委員会：地域包括ケア検討委員会 委員
常任委員会：災害看護委員会 委員

竹﨑 久美子

新人看護職員研修検討会 委員

長戸 和子

保健師助産師看護師実習指導者講習検討会 委員

森本 悦子

職能委員会：助産師職能委員会 委員

嶋岡 暢希

予備代議員

渡邊 聡子

高知県小児救急電話相談事業 委員

高谷 恭子

特別委員会：訪問看護ステーション運営委員会 委員
森下 幸子
在宅ケア領域看護師研修検討会 委員
職能委員会：保健師職能委員会 委員
小澤 若菜
特別委員会：ナースセンター委員会 委員
特別委員会：看護研究倫理審査委員会 委員

西内 舞里

2）研修会および講習会
(1) 認定看護管理者研修
本年度はファーストレベルのみが開催され、セカンドレベルは開催されなかった。本学の教員
が関わった認定看護管理者研修修了者や、本学大学院の看護管理学領域を修了して認定看護管理
者の資格を獲得した者が増え、それら資格を持った修了生が中心となり講師を務めるように本研
修は運営されている。その中で本学教員は、それら修了生を支える役割として、一部講義等を担
当して継続的な研修支援を行っている。
表 2 認定管理者研修担当者
教員名、講義名

日程、内容

山田 覚：組織マネジメント概論

日程：令和元年年 5 月 17 日、18 日
・組織マネジメントに関する基礎知識
・看護管理の基礎知識

中山 福子：論文・レポートの書き方

日程：令和元年 5 月 18 日
・論文・レポートとは
・構成の基本
・文献の活用
・本文の記述
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森下 安子：ヘルスケアサービスに
おける看護の役割

日程：令和元年 5 月 20 日
・看看連携
・地域連携における看護職の役割
・保健医療福祉関連職種の理解

森下 安子：保健医療福祉サービスの
提供体制

日程：令和元年 5 月 31 日
・保健医療福祉制度の体系
地域包括ケアシステム
地域共生社会

(2)高知県保健師助産師看護師実習指導者講習会
看護教育における実習の意義ならびに実習指導者としての役割を理解し、効果的な実習指導が
できるように必要な知識、技術を習得することを目的に開催された。15 名の教員が講師として
参加した（表 3 参照）
。
表 3 高知県保健師助産師看護師実習指導者講習
科目

時間数

教員名

看護論

3 時間

看護理論の実践への活用

3 時間

ロイ看護論

3 時間

佐東 美緒

セルフケア理論

3 時間

畦地 博子

小児看護学

3 時間

高谷 恭子

看護倫理

3 時間

有田 直子

ヘルスプロモーション

3 時間

小澤 若菜

精神看護学

3 時間

田井 雅子

在宅看護学

3 時間

川上 理子

老年看護学

3 時間

竹﨑 久美子

3 時間

瓜生 浩子

3 時間

中井 美喜子

看護過程における援助論

3 時間

内川 洋子

母性看護学

3 時間

嶋岡 暢希

家族ケア

3 時間

坂元 綾

看護研究

6 時間

池添 志乃

看護過程
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森本 悦子

(3)臨床看護研究基礎研修
本研修は、①臨床における看護研究の意義と研究的視点を学ぶ、②看護研究の基礎知識やプロ
セスを学ぶ、③看護研究の臨床への活用について学ぶ目的で開催された。5 名の教員が講師とし
て参加した（表 4 参照）
。
表４ 臨床看護研究基礎研修
研修名

日程

教員名
長戸 和子

看護研究の基礎知識

6 時間

看護研究における倫理的配慮

3 時間

竹﨑久美子

臨床への研究の活用

3 時間

瓜生 浩子

看護研究論文（症例研究を含む）の書き方

3 時間

田井 雅子

高谷 恭子

(4)高知県看護協会の教育プログラムにおける講師
高知県看護協会が主催する看護職員現任者を対象とした教育プログラムにおいて、4 名の教員
が講師として参加した（表 5 参照）
。
表 5 現任者を対象とした教育プログラム
研修名／内容

時間数

教員名

4.5 時間

嶋岡 暢希

地域包括ケア推進のための人材育成研修会／
在宅移行期の看護師の役割

3 時間

森下 安子

医療・介護・福祉施設職員研修／
地域医療構想における医療と介護・福祉の連携

3 時間

森下 安子

看護管理者支援研修会
看護管理者入門ビギナー・ミドルマネージャーコース／
地域包括ケアの推進を支援する病院・地域における多職種連携

3 時間

森下 安子

訪問看護管理研修／訪問看護ステーションの管理と運営

6 時間

森下 幸子

訪問看護管理研修／
訪問看護管理アクションプランの発表と意見交換

3 時間

森下 幸子

訪問看護管理研修／
訪問看護管理アクションプランシートの評価と修正

3 時間

森下 幸子

医療的ケア児等支援者・医療的ケア児等コーディネーター養成研修
／総論・支援に必要な概念

1 時間

佐東 美緒

医療的ケア児等支援者・医療的ケア児等コーディネーター養成研修
／医療 2 訪問看護の仕組み

1 時間

森下 幸子

三職能合同研修／基調講演
地域包括ケアシステムの進化・深化に向けて
退院支援事業から見えてきた高知県の課題について

1 時間

森下 安子

三職能合同研修／シンポジウム座長
三職能事例検討会や多職種の合同事業を通して気づいたこと

1 時間
15 分

森下 安子

三職能合同研修／講演
子どもの生きる力を支えるために、人の生涯に関わる看護職者
にできること-みんなで子どもの生きる力を育むために-

1 時間
10 分

佐東 美緒

10 分

佐東 美緒

新人助産師合同研修プログラム／周産期医療の動向 職業倫理

三職能合同研修／まとめ
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(5) 災害看護支援ナース育成研修
7 年目となる高知県看護協会地域災害支援ナース育成研修では、研修時間を 3 時間に短縮して
2 年目であった。従来の初回受講者編に対して継続受講者編では、県下の支部単位で支部の中核
となる災害拠点病院・救護病院の DMAT チームが講師となり、支部独自の救護所開設訓練の内
容で 3 か所で開催された（幡多支部、須崎･窪川地区支部、土佐山田･本山･南国地区支部）
。当初
より本研修で目指していた「支部の中で、近隣同士の顔の見える関係作り」や「実際の発災時に
実働できる仕組みづくり」が実現されつつある。
看護学部からは公開講座でもあるフォローアップ研修に大川教授が、また地域災害支援ナース
育成研修は引き続き竹崎教授が講師を務めている。竹崎教授については、看護協会の災害看護委
員に令和元年度から復帰し、研修会の企画段階から参画している。
研修会の参加者については、かろうじて 200 人台を維持しているが、平成 28 年の熊本地震、
平成 30 年度の開講時間の短縮などの単発的な要因には受講者数が回復するが、全般に減少傾向
である。継続編についても、救護所立ち上げだけでなく、一般市民が既に始めている避難所立ち
上げ訓練などにも対応できる看護の活動について研修内容を変えていく必要があるだろう。今後
も受講者のニーズや高知県看護協会の意向を踏まえながら、大学の果たすべき役割について検討
しながら研修会の開催支援を行っていく必要があると考えている。
また令和元年度は、前年度県看護協会災害看護委員会が完成させた『広域自然災害発生時にお
ける災害支援ナース受援ガイドライン
（医療施設編）
』
の内容を周知するための研修会も企画した。
これは、県下の医療機関において、南海地震発生時には「医療従事者は、自分の職場に限らず、
応援できるところで活動する」という方針が浸透しつつあり、地域災害支援ナースが最寄りの医
療機関にも応援に入ることが現実味を帯びてきたことに起因する。その時、支援する側も支援を
受ける側も、どのような意思疎通や調整をすればいいか、またそれらをスムースに行い、上手に
「受援」するためには、医療機関は日ごろどのような備えをしておけば良いか、といった内容が
書かれている。
実際の研修には、応援を受け入れる側の管理者を中心に受講者があることを予測していたが、
実際には、午前の地域災害支援ナースの研修を受けた、活動する立場の受講者も含まれており、
2 回目以降は支援者の立場でも受援者側の状況に応じた支援の申し出ができることを意識した内
容とした。
「地域災害支援ナース」の育成そのものが、
「できる人から、できるところから」がモットーで
あるので、今後も引き続き、
「これから必要とされることが何か」を見据えて、高知県看護協会と
ともに活動を進めていきたい。
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地区支部

表 1 平成 30 年度 地域災害支援ナース育成研修 受講者一覧
参考
R 元年
日時
場所
参加数
H30
H29
H28
H27
－

－

－

29

53

53

38

－

－

－

－

－

33

26

－

－

－

33

35

20

19

土佐山田･本山･
南国 地区支部

－

－

－

40

31

53

35

室戸･安芸
地区支部

7/14(土)

29

－

－

16

26

高知市北･西
地区支部

8/24(土)

28

76

－

－

－

46

100

－

－

－

103

278

119

175

144

(25)

－

－

30

－

(30)

41

43

－

－

－

33

31

－

21

25

103

44

49

38

96+25
224

177
455

118
237

79
254

59
203

幡多地区支部

初回受講者編

須崎･窪川
地区支部
吾川･佐川
地区支部

高知市南･東地区支部

高知市

幡多地区支部

継続編

須崎･窪川
地区支部
吾川･佐川
地区支部
土佐山田･本山･
南国 地区支部
室戸･安芸
地区支部
高知市
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ編

12/7(土)

県立あ
き総合
病院
高知県看
護協会
高知県看
護協会

初回編受講者合計
四万十
7/6(土)
市民病
院＊
須崎く
10/26(土)
ろしお
病院＊
土佐市民
9/28(土)
病院
JA
10/19(土)
高知病院＊
－

－

12/4(土)

高知県
看護協会

継続編受講者合計
初回編+継続編+ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ編 受講者合計

22
(19)

＊

：支部が独自で開講した研修会

表 2 令和元年度 受援ガイドライン研修会 受講者一覧
地区支部
幡多地区支部
室戸･安芸地区支部
高知市

日時
7/6(⼟)午後
7/14(土) 午後
8/24(土) 午後

場

R 元年参加数

所

25
14
36

四万十市民病院
県立あき総合病院
高知県看護協会

75

合計

（6）看護研究学会
高知県看護協会が主催する看護研究学会での講演において、1 名の教員が座長を務める予定で
あった。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から学会開催が中止された。
プログラム名
講演／座長 テーマ:認知症高齢者を地域で支える
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日程

