
巻 頭 言 

 

 

 令和となり初めてのセンター報告書となります。少子高齢化、医療の高度化に伴い、

スペシャリストならびに幅広い分野で活躍できるジェネラリストとしての看護職の養

成が求められています。本学研究科においても、昨年４月から地域の中核となる高度な

看護実践力をもつスペシャリストの育成を行うため、助産師育成コースを開設しました。

さらに、ジェネラリストとして幅広い視野を養うため、専門看護師育成コースにおいて

は 26単位から 38単位に移行し、従来の慢性疾患看護分野に加え、在宅看護分野を新た

に開設しております。また現在、学部教育のなかで養護教諭１種免許の取得が可能です

が、本年４月からは本学研究科において養護教諭専修免許取得も可能となるなど、大学

院教育強化を図ってきたところです。 

大学院教育では、大学院設置基準第 14条特例を活用し、社会人の方が学びやすいよう

夜間や土日開講も行っております。臨床現場の皆さまの更なるキャリアアップの場とし

て、引き続きご活用いただければと思っております。 

 また、指定規則の変更に伴い、学部教育においても看護学教育カリキュラムの見直し

を行っていく予定です。看護の対象はすべての人であり、「心身の健康および安寧な生活

へと向かえる、その人らしい生活を統合して支援できる持続可能な社会の実現を考究で

きる」「滋賀県に愛着を持ち、地域医療への興味関心を高める」など、地域の中核となる

看護職の育成を目ざす教育カリキュラムの構築を目ざします。 

「地域住民の健康の維持・増進のため」という目標は、すべての看護職者に共通する

ところと思いますが、SDGｓの 3つ目の目標「すべての人に健康と福祉を」に一致する部

分でもあります。滋賀県、そして県内の看護関係者の皆さま、教員、学生、卒業生と「ONE 

TEAM」となり、力を集結して、地域課題を解決するための教育・研究、そして地域貢献

活動を行って参りたいと思っております。 

 最後に、その拠点となりますのは、この地域交流看護実践研究センターと考えていま

す。地域住民が健康な生活を送れる持続可能な社会の実現に貢献できるセンターとなり

ますよう、今後ともご支援ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

滋賀県立大学 人間看護学部 

学部長 伊丹君和 
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Ⅰ．滋賀県立大学人間看護学部地域交流看護実践研センター概要 

 
 
地域交流看護実践研究センターは、平成 15 年 4 月に開設された滋賀県立大学人間看護

学部の附属施設として、平成 16 年 4 月に開設し、令和元(2019)年度で 16 年目を迎えた。 
 
１．センター設置の基本的な考え方 
 
 地域に根ざし現場に学ぶとともに、地域に開かれた教育研究を進めるという人間看護学

部の特色の具体化に向けて、県内の保健医療機関や福祉施設等と県立大学との交流・連携

を深める。 
 また、地域での保健医療福祉の看護研究課題とその解決方法を探究し、大学における学

術研究をより一層充実させるとともに、看護職員の資質の向上に寄与する。 
  これらの目的を具体化させる機能を持つ人間看護学部の附属施設として「地域交流看護

実践研究センター」を設置する。 
 
２．センターの目的と機能 
 
（１）看護研究サポート機能 （看護研究課題の把握と地域への還元） 

 地域や臨床における研究課題の把握や、看護職者との共同研究をコーディネート 
 する。また県内看護職者等が行う研究をサポートし、看護職者の課題解決能力の 
 形成を支援するため学習会等を開催する。 

（２）看護研修機能 （看護職の専門性向上への貢献） 
 看護職員の専門性を高め研究する場として、より高度な知識、技術をテーマとし 
 た専門講座および講演会を開講する。 

（３）情報発信機能 
    的確で身近な情報を提供し、教員や県内看護職者のネットワークの構築を目指す。 
（４）センターの位置づけ 
    人間看護学部の組織として運営し、共同研究・研修等の推進を図る。 
    活動の対象者は、主に保健医療福祉関係機関の看護職員である。 
 
３．組織構成 
 
  センターはセンター長のもと、副センター長および地域交流専門委員で運営しており、

センター長が運営の責任者となる。センターの運営に関しては、人間看護学部全教授と、

滋賀県内の保健・医療・福祉関係機関の看護職関係者で構成している運営協議会を置い

ている。より充実したセンターになるよう毎年運営協議会を開き、運営に関する事項に

ついて協議している。学内外の看護関係者の協議により、地域・臨床・教育の場で直面

している問題を把握し、的確な連携を推進することを目指している。 
  研究部門は、看護研究相談、文献検索サポート、看護研究学習会、共同研究、研究会

を担っている。研修部門は、主に看護職対象の講演会の開催と、卒後教育の一環で学部

内の各種講座を支援している。センターの運営に関する事項は、原則毎月 1 回の地域交

流専門委員会にて審議している。 
地域交流看護実践研究センターは、地域および臨床において直面している研究課題や

当センターに対する需要を的確に把握し、両者がより充実した連携を推進することを目

指している。 



４．地域交流看護実践研究センター組織図 
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2019 年度地域交流専門委員会委員 
 
 人間看護学部長 
  伊丹 君和 
 センター長 
  横井 和美 
 
 

 
看護研究サポート 
研究部門 

責任者 准教授  小林 孝子 
    准教授  川端 智子 
    准教授  米田 照美 
    講 師  下通 友美 
        講 師  大門 裕子 

 
看護研修 
研修部門 

責任者 准教授  古川 洋子 
    講 師  中川 美和 
        講 師  渡邊友美子 
    助 手  國丸 周平 

６．2019 年度地域交流看護実践研究センター運営協議会委員  
（外部委員）                                     （敬称略） 
  区 分 氏  名 所   属 職 名 

医療機関看護関係者 

 橋 添 礼 子 大津赤十字病院  看護副部長 

 渡 邉  良 子 地方独立行政法人 市立大津市民病院  看護局長 

 山 中 寛 惠 滋賀県立総合病院  看護部長 

 谷 口 孝 二 彦根市立病院  看護部長 

 松 田  和 子 市立長浜病院  看護局長 

 呉 竹 礼 子 長浜赤十字病院  
副院長 

兼看護部長 

  片 山 美 穂 公益財団法人 豊郷病院 看護部長 

関係団体 
 廣 原  惠 子 公益社団法人 滋賀県看護協会  会長 

 古 川 洋 子 一般社団法人 滋賀県助産師会 会長 

市町看護関係者 

 岩 越 和 子 近江八幡市子ども健康部 次長 

 棚 瀬 恵理子 彦根市福祉保健部健康推進課 課長 

 立 木  ひろみ 米原市健康福祉部 次長 

 織 田  里 美 長浜市健康福祉部健康推進課 課長 

 岡 部 加昌子 東近江市健康福祉部健康推進課 参事 

滋賀県看護関係者  小 林  靖 英 滋賀県健康医療福祉部医療政策課 課長 

 
（学内委員） 

滋賀県立大学 
人間看護学部 

 理事     髙 橋 滝 治 郎 

 学部長    伊 丹 君 和 

 センター長  横 井 和 美     

 教 授    安 原   治     教 授    甘 佐 京 子 

教 授    越 山 雅 文     教 授    岩  谷  久美子 

 教 授    糸 島 陽 子          教 授    古  株  ひろみ 

 教 授    河 野 益 美 

 



2019 年度 地域交流看護実践研究センター運営協議会 議事録 

 
日 時：令和元(2019)年 6 月 19 日（水）10:30～11:55 
場 所：滋賀県立大学人間看護学部会議室（E0-201） 
出席者： 

〈外部委員〉 
長浜市健康福祉部健康推進課 織田里美課長、米原市健康福祉部 立木ひろみ次長、 
公益財団法人 豊郷病院 片山美穂看護部長、彦根市立病院 谷口孝二看護部長、 
大津赤十字病院 橋添礼子看護部長、市立長浜病院 松田和子看護局長、 
市立大津市民病院 渡邉良子看護局長、 
公益社団法人滋賀県看護協会 廣原惠子会長、一般社団法人滋賀県助産師会 猪飼七子副会

長（代理） 
〈内部委員〉 
髙橋滝治郎地域連携担当理事、伊丹君和人間看護学部長、横井和美センター長、 
甘佐京子教授、糸島陽子教授、岩谷久美子教授、河野益美教授、古株ひろみ教授、 
越山雅文教授、安原治教授 
小林孝子准教授、古川洋子准教授、米田照美准教授（司会）、下通友美講師、大門裕子講

師（書記）、中川美和講師、渡邊友美子講師、國丸周平助手、センター事務局 大橋正之主

幹、奥谷未貴職員 
                                   ※順不同 
 

１．開会 
  ＊資料の確認 
  ＊写真の許可 
  ＊資料の修正 
  司会者から運営協議会の開会のあいさつ 
 
２．あいさつ 
  伊丹学部長あいさつ 

・学部の将来構想、進捗状況の概略について説明がなされた。 
地域に根差し、現場に学ぶ、地域に開かれた教育研究を進めていきたい。今年度より

大学院教育を強化している。助産師育成コースの開設、専門看護師育成コースは 26
単位から 38 単位となり、慢性疾患看護分野に加え、在宅看護分野を開設した。さら

に、養護教諭専修免許ができるよう文部科学省へ申請中である。県内の看護職のキャ

リアアップにつなげてほしい。学部教育においては、2022 年度入学生より指定規則

の見直しがある。本学は 2 年前にカリキュラムを一部変更している。地域包括・在宅

看護・高齢者看護を見据えた内容にしており大幅な見直しはないが、現行のカリキュ

ラムの見直しを図り教育カリキュラムを構築する。教育研究においては、県内の保健

医療福祉の看護職のスキルアップに貢献できるよう活動を進める。健康しが、ＳＤＧ

ｓ、滋賀県、滋賀県の看護職の方、滋賀県看護協会、地域の方の支援をいただき、本

学教員、学生の未来看護塾などの力を集結し、地域の健康課題を解決するための研究

を進める。その拠点がこの地域交流看護研究実践センターと考えており、引き続き支

援・協力をお願いしたい。 
 

３．委員紹介 
  外部委員、内部委員の自己紹介 



４．大学方針 
  髙橋理事あいさつ 

・滋賀県立大学の方針について資料をもとに報告がなされた。 
 「地域に根差し、地域に学ぶ、地域に貢献する」を掲げ活動を行っている。地域貢献活

動の主な取り組みとして、SDGs について報告された。また、地域連携窓口を設置し、

地域課題解決のため県立大学と自治体、企業などとの連携に関する相談窓口を設置し

ている。さらに、生涯学習の取り組みとして公開講座の開催、スチューデントファー

ム「近江楽座」の活動などについて紹介された。 
 
５．議事 議事進行  
  （１）平成 30 年度活動報告について 
     横井センター長から、活動報告資料を基に報告がなされた。 
  （２）令和元年度活動計画について 
      変わらぬ地域貢献と新たな地域貢献を目指し、広報活動・連携の在り方の充実を

はかり、次年度につなげた基盤を構築する。 
    〈研究部門〉小林准教授より、活動計画をもとに報告された。 

・看護研究サポートリーダー育成研修は 1４名が受講予定である。 
     ・共同研究は、継続中が 3 件ある。新規の募集をする。助成金額は 1 件につき、3

年間で 30万円。申込期日は 8月 31日まで。研究成果は学会または論文での発表。 
     ・研究相談、文献検索など、気軽に活用していただきたい。 

・看護研究サポートリーダー育成研修後の継続した支援を提供する。 
    〈研修部門〉古川准教授から、以下の内容が報告された。 
     ・講演会「フィンランドのネウボラから学ぶ」、専門講座「意思決定支援」の内容

と広報が行われた。 
     ・卒後教育の助産師エンカレッジ支援は、大学院の助産師育成コースの開設に伴い

2 講座増え、院生の授業の一部公開となる。大学院生と臨床での助産師との相互

作用を期待している。また学部の授業を一部公開講義として開講していることの

広報がなされた。 
    〈全体〉横井センター長から、以下の内容について報告された。 

・看護キャリアのロードマップについて紹介された。 
     ・看護研究学習会（研究サポート、現場で指導）、共同研究（研究公募、研究費配

分）、大学院（助産、在宅、慢性、）、長期履修制度等について説明された。 
   （３）その他 
    ・資料をもとに内規の変更および委員の任期について説明がなされた。 
 
【質疑】 
 <滋賀県看護協会 会長> 

  ・地域貢献活動の取組に、多職種・保健医療福祉に関わる他大学との交流について。 
【応答】 

<髙橋理事> 
・SDGs 学生大会を 2019 年 3 月に開催した。県内外の 17 大学が参加しワークショップを

した。滋賀は健康長寿を目指しており、テーマに取り上げ今年度も行っていきたい。 
 <伊丹学部長> 
・滋賀医科大学、高知県立看護大学、県立大学の学生、社会人等で意見交換し交流してい

る。 
 <滋賀県看護協会 会長> 
・医療・福祉に関わる学生と学生時代から看護の立場での専門性が語れる意見交換会の企



画や、教育を願っている。 
 
６．意見交換 ＊発表者順  
  ・共同研究ができていない現状。現任教育を含めて相談したい。  

・共同研究など積極的にしていきたい思いがあるが、活用できていない。実習や「健康長

浜 21 計画」などで連携しており、今後も協働していきたい。 
・協力して研究していきたい。在宅看護、介護に関する技術支援、健康教育などすすめて

ほしい。 
  ・看護協会と協働して平成 27 年度から看護研究サポートリーダー育成を進めている。参

加された 
      方々が組織を引っ張っていきたいという声を聴いている。今年度も期待している。 

・日本看護学会の在り方が変わり、より充実した内容にするため年 2 回の開催になる。滋

賀県の学会も充実していかなければならない。研修を修了したサポートリーダーが活躍

し、現場での実践を研究成果につなげてほしい。滋賀のレベルアップを目指している。 
  ・看護研究サポートリーダー育成には毎年参加している。研究的な視点をもちながら現場

