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巻 頭 言

　今年度、地域交流看護実践研究センターでは新しい事業をいくつか立ち上げまし
た。その一つとして、従来の専門講座の枠組みを、学部の講義に組み込み地域で働
く看護従事者、卒業生を対象に学びなおしの場として提供することを始めました。
看護実践は、日進月歩していく部分と、普遍的な要素を持つ部分と、大きく二つに
分けることができます。看護実践の進歩した部分について新たな情報を得る場とし
て、あるいは、逆に日々の激務の中見過ごしてしまいそうな普遍的な部分を再認識
する機会として、この学部の公開講義を活用していただければ幸いです。
　看護医療を取り巻く社会情勢は日々変化しており、それに伴い、看護の対象や場
も変化してきています。その変化に戸惑うこともありますが、専門職である以上、
学びの歩を止めることはできません。地域の看護職である皆さまの学びのニーズを
満たせるように、当センターはこれからも、柔軟に変化し続けたいと考えています。
　看護専門職者として、変化を恐れず、しかし大切なものを置き去りにすることが
無いよう、目指すべき看護実践を共に探求していけることを願っております。

滋賀県立大学　人間看護学部

学部長　甘佐　京子
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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究センター概要

　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、平成 28 年度で 13 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
座や講義を支援している。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。
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４．地域交流看護実践研究センター組織図
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５．平成 28 年度地域交流専門委員会委員

　人間看護学部長
　　甘佐　京子
　センター長
　　横井　和美
　副センター長
　　古株　ひろみ

看護研究サポート
　研究部門

責任者　教　授　　平田　弘美
　　　　助　教　　大門　裕子
　　　　助　教　　喜多下真里
　　　　助　手　　小嶋　友美

看護研修
　研修部門

責任者　教　授　　古株ひろみ
　　　　助　教　　馬場　　文
　　　　助　教　　中川　美和
　　　　助　教　　玉川あゆみ
　　　　助　教　　関　　恵子

６．平成 28 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

島　田　　　惠 大津赤十字病院 看護部長

堀　池　公　子 大津市民病院 看護局長

宮　下　孝　子 滋賀県立成人病センター 看護部長

古　川　純　子 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 看護部長

力　石　　　泉 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

伊　藤　あさゑ 一般社団法人　滋賀県助産師会 会長

市町看護関係者

津　田　幸　子 近江八幡市福祉子ども部 理事

五　坪　千恵子 彦根市福祉保健部健康推進課 課長

千　種　恵美子 米原市健康福祉部 部長

織　田　里　美 長浜市健康福祉部健康推進課 参事

藤　田　道　子 東近江市健康推進課 課長

滋賀県看護関係者 嶋　村　清　志 滋賀県健康医療福祉部健康医療課 課長

（学内委員）

滋賀県立大学

人間看護学部

理　事　　濱　崎　一　志

　学部長　　甘　佐　京　子　　　セ ン タ ー 長　　横　井　和　美
　　　　　　　　　　　　　　　　副センター長　　古　株　ひろみ

　教　授　　森　　　　　敏　　　　　　教　授　　安　原　　　治
　教　授　　越　山　雅　文　　　　　　教　授　　伊　丹　君　和
　教　授　　糸　島　陽　子　　　　　　教　授　　平　田　弘　美
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７．平成 28 年度地域交流看護実践研究センター運営協議会　会議録

日時：平成 28 年 6 月 22 日（水）　13 時 30 分～ 15 時 00 分
場所：滋賀県立大学　人間看護学部会議室（E0-201）
司会：馬場助教　　記録：中川助教

出席者：学外委員【14 名】　　〈欠席 1 名〉
堀池公子看護局長（大津市民病院）、宮下孝子看護部長（滋賀県立成人病センター）、古川純子看
護部長（彦根市立病院）、松田和子看護局長（市立長浜病院）、呉竹礼子看護部長（長浜赤十字病院）、
力石泉看護部長（公益財団法人豊郷病院）、廣原惠子会長（公益社団法人滋賀県看護協会）、津田
幸子理事（近江八幡市福祉子ども部）、高橋里亥監事（一般社団法人滋賀県助産師会）、五坪千恵
子課長（彦根市福祉保健部健康推進課）、千種恵美子部長（米原市健康福祉部）、織田里美次長（長
浜市健康福祉部）、藤田道子課長（東近江市健康福祉部健康推進課）、福井美代子課長補佐（滋賀
県健康医療福祉部健康医療課）
学内委員【9 名】
濱﨑理事、甘佐学部長、森教授、安原教授、越山教授、伊丹教授、糸島教授
横井センター長、古株副センター長
地域交流専門委員【4 名】
平田准教授、馬場助教、仲上助手、小嶋助手
事務【2 名】吉澄主幹、谷口

1.　開会
2.　挨拶
　１）開会の挨拶　甘佐学部長
　　  　滋賀県立大学は、開かれた大学という大きなキーワードがある。地域交流センター

に何ができるか、どのようにしたらより一層地域と連携できるのか、今後も地域の
皆様のご意見を賜りながら考えていきたいと思います。

3.　委員紹介
4.　COC 事業の紹介　濱﨑理事
　１）COC 事業の取り組みについて
　　　①　COC 事業について
　　　②　公募型地域課題研究について
　　　  　地元と大学が一緒に課題を取り上げ、地域に志向した地域課題型研究を進めて

いる。あらかじめ、お互いに得るようなものがある課題を取り上げていきたい。
地域に開かれた大学を目指している。

5.　議事
　１）平成 27 年度活動報告について・・・活動報告書およびパワーポイント使用（センター
 　　長）
　２）平成 28 年度活動計画について
　　  ・横井センター長から平成 28 年度の取り組みについて報告された。本年は教育支

援状況を強化すること、COC 事業における地域交流センターの活動内容を具現化
し広報活動を行っていく。

　　①　研究部門（平田准教授）
　　  　共同研究では、従来の看護職からの応募の他に、教員側からも情報発信していく
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　  新たな形の募集も始める。
　　②　研修部門（古株副センター長）
　　  　講演会、卒後教育についてそれぞれ報告された。また、新しく卒後教育の一環として、

学部内の授業を公開することが説明された。（人間看護学部公開講義）
　３）地域交流看護実践センターにおける共同研究について
　　  　横井センター長から、共同研究の実施要領の改定について説明があり、出席者から承

認を得た。

6.　意見交換
　○  　保健師が直接共同研究に関与できるものがあるか。テーマの設定はどのようにされているのか。
　　→ 今回は、教員がテーマを設定しているが、相談をしながら進めていく。（研究部長）

　○  　共同研究では、学部以外の栄養士の方も交えて共同研究の参加をしてもよいか。
　　→ 学部を越して行う場合は COC につなげていきたい。（センター長）

　○  　COC 事業について興味を持っている。当市では、現在、医師・保健師の確保が課題となっているが、
そんな中でも保健師のレベルアップをはかるため大学と連携していけたらいいと思う。

　○  　共同研究について、母子に関して、妊娠、出産後に母親同士が交流できるように取り組んでいる。
その中で、これまでの取り組みをどのように評価していくのか、まとめ方の視点を教えて頂きたい。

　○  　当院でも、看護研究を推進していて県立大学から指導もしていただいているが、最初のテーマの設
定が難しくなかなか決まらないのが現状である。

　○  　医療が高度になっていくのに看護師がついていけないという現状に於いて、看護師の研究のレベル
アップをするにはどうすればよいか力を借りたい。

　　→   講演会で、地域の看護力の育成というテーマを上げているので参加して頂きたい。（研修部長）

　○  　共同研究の来年度のテーマとして、産後うつの問題を地域ぐるみで行ってほしい。

　○  　①研究の相談、共同研究に来る人はどのような人が来ているのか実態を知りたい。

　　→   短大生、卒業生が来ている。今後データを集計していく。（センター長）
　　　②  患者会の人と接触する機会が多かった。その中で認知症の関心が高かった。認知症認定看護師も

育ってきているため、「認知症」のテーマで研究を行ってほしい。
　　→   後期に認知症の看護の授業を行っていく予定なので参加して頂きたい。（研究部長）

　○  　看護師のレベルアップが課題となっている。院外に出て研修をしても、個人の学びに終わってしまっ
ている。院内でのレベルアップをめざしていくために県大の先生方の力も借りたい。

　○  　昨年は県の研究学会等に参加したが、これからは大学の力も借りてレベルアップをはかっていきた
い。

　○  　ここ 2，3 年学会発表が充実してきたと感じている。学会発表の時期によっては無理かもしれないが、
出来るだけ県大の先生方と一緒に研究ができたらいいと思う。

　○  　ナースのスペシャリストだけでなく、ジェネラリストの質もアップしていきたい。そのためジェネ
ラリストにも学びの機会を作って欲しい。大学に認知症認定看護師の育成場を立ちあげてほしい。

　○  　一昨年は県大の先生と当市の保健師 3 名とが共同研究を行い、昨年は共同研究発表会の場でその成
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果を披露することができた。忙しい中ではあったが、大変勉強になり有意義であった。今後もこのよ
うな共同研究を進めていけたらと思う。

　○  　①ニーズの多い産後ケアのサポート事業を始めた。今後この事業をどのように評価して広げていく
かということが課題であるため大学の力を借りたい。

　　  　②当市には「低体重児の問題」が多い。共同研究に「乳幼児期の親子からはじめる生活習慣予防対策」

を挙げられているが、「低体重児の問題」についてどのよう考えられているか教えて欲しい。
　　→   生活習慣は、大人になってからはなかなか改善しづらい現状がある。そのため、生活習慣が身につ

くまでに取り組むことが必要である。乳幼児健診のデータを過去の分から分析し現状の把握をして、
一緒にどのように対策をしようかという話をはじめている。

　　　   他の町にも参加してもらうことで比較検討できると思う。（地域交流専門委員）

　○  　特定看護師の研修のために、神戸の認定看護師センターが 3 年間ストップすることが今後の課題に
なっている。地域の拠点として県立大学を中心に考えなくてはならないと思う。

　　→   将来構想の中に取り入れ考え、検討を重ねているところである。高齢者問題、地域の在宅問題を視
野にいれて前向きに検討していきたい。なるべく早く構想を示していきたいと考えている。

　　　   また、大学が行っていることをもっとオープンにして積極的に関わっていくために、共同研究のや
り方を少し変更した。今後も病院側からの意見も聞いていく。（学部長）

　○  　「特定行為に係る看護師の研修制度」、「ナースバンク」などがスタートした。しかし大学には情報が
入りにくい。看護協会は中央と直結しているので多くの情報があると思う。今後もこのような場で情
報を伝えていってほしい。（人間看護学部教員）

