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

34

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
40

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。
44

【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。
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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
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【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

74

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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図 2 災害時対応 食事管理研修評価
(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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