からの研究を進めていきたい。 
 ・所属では研究成果を学会で発表している。過去に研究指導をうけているが、近年は受け

ておらず、今後は指導を受けたい。 
  ・本会議にて、研究支援、相談が手厚い印象を再認識した。現場で活用の促進に努める。

患者さんサイドの研究が増えるといい。 
  ・質の向上には院内だけでは難しいため、このセンターの支援や共同研究等の交流をとお

して質の向上につなげたい。 
  ・数年にわたり県立大学の教員に病院の中で研究サポートを受けている。湖北圏域内では

在宅支援に結び付いた事例を発表する機会があり、質的な研究に発展できればと考えて

いるため相談したい。また卒業生が毎年就職している。卒業生が大学とのつながりがも

てることを期待する。 
 
【質疑】 
 <滋賀県看護協会 会長> 
 ・全国的に医療的ケア児に関する問題がある。滋賀は、小児保健医療センター、びわこ学

園があり、在宅で医療的ケア児に対する専門の訪問看護ステーションなどがある。また

教育委員会から、学校看護師などの問い合わせ、相談がある。課題が多く、県下全体の

研究になるため協力したいとの情報提供があった。 
【応答】 
 <古株教授> 
 ・医療的ケア児、学校看護師の研究もしている。徐々にモデルケースをつくっている段階

である。こどもが安全に暮らせる組織、体制、人材育成など課題を明確にし、協力しな

がら取り組みたい。 
  ・内部委員から研究内容の紹介と協力体制について報告がなされた。 
 
7．閉会 

司会者から運営協議会の閉会のあいさつ 
 

以上 
 

 

 



 
8、2019 年度地域交流看護実践研究センター年間計画と実施状況 

  
 
   

 
 
 
 

2019年度地域交流看護実践研究センター年間スケジュール

4月 担当講師決定 通年随時 チラシ作成 前期

チラシ送付 チラシ作成

申込受付開始 チラシ送付

申込受付開始

4/25  講義

5月 共同研究審査 チラシ送付 5/27　講義 5/7   講義

（継続） 申込受付開始 5/13  2講義

5/16  講義

6月 6/26開催 共同研究募集 6/13　講義 6/7   講義

6/19開催 （第1次） 6/14　講義 6/10　講義

6/28　講義 6/13　講義

6/18　講義

7月 7/17開催 7/1　講義

7/24開催 7/3　講義

7/5　講義

7/8　講義

8月 8/1開催 共同研究審査 講演会広報

（第1次） 次年度企画の

検討開始

9月 共同研究募集 後期

（第2次） チラシ作成

チラシ送付

申込受付開始

10月 10/19講演会 10/24  講義

10/31  講義

11月 講演会評価 11/7   講義

11/22  講義

12月 次年度看護研究 12/6   講義

学習会企画

1月 共同研究審査 次年度

（第2次） 講演講師決定

2月 共同研究の 2/7   講義

活動報告

3月 次年度学習会 次年度講演会 次年度前期検討

依頼承諾 準備

委員会・事務活動

第1回地域交流専門委員会

ホームページ更新①

次年度予算資料作成

第11回地域交流専門委員会

ホームページ更新⑤

第4回地域交流専門委員会

リーフレット改正版発送

人間看護学部公開講義前期の案内

第2回地域交流専門委員会

研究相談シラバス作成・発送

第3回地域交流専門委員会

研究部門 研修部門

看護研修学習会
研究

相談
共同研究 講演会

助産師

エンカレッジ

支援研修

人間看護学部

公開講義

　運営協議会開催

ホームページ更新②

第5回地域交流専門委員会

第6回地域交流専門委員会

ホームページ更新③

第7回地域交流専門委員会

ホームページ更新④

第9回地域交流専門委員会

2019年度活動報告書

リーフレット作成

第8回地域交流専門委員会

第10回地域交流専門委員会



Ⅱ．看護研究サポート 
県立大学に求められている研究サポート機能は、センター開設前に行った滋賀県内看護

職へのアンケート結果および学内外との協議を経て、次の５つ「１．看護研究相談」「２．

文献検索支援」「３．看護研究学習会」「４．共同研究」「５．研究会」となっている。 
 

１．看護研究相談 
日頃の看護活動から生じる疑問や悩みから、看護介入の評価や検証・開発などについ

て、共に考え研究できる場として、看護研究相談体制の整備および改善を行ってきた。 
研究相談の利用方法は、申込用紙に必要事項を記入し FAX またはメールで事前に申し

込むようになっている。申し込み後、相談内容から担当者を決め、相談日を調整するこ

とにより、随時対応できる体制を整えている。また、継続する研究相談に関しては、引

き続き個別に調整し、相談者のニーズに応じた支援を行っている。 
今年度も昨年度に引き続き、研究相談のさらなる充実と人間看護学部教員の研究に関

する紹介を兼ねて、『研究相談シラバス』を作成し、関係機関に配布した。 
 

（１） 相談件数の年度別変移 
 

 
 

（２）相談者の所属 
研究相談者の所属は、以下の表の通りである。センターは湖東地域に立地しているが、

湖南地域からの利用も多い。所属は医療機関からの利用が殆どであった。 
 

利用者の所属          （順不同） 

長浜赤十字病院 県立総合病院 

長浜市立湖北病院 県立小児保健医療センター 

彦根市立病院 市立大津市民病院 
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近江八幡市立総合医療センター 草津看護専門学校 

市立長浜病院 びわこ学園医療福祉センター 

 
 
（３）主な相談内容 
 

 
 
（４）研究相談に対する指導内容  
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（５）活動の成果と今後の課題 
  本センターにおける研究相談事業は、滋賀県内で活躍する看護職など保健・医療・

福祉従事者の研究支援を目的としている。 
相談者の所属機関は、医療施設から研究相談の利用が殆どであった。今後も、『研究相

談シラバス』を県内の様々な機関に配布し、人間看護学部教員の専門分野や研究テーマ

を周知し、医療機関にとどまらず、保健・福祉に関する県内の医療従事者の方々が研究に

関して気軽に本センターに相談でき、研究に取り組める支援を行うことを継続していく。 
看護研究に関して「相談件数は 21 件」、「延べ相談回数は 44 件」であり、年々減少

傾向にある。その理由としては、研究に関する相談場所の増加、施設内での研究環境

の変化が影響していると考えられる。また、本センターが 2007（H19）年度より滋賀

県内の看護職と教員との共同研究を中心に看護研究サポート活動を行ってきたこと、

滋賀県看護協会との共同事業により、臨床看護研究能力の向上及びリーダー育成に力

を注いできたことも影響しているのではないかと考えられる。 
研究相談の内容は、「研究計画書 16 件」、「研究の進め方 14 件」、「アンケートの内

容・方法 13 件」などであった。昨年度まで相談件数が多かったデータ分析や結果のま

とめ方については、「結果のまとめ方 8 件」、「データの分析 5 件」であった。研究の初

期段階での相談とその後の継続的な相談へと変化している傾向がうかがえる。 
研究相談に対する指導内容は、「研究目的の再確認 19 件」、「研究課題の整理 17

件」、「研究テーマの再検討 16 件」などであり、ニーズに応じた指導であった。一方、

昨年度、研究サポートの仕方についての相談があり、今年度は指導内容として「研究

サポート」を追加したが相談の依頼はなかった。 
以上のことより、地域の研究相談に関するニーズは、研究の進め方や研究計画に関

するニーズが高く、相談内容に応じた指導を実施していると評価する。 
今後は、データ分析や結果のまとめ方については、専門的な知識を必要とするた

め、本センターの役割として担っていきたいと考える。さらに、リーダー育成ととも

に、リーダー育成後の継続した支援を提供していくことも、本センターの重要な役割

であると考えられる。 
 

２．文献検索支援 
 研究に取り組む際に必要な文献検索および図書情報検索の機会を、臨床や地域の看護職

者に広く提供できるように、文献検索体制を整備している。 
（１） 活動内容 
  地域交流資料室に設置してある 2 台のパソコンで、医学中央雑誌（Web 版）を提供し 
 ている。利用時間は 9 時から 17 時で随時対応している。文献検索と同時に、本学図書

情報センターの案内も行っている。 
  
 
 
 
 



（２）利用状況 

 
 
（３）利用者の所属                       （順不同） 

草津看護専門学校 甲賀市土山地域包括支援センター 

マキノ病院 ヴォーリズ記念病院 

豊郷病院訪問看護ステーション 
レインボウはたしょう 

滋賀県立看護専門学校 

滋賀県立総合病院 県立小児保健医療センター 

高島市民病院 友仁訪問看護ステーションすずらん 

近江八幡市立看護専門学校 神崎中央病院 

彦根市立病院 市立大津市民病院 

甲賀市役所 友人山崎病院 

助産師（フリーランス）  

 
（４）活動の成果と今後の課題 

「文献検索」の利用件数及び利用者数は昨年度と同程度であるが、利用者の所属施 
設は増加となった 
近年は、自施設で検索が可能なところも増えてきている。しかし、今年度は、フリ 

ーランスの助産師や訪問看護ステーションの看護師、看護学校の学生など、滋賀県下 
全域より利用者の来校があった。そのため、自施設で検索が難しい方やフリーランス 
の看護職の方々にも利用していただけるよう今後も文献検索の事業を継続していく必

要があると考える。 
今後は、文献を検索した後、実際に必要な文献を入手するための情報提供等を合わ 

せて行い、利用者が活用しやすくなるような方法を検討していきたいと考える。 
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３．看護研究学習会 
 
 研究サポートの一環として、看護研究に必要な知識・技術を身につけ、各職場における研究活動の指

導・教育に中心的な役割を果たす人材を育成することを目的に、学習会を開催している。 
 平成 17 年度より、臨床現場での看護研究をサポートする立場にある人を対象に、公益社団法人滋賀

県看護協会と学習会を共催した。平成 25 年度からは、臨床看護研究のサポートとなるよう臨床看護研

究実践者を対象に研究過程にそって展開した。平成 27 年度からは、看護研究の質の向上を目的とした

ワンランクアップをめざし、滋賀県看護協会の臨床能力段階レベルⅢ以上および、全日程において受講

可能な方など条件を定めて募集した。以降も、「臨床看護研究のサポートリーダーとしての能力を養う」

ことを目標として継続している。 
 
（１）活動内容 
  2019年度 公益社団法人滋賀県看護協会との共同事業 
  「看護研究サポートリーダー育成研修」 
   目 標 ：看護研究方法の理解を深め、臨床看護研究のサポートリーダーとしての能力を養

う。 
        ・看護研究テーマの見つけ方と文献の収集力を高める。 
        ・量・質的研究方法の理解を深め、看護研究の方法別に文献をクリティークする

力を高める。 
            ・看護研究サポートリーダーとしての役割と方法を見出す。 
   主 催 ：公益社団法人滋賀県看護協会 
   共 催 ：滋賀県立大学人間看護学部 
   対 象 ：滋賀県看護協会の臨床能力段階   レベルⅢ以上       
   受講要件 ：全日程を受講可能で、なおかつ、下記全てに該当する者。 

  ①過去に看護研究について基礎的な研修を受講した者 
  ②今までに施設内の看護研究を主として取り組んだことがある者（共同研究者含む）

（過去の研究論文および発表時の抄録を添付すること） 
  ③所属長の推薦が得られる者 
  ④ワード、エクセル（グラフの作成）の操作ができる者 

※全日程を修了した者には滋賀県看護協会長名で修了証を発行する。 
   定 員：30名まで 
   開催日時 ：一覧表参照  9：30～16：30         
   開催場所 ： 1～3日目：滋賀県立大学 地域交流看護実践研究センター 

4日目：滋賀県看護協会研修センター     
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
研修風景 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                 グループワークの様子 
                    

内容 

  
（２）受講者の背景 

受講者は、募集定員30名に対し14名とやや少なめであったが、丁寧な指導で好評であった。14名

は県内の 11 施設から受講され、所属施設の所在地を見ると滋賀県内全域にわたっている。（表参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月日 
テーマ 

到達目標 準備物 
内 容 

6/26 
（水） 

研究テーマを見出すために文献検索を習得

しよう！ 
1)臨床看護研究の意義を理解する。 
2)臨床看護における研究疑問から看護研究テー

マを見出す。 
3)先行文献の活用の意義を理解する。 
4)各自の研究に応じた文献検索を医学中央雑誌、

CINII等で行い、検索方法を理解する。 

USB 
持参 

・臨床看護研究テーマの見つけ方 
・研究内容を深めていく文献検索の方法 

7/17 
 （水） 

質的研究の方法とクリティークの理解を深

めよう！ 
1)質的研究の方法の視点を理解する。 
2)質的研究の研究計画書のポイントが理解でき

る（特に研究方法と倫理的配慮）。 
3)質的研究論文のクリティークができる。 

 

・質的研究の方法 ・質的研究論文のクリテ

ィーク 

7/24 
（水） 

量的研究の方法とクリティークの理解を深

めよう！ 
1)量的研究の方法の視点を理解する。 
2)量的研究の研究計画書のポイントが理解でき

る（特に研究方法と倫理的配慮）。 
3)量的研究論文のクリティークができる。 

 

・量的研究の方法 ・量的研究論文のクリ

ティーク 

8/1
（水） 

看護研究サポートリーダーの役割を見出そ

う！ 
1)臨床看護研究サポートのあり方について検討

する。 
2)臨床看護研究サポートリーダーの役割を追究

する。 
3)自施設における看護研究サポートについて自

己の役割を見出す。 

 

・看護研究サポートのあり方 
・看護研究サポートリーダーの役割と方法 

受講者の所属施設  人数  受講者の所属施設 人数 
大津赤十字病院 
大津赤十字病院志賀病院 
弘栄会 琵琶湖大橋病院 
幸生会 琵琶湖中央病院 
仁生会 甲南病院 
びわこ学園医療福祉センター野洲 