　○  　実習指導者さんの研修が看護協会で行われているが、その後の研修がないため、病院の中で悩んで
いるという声を聞く。今回、共同研究で「成人看護領域における臨地実習のあり方に関する研究」の
募集をしている。指導に携わっている方で研究を行いたい方にぜひ参加して欲しい。（センター長）

7.　閉会
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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・共同研究会」「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

平成 29 年 3 月末日現在
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（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。所属は医療機関がほとんどだが、訪問看護ステーションや介
護老人保健施設、また看護専門学校の利用もあった。

大津赤十字病院 近江八幡市立看護専門学校

滋賀里病院 ヴォーリズ記念病院

草津市訪問看護ステーション アロフェンテ彦根

近江草津徳洲会病院 彦根市立病院

滋賀県立小児保健医療センター 特別養護老人ホーム奥びわ湖

公立甲賀病院

平成 29 年 3 月末日現在

（３）主な相談内容

（４）研究相談に対する指導内容

平成 29 年 3 月末日現在

平成 29 年 3 月末日現在
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（５）活動の成果と今後の課題
　今年度の看護研究に関する相談件数は、前年度に比べ相談回数が減少した。それは、今年度、

滋賀県内の病院や施設で働く医療従事者と本学部教員との共同研究を中心に看護研究サポート

活動を行ったことが理由の一つと考える。

　研究相談に対する主な指導内容としては、「研究取り組みの流れ・研究計画」や「研究テーマの

再検討」「研究課題の整理」など、研究を開始する前に必要な研究テーマの絞り込みや研究計画

書についての内容が多かった。あるいは、すでに研究データ収集を行い、その「結果についての

考え方」「発表方法」についての相談も多かった。これらのことは、看護師の日常業務とは違い、

研究に関する専門知識を必要とすることであり、現場で活躍する医療従事者にとっては、研究者

に相談を要する内容であるため、結果や発表方法に関する相談が多かったのではないかと推測さ

れる。

　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師など医療従事者の研究支援

を目的としている。今年度は、医療施設だけではなく、介護施設などからも研究相談の利用があっ

た。今後も、『研究相談シラバス』を県内の様々な医療機関や施設に配布し、人間看護学部教員

の専門分野や研究テーマの周知をはかっていきたいと考えている。そして、県内の医療従事者の方々

が看護研究に関して気軽に本センターに相談でき、興味をもって研究に取り組んでいけるような支

援をしていきたい。
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２．文献検索

　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

ヴォーリズ記念病院 聖泉大学

近江草津徳洲会病院 豊郷病院

近江八幡市立総合医療センター 東近江総合医療センター

大垣市民病院 彦根市立病院

大津赤十字病院 彦根中央病院

神崎中央病院 琵琶湖中央病院

甲賀看護専門学校 野洲病院

湖北病院 彦根市内クリニック

滋賀里病院 本学教員

市立長浜病院 県大生

平成 29 年 3 月末日現在

平成 29 年 3 月末日現在
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（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。これまでは滋賀県内の総合病

院関係者が文献検索の利用者であったが、今年度は近接する他府県の病院関係者が利用に訪れ

ることがあった。さらに、病院関係者にとどまらず県内の教育機関の関係者やクリニック関係者の

利用がみられた。これは、当センターの「文献検索事業」が県内外に広く知られるようになってき

ていることや、文献検索のニーズを持つ利用者が拡大していると考えられる。

　今後もこれまで通り県内の病院関係者、看護研究学習会等の受講生への「文献検索事業」の

案内を継続していくとともに、県内の専門学校を中心とした教育機関やクリニック等への「文献検

索事業」の利用案内の強化などを視野に検討をしていきたい。



− 13−

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、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ている。
　さらに今年度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、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。

（１）活動内容
　　平成 28 年度　公益社団法人滋賀県看護協会との共同事業
　　「看護研究のスキルアップ研修　～ワンランクアップをめざす看護研究～」
　　　１．目　　標・文献を読む力（クリティーク）をつけてから臨床看護研究の向上をめざす。
　　　　　　　　　・研究テーマに関する文献の収集力を高める。
　　　　　　　　　・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。
　　　　　　　　　・研究チームのリーダーとしての役割を知り具体的な方法について考えることができる。
　　　２．主　　催：公益社団法人滋賀県看護協会
　　　３．共　　催：滋賀県立大学人間看護学部
　　　４．対　　象：滋賀県看護協会の臨床能力段階　　レベルⅢ以上　　　　　　　　
　　　５．受講要件：  全日程を受講し、ワード、エクセルの操作ができる者。なおかつ、下記の何れ

かに該当する者。
　　　　　　　　①　  看護研究の基礎を学び（過去に看護研究の研修を受講した者）、今までに看護

研究に取り組んだことがある者
　　　　　　　　②　  現在あるいは今年度、看護研究に取り組み、研究チームのリーダーとなる方
　　　　　　　　※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。
　　　６．定　　員：30 名
　　　７．開催日時：下記一覧表参照　　9：20 ～ 16：30　　　　　　　　
　　　８．開催場所：滋賀県立大学　　地域交流看護実践研究センター
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内容

月日
テーマ

到達目標 準備物
内　容

6／ 9
（木）

研究テーマを見出すための
文献検索 1）  臨床看護研究となるテーマの見つけ方

と文献の活用の意義を理解する。
2）  各自の研究に応じた文献検索を医学

中央雑誌、CINII 等で行え、収集方
法を理解できる。

①研究テーマに関する
　  キーワードを複数列記して

くる。
③ＵＳＢ持参。

・臨床看護研究テーマの見つけ方
　　講師：横井和美教授
・  研究内容を深めていく文献検索

の方法
　　講師：古株ひろみ教授

6 ／ 29
（水）

①看護研究の方法とクリティークⅠ
　＜質的研究＞
②研究チームのリーダーとして

1）質的研究の方法の視点を理解する。
2）質的研究論文のクリティークができる。
3）  持参した質的研究文献のクリティーク

ができる。
4）  研究チームのリーダー役割を検討する。

（ＧＷ）

医学中央雑誌や CINII で検
索した自己の研究テーマに
関する文献（質的研究デザ
インのもの）を一つ持参。

・質的研究の方法と倫理
・質的研究論文のクリティーク
　　講師：糸島陽子教授
・看護研究チームのリーダー役割

7 ／ 15
（金）

①看護研究の方法とクリティークⅡ
　＜量的研究＞
②研究チームのリーダーとして

1）量的研究の方法の視点を理解する。
2）  研究テーマや研究目的に応じた統計

方法が理解でき、量的研究のクリ
ティークができる。

3）  持参した量的研究文献のクリティーク
ができる。

4）  研究チームのリーダー役割を推進する
方法を検討する。（ＧＷ）

医学中央雑誌や CINII で検
索した自己の研究テーマに
関する文献（量的研究デザ
インのもの）を一つ持参。

・量的研究の方法と倫理
・量的研究論文のクリティーク
　　講師：荒川千登世准教授
・  看護研究チームのリーダーの取

り組みの実際

※修了された方は、滋賀県立大学人間看護学研究科オープンキャンパス（7/23、7/24）の模擬講義を優先的に
受講することができる。
※研究計画書作成にあたっては、引き続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の研究相談
を受けることができる。

（２）受講者の背景
　受講者は 33 名で、全て看護師であった。県内の 15 施設から受講され、所属施設は全て
病院であった。
　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が、特に湖東地域からの受講者が
多い。（表参照）

受講者の所属施設 人数 受講者の所属施設 人数
大津赤十字志賀病院 1 ヴォーリズ記念病院 3
大津市民病院 6 滋賀八幡病院 1
近江草津徳洲会病院 2 神崎中央病院 2
済生会滋賀県病院 1 彦根市立病院 3
県立小児保健医療センター 1 彦根中央病院 1
公立甲賀病院 4 長浜赤十字病院 2
東近江敬愛病院 1 市立長浜病院 2
近江八幡市立総合医療センター 3
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（３）受講生へのアンケート結果

①　看護研究のスキルアップ研修　第 1 回　研究テーマを見出すための文献検索　2016.6.9　
 受講生 33 名　アンケート回収 32 名（回収率 97％）

　　Q1 研究テーマを絞り込む方法は理解できましたか。
4・とてもできた 3・できた 2・あまりできなかった 1・できなかった

人数 6 25 1 0

　　Q2 研究における文献検索の意義は理解できましたか。
4・とてもできた 3・できた 2・あまりできなかった 1・できなかった

人数 13 19 0 0

　　Q3 医中誌の使用方法は理解できましたか。
4・とてもできた 3・できた 2・あまりできなかった 1・できなかった

人数 10 22 0 0

　　Q4 最新看護索引の使用方法は理解できましたか。
4・とてもできた 3・できた 2・あまりできなかった 1・できなかった

人数 6 24 2 0

　　Q5.　看護研究スキルアップ研修会で特に学びたい点について教えてください。（自由記述）
　　・研究のクリティーク・方法
　　・質的、量的研究とは何か詳しく知りたい
　　・データをどのように使ったらいいか、データ分析の方法、統計処理、検定方法等
　　・考察・結果・論文のまとめ方、文章の書き方
　　・看護研究で何をするか決められない時はどうしたらよいか。毎年看護研究があり、テーマにつきた。

　　  Q6.　研究チームのリーダーとして研究指導を行う上で、今後の研修会に期待する内容や希望について、教
えてください。（自由記述）

　　・統計について学べるといいなと思いました。クリティークする際のポイント
　　・  なかなか研究テーマが見つからない。どうしたら出会えるのか。自分の意識・モチベーションを上げ、楽

しく研究がしたい。めげない看護研究にするための心構えが知りたい。
　　・研究の題材探しについて
　　・  常に手探り状態で自信がなく疑問を持ちながらしているので、看護研究をするとわかってテーマを決める

前、４月～５月頃に開催していただけたらありがたい。
　　・論文の書き方
　　・  ラダークリアのために研究に参加するが、研究はおんぶにだっこのやる気のないメンバーに対してどうす

れば良いか教えて下さい。

②　看護研究のスキルアップ研修　第 3 回　研究チームのリーダーとして　2016.7.15
 受講生 33 名　アンケート回収 32 名（回収率 97％）

　　Q1 研究チームのリーダー役割について自分なりの役割を考えることができましたか。
4・とてもできた 3・できた 2・あまりできなかった 1・できなかった

人数 11 20 1 0

　　Q2 研究チームのリーダー役割を推進する具体的な方法がイメージできましたか。
4・とてもできた 3・できた 2・あまりできなかった 1・できなかった

人数 9 22 1 0
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　　Q3．看護研究のスキルアップ研修に参加しての学びを教えてください。（自由記述）
　　・  医中誌での文献検索ができた。他のグループの方の中に同じような研究をされた方がいたので、その方か