教員名

1.5 時間

森下 安子

19．教員の研修活動
1）看護学部の教員研修活動の現状と課題
本年度は、大学の研修制度を活用して、小原弘子助教が、愛知県立大学看護学部おいて、国内研
修をおこなうことができた(令和 2 年 1 月 6 日から令和 2 年 3 月 19 日)。小原氏は、令和 2 年度４
月から老人看護学領域の講師に昇任予定であり、①専門看護師教育における、特に、高齢者を対象
とする高度看護実践についての新たな知見、教育プログラムの内容・展開方法の実際を学ぶ、②学
部教育における、高齢者への看護のコアコンピテンシーや教育プログラムの立案方法、学生への教
育活動の実際を学ぶ、ことを目的に積極的に研修を行った。
研修の成果としては、①高齢者看護の基盤となるもの、高度な看護実践、高度な看護実践をする
ために専門看護師として必要な要件の明確化、②専門看護師教育プログラム全体、アセスメント力
およびケアマネジメント力を身につけるための効果的な授業内容や方法についての理解、③実践
演習における大学教員の役割を理解したうえで、実践演習を効果的にかつ円滑に遂行できる方法
の明確化、④高齢者ケアの視点を強化した教育内容および方法について理解を深め、令和２年４月
から小原氏が担当する授業計画案を作成できた。高齢者ケアのニーズが高い高知県において高齢
者への看護は学部・大学院教育共に重要であり、活動成果や報告書資料の内容は、今後の老人看護
学領域の学部教育や大学院専門看護師教育課程のみならず全課程の教育に役立てることができる
ものである。毎年、教員の国内外の研修が行えるように環境を整えることと計画的に研修支援がで
きる仕組みづくりが課題である。
また、今年度は、有田直子講師、田之頭恵理助教、高樽由美助教、瀧めぐみ助教の 4 名が、専門
看護師等として看護実践能力の向上と教育・研究への活用を目的として、看護学部教員臨床研修に
取り組むことができた。さらに、博士課程に在籍している、坂元綾助教、川本美香助教が、博士論
文データ収集に伴う研修に取り組むことができた。大学で教育を行う中で、１回／週、医療機関や
データ収集協力施設において継続して研修を行うことができるように、環境を整えていくことが
課題である。
2) 研修報告
（1）CNS としての実践研修
①臨床研修 有田直子
学部教育、高度実践看護師教育課程における教育力向上のための実践活動として、平成 31 年
4 月から令和 2 年 3 月まで、高知県立療育福祉センターにおいて臨床研修を行った。研修では、
①看護コンサルテーション活動として、外来や病棟における相談活動や看護師とともに実践を
行い、教育と実践の連携の強化を図る、②療育福祉センターの看護師と共同研究を行い、研究
成果を実践にいかすの 2 点を中心に研修を行った。
高知県立療育福祉センターは、本学看護学部 3 回生の小児看護実習、看護学研究科博士前期
課程小児看護学 CNS コースの実践演習の受け入れ施設であり、学部生、大学院生はセンター
での専門性の高い障がい児看護を、看護師や多くの専門職から指導を受け学んでいる。教員が
障がいのあるお子さんとその家族への専門性が高いケアや、多職種連携による支援の実際を学
ぶこと、また共同研究活動を行うことで、学部教育や大学院高度実践看護師教育課程の教育の
実際につなげることができた。共同研究については、研究グループでの分析を継続しており、
学会発表等に向けて今後も取り組んでいく予定である。
学部生や大学院生が講義等で学んだ理論や知識を活用し、学生が子どもや家族に豊かな実践
を行う力を培えるよう、自身の教育力を向上させていくことは必須である。そのため、今後も
臨床研修を継続し、臨床での研究にも力を入れ、学びを深めていきたい。
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②研修報告 田之頭恵里
医療施設での研修を通して経験したことや学んだことを教育や研究にいかすとともに、専
門看護師としての研鑽を積むことを主な目的として、令和元年 5 月から令和元年 9 月に高知
県・高知市病院企業団立高知医療センター（以下、高知医療センター）の小児外来で計 11 回
研修を行った。
高知医療センターの小児外来では、小児医療行政のニーズに応じた専門外来、乳幼児健診や
予防接種などの診療の他、小児期によくみられる呼吸器系や消化器系感染症などの一般外来
の診療も行っており、地域の中核病院として多様なニーズをもつ子どもや家族への支援が行
われている。また、医療的ケアを行いながら地域で生活する子どもや、医療費削減の動きによ
る在院日数短縮化のなか、治療や検査後に在宅で療養生活を送る子どもや家族が適切に症状
への対応やケアを行えるように、病棟看護師と連携しながら、セルフケアを高める支援が行わ
れていた。その他、小児外来では、健康課題をもつ子どもだけでなく、健診や予防接種を目的
とした子どもや家族も受診しているため、子育てをする親や家族を支援する場としても外来
が重要な役割を果たしており、そのなかで、看護師は医師やその他の専門職と情報を共有しな
がら、直接ケアや職種間の調整を行うなど重要な役割を果たしていた。研修では、外来看護師
の方々とともにお子さんやご家族へのケアを行わせていただき、実践を通して外来の機能や
外来看護の果たす役割やケアの実際について学ばせていただいた。
小児外来では学生が実習をさせていただいており、今回の研修で学んだことを学部生の実
習などの教育につなげることができた。今後も研修を通して学ばせていただいたことを教育
や研究にいかしていきたいと考えている。
③精神看護専門看護師の実践活動 瀧めぐみ
精神看護専門看護師としての実践活動を行い、実践と教育の連携の強化を図るとともに、学
部教育や大学院の専門看護師教育課程の教育にいかすことを目的として、平成 31 年 4 月から
令和 2 年 2 月まで計 28 回、細木病院こころのセンターにて以下の 3 つの実践研修を行った。
1 つ目として、精神看護専門看護師としての役割開発のため、今年度は精神科慢性期病棟に
おいて看護業務の一部を一緒に行わせていただきながら、対応困難な事例や退院支援につい
てのカンファレンスに定期的に参加させていただいた。特に対応困難な事例では、病棟看護
師、看護助手だけでなく、医師や精神保健福祉士、作業療法士の多職種によるカンファレンス
を行っていた。そこでは事例の治療の方向性や目標を共有し、期限を決めて各職種がどのよう
に患者・家族に関わるかを確認し合っており、多職種によるカンファレンスの実際について学
ばせていただいた。
2 つ目は、昨年度行った 3 つの病棟への看護研究の指導の結果、その成果を論文としてまと
め、院内外で発表したことである。院内の発表会では、それぞれの研究結果について、当該病
棟だけでなく他病棟の看護師や他職種からも、
「とてもわかりやすかった」
「納得できる結果だ
った」といった感想が聞かれた。院外では、大腿骨頸部骨折術後のリハビリ拒否のある認知症
患者への関わりについての発表を行った。拒否が強い事例に対し、日常的な動作にリハビリを
組み込み、事例のこれまでの人生を踏まえて関わり方を工夫するといった関わりを行ってい
たことは、現場でしかできない研究であると評価され、看護研究担当者も「自分たちのしてい
たことが意味のあったことだとわかってよかった。
」と感想が聞かれた。今後は、このような
看護研究の成果を、病棟の看護実践に反映し、それが看護の質向上につながるよう支援を続け
る。
3 つ目は、昨年度に引き続き 2 つの病棟がそれぞれ取り組む看護研究の指導を行った。今回
初めて看護研究を行う看護師がほとんどであったため、まずは看護研究のプロセスや論文の
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枠組みについての講義を 2 回実施した。研究テーマについては、普段の看護実践から感じて
いる課題や疑問を整理し、言語化できるよう支援した。研究計画書作成後は、データ収集・分
析状況について、定期的な面接とメールで確認し、現在は結果を明らかにしている最中であ
る。また、昨年度に引き続き看護研究の指導を行っているため、昨年度のメンバーが看護研究
を行った経験を活かし、今年度の看護研究メンバーの相談に応じることによって、看護研究を
行う風土づくりや、病棟における研究能力の向上につながることをねらいとし、昨年度看護研
究に取り組んだメンバーが、今年度のメンバーを支援できるよう働きかけた。その結果、昨年
度のメンバーが進捗状況の確認や、相談にも応じており、今後も継続的に看護研究に取り組む
風土づくりができ始めているため、昨年度のメンバーによる支援へのフィードバックも行っ
ていく。
今後は、看護研究の成果をそれぞれの病棟の看護実践に活かし、質の向上につながるよう支
援を続ける。また、カンファレンスへの参加を継続することで、調整などの役割開発につなげ
たいと考える。
（2）国内留学 小原弘子
令和 2 年 1 月 6 日から 3 月 20 日までの 76 日間、愛知県立大学看護学部にて、老年看

護学の大学教育に長年携わり、老人看護専門看護師を多数輩出されている百瀬由美子教
授の下で、
「高齢者看護における、教育、研究、社会貢献の実際を学ぶ」をテーマに国内
留学をさせていただいた。目的は、①専門看護師教育における、特に、高齢者を対象とす
る高度看護実践についての新たな知見、教育プログラムの内容・展開方法の実際を学ぶ、②
学部教育における、高齢者への看護のコアコンピテンシーや教育プログラムの立案方法、学
生への教育活動の実際を学ぶの 2 つであった。
研修目的に沿って、次のような体験をさせていただいた。専門看護師教育においては、老年
看護学高度実践演習（国立長寿医療研究センター認知症病棟）に同伴させていただき、また、
認知症高齢者看護援助論の授業への参加、修士論文計画書発表会および修士論文発表会にも
参加させていただいた。学部教育においては、学部 3 回生の老年生活援助実習（名古屋市内
の老人保健施設 2 か所）に同伴させていただき、また、学部 2 回生の高齢者生活援助論の授
業に参加させていただいた。
認知症病棟や施設での実習同伴を通して、高齢者看護の対象は、健康障害の要因が身体的・
精神的・社会的要因が絡みあっている、複数の疾患を併せ持ち症状が非定型で要因が特定しづ
らい、健康レベルに合わせた自立した生活や回復過程が阻害されている状況にある、高齢家族
員の健康状態の変化によって、家族員の身体的・精神的・経済的負担、家族役割の変化、社会
的役割に影響が生じているという特徴があると理解できた。そのため、高度な看護実践とは、
高齢者を身体的・精神心理的・社会経済的側面から包括的にアセスメントし、高齢者の状態お
よびおかれている状況について要因間の関連性を明確にしたうえで全体像を描き、高齢者を
ケアする看護職および他職種の状況や専門性を踏まえ、専門看護師が直接介入すべき内容と
間接的に介入すべき内容を決定し、介入することと理解できた。また、実習に同伴している中
で、認知症高齢者が日によって反応が違い日内変動もあること、ケア提供者の声のかけ方や関
わり方で反応が大きく変わること、文献にもとづいたかかわりが適応せず期待する効果が出
ないこともあることを知ることができた。このことから、老人看護専門看護師には、高齢者の
日常生活の様子とコミュニケーションから得られる反応より、身体機能（感覚器、運動器など）
および認知機能について、加齢・疾病・精神心理・環境から総合的にとらえアセスメントする
力、アセスメントの際は、客観的評価指標や評価尺度を必要時適切に使用するスキルを身につ
ける必要があると考えた。
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専門看護師の実践演習の同伴では、指導者である老人看護専門看護師から実習指導のこと
だけでなく、修了後の役割開発や活動の実際について教えていただけた。大学院生とも、授業
や実習に取り組む中での悩み、卒業後のキャリアに関する悩みについて話を聞かせていただ
けた。お話を聞かせていただき、医療機関では、認知症認定看護師が活躍し、チーム活動（NST、
DST、安全など）も活発な中で、老人看護専門看護師が新たな役割を開発していく難しさを知
った。自分の思いや考えを表現することが難しい高齢者に対し、医療やケアの方向性について
本人の意思を確認することなく決定されている現実が多くある。そのため、新たな役割開発に
目を向けることも大切だが、
「どのような状況でも高齢者にとっての最善を常に考える、どの
ような状況でも高齢者の意思を尊重し高齢者と一緒にこれからを考える」という高齢者看護
を実践するうえで基盤となる姿勢をゆるぎなく持ち続け、実践の場で活動することも重要で
はないかと考えた。
実習同伴以外にも、愛知県立大学老年看護学領域の先生方からは、学部および大学院の老年
看護学に関連する授業科目の授業計画の詳細を教えていただき、自身が担当予定の科目の授
業運営案（授業設計-授業展開方法-評価方法）を作成できた。
ここに記載した内容は一部であり、他にも多くの学びがあった。この学びを、本学の老人看
護学教育に役立てていきたい。

受け入れてくださった、愛知県立大学副学長・看護学部老年看護学百瀬由美子教授、看
護学部長柳澤理子教授に心から感謝申し上げます。また、老年看護学藤野あゆみ准教授、
天木伸子講師、百々望実習指導員にも様々な面でサポートしていただき、心から感謝申し
上げます。
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20．各領域の活動
＜家族看護学領域＞
１） 社会貢献活動について
（１）ケア検討会
家族看護学領域では、臨床現場で実践している看護師とともに、患者・家族へのケアの質の
向上を図ることを目的としてケア検討会を開催している。今年度は 1 回の開催であった。
【日時】令和元年 12 月 12 日（木） 18：30～20：30
【場所】高知県立大学池キャンパス 看護学部棟 C313
【参加者】24 名、教員 5 名
壮年期のがん患者が緩和ケアへ移行する中で、子どもたちにどのようなタイミングで病気につ
いて話をするのか、夫婦がお互いの思いを理解できないまま苦悩する家族について検討した。
夫婦にはそれぞれの立場での思いがあり、意向にズレが生じていると考えられ、各々への情緒
的支援を行いながら、互いの気持ちを共有しわかり合えるように患者と妻と看護者の 3 人で面談
することや、必要時には代弁を行い、すれ違う思いを調整する必要性が挙げられた。子どもたち
に父親の病状を伝えることに関する夫婦の意思決定への支援においては、
“父親として、自身のタ
イミングで、自身の言葉で伝えたい”という患者の意思を尊重しつつ、夫婦として足並みを揃え
て取り組めるように支えることの重要性が見出された。
（２）リカレント教育
家族看護学領域では、大学院修了生への継続的なサポート体制の強化を目指し、毎月第 3
金曜日に Web ミーティングツールを活用したリカレント教育を開始した。本年度は 6 回開催
し、事例を通して家族支援専門看護師としての支援のあり方を検討した。
① 第 1 回 リカレント教育
【日 時】令和元年 5 月 17 日（金）18：30～21：00
【場 所】高知県立大学池キャンパス 看護学部棟 C313
【参加者】修了生 6 名、教員 5 名
【テーマ】術後合併症を十分に説明されないまま手術の準備が進められた高齢がん患者家
族の倫理的な課題への支援
② 第 2 回 リカレント教育
【日 時】令和元年 6 月 21 日（金）18：30～21：20
【場 所】高知県立大学池キャンパス 看護学部棟 C313
【参加者】修了生 2 名、教員 5 名、大学院生 1 名
【テーマ】患者の意思が尊重されず家族の希望で病状説明を受けていない
患者家族への支援
③ 第 3 回 リカレント教育
【日 時】令和元年 7 月 19 日（金）18：30～21：30
【場 所】高知県立大学池キャンパス 看護学部棟 C411
【参加者】修了生 5 名、教員 6 名
【テーマ】透析導入に関する患者家族の代理意思決定への支援
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④ 第 4 回 リカレント教育
【日 時】令和元年 10 月 18 日（金）18：30～21：20
【場 所】高知県立大学池キャンパス 看護学部棟 C411
【参加者】修了生 5 名、教員 4 名
【テーマ】がん患者の一時退院をめぐる患者家族の合意形成への支援
⑤ 第 5 回リカレント教育
【日 時】令和元年 12 月 20 日(金)18:30～21:00
【場 所】高知県立大学池キャンパス 看護学部棟 C411
【参加者】修了生 2 名 教員 3 名
【テーマ】複数の家族員が病気を持っている家族への退院支援
⑥ 第 6 回リカレント教育
【日 時】令和 2 年 2 月 17 日(月)18:30～21:00
【場 所】高知県立大学池キャンパス 看護学部棟 C411
【参加者】修了生 4 名 教員 5 名
【テーマ】患児の検査を拒否した家族への支援
各回、修了生が実践の中で関わった事例について、遠方の修了生は Web ミーティングツー
ルを使って参加し、ディスカッションを行った。それぞれの事例について、家族アセスメント
から家族像の形成、それらをふまえたケア実践を振り返り検討する中で、参加者各々の思考過
程の中に家族看護エンパワーメントモデルが活かされ、個人－家族－地域社会や医療チーム
といったダイナミズムの中で俯瞰的に家族を捉え、ケアを実践していることがわかった。参加
者の中には、すでに家族支援専門看護師として活動を行っている修了生もおり、プレ CNS の
修了生にとっては非常に学びの多い時間となった。また、Web ミーティングツールの活用は、
遠方からも負担なく参加でき、有用であったので、今後も継続していきたい。
（３）交流会（修了生の会）
【日 時】令和元年 9 月 14 日（土）19：00～22：00
【場 所】京都府京都市内
【参加者】19 名
第 26 回日本家族看護学会学術集会が京都テルサで開催された。今回の学術集会では、
「災
害後における家族レジリエンスを促す看護支援モデル―メンタルヘルス版―を活用してみよ
う」
「
『家族看護エンパワーメントガイドライン」の臨床活用―家族と地域をつなぐ入院から
退院期にある家族を支える看護」の 2 つの交流集会の企画運営をしたほか、修士課程修了生
と教員が 4 題の演題発表を行った。学術集会に合わせ、家族看護学領域修了生と教員を対象
とした交流会を開催した。美味しい京野菜の創作料理を堪能し、近況や今後の家族看護につ
いて語り合い、参加者同士の交流を深めることができた。
(４)その他
家族看護学領域では、令和元年度に家族支援 CNS コース 2 名の大学院修了生を輩出した。
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＜精神看護学領域＞
1. 看護相談室（ケア検討会）
令和元年度は、3 回の看護相談室を開催した。本年度も、高知県在職の精神看護専門看護師
有志の会である「高知精神看護専門看護師の会」と協働し、専門看護師の実践能力の質の向上
を目的としたケア検討会を実施した。
１) 第 1 回「精神看護専門看護師 実践事例検討会」
①

開催日時：令和元年 6 月 20 日(木) 19:00～21:00

②

場所：高知県立大学看護学部棟 C313

③

参加人数：9 名〈本学大学院生 2 名、本学大学院修了生 2 名、教員 5 名〉

④

内容：過去や将来への不安や強い劣等感があり、他者と安定した関係を保てないケースへ
の関わりを報告していただいた。CNS は今のことに集中できるような関わりや、興味があ
ることへの共感や受容を行ってきたが、今後は CNS 以外の他者や集団との関わりが必要
になるのではないかと考えていた。意見交換では、患者が興味を持っていることから作業
療法などにつなげ、他者・集団への関わりを促進することや、患者にとって辛い出来事な
どは話せなくてもその思いに寄り添い続けるなど、患者と関係を継続しながら、次のステ
ップに進めるような方法について話し合われた。