3 
1 
1 
1 
1 
1 

近江八幡市立総合医療センター 
神崎中央病院 
彦根市立病院 
長浜市立湖北病院 
高島市民病院 
 

1 
2 
1 
1 
1 
 



（３）受講生へのアンケートの結果 
  
第1回 テーマ：研究テーマを見出すために文献検索を習得しよう！   2019.6.28 
 Q1）研究における文献検索の意義は理解できましたか。 
      よくできた…50％  できた…43％  あまりできなかった…7％ 
 Q2）研究テーマを絞り込む方法は理解できましたか 
      よくできた…43％  できた…50％  あまりできなかった…7％ 
 Q3）医中誌webの使用方法は理解できましたか 
      よくできた…50％  できた…50％   
 Q4）最新看護索引の使用方法は理解できましたか 
      よくできた…50％  できた…43％  あまりできなかった…7％ 
 Q5）今回の研修に参加しての感想と、今後の研修会に期待する内容や希望があれば具体的にお書きください。 

 
・ゆっくり教えてくださったので分かりやすかったです。サポーターのスタッフの先生の教え方も分かりやすかったで

す。ありがとうございました。    
・文献検索が思っている以上にテーマをしぼってできることが分かってよかった。また今日研修に参加しているみなさ

んの看護研究テーマをみて、実際どんな感じの研究だったのかとても興味を持ちました。   
・自分の気になるワードや関連するようなワードを入力することでこれまでにどんな研究がなされているのか、また研

究がされていないか等簡単に文献検索する方法がわかったので研究に取り組みやすくなったように感じました。 
・研究テーマをある程度きめて参加するべきと反省です。毎月やってくださると色々相談できそうと感じました。 
・とてもわかりやすく細かく説明していただいたため、理解しながら次の講義に進むことができました。少しまだ質的

と量的の違いがはっきりしない所もあり、次回からが楽しみです。本日はありがとうございました。  
・質的研究か量的研究かの見分けが難しかったです。ありがとうございます。   
・研究する目的がぶれてしまうと検索もぶれてしまい、すべてずれてしまう。何が明らかにしたいのか明確にしたい。  
・自分が基礎となる部分がどこまで理解できているのか…の問題もあり、深く理解できていない所もあるが、資料を振

り返ることで少しずつ理解できそうに思う。実際にPCを使って検索する際、すぐ傍でサポートして頂いたり教えて頂

いたりすることで、検索することが面白いと感じました。苦手意識を少しでも克服したいです。   
・看護研究2回目であり不慣れな部分が多いですが、研修内容はわかりやすく理解できました。   
・気になっていること、疑問から、看護学の視点での疑問をしぼり込み、さらにどの視点からの疑問であるか、そこま

で掘り下げてテーマを考えていくことを学び、今後に役立てたい。難しかったですが、繰り返していく間に慣れていけ

ればと思います。         
           

第2回 テーマ：質的研究の方法とクリティークの理解を深めよう！   2019.7.17 
 Q1）質的研究の方法が理解できましたか 

① とてもできた…7％  ② できた…86％  ③ あまりできなかった…7％  
① とてもできた 
・量的研究との違いを詳しく丁寧に教えてくださり整理できました。     
② できた 
・始めて聞く言葉もあり、理解しながら聞くのが難しかった。      
・どの研究が質的なのかという点、量とは違って少し自由があるが、カテゴリー化の際に100以上のカテゴリーを 
まとめていくのはむずかしそうだと感じました。でも目的をしっかり持てばできそうだと思いました。  

・大まかにはできたが、内容はどんどん難しくなっていった。グループワークで意見交換ができて、その知識を深めるこ

とができた。         
・基本となる用語が分からなかったり、知らなかったりすることがあり、理解が十分でない。しかし、自分の知識が   

研修参加前より増えたように思う。人に説明はまだできませんが。     
・講義やGWなどの演習を通して、自分の知らなかったことを知ったり気づいたりすることができました。 
・量的研究を行なっていることが多いけれど、カテゴリー分けなどは文献を通してしか見たことがなく、分け方はなん

となく分かりました。         
・内容はすごく難しかったですが、今までより質的研究の理解が深まりました。    
・質的研究のデザインや分析方法を理解できたため。      
・インタビューの必要性、注意点がわかりよかった。      
・難しかったです。         



③あまりできなかった 
・難しかった為、一部は理解できた部分もあったが、誰かに伝えられるほどの理解は出来なかった。 

 
 Q2）質的研究の研究計画書のポイント特に研究方法と倫理的配慮について理解できましたか 

① とてもできた…14％  ② できた…79％  ③ あまりできなかった…7％  
① とてもできた 
・倫理的配慮について倫理委員会の承認を得ることはもちろんのこと、あたり前に実施していることも文章の中に記載

していくことの重要性についても学ぶことができました。      
・資料を用いながら詳しく教えていただいたことと、グラウンテッドセオリーなどにこだわらなくてもよいと知り安心

しました。（質的記述的研究方法で臨床にいる人間としては良い事）     
② できた  
・パワーについてアンケートや面接法など多くの方法が学べた。    
・基本となる用語が分からなかったり、知らなかったりすることがあり、理解が十分でない。しかし、自分の知識が   

研修参加前より増えたように思う。人に説明はまだできませんが。    
・個人が特定されないこと、同意書の記述など必要なこと、より具体的に教えてもらえた。 
・目的がタイトルにもつながり、また目的がブレることによって方法論が全部こわれてしまうこと、また倫理的配慮で

も今は細かな病院でも審査するのだということがわかった。    
・クリティークする中で倫理的配慮を広い視点で見ていくことが必要だと思いました。    
・クリティークする事でどのように記載するかわかった。    

 
 Q3）質的研究論文のクリティークの視点が理解できましたか 

① とてもできた…21％  ② できた…58％    ③ あまりできなかった…14％  ④ できなかった…7％ 
① とてもできた 
・グループワークを行うことによって他の意見を聞くことができて理解の幅が広がった。 
② できた  
・まだわからないことも多いが、目的を一つ！一貫性を持つ！は理解できました。 
・グループワークが良かった。実際にクリティークの経験ができて良かった。 
・実際に一人で行うことはできないが、GWを通して見方や考え方等様々なことが勉強になった。 
・GWで色々な視点で話し合うことで理解が深まりました。 
・題からの一貫性を論文を通し、グループで討論することで納得することができた。 
・どうしても肯定的にみてしまいたい気持ちが働きますが、自分の批判的にとらえた視点を大切にクリティークしてい

こうと思いました。 
・全てに裏付けが必要であることがわかりました。 
・ポジティブなフィードバックができるようにしていきたいです。 
③ あまりできなかった 
・グループでクリティークすることで、いろいろな見方を学ぶことができてよかった。 
・一つ一つの項目分析があてはまるのがどこになるのか評価がむずかしく、だいぶ読みこなさないとクリティークは 
できないなと思った。 

 
 Q4) 今回の研修に参加しての感想と、次回以降の研修会に期待する内容や希望があれば具体的にお書きください。 

・自施設でクリティークが一人でできるかは不安に思いました。 
・事前課題としてクリティークしてきてグループワークに入った方がよいと思われます。 
（クリティークしたことある人が研修にきていると思いますので） 
・グループワークでいろんな意見が聞けたのと、評価という視点では読みこなさないと難しいことがわかった。 
・すごく難しい内容でしたが実際に行うことで理解が深まりました。今後に生かしていきたいと思います。 

  
第3回 テーマ：量的研究の方法とクリティークの理解を深めよう！     2019.7.26 

Q1）量的研究の方法が理解できましたか 
① とてもできた…7%  ② できた…86％  ③ あまりできなかった…7％ 



① とてもできた 
・「パラメトリック」と「ノンパラメトリック」「尺度」「対応ありなし」など量的研究を行う上で基本的なところを簡

潔にわかりやすく教えていただきました。       
・授業ではあいまいだった部分も、GWで少しずつだが理解を深められたような気がする。  
・これまで漠然と実施していた研究方法についても、いろいろな決まりごとを押えながら実施していくことの重要性が

理解できました。          
② できた  
・内容はすごく難しかったですが、量的研究の中で何が大切か知ることができた。    
・研究の流れ等わかりやすかったが、デザインについて一つ一つ詳しい説明があった方がわかりやすかった。  
・今まで統計や分析方法の選び方がわからず、何も知らなかったですが、分析方法にいきつくまでの言葉の意味も理解

できてよかったです。         
・目的を持ってどこまで明らかになっているのか、何を知りたいのかを把握し研究をすることが大切だと学んだから。 
・量と質の違いがわかった。        
・量的研究の進め方、その検定をするのが適しているのかフローチャートがわかりやすかった。   
・講義を受け資料を見ることで理解はできたと感じる。（全てではないですが）説明はまだまだ全然できません。 
・ｔ検定や不安尺度は使って研究したことがありますが、それで方法論が違っていたのがよく分かりました。変数など 
がなかなか理解が難しかったです。        
③ あまりできなかった 
・理解できた部分もありますが、やはり難しく今後行うとなると不安がある。 
 
Q2）量的研究の研究計画書のポイント特に研究方法と倫理的配慮について理解できましたか     

① とてもできた…29%    ② できた…71%    
① とてもできた 
・目的のズレが大きく方法をずらしていくことがわかった。      
・倫理委員会の承認を得て対象へ配慮されていることが大切だと理解できたから。    
・目的がはっきりしていないと対象患者の選定もはっきりしないし、方法も変わってくるということがわかりました。 
・研究計画書が大切だということもわかりました。       
・結果を出せるデータ収集方法を選択するところを間違うとずれてくるため、しっかり確認の必要性を理解した。 
・タイトルと目的がぶれるとすべてがずれてくるのがよく分かりました。量的ではデータ表示が多いため、つい分かっ 
たようになりがちですが、そこできちんと結論につながっているのかというところが出てなかったりすると思いました。  
・一つ一つ詳しく書いていかないといけないことは理解できた。      
② できた  
・計画書の時点より何を明らかにしたいかを示すことが大切だと改めて感じました。    
・質的研究との違いも含め、PICOとPECOによるリサーチクエスチョンなど復習できました。倫理的配慮についても

データの取り扱いなど勉強できました。       
・研究方法に関しては、ぼんやりではあるが理解できた。実際の研究は量的であるので、資料を参考にしながら進めてい

きたい。          
・研究方法に関して、どんな目的で研究を行うかによって方法を選択していく必要性について理解できました。また研

究の用語についても学ぶことができました。倫理的配慮についても看護研究を行う上で患者さんとの関わりになるので

重要性を理解できました。        
   
Q3）量的研究論文のクリティークの視点が理解できましたか 

① とてもできた…０%   ② できた…93%      ③ あまりできなかった…7％ 
・論文の内容だけでなく表も見ていくので、質的研究とは違う視点が大切になってくることがわかりました。  
・とても難しかったけれどもみんなでやることと講師の方の指導で理解することができた。次回も同じように出来る自

信はないので②にしました。       
・GWがあったおかげでクリティークのコツみたいなものを少し見つけられたような気がする。   
・GWでお互いに意見を出しあったり、アドバイザーの方にも支援していただけたので。   
・タイトル・目的等の一貫性がとても重要であり、そこがしっかりしていないとクリティークする時もしづらいのが、実



際にしてみて気づいた。支援ツールがいっぱいあり、ツールがわからないので困った。 
・統計は少しまだわかりませんが、何を念頭におきクリティークするとやりやすいか理解できました。 
・１つの論文を多数の目でクリティークし学びが深まったから。    
・先生が分かりやすく説明してくださった。これからは実践で生かしていきます。   
・表の見方P値の見方などが理解できた。      
・グループワークとついてくださった先生と一緒にクリティークすることで、視点や方法見方などを理解することがで

きた。 
・GWすることでいろいろな視点での意見を聞け知識となりました。     
・クリティークが数値が入ってくると難しくなるのがよく分かった。     
③ あまりできなかった 
・項目に添ってチェックしていけば比較的やりやすいと思いましたが、理解できていない部分も多い気がします。繰り

返し行っていかないと十分な理解はできないかなと思いました。     
      
Q4）今回の研修に参加しての感想と、次回以降の研修会に期待する内容や希望があれば具体的にお書きください。 
・検定など方法がまちがっていたのがよく分かりました。分析方法もよく考えないといけないと思いました。 
・今までの研修は負のイメージだけでしたが、良いイメージもできました。ありがとうございました。 
・量的研究はまだ主でやったことがないのですが、最近共同で関わることが多く、あやふやなところを学び直すことが

できて良かったです。やはり事前学習が必要だと思います。本の紹介、フリートーク、web サイトの案内とてもありが

たかったです。          
・指導サポートする立場としてはまだまだ勉強不足で、ある程度理解できるように事前資料があればみてから参加でき

たと思う。         
  

          
第４回 テーマ：看護研究サポーとリーダーの役割を見出そう！    2019.8.1 
 Q1）臨床看護研究サポートのあり方について検討ができましたか。 

① とてもできた…21％    ② できた…79％ 
① とてもできた 
・講義によりリーダーシップのとり方やコーチングについて再度勉強することができました。   
・グループワークをする事で他の意見を聞く事ができ、病院とかけあっていかなければならない点が理解できた。 
・グループワークで皆と検討することでサポートのあり方について深めることができた。    
② できた 
・サポートの仕方もあるが、サポートの前に看護研究とは何かということを伝達していくことが必要だと思う 
・一貫した内容、テーマの見つけ方や論文の検索の仕方などサポートする。     
・サポートする側の視点について共有できた。       
・サポートをすることが今までふんわりとした程度だったのが、導くための方法が学べました。   
・知識面だけでなく、サポート者としての考え、立場、態度などが重要だと思った。    
・講義では理解できていなかった部分をグループワークで振り返る事。     
・研究をすることでメンタル面のサポートも大切だと学べたから。     
    

 Q2）臨床看護研究サポートリーダーの役割を追求することができましたか。 
    ① とてもできた…14％    ② できた…86％ 

① とてもできた 
・みんなと話し合う事で自分の考えをまとめていく事ができました。     
・研究のスタートからゴールまで、どこでどのような関わりが必要なのかが理解できた。心理的なサポートも重要であ

り、注意して関わっていく必要がわかった。       
② できた  
・組織をまきこんでの看護研究の追求が必要なんだと分かった。      
・方向性を示す模範となること、チームリーダーのタイプを分析しコミュニケーション方法を考えてみることがわかり