ら文献取り寄せのアドバイスを得た。
　　・文献検索の方法、クリティークの方法、質的研究と量的研究について知識が得られた。
　　・  文献検索の方法やクリティークの難しさ、大切さが理解できた。自分が研究に取り組む時も、しっかりク

リティークの視点をもって完成させたい。
　　・文献の読み方難しさを実感した。文献の見方が変わった。
　　・クリティークする事で、その文献の信頼度について確認が出来ようになった。
　　・  文献を読み込みいかにたくさんのものを読むことが必要か、それをクリティークすることが、自分自身で

良い研究を作り上げることに必要だと感じた。査読されず内容が薄いと思われないようにいろいろな文献
を読もうと思った。

　　・  文献クリティークの方法を学び、実際にグループワークで文献クリティークをし、文献の読み方を知るこ
とができた。研修に参加するまでは、ただ単に読むことしかできていなかったけれど、今回の研修を通じ
て読み込む力を少しでもつけることができたのではないかと思った。

　　・  クリティークなどは実際に行う機会が少ないので、これから自分が論文を書く中の視点としてとても役に
立った。

　　・実際にジャッジ（クリティーク）を体験することで、見るべき視点が理解できた。
　　・クリティークの方法を知ることができた。実際に GW で行う事で難しさがわかったが、大切さも理解できた。
　　・クリティークする事で論文が正しいのかを知ることができた。
　　・  質・量の研究の違いを振り返り再び学ぶことができた。クリティークやジャッジは大変難しく、十分理解

できたとは言えないが、方法や考え方を学ぶことができたので、自己で復習していこうと思う。
　　・  質的研究や量的研究のクリティークの方法、査読をしていくことにもスキルが必要であり、視点がないと、

ただ読んで終わりになってしまい意味がないこと等、もっと視点をもって文献を読み込もうと思った。
　　・論文の構成、用語、研究の方法などが学べた。論文のクリティークの必要性が学べた。
　　・リーダーの役割を GW することで必要なことが理解できたので、日々忘れないよう行っていきたい。
　　・  リーダーとして必要な役割、今後病棟にもどってやるべきことがイメージできた。これから何をすべきか

明確になった。
　　・  現場ではリーダーの役割について詳しく指導はなく、自分一人の中で役割について思っていたが、他の方

の意見や考えもじっくり聞く良い機会となった。
　　・  研究リーダーとしての役割を GW や発表を通して新しい発見ができた。そして現場でリーダーとして活か

していきたいと思った。
　　・  自分は現在行っている看護研究のリーダーではないけれど、リーダーができていないことを積極的に行っ

ていけたらなと思った。
　　・  看護研究が苦手でリーダー役割としてはまだまだほど遠いが、今までクリティークの視点で論文を読んだ

こともなかったので、今後に活かせればと思う。
　　・メンバーと師長と他職種と調整することがとても大切と改めて学ぶことができた。
　　・  メンバー二人でやっているのでメンバーとして動きながらリーダーの視点を持たないといけないなと思っ

た。メンバーとして動きながらのリーダーは少し負担が大きいとも思った。研究者とつながってないと研
究を進めるのは難しいと思う。

　　・  研究サポートのために、研究に対する知識、査読のスキル、他職種や外部機関との連携など考えることは
多数あることを学んだ。

　　・  今後の自分がどのように関わっていけばよいかイメージがわいてきた。自分の役割を考え近づけるように
行動に移していきたい。

　　・  初めての看護研究になるため、1 からの学習となった。今回の研修で質的・量的研究の方法、看護研究と
はという所から学ぶことができ、研究を進めていく上で大きく参考になった。

　　・  以前看護研究した経験があったが、研究ﾃﾞｻﾞｲﾝ・有意差等初めて得る知識もあった。この研修に参加して
積極的に研究に取り組めそうです。

　　・今まで質的研究しか行ったことがなかったが、改めて研究の特徴などがわかり知識が向上した。　　　　　
　　・  意識の低いままで研究に取り組んでいたのかと恥ずかしくなる思い。質的・量的も良く分からないままで、

初日に比べて成長したかとは感じている。一人ではとてもクリティークはすることはないのだが、グルー
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プでするからこそできたこともあって面倒だったが少し楽しかった。初めてのグループメンバーの方々も
聞く姿勢で接していただき意見が出しやすかった。

　　・  看護研究に対してとても苦手意識があり、メンバーの中でも一番年上であることからの責任感と重圧感を
抱えていた。研修に参加して看護研究とはという部分から講義をいただき、文献検索方法、査読の方法な
ど大変わかりやすく教えていただきとても勉強になった。リーダーとして何に取り組んでいけばよいか、
他の施設の方々とも話をして情報共有することができた。病棟に持ち帰り共有していきたい。

　　・  看護研究のすすめや具体的に文献検索する方法をパソコンを触りながら学べてとてもよかった。看護研究
が嫌いな私ですが、わからなくて嫌なことが分かりました。それは大きな発見です。職場では看護研究に
取り組むにあたり、時間がなかったり、命令であったり、締め切られたりと縛られることに苦痛でたまり
ませんが、大学でゆっくり研究すると面白いかもしれないなと思いました。

　　Q4．次年度のスキルアップ研修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。
　　・計画書の書き方について。プレゼンテーションの方法。
　　・研究デザインについてもう少し詳しく知りたい。研究デザイン選択の方法など。
　　・変数・検定などの用語についてもっと具体的にわかりやすく知りたい。
　　・統計学についてもっと学びたい。
　　・量的研究についてはエクセルの使い方（データ収集方法）。
　　・量的研究の検定法についてもっと教えてほしい。
　　・パワーポイントの作成
　　・今回のように段階的にすすめられる研修が良い。
　　・今回よりさらにワンランクアップの研究。学会に出せるレベルの研究。プレゼンなど。
　　・  研究に携わるリーダーと院内の指導者として主任や教育委員が関わっている。院内の指導者向けの研修が

あると良い。
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（４）受講生が考える「研究チームリーダーの役割」について（グループワークの結果）
 「研究チームのリーダーとして」　　第 2 日目　②　第 3 日目　②
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（５）今年度の活動の成果と今後の課題
　今年度は、研修のサブタイトルとして「ワンランクアップをめざす看護研究」を掲げ、各
職場における研究活動のリーダー的役割を果たす人材を育成することを目的に看護研究研修
会を実施した。受講生は、募集定員を上回る人数で、滋賀県内全域から参加があった。
　第 1 回目と第 3 回目の受講内容に関する評価は、看護協会と重複しない内容で、各テーマ
の到達目標にそったアンケートを作成し、受講生全員を対象に実施した。回収率は 97％と
高いことから、受講生の意思を反映していると考え、すべての項目において受講生の到達度
は高い結果であった。
　研修内容に研究方法の概要説明だけでなく論文のクリティークを取り入れた結果、文献を
読むことの必要性とクリティークすることが良い研究を作り上げることにつながるという理
解が得られていた。
　また、今年度の新たな取り組みとして、研究チームのリーダーの役割を考える内容を研修
に組み込んだ。受講生は、滋賀県看護協会基準の臨床能力段階レベルⅢ以上であり、臨床の
場ではチームリーダーとして活躍されている方達に、「研究チームのリーダーとして期待さ
れる役割」についてグループワークをしてもらった。そのグループワークの結果、「研究チー
ムのリーダーの役割」として次の 2 点があげられた。①チームをまとめる役割②調整・連携・
伝達・指導の役割であった。以上のことから、臨床能力段階レベルⅢ以上の受講者が話し合
うことにより、「研究チームのリーダーとして期待される役割」が再認識された。しかしな
がら、アンケートの自由記述欄より、「研究デザイン」「変数」など研究で使う言葉がわから
ないなどの意見があり、研究の基礎的な知識を習得したいという希望があることが示唆され
た。
　今後の課題として、「看護研究のスキルアップ研修」の「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」という目標を掲げつつ、看護研究に関する基礎的な知
識を強化する研修内容を検討していきたい。
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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、互恵的に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に、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 7 ～ 8 件の
共同研究が実施されている。
　今年度は、方式を少し変更して、研究期間を、従来は 1 年であったものを 3 年までとし、
助成金も 3 年で 30 万円という設定にした。
　また、テーマについても、各領域からテーマを募集し、それを積極的に情報発進していく
という形式も取り入れ、従来の看護職関係からの応募と合わせて７件の応募となった。審査
の結果、条件付きで７件全部採択した。条件とは、研究期間中に学会発表または論文発表を
することである。

（２）　共同研究から研究会への流れ

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
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（３）　平成 28 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 乳児の泣きへの理解促進と健全な対処法促進に関す
る基盤研究

研究代表者
平岡千夏　　（滋賀県中央子ども家庭相談センター）

研究分担者
渕元純子　　（ふちもと助産院）
古川洋子・堀内遥子（滋賀県立大学人間看護学部）

2 成人看護学領域における臨地実習指導のあり方に関
する研究

研究代表者
横井和美　　（人間看護学部成人看護領域）

研究分担者
北川陽子　　（近江八幡市立総合医療センター）
秋吉美典　　（市立長浜病院）
糸島陽子・荒川千登世・大門裕子・中川美和
伊藤あゆみ・生田宴里・喜多下真里　
　　　　　　（人間看護学部成人看護領域）

3 周手術期体温管理　手術前体温と SSI の関係性 研究代表者
戸谷早苗　　（大津赤十字病院）

研究分担者
野洲和栄、弓削洋美、水野洋平（大津赤十字病院）
荒川千登世、生田宴里（滋賀県立大学人間看護学部）

4 看護師に対する腰痛予防教育の有効性に関する研究 研究代表者
川端愛野　　（人間看護学部基礎看護領域）

研究分担者
馬場さゆり、坂東恵美子、伊野頼子（彦根市立病院）
伊丹君和・米田照美・関恵子
　　　　　　（人間看護学部基礎看護領域）

5 高齢者の便秘に対するオリゴ糖／雑穀甘酒の有用性
の検討

研究代表者
山田博子　　（人間看護学部老年看護領域）

研究分担者
大矢みち子、松田恵、水本こずえ、塚本京子
　　　　　　（医療法人友仁会アロフェンテ彦根）
平田弘美　　（人間看護学部老年看護領域）

6 妊娠期にある母親への参加型健康支援教育に関する
研究
―参加型妊婦健康支援教育大津モデルの構築に向け
て―

研究代表者
岡野久美子　　（大津市健康推進課）

研究分担者
田邉沙世、北村敦、原田真弓、荒川遥、大江明日香、
小笠原純子、山口繭子（大津市保健センター）
渕元純子　　（ふちもと助産院）
古川洋子　　（人間看護学部）