２) 第 2 回「精神看護専門看護師 実践事例検討会」
① 開催日時：令和元年 9 月 19 日(木) 19:00～21:00
② 場所：高知県立大学看護学部棟 C313
③ 参加人数： 8 名（本学大学院生 2 名、本学大学院修了生 1 名、他大学大学院修了生 1 名、
教員 4 名）
④ 内容：神経難病などを併発し、支援者や別居家族への攻撃と、生活上の強いこだわりを持
つケースへの関わりを報告していただいた。検討では、怒りや攻撃、こだわりの行動に注
目するだけでなく、それらの背景を、精神面・身体面・生活面などから多角的にアセスメ
ントすることの重要性が話し合われた。また、複数の機関が関わっており、困難感に差が
生じていたため、それぞれの機関の得意分野を活かしていくこと、利用者が怒りを向けな
い機関は患者の慣れた環境として大切に残していくことなど、多様な連携の仕方が検討さ
れた。
３) 第 3 回「精神看護専門看護師 実践事例検討会」
①

開催日時：令和元年 12 月 19 日(木) 19:00～21:00

② 場所：高知県立大学看護学部棟 C313
③ 参加人数： 8 名（本学大学院生 2 名、本学大学院修了生 2 名、教員 4 名）
④

内容：クリティカルケア領域における精神看護研修の取り組みについて、今後の研修の方
向性や、精神看護の楽しさをどのように伝えていくと良いかを検討した。意見交換では、
今できていることを精神的ケアとして認識できるような体験を積み重ね、そのケア内容を
マニュアルとして示していくこともできるのではないかといった意見が出された。事例に
陰性感情を抱き、一人で悩む看護師もいるため、管理者にも協力を得ながら、語りやすい
環境を工夫することもできるのではないかといった意見があった。
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2. 精神看護領域に携わる卒業生・修了生の交流会
(1) 開催日時：令和元年 6 月 8 日(土) 19:00～21:00
(2) 場所：名古屋市内
(3) 参加人数：13 名（卒業生 1 名、修了生 5 名、前教員 2 名、大学院生 1 名、教員 4 名）
(4) 内容：日本精神保健看護学会第 29 回学術集会にあわせ、愛知県立大学大学院の修了生の会と
合同で交流会を開催した。精神看護に携わる仲間として、夕食を囲みながら、お互いの情報
交換や近況などを話し、交流を深めることができた。
3. リカレント教育
(1) 高知県西部地区研修会（本学健康長寿センター・日精看共催事業）
①

開催日時：令和元年 6 月 22 日(土) 13:30～16:00

②

参加人数：一般参加者 45 名（看護師・准看護師 43 名、その他 2 名）
、日精看役員 6 名、
本学教員 3 名、大学院生 2 名。

③

場所：渡川病院(四万十市)

④

内容：この事業は、高知県西部地区の精神科医療従事者への教育機会の提供を目的として
毎年実施している。今年度は、「行動制限最小化に向けて私たちができること」をテーマ
として開催し、多くの参加者を得た。はじめに、精神科医療における行動制限の実態や行
動制限を受ける人の体験、患者へのケアについて講演を行った。研修後半は事例を用い、
隔離中の事例の体験、隔離前の暴力や隔離後の言動の背景にある思いについてグループワ
ークを行い、隔離を解除するための観察内容、隔離解除に向けた関わりについて考えた。
グループごとに話し合った結果は発表し、参加者全員で共有を行った。

4. その他の活動（精神科病院におけるボランティア活動）
１) 芸西病院「みずき祭」のお手伝い
①

開催日： 令和元年 5 月 26 日（日）9:00～14:00

②

参加者：16 名（看護学部 3 回生 14 名、精神看護学領域教員 2 名）

③

内容：長期入院の患者に付き添い一緒に参加する、地域で暮らす患者と一緒に露店の手伝
いをする、患者や来場者にアロマセラピーを行うなど、学生それぞれが、ボランティア活
動を通して参加者とふれあい多くの学びを得ていた。コミュニケーションをとるのが難し
い患者に対し、スタッフが患者のできていることを活かしてアート作品を作成しているこ
とに気がついた学生は、「強みをケアに活かしていければいいな」と感想を述べていた。
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＜がん看護学領域＞
1）ケア検討会
看護相談室の事業の一環として、地域の看護者とがん看護学領域の大学院生とともに、が
ん患者と家族へのケアの質向上を目指して、継続的に「質の高いがん看護実践を検討する
会」を開催している。令和元年度は「他領域と協働し、がん患者・家族を支える看護実践」
をテーマに、各回サブテーマを決めて開催した。ケア検討会では、①事例紹介、②ディスカ
ッションポイントに沿った小グループでのグループディスカッション、③各グループで検討
事項についての全体発表、④活用できる知識と事例をつなげた解説、⑤事例のテーマに沿っ
た資料や文献の配布を行っている。また、検討会終了後は、日頃のがん看護実践に関する情
報交換が行われ、参加者のネットワークを育む場として活用されている。
【第 1 回】在宅で療養するがん患者・家族への看護に困難を感じた事例
日 時：2019 年 6 月 15 日（土）13:00～15:00
場 所：高知県立大学池キャンパス共用棟 2 階講義室 D220
参加者：31 名（看護職者 22 名、大学院生 4 名、教員 5 名）
内 容：第 1 回は、
「家で過ごしたい」と意思表示し在宅で療養していたが、終末期の様々な
苦痛症状の増強により ADL が低下し、娘一人の介護では在宅療養の継続が難しく、入
院となった患者さんの事例について、ディスカッションを行った。今回は、病院や訪
問看護ステーション所属の看護職者だけでなく、歯科医師や歯科衛生士の方も参加さ
れ、多職種で検討を行った。そして、患者と家族それぞれの立場の体験や思いを理解
すること、なぜ「帰りたい」のか、目的を明確にすることや不安に思う家族が在宅で
の生活をイメージできること、社会資源や家族のサポート体制を整えることなどの必
要性を共有した。また、在宅看護学領域の小原弘子先生から助言をいただき、経過の
見通しをもつことができる医療者が訪問看護や地域包括支援センターにつなぐこと、
「家に帰るか帰らないか」という療養場所の決定をゴールにするのではなく、患者、
家族が何をしたいか、どう過ごしたいかに焦点を当て、必要な支援を考えることの大
切さを再認識することができた。
【第 2 回】精神症状をもつがん患者・家族への看護に困難を感じた事例
日 時：2019 年 10 月 22 日（火・祝）13:00～15:00
場 所：高知県立大学池キャンパス共用棟 2 階講義室 D220
参加者：30 名（看護職者 21 名、大学院生 4 名、教員 5 名）
内 容：第 2 回は、がんの診断を受け治療目的に入院した後に離院し、抑うつ状態や希死念慮
が認められ精神科病棟へ転科となった患者さんの事例を提供してもらい、ディスカッシ
ョンを行った。入院時の落ち着きのなさに看護師が気づいたときにスクリーニングする
ことや検査を受ける時など外来の時からソーシャルワーカーと協働して介入すること
など早めの介入の必要性や、自分から訴えない患者さんに対して、看護師側から一歩踏
み込んで意図的に話を聴くことの必要性を共有した。また、不安や抑うつ症状、希死念
慮がある患者さんが今後治療を継続する上で、悪い知らせを伝えられる患者さんの希望
を尊重し、準備性を高める支援や家族のサポート、訪問看護やデイケアの導入、経済面
への支援など幅広い支援の必要性を共有した。そして、精神看護学領域の瀧めぐみ先生
から助言をいただき、抑うつ症状のある患者さんは、視野が狭くなり今後の見通しをも
つことができずに悲観的になりやすいため、状況に応じて肯定的な見通しを伝えていく
ことの重要性を共有することができた。
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【第 3 回】認知症の高齢がん患者・家族への看護に困難を感じた事例
日 時：2020 年 2 月 15 日（土）13:00～15:00
場 所：高知県立大学池キャンパス共用棟 2 階講義室 D220
参加者：25 名（看護職者 17 名、大学院生 4 名、教員 4 名）
内 容：第 3 回は、膀胱がんの進行に伴う疼痛の増強により入院となったが、重度の認知症が
あり痛みを表現することが難しい患者さんの事例について、ディスカッションを行っ
た。患者さんが体験している痛みについて、がんに伴う痛みの他、ADL 低下や安静に
伴う筋肉や関節の痛みがあり、何もできなくなった辛さや何をされるか分からない不
安・恐怖、入院に伴う孤独感を体験している可能性を共有した。患者さんの痛みを正確
にアセスメントするために、訴えることができない痛みに看護師が気づくことができ
るように、安静時や体動時の表情、精神症状の変化を丁寧に観察することや、今までの
生活スタイルを聞き、生活の視点からアセスメントする必要性を共有した。具体的な援
助として、痛みを和らげる看護援助だけでなく、目線をあわせたコミュニケーションや
タッチング、以前に嗜んでいた趣味など安心や心地よさを支える援助が、特に認知症の
患者さんにとって重要になることを共有した。また、老人看護学領域の塩見理香先生か
ら助言をいただき、BPSD の背景にある困りごとに耳を傾け、痛みだけでなく生活も含
めて全体を見て、その患者さんの「快」を刺激する援助が重要になることを再認識する
ことができた。
本年度のアンケートでは、参加者全員が検討会について「満足」と評価しており、新たな知
識を得ることだけでなく、他施設での取り組みなどを多職種の方々と意見交換することで、
日々の看護実践へのヒントが得られ、モチベーションが高められていることが分かった。ま
た、参加者全員が、看護実践に活用できる学びを得ることができたと評価しており、カンファ
レンスの時にスタッフに投げかけ、患者さんの看護の方向性を広げることや他職種と協働し
て看護を実践することなど、学びを通して実践への課題も見出していることが分かった。これ
らのことから、参加者のニーズを満たし、看護実践に活用可能な学びが得られるケア検討会で
あったと評価できる。ケア検討会に期待することとして、
「新たな知識や援助技術を獲得した
い」、
「困難な事例の介入方法の手がかりを得たい」
、「他施設でやっていることを取り入れた
い、知りたい」という意見が多くあげられていたため、次年度も、がん看護を実践している看
護職のニーズに沿う企画・運営を検討していく。
2）卒業生との交流会およびリカレント教育
がん看護学領域では、①がん看護の質向上のための自己研鑽・情報交換、②修了生のネット
ワークづくりを目的として、がん看護学領域修了生の会『アストラル』を発足し、活動を行っ
ている。アストラルは、①学習会の開催、②メンターシップ、③メーリングリスト等による情
報共有、④学会参加、⑤研究、⑥ホームページ・アストラルのブログ作成という 7 つの活動を
通じて、アストラルの繋がりの強化と発展を目指している。本年度は、県外の修了生も参加す
ることができ、自己研鑽の場になるように、2 回に凝縮して事例検討会および活動報告会の開
催に取り組んだ。
【第 1 回】事例検討会
日 時：2019 年 9 月 28 日（土）12:30～16:30
場 所：高知県立大学池キャンパス共用棟 2 階講義室 D220
参加者：16 名（修了生 14 名、教員 2 名）
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テーマ・事例提供：
①家族を含めた関わりに難渋した事例
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 弘田 智美 氏
②急激な悪化に伴い危機に陥った終末期がん患者の家族への関わりに難渋したケース
東京女子医科大学八千代医療センター がん看護専門看護師 島田 いづみ 氏
③未成年の子を持つ脳転移のある患者の意思決定支援
べテル在宅療養支援センター がん看護専門看護師 廣瀬 未央 氏
【第 2 回】事例検討・実践報告会
日 時：2019 年 11 月 23 日（土）12:30～16:30
場 所：高知県立大学池キャンパス看護学部棟 3 階講義室 C313
参加者：17 名（修了生 15 名、教員 2 名）
テーマ・事例提供：
①全身状態が悪化した造血細胞移植患者・家族のケアに難渋した事例
京都第二赤十字病院 がん看護専門看護師 塚本 多恵子 氏
②AYA 世代がん患者への意思決定支援
高知大学医学部附属病院 がん看護専門看護師 弘末 美佐 氏
高知大学医学部附属病院 小松 美帆 氏
③実践報告
香川県立中央病院 がん看護専門看護師 萱原 沙織 氏
3）がん看護学領域特別講義
がん看護学領域では、大学院生や修了生を対象とした特別講義を継続して開催している。特別
講義では、修了生が後輩である大学院生や修了生に対して、修了後の役割開発のプロセスや日頃
の OCNS としての実践活動について語る機会を提供している。
テーマ：がん高度実践看護師の活動の実際と展望
日 時：2019 年 8 月 9 日（金）13:00～15:00
場 所：高知県立大学池キャンパス看護学部棟 3 階講義室 C310
講 師：四国がんセンター がん看護専門看護師 宮脇 聡子 氏
参加者：12 名（大学院生 12 名）
内 容：大学院在籍中から現在に至るまでの活動として、主要な役割機能に基づいて各々の取
り組みについて講義があり、役割機能の学びを深めるとともに、がん高度実践看護師と
しての役割開発のプロセスを学ぶことができた。また、国や地域のニーズを捉え、所属
する病院機能や役割を踏まえて、がん高度実践看護師としてどこにどのように働きかけ
る必要があるか、課題を見出して戦略的に取り組んでいる看護の実践を学ぶことができ
た。がんプロ学生は、活躍している先輩の看護実践を学ぶことで、将来がん高度実践看
護を担う者として奮い立たされるとともに自身の課題にも向き合う機会になった。
4）NPO 法人緩和ケア協会 第 18 回研究発表会
がん看護学領域では、毎年開催している NPO 法人緩和ケア協会研究発表会の企画・運営を行っ
ている。今年度の第 18 回研究発表会では、看護職だけでなく医師や理学療法士など多職種との協
働により、病院や診療所、地域での活動や研究的な取り組みが発表された。
日 時：2019 年 6 月 2 日（日）10:00～12:00
場 所：高知城ホール
参加者：50 名
演題数：9 演題
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＜慢性期看護学領域＞
1）社会貢献活動について
高知県は、全国に比べて男性の壮年期死亡率が高く、糖尿病をはじめとする血管病対策が課題
となっている。このため、糖尿病に焦点をあて、糖尿病が重症化しやすいハイリスク者の減少及
び、治療中断者の減少を目的に高知県より委託を受け、糖尿病保健指導連携体制構築事業を実施
した。
詳細の事業報告は、
「健康長寿センターにおける活動」にて報告している。
（1）モデル基幹病院の糖尿病療養支援体制の強化（2 施設）
モデル基幹病院の糖尿病療養支援体制の強化として、院内検討会の開催と、web 会議シス
テムを活用した血管病調整看護師の育成研修を実施した。また県に地域連絡会の開催を要請
した。
（2）活動手順書の作成
医療機関で糖尿病看護にあたる看護師がハイリスク患者に対して行う生活指導や関係機
関との地域連携等を行うための活動手順書作成にむけて、学内ワーキングを開催した。
（3）合同事例検討会の開催
モデル基幹病院での血管病調整看護師介入事例から各 1 事例を取り上げ、合同事例検討会
を開催した。
（4）活動支援
血管病調整看護師活動支援として、実践状況と活動に関するフォローアップ訪問と、ICT
を利用した相談支援を行った。
（5）事業報告会の開催
事業報告会を開催予定であったが、新型コロナウイルスの感染リスク拡大の可能性を受
け、参加者や地域の皆様の健康と安全を考慮し、中止となった。
2）研究活動について
（1）第 13 回日本慢性看護学会学術集会 交流集会「SDGｓ時代の地域医療における慢性看護実
践」において、2017～2018 年度に実施した高知県立大学学長助成事業・戦略的プロジェク
ト研究 「高知県の血管病ハイリスク群への重症化予防推進モデルの開発―慢性疾患看護専
門看護師による病院と地域の看看連携を中心に―」の成果について、報告した。
（2）2019 年度、高知県立大学戦略的研究推進プロジェクト「高知県の血管病重症化予防に向け
た看護職の知のネットワークづくり－ICT（情報通信技術）活用の課題－」
（研究代表者：山
中福子）の研究活動を実施した。活動内容は、次のとおりである（研究の全様は、
「戦略的プ
ロジェクト推進費による活動」に記載）
。
①Step1：インターネット回線を用いて既存のビジネスツールを組み合わせたネットワークシ
ステム（Ver1）を作成した。
複数のビジネスコラボレーションツールの特徴、条件、経費など検討し、Slack を選定し
た。参加者全員で情報交換・共有できるチャンネル、限定参加者で情報交換・共有できるチ
ャンネルを Slack 内に設定した。
115