ました。         



・サポートする時には目的を明確に、最後まで一貫性を持ってブレないようにし、精神的支援もしていくことが大切で

あることがわかった。         
・グループワークの中で意見を出し合い、深めることができました。     
・ただ導くだけかと思ったが、研究者が最後にやってよかったと思うまでがサポートの役割だと感じました。  
・サポートするにあたって、自分自身の看護研究への取り組みを数多く経験し、その役割をもっと追究していきたい。 
・グループワークで皆と検討することで役割について深めることができました。    
・クリティークの方法をふまえ、アドバイスをすることが大切で、一貫性のある研究に導くことが大切だと学べたから。

         
 Q3）自施設における看護研究サポートについて自己の役割を見出せましたか。 
    ① とてもできた…7％    ② できた…93％   ③ あまりできなかった…0％ 

① とてもできた 
・様々な病院の実際をきく事ができたし、アドバイスをいただく事でより具体化して上層部にかけあう事と、スタッフ

のサポートを行う事が必要だと感じました。       
・後輩の育成が大切だと思った。       
・サポート役が現在1名なため、来年度も研修に参加する人員をお願いする。     
・研究者への支援も大切であるが、サポートする側の支援体制や研修を行っていく役割もあることがわかった。  
・今年度はグループリーダーですが、他施設の方の役割をきき、理解することができた。    
・良い看護研究に、看護研究をやってよかったと思える研究者に思ってもらえる、患者への提供を実現していただける

ようにどんどんサポートしていきたい。        
・ICUの看護研究作成リーダーとして、リーダーシップを発揮していきたい。     
・まず看護研究のサポート要員をつくらなければならないと思った。     
・サポートリーダー育成研修での学びの中で自分がやっていることがわかりました。    
・一緒にテーマを見出したり、一緒に文献検索の方法を学ぶことだとわかったから。    

    
  Q4) 次年度の看護研究学習会の企画にあたり、ご意見をお聞かせください。 
   1、「看護研究サポートリーダー育成研修」の受講要件について、申込当初はどのように感じられましたか。 

①  とても高い…0%    ② 高い…43%    ③ 妥当…50%   ④ 低い…7% 
② 高い 
・サポートできる知識や実践力がないままに申し込みを行ったため。 
・受講要件に合っている人が参加しているのかは疑問です。実際、看護研究事業へのサポートとして交渉できる立場にあ

る人とない人がいると思います。        
・ラダーⅢ、1.3万、研究論文の提出や看護部長の推薦など申込までに敷居が高いと感じました。   
・研究は苦手意識が強かった。研究とはどんなことをするのか、理解していたつもりだった。   
③ 妥当 
・４回ですごく多くのことを学べたため。       
・やったことがある人でなければ研修を受講した事柄についての理解が深められないと思います。   
④ 低い  
・研究を行った後、クリティークができるまでいけるのか不安だった。  

 
  2、「看護研究サポートリーダー育成研修」の全受講を終えての感想をお聞かせください。 

（② 高いと答えた人の感想） 
・全てを理解して今後サポートできるとは言い難いが、研修に戻って取り組んでいきたい。   
・病院の大小にかかわらず、研究にとりくんでおられる方と接することができ、自分もがんばろうという気持ちにな

りました。それぞれの病院の工夫も聞く事ができて、取り入れていきたいと思いました。   
・クリティークをグループで１つの文献で行ったことでディスカッションができ、楽しく学べました。  
・サポートの視点を学んだが、自身が質的量的研究ができていないのでもう少し深く学ぶ必要があると思った。 
・これまで系統だてて看護研究のサポートについて研修を受けてきていなかったので、今回の学びを活かしていきた

いと思います。また他の人にもどんどん受講をすすめていきたいと思います。    
・難しかった。グループワークが多い事で理解はしやすかった。     



・大学の先生の視点で学べてよかった。ひとつひとつの行為には根拠があり、それはなぜなのかなど考えることがで

きた。クリティークは自分も学びながら、今後スタッフへつなげていきたいです。    
（③ 妥当と答えた人の感想） 
・現在、量的研究にとりくんでいます。クリティークの仕方など詳しく学習できました。  
・４回に分けて、看護研究とはからクリティークの方法、サポートリーダーの役割を学ぶことができました。ありがと

うございました。         
・4日間の研修という長いスパンの内容だったが、1つ1つのテーマに分かれた講義、グループワークのため理解しや

すかった。         
・研究デザインを中心とした一段階レベルのおとした研修をしてほしい。研究に対する考え方が変わり、サポートリ

ーダーとしての役割を病院へ持ち帰って努力していこうと感じた。     
・クリティークを学べたのは大きな学びとなりました。ありがとうございました。    
（④ 低いと答えた人の感想） 
・研究をしてみないとクリティークする内容をしっかり把握するのは難しく、クリティークを学んでみないと研究を

深めるのは難しいと感じました。今回来てみないとこの時期でよかったと思いませんでした。  
           

3、今後の看護研究学習会でとりあげてほしい内容や、ご希望があればご自由にお書き下さい。 
(② 高いと答えた人の意見） 
・年間を通して看護研究講座があってもよいと思います。例えばクリティークのグループワークばかりを 1 年間やる

というのもよいかと思います。        
(③ 妥当と答えた人の意見） 
・ブラッシュアップ研修をしてほしいです。出張扱いとは別に看護研究（プロバイダーコース・インストコースみたい

な）研修をしてほしいです。 
・データの収集、分析方法についての具体的な内容。     
       

（４）グループワークの結果 （１-３グループ） 
■受講生が考える「看護研究における自己研鑽内容と研究チームのサポートから施設看護研

究事業をサポートするものとしての役割と内容」について 

※PowerPointファイルのスライド1をを挿入 

 
資料挿入1枚分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



※PowerPoint ファイルのスライド 2―3 をを挿入 

 
スライド挿入2枚分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



※PowerPoint ファイルのスライド 4―5 をを挿入 

 
スライド挿入2枚分 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（５）今年度の活動の成果と今後の課題 

滋賀県看護協会のレベルⅢ以上を対象とし、「看護研究サポートリーダー育成研修」を共同研究事業

として実施した。本年度は11施設14名の方が受講された。学習会のプログラムでは、「文献検索」、

「質的研究」、「量的研究」について研究方法から文献のクリティークまでを各 1 日ずつ行い、4 日目

に「看護研究サポートリーダーとしての役割」についての研修を行った。 

アンケートの結果、1日目「文献検索」の講義では、文献検索の意義、テーマの絞り方、最新看護検

索では9割以上が,、医中誌検索では受講者全員が「とてもできた」、「できた」と答えている。2日日

「質的研究」3日の「量的研究」の講義では、質的研究の方法、研究計画書のポイント、クリティーク

で受講者の9割以上が「とてもできた」、「できた」と答えている。受講者は看護研究やサポートリー

ダーの経験知に差があるため、個々の受講者に応じた指導ができるように各グループに1名は教員を

配置し、質問しやすい環境を整えた。このことが、受講生の学びや高い満足度に繋がったのではない

かと考える。研修では講義のみではなく、演習形式やグループワークを組み入れたため、ディス

カッションが活発に行われ、学習理解が深まった可能性があると考える。 

4 日目「看護研究サポートとリーダーの役割」では、臨床看護研究サポートとリーダーのあり方に

つては受講者全員が「とてもできた」、「できた」と答えている。今回の研修では、以前にこの学習会

に参加し、現在は臨床で看護研究サポーターとして活躍されている方に自施設でのサポート体制・支

援・役割等について報告をして頂いた。グループワークでは他施設の受講者の間で看護研究サポート

におけるリーダーの役割について活発な意見交換が行われた。学習会終了後のアンケートでは、自施

設での看護研究サポートの自己の役割について、研究者への支援体制づくりや研修の企画の必要性

について述べられていた。また、受講者の9割以上が研究支援の内容について具体的な方法が見出

せたと答えており、受講者の看護研究サポーターとしてのイメージ化につながったと考える。 

アンケートの中では、クリティークの難しさ、具体的な研究方法、データ収集方法について、

更に学習したいという意欲や年間を通しての看護研究を学ぶ「看護研究講座」の開催を希望する

声があった。今回の学習会が契機となり、受講者の看護研究への学習意欲の向上やサポート支援

の強化への意欲につながったと考える。 

次年度においても、「臨床看護研究サポートリーダーとしての能力を養う」という目的にそって、受

講者が職場で自己の役割を発揮・継続できるような学習会の内容となるよう努力していきたい。 

 

 

      

 



①自己課題
全ての時期で必要
→キーワードを見つける
先行文献を読むことで、絶対
とは限らないことがある

①自己課題
日々の業務の看護の中に研究の
テーマがひそんでいる
→気付ける視点を持ち続ける

調査対象者の選定

研究デザイン選定
研究計画書の作成

データの収集と回収

結論

結果の解釈・考察

結果の表示

研究の限界

プレゼンテーションに
向けての準備

研究発表
専門雑誌への投稿

ゴール

1グループ

疑問の明確化
研究目的の明確化

文献検索

課題の決定

スタート

研究の背景・位置づけ
論文のクリティーク

①研修からの学びと自己課題

②研究チームへのサポート

③看護研究事業へのサポート
◇時間外手当や研究を行うことでの賞与
◇研修の企画
◇研究がすすめやすいシステム環境の確保

アフターケアの意見
◇コミュニケーションスキル向上のため、ロールプレイを組み込ん
だ勉強会の企画実施をした
◇カンファレンス開催時、テーマの絞り込みができるよう情報収集、
Jonsenの4分割表を導入した
◇他病院で行っていた研究をもとに自身の研究をを行った
→マッサージと蒸しタオル温あん法の比較
◇フットケアの研究を生かし、経験年数によるフットケア指導の差
を埋めるパンフレットを用いて日々指導を行っている
センサーマットに振りまわされない看護
→センサーマット除去基準をつくる

①自己課題
・目的-タイトル-結論全て
に一貫性があること、目的
がクリアされているか新た
な知見を得ることが大事

①自己課題
・コード化、カテゴリー化
等抽象化する→それは何か、
何が起こっているかを分析
する
・統計の知識が不足してい
る、正しい分析ができるよ
う統計について学ぶ
・文献から見つけ、データ
分析することで法則を導く。
方法・シール・図表
統計立てて結果を出し分析
していく

①自己課題
・データを熟読し全ての言葉を拾いコード化する
・クリティークしていく視点が養われていない
・近い人、上司などパワーがかかると本心が引き
出せない

①自己課題
・個人が特定されないようプライバシーの配
慮が必要
・研究テーマに沿った必要な人をしっかりと
選別する

①自己課題
・目的～結論まで一貫性があるかが大事
・研究の問いがブレないようしっかり詰める
・質的研究は現象を掘り起こす

量的研究はデータを用いて一般化できるよう
にする

②サポート
研究者が興味があることを聴き疑
問に答える

②サポート
図書室あり→司書と連携
図書室なし→県大医大看護協会

②チームへのサポート
倫理的配慮がされているか確認していく

■ ②チームへのサポート研修テーマの依頼
→③研究事業へのサポート研修の企画

■ ③看護研究を行いやすい職場の風土づくり
→②チームへのサポート研究者へのねぎらい

②チームへのサポート
その都度、目的に沿った研究になっている
か介入していく

データの分析



①自己課題
・テーマが目的→やることが一致してくる
→明確化が必要
・関心事、疑問をマインドマップに書き出
し、研究疑問を作っていく方法
→看護実践の中での疑問から気になる単語
を組み合わせてテーマを見つける
・研究なのか、課題整理なのかあやふやで
理解できていない
・日々疑問があっても流れてしまっている、
何を明らかにするのか明確にできていない
・研究に対しての引き出しがないため、日
頃から研究視点を持って、実践関わりを行
い、研究につなげられるようにする

2グループ

疑問の明確化
研究目的の明確化

文献検索

課題の決定

スタート

研究の背景・位置づけ
論文のクリティーク

①研修からの学びと自己課題 ②研究チームへのサポート ③看護研究事業へのサポート

②チームへのサポート
◇方法論サポート
・文献検索の必要性を伝える
その中でも原著論文を検索していくこ

とが大切
・実際に検索方法を伝える
本だけでなくネットでの検索方法（医

中誌他）
・サポーターと一緒に検索をしていくこ
とで、方法や知識が深まる

①自己課題
・リサーチクエスチョンの理解、ブレな
いようにする
・テーマの見つけ方の中で先行研究をみ
て同じようなことが行われていないか調
べることが必要
・文献検索するタイミングやテーマを
絞って検索する方法、活用方法を把握し
て、検索した情報を活用していく
・テーマから内容を読み取れるようにす
る、キーワードを入れる

②チームへのサポート
◇方法論サポート
・質的なのか量的なのかデザインの選
定を行う
・目的に合った研究デザインかを考え
る研究計画書の作成
・ツールを使って疑問を作り、何を明
らかにするのかをサポートする
◇心理的サポート
・自主性をもって取り組めるように
→目的を明確に常に目的に戻るように
サポート
→肯定する、承認する、楽しく、メン
バーリング

②研究チームへのサポート
◆看護研究に取り組む意義（看護実践の
向上）について理解してもらう

■大切
研究サポートリーダーの支援

③看護研究事業へのサポート

研究チームと研究サポートリーダーの支援



調査対象者の選定

研究デザイン選定
研究計画書の作成

データの収集と回収

結論

結果の解釈・考察

結果の表示

研究の限界

プレゼンテーションに
向けての準備

研究発表
専門雑誌への投稿

ゴール

2グループ①研修からの学びと自己課題 ②研究チームへのサポート ③看護研究事業へのサポート

アフターケアの意見
◇FIMフローチャート作成によるスタッフのストレス軽減
点数計算をなくして時間短縮しフローチャート今も使っている

◇ERにおけるNSの家族対応において量的研究
・保障、情報のニードに対し高い対応をしていた→自分たちの看護
は間違っていないと自信を持ってケアできるようになった
◇透析時ペットボトルを使ったシャント肢カバー作成、使用するこ
とで抜去をなくした→透析医学会で発表