7 NICU を退院し在宅移行となった超重症児を持つ母
親の体験の様相

研究代表者
杉本裕子　　（滋賀県立小児保健医療センター）

研究分担者
松倉とよ美、村田敦子、
　　　　　　（滋賀県立小児保健医療センター）
古株ひろみ・玉川あゆみ（人間看護学部）
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（４）共同研究活動報告

平成 28 年度共同研究 No.1

乳児の泣きへの理解促進と健全な対処法促進に関する基盤研究

 平岡千夏（滋賀県中央子ども家庭相談センター）　
 渕元純子（ふちもと助産院）　　　　　　　　　　
 古川洋子　堀内遥子（滋賀県立大学人間看護学部）

【研究目的】
　子ども虐待による死亡事例等の検証結果等より加害動機には「泣きやまないことにいらだった
ため」が計上されている。これは乳児の泣きが親を虐待へと向かわせる要因になっているといえ
る。赤ちゃんの面倒を見る全ての人が、乳児の泣きの特徴を理解し、健全な対処行動が取れるこ
とを目的に啓発活動を含めた基盤研究をすすめる。
　本研究は、3 つの目的を持つ。
　①　「泣き」への理解と健全な対処行動への啓発に向けての資料を作成する。
　②　 児童相談所に通報される「泣き」に関する通報件数の分析を行なう。
　③　「泣き」への予防や対応に関わっている専門職へ①の啓発資料に関する調査する。

【研究方法】
　啓発資料については、乳幼児の「泣き」の現状に関する基本調査より、「泣き」の理解と対処
方法をもとに啓発資料を作成する。A 県児童相談所に通告された「泣き」に関する情報の件数と
状況を分析する。情報については、情報開示可能な個人情報を特定しないものとする。本情報に
ついては、A 県児童相談所の許可を得たものに対して、データを数値化して結果を示し、分析を
おこなう。「泣き」への予防や対応に関わっている専門職へ①で作成した啓発資料（リーフレット）
の利用状況と啓発活動に関する主観的体験について調査し結果を分析する。調査は、無記名調査
とし、独自に作成したアンケート用紙による調査と半構造的面接法でインタビュー調査を行う。

【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、研究担当者が
厳重に管理する。研究対象者に対して、研究の意義、目的、方法、予測される結果や危険などに
ついて、文書により十分な説明を行い、参加に同意しないことをもって不利益な対応を受けない
ことを保障する。本研究は、滋賀県立大学倫理審査委員会の承認を得ている（番号第 563 号）。

【経過】
　研究目的ごとに経過を述べる。
　①　  啓発資料はリーフレット『赤ちゃんが泣きやまない』を平成 28 年 11 月に作成した。こ

のリーフレットを、作成後より、児童相談所、市町等に配布している。また、平成 29 年
1 月から『赤ちゃんが泣きやまない』原稿をＰＤＦにて児童相談所のホームページに掲載
している。

　②、③については、平成 29 年 3 月から実施を予定している。
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平成 28 年度共同研究 No.2

成人看護学領域における臨地実習指導のあり方に関する研究

 北川陽子（近江八幡医療センター）、秋吉美典（市立長浜病院）　　
 糸島陽子、横井和美、荒川千登世、大門裕子、中川美和、　　　　
 伊藤あゆみ、生田宴里、喜多下真里（滋賀県立大学人間看護学部）

【研究背景】
　成人看護学実習は急性期看護、慢性期看護、終末期看護を含む 6 単位で構成されており、実習
運営に当たっては臨地実習指導者との連携が必要不可欠である。　特に看護学生の実習中での心
理的サポートについては、実習指導者との連携は重要であり、連携方法とその評価について追究
が必要とされる。
　また、看護の臨床実践の評価においては、ルーブリックの活用が学生に臨床に関連する課題に
期待されることを伝達する助けになるということから、近年、ルーブリックが活用されてきてい
る。しかし、ルーブリックを作成し評価をしているが、看護過程の展開に対して、臨床の指導者
やスタッフと学校教員の到達レベルや期待レベルに差があるのではないかと疑問が生じており、
ルーブリックの利点が活かされていない現状がある。今後、ルーブリック活用に当たっての問題
を明らかにして、ルーブリクの改善を図り教育質向上を目指す必要がある。
　このように実習指導者との連携や実習指導の在り方については、様々な課題が解決されていない。

【研究目的】
　今回、臨床側との共同により成人看護学実習の実習指導の在り方について追究し、学生の心理
的サポートや実習評価の連携について改善の手がかりを得ることとする。

【研究計画】
平成 28 年度
第 1 段階：文献検討により研究課題（サブテーマ）を明確にする。
第 2 段階：研究課題により研究方法を決定する。

【経過】
１）平成 28 年 11 月 21 日：研究疑問に対するディスカッションの実施
　  　成人看護学領域における臨地実習指導のあり方で関心のある事・困っていること、現在、取

り組んでいること、これから取り組みたいことについて、ディスカッションを行った。研究課
題のカテゴリーとして＜実習目標に関すること＞＜実習評価に関すること＞＜学生の姿勢・特
性に関すること＞＜学生の姿勢・特性に関すること＞＜学生への指導・支援に関すること＞＜
指導者・教員間の連携に関すること＞が挙げられた。

２  ）平成 29 年 2 月 2 日：「青年心理と青年の学習支援」をテーマに、佐藤明子（元びわこ成蹊
スポーツ大学講師、元養護学校教頭）先生を招き学習会を開催した。高校教育までは見えなかっ
た青年・成人期の発達障害の特性と支援方法について理解を深め、臨床での新人看護師教育や
看護学生指導における学習支援について実習指導者とディスカッションし研究課題の絞り込み
を行った。

３  ）平成 29 年 3 月 21 日：共同研究者の各自が絞り込まれた研究課題に対して関連する文献を
持ち寄り、文献検討から研究目的を明確にする。
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平成 28 年度共同研究 No.3

周手術期体温管理　手術前体温と SSI の関係性

 戸谷早苗、　野洲和栄、　弓削洋美、　水野洋平（大津赤十字病院）
 荒川千登世、　生田宴里（滋賀県立大学人間看護学部）　　　　　　

【研究目的】
　周手術期での低体温は循環動態はじめ多くのリスクを伴う。その中でＳＳＩも重要視されてお
り患者の生命危機や入院日数が延びたりと多様な悪影響が生じる。
　本院における 2013 年度の直腸がん手術に対してＳＳＩ患者率が 10％を超えており、術中・術
後も体温管理はおこなっているが術前の関わりをしていないことの影響もあるのではないかと考
えた。そこで、2013 年度のデータから、周手術期の体温と SSI の関係性について検証する。

【研究方法】
平成 28 年度：2013 年のデータをもとに体温と SSI の関係性を検証する。
対象：2013 年　1 年間のデータ（診療記録）
対象条件：直腸がん手術施行患者
研究期間：2016 年６月～
データ収集方法：手術件数 45 名のうち感染数 12 名感染率 26. ７％のうちＳＳＩ対象６名
データ分析：術直前体温・術中体温（術中最低体温）・術直後体温とＳＳＩ検の関係を検定する。
平成 29 年～ 30 年度：術前の体温管理の看護介入プロトコールを作成・実施

【研究の倫理的配慮】
・個人のプライバシー保護
・データ所有者にデータ使用について説明し同意を得る

【経過】
　2013 年直腸がん手術施行患者すべての患者から「年齢」「体重」「術式」「術前血糖値」「CRP 値」

「WBC 値」「ＣＶルート有・無」「喫煙歴」「術直前体温（病棟出室時）」「術中体温（最低体温）」「術
直後体温（病棟帰室時）」「術後 1 日目血糖値」「手術時間」のデータを抽出した。
　これらのデータとＳＳＩ発生患者との関係性を検証中。主にその中で術直前体温に焦点をあて
て検証していく。
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平成 28 年度共同研究 No.4

看護師に対する腰痛予防教育の有効性に関する研究

 馬場さゆり，坂東恵美子，伊野頼子（彦根市立病院）　　　　　　　　
 伊丹君和，米田照美，関恵子，川端愛野（滋賀県立大学人間看護学部）

【研究目的】
　看護師の腰痛改善のための研究は，1980 年代より行われているが，依然として看護師の腰痛
の有訴率は 50 ～ 80％と高い状況が続いている。このような腰痛の悪化・遷延化には，看護師の
身体を守る視点を取りいれた看護方法の導入と実施が不十分であること，また，患者の生命・健
康に直結する作業が多く精神的緊張が持続することや過度に自己犠牲を強いてしまう心理・社会
的要因が関係していると考えられる。一方，組織的に腰痛予防対策を取り組んでいる病院は，4
割弱に留まっているという報告もある。これらのことから，看護師個人において腰痛予防対策が
十分理解されていないのみならず，組織的にも教育や対策がとられていないことが腰痛の原因と
なっていると考えられる。今後は個人単位・組織単位の両方から腰痛予防に関する継続的な教育
が必要になると考える。
　本研究では，看護師を対象に，腰痛予防に関する研修会の開催，独自に考案した視聴覚教材を
用いた看護業務における望ましい姿勢の学習，腰痛予防体操の推進，および環境整備を 1 つのプ
ログラムとして実施し，その効果の検証を行うことを目的とする。

【研究方法】
１．研究対象者：本研究の趣旨に賛同し同意が得られた看護師
２．研究期間：平成 28 年 10 月から 3 年間　（予定）
３．方法：
　①腰痛の関連要因，看護業務における望ましい姿勢や作業環境についての腰痛予防研修の開催
　②視聴覚教材を用いた看護業務における望ましい姿勢の学習
　③腰痛予防体操の指導と実施
　④作業環境の改善を目的とした環境整備
　以上の 4 つを行い，本研究の前後での腰痛自覚の程度の確認や，実際の腰部負担につながる前
傾姿勢角度の計測，および個人の腰痛に対する意識や取り組み状況の調査を行うことで腰痛予防
に関する継続的な教育効果の確認を行う。
　平成 28 年度は，実施予定施設の現状や対象者の学習ニーズなどについて調査を行い，腰痛予
防教育が効果的に行えるよう準備を進める。そして平成 29 年度以降に上記の内容に沿って実施
していく。