②Step2：作成したネットワークシステム（Ver1）を活用し、安全性・利便性・経済性の視点
から課題の明確化と修正を行い、持続可能なシステム（Ver2）を検討した。
A 県内の 2 施設の看護師のうち研究参加の得られた看護師 6 名に面接調査を行った。調
査期間は 2019 年 11 月～2020 年 3 月であった。調査の結果、利用しているチャンネルは
限定しており、利用用途としては連絡ツールとして使用していることが明らかになった。
このことから、ネットワークシステムの活用において、安心して使用できる環境づくりと、
活用したいと思える内容設定が必要であることが示唆された。
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＜小児看護学領域＞
1）赤ちゃん同窓会
開催日時：令和元年 10 月 20 日（日）13 時～15 時
開催場所：高知医療センター
当日参加人数：看護学部 1・2 回生 12 名、教員 2 名
内

容：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
「赤ちゃん同窓会」を開催している。看護学部 1・2 回生で交流会会場の飾りつけ
を行い、スタッフや教員の見守る中、子どもたちと交流したり、アンパンマン体操
を披露したりして、子どもと家族の楽しい時間を演出した。学生は、子どもや家族、
スタッフと触れ合う機会を通して、小児看護における看護専門職者としての役割
を学ぶ機会を得た。

2）高知医療センター・高知県立大学包括連携事業
（1）継続教育支援
開催日時：第 1 回目：令和元年 7 月 29 日（月）17 時 30 分～18 時 30 分
第 2 回目：令和元年 9 月 25 日（水）17 時 30 分～18 時 30 分
第 3 回目：令和 2 年 3 月中止
開催場所：高知医療センターすこやか A フロア
参加人数：第 1 回目：10 名（医療センター7 名、県大 3 名）
第 2 回目：9 名（医療センター5 名、県大 4 名）
内

容：高知医療センターすこやか A フロアと連携し、今年度も新人看護師を対象に「け
いれんの子どもへの対応」をテーマとしたシミュレーション勉強会を 3 回計画し
た。シミュレーション教育は、2、3 年目の看護師もけいれんを呈する子どもを看
護するうえで活かすことができる知識やスキルの重複トレーニングになるため、
可能な範囲で参加をお願いした。看護科長、看護副科長、臨床指導者、教員ととも
に、最初に疾患や観察項目、必要な看護について勉強会を行い、その知識や技術を
踏まえて病棟にて模擬人形を用いたシミュレーション教育を実施した。参加者か
ら、けいれんの症状は子どもに多い症状であることから、臨床場面での心構えがで
きたり、安全な環境の場で繰り返し実践できるシミュレーションの強みを通して、
実践の場で落ち着いた対応ができるという評価を得た。勉強会を 3 回企画してい
たが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2 月～3 月に開催することができなか
った。来年度も、第 1 回目はシミュレーションの実施につながる勉強会を開催し、
その後、新人看護師と 2 年目看護師の協力を得ながら、前期 2-3 回、後期 2 回の
計 4-5 回の実施ができるように準備を整えていく。そして、けいれんの症状をはじ
め、急変時の対応も含めた実践力の向上につながるようなシミュレーション教育
の継続的な実施を看護科長と相談しながら計画していく。
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（2）臨床実践能力及び実践モデル等の開発・検証に関する共同研究
①研究成果開催日時：平成 30 年 3 月～令和元年 10 月末日
開催場所：高知医療センターすこやか A フロアなど
参加人数：6 名（医療センター4 名、県大 2 名）
内

容：
「ビーズ・オブ・カレッジプログラム R に参加した小児がんの子どもと家族の
体験」をテーマとし、半構成的面接法で得られたデータを質的記述的研究方法で
分析した。結果を抽出するに当たり、対象者の語りを何度も繰り返し読み、理解
したことを話し合いながら、コード化、カテゴリー化をケース毎に実施し、ケー
スを越えたカテゴリー間の関係性を検討した結果、10 のカテゴリーが抽出され
た。貴重な研究結果として、第 61 回日本小児血液・がん学会学術集会での公表、
発表支援を行った。

②研究推進
開催日時：未定
開催場所：高知県立大学看護学部または高知医療センターNICU・GCU
参加人数：11 名（医療センター1 名さらに増員予定、県大 10 名）
内

容：
「命に向き合う子どもと親のエンド・オブ・ライフへの看護支援モデルの構築と活
用」
（研究代表者：高知県立大学看護学部教授 中野綾美）における、家族を対象と
した研究を NICU・GCU の看護師とともに、
共同研究として開始する予定である。
新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、現在、研究活動は中断している。

3）小児看護の魅力を語る会
令和 2 年 3 月の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の発生により中止となっ
た。
4）修了生の会
開催日時：令和元年 8 月 3 日（土）20 時～22 時
開催場所：
（北海道）えりも亭
参加人数：18 名（修了生・大学院生・教員）
内

容：北海道で開催された日本小児看護学会第 29 回学術集会に合わせて開催した。修
了生の会では、医療施設や教育機関など、それぞれの勤務先での取り組みや社会
情勢の中で小児看護の課題となっていることなどについて意見交換を行った。
それぞれの病院や施設等における取り組みや課題を共有するとともに、子ども
と家族にとっての最善を常に考え、取り組み続けることの重要性やチームでの
情報共有のあり方など、多岐にわたる視点での意見交換が行われた。

5）大学院事例検討会・特別講義
(1)第 1 回小児看護学領域事例検討会
日時：令和元年 7 月 21 日（日）15 時～17 時
参加者：14 名（修了生、教員）
修了生を話題提供者に迎え、障がいのある子どものケアについて事例を通して検討した。
(2)第 2 回小児看護学領域事例検討会
日時：令和元年 11 月 11 日（日）14 時～16 時
参加者：16 名（修了生、教員）
修了生を話題提供者に迎え、NICU の子どものケアについて事例を通して検討した。
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(3)第 3 回小児看護学領域事例検討会
日時：令和 2 年 2 月 9 日（日）14 時～16 時
参加者：18 名（修了生、卒業生、教員）
修了生を話題提供者に迎え、医療的ケアを必要とする子どもの在宅移行について事例を通し
て検討した。
(4)小児看護学領域特別講義(修了生キャリア支援)
講師：濱田米紀氏（兵庫県立こども病院 看護師長 小児看護専門看護師）
日時：令和 2 年 2 月 9 日（日）9 時～12 時
参加者：14 名（修了生、卒業生、教員）
昨年度より修了生のキャリア支援として、小児看護専門看護師に必要な実践能力についての
特別講義を行っている。
今年度は特別講義時に、
講師の小児看護専門看護師に修了生 3 名が、
実践で取り組んでいる課題についてのコンサルテーションを行う時間を設け、参加者でのデ
ィスカッションを行った。
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＜母性・助産看護学領域＞
１）教育・研究活動
(1)助産看護および母性看護実習施設について
今年度は JA 高知病院の実習が再開となり、助産看護実習は高知医療センター、高知赤十字
病院、幡多けんみん病院、JA 高知病院、国立高知病院の 5 施設、母性看護実習は、高知医療セ
ンター、高知赤十字病院、JA 高知病院の 3 施設で実施した。
(2)戦略的研究推進プロジェクト
①「看護学研究科博士前期課程：教育イノベーション事業」
博士前期課程研究コース母性看護学領域の 2021 年度開設に向けて、
教育課程の検討、
教育・研究環境の整備、学生募集にかかる準備を行った。
②「高知県における精神障害をもつ女性の妊娠・出産・育児への看護支援モデルの開発」
精神障害をもつ女性への看護支援を行ったことがある医療従事者を対象にインタビュ
ー調査を実施した。その結果をもとに「高知県における精神障害をもつ女性の妊娠・出
産・育児への看護支援モデル」の作成を行った。
２）高知医療センターとの包括連携
(1)病院前妊産婦救護に関するシミュレーションコース BLSO の支援
本事業の目的は、救急隊員が妊産婦救急の場面に対応できる力をつけること、救急隊員と周
産期に関わる医療従事者がメンタルモデルを共有し連携する能力の習得であり、包括的連携事
業として実施している。講師は NPO 法人周生期医療支援機構のインストラクターが担当して
いる。
今年で 3 年目となる本研修会は、9 月（プロバイダーコース）と 2 月（インストラクターコ
ース）の 2 回開催され、参加者総数は 35 名であった。これらの取組みが、南海トラフ大地震
発災時の妊産婦の救護への備えとつながっていくことが期待されている。
３）地域貢献活動
(1)令和元年度母性助産看護学領域交流会
本学助産コースの卒業生間ならびに教員との交流を目的とし、令和元年 10 月 4 日（金）に
高知市内で交流会を開催した。参加者は、助産コース卒業生 9 名と教員 6 名であった。自己紹
介、勤務先での経験を含む近況報告、学生時代の思い出を語り合う機会となり、交流を深める
ことができた。
(2)リカレント教育「周産期にみられる症状・兆候を見逃さないアセスメント力を身につけよう！」
本研修会は、周産期にみられる症状・兆候に対するアセスメント力の向上を目的に、卒後１
～2 年目の看護職者を対象に実施している。3 回目となる今年度は、令和元年 11 月 8 日（金）
に開催し、卒業生を含む県内の産科病棟に勤務する助産師 3 名が参加した。今回のテーマは「意
識障害」であり、高機能シミュレーターを用いて状況を再現し、フィジカルアセスメント、お
よび、チームでの対応を学ぶ機会とした。参加者の感想には「医師の指示があれば動けるが、
自分の判断にまだまだ課題があることに気付いた」「普段関わることの少ないハイリスク事例
をシミュレーションすることで、自身の知識が乏しいことを再認識した。リスクがなくても起
こりうるという意識を持っていきたい」などがあり、自己の課題に気付く機会となった。
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(3)地域の消防とのつながり
BLSO 研修会をきっかけとして、消防主催の訓練に大学教員・学生が妊産婦役割として参加
するなど、消防と大学との交流ができた。BLSO 研修会後の消防署内における伝達講習会では
大学から必要物品の貸し出しを行い、病院前妊産婦救急の継続教育の支援につながった。
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＜地域看護学領域＞
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。本年度は、新任期及び中堅期保健師の育成に関する研修の企画・実施の助言と、講師をお
こなった。
（1）新任期保健師育成支援
①集合研修
高知県内保健師 1 年目から 4 年目を対象として、保健師として必要な能力を段階的に獲得
することを目的として、OJT と Off‐JT を組み合わせたプログラムとして実施した。詳細は
「10.健康長寿センターにおける看護学部の活動」の「5)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 (1)高知県新任保健師研修会」に報告している。
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、昨年度作成した新任期保健師支援プログラ
ムの説明と共に、目標管理、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。な
お、第 2 回プリセプター能力育成研修は、3 月 16 日に、育成計画の評価に関するグループワ
ークを予定していた。しかし、新型コロナウイルスの県内発生、及び感染拡大防止のため中止
となった。
【第 1 回プリセプター能力育成研修】 参加者：49 名
日 時：令和元年 5 月 8 日（火）13：30～16：30
内 容：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（1 年目保健師担当）
・川本美香
・畠山典子
（2）中堅期保健師育成支援
高知県の行政機関に所属する中堅期保健師育成支援として、保健活動評価研修を行った。研
修は、PDCA サイクルに基づく保健活動全体のマネジメント能力の強化と、地域ケアシステ
ム構築を推進できるよう実施している。この研修では、集合研修（計６回）での講義、演習お
よびグループワークと、各市町村（2 箇所）に出向いたコンサルテーションをおこなった。
①保健活動評価研修―集合研修―
【第 1 回】令和元年 5 月 17 日（金）10 時～16 時
講師：時長美希 受講者：4 名
講義「ニーズに応じた地域ケアシステムづくりの展開と評価方法」
演習「演習で取り上げる活動の位置づけを確認、機能する支援システムについて現状分
析、課題抽出を行う、目標を明確にする」
【第 2 回】令和元年 5 月 28 日（火）10 時～16 時
講師：時長美希 受講者：5 名
グループワーク：目標設定までの全体を通して確認
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【第 3 回】令和元年 6 月 20 日（木）10 時～16 時
講師：時長美希 受講者：5 名
講義「地域ニーズに応じた地域ケアシステムづくり-目標に応じた実施計画・評価の考え方-」
演習「実施計画、評価計画策定」
【第 4 回】令和元年 7 月 2 日（火）10 時～16 時
講師：時長美希 受講者：8 名
グループワーク「評価計画までの全体をとおして確認」
【第 5 回】令和元年 8 月 27 日（火）10 時～16 時
講師：時長美希 受講者：4 名
講義「地域ニーズに応じた地域ケアシステムづくり-評価計画を見直し次の方向性をつかむ-」
演習「評価計画の見直しと評価の視点の確認」
【第 6 回】令和 2 年 2 月 17 日（月）10 時～16 時
講師：時長美希 受講者：3 名
講義「地域ニーズに応じた地域ケアシステムづくり-評価の実施から次年度の方向性をつかむ」
演習「評価計画の見直しと評価の視点の確認」
②保健活動評価研修―コンサルテーション―
①の内容をふまえ、地域ケアシステム構築に関して、県内 3 カ所（いの町、須崎市、高知市）
において、コンサルテーションを行った。
（3）福祉保健所管内新任期保健師研修
福祉保健所が開催する管内新任期保健師・中堅期保健師の人材育成に関する研修では、
集合研修の課題提出に向けたフォローアップとして個別課題の取り組み状況ついて確認をお
こなった。また、人材育成の充実を図るため、プリセプターや管理者が支援する能力を高め
る講義やグループ討議での助言をおこなった。
・中央東福祉保健所
日時：令和元年 11 月 5 日（火）13：30～16：30 １～4 年目保健師 参加者：13 名
内容：講義「地区診断・PDCA サイクルの要点―普段の気づきを活かした展開―」
課題に関する個別面談 ：川本美香
・中央西福祉保健所
日時：令和元年 9 月 11 日（水）10：00～12：00 １～4 年目保健師 参加者：15 名
内 容 ：講義「普段の気づきを活かした展開―新任期保健師研修の課題を活用して
―」および課題に関する個別面談、情報交換による交流 ： 川本美香
・須崎福祉保健所
新任期保健師・プリセプターフォローアップ研修会 参加者：29 名
日時：令和元年 9 月 30 日（月）10：00～16：00
内容：１．午前の部：Ａ班（1 年目）
・Ｂ班（2 年目）プリセプター
グループワーク(10:00～12:00)