①自己課題
・検定方法の理解を深め、いろんな視点
から行う
・クリティークするためのチェック項目
を活用すること
・研究論文の足りないところ、悪いとこ
ろを批評するのではなく、良いところも
挙げていく
目的に合ったカテゴリーの抽出ができて
いるか、結果が示せているかを見極める
・タイトルとの一貫性を最後までみる
・検定方法、テーマに合った形での分析
の仕方をどのように説明するか

①自己課題
・疑問から出るキーワードから掘り起こしていく
（文献検索）
・量的研究でのカテゴリー分析方法
・分析、統計の種類、理解

①自己課題
・何を目的として研究を行っているか一貫性
が重要
・研究テーマに沿った必要な人をしっかりと
選別する
・ただ漠然と疑問に思ったり考えたりしたこ
とではなく、研究目的視点から見極める必要
がある
・今までは後付けでテーマを作っていたため、
研究にとりかかる段階からしっかりと考え選
定することが大事
・コード、サブカテゴリ―、カテゴリー分け
の方法
・その尺度で明確にできるのか
・デザインの理解が足りていない

①自己課題
・倫理的パワーへの配慮の重要性

・人に教えるまでにしっかり学習する
流れや質とは…量とは…など

・研究サポート研修で学んだことをカリキュラム、シリーズ
化して研修会を開催する
・研究チームだけでなくサポート者も相談できる場があると
いい
・研究委員会の設立→サポート体制
・看護研究の基本、基礎を振り返れるような研修の実施
→その基盤を基にするとサポート時に話がしやすい
・デザイン、分析方法等が簡単にわかるフローチャート
・研究チームの中で進行状況を報告しあえる場をつくる

データの分析

■ 研究サポートリーダーの支援

■ 研究チームと研究サポートリーダーの支援

◇保障
・研究に関わる時間の保障
・研究発表者への評価
・学会参加費用のサポート
・研究を時間外で行う際の金銭的支援
・研究に対する協力体制
◇環境面・ハード面
・文献検索ができる環境の要望
簡単にできるツール
自宅でもどこでも検索できるID

・研究を支援するシステム構築やフォロー体制
◇外部との連携
院内発表できる場→院外発表へつなげる

③看護研究事業へのサポート

②研究チームへのサポート



①研修からの学びと自己課題

調査対象者の選定

研究デザイン選定
研究計画書の作成

データの収集と回収

結論

結果の解釈・考察

結果の表示

研究の限界

3グループ

疑問の明確化
研究目的の明確化

文献検索

課題の決定

スタート

研究の背景・位置づけ
論文のクリティーク

②研究チームへのサポート ③看護研究事業へのサポート

データの分析

①自己課題
■研究テーマの絞り込み
・臨床の場合は何でもテーマになり得るけれど、何を明
らかにしたいのかを明確にしていくことで研究方法が変
わる
・日々の疑問に思うことを考える→視点を変えると見方
も変わる、関心ごとをマインドマップに書き出してみる
・気になる疑問から研究疑問へつなげる→新しい情報を
生み出す現在の疑問→明快なもの→残りの段階へ指示を
与える

①自己課題
■文献の重要性
・論文の出所の信頼性の違い
・原著論文を探す
・キーワードから検索、用語の明確化→研究テーマの重複
を避け絞り込んでいく
・実施した研究の信頼性、説得力の保障のための活用方法
・研究目的の明確化
・病院の図書室だけでなく、大学の利用、相談もできる

①自己課題
■量的質的研究についての理解
・量的→定量データではなく定性データ
を帰納的に分析
対象者にガイドラインはない、データ

の熟読、コード化、カテゴリー化
・質的→収集したデータを数に置き換え
て統計を用いて処理する研究方法
・研究目的の達成に、質的研究が適して
いるか、研究デザインは目的に適してい
るかを考慮してクリティークする
・そもそもの量的研究と質的研究の違い
→導き出したい内容によって取り組み方
が違ってくる
・研究デザインは何を明らかにしたいか
によって違ってくる
■クリティークの重要性
・チェックリストに沿って論文を読み進
めていく

①自己課題
■研究の意義
・看護の視点での疑問が決まれば新しい知
見の疑問になるのか、看護の発展に寄与で
きる研究であるかを考える
・学会への参加
最新の情報や流行を知ることができ、新た
な疑問や課題をみつけることができる

プレゼンテーションに
向けての準備

研究発表
専門雑誌への投稿

ゴール



①研修からの学びと自己課題 3グループ②研究チームへのサポート ③看護研究事業へのサポート

アフターケアの意見

■サポート者としての姿勢・態度
・問題を一緒に考え、支援していくという姿勢を持つ
・患者さまと接する態度で接する

傾聴・共感・精神的フォロー
■環境調達
・スタッフの協力を得られるようにする
・学会への参加を勧める
■段取り
・年間スケジュールの説明
・取り組み方法

②研究チームへのサポート

スタート

テーマ決定
・「疑問」に思うことは何か？

「興味」→それに対する先行研究はあるか
・研究の意義について考えられているか
・何を明らかにしたいのか明確化するための方法説明
・文献検索の方法説明
・参考文献の適正についてのアドバイス
・量的か質的か研究デザインは適切か
・研究計画書のクリティーク
・コミュニケーション戦略
→チームリーダーがどのタイプか見極める

・クリティークの際、作成者の精神的フォロー
励まし・意欲を出させる言動に努める

すすめ方
■一貫性のある論文作成への支援
・タイトルは研究の目的と一致しているか

目的－タイトル－方法－結果－考察－結論
全ての適合

・バイアスのかからない対象、データ収集か
・倫理的配慮の確認

倫理審査を受けているか
・アンケート方法は適切か

元となるものの適切さ、妥当性
・論文のクリティーク

研究としての体系が整っているか
・図表が適切であるか
・結果考察に対する文献活用ができているか

③看護研究事業へのサポート

設備の充実

・共同研究者との連携
・文献検索のための環境調整

環境調整

■費用保障
・看護研究者、発表者への報酬
・研修会や学会参加 へのサポート

勤務調整・費用負担
■時間保障
・研究を行うための時間の確保

日常業務への配慮
■人的保障
・研究サポート者の人数の充実

そのための教育の充実

やりがい

・研究の楽しさを伝えられる体制づくり
・研究者の意見が今後の研究に反映される
・達成感が得られる
・研究結果が日常の看護に活かせるサポート

◇エジンバラ産後うつ質問票の活用でハイリスク群への早期介入を
検討する
◇ICU離床プロトコール
看護師サイドで実施するリハビリBP値（平均血圧）、カテコラミ

ンINDEX、意識レベル（JCS.GCS.RASS）、疼痛レベル（BPS.VAS）
◇排便コントロールにつながる排便スケールを作成し共有した
性状はブリストル、量は自作
病棟のみの使用から現在は病院全体に広がり、Drも参考にするよ

うになった
◇寝たきり患者の移乗にスライダーを使用した腰痛予防
全部署スライダー購入となり、体形差に関わらず楽に移乗



４．共同研究 

（１）共同研究の経過と活動方針 

共同研究は、看護研究相談や看護研究学習会を通して看護職者と本学教員が研究をさらに深め、

研究実践活動を充実させていくことを目的としている。  

平成 19 年度からは大学と地域との連携をさらに深めるため、大学教員からも地域看護職に共同

研究への呼びかけを行い共同研究の拡大に努めた。その結果、毎年 6～8 件の共同研究が実施され

ている。 

今年度は従来の看護職関係からの応募と合わせて 6件の応募となった。 

審査の結果、全て採択された。 

 

 

（２） 共同研究の流れ 

 

 研究相談や看護研究学習会を経て研究を深めたいという動機  

 

 

 学部内担当教員との合意および共同研究申込書の作成  

 

 

 共同研究計画書の作成   

 

 

 地域交流看護実践研究センター 共同研究審査会  

 

 

 共同研究の実施  

 

 

 学会発表または論文発表  

 



（３） 2019年度  共同研究一覧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  共同研究・共同研究会名 研究･研究会グループ構成員 

1         産後ケア事業の実態－妊娠期から産

後まで切れ目ない支援を実施するた

めに必要なネットワークの構築に向

けて-  
                   

研究代表者  渡邊友美子 (人間看護学部母性看護学領域) 

研究分担者  中川僚子・林真里子（まちのほけんしつきずな） 

            古川洋子・濱野裕華（人間看護学部母性看護領域） 

 

2 経口気管内挿管チューブの２面固定

法における生活動作と挿管チューブ

のズレとの関係 

研究代表者  藤居亜喜文 （長浜赤十字病院） 

研究分担者  宮澤拓也  （長浜赤十字病院） 

       横井和美   (人間看護学部成人看護領域) 

 

3 

 

母親への参加型健康支援教育の啓発

に関する研究 
研究代表者  北村敦   （大津市保健所健康推進課） 

研究分担者  棚田のぞみ・奥野圭子・片山克子 

（大津市中すこやか相談所） 

白石智子  （大津市保健所健康推進課） 

渕元純子  （ふちもと助産院） 

      古川洋子   （人間看護学部母性看護領域） 

 

4 

 

新 

地域交流看護実践研究センターと連

携してきた市立長浜病院の看護研究

活動と人材育成 

研究代表者  松田和子         (市立長浜病院) 

研究分担者  草野美樹・伊吹理子 (市立長浜病院) 

            横井和美          (人間看護学部成人看護領域) 

 
5 

新 

12月

採択 

看護師の DNARに関する認識 研究代表者  種村明美         （彦根市立病院） 

研究分担者  伊東千花         （彦根市立病院）  

            荒川千登世･生田宴里(人間看護学部成人看護領域) 

 

6 

新 

 

1月

採択 

 

緩和ケア病棟に携わる看護師の倫理

的ジレンマを乗り越えるまでのプロ

セス 

-経験年数の高い看護師へのインタ

ビューを通して- 

 

研究代表者  福田身江子        （滋賀県立総合病院） 

研究分担者 中島藍          （滋賀県立総合病院） 

      糸島陽子・喜多下真里・小野あゆみ 

（人間看護学部成人看護領域） 

 



（４）共同研究活動報告 
2019 年度共同研究No.1 
 

産後ケア事業の実態 

妊娠期から産後まで切れ目ない支援を実施するために必要なネットワークの構築に向けて 
渡邊友美子、古川洋子、濱野裕華（滋賀県立大学人間看護学部） 

中川僚子、川㞍裕子（まちのほけんしつきずな） 
 
【研究目的】 
日本における産後の母親を支える役割は、従来主に家族が担ってきたが、近年多種多様な状況下で妊娠・出産

を迎える母親が増えており、家族だけでは抱えきれない課題となってきている。更に地域社会とのつながりの希

薄化により、母親が抱えている困難は外から見えにくく、産後うつや子どもへの虐待等深刻な問題に発展するケ

ースが増加している。これらを背景に、厚生労働省は平成 29 年度より母子保健対策関係予算 20,594 百万円を計

上し、母子保健医療対策を強化している。その中に産前・産後サポート事業、産後ケア事業が含まれる。 
「まちのほけんしつきずな」では、平成 28 年度から滋賀県長浜市より産前・産後サポート事業、産後ケア事

業を受託している。産後ケアのニーズは多くあると報告される中平成 28 年度利用実績は 13 件と少数であった。 
そこで本研究は、①産後の母親の産後ケアの周知の認識と利用ニーズを調査し、②産後ケア利用者に対し利用

状況の聞き取り調査を行った上で、現状の産後ケアが産後の母親のニーズに適しているものかどうかを検討する

ことを目的とする。 
 

【研究方法】 
研究デザイン  
    ①無記名自記式質問紙を用いた実態調査研究 
    ②半構造化インタビューを用いた質的記述的研究 
 
研究対象者 
    ①4 か月児健診に来られた母親で研究協力に同意が得られた者 
    ②B 産後ケアセンターで産後ケアを受けたことがある母親で研究協力に同意が得られた者 
 
データ収集方法 

①対象施設は、A 市の保健センターとした。質問紙の配布は倫理審査委員会承認後(No.633)、2018
年 5 月 1 日から 2018 年 8 月 31 日までの間で、研究者が対象者に研究協力依頼及びアンケートの配

布・回収を実施した。 
②B 産後ケアセンターにて、倫理審査委員会承認後(No.633)、2018 年 5 月 1 日から 8 月 31 日まで

の間で、協力が得られた対象者に、インタビューガイドを用いて半構造化インタビューを実施した。 
 
【結果・考察】 
①4 か月健診を受けた母親のアンケート結果から 
 
 有効回答数 118 名。初産婦 57 名（48.3%）経産婦 61 名（51.7%）であった。里帰り者 50 名（42.4%）、未里 
帰り者 68 名（57.6%）であった。里帰り地域は、県内が 36 名（72%）であった。家族形態は、核家族が 85 名 
（72%）、3 世帯以上 25 名（21%）、その他 8 名（7%）であった。 
 病産院退院後の主たるサポート者は、夫 75 名（31%）、実母 73 名（30%）が最も多く、続いて義母 29 名 
（12%）、実父 15 名（6%）、義母・義父・実祖母・兄弟が 13 名（5%）であった。誰もいなかったと回答した 
者は、0 名（0%）であった（複数回答可）。 
産後ケア事業について 89 名（75.4%）が周知していた。産後ケア事業の利用を考慮した者は、日帰り型 12 

名（10.2%）宿泊型 6 名（5.1%）、実際の利用者は日帰り型 1 名（0.8%）であった。利用しなかった理由は、「家

族のサポートに満足している」108 名（91.5%）、「家族のサポートがあった」 
49 名（37%）、「利用しようと思わなかった」34 名（26%）、「手続きが面倒だった」16 名（12%）であった。 



 産後困ったことの推移は、病産院直後、2 週間後、1 か月以内、1 か月以降全て、授乳に関すること、おっぱ 
いに関する悩みが多く、次いで赤ちゃんの泣き、睡眠と回答していた（図 1）。 
 現行の情報発信（母子健康手帳交付時の説明・長浜市ホームページ・広報誌・出生届提出時・新生児訪問時の 
説明）により「産後ケア」の周知はできている現状であった。A 市の特徴の一つに、里帰り者が約半数であるこ 
と、また家族のサポートに満足している母親は9割以上にのぼることから、産後の母親は産後ケアの利用よりも、 
家族のサポートが充分に得られる環境が整っていることが示唆された。 
 また、産後の困りごとの内容をみると授乳やおっぱいへの困りごとが多く産後の休息をサポートするよりも、 
母乳外来・相談などが気軽にできる場所のニーズが高いことが示唆された。（第 60回日本母性衛生学会学術集会