【倫理的配慮】
　滋賀県立大学の研究に関する倫理審査による承認（第 495 号）を受けた。
対象者には，研究依頼時に説明文書を配布し，研究への参加は任意であり，参加に同意しないこ
とをもって不利益な対応を受けないこと，参加に同意した場合であっても，不利益を受けること
なくこれを撤回することができること，本研究で得たデータは個人が特定できないように処理し
た後に，厳重に保管し，研究終了後はデータを消去することを説明する。
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【経過】
　平成 28 年度の計画である，対象者の腰痛予防に対する学習ニーズや現状の調査と効果的な学
習準備のため，平成 28 年 11 月に共同研究者の所属する病院において腰痛予防研修会を 3 日間
にわたり開催した。参加条件は職種や経験年数などの制限はなく，希望する者が参加できるよう
に設定し，参加がしやすいように勤務が終了しているものが多いと考えられる夕方に開催した。
　研修会終了後に行ったアンケート調査にて，以下のことが明らかとなった。
　参加者は 28 名（女性 26 名，男性 2 名），平均年齢は 44.8 歳，経験年数は 20.8 年であった。
　職種はすべて看護師であった。
　参加者の 9 割以上が過去に腰痛を経験しており，その内の約 7 割が職場において初回の腰痛を
発症していた。
　腰痛予防に関する教育や研修の受講経験を尋ねたところ，28 名中 9 名が学生時代に，5 名が
就職後に職場や他の研修機関で受けたことがあると回答していた。しかしその他は受けていない・
覚えていないと回答していた。研修の内容については，腰痛の発生要因やボディメカニクスなど
については学んだことがあるという回答があったが，ストレッチや生活習慣上の注意点などの予
防方法や，腰痛の心理・社会的要因については学んでいないという回答が非常に多かった。
　今回の研修自体については，参加者全員が内容および腰痛について理解できた・まあまあ理解
できたと回答した。また，今後腰痛予防対策を活用していけそうかとの問いにも全員が活用でき
そう・まあまあ活用できそうであると答えていた。さらに，今後も同様の研修に参加したいと全
員が回答していた。
　研修終了後の意見交換・質疑応答では，新人看護師がケアを行う時に腰に負担がかかる姿勢で
行っており非常に心配であるが，自分に腰痛予防に関する知識が十分になく，どのように指導し
て良いかがわからないので声がかけられないという意見や，要となる腰や膝を保護するためのト
レーニングなどはあるのか，外来や訪問看護で狭いスペースでかつ 1 人で体格のよい患者を移動
する際にどのように行えば腰の負担を軽減できるのか，などの具体的な質問があった。個々人が
それぞれの職場でそれぞれの役割から腰痛予防に関して問題を感じ，取り組もうとしていること
が伺え，タイミング良く具体的な指導や話し合いができる場があれば，解決に向かって大きく前
進することが可能であるのではないかと考えられた。
　今年度に開催した研修会より，共同研究者の所属する病院においても，看護師は非常に高い確
率で職場で腰痛を発症していることが明らかとなった。しかし，腰痛の予防に関しての教育は組
織的に行われておらず，仮に行われていたとしても，看護師自身が重要なこととして認識できて
いない可能性があることが伺えた。また，腰痛対策に関して知識や技術を得たいというニーズは
強いが，それらを提供する機会や場が不足している可能性があることが明らかとなった。これら
のことから，次年度以降は，以下の取り組みを行うことで腰痛予防を推進していけるのではない
かと考えている。

平成 29 年度以降の取り組み
１．新人研修への腰痛予防教育の組み込み
　　  腰痛に対する知識や正しいケア姿勢を早期に身につけることによって，腰痛の発生を防ぐこ

とが可能となると考える。
２．病院全体で腰痛予防対策を周知・実施することによる組織的な取り組み
　　  新人研修以外にも希望者を対象に病院での研修を実施し，腰痛対策に関する知識や技術の習

得や，日常業務の中での問題の解決を図る。
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平成 28 年度共同研究 No.5

高齢者の便秘に対するオリゴ糖／雑穀甘酒の有用性の検討

 山田博子、平田弘美（滋賀県立大学人間看護学部）　　　　　　　　　　　　　　
 大矢みち子、松田恵、水本こずえ、塚本京子（医療法人友仁会アロフェンテ彦根）

【研究目的】
　高齢者は、食事摂取量の低下による便量の減少や腸管壁の萎縮による腸管運動低下、排便時に
必要な腹部の筋力低下による腹圧の減弱などにより便秘を来たしやすい。そのため、受診や入院
の際に、そのような便秘に対して酸化マグネシウム製剤を処方されることが少なくない。一度処
方されると、その下剤の効果や副作用、必要性について見直されることがなく、継続して下剤を
内服している高齢者が多い。
　近年、長期の酸化マグネシウム製剤の服用による脱力感・無気力といった高マグネシウム血症
や腎障害などの副作用の危険性が指摘されている。そこで共同研究者の所属する老人保健施設で
は、何人くらいの入所者が酸化マグネシウム製剤を内服しているのかを調べたところ、60％の入
所者が内服していることがわかった。高マグネシウム血症を予防するために酸化マグネシウム製
剤の内服を中止し、ビフィズス菌で排便コントロールを試みたが、便秘改善にまでは至らなかっ
た。そのため、今回も非薬物療法で便秘を予防し、可能な限り自然排便を促すために、発酵食品
やオリゴ糖を用いて、高齢者への便秘改善効果を検証することを目的に研究を行った。

【研究方法】
1．  研究対象者：滋賀県内の老人保健施設に入所中の 65 才以上の高齢者で、便秘症があり、本

研究の趣旨に賛同し、同意した者 10 名。病状、治療が安定している利用者で、担当医師が
参加可能であると判断した者。

2．  便秘症の見られる対象者に対して、発酵食品（雑穀甘酒）やオリゴ糖を摂取してもらう。発
酵食品やオリゴ糖を摂取することにより排便状況や便秘の随伴症状に効果や変化があるのか
について検証する。

3. 使用食品
　1）  雑穀甘酒：1 日 1 回、100ml を摂取する。ヒエ、もちアワ、もちキビ、黒米、赤米と白米

を炊いて、麹菌で発酵させたもの。ノンアルコールで、食物繊維が豊富である。
　2）オリゴ糖：1 回 15ml/ 日。ラクチュロース、液状のもの。 

【倫理的配慮】
　本学の研究に関する倫理委員会の承認の後、対象者およびその家族に文書で、研究の趣旨につ
いて説明し、参加の同意を得た。また、研究参加の途中でも、参加を辞退できることや辞退する
ことで不利益を受けないことについて説明した。排便が 4 日間見られない場合には、施設の看護
方針に基づき、摘便や大腸刺性座薬にて対応し、対象者に不利益が生じないよう配慮した。

【経過】
　研究対象者は、男性 3 名、女性 7 名で、平均年齢は 92.5 才である。要介護度は、要介護 1 が 1 名、
要介護 2 が 1 名、要介護 3 が 2 名、要介護 4 が 4 名、要介護 5 が 2 名であった。対象者の排便
動作については、便座に座って排泄できる人は 6 名、オムツでの排泄は 4 名であった。
　酸化マグネシウム製剤内服期間、酸化マグネシウム製剤中止期間を終え、2017 年 2 月 4 日よ
り雑穀甘酒での介入を行い、現在データ収集中である。

酸化マグネシ
ウム内服中の
対象者選出

酸化マグネシ
ウム製剤中止

オリゴ糖摂取
（２週間）雑穀甘酒摂取 介入なし

（３日）
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平成 28 年度共同研究 No.6

妊娠期にある母親への参加型健康支援教育に関する研究
～参加型妊婦健康支援教育大津モデルの構築に向けて

 岡野久美子　田邉沙世　北村敦　原田真弓　荒川遥　　　　
 大江明日香　小笠原純子　山口繭子 （大津市保健センター）
 渕元純子（ふちもと助産院）　　　　　　　　　　　　　　
 古川洋子（滋賀県立大学人間看護学部）　　　　　　　　　

【研究目的】
　平成 11 年度より大津市の事業として、妊婦が妊娠・分娩・育児に主体的に取り組めるように、
妊婦同士が地域の仲間づくりを目的に「妊婦のつどい」を実施している。少子化や地域のつなが
りの希薄化等社会環境が変化をしてきている。日頃、育児不安や負担を感じている母親と接する
機会は多い反面、妊婦のつどいの参加人数が年々減少傾向にある
　そこで、妊婦のつどいの現状と課題を明確にし、その結果をもとに妊娠期にある母親への参加
型健康支援教育にむけて、気軽に参加でき、集える場、母子の健康が促進できる「妊婦のつどい」
の構築を検討する。

【研究方法】
①大津市在住の母親が妊娠期に利用した健康教育参加状況の把握
②妊娠期の参加型健康教育に参加しなかった母親への聞き取り調査
③平成 27 年度大津市「妊婦のつどい」に参加した母親からの受講時アンケート調査の分析
④  県内他市の産前産後支援事業実施状況、近隣政令市、中核市産前産後支援事業実施状況、管内

産科医療機関における母親教室の実施内容の調査
①～④を基に母親が気軽に参加でき、母子の健康が促進する「妊婦のつどい」の構築を検討する。
　H28 年度中に調査を終了し、H29 年度には分析を行う。

【倫理的配慮】
　研究対象者に、文書にて本研究の目的、参加協力することに同意を得た。参加は自由意志に基
づくこと、また協力が得られない場合でも、何らかの不利益を受けないことや個人が特定されな
いことを保障した。また、滋賀県立大学の学内倫理審査委員会の承認を得ている。

【経過】
①②平成 28 年 12 月の 2 歳 6 か月児健診の受診者において、病院などでの教室の参加の有無や
回数、また参加されなかった理由についての聞き取り調査を行い、その内容や頻度について調査
をすすめているところである。
③平成 27 年度の「妊婦のつどい」に参加した母親 171 名に対して受講時のアンケート調査を分
析した。教室参加目的は、知識や情報への期待が60％を占めていたが、友達づくりは約37％であっ
た。しかし、参加して仲間づくりに役立ったと回答した人は、約 75％であった。
　参加者全体のうち 77％にあたる 131 名が転入後９年以内の方であった。大津市は京阪神のベッ
トタウンであり、転入が多く、核家族化が進み、地域とのつながりの希薄化などにより、近所づ
きあいの少ない家庭が増加してきている。そのため、今後、転入後９年以内の 131 名のアンケー
ト結果をより詳細に分析していく。
④滋賀県内で参加型妊婦健康支援教育を実施しているのは、19 市町中 5 市町であった。また、
近隣政令市及び中核市 24 市では 5 市が実施されていた。また、各産科医療機関での母親学級や
両親学級での情報収集を図っている。内容としては、妊娠期の過ごし方や分娩についての内容が
中心であった。
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平成 28 年度共同研究 No.7