助言者：畠山 典子

2．講義：
「ＰＤＣＡサイクルと業務の展開」 講 師：畠山 典子
午後の部：C 班（3 年目）
・D 班（4 年目）プリセプター
グループワーク

助言者：畠山 典子

市町村事業報告・新任期保健師研修会個別指導 参加者：10 名
日時：令和 2 年 1 月 30 日（木）13：00～16：00
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助言者 畠山 典子

・幡多福祉保健所
管内新任保健師研修会
日時：令和元年 11 月 14 日（月）13 時～16 時 30 分 参加者：15 名
内容：集合研修の課題に関する発表、グループワークの助言 ：小澤若菜
2）地域保健活動支援
高知県健康長寿政策部健康長寿政策課、高知県健康政策部健康対策課・福祉保健所地域支援室
と協働し、各管内の地域保健活動の取り組みに関する研修会の講師や助言を行った。また、市町
村が取り組む保健活動への参画、助言を行った。福祉保健所の地域保健活動報告会では、市町村
の様々な事業や保健活動に関する報告を通して、参加者同士、活発な意見交換や質疑応答がなさ
れた。報告会での助言を通して、参加者が、保健活動の評価の視点や方法を学び、より効果的な
実践を目指す機会となった。高知県国民健康保険団体連合会の保険者への保健事業支援・評価等
を行っている。国保連合会の事務局と事前協議、実施後の振り返りを行いながら、効果的な保健
事業の推進を図るための支援を行った。
（1）高知県
①安芸福祉保健所管内保健福祉活動報告会
令和元年 2 月 26 日（水）13：30～16：45
発表者 8 名に対する書面による助言
②須崎福祉保健所管内保健福祉活動報告会
令和 2 年 2 月 17 日（月）13：30～16：00 参加者 51 名
管内における保健福祉活動の実践事例から、効果的な保健活動の展開方法
：助言者 畠山 典子
③高知版ネウボラ推進の取り組み
高知県で策定している「日本一の健康長寿構想 第 3 期構想 Ver.3」大目標Ⅲ厳しい環境
にある子どもたちへの支援、大目標Ⅳ少子化対策の抜本強化において、
「高知版ネウボラ」
の推進が掲げられている。その取り組みとして、県主催の中央研修会を実施した。
・令和元年 5 月 27 日（月） 13:30～16:30(参加 17 市町村，5 福祉保健所 計 32 名）
高知県母子保健コーディネーター等（初任者）研修会 講師 畠山 典子
・令和元年 2 月 14 日（金） 10:00～16:00 （参加 16 市町村，５福祉保健所 計 32 名）
高知県母子保健コーディネーター等（現任者）研修会 講師 畠山 典子
・令和元年 7 月 25 日（水）10:00～16:00 （参加 26 市町村，5 福祉保健所 計 51 名）
子育て世代包括支援センター連絡調整会議 助言者 畠山 典子
・令和元年 6 月 18 日（火）10:00～16:00 （参加 23 市町村，5 福祉保健所 計 57 名）
「総合相談窓口機能強化のためのスキルアップ研修会（前期）
」 助言者：畠山 典子
・令和元年 12 月 24 日（火）10:00～16:00

（参加 26 市町村，5 福祉保健所 計 47 名）

「総合相談窓口機能強化のためのスキルアップ研修会（後期）
」 助言者：畠山 典子
（2）市町村
①高知市男女共同参画センターソーレとの共同事業 女性防災プロジェクト
第 1 回 令和元年 5 月 25 日（土）
：参加者 20 名 13:30～16:30
第 2 回 令和元年 6 月 1 日（土）
： 参加者 21 名 8:30～17:30 フィールドワーク
第 3 回 令和元年 6 月 15 日（土）
： 参加者 27 名 13:30～16:30
第 4 回 令和元年 7 月 13 日（土）
： 参加者 23 名 13:30～16:30
助言者 神原咲子・畠山 典子
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②宿毛市母子保健推進協議会研修会
【第 1 回】令和元年 6 月 10 日（月）
参加者：母子保健推進員 18 人、保健師・栄養士 8 人、多福祉保健所 2 人 計 28 人
内容：母子保健推進員の活動と地域で支える妊産婦支援 講師：畠山典子
グループワーク
【第 2 回】令和 2 年 2 月 25 日（月）
参加者：母子保健推進員 18 人、保健師・栄養士 7 人、計 25 人
内容：令和元年度母子保健推進員の活動のまとめと次年度の活動計画 講師：畠山 典子
グループワーク
③土佐清水市個別事例検討会
日時：令和 2 年 2 月 28 日（金）13:00～16:00 （参加者 10 名）
アドバイザー 畠山 典子
（3）高知県保健師人材育成評価検討会
第 1 回は、高知県保健師人材育成評価検討会設置要項（案）および福祉保健所・各団体にお
ける令和元年度の保健師人材育成関係事業計画について、行政保健師確保対策、保健師確保対
策の 1 つとしての実習の在り方について、情報共有および意見交換を行った。第 2 回は、令和
2 年度事業計画、保健活動評価研修の効果的な実施について、県内 3 大学の地域看護に関する
実習の実績および実習計画について、メールを活用した書面会議となった。
第 1 回 令和元年 7 月 9 日（木）
第 2 回 令和 2 年 3 月 10 日（火）開催予定であったが、書面会議として実施
（4）高知県国民健康保険団体連合会保健事業支援評価委員会
高知県国民健康保険団体連合会の委員及びアドバイザーとして、時長美希、小澤若菜が参画
し国保・後期高齢者ヘルスサポート事業への支援を行っている。本事業は、国保データベース
を活用し、保険者等が保健事業に係る計画の策定・実施の支援、実施された保健事業の評価が
できるよう、委員会において個別支援、情報交換を交えた集団支援を行うことである。
今年度も、委員会活動として、主にデータヘルス計画策定支援と、保険者における個別保健
事業の計画作成・実施支援と評価等を行った。
第 1 回 令和元年 7 月 4 日（木）13：00～15：00 基本方針の決定
第 2 回 令和元年 9 月 5 日（木）13：00～17：00 個別支援 ４保険者
第 3 回 令和元年 9 月 19 日（木）13：00～17：00 個別支援 ５保険者
第 4 回 令和元年 12 月 4 日（水）13：00～17：00 集団支援 12 保険者
第 5 回 令和 2 年 2 月 20 日（木）13：00～16：00 高知県後期高齢者医療広域連合への支
援等
3）保健師交流大会
毎年、4 月に実行委員会を立ち上げ、市町村衛生職員協議会、職能団体、教育機関、高知
市、高知県の保健師が企画・運営を行っており、本学も教育機関として参画している。
今年度は、
「保健師の働き方を考える」をテーマに、開催した。詳細は「11.高知県保健師
交流大会」にて報告している。
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4）学生のボランティア支援
（1）高知市保健所健康増進課「高知市いきいき健康チャレンジ 2019」
3、4 回生の学生延べ 13 名が参加し、高知市民の方の健康づくりのサポートに取り組ん
だ。この事業は、早期からの健康な生活習慣づくりを目指して、高知市民 200 名程度が参加
するものである。参加した学生は運営サポートを行う中で、市民の方々や保健師等専門職の
皆様とも交流し、住民の生活習慣病予防の取り組みや健康づくりに関する意識を高めるきっ
かけとなる取り組みを体験した。また、本事業を通じて多職種連携や、住民の健康づくり対
策等についても学ぶ機会となった。
日時：令和元年 6 月 9 日（日）
，令和 2 年 2 月 9 日（日）場所：高知市保健所
（2）高知市一宮トーメン団地自治会「第 5 回桜まつり（桜ウォークラリー）
」
令和元年 3 月 29 日（日）12 名の学生が参加予定で、自治会との打ち合わせを２回実施し
たが、新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、学生参加は中止となった。
5）高知県看護協会保健師職能委員の活動
高知県内の保健師職能委員と共に、保健師のネットワークの強化や、人材育成に関する課題解
決、地域包括ケアの構築に向けた役割の明確化を図るため、さまざまな組織の委員と共に、教育
機関として活動し、事業運営や研修の企画を行っている。
今年度は、次世代育成事業として、高知県の子どもの生きる力を育むいのちの教育を推進する
ため、三職能委員会で検討し、次年度からの行動計画を策定した。また、保健指導ミーティング
及びファシリテーション研修会を市町村衛生協議会保健師部会との協働により開催し、アフター
ミーティングでは、事業の振り返りと、今後の人材育成の在り方について検討を行った。
６）全国保健師教育機関協議会の活動
（1）第 8 回全国保健師教育機関協議会 秋季教員研修会の開催
日本公衆衛生学会の開催県で行われる秋季教員研修会の企画・運営を、全国保健師教育機
関協議会の研修委員会と共に行った。本研修会は、公衆衛生看護学をコアとする保健師教育
の充実と教育の質向上を目的に毎年開催されている。研修のねらいとして、教育機関と実践
の協働による公衆衛生看護学の発展について意見交流を行うこと、保健師のモデルコアカリ
キュラムを理解し、教育への反映について考えることである。
学会開催県として、高知大学、高知学園短期大学の地域看護学領域の教員にも協力を依頼
し、実行委員会を開催し、研修会開催準備に向けたプログラム、準備、当日運営について協
議を図った。
研修会のテーマは、これまで取り組んできた高知県と教育機関との協働で取り組む保健師
の人材育成に関する報告を企画した。講師として、高知県の保健師人材育成担当課である、
健康長寿政策課の保健推進監中島信恵氏に依頼し、高知県の現状と課題を踏まえた、人材育
成ガイドライン策定に向けた取り組みや、今後の展望について講演いただいた。参加者から
は好評を得ることができた。また、
「もう少し講演の時間を増やしてほしかった」という要
望もきかれた。
（実行委員会）
第 1 回秋季教員研修会実行委員会 令和元年 10 月 10 日（木）18：00～
第 2 回秋季教員研修会実行委員会 令和元年 10 月 22 日（火）10：00～
第 3 回秋季教員研修会実行委員会 令和元年 10 月 25 日（金） 9：30～
実行委員 高知学園短期大学 大西昭子委員、髙藤裕子委員、高知大学 齋藤美和委員、
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高知県立大学 時長美希（委員長）
、小澤若菜委員、川本美香委員、畠山典子委員
（秋季教員研修会）
日時：令和元年 10 月 26 日（土）9：30～11：30
場所 高知市文化ぷらざかるぽーと中央公民館 11 階大会議室
講演内容
9：40～10：40
「教育機関と協働で取り組む保健師人材育成」
講師 中島 信恵（高知県健康政策部健康長寿政策課 保健推進監）
時長 美希（高知県立大学看護学部 教授）
10：50～11：30
「保健師基礎教育の検討状況とこれからの本協議会の活動について」
講師 岸 恵美子（全国保健師教育機関協議会 会長）
講師 平野 かよ子（宮崎県立看護大学 学長）
座長：斉藤 恵美子（全国保健師教育機関協議会 副会長）
参加者数 57 名（会員校 50 名、非会員校 7 名）
（2）中国・四国ブロック定期会議・研究会
目的：保健師教育機関相互の連携を密にして、保健師教育に関する研究・協議を行い、
日常の教育活動に活かし、その向上発展を図る。
日時：令和元年 9 月 28 日（土） 10：00～14：45 岡山
平成 30 年度中国・四国ブロック活動報告
意見交換
研究会テーマ： 「公衆衛生看護管理を学生にどう教授していくか」
グループディスカッション
参加者：時長美希 畠山典子
（3）四国ブロック研究会
目的：
「公衆衛生看護のプロフェッショナリズムー学び合う文化の醸成」をうけ、他分野の
専門職によるコミュニティづくりを学び、日常の保健師の地区活動や教育活動にいかし
ていくことを目的に企画しました。
日時：令和 2 年 1 月 10 日（金）16：00～18：00 愛媛
テーマ：
「地域診断を活かした健康まちづくり～保健師活動とまちづくり活動の連携」
内容：1）公衆衛生における地区診断・地域診断の歴史とまちづくりの親和性
2）保健師と連携した地域診断法ワークショップの実践とその後の住民主体の
健康づくり活動の事例
3）保健師による地域診断法ワークショップの活用
企画運営委員：時長美希
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＜在宅看護学領域＞
1)ケア検討会
在宅看護ケアの質向上、在宅看護のネットワーク作りを目指し、看護学部看護相談室事業とし
て、在宅看護領域ケア検討会を 3 回実施した。
第 1 回は「残存能力を維持、活用しながら在宅生活を続けていくための支援」をテーマに事例
検討を行った。廃用症候群が進行し、家族の介護負担も増大している事例に対し、体調管理や症
状進行のモニタリングが重要であること、看護の役割を明確にしつつ、他職種との役割分担をす
ること、ケア全体の組み立てや社会資源利用のキーとなるケアマネージャーと、お互いの専門性
を尊重しあう関わり方、本人、家族も交え、多職種で目標共有する大切さなど、たくさんの視点
を得ることができた（参加者 9 名）
。
第 2 回は、
「医療用麻薬使用への強い不安がある場合の支援」について検討を行った。がん末期
の呼吸困難に対し医療者は麻薬による症状緩和を提案したいが、家族が麻薬使用に対する強い不
安を持っており、本人への麻薬使用提案を拒んでいる事例であった。麻薬導入に関して本人が意
思決定できるよう、家族の不安に寄り添いながら信頼関係を構築し、
「本人の意思を尊重し、サポ
ートする」体制を整えること、麻薬導入する場合は、看護師がいる場で行い、家族の不安や負担
の軽減に努めること、焦らず、本人や家族の受け入れ状況を見ながら成功体験を重ねていくこと
など話し合った。常に本人を中心に、ケアの受け入れのペースを考えた関わりが大切であること
を確認できた事例であった（参加者 9 名）
。
第 3 回は、
「病院外来から地域へつなぐ認知症支援」について、訪問看護師だけでなく、病院外
来、病棟、退院調整部門、地域連携、継続看護部門、看護管理部門など、病院の様々な部署の看
護師が参加した。事例は、外来通院中に次第に認知機能が低下しているが、本人は他者からのサ
ポートを求めていない独居高齢者であった。認知症の病期と今後の進行予測に基づき、今が介入
のチャンスであることを全員で確認した後、顔なじみとなり信頼を得る方法、ご本人の残存能力
を活かす方法、居住地を考慮した利用できる社会資源と関連職種、ご家族との連携、社会的交流
を増やす方法など、実践経験を交えた様々なアプローチを検討することができた。看護の視点か
ら介入の必要な方を捉える外来看護師、地域でご本人らしさを保ちながらの生活を支援する訪問
看護師、病院と地域を繋ぐ看護師など、それぞれの強みを活かして活発な意見交換ができた（参
加者 18 名）
。
ケア検討会は、訪問看護ステーションに勤務する訪問看護師の方々だけでなく、病院の様々な部
署で働く看護師が参加、事例提供してくださっている。それぞれの視点から意見を出し合うこと
で、よりよいケアを考えるとともに、お互いの立場や役割の理解もでき、看護師同士の連携強化に
ついても考えることのできる場となっている。
2)その他の健康長寿センター事業の展開
上記事業以外に、以下の健康長寿センター事業に領域教員が中心となって事業展開を行なっ
た。なお、詳細の事業報告は、第 1 部「10.健康長寿センターにおける活動」にて報告している。
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
（2）高知県介護職員喀痰吸引等研修
（3）退院支援体制推進事業
5）地域連携事業
（1）土佐市連携事業
②地域ケア会議推進プロジェクト
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3)中央西福祉保健所管内地域包括ケアシステム構築への支援
中央西福祉保健所管内地域包括ケアシステム構築に向け、以下の会議等にアドバイザー等と
して参画し、支援を行なった。
(1)公立病院連絡会
(2)地域連携室連絡会
(3)土佐市地域包括ケア意見交換会
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＜看護管理学領域＞
1) ケア検討会
令和元年度は、領域責任者の交代もあった為、現場の看護管理者の皆様の声に耳を傾けつつ、大
学としての役割機能を果たすために何が大切なのかを改めて問いかける形式をとった。3 回のケア
検討会それぞれにテーマを明確にする形式をとり、回を重ねる毎に参加者も増えた。
また、運営側は、ケア検討会が心理的に安心安全な場となるようマネジメントに努めた結果、参
加した看護職ひとり一人が感じたことを現場の生の意見として語り、共感し合うことができ、組織
や職位を越えた学びの場として機能することが実感できた。
(1)第 1 回ケア検討会：令和元年 6 月 21 日（金） テーマ：
「何のため」を問う 16 名参加
令和元年度最初のケア検討会は、本学看護管理学領域の大学院生による話題提供を通して、
“何
のため”
を問うことの意味を議論する検討会であった。
「全員が自分の意見を自分の言葉で発言し、
発言する人の意見は否定せず傾聴する」というルールに則り、看護管理者やスタッフ、看護管理
学の教員ら 16 名の参加者によって、多様な視点に基づいた活発な議論がなされた。
話題提供者からは、自身の経験を通じて、オーストラリアの臨床現場における「ノーリフトポ
リシー」の実態についての報告が行われた。
「ノーリフトポリシー」に則り、移乗や体位変換操作
を人の手で行うこと（マニュアルハンドリング）を徹底して排除し、そのために必要となる補助
具を豊富に導入すると同時に「ノーリフトポリシー」は基礎教育から継続教育まで徹底的にその
必要性についての理解を深める体制が整備されている。そして、それらのとりくみが「何のため」
になされているのかについて、労働者や患者の安全、リスクマネジメントの視点も交え報告され
た。参加者に対しては、日々当たり前とされている考え方や業務、職場環境に対し「何のため」
、
「誰のため」
、そして「どう実現する」ことができるかという投げかけがなされた。
参加者からは、日々過ごしている現場において「何のため」を問うことの重要性は理解できる
がそれができない現状や管理者の「何のため」という問いとスタッフの問いの違いが語られた。
また、どうすれば管理者、スタッフ含め全員が「何のため」という問いを主体的になすことがで
きるかという議論がなされた。その議論の中で、日々「何のため」という問いをどれだけ立てら
れているか、スタッフに対し問うことを促すことの意味、スタッフから問われることの意味につ
いて参加者自身の経験を通じた内省がなされている場面もみられた。
最後に、
「何のため」を問うことは困難ではあるが、日々直面する問題の本質を見出そうとする
際、問いを立てることは重要であること、そして、問いを当事者同士で共有し、少しずつ行動に
踏み出していくことが第一歩ではないかというまとめとともに、閉会した。
参加者に向けたアンケートからは、
「
“何のために”
を考えることの大切さを学ぶことができた」
「日頃の自分自身の言動に気づくことができた」
「何気ない言葉の深さを考えられた」
「参加者の
方々が様々な視点からビジョンを持って考えていることが知れた」等の評価が得られた。
また、第 1 回のケア検討会で話題提供した「ノーリフトポリシー」は翌月開催予定の高知女子
大学看護学会でのワークショップテーマであることも紹介し、本学の他の事業との連携にもつな
がりを持てた。
(2)第 2 回ケア検討会：令和元年 10 月 4 日(金)