にて発表した） 

 
 

 
               図 1. 退院後の困ったこと（項目推移） 
 
 
②産後ケアを受けた母親のインタビュー結果から 
 
〈研究参加者の概要〉 
対象 初・経産 年齢 家族形態 里帰り分

娩の有無 
主たるサポー

ト者 
産後ケアを初め

て受けた時期 
利用内容 

A 初 30 代 核家族 有り 無し 産後 4 か月 日帰り 2 回 

B 経 40 代 核家族 無し 週 1 他県に住

む義父 
産後 1-2 か月 日帰り 4 回 

C 初 30 代 核家族 無し 義両親 産後 2-3 か月 日帰り 1 回 

D 初 30 代 核家族 有り 義両親 産後 2 か月 日帰り 10 回 

E 初 20 代 義理両親と

敷地内同居 
有り 実両親 産後 3 か月 日帰り 6 回 

泊まり 1 回 

F 経 30 代 核家族 無し 無し 不明 日帰り 1 回 
泊まり 2 回 

G 初 30 代 核家族 有り 実両親・妹 産後 3 か月 日帰り 1 回 
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〈利用者の産後ケア体験〉 
 産後ケアを受けた 7 名の母親のインタビューから得られた産後ケア体験を質的記述的に分析した。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．利用者の産後ケア体験の構造 

 

 

 

 対象の概要からは、家族支援が得にくい状況が伺え、孤立することにより育児自体が辛いと感じる現状がある。

産後ケアに求める内容としては、体を休めたいという身体的なケアよりも、精神的なケアであり、話し相手や自

分の育児を肯定してくれる相手を求めている現状が伺えた。また、産後ケアという言葉自体は知っていても、具

体的に、自分をどう支援してくれるのかまで知らない現状があり、実際に利用してみると、産後ケアの支援内容

は母親たちに受け入れられ、母親たちはその効果を実感することができて、次回も利用しよう、他者にも伝えよ

うという積極的な利用につながっていた。そのため、産後ケアという言葉だけでなく、産後の母親たちが自分た

ちに何をしてくれるのかという、より具体的な説明をすることが必要であることが示唆された。 
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私たちの経験からより良い制度
に発展することを切望している

制度を利用して良かったと満足し振り返る

産後ケアが育児のサポートになってい
る実感を持つ

次の妊娠や後輩ママに経
験を活かそうとする

産前から産後に問題
を生じる要因がある

家族に支えながら育児を何とかしている

機会があり制度について知る

児とふたりで孤立している感覚がある
産後ケア制度自体が何
なのかよくわからない

妊娠期から産後ケア
施設利用を見据える

利用前に制度の利用しづらさを実感する

利用ニーズが生まれ制度について知る時期

利用ニーズして影響と効果を実感する時期

次に活かそうとする時期

一方向の影響 

双方向の影響 

利用手続きを経て、家庭内の調整がで
きると利用する

自分の状況と希望に応じた専門的ケア
を受ける

利用中に制度の利用
しづらさを実感する

安心と気楽さが提供
される場だと気づく

利用したいという思いを行動化する

周囲から利用を促す後押しがある

育児が思うように出来ないし、わから
ないし、しんどい現状がある

自分のコミュニティ内ではニーズに
合った相談・支援体制が不足している

私たちの経験からより良い制度
に発展することを切望している

制度を利用して良かったと満足し振り返る

産後ケアが育児のサポートになってい
る実感を持つ

次の妊娠や後輩ママに経
験を活かそうとする

産前から産後に問題
を生じる要因がある

家族に支えながら育児を何とかしている

機会があり制度について知る

児とふたりで孤立している感覚がある
産後ケア制度自体が何
なのかよくわからない

妊娠期から産後ケア
施設利用を見据える

利用前に制度の利用しづらさを実感する

利用ニーズが生まれ制度について知る時期

利用ニーズして影響と効果を実感する時期

次に活かそうとする時期



（４）共同研究活動報告 
2019 年度共同研究No.2 
 

経口気管内挿管チューブを 2 面固定法で固定したときの看護ケアと挿管チューブのズレとの関係 
 

藤居亜喜文 宮澤拓也（長浜赤十字病院 3階東病棟 ICU） 

横井和美（滋賀県立大学人間看護学部）  

【研究目的】 

  経口気管内挿管チューブ（以下挿管チューブとする）の固定法は、施設によって違いがあるが、患者の状況

に応じて 4面固定法、3面固定法、2面固定法が推奨されている。しかし、4面固定法では口腔内の観察やケア

が行いにくいため、挿管患者のチューブ固定を口腔内の観察やケアが行いやすい 2面固定法に変更しケアを行

った。本研究では、挿管患者のチューブ固定の 2面固定法において、看護ケアが挿管チューブのズレに影響を

及ぼさないかの検証を行った。 

【研究方法】 

1.研究デザイン：記述統計 

2.用語の定義：挿管チューブのズレは、気管内チューブの口角または門歯の固定位置から鍔までの長さの移動

及び、気管分岐部から挿管チューブ先端までの長さの移動とした。 

3.データ収集期間：平成 30年 12月より平成令和元年 9月 

4.対象者：ICUで 2日以上の経口挿管が必要で同意を得た 35名の患者とした。 

5.データ収集方法：1)挿管初日と 2日目の胸部レントゲン写真の気管分岐部から挿管チューブ先端までの距離

を計測する。2)体位変換、清拭、口腔ケアの前後で、挿管チューブの長さ（口角または門歯の固定位置から

コネクター鍔まで）を距離計測スケールで計測し記録する。 

6.データ分析方法：①鎮静薬の有無別による挿管チューブ先端から気管分岐部までの長さ、②RASSの値による

挿管チューブ先端から気管分岐部までの長さ、③挿管チューブのテープ交換（以下テープ交換とする）から

の時間毎での体位変換、口腔ケア、清拭の各看護ケア前後における挿管チューブの固定位置（口角または門

歯）からコネクター鍔までの長さの比較を行った。 

6.倫理的配慮：本研究は長浜赤十字病院看護部倫理委員会及び長浜赤十字病院医療倫理審査会の審査を受け承

認を得て実施した。 

【結果】 

対象者の内、鎮静薬を使用している群は 31人で、挿管初日と 2日目の胸部レントゲン写真の気管分岐部から

挿管チューブ先端までの距離差は 5.4±5.08（mean±S.D）㎜で、鎮静薬を使用して無い群は 4人で 5.7±4.08

㎜で両群に差はなかった。また、RASSの値で比較すると、RASSが-3～-5の群は 20人で、4.9±4.08㎜、RASS

が-2～0の群は 15人で 6.1±5.41㎜であり、RASSのレベルでみた両群の差はなかった。 

看護ケア別に前後のズレの幅をみると、体位変換前後におけるズレの幅は、0～6㎜であった。テープ交換後

12時間までの３時間毎のズレは 0.14～0.72㎜、テープ交換後 12時間以降の３時間毎のズレは 0～0.97㎜であ

った。口腔ケア前後におけるズレの幅は 0～6㎜であった。清拭前後におけるズレの幅は 0～5㎜であった。 

【考察】 

挿管チューブの固定方法においては、4 面固定法が最も固定力が強いとされている。しかし、今回の研究で

は、鎮静剤の有無別、RASSの値別では、挿管患者のチューブ固定のズレに差はなかった。また、体位変換、口

腔ケア、清拭の看護ケアの前後においても２面固定法でのズレは 0～6㎜の間で、安全性が維持できていると考

えられた。 

本研究は滋賀県立大学人間看護学部地域交流看護実践研究センターの共同研究助成を受けて行った。 

 

上記の内容は、第 16回日本クリティカル看護学会学術集会の演題に採択されています。 

 
 
 
 
 



（４）共同研究活動報告   
2019 年度共同研究No.3 
 

○棚田のぞみ１）、奥野圭子１）、片山克子１）、古川洋子 2）
渕元純子 3）、北村敦 4） 白石智子 4） 

1) 大津市中すこやか相談所、2) 滋賀県立大学、3)ふちもと助産院、4) 大津市保健所健康推進課 
 
  
【はじめに】 
母子保健の理念には、「母性及び乳児の保護者は、自ら進んで母子保健に関する知識の習得並びに母性及び乳幼児

の健康増進に努める」とある。また、地方公共団体は、母子保健向上のために、妊産婦が自ら知識を得るための

施策を講ずる責務がある。 
従来、大津市では母子健康手帳交付時に「妊娠子育てケアプラン」を用いて、妊娠中から出産後育児期に提供し

ている保健事業サービス(以下、サービスとする)について、口頭で説明し勧奨していたが、年々サービスの利用

が減少傾向にあった。そこで、サービスをより具体的にイメージし、利用に繋げるため、妊娠・出産後における

サービスの紹介DVD を作成した。今回、そのDVD の視聴効果について検討する。 
【方法】 
市内 7 エリアのすこやか相談所にて、母子健康手帳交付時に「妊娠・子育て保健サービスの案内 DVD」(5 分程

度)を原則全員に視聴を促した。令和元年 7 月 17 日から令和元年 11 月 30 日に母子健康手帳を交付し、視聴した

妊婦に自記式アンケートを実施し、分析する。研究倫理に関しては、大津市及び滋賀県立大学研究倫理審査の承

認を得ている。 
【結果】 
視聴した妊婦は、603 名であった。 
視聴した妊婦の属性は初産婦 57.9%、経産婦は 42.1%であった。現在の就労状況は、有り 76.8%、無し 23.2%で

あった。年代は 25～29 歳が 31.5%と最も多く、次いで 30～34 歳、次に 35～39 歳の順で、25～39 歳の妊婦は

全体の 84.1%を占めた。 
妊婦の 98.7%が「利用できる教室等のイメージができた」と答えた。 
DVD の視聴時間についても、「ちょうど良かった」と答えた妊婦は 93.8%であった。また、視聴後に「興味や関

心を持った教室等がある」と答えた妊婦は91.7%、「利用してみたいと思った教室等がある」と答えた妊婦が86.5%
であった。 
【考察】 
アンケート結果より、DVD の視聴によりサービスの内容を可視化できたため口頭での説明よりも効果があった

といえる。 
「興味や関心を持った教室等がある」と回答した割合と、「利用してみたいと思った教室等がある」と回答した割

合についての差は、5.5％であった。これは、就労している妊婦の割合が約 80％であり、教室参加の予定が立て

にくい妊婦が多数であったことが影響していると考えられる。そのため、育児休業に入った時期等、妊婦が参加

しやすいと思えるタイミングに教室の周知を行うことも必要である。また、母子健康手帳交付時の妊娠初期だけ

でなく、妊娠中期から後期のタイミングでも視聴できる機会を作り、産後のサービス利用のイメージ化を図るこ

とも重要である。 
初産婦が経産婦に比較して、視聴率が高く、興味や関心を持った教室等があると答えた割合も高かったため、今

後、DVD の視聴は初産婦を中心に行い、経産婦のニーズを明確にしていきたい。 
【おわりに】 
今後は、サービス利用とDVD 視聴の関連性をもとに、参加促進の効果について検証する。 
※本研究は、滋賀県立大学地域交流看護実践センター共同研究助成金を受けたものである。 
 
本研究は、第 50 回滋賀県公衆衛生学会（令和 2 年 2 月 22 日）にて発表を行った。滋賀県公衆衛生学会要旨集

p.22 
 
 
 



（４）共同研究活動報告 
2019 年度共同研究No.4 

大学と連携してきた臨床の看護研究活動から検討した看護研究支援のあり方 

 

松田和子、草野美樹、伊吹理子（市立長浜病院） 

横井和美（滋賀県立大学人間看護学部） 

 

【研究目的】 

看護研究は「ケアの根拠を明確化するため」「研究成果を実践に活かす」ために必要と臨床では看護研究が業

務の一環として取り組まれている。看護研究を支援する看護管理者の一人に看護師長がいる。しかし、看護師長

が院内看護研究を支援する上での困難として、「看護研究の専門知識がなくスタッフに教えることの不安」「研

究を完成させなければならない責任」などが報告されている。 

本院では 2005年度より、教育体制を整えてよりよい研究活動が行えるよう、教育委員会の中に看護研究委員会

を入れ込み、看護研究支援委員として院内の看護研究支援を横断的に行えるようにした。さらに、看護研究支援

委員と大学（滋賀県立大学人間看護学部地域交流看護実践研究センター）とが連携して支援する体制を構築して

きた。 

 そこで、今回、大学と連携してきた臨床看護研究活動の体制と看護研究支援委員のレポートから研究支援内容

を明らかにし、人材育成の視点から臨床における看護研究支援のあり方について検討する。 

 

【研究方法】 

１． 対象：A病院の看護研究支援委員 

２． データ収集方法 

１） 2005年度から大学とA病院が連携した臨床看護研究活動に関する指導記録 

２） 年度ごとに提出している看護研究支援委員の自己啓発レポート 

３．分析方法 

１）看護研究活動に対する大学とA病院との連携体制の変化と院内外の看護研究発表状況 

２）看護研究支援委員のレポートより、看護研究支援内容を抽出しカテゴリー化する。 

 

【倫理的配慮】 

データは個人特定することなく記号処理によって取り扱い、収集したデータは研究担当社が厳重に管理する。

研究対象者に対して、研究の意義、目的を説明しレポート活用に関しての承諾を得る。今後、市立長浜病院の倫

理審査委員会と滋賀県立大学看護学系研究倫理専門委員会の承認を得て行う。 

 

【経過】 

 倫理委員会の承認後に研究を実施する。 

 
 
 
 
 
 
 
 