NICU を退院し在宅移行となった超重症児を持つ母親の体験の様相

 〇杉本裕子１）　松倉とよ美１）　村田敦子１）　古株ひろみ２）　玉川あゆみ２）

 １）滋賀県立小児保健医療センター　２）滋賀県立大学人間看護学部

【研究目的】
　超重症児が NICU 退院後、Ａ病院の小児専門外来を初回受診するまでの在宅生活で感じた母親の体
験を明らかにすることを目的とし、今後の外来看護での超重症児の早期在宅支援の示唆を得たいと考
えた。

【研究方法】
１．研究デザイン：質的記述的研究
２．  データ収集期間：平成 27 年９月～平成 28 年１月
３．  研究対象者：超重症児を持つ家族が NICU 退院後在宅生活を経験し小児専門外来初回受診に至っ

た母親 6 名
４．データ収集方法：個別で半構成的面接法を実施。面接内容は許可を得て録音した。
５．  分析方法：面接内容の逐語録からコード化し概念とカテゴリーを生成した。分析には専門家と検

討を重ね、信頼性の確保に努めた。　
【倫理的配慮】
　院内の倫理審査委員および大学の倫理委員会の承認を得て実施した。研究対象者には、依頼書に基
づいて研究の目的、方法と、研究協力の任意性、協力中断の自由、中断後も不利益を被らないこと、
結果の公表について説明した。説明後、文章での同意を得たうえで面接を実施した。

【結果】
１．用語の定義　
　　  超重症児：呼吸管理・栄養法を中心とした継続的濃厚医療、濃厚ケアを必要とする超重症児およ

び準超重症児（2012, 江草）
２．対象者の属性：子どもの平均年齢 11 か月、入院期間平均 6 か月、在宅生活平均 44 日
３．分析結果
　データを分析した結果、29 の概念から 8 のカテゴリーが構成された。なお、面接平均時間は、49
分であった。
　母親は、子どもが NICU を退院し在宅生活を歩みだす時【地域医療者との新たな出会い】の中で在
宅生活を歩み出していた。退院後の生活には夫や家族の協力や応援は必要不可欠であった。家族の協
力を支えにしながら、まだ家族機能が成り立っていない状況で、お互いが【手さぐりで支えあう家族】
関係を築いていた。母親の苦悩は続き、【初めての在宅生活は不安と試行錯誤の毎日】を送っていた。
また＜慣れない医療的ケアへの対応に戸惑い＞ながら＜医療的ケアや育児を一人ではできない＞もど
かしさの中で、＜医療的ケアから解放されたい＞と逃避の思いも出てきた。＜超重症児との生活は常
に気がはっている＞状況の中で【慣れない医療的ケアと育児に溺れそう】であった。しかし子どもと
関わる日々の中で医療的ケアにも慣れ、【子どもの状況に順応することで体調が安定し子どもなりの
成長に気づける】までに母親自身も子どもと共に成長し＜医療的ケアを生活の中に取り入れる＞こと
で、【超重症児でも同じ子育て】という思いに至っていた。しかし母親は常に＜健康な子どもを産め
なかった＞ことに苦しみ、＜子どもと関わりながらも自分を責め＞【母親としてやり切れない思いの
中で自分を責め続ける】日々が続いていた。心が折れそうな生活の中でも母を奮い立たせて子育てに
向かわせたのは、子どもの生きる姿であった。母は、『懸命に命と戦った子どもに力づけられて頑張る』
中で母親は一歩一歩確実に超重症児を家族員として受け入れていく様相があった。

【考察】
１、在宅生活の混乱期
　NICU 退院後、超重症児との在宅生活をスタートする時期の母親の支えになったのが【地域医療者
との新たな出会い】と【手探りで支えあう家族】であった。しかし < 頼れる近所の医師 > は不足して
いる（中村 ,2015）。さらに、訪問看護師の存在も在宅生活には欠かせない。< 訪問看護師への遠慮と
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不安 > は、訪問看護導入初期は信頼関係も未熟な時期で訪問看護師の役割も十分に理解できず依頼し
たものの遠慮や不安につながったと思われる。佐東は（2013）、子どもの身体状態の安定には、家族
の力に頼るだけでなく、親族や地域社会資源の活用も必要と述べている。小児と在宅で生活する家族
を支えるには、訪問看護ステーションなど地域医療施設の数を増やすことと共に、超重症児も対応で
きる専門的知識と技術の支援が必要である。乳幼児を在宅医療に移行した場合には母親を中心とした
家族に多大な負担がかかることは明らかになっている（田村 ,2010）。今回の結果と佐東（2013）の
研究結果は同様で、子どもの状態の不安定さや医療的ケアの多さ、子どもから目を離せないなど退院
後早期の母親が抱える苦悩や葛藤などの困難は、この時期の特徴とも考えられる。この時期の母親に
は子育てと思える気持ちとはほど遠く毎日教えられたケアを繰り返し、その中でも医療的ケアにつま
ずき落ち込みを繰り返す日々だったと考える。子どもが在宅療養を継続するには、家族の存在は大き
く、家族成員がそれぞれに出来る役割を見出し、各々がケアを担うことで家族機能が働き、家族が成
長していったと思われる。この時期の特徴として先行研究では「母の孤立感の深化」が明らかになっ
ている（一瀬 ,2007；平林 ,2007）。今回の対象者においては孤立や閉じこもりの経験を口にした母親
はいなかった。これは、出生早期から家族の支援があり、家族で子どもをフォローしていた環境が母
親の精神的な支援となったのではないかと考える。特に早期在宅支援は母親のみならず、家族を巻き
込む支援や指導の必要性を改めて感じた。さらに医療者との連携が重要な時期と考える。そのために
は、NICU 入院児支援コーディネーターの導入や退院前カンファレンス・退院前訪問の活用や退院時
や退院後の情報交換を行い、地域医療者への連携を確実にすることが大切と考える。地域医療者と退
院前施設との連携がスムーズになると、母親の目の前の困難さや疑問に対応ができ、この混乱の辛い
体験の時期を乗り越える後押しができると考える。
２. 在宅生活になじむ時期
　在宅移行初期には、家族は在宅生活に慣れない子どもの姿に戸惑う一方で、子ども自身の力を発見
していた。大多和は（2013）、日々繰り返される成功体験や生理的感情的高揚によって強化されるこ
とが、障害受容や大きな困難感を乗り越えられると述べている。【子どもの状況に順応することで体
調が安定し子どもなりの成長に気づけた】のは、気づかないうちに困難を乗り越えながら独自の在宅
のパターンを見つけ出し、我が子の「これから」を考えていく機会になっていたと考える。在宅移行
時の混乱期を乗り越え生活になじんできたことで【超重症児でも同じ子育て】と思えたのではないか。
家族は外に目を向け始めると変化していく子どもを認めるようになっている（平林 ,2007）。混乱期
を乗り越えたことで子どもの変化に気づき、家族の一員であると実感できるようになったと思われる。
これは明らかに母親が社会・地域に目が向き始めた兆候と考える。この時期の母親は親としての自覚
を強くし親役割の力をつけてきていると思われる。従って看護者は、母親の力を信じて一歩引いたと
ころから母親と子どもを見守りながら支えることが重要と考える。母親は前向きに我が子と生きよう
とする反面で、【母親としてやり切れない思いの中で自分を責め続ける】思いを持ち続けていた。危
機的状況に直面した場合、それを乗り越えることで成長していく危機を成長のための痛みと述べてい
ることからも（小島 ,2004）、子どもの成長・発達が実感できることで、自責の念が和らぐのではない
だろうか。母親が、子育てとして実感できる看護を提供することが必要と考える。母親を超重症児の
子どもと共に生きていこうと覚悟させたのは、ＮＩＣＵで一人で懸命に命と戦った子どもの姿があっ
たからと考える。この思いは、これから先何度となく訪れるライフステージの中での家族の落ち込み
の場面でも想起され勇気づけられると思われる。看護師は、早期からよりよい人間関係を構築するた
めに、母親の抱いている苦悩や葛藤・喜びを理解し共感することで、患者、家族への早期支援の手助
けに繋がると考える。

【結論】
　ＮＩＣＵを退院し在宅生活を歩み出す母親の体験には、障害をもつ子どもの親となったという悲嘆
や罪悪感を持ちながら、子どもの不安定な体調管理や複雑な医療的ケアを家族との生活の中で無我夢
中で行っていた。そのような中でも子どもの成長を実感し、退院後早期の在宅生活で、超重症児でも
健常な子と同じ子育てとして捉えることが出来るようになっていた。この過程に至るまでには【地域
医療者との新たな出会い】【手探りで支えあう家族】【初めての在宅生活は不安と試行錯誤の毎日】【慣
れない医療的ケアと育児に溺れそう】【子どもの状態に順応することで、体調が安定し子どもなりの
成長に気づける】【超重症児でも同じ子育て】【母親としてやり切れない思いの中で自分を責め続ける】

【懸命に命と戦った子どもに力づけられて頑張る】という母親の体験の様相があった。
（日本小児看護学会　第 27 回学術集会　2017.8.19・20　発表予定）
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５．研究会（共同研究発表会）

大学教員と看護職者が連携した共同研究の成果の発表の場として、研究会（共同研究発表会）
を開催している。

（１）平成 28 年度共同研究発表会
　日　時：平成 28 年 12 月 3 日（土）10：30 ～ 12：00
　場　所：滋賀県立大学人間看護学部　第 1 中講義室（E5-101）
　発表形式：口演（1 題につき発表時間 7 分、質疑応答 3 分）
　参加者：26 名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：平田弘美・大門裕子
　演　題
  １．助産師が担当する電話相談に関する助産師の役割
　　　　 　　　　　　　　　　　　　田村早苗（滋賀県助産師会）
　　　　 　　　　　　　　　　　　　古川洋子（滋賀県立大学人間看護学部）

　２．ＩＣＵにおける栄養摂取に関するプロトコールの評価 
　　　　 　　　　　　　　　　　　　山田美穂（近江八幡市立総合医療センター）
　　　　 　　　　　　　　　　　　　横井和美・生田宴里（滋賀県立大学人間看護学部）

　３．救急外来における電話トリアージスキルの統一に向けたプロトコルの有用性
　　　　 　　　　　　　　　　　　　尚永直哉　（市立長浜病院）
　　　　 　　　　　　　　　　　　　荒川千登世（滋賀県立大学人間看護学部）

　４．患者参画型看護計画の導入による看護師の意識の変化
　　　　 　　　　　　　　　　　　　中村牧子（大津赤十字志賀病院）　
　　　　 　　　　　　　　　　　　　窪田好恵（滋賀県立大学人間看護学部）

　５．ＮＩＣＵを退院し在宅移行となった超重症児を持つ母親の体験の様相
　　　　 　　　　　　　　　　　　　杉本裕子（滋賀県立小児保健医療センター）
　　　　 　　　　　　　　　　　　　古株ひろみ・玉川あゆみ（滋賀県立大学人間看護学部）