テーマ「ジレンマ」と向き合う 24 名参加

第 2 回目のケア検討会は、現場の新任看護管理者の方より、1 年目の看護師長としての役割遂
行における戸惑いとジレンマに関して話題を提供していただいた。その後、中間管理職として、
組織の目指す方向性は理解していても、現場を大切にしたいからこそ生まれる「ジレンマ」につ
いて、意見を交わした。参加者は、所属施設・部署、役職や管理経験年数もさまざまであり、横
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断的に意見を交換するなかで、それぞれの視点から事例についての質疑応答がおこなわれ、さら
に経験談も共有された。
各施設での新人ナースの夜勤開始時期や人員配置の実際とそれらに影響する設置主体上の規定、
部署の診療科特性、部署間格差や新人ナースの個人差、先輩スタッフからの不安の訴え、役職間
やスタッフ間でのコミュニケーションなどが話題となり、事例の背景理解と状況の共有につなが
っていた。こうした事例理解の下で、事例提供者の方々が、中間管理職として新人ナースの夜勤
開始に関する役割の遂行上の戸惑いや「ジレンマ」とどう向き合うのかについて、大学院生から
視点を整理するための参考として、事例に関連する研究論文の紹介をした後に、参加者間で意見
交換をした。
1 年目看護師長のサポートについては、組織の支援として、同じフロアーに師長のプリセプタ
ーを配置、部署で開始時期や方法を決められる権限付与、教育担当などの第三者を活用するなど
が挙げられた。さらに、事例提供者の戸惑いに対しては、先輩看護師長も通ってきた道であると
いう言葉や研究論文の紹介による共感的な情報共有が、事例提供者の不安軽減の一助となった。
その他にも、新人ナースの夜勤の目的の明確化、ひとり立ちの意味を新人と先輩で共通認識でき
るように言語化する必要性も述べられた。
部署や組織を超えた現場の看護管理者の経験知に基づく貴重な意見交換により、今回の事例が
もつ問題の本質を、事例提供者と参加者が共に理解を深め、それぞれの立場で「ジレンマ」と真
摯にどう向き合うのかを内省するケア検討会となった。
(3)第 3 回ケア検討会：令和 2 年 1 月 10 日(金)

テーマ「平等、公平、公正」48 名参加

第 3 回目のケア検討会は、話題提供者の方より、テーマに沿って管理者として直面する課題に
ついての現状報告後、その内容に沿って、現場の看護管理者やスタッフの本音が語られた。
経験年数は同じでも能力に差が生じる。同じ業務量でも、一方は時間内に終了するが、もう一
方は時間内には終了しない。固定チームナーシングの時から、あった問題ではあるものの、近年、
PNS 方式に取り組むことをきっかけに、日々の業務の内容を可視化する場面が増えてきた結果…
仕事を効率的に終わらせるスタッフとそうでないスタッフの間で「不公平感」が表面化してきて
いる。新人と中堅との間では、抵抗なく業務を引き受け、相手をフォローしながら業務を遂行し、
業務の優先順位や組み立てについて指導出来るのに…。日々の業務で PNS 方式を実践していく
中、個人の価値観や考え方を大事にし、効率的にパートナー同士が補完し合いながら業務遂行を
目指している。その中で、経験年数や個人の能力を踏まえ、管理職としての“公平性”について
活発な意見交換がなされた。
参加者は、所属施設・部署、役職や看護方式もさまざまであり、管理職として公平という観点
でのスタッフへの評価、スタッフからの不満の訴えへの声掛け、リーダーの負担軽減、組織風土、
業務調整とそれぞれの視点から事例についての経験談が共有された。各施設で類似経験年数によ
る能力の差、業務の調整方法、ペアの相互作用が話題となり、事例の背景理解と状況の共有につ
ながっていた。
前半の事例を通した意見交換の後、大学院生から視点を整理するための参考として、事例に関
連する研究論文の紹介をし、更に議論を深めた。
PNS 方式による看護師のペアリングのプロセスが可視化され、問題が表面化されてきている中
「公平性」の重要性は理解できるが、経験年数による能力の差、報酬と業務量、能力と業務量、
働き方の価値観の評価をどうすれば管理職がスタッフ含め全員の納得性を高めていけるかについ
て議論がなされた。PNS において、お互いに弱みを補完しながら強みに変えていくスタッフ間の
相互作用を強化していく仕組みを活かすには、管理職として公平性・不公平性のプロセスにおけ
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る自分自身の戸惑いを含めスタッフに説明し、スタッフの価値観を咀嚼しながら、少しでも公平
性を担保し病棟全体として成長につなげていくなどが挙げられた。
また、今回は、幡多けんみん病院からビデオ会議による参加もあり、遠隔操作における技術的
な課題もあったが、遠隔地からも気軽に参加できる仕組みづくりへの第一歩となった。
話題提供者は、最後までモヤモヤが残った様子ではあったが、正解がないマネジメントにおけ
る「公平性」という問題に対して、それぞれの立場でどのように向かい合うのかを考えるケア検
討会となった。今後も、参加者にとって、ケア検討会が、現場で抱える困り事と真摯に向かい合
い、共に学び、語り合える場となるように企画・運営していきたい。
【参加者からの主な意見】
・共感できる意見が多く、充実できた。公平・平等、奥深いテーマで、考えさせられた。
・学びになった。平等と公平、公正をどう考えるか、PNS に対する考え方や課題について
も、様々な意見が聞けて良かった。
・普段聞かれない管理職の Ns の意見、副看護長の思いを知ることが出来た。
・他の方の意見を伺うことで、同じ悩みを持っていることを知り、今後の励みとなった。透
明性を伝えていく、説明の努力をしていくこと努力していきたいと思う。
・いろんな施設の方の意見がきけて納得できることがたくさんあった。
・答えのないテーマだからこそ、他の人がどう思っているか（考え）をきけてよかった。