（５）関連学会発表および論文掲載一覧 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

演  題 研 究 者 学会、収録頁 

1 産後ケア事業の実態 
-妊娠期から産後まで切れ目ない

支援を実施するために必要なネ

ットワークの構築に向けて- 

渡邊友美子、古川洋子、

濱野裕華：滋賀県立大

学人間看護学部 
中川僚子、川㞍裕子 
：まちのほけんしつき

ずな 
 

第 60回日本母性衛生学会 

学術集会抄録集 P.256（結果①） 

2019.10.11-12 

第 61回日本母性衛生学会発表予定 

（結果②） 

2020.10.9-10 

 

2 母子保健事業の啓発に関する研

究 
北村敦、白石智子：大

津市保健所健康推進課 
渕元純子：ふちもと助

産院 
棚田のぞみ、奥野圭子、

片山克子：大津市すこ

やか相談所 
古川洋子：滋賀県立大

学人間看護学部 
 

第 50回滋賀県公衆衛生学会 

2020.2.22 

滋賀県公衆衛生学会要旨集 P.22 

3 急性期実習を担当する臨床指導

者が抱える指導上の難しさ 
北川陽子：近江八幡市

立総合医療センター 
糸島陽子：滋賀県立大

学人間看護学部 
 

日本看護研究学会第 45回学術集

会 プログラムｐ26 

2019．8．20-21 

4 成人看護学実習におけるフィジ

カルアセスメントに対する実習

指導者のかかわり 

中川美和、横井和美：

滋賀県立大学人間看護

学部 
秋吉美典：市立長浜病

院 
 

第 39回日本看護科学学会学術集

会 プログラム集ｐ126 

2019.11.30-12.1 



Ⅲ．看護研修 

 

センターでは、例年、講演会（シンポジウム）の他、卒後教育として、各種事業を開催し、

看護の質を高める生涯学習の機会を県内の看護職者に提供している。 

講演会（シンポジウム）は、現在、社会で取り上げられている看護課題だけでなく、現代の

医療に関する問題や話題を含めて広くテーマを設定し開催している。今年度は、『フィンランド

のネウボラから学ぶ、子どもを持つ家族への包括的支援―みんなで考えよう 滋賀の母子保健活動

―』と題して、横山美江氏にご講演いただいた。 

 卒後教育は、「助産師エンカレッジ支援講座」、および「人間看護学部公開講義」を開催した。

「助産師エンカレッジ支援講座」は平成 26 年度から毎年開催し、今年度は 6 回目の開催とな

った。「人間看護学部公開講義」は、地域の看護職の方に学びの機会を提供するため人間看護学

部の講義を一部公開するものであり、一昨年度から実施している。今年度は前期・後期合わせ

て 15講義を公開した。また、今年度は「専門講座」を 2講座公開した。 

 

1． 講演会 

 
日 時：令和元年 10 月 19 日（土）13：30～15：30 
テーマ：『フィンランドのネウボラから学ぶ、子どもを持つ家族への包括的支援―みんなで考えよう 

滋賀の母子保健活動―』 
場 所：滋賀県立大学 A7-101 
講 師：横山美江 氏 
座 長：公衆衛生・在宅看護領域 小林孝子先生 
参 加：一般 22 名 学内教員 17 名 合計 39 名 
 
<内容> 
「フィンランドのネウボラから学ぶ、子どもを持つ家族への包括的支援」と題し、大阪市立大学

の横山美江先生を講師にお招きしました。フィンランドにおける周産期の現状と、ネウボラの活動

内容、日本との制度比較、今後の日本の母子保健のあり方にについてテンポよく学ぶことができた

講演でした。横山先生は、フィンランドのネウボラ施設等を訪問され、現地の状況を写真等の資料

を提示されながら、わかりやすく説明されました。特に、日本の母子保健事業と比較し、妊産褥婦

への個人支援ではなく家族をワンユニットとして支援していくことの重要性を述べられていました。 
参加者からは、「市町行政へどうしたらネウボラシステムが取り入れられるのかを考えるきっか

けとなった」や「妊婦健康診査と地域母子保健事業をどう組み合わせていくとよいのか」など、活

発な意見交換や質問が飛び交いました。また、「看護職者各々の専門性をどう高めていけばよいのか

考えるきっかけになった」や「マンパワーの確保や人員配置のあり方」、「日本で展開するための経

済状況や財源について」など、総合的に考えていく必要性があるとの意見もいただきました。 
産み育て当事者である母親やその家族がより健康になることは保証されるべきことです。そのた

めにどうしたら「切れ目ない支援」が提供できるのか、2 時間という短い時間ではありましたが、

横山先生からの貴重な情報提供を受け、関連する専門職が一丸となって考える時間を持つことがで

きました。 



医療関係

保健関係

福祉関係

その他

未記入

教育機関

行政機関

医療機関

その他

未記入

非常に満足

ほぼ満足

あまり満足してない

未記入

<評価> 
母子保健に関わる専門職のみならず、学生や地域の子育てにかかわっていただいている住民担当

者の方の参加かがありました。アンケート結果より、9 割近くの参加者が満足し、今後に活用でき

ると回答されていました。 
今後の研修会への意見も、さらに踏み込んだ講義内容を希望されており、今後の企画運営の一助

とさせていただきます。皆様のご協力のもと、盛況に講演会を終えることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜アンケート結果＞  【アンケート回答数： 31 名】 
1）回答者職種 

医療関係 31％ ： 助産師・保健師・看護師・教員 
保健関係 28％  

福祉関係  3％  

その他   16％ ： 一般・学生 

未記入   22％  

 

2）回答者所属 

教育機関 42％  

行政機関  5％ 

医療機関 16％ 

その他   10％ ： 研修機関・民生委員 

未記入   3％ 

 

3) 今回の講演会を何で知ったか。 

案内チラシ 61％ 

ホームページ 10％ 

その他     23％ ： 広報誌・知人から 

未記入      6％ 

案内チラシ

ホームページ

その他

未記入



非常に活用できる

まあまあ活用できる

あまり活用できない

未記入

4） 満足度 

非常に満足 58％、ほぼ満足 36％、 

あまり満足していない 1％、未記入 3％ 

 

5） 今後の活用 

非常に活用できる 45％、まあまあ活用できる 39％、 

あまり活用できない 1％、未記入 13％ 

 

6） 講演会の感想および意見（抜粋） 

・すごく大事なことだと思うが、日本ではまだまだ時間がかかる。私自身ネウボラは大阪の学

会で初めて聞いて知った位。こんな状態の人も多い中で、全国的に広めるのは難しい。滋賀

でも小規模でしている。またフィンランドの保健師はどんな人たちなんだろうと思ってしま

った。何故日本と違う？保健師教育も違うのではないか？と思ってしまった。具体的には地

域にどのようにアプローチすればいいか考えてしまう。 
・興味深い講演でした。        
・自分の領域以外の内容でしたが、新しい知見を得ることができました。ありがとうございま

した。 
・本日は多くの研究と実践に基づいた母子保健施策の構築についてご講演いただきありがとう

ございました。ネウボラについて、名前を聞くことは多くありましたが、実際に高い専門性

を持ち、ポピュレーションアプローチとして国民の信頼を得て活動されていることを知り感

銘を受けました。日本でもネウボラの活動の要素を取り入れて、少しでも虐待につながる事

例が少なくなるといいなと思いました。 
・フィンランドにおける母子保健システムがわかった。 
・一歩先を行く母子保健活動の内容を聞かせてもらい、とても勉強になりました。 
・フィンランドのネウボラについて具体的に聞くことができ、今後の参考になりました。 
・フィンランドのネウボラの話を初めて聞かせてもらいました。フィンランドの保健師と日本

の保健師は実施している活動は違うが、認知度 etc 日本ではとても低いことにビックリしま

した。いいリスクアプローチが多い日本ですが、ポピュレーションアプローチも利用しなが

ら、保健師の役割についてもっと周知していきたいと思う。 
・専門性を高めていきたいと思いました。また PHN のことを"負のイメージ"(子どもの発達の

ことを悪く言われる人)が多いと以前から感じていました。よいイメージを持っていただける

ように”見せる”活動をしていきたいと思った。 
・先生のお話をきかせていただきながら、わが町で具体的にどのようなことに取り組んでいけ

るのか考えることができました。ありがとうございました。 
・フィンランドネウボラの概念が良く分かりました。大変有意義な講演会でした。ありがとう

ございました。 
・「ネウボラ」という言葉は何度も聞いていたが、初めて具体的なことを聞くことができとても

よくわかった。「予防活動」により虐待も予防していけるということを再認識。虐待の事後対

応ではなく、予防にもっと取り組んでいきたい。 
・ハイリスクアプローチからポピュレーションアプローチへの切り替えが必要なことがわかり



ました。けれども人口、出生件数など、日本とは規模の違いがあります。また日本は医療保

険が妊産婦の検診をカバーする体制となっており、制度の設計の違いがあります。日本でポ

ピュレーションアプローチをするために、自治体の取り組みが大きいと再認識しました。 
・ネウボラは日本でも必ず普及してほしい。虐待 20 年で 5 件を日本でも 10 年後にはそうなっ

ていてほしいと心から思った。ハイリスクアプローチは特別感があり、関わることをあたり

前にすることが一番の予防策。 
・ネウボラについて知る機会がなく、今回初めて学ぶことができました。病院と保健師の連携

も深めていけると「当たり前」の概念をもって全体で連携した支援がもっとできるようにな

るかもしれないと思いました。ありがとうございました。ちなみに総合健康診断では家族全

員を診ているのは何科の医師で、内容はどんなものか教えていただきたいです。 
・地域と連携していく仕事をする中で、ネウボラの役割がとても大切だと痛感しています。今

回の講演がとても勉強になりました。滋賀県南部での再講演をお願いしたいです。 
・とてもすばらしい講演でした。ありがとうございました。日本でもフィンランドのようにで

きないのか？と思いますが、制度を見直すためには熱意というところはとても大切であると

わかりました。専門性を高めること、人員配置、日本の経済状況など総合的にみていくこと

が重要と思いました。 
・フィンランドの虐待数の少なさは驚きました。リスクがあるかないかは、どのタイミングで

も判断は難しく、全てのお母さんを継続的に支援する必要性とその結果に本当に共感できま

した。 
・フィンランドのネウボラと日本版ネウボラの違いなどがよくわかり大変参考になった。 
・海外での子育て支援や子どもへの関わり方も知るにつけ、日本での子育ての難しさ、生きづ

らさをあらためて感じます。少子化が叫ばれて久しく、子どもは家族だけで育てるものでは

なく、地域で育てていくべきものだとも。このフィンランドでの取り組みをたちまち実施で

きるかは難しいかもしれませんが、可能なことから実行できればと思います。 
 

 
2、卒後教育 
  
 卒後教育は、最新の教育や看護実践の情報を卒業生や地域看護職に提供し、地域における看

護の質の向上を目指すことを目的としている。昨年度に続き、今年度も「助産師エンカレッジ

支援研修」と「人間看護学部公開講義」を広報・運営面にて支援した。 
 
（１）助産師エンカレッジ支援研修 開催結果報告（主催：人間看護学部母性看護領域） 
 《実践と評価》  延べ 35 名参加 

 開催日 時間 場所 テーマ 講師 参加者数 

1 5/27 

(月) 

180 分 E4-101 新生児の解剖生理学的特徴とケア 

―新生児にみられる病態と管理― 

中村健治先生 5 名 

2 6/3 

(月) 

180 分 E4-101 ハイリスク新生児の特徴とケア 

―NCPR の基礎と実際― 

中村健治先生 0 名 



3 6/14 

(金) 

180 分 E4-101 遺伝カウンセリングの実際について 

 

大瀬戸久美子先

生 

3 名 

4 6/28 

(金) 

180 分 E4-101 助産師の国際活動と諸外国の助産 嶋澤恭子先生 2 名 

5 7/1 

(月) 

180 分 E4-101 子宮頸部細胞診とベセスタシステムの基

本理論と演習 

越山雅文先生 1 名 

6 7/3（水） 180 分/ E4-101 母乳育児に関して 

―母乳育児支援の理論と実際― 

渡邉美也子先生 10 名 

7 7/5（金） 180 分 E0-201 フィリピンにおける助産師活動 冨田江里子先生 8 名 

8 7/8（月） 180 分 E4-101 帝王切開、急速遂娩の基本理論と 

会陰縫合演習 

越山雅文先生 6 名 

 
平成 26 年度より「助産師基礎教育と臨床を繋ぐ」をキャッチフレーズに助産師エンカレッジ

支援研修を開催し、今年で６回目を無事終了した。日々刻々と変化する周産期情勢を背景に、人

間看護学部母性領域の教員が企画し、看護職者の資質向上を目的として、周産期領域に従事する

保健師、助産師、看護師を対象に、妊産褥婦、新生児を取り巻く様々な課題についてテーマを決

定し、地域交流看護実践研究センターの協力を得て研修を実施した。 
今年度は、開催時から実施している内容に加え、国際化に目を向けた内容を新たに追加し、多

くの方に参加していただくことができた。女性のリプロダクティブ・ヘルス/ライツの担い手とし

て助産師の活躍の場は国内だけにとどまらず、世界各国に広がっている。このように日本以外で

の国々で活動されている講師の方の経験を、多くの方が興味を持って熱心に聞かれていた。 
また、遺伝に関する内容も追加した。出産の高齢化や出生以前診断など、倫理規定・法規定が

整備されないまま技術が進歩し、出産する前から子どもの遺伝情報を知り得る時代に突入した。

周産期に携わる医療関係者は、遺伝に関わる相談者としての役割を担うこともあり、さらに高い

倫理観が必要とされる時代となってきている。 
今回の助産師エンカレッジ支援は、そういった様々な場で活躍する助産師をはじめ周産期に携

わる医療従事者の、学び直しの場となったと考える。 
 

 《来年度への課題》 
  令和２年度は、助産師コースの大学院生と共に、さらにバージョンアップできる内容で周産期

に関連する知識、技術について研修を計画する予定である。 
日頃の助産ケアや技術のブラッシュアップやトレーニングの場として、そして最新知識の習得

に利用して頂ける場になるよう環境を整え、助産実践能力の向上に向け地域、臨床とともに歩ん

でいければと思っている。来年度も、多くの看護職の方々の参加を期待したい。 
 

（２）人間看護学部公開講義 
滋賀県内でご活躍の看護職・医療関係職のみなさまに、学びの機会を提供する卒後教育の一環

として、学部講義を公開して 3 年目を向かえた。今年度も、「リンパ浮腫のケア」「緩和医療の最

前線」、「緩和ケアの最前線」、「まちづくりと地域診断」、「予防接種と感染症」、「小児在宅医療と   



救急看護」など、さまざまな講義が公開され、合計 14 名の方に参加いただけた。毎年、参加者が

すこしずつ増加しており「人間看護学部公開講義」をきっかけに、学びの機会を提供できている

のではないかと考える。今後も専門職としての看護実践能力やキャリア開発に向けた看護職・医

療関係職のみなさまのニーズを把握しながら、より充実した公開講義を開講していきたい 
 
 