　６．小児混合病棟におけるプレパレーション学習会の教育効果
　　　　 　　　　　　　　　　　　　岩田あゆみ（彦根市立病院）
　　　　 　　　　　　　　　　　　　古株ひろみ・玉川あゆみ（滋賀県立大学人間看護学部）

　７．手術部位感染（ＳＳＩ）に関する病棟看護師の意識と介入内容
　　　　 　　　　　　　　　　　　　田中淳子（彦根市立病院）
　　　　 　　　　　　　　　　　　　荒川千登世（滋賀県立大学人間看護学部）
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（２）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 助産師が担当する電話相談に関す
る助産師の役割
－相談担当助産師の役割と情動的
負担への対処方法ー

田村早苗
滋賀県助産師会

・  第 57 回日本母性衛生学会学術集会発表
　H28.10.14/15

２ ＩＣＵにおける栄養摂取に関する
プロトコールの評価
－導入対象事例から－

山田美穂
近江八幡市立総
合医療センター　
ICU 看護師

・院内発表（H28.2）

３ 救急外来における電話トリアージ
スキルの統一に向けたプロトコル
の有用性

尚永直哉
市立長浜病院救
急センター

４ 患者参画型看護計画の導入によ
る看護師の意識の変化－インタ
ビュー調査を通してー

中村牧子
大津赤十字志賀
病院

・第 47 回日本看護学会看護管理学術集会
　H28.9.27/28
・平成 28 年度大津赤十字病院・志賀病院
　合同看護研究発表　H28.11.24

５ NICU を退院し在宅移行となった超
重症児を持つ母親の体験の様相

杉本裕子
滋賀県立小児保
健医療センター

・院内看護研究発表会集録　H29.1.28
・日本小児看護学会第 27 回学術集会
　H29.8.19/20（予定）

６ 小児混合病棟におけるプレパレー
ション学習会の教育効果　 岩田あゆみ

彦根市立病院

・日本小児看護学会第 26 回学術集会
　（H28.7.24）
・院内発表（H28.2.26）

７ 手術部位感染（SSI）に関する病棟
看護師の意識と介入内容
－外科病棟看護師への聞き取り調
査からの考察－

田中淳子
彦根市立病院

・院内発表
　（Ｈ 28.2.26）
　（Ｈ 29.2.24）

（３）活動の成果と今後の課題
　本年度の発表は 7 題であった。本年度は発表形式を統一し、発表はすべて口演で行われた。
発表時間は昨年度と同様であったが、発表者は研究成果を時間内にまとめて発表し、会場と
の意見交換も活発に行われ、意義のある発表会であったと考える。
　共同研究発表会は本年で終了し、来年度からは、学会発表と論文投稿によって、共同研究
の成果を発表していくこととなった。今後も、より質の高い研究成果が地域や社会に発信さ
れ、看護実践に還元していけるよう、地域交流看護実践研究センターにおける共同研究のさ
らなる発展に向けての取り組みが求められていると考える。
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Ⅲ．看護研修

　センターでは、例年、専門講座・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。
　専門講座は、人間看護学部の各領域が企画し主催するもので、大学教員のもつ専門性を広
く地域の看護職に情報提供することを目的としている。同時に、実践現場での看護課題を教
員が共有し、共に学ぶ機会としたいと考えて運営にあたっている。
　また、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、『地
域に貢献する看護力の育成』と題して、本学で学ばれ、さまざまな看護の現場で活躍されて
いる 4 名の方を講師に招き、「地域の看護力向上にどのように関わってこられたか、また、
その中で自分自身のキャリアをどのように活かされてきたのか」をテーマとしてご講演いた
だいた。
　今年度の卒後教育は、3 年目に入る「助産師エンカレッジ支援講座」と、今年新しく、学
び直しの機会を提供するため、一部の学部講義を公開する「人間看護学部公開講義」を前期、
後期合わせて 12 講義開催した。

1．講演会

平成 28 年度　講　演　会・シンポジウム
　　　　　　　　　　　　　　平成 28 年 12 月 3 日（土）　14：00 ～ 15：30
テーマ　：　『地域に貢献する看護力の育成』
　　　　　－地域の看護力向上を目指して 新たにキャリア形成に取り組んだ経験から－
場　所　：　E5-101
講　師　：　宿里泉氏、片山将宏氏、金城真一氏、甘佐京子学部長
座　長　：　横井和美センター長
出席者　：　一般　12 名　学生 20 名　教職員 5 名　合計 37 名

（１）内容
　　講演テーマ及び概要（講演順）

甘
あ ま

佐
さ

　京
きょう

子
こ

　本学 人間看護学部 学部長

【テーマ】　看護職のキャリア形成の支え手として　－看護実践から看護学実践へ－
【概　要】　『看護教育は「職業教育」でしょうか。「専門教育」でしょうか。』もう 20 年
ほど前に看護教員養成研修会で講師に投げかけられた問いかけです。少なくとも看護職
は専門職であり、その専門職の養成に係る教育であることに他なりません。看護系大学
では、看護基礎教育（看護師）から始まり、保健師・助産師の養成、さらには看護学修
士や専門看護師の輩出に取り組んでいます。「知の拠点」である大学が、看護専門職のキャ
リア形成の場としてどのような可能性を秘めているのか。今一度皆さんと一緒に考えた
い。
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宿
や ど

里
り

　泉
いずみ

　氏　《保健師》本学人間看護学研究科修了（現・甲賀市地域包括ケア推進室）

【テーマ】　大学院での学び
【概　要】　当時、活動環境が大きく変わり、保健師としての活動目標を見つけ出せない
でいた。また、この現状を打破するために、論理的思考力を向上し実践に活かす方法を
学びたいという気持ちが強くなり、大学院へ進学した。大学院では、自分で考え学ぶ方
法を習得した。更に、保健師活動で疑問に思っていた事を研究テーマとして、研究に取
り組み論文として完成させた。このことが、現在の論理的な思考に基づいた活動につな
がっていると考えている。

片
か た

山
や ま

　将
ま さ

宏
ひ ろ

　氏　《慢性疾患看護専門看護師》本学人間看護学研究科ＣＮＳコース修了
 （現・生長会 ベルランド総合病院）

【テーマ】専門看護師を取得してからのキャリア形成　－ 3 年間の活動を通じて－
【概　要】慢性疾患看護専門看護師の役割は、慢性疾患を抱える患者・家族に入院中や
外来、地域でのかかわりを通じて、効果的なケアを提供し、自己管理や在宅医療をサポー
トすることである。慢性疾患看護専門看護師を取得後 1 年目の活動は、「組織をよく知
ること」に専念した。2 年目は、「専門看護師の活動拠点を築く」ために関係者とともに
看護専門外来を開設し、3 年目では、「慢性疾患患者を支援する看護師の育成」に重点的
に取り組んでいる。このように 3 年間の活動を通じて培ったキャリア形成について紹介。

金
き ん

城
じょう

　真
し ん

一
い ち

　氏　《感染管理認定看護師》当センター・感染管理認定看護師教育課程修了
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現・滋賀医科大学医学部附属病院）

【テーマ】　専門分野の資格を取得することで、仕事の幅も深さも変わる
【概　要】　熟練した看護技術と知識を用いて、水準の高い看護実践のできる認定看護師
の資格を取得するためには、それ相応の努力が必要となります。皆さんの「自己成長を
したい、スキルアップしたい」という意欲に応えるには、様々な面でのサポートも重要
になりますが、資格を取得することで病院全体の看護レベルも上がり、患者さんの治療
に役立てることができます。

（２）アンケート結果　　【アンケート回答数： 29 名　回答率 78％（29/37）】

　　 満　足　度 　①非常に満足：48％　②ほぼ満足：52％

　　 今後の活用 　①とても活かせそう：35％　②活かせそう：65％

　参加者の意見（抜粋）
＊卒業生の活躍を知る機会となり元気をもらえた。
＊現在の看護教育の一端を知ることができた。
＊学ぶことの大切さ、おもしろさに改めて気付くことができた。
＊大学院を希望するスタッフに対するキャリア支援に少しだが活かせそう。
＊認定看護師の資格をとるまでの経緯がくわしく話されていてイメージしやすかった。
＊実践と研究をつなげていかないといけないと思った。
＊  いきいきと実践している姿を見ると、自分も頑張ろうと思えた。また、教育の効果はすぐ

に出ないといわれているのが実感できた。
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＊保健師、認定NS、CNS　いろんな分野の方の体験経験を聞くことができて、自分のキャ　　　　　
　リアを考える上ですごく参考になった。（学生）
＊  看護師からその先にはたくさんの可能性があることが分かった。"まず何でもやってみる"

の精神で多くの経験をして、視野を広くしたい。（学生）
＊一歩踏み出すことが大事だとわかった。（学生）
＊  30、40、50歳と年を取っていっても、バリバリ看護師として活躍できるのだなと感じ

た。自分も仕事をして経験を積む中で探していきたいと思った。（学生）
＊  今後、病院に就職して、スペシャリストを目指すかジェネラリストを目指すか考える際に

役立たせたい。（学生）
＊  卒業後に活躍されている話を聞くことができ、大学院教育を充実させていかなければと

思った。（教員）
＊講師の先生方の内容とテーマが一致していないように感じた。
＊  キャリア形成のテーマであるが、男性看護師、女性看護師の違いをテーマにして話されて

いたことに違和感を感じた。
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（３）評価
　今年度の講演会は、『地域に貢献する看護力の育成』と題し、本大学人間看護学部の甘佐
京子学部長、そして、本校の修了生である甲賀市地域包括ケア推進室の宿里泉氏（保健師）、
生長会ベルランド総合病院の片山将宏氏（慢性疾患専門看護師）、滋賀医科大学医学部付属
病院の金城真一氏（感染管理認定看護師）を講師にお招きし、地域や病院を主軸に様々な形
で患者と向き合いながら、看護専門職のキャリア形成を目指し認定看護師・専門看護師や大
学院修士号の修得に至る軌跡や、取得後の活動内容などをご講演いただいた。
　今日、看護職を取りまく保健医療環境の著しい変化は、看護職に新たな課題を要求してい
る。また、看護の対象である患者二一ズが多様化し、権利意識も高まりつつある。こうした
要請を受け我々看護職は、看護の質を向上させていくために、専門職としての看護のあり方
を常に追求している。
　今回の講演には、学生、医療従事者、教員に加え、一般の方も参加されていた。講演後の
アンケート結果からは、一般の方が患者となった時に看護者に求めるものや、看護専門職者
が考える専門性の受け取り方はそれぞれの立場や環境の違いによって異なっていたように思
う。「学ぶことの大切さ、おもしろさに改めて気付くことができた。」「大学院を希望するスタッ
フのキャリア支援に活かせそう」「30、40、50 歳と年を取ってもバリバリ看護師として活躍
できるのだなと感じた。」といったそれぞれの視点での看護専門職者のあり方としての意見・
感想がみられた。
　地域に貢献する看護力を育成するためには、看護教育機関と現場、地域住民が互いに思い
や考えを伝え合い、深めていくことが重要である。今後も地域に貢献する看護力の育成支援
につながる講演会の企画運営を行っていきたいと考える。
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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。今年度は「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
　　《助産師エンカレッジ支援研修の実践と評価》　　92 名参加