2) リカレント教育
令和元年 11 月 9 日(土)、高知市にて、領域責任者の久保田より「健康長寿センターの取り組み
と看護管理実習のご紹介」というテーマで本学の取り組みを看護管理学領域の修了生に対して講
義形式で実施した。博士前期課程および後期課程の修了生、在学生、教員を含め高知県内から 11
名の参加があった。
今年 10 周年を迎えた高知県立大学健康長寿センターでは、高知県を「日本一の健康長寿県」に
するための実働部隊として取り組んでいる 5 つの活動がある。その中でも今回は「高知県の医療・
健康・福祉政策課題を解決する活動」の一つである「地域・病院・多職種・入退院支援事業」の概
要や研修事業、相談事業の具体的な内容についての報告があった。それぞれの病院・地域において
目指す姿を共有し、地域地域で安心して住み続けられる仕組みづくりには、何が課題で、何が大切
なのかを共有する過程こそが、事業の根幹であると説明された。
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次に、看護管理実習については、実習の目的や実習の全体像、具体的なスケジュールの流れにつ
いて説明された。そして、現象を俯瞰し、論理的思考をもってシステムとして捉える事「何のた
め？」を問うことの必要性を、基礎教育の段階でこの実習を通して学ぶことの意味について語ら
れ、参加者とともに、活発な意見交換が行われた。
3) 交流会
令和元年 11 月 9 日(土)に高知市内にて、リカレント教育実施後に交流会を実施した。美味しい
食事を囲み、修了生と在校生が現状報告と同時に看護管理への熱い思い、そして、リカレント教育
での学びや気づきを共有した。研究や実践を通して、日々悩みながらも取り組んでいる課題、そし
て目指す目標を熱く、語り合った。博士前期課程の在学生にとって修了生との貴重な交流の場とな
り、現在学んでいる看護管理と実際の現場における看護管理を融合させるための機会となった。修
了生にとっても、久しぶりに看護管理学を語る貴重な機会であり、今後も頑張ろうというエネルギ
ーにつながったとの意見が聞かれた。同じ領域で学び合う者同士だからこそ得られる交流と同時
に自己を振り返り、明日からの一歩に活かすことができる有意義な会となった。
4) 抄読会
大学院看護学研究科の看護管理学を専攻している博士前期、後期課程の学生と看護管理学の教
員が参加して、研究論文の抄読会を週に 1 回実施している。令和元年度も、4 月から開始し、夏季、
冬季休業期間はお休みとし、2 月まで、毎週実施した。プレゼンターは大学院学生が担当し、研究
のレビューとクリティーク、実践への活用について活発に討議している。本年の対象論文は、32
本であった。また、冬季にはインフルエンザ対応もあり、遠隔会議システムを活用した抄読会も実
施された。今後は、実践リーダーコースの学生が、職場から参加できる環境にもつなげていきたい。
5) 課題と評価
看護管理学領域では、年に 3 回のケア検討会を企画運営することを目標にしており、今年度も
達成できた。また、高知県下の看護管理の学際的ネットワークの構築・維持と同時にケア検討会で
の議論の深まりも考慮して、毎回 20 名程度の参加を目指してきた。本年度は、テーマを明確にし、
そのテーマに沿った話題提供や議論を深める論文提供等が功を奏し、第 3 回では、48 名の参加者
となった。第 3 回には、遠隔会議を試みたこともあって議論の深まりという点においては、課題が
残っている。特に、参加人数の多い会の特徴をみていると特定の施設からの参加者が多い傾向にあ
る。その点については、今後どのような形で運営していくか検討が必要である。
リカレント教育・交流会についても、ここ数年同様の形式をとってきたが、本年度は他の大学の
行事（高知大学看護学会等）との重なりもあり、参加者が少なかった。これまで、培ってきた修了
生のネットワークを活かしつつも、次の展開を検討する必要があると思われる。
また、看護管理学領域の抄読会は、博士前期課程には研究コースの大学院生が多く、後期課程の
学生参加もあり、クリティークの質が高くなってきたことは実感できた。しかし、一方では、臨床
現場の実践リーダーコースの学生の参加回数は少なく、クリティークする力の差が大きくなるこ
とが危惧される。今後は、遠隔会議システム等も活用し、実践リーダーコースの学生にとって、少
しでもその差が是正されるよう環境を整えていきたい。
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＜老人看護学領域＞
令和元年度、老人看護学領域では看護相談室の活動としてケア検討会を実施した。
１）ケア検討会
現場での事例をもとに、病院・施設で働く看護職の方々と事例検討を行った。高齢者への
理解を深め、様々な観点からケアの方略を探れるように企画し、年 2 回実施した。
(1)第 1 回
テーマ「急性期から高齢者のフレイルを予防する」
【日 時】令和元年 6 月 11 日（火）18：45～20：40
【場 所】看護学部棟 2 階 C209
【参加者】14 名
今年度 1 回目のケア検討会は、高齢者のフレイルについて意見交換を行った。導入として、
フレイルの概念・サルコペニアの概念について講義形式で伝えて共通認識を持ったあとに、3
つのグループに分かれてディスカッションを行った。ディスカッションのテーマは、次の 3 つ
であった。
①入院中にどんな状態・症状があると離床が遅れるのか
②入院中、離床を促進する看護ケアにはどのようなものがあるか、離床を妨げていることは
何か
③入院した時点で、どんな高齢者がフレイル状態だった可能性を考えるか
①では発熱や痛みがある状態、術後など治療によって離床が遅れ、フレイルが進むという意
見が出た。そこから②では、できるだけ早期にチューブ類を外し、ご本人が主導権をもって動
けるように促すようにする、認知症の人には生活リズムを整える働きかけをする、などの意見
が出された。③では、入院前に元々どのような生活をしていたのかの情報を得て、本来のレベ
ルを落とさないように働きかける必要があるという意見があった。①～③を通して、病棟看護
師の視点から活発な意見があった。
ディスカッションの後に、病院ではなく地域でのフレイルに関する取り組みや、自身ででき
る簡単なチェック方法の紹介を行った。
参加者からは、フレイル、サルコペニアについて明確な認識がなかったので学べる良い機会
になった、入院中だけでなく入院前後の状態を知ろうとすることが大切だと分かった、病院か
ら地域につなげる役割を自覚した、他に人の意見も聞けて勉強になった、とたくさんの感想を
頂いた。
(2)第 2 回
テーマ：
「高齢者の満足のいく治療と最期を見据えた人生会議（ACP）
」
【日 時】令和元年 11 月 12 日（火）18：30～20：40
【場 所】看護学部棟 2 階 C209
【参加者】9 名
今年度 2 回目のケア検討会は、高齢者のアドバンス・ケア・プランニング（ACP）について
意見交換を行った。
導入として「ACP とは」
「ACP の類型とプロセス」
「家族の代理意思決定」について講義形
式で共通認識を持ち、その後 2 グループに分かれて自由形式でディスカッションを行った。
ディスカッションの中では、ACP について医療者自身が知らないことも多い、ACP はいつ・
誰が行うのか、ACP の重要性は理解できるが、病棟・外来の多忙な状況下で ACP をどのよう
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に導入したらよいのか、といった意見が出された。話し合いのなかでは、病状が悪くなってか
らではなく、入院時や退院時も含めて看護師が経時的に関わること、多職種と連携しながら、
チームで介入していくことの重要性を共有した。そして、医療者として死に対する本人や家族
の思いを受け止め、治療・ケアの意向についての希望を聞く技術が求められるとともに、それ
にかける時間・人・場所などコスト面への工夫など、身近なところから取り組めることを話し
合った。臨床現場で ACP を浸透するためには制度化してはどうか、各職種が ACP に対する意
識を持つことは必要だと思う、まずは対象者と関わりが多い病棟看護師が ACP のきっかけを
つくることで、病棟や多職種にも広がるのではないか、という意見も出た。また、退院調整看
護師の実践事例を通して、家族への代理意思決定支援について学んだ。
参加者からは、
「新しい知識が増えた」
「難しいテーマだったが、今後きっちり考えていかな
ければならないので、意識していきたい」
「知識を広げていきたい」などの感想を頂いた。
老人看護学領域では、今後も年に 2 回、様々なテーマでケア検討会を開催し、多くの方にご
出席いただき、活発にディスカッションを行い、高齢者の理解を深め、ケアの振り返りや方略
を探っていきたい。
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＜急性期看護学領域＞
1）社会貢献活動について
（1）ケア検討会（看護相談室）
急性期看護学領域では、臨床現場で実践している看護師とともに、重症患者や家族へのケア
の質的向上を図ることを目的として、
「クリティカルケア看護学ケア検討会」と称して事例検討
会を開催している。今年度は通年テーマを「見通す力」とし、2 回のケア検討会を開催した。
第 1 回目は、
以前より勧められていた治療を希望せず院内急変して ICU に入室した患者が、
浅鎮静下で再度医師より治療の必要性について説明を受けた場面について検討した。治療をす
れば生命予後としては十分に日常生活を送ることができると判断される状態にも関わらず、本
人が治療を希望しない背景や今後について、また、その状況が患者、医師、看護師などそれぞ
れの立場によってどのように見えるのかを参加者とともに考えた。参加者は 15 名であった。
第 2 回目は、他院の医療者の対応に不信感を抱いた家族が、専門医の手術を希望して夜間救
急外来を受診したが、翌日の専門医の診察では手術適応外であり、手術を選択しても執刀医の
指名はできない旨が家族に説明され、家族の意向と治療方針が異なる場面について検討した。
家族はなぜ手術を強く希望しているのか、患者の意思や患者と家族との関係性はどうなのか、
家族の置かれた状況や看護師の置かれた状況はどうか、本当に手術が待てる病状だったのか、
違和感やギャップを感じる部分はどこかなど、いろいろな視点から参加者とともに考えた。参
加者は 14 名であった。
（2）リカレント教育
①「急性・重症患者看護専門看護師に求められるコーディネーション機能」
川崎医科大学総合医療センターの急性・重症患者看護専門看護師である伊藤真理先生をお
招きし、
「急性・重症患者看護専門看護師に求められるコーディネーション機能」と題して特
別講義を開催した。まずは、伊藤先生から専門看護師の役割機能についての捉え方、クリティ
カルケア領域ならではのコーディネーションの特徴について講義いただいた。その後、事例を
もとに、患者さんの治療や苦痛緩和が上手く展開していかない理由は何か、そこにどのような
現象が生じているのかを個人ワークで考えた。その後、参加者それぞれの視点を共有し、情報
を整理しながら、問題の本質は何かを探索するワークを全員で行った。伊藤先生の見解を伺い
新たな視点を得ながら、情報の解釈・統合を行い、次に、コーディネーションの方向性につい
て、誰に働きかけるのか、どのように働きかけるのか、優先度はどうかという視点をもって個
人ワークを行った。各自が提案する内容の妥当性を確かめるために、模擬倫理カンファレンス
を開き、コーディネーションの方向性を全員で確認した。参加者は 10 名であった。
②「集中治療における早期リハビリテーション～早期リハビリテーションの実際と成果、
多職種で取り組むために～」
高知赤十字病院から ICU 専属理学療法士である遠山真吾先生をお招きし、
「集中治療にお
ける早期リハビリテーション～早期リハビリテーションの実際と成果、多職種で取り組むた
めに～」と題して特別講義を開催した。ICU での治療環境下にある患者の早期リハビリテー
ションに取り組む意義や効果を、公表されているガイドラインや詳細なデータをもとに実際
の事例を用いて講義いただいた。その後、遠山先生が ICU 専従理学療法士として考えている
ことや看護師に期待することについて提示し、大学院生や修了生、聴講の看護師とともに意見
交換を行った。参加者は 12 名であった。
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（3）高知医療センターとの包括的連携事業
①5B フロアの新人看護師のシミュレーション学習会支援
5B フロアでは、新人看護師を対象としたシミュレーション教育を 2 回実施した。第 1 回は
新人看護師が大腸切除術後患者の縫合不全の観察、アセスメント、報告ができることを目的と
し、実施した。事前に病棟科長との打ち合わせを行い、今年度の新人看護師の傾向から、事前
課題を課し、それに基づき、シミュレーションを行った。参加者は 9 名であった。第 2 回は
新人看護師が膵体尾部切除術後の縫合不全の観察、アセスメント、報告ができることを目的と
し、実施した。第 1 回、第 2 回ともに模擬患者に対して新人看護師が実際に観察を行い、そ
れを指導者に報告する、指導者・教員からのフィードバックを行うという形で進めた。第 1 回
では事前課題に基づき、課題の振り返りも行いながら事例や報告の仕方についての理解を深
めた。第 2 回では病棟管理者と相談し、第 1 回に比較して難易度の高い症例の設定とし、新
人の成長の実感の機会とした。2 回のシミュレーション教育を通して、新人看護師、指導者、
病棟管理者ともには 1 年間での成長を実感できたという感想であった。
②7B フロアのシミュレーションを活用したリーダー育成
7B フロアでは、パートナーシップ・ナーシング・システムでチーフリーダーを担う時の判
断や行動について学ぶシミュレーションを実施した。チーフリーダーとして急変時にどのよ
うに対応するとよいか、活発な意見交換、学びの場となった。当初、参加者はテストのようだ
という印象を持っていたが、会を進めるうちに発言回数も増え、チーフリーダーとしての動き
を、イメージすることができ、病棟管理者も含めて今後どのように急変時にリーダーとして役
割を果たしていけばよいかを考える機会となった。
③HCU フロア
HCU フロアの病棟管理者、本事業担当者と詳細に打合せを行いながら、認知症高齢者への
看護に対する知識の獲得のために研修会を開催し、その後、事例検討会を 2 回開催した。
知識の獲得としては、
「認知症高齢者の理解に基づく急性期看護ケアの実際」について神戸
女子大学の藤田冬子先生をお招きし、講演していただいた。研修会に先立ち、病棟での対応や、
HCU での認知症への取り組みについてコンサルテーションを藤田冬子先生に行っていただ
いた。講義では、藤田冬子先生の老人看護専門看護師としての実践も踏まえながら、日々の看
護で実際に活用できるケアについて学ぶことができた。平日にも関わらず参加者は 31 名であ
り、認知症患者への看護の関心の高さが感じられた。今後、BPSD の点数化にとどまらず、患
者理解を深め介入できるよう事例検討を継続する。第 1 回の事例検討会では痛みの訴え、評
価について事例検討する中で自分たちのケアの課題を明確化することができ、その後の日々
の看護をどうするとよいか、具体的に考えることができた。第 2 回の事例検討会では家族か
ら情報収集を意図的に行うことによって認知症患者の情緒面の改善をとらえることができ、
自分たちのケアの効果を実感できた。2 回の事例検討会を通して認知症患者の痛みに対する看
護、家族を巻き込んだ看護について、自分たちの看護の可視化と、さらには看護師の成長を実
感することができた。第 1 回事例検討会の参加者は 13 名、第 2 回事例検討会の参加者は 7 名
であった。
2）研究活動について
急性期看護学領域では、
それぞれの教員が科学研究費の助成を受け研究活動に取り組んでいる。
平成 28 年度から 4 年間の計画で「家族の体験を基盤としたクリティカルケアにおける悲嘆ケア
ガイドラインの開発」
（研究代表者：大川宣容）
、平成 29 年度から 3 年間の計画で「地方都市で
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のクリティカルケア看護熟達者の発展的相互学習システムの構築」
（研究代表者：井上正隆）
、平
成 29 年度から 4 年間の計画で「トランジションを基盤とした ICU 新人看護師の看護実践能力向
上支援プログラムの開発」
（研究代表者：田中雅美）
、平成 30 年度から 3 年間の計画で「消化器
がん患者の周術期ヘルスリテラシー支援プログラムの開発」
（研究代表者：森本紗磨美）の研究に
取り組んでいる。研究成果は、
「救急外来看護師が行う悲嘆ケアの実態調査〜自由記述内容のテキ
ストマイニングによる分析」
（大川宣容．井上正隆．田中雅美．森本紗磨美．岡林志穂．西塔依久
美、第 15 回日本クリティカルケア看護学会学術集会）
、
「ICU 新人看護師の transition」
（田中雅
美、第 39 回日本看護科学学会学術集会）
、
「消化器がん患者の周術期ヘルスリテラシー」
（森本紗
磨美．大川宣容．畑山峰．田中雅美．井上正隆、第 34 回日本がん看護学会学術集会）にて公表し
ている。
大学院修了生の学会発表支援を行い、第 15 回日本クリティカルケア看護学会にて修了生 2 名
が発表を行った。また、大学院生の修士論文としては「集中治療室看護師のせん妄ケアにおける
臨床判断」
「配置転換した救急看護師の成長」
、
「緊急で人工呼吸器を装着した患者のセルフケア」
、
、
学部生の看護研究としては「ICU 入室予定患者に対するバーチャルリアリティ技術を用いた支援
方法の開発」について取り組んだ。
3）その他
急性期看護学領域では、令和元年度にクリティカルケア看護学領域 CNS コース 3 名の大学院
修了生を輩出した。
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21．高知女子大学看護学会
高知女子大学看護学会は、看護学の進歩発展と、地域の看護職者の研鑽および看護の質向上
に貢献することを目的として、看護学会の開催、公開講座の開催、高知女子大学看護学会誌の
発行、奨学金の貸与などの活動を行っている。本学会の運営委員の約半数は、本学部の教員が
引き受けており、学外の様々な現場で活躍している運営委員とともに活動に取り組んでいる。
また、運営委員以外の学部の教員からも多くの協力を得て、これらの諸活動をスムーズに展開
することができている。
1）第 45 回高知女子大学看護学会の開催
令和元年 7 月 20 日に『人生百年時代の看護の SHIFT（シフト）
』をテーマに、第 45 回高
知女子大学看護学会を高知県立大学池キャンパスにて開催した。当日は卒業生・修了生をは
じめ県内外の看護職者 153 名の参加を得て、活気ある学術集会となった。
午前中は、天使大学副学長の高木廣文先生を講師に「人生百年時代と健康格差－特に
「死」の健康格差」のテーマでご講演いただいた。講演は、健康格差の問題が経済格差に起
因するものとして対策が試みられていることが紹介され、果たしてそれだけで、格差の根本
的な解決に至るのだろうかという問いから始まり、さらに死に焦点をあてると、スピリチュ
アル、すなわちキリスト教的な考え方が中心となり論じられていますが、日本人にとっての
スピリチュアルとは如何なるものなのかと問いが進み、四国にも関連深い弘法大師空海の思
想の解釈が語られた。講演後のアンケートでは、
「日本人として日本の人々の宗教的な思い
や「信仰」と自覚していなくても根底に流れているものなど、援助専門職として自分自身の
視野を広げることの重要性に気づかされました。又、そういった看護師を育てる必要性を感
じました。
」
「普段聞くことのできない宗教についての話題にふれることができ興味深かっ
た。患者－看護師間の宗教観について、スピリチュアルについての看護師の素養について考
えさせられた。
」
「私にとって、全く新しい切り口の話で新鮮でした。
」などの意見が寄せら
れた。1200 年以上前に執筆された空海の思想の新しさに驚き、私たち日本人の中にあるス
ピリチュアルを考えさせられる講義であった。
午後からは 7 つのワークショップを開催し、70 名が参加した。ワークショップでは、修
了生や卒業生、教員の話題提供者から、実践の体験をもとに各テーマに関する報告や発表が
なされ、参加者との意見交換が行われた。
ワークショップⅠ：人生百年時代に向けての仕組みづくり
ワークショップⅡ：人生百年時代 老年期の多様な生き方を支える
ワークショップⅢ：病と共に生きる百年
ワークショップⅣ：人生百年時代を担う子どもの力
ワークショップⅤ：人生百年時代のライフキャリア
ワークショップⅥ：人生百年時代 新しいアプローチの開発
ワークショップⅦ：人生百年時代のキャリアデザイン
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2）高知女子大学看護学会誌の発行
学会誌を 2 巻発行した。詳細は以下の通りである。
・高知女子大学看護学会誌 第 44 巻 2 号：令和元年 6 月発行
原著論文 8 編、研究報告 3 編、平成 30 年度公開講座報告
・高知女子大学看護学会誌 第 45 巻 1 号：令和元年 12 月発行
原著論文 10 編、総説 2 編、研究報告 4 編
第 45 回高知女子大学看護学会報告、令和元年度高知女子大学看護学会総会報告