3、専門講座 
 2019年度は成熟看護学講座成人看護領域および成育看護学母性看護領域から「専門講座」の公開

がなされた。 

＜成熟看護学講座成人看護領域＞ 
  日本は、急速な高齢化に伴い最期の時までどのように過ごすのかを一人ひとりが考える時期に

来ている。しかし、医療現場では、本人の意思を反映した治療や意思決定支援に苦慮している。

そこで今回、意志決定支援をテーマに専門講座を開催することとした。 
 第 1 部は、森田亜紀氏の「日米比較！エンド・オブ・ライフにおける意思決定支援」を公開講

義として、近隣の医療職・介護職と考える機会をもつことにした。57 名の参加者と、ホスピスハ

ワイにおける遺族ケアや意思決定支援の現状を知り、これからの日本の意思決定支援に医療職・

介護職はどのように関わることができるのかを考える機会となった。 
第 2 部は、院生対象に「現場に活かそう！ACP・エンド・オブ・ライフディスカッション」を

テーマにワークショップを開催した。15 名の院生・医療職・教員とともにロールプレイをとおし

て、その人の価値観や意思を知ること、医療職自身もふだんから自分の生き方・逝き方について

考えておくことの重要性を実感し、意思決定支援のあり方を考える機会となった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



＜成育看護学講座母性看護領域＞ 
受講者数：6名（助産師） 

結果報告： 

新生児蘇生法の復習コースである NCPR Sコースを開催した。講義内容は新生児蘇生法普

及委員会の推奨しているタイムスケジュールに沿って行なった。講義(30分)では、新生児蘇

生のポイントや使用する物品の特徴、新生児蘇生のアルゴリズムについて確認を行なった。

手技練習(60分)では、全員が初期処置、自己膨張式マスク、流量膨張式マスク、胸骨圧迫、

Tピースを実施し、手技の確認・練習を行なった。その後、３人１組となり、シナリオ実習

(70分)を実施した。シナリオは初期処置、人工呼吸、人工呼吸＋胸骨圧迫、CPAP等のケー

スを実施し、受講生１人が１回ずつグループリーダーを務め、新生児蘇生のシミュレーショ

ンを実施した。シナリオ実施ごとに短時間のデブリーフィング時間を設け、活発な意見交換

や質疑応答が行われた。 

受講者アンケートからは、講座内容については、受講者全員が大変に満足したと回答。

少人数だったため、充実していたという意見や、知識を得られたことで自分の自信につな

がったという意見が聞かれた。NCPR Sコースの開催を通して、新生児蘇生の知識や技術を

再学習する機会になっていただけではなく施設間交流のきっかけにもなっていた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



人間看護学部公開講義一覧 

 

 

 テーマ 月 日 講 師 

1 ホリスティックケア論 

 音楽療法の紹介 4月 25日（木） 横井和美教授 

  笑いと健康の関連 5月 30日（木） 甘佐京子教授 

  リンパ浮腫のケア 6月 13日（木） 荒川千登世准教授 

2 成人看護学 

 トラディショナルケア 
6月 18日（火） 横井和美教授 

3 人間看護学概論 

 プレホスピタル医療・ケア   

    災害救急看護の役割と実際 

 

6月 26日（火） 

済生会滋賀県病院  

救急看護認定看護師  

櫻木秀幸氏 

4 エンドオブライフケア演習 

 緩和ケアの最前線 

  

緩和医療の最前線 

 看取りのケア 

 

4月 23日（月） 

 

5月 14日（月） 

6月 11日（月） 

 

緩和ケア認定看護師 

秋宗美紀氏 

緩和ケア医 田村祐樹氏 

糸島陽子教授 

5 人間看護学概論 

 保健・医療・福祉の連携 

   －どのような健康状態であっても 

    自分らしい生活を送りたい－ 

 

5月 7日（火） 

 

びわこ学園 

医療福祉センター野洲  

看護部長 吉田昌佐美氏 

6 公衆衛生看護管理論 

 まちづくりと地域診断 

（講義とワークショップ） 

 

6月 7日（金） 

滋賀県立大学 

地域共生センター 

鵜飼修准教授 

7 小児看護学 

予防接種と感染症 

 

 

小児在宅療養と救急看護 

 

 

11月 22日（金） 

 

 

12月 6日（金） 

 

 

 

滋賀県小児保健医療センター 

感染管理認定看護師 

織田麻希氏 

滋賀県小児保健医療センター 

小児救急看護認定看護師 

馬場恵子氏 

8 成人クロニックケア演習 

 成人期にみられる健康障害と看護－急性期－ 

 成人期にみられる健康障害と看護 

－回復期・慢性期－ 

 成人期にみられる健康障害と看護－終末期－ 

 

10月 24日（木） 

10月 31日（木） 

 

11月 7日（木） 

 

糸島陽子教授 

糸島陽子教授 

 

糸島陽子教授 

9 成人クロニックケア演習 

 病とともに生きることを支える看護 

 

2月 7日（木） 

 

横井和美教授 



1 
 

 

まとめにかえて  
 

年号も令和と改められ、新しい志を持つことへの刺激が高まっていました。滋賀

県立大学人間看護学部地域交流看護実践研究センターも、変わらぬ地域貢献と新たな

地域貢献を目ざして活動してまいりました。  

変わらぬ地域貢献として、開学以来行ってきた、「看護研究学習会」「文献検索」

「研究相談」「共同研究」など臨床の看護研究を支援する活動を行ってきました。ま

た、外部講師をお招きした「講演会」や学内教員の教育・研究活動を公開する「専門

講座」「助産エンカレッジ研修会」「公開講義」を行ってきました。  

新たな地域貢献を目ざして活動を拡充していくために、本年度は「センター規

程」や「センター概要」を見直し、滋賀県立大学が取り組みを推進しているＳＤＧs

（持続可能な開発目標）に対する本センターの役割と活動を検討してきました。  

さらに、令和元年度から大学院の人間看護学研究科において助産師育成コースや

高度実践看護師の専門看護師育成コース（慢性疾患看護分野と在宅看護分野）がスタ

ートし大学院教育が拡充したこともあって、大学院教育の内容を「専門講座」として

開講したところ多くの方の参加を得ることができました。  

このように、令和元度も皆様のご支援とご協力をいただき無事に多くの活動を終

えることができました。ここに、感謝致しますとともに、お礼申し上げます。  

今後も地域の皆様に活用していただける活動を進めてまいりたいと考えていま

す。皆さまの一層のご支援とご高配をお願い申し上げます。  

 

滋賀県立大学人間看護学部  

地域交流看護実践研究センター長  

横井和美  
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滋賀県立大学人間看護学部地域交流看護実践研究センター 規程 

 

  （趣 旨） 

第１条 この規程は、滋賀県立大学学則第６条第２項に規定する人間看護学部地域交流看護実践

研究センター（以下「センター」という。）の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
 

    （目 的） 

第２条 センターは、地域に開かれた教育研究を進めるという人間看護学部の特色の具体化に向

けて、県内の看護関係者と滋賀県立大学との交流・連携を深め、地域での看護研究課題とその

解決方策を探求し、大学での学術研究の一層の充実を図るとともに、県内看護職員の資質の向

上に寄与することを目的とする。 
 

（業 務） 

第３条 センターは、前条の目的を達成するために次の業務を行うものとする。 

（１）看護の研究課題の把握、研究支援、共同研究 

（２）県内看護職員の専門性向上を目指した講座等の開催 

（３）看護情報の発信 
（４）その他、センターの目的達成に必要な業務 
 

（センター長） 
第４条 公立大学法人滋賀県立大学学則第１３条の規定および公立大学法人滋賀県立大学に置

く職およびその選考に関する規程に基づき、センターに学部附属施設長としてセンター長を置

く。 
２ センター長の選考は人間看護学部教授による互選または推薦により教授会で決定する。 
３ センター長は必要に応じ副センター長を置くことができる。 
 

    （使用者の範囲） 

第５条  センターを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。 

（１）県立大学の教職員（非常勤の教職員を含む。） 

（２）県立大学の学生（科目等履修生、特別聴講生、研究生および研修員を含む。） 

（３）県内看護職員 

（４）その他センター長が適当と認めた者 
 

    （使用者の遵守事項） 

第６条  センター使用者は、センター長が別に定める遵守事項に従い、使用しなければならない。 
 

  （使用時間） 

第７条 センターの使用時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、センター長が必要と認めた時は、臨時に使用時間を変更すること

ができる。 

 
  （休業日） 

第８条  センターの休業日は、原則として次のとおりとする。 

（１）日曜日および土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）１２月２８日から１月４日まで 

２ センター長は必要がある場合は、臨時に休業日を設け、または休業日を変更することができ

る。 
 



 

 

   （運営） 

第９条  センターの運営にかかる審議事項については、運営協議会での協議を受け、学部教授会

で決する。 
 

  （運営協議会） 

第１０条  センターに地域交流看護実践研究センター運営協議会（以下「運営協議会」という。）

を置く。 

２  運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。 
 

  （委任） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、センターの運営管理に関し必要な事項は、運営協議会

の議を経て、センター長が別に定める。 
 

    付 則 

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

    付 則 

この規程は、平成１７年２月１６日から施行する。 
    付 則 

この規程は、平成２０年３月５日から施行する。 
  付 則 

この規程は、平成２４年６月１１日から施行する。 
 

    

  



 

 

滋賀県立大学人間看護学部地域交流看護実践研究センター運営協議会規程 

 

  （趣 旨） 

第１条  この規程は、滋賀県立大学人間看護学部地域交流看護実践研究センター規程第１０条２項の規定

に基づき、滋賀県立大学人間看護学部地域交流看護実践研究センター運営協議会（以下「運営協議会」

という。）の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
   （協議事項） 

第２条 運営協議会は、地域交流専門委員会の議を経て、センター長が諮問する次に掲げる事項を協議す

る。 

（１）看護研究課題の現状を踏まえた看護職と大学との連携のあり方に関する事項。 

（２）地域交流看護実践研究センターの運営に関する事項。 

（３）地域交流看護実践研究センターに係る規程の制定改廃に関する事項。 

（４）その他地域交流看護実践研究センターに関する必要な事項。 
  （組 織） 

第３条 運営協議会の委員構成は、別表のとおりとする。 

２ 前項に定める委員のほか、委員長が必要と認めた者を委員として加えることができる。 
  （任 期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 
  （委員長） 

第５条 運営協議会に委員長を置き、地域交流看護実践研究センター長をもって充てる。 

２ 委員長は、運営協議会の会務を総理する。 
  （会 議） 

第６条 運営協議会の会議は、委員長がこれを招集し、その議長となる。 
  （委員以外の者の出席） 

第７条 議長は、必要に応じ、委員以外の者の会議への出席を求め、意見を聞くことができる。 
  （事 務） 

第８条 協議会の事務は、事務局総務グループにおいて処理する。 
  （委 任） 

第９条 この規定に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会が定める。 
    

付則 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

付則 この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

付則 この規程は、平成２０年４月１日から施行する。 
付則 この規程は、平成２４年６月１１日から施行する。 

 
（別表） 地域交流看護実践研究センター運営協議会委員 

 （１）県内医療機関看護部関係者 

 （２）滋賀県看護協会長 

 （３）県内在宅看護関係者 
 （４）県内助産師関係者 

 （５）県内市町職員看護関係者 

 （６）滋賀県職員看護関係者 

 （７）地域交流看護実践研究センター長 

 （８）人間看護学部教授 

 （９）滋賀県立大学理事 

  



 

 

滋賀県立大学人間看護学部地域交流専門委員会内規 
 
（設置および趣旨） 
第１条 公立大学法人滋賀県立大学人間看護学部委員会組織内規第 3 条第 1 項の規定に基づき、地域

交流専門委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
２ この規程は、公立大学法人滋賀県立大学人間看護学部委員会組織内規第 3 条第 2 項の規定に基づ

き、委員会の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（所掌事項） 
第２条 委員会は、滋賀県立大学人間看護学部地域交流看護実践研究センター（以下「センター」と

いう。）の運営ならびにセンターが目的達成のために行う業務に関する事項を所掌する。 
 
（組織） 
第３条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。 
 （1）学部長 
 （2）センター長 
 （3）副センター長 
 （4）学部長に任命され、教授会で承認を受けた教員 
２ 委員会には、研究部門と研修部門を設置し、前項第 3 号で定める委員は、いずれかの部門に所属

し、業務を担当するものとする。 
 
（委員長および副委員長） 
第４条 委員会には委員長および副委員長を置く。 
２ 委員長は、センター長をもって充てる。 
３ 副委員長は、副センター長をもって充てる。 
４ 委員長は、委員会の会務を総理する。 
５ 委員長は、委員会で協議した事項を必要に応じて教授会の審議もしくは協議に付する。 
６ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 
  
（会議） 
第５条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
２ 委員会は、委員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立するものとする。 
３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 
 
（委員以外の者の出席） 
第６条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。 
 
（記録） 
第７条 議長はあらかじめ書記を指名することができる。 
２ 記録は、紙媒体で保管する。共有フォルダで 5 年間保管し、以後、電子媒体で保管する。 
 
（その他） 
第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。 
 
 付 則 
この規程は、平成 29 年 6 月 14 日から施行する。 
付 則 
この規程は、令和元年 5 月 15 日から施行する。 
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