開催日 時　間 場　所 テ　ー　マ 講　師 参加者数

1 6/6（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　健二先生 18 名

2 6/7（火） 180分 E4-101 ハイリスク新生児の家族へのケア
―NICU/GCU 入室児と家族へのケアー 吉多久美子先生 9 名

3 6/9（木） 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 18 名

4 6/13（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　健二先生 17 名

5 7/8（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 6 名

6 7/27（水） 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 20 名

随時 90分/1回 E4-101 超音波による妊婦胎児
 シュミレーションの実際 学部担当教員 4 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 3 回目を無事終了いたしました。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ました。
　周産期のケアは、安全な分娩介助や妊産婦の健康の確保はもとより、生まれてくる新生児
の健康管理や安全性も確保しなければなりません。出生直後の新生児管理として、まずは新
生児の解剖生理学的特徴を理解しそれに添ったケアが重要となります。また、出生直後の新
生児は、NCPR（新生児蘇生法）にそって健康評価を行なう必要があります。NCPR 免許は、
5 年ごとの申請制が義務づけられています。日ごろの技術トレーニングを充実すること、そ
して NCPR の免許を得るための試験、そして更新者対象の研修を行いました。
　周産期のケアは、分娩時のみならず切れ目ないケアが必要となります。中でも、出産後の
母親への授乳に関するケアは、その後の育児にも影響する要因となっています。母親は、今
まで子どもと接した経験が無いままわが子を迎える時代です。よって、母親自身をエンパワー
メントする母乳育児の支援の実際を講義と演習で学ぶ内容としました。
　2017 年は、『診療ガイドライン産科編 2017』の改訂が行われます。母子にとって安全で
安心なケアを提供するためにも、研修や実践で得た知識、そして適切な対処法でケアを進め
ていく必要があります。
　《来年度への助産師エンカレッジ開催への課題》
　平成 29 年度は、既存の知識や技術の振り返り、さらに新たにコンセンサスの得られた周
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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す。現行の CLoCMiP「アドバン
ス助産師」は 5 年ごとの更新制が課せられ、助産師は継続的に自己啓発を行う必要がありま
す。助産師エンカレッジ支援研修は、受講後に修了証を発行しています。
　日々の助産ケアや技術の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
る場になるようすすめていきます。今後も、助産師エンカレッジに関する大学のリソースを
利用いただき、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ま
す。来年度も、多くの看護職の方々の参加をお待ちしています。
　最後に、昨年度の参加者は延べ 61 名でしたが、今年は 92 名となりました。公開講演の
労をお取りいただきました講師の先生方、そしてご参加いただきました助産師、看護師の皆
様に厚くお礼申し上げます。

（２）人間看護学部公開講義
　2016 年度から、地域交流センターでは初めての取り組みとして「人間看護学部公開講義」
を開催いたしました。公開講義は、県内でご活躍の看護職の方に卒後教育の一環として「学
びなおし」の機会を提供することを目的として、人間看護学部の講義の一部を無料で公開し
たものです。講義内容は、看護の基本からトピックスに至るまで、さまざまなテーマを準備
しました。定員制限もあり、参加人数は少ないですが、どの方も興味を持って参加頂いたよ
うに思います。今後は広報活動にも力を入れ、看護職の方々のニーズに応じたより充実した
公開講義を開講していきたいと思います。なお今回の公開講義では、合計 13 名の方が参加
してくださいました。ほんとうにありがとうございました。今後もぜひご参加ください。

人間看護学部公開講義開催一覧

テ　ー　マ 月　日 講　　師

１．看護学概論
　　「滋賀県における医療と看護」 7/12（火）

済生会滋賀県病院
救命救急センター看護師
若原聖徳・桜木秀幸・末松泰到

２．エンドオブライフケア演習
　　「緩和医療の現状と課題」 7/25（月） 滋賀医科大学医学部

非常勤講師　田村祐樹

３．成人クロニックケア演習
　　①「ナラティブ・アプローチ」 11/25（金） 横井和美教授

　　成人クロニックケア演習
　　②「フットケアの理論と実践」

12/15（木）
12/16（金） 中川美和助教

　　成人クロニックケア演習
　　③「リラクセーション」

H29
1/27（金） 大門裕子助教

４．小児臨床看護学
　　①「小児在宅療養と救急看護」 11/18（金） 小児救急看護認定看護師

馬場恵子

　　小児臨床看護学
　　②「予防接種と感染症」 11/25（金） 感染管理認定看護師

織田麻希
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５．看護研究の基礎
　　①「研究の倫理」 12/6（火） 糸島陽子教授

　　看護研究の基礎
　　②「量的研究とは」 12/13（火） 小林孝子准教授

　　看護研究の基礎
　　③「質的研究とは」 12/20（火） 牧野耕次准教授

　　看護研究の基礎
　　④「研究計画書と研究成果の
　　　発表」

H29
1/10（火） 古株ひろみ教授
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まとめにかえて

　滋賀県立大学が「地（知）の拠点事業」として地域に開かれた大学をめざす中、人間看護

学部の附属施設である「地域交流看護実践研究センター」においては、開設以来、県内の看

護職との交流、連携を深め、地域での教育・看護研究活動を共に行ってまいりました。平成

28 年度も、県内の看護職の皆様のご支援をいただき、多くの活動を行うことができました。

ここに、感謝致しますとともに、お礼申し上げます。

　今年度は、地域交流看護実践研究センターの開設から 12 年が経過したこともあり、今ま

での事業の見直しと広報拡大を中心に行ってきました。

　滋賀県看護協会との共催である「看護研究学習会」では、看護研究チームのリーダーを育

成することも目的に入れた「ワンランクアップをめざす看護研究」研修を行いました。3 日

間のコースであったにもかかわらず、応募者は定員を超え 15 施設から参加していただくこ

とができました。また、共同研究も 7 件の応募があり、研究部門の活動は県内の看護職の皆

様の看護研究に取り組む篤い思いと自己研鑽力に支えていただきました。

　生涯学習の場を提供する研修として開講 3 年目を迎えた「助産師エンカレッジ支援講座」

は、今年度も好評で 92 名の参加がありました。さらに、今年度から新たな取り組みとして

人間看護学部の授業を一部無料で公開する「公開講座」を卒業教育の一環として行いました。

初めての取り組みで広報が十分行えなかったにもかかわらず 11 名の参加を得ることができ

ました。次年度も継続して行っていきたいと考えています。

　「講演会」は、「地域に貢献する看護力の育成」と題して、本学および本センターでさまざ

まなキャリアを高められた方々に地域活動の紹介をしていただきました。本センターは、県

内の看護職との交流、連携を深め、地域での教育・看護研究活動に寄与するだけでなく、人

が育つ大学としての役割を担い、看護の質向上に貢献できるものと考えます。

　今後も地域交流看護実践研究センターの機能を最大限に生かし、地域にねざした活動を進

めてまいります。皆様のいっそうのご支援とご高配をお願い申し上げます。

 平成 29 年 3 月　　　　　　　　　
 地域交流看護実践研究センター　
 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。
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　　（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。
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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
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地域交流看護実践研究センターにおける共同研究および共同研究会について

１．目的
　共同研究および共同研究会は、学外専門職者と学部教員が、共同で行う研究活動を充実さ
せることを目的とする。

２．審査
　毎年 5 件程度の共同研究および共同研究会を募集し、その採択については「共同研究およ
び共同研究会審査会」の議を経て行う。

３．共同研究・共同研究会の組織
　共同研究では、学外専門職者と本学教員が共同で研究を実施する。学外専門職者が研究代
表者となり、研究分担者には少なくとも１名の本学教員を含まなければならない。研究代表
者は共同研究申込書と共同研究計画書を提出する。
　共同研究会は、研究会代表者（学外専門職者）と本学の教員を含む 2 名以上の会員で構成
する。共同研究立案に向けた会合、研究テーマ追究を目的とした情報交換のための会合等を
含む。研究会代表者は共同研究会申込書と共同研究会企画書を提出する。

４．成果および活動の報告
　「共同研究の成果」および「共同研究会の活動内容」については、指定された期日内に報
告する。

 平成２４年３月７日
 地域交流専門委員会
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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事業にかかる受講料等に
ついて（内規）

（趣旨）
第   1 条　この内規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が実施する事

業にかかる受講料等について、必要な事項を定めるものとする。

（徴収対象事業）
第２条　受講料を伴う事業は、次のとおりとする。

（1）　特別講演およびシンポジウム

（受講料等）
第３条　受講料については、次のとおりとする。

（1）  　前条第 1 号に関する受講料は、資料代等開催経費の一部として１回につき５００円と
する。

２　受講料の納付に対し領収証を発行する。

（免除）
第４条　滋賀県立大学生については受講料を免除する。
２　センター長が必要と認めた場合は受講料を免除する。

（その他）
第  ５条　この内規に定めのない事項は、センター長が地域交流専門委員会に諮り、別途定め

るものとする。

　付　則
　この内規は、平成１９年８月２２日から施行する。
　この内規は、平成２２年４月７日から施行する。
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地域交流看護実践研究センターにおける文献検索について

１．目的
　地域の看護職者が研究に取り組む際に必要な文献検索の機会（場所）を提供する。

２．内容
　医学中央雑誌（Web 版）にて、国内発行の、医学・歯学・薬学・看護学及び関連分野の
論文情報を検索することができます。基本的な操作は常駐のセンター職員が指導いたします。
なお、文献検索サービスは本学図書情報センターでも行っていますので、そちらの案内もあ
わせて行っています。

３．場所
　地域交流看護実践研究センター資料室

４．利用時間
　9 時から 17 時まで

＊ご利用にあたっては、電話・E メールでの事前予約をお願いいたします。
＊  パソコンは 2 台しかありませんので、一度に多数の方のご利用はお受けしかねます。また、

講習等でのご利用は対応しかねますので、ご容赦くださいますようお願いいたします。

 平成 26 年 6 月 11日
 地域交流専門委員会
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