3）2019 年度 高知女子大学看護学会「公開講座」
2019 年度の公開講座は、高知県立大学と共催し、2019 年 9 月 21 日（土）に「やってみて
わかる！看護の質的研究」をテーマに、第 1 回と第 2 回を開催、平成 30 年 9 月 28 日（土）
に「やってみてわかる！看護の量的研究」をテーマに、第 3 回と第 4 回を、高知県立大学池
キャンパスにて開催した。県内外から看護師や保健師、助産師、看護教員、大学院学生、学部
学生の参加があった。

第1回

タイトル

講師

日程

やってみてわかる！看護の質的研究

高谷 恭子先生

9 月 21 日
9:30～12:30

①インタビューガイドの作成とインタ
ビューの実際
第2回

やってみてわかる！看護の質的研究

池添 志乃先生

13：30～16：30

②インタビューデータの分析
第3回

やってみてわかる！看護の量的研究

内川 洋子先生

9 月 28 日
10：00～12：30

①質問紙の作成
第4回

9 月 21 日

やってみてわかる！ 看護の量的研究

井上 正隆先生

9 月 28 日
13：30～16：30

②量的データ分析の進め方の実際

2018 年度の公開講座では、どの回も 20～30 名の参加があり盛況であったが、2019 年度は
さらに参加者が増え、参加人数は延べで 200 名を超えた。内容についても満足度が高く、実
施後のアンケート評価では、約 94％の方が、満足～とても満足と答えていた。公開講座で研
究方法をテーマに取り組み始めてもう数年がたつ。2017 年度は参加者が減少し、他機関の研
修内容との重なりも課題で、次のテーマを考えていくことも検討された。しかし、2018 年度、
2019 年度と参加者が増加しており、研究方法を具体的に学びたいというニーズの高さを痛感
している。今後も、参加者のみなさまのアンケートなどを参考にしながら、おもしろい公開講
座を提供していけたらと考えている。
4）奨学金の貸与
2019 年度は奨学金への応募者は 1 名であった。奨学生選考委員会を 6 月 30 日に開催し、
奨学金選考基準に従い応募者の選考を行なった。その結果を第 45 回高知女子大学看護学会総
会で報告し、奨学生としての承認が得られ、1 名に奨学金を貸与した。
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22．卒業生・修了生への支援活動
1) 再就職や進学・就職・国家試験への支援
看護学部では、在学生に対して、就職・進学・国家試験への支援を 3 回生から重点目標を設定し
て取り組んでいる。卒業生に対しても、在学中の学年担当教員と看護研究指導教員を中心に、キャ
リアアップ支援を継続している。
令和元年度は、第 45 回高知女子大学看護学会（新人看護者を対象にしたワークショップ「看護
の実践を語ることで気づく自己の成長」を企画）や高知県立大学看護学部同窓会への参加を呼びか
けた。また、看護研究の成果を学会発表や誌上発表できるように卒業前から支援を行った。さらに、
キャリアアップのための新たな就職や進学の相談に対しても、メールだけでなく直接面談して相
談を受けて支援した。日常的には、就職した施設において、在学生が実習する機会を捉えて卒業生
の相談に応じた。国家試験についても、卒業生が受験する場合は、各種受験手続きの支援、模擬試
験受験の支援、学習意欲継続への支援を行った。さらにそれぞれの専門領域の教員が、卒業後 5 年
前後の人を対象にして、大学院進学への相談を実施したり、大学で実施している教育研究活動・地
域貢献活動・ケア検討会への参加を促進して、卒業生のキャリアアップ支援を行った。
2) 高知県内の卒業生に対するキャリア支援
高知県内の卒業生に対するキャリア支援に関しては、年間目標に基づき、①文献の配布、②図
書の紹介、③技術練習、④キャリア・進学相談の活動を行った。今年度は、県外就職の卒業生か
らの参加もあり、74 名が登録した。
今年度は、④キャリア・進学相談を 9 月半ばから月末の夕方に行い、参加しやすいように工夫
した。特に大学院等キャリア支援相談に関しては、延べ 22 件の相談があった。その中で 3 名は
本学大学院を受験した。
①資料、文献の配布：38 件
疾病、病態の理解、レポートの作成に必要な資料の配布を行った。
②図書の紹介：5 件
疾病、病態の理解、看護実践の参考になる図書の紹介を行った。
③技術練習（個人）
：7 件
点滴交換、固定などの技術練習のために演習室と教材を提供した。
④技術練習（集合）
：2 回、延べ 4 人
5 月と 6 月に助産領域で分娩介助を中心に集合研修を行った。
⑤大学院等のキャリアに関するコンサルテーション：7 件
大学院、認定看護師への進学に関するコンサルテーションを行った。
上記には含まれないが、県外在住の卒業生 2 名が同コンサルテーションにより進学した。
本年度の特徴としては、所属病棟単位での技術教育が充実したようで、技術練習に関するニー
ズは相対的に低くなった。一方、大学院進学等の将来のキャリア支援に関するニーズが高まる状
況にあり、来年度以降の計画をこれに沿ったものとして企画する必要があると考えている。

3) CNS 認定等の支援
看護学研究科博士前期課程では、平成 12 年 3 月に 1 期生が修了して以来、専門看護師の認定
試験に向けて支援を行っている。大学院修了前に主指導教員は、院生の背景や個別性を尊重し、
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修了後の資格認定までの計画を院生とともに立案している。修了後は、その計画に沿って定期的
に事例検討会や勉強会の開催、コンサルテーション、大学院の特別講義の連絡や講師依頼、共同
研究、先輩 CNS の紹介などを行い、CNS 認定及び認定更新への支援をしている。
平成 31 年までに専門看護師コースを修了し、認定試験に合格した専門看護師は、9 領域 115
名であり、研究コースにおいては、看護管理学領域修了後、23 名が認定看護管理者の資格を得
て、活躍している。令和元年度は、がん看護 CNS2 名、小児看護 CNS2 名、精神看護 CNS1
名、家族支援 CNS4 名、計 9 名の修了生が CNS 認定試験に合格し高度実践看護師として活動し
ている(表 1)。また、認定看護管理者の認定試験には 2 名が合格した。

看護管理

老人看護

2

在宅看護

3

地域看護

39

家族看護

総計

精神看護

2

小児看護

令和元年度

急性 ・重症患者看護

領 域

慢性疾患看護

がん看護

表 1 修了生の専門看護師・認定看護管理者認定数

合 計

2

1

4

21

20

15

2
2

10

3

23

11
CNS:115 名
認定看護管理者:23 名

4）看護学部同窓会活動
2019 年度、看護学部同窓会は創設 10 周年を迎えた。役員一覧は、表 2 の通りである。
表２ 2019 年度同窓会役員
役員名
会長
副会長

氏 名
梶原和歌
藤田佐和※1
中野綾美
田鍋雅子

卒業・修了期
所
属
10 期生
近森病院 顧問
28 期生
高知県立大学看護学部長
27 期生
高知県立大学看護学部
書記
38 期生・修士 13 期
高知医療センター看護局
生・博士 18 期生
山中福子
修士 7 期生
高知県立大学看護学部
会計
川上理子
35 期生・博士 9 期生
高知県立大学看護学部
西内舞里
46 期生・修士 12 期
高知県立大学看護学部
会計監査
野田真由美
34 期生
高知市保健所
矢野智恵
38 期生・修士 1 期生
高知学園短期大学
博士 17 期生
庶務
角谷広子
25 期生,修士 5 期生
芸西病院看護部
池添志乃
34 期生,修士 2 期生,
高知県立大学看護学部
博士 1 期生
川本美香※2
修士 13 期生
高知県立大学看護学部
博士 18 期生
但し、※1：看護学部長、※2：看護学会役員は当て職である、
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（1）2019 年度の活動
①第 9 回同窓会総会の開催
②役員会の開催
③講演会（高知女子大学看護学会との共催）
④会報（第 19・第 20 号）の発行
⑤高知女子大学看護学会への支援
⑥学生及び同窓生活動への支援
⑦緊急奨学金貸与
（2）活動の実際
① 第 9 回同窓会総会の開催
2019 年 7 月 20 日（土）
、高知県立大学永国寺キャンパスにて、県内外から同窓生 70 名
の参加のもとに開催された。議事では、最初に報告事項として、(1)平成 30 年度活動報
告、(2)平成 30 年度決算報告、(3)平成 30 年度会計監査報告があった。また、審議事項と
して、(1)令和元年度活動計画案、(2)令和元年度予算案、(3)第 3 期同窓会役員について審
議し、承認された。
②役員会の開催
役員会は、3 回開催した。第１回役員会は 5 月 13 日に開催し、本年度の活動、会報、総
会および懇親会の企画、学部生の緊急奨学金貸与等について審議し、役割別年間スケジュ
ールが確認された。第 2 回役員会は 7 月 1 日に開催し、同窓会総会、懇親会、同窓会報第
19 号について審議された。第 3 回役員会は 2020 年 1 月 6 日に開催し、同窓会報第 20
号、2020 年度活動案等について審議された。
③講演会の開催（高知女子大学看護学会との共催）
講演会は、7 月 20 日に高知女子大学看護学会との共催で開催された。今回のメインテー
マは「人生百年時代の看護の SHIFT（シフト）
」であり、学会員と一般参加者あわせて
153 名の参加があった。詳細は「21.高知女子大学看護学会 1）第 45 回高知女子大学看護
学会の開催」にて報告している。
④会報の発行
2019 年度は、第 19 号と第 20 号の 2 回の会報を発刊した。
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ⅰ．第 19 号の発行
第 19 号は、第 9 回総会の報告に合わせて令和元年 11 月 3 日に発行した。本号では、令
和元年度同窓会総会報告、同窓会役員紹介、平成 30 年度活動・会計報告・令和元年度予
算案、第 45 回高知女子大学看護学会報告、7 月 21 日に開催された、高知県立大学看護学
部同窓会の大学院部会により運営されている会である看護開発研究会報告、同窓会懇親会
の様子等を掲載した。
ⅱ．第 20 号の発行
会報第 20 号は 2020 年 3 月に発行した。本号では、同窓会発足 10 年にあたり、
「同窓
会のこれから」をテーマに同窓会会長梶原和歌氏、本学卒業生、同窓会役員による座談会
の様子を掲載した。
さらに、卒業生が活躍している所属機関を紹介する記事では、駒木野病院、土佐市で活
躍している卒業生から、さらに幅広い領域で活躍する修了生では、島田美鈴氏（博士 8
期生）
、並川智哉子氏（修士 3 期生）
、岩﨑美幸氏（修士 18 期生）
、さらに、全国で活躍
する卒業生・修了生では、65 期生の田岡南冬氏、伊藤万由美氏、梶間理奈氏、矢野愛弓
氏の卒後 1 年目の若い同窓会員からもメッセージをいただいた。
また、学生卒業生の活動支援として、国際交流支援、第 5 回、第 6 回日本 CNS 看護学
会支援などについて報告した。
「看護学部は今」では、
「いけいけサロン活動」を行って
いる看護学部生の活動が紹介された。
⑤高知女子大学看護学会との共催
平成 25 年度より、高知女子大学看護学会へ毎年資金支援を行っており、令和元年度は、30
万円の支援であった。同窓会発足当時より、高知女子大学看護学会との共催で講演会を開催し
ており、今後も、両者の連携を図りながら、学術の進化、ネットワークの拡大に努めていく方
針である。
⑥学生及び同窓生活動への支援
卒業生、修了生が学会長となり開催された日本 CNS 看護学会、高知県立大学看護学部にお
ける国際交流などへの支援を行った。
⑦緊急奨学金貸与
2019 年度は、1 名の看護学部学生を対象に緊急奨学金支援を行った。

144

145

