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Ⅰ 研究事業の概要                          

看護学研究科長 春山早苗 

１．研究目的 

自治医科大学はへき地等地域医療に従事する医師及び看護職の養成を目的としている。 

本学大学院看護学研究科では、高度な看護実践研究及びチーム医療を推進するがん看護研究、

地域特性に応じた看護職の教育・支援システム研究、患者の療養場所移行支援研究等に取り組

んできた。これらの研究からへき地において、特に医師と看護師との協働が必要となる地域医

療活動として、「外来患者管理」、「緊急時の初期判断・対応」、「ターミナル及び看取りへの対応」

が明らかになっている。また、課題として、複雑・困難な臨床判断能力と侵襲性の高い高度な

医療技術をもち、キュアとケアを統合できる地域ケアに卓越した看護師の養成や、当該看護師

の地域特性・医療施設特性に応じた教育体制づくり、医師と看護師との協働を促進するプロト

コ－ルや安全管理体制の整備が示唆された。 

本事業は、看護師がチーム医療の中で機能できるための卓越した地域ケアスキル・トレーニ

ングプログラムの開発並びに地域特性に応じた当該看護師の教育・支援システムの検討により、

日本型地域ケア実践を開発することを目的とした。 

わが国は医師の負担増大と地域医療崩壊の危機に直面しており、チーム医療の推進と看護師

の役割拡大への期待が高まっている。このような現状において、本事業により、地域ケアを担

う人材育成から教育・支援システムの構築まで日本型地域ケア実践の研究基盤を形成すること

は、地域医療の向上・発展への寄与を理念としている本学の役割といえる。また、キュアとケ

アを統合し地域ケアのリーダーとなり得る看護師を養成し、地域特性や社会資源の相違があっ

ても地域ケアスキルを獲得した看護師の定着・資質向上が持続されるようにするための日本型

地域ケア実践の開発は、学術的・社会的に重要かつ必要性の高いものである。さらに、わが国

の地域医療における医師と看護師の協働モデルへの示唆も得られ、医師の負担軽減と看護師の

役割拡大による地域医療の質向上と活性化に寄与することができる。 

 

１）研究テーマ１ 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開発研究 

（研究代表者 教授 本田芳香） 

本研究は、看護師が、チーム医療の中で機能していくために必要な、複雑・高度な臨床判断

能力と侵襲性の高い医療技術を備え、キュアとケアを統合できる卓越した地域ケアスキルを獲

得するためのトレーニングプログラムの内容及び教育方法を明らかにすることを目的とした。 

本研究の企画立案と運営を行うため、プログラム開発・推進委員会とプログラム実施・評価

委員会の2つの委員会を設置して、事業を推進した。 

 

２）研究テーマ２ 地域ケア実践看護師の教育・支援システムの開発研究 

（研究代表者 教授 春山早苗） 

本研究は、看護師がキュアとケアを統合できる卓越した地域ケアスキルを獲得するための教

育体制及び地域ケアスキル獲得後のフォローアップシステムの要素とその関連を明らかにし、

地域特性かつ医療施設の機能別の検討を加えてシステム構築のための指針を作成することを目

的とした。 

 本研究の企画立案と運営を行うため、地域ケア実践看護師教育システム委員会と地域ケア実

践看護師フォローアップシステム委員会の2つの委員会を設置して、研究を推進した。 
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２．研究計画 

１）研究体制 

本事業は本学大学院看護学研究科が主体となり、本学医学部及び本学附属病院等の協力を 

得て実施した。 

  ２つの研究テーマの研究代表者及び４委員会の委員長、並びに、学外の専門家等による 

事業評価委員会を設置し、年次計画の進捗状況と達成度を点検・評価し、その結果を各委員 

会にフィードバックしながら本事業を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域医療学
センター

大学院看護学研究科
看護学部

附属病院

メディカル
シミュレーション

センター

研究事業体制

医学部

下野市を
中心とした
住民の方々

研究組織

テーマ１：地域ｹ ｱ ｽ ｷ ﾙ ・ﾄ ﾚ ﾆー ﾝ ｸ ﾞ ﾌ ﾟﾛ ｸ ﾞ ﾗ ﾑ の開発研究 研究代表者 本田芳香教授

研究テーマ１企画委員会 プログラム開発・推進委員会 プログラム実施・評価委員会

テーマ２：地域ケア実践看護師の教育・支援システムの開発研究 研究代表者 春山早苗

研究テーマ２企画委員会
実践看護師教育ｼ ｽ ﾃ ﾑ

委員会
地域ケア実践看護師

ﾌ ｫ ﾛ ｱー ｯ ﾌ ﾟｼ ｽ ﾃ ﾑ 委員会

事業評価委員会

全体研究代表者 看護学研究科長 春山早苗
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２）研究計画・研究方法 

（１）年次計画（全体） 

 

 

（２）年次計画・研究方法（テーマ１） 

プログラム開発・推進委員会は、トレーニング対象とするケアスキル及びケアスキル群を

決定し、ケアスキル群毎のトレーニング項目・トレーニング方法・教材を検討し、ケアスキ

ル群毎に完結したトレーニングプログラムの試案を作成する。試案したトレーニングプログ

ラムが研究テーマ２の地域ケア実践看護師教育システム委員会がリクルートした看護師に適

用された後、プログラム実施・評価委員会による評価のフィードバックを受け、トレーニン

グプログラムを精錬していき、完成版を作成する。 

プログラム実施・評価委員会は、プログラム開発・推進委員会が試案したトレーニングプ

ログラムについて、研究テーマ２の地域ケア実践看護師教育システム委員会が検討した教育

体制下で、また同委員会がリクルートした看護師を対象に運営・実施する。トレーニングプ

ログラムの評価方法を検討して評価を実施し、プログラム開発・推進委員会にフィードバッ

クする。 

 

研究計画（全体）
平成２５年度 ◆実施計画トレーニング対象とするケアスキル検討のための調査の実施

◆教育体制検討のための調査の実施

平成26年度 ◆ケアスキル群毎のトレーニング項目・トレーニング方法・教材の検討
◆ケアスキル群毎のトレーニングプログラム第1次試案の作成
◆教育体制の検討と標準的指針の作成

平成27年度 ◆トレーニングプログラム第1次試案の評価研究の実施
◆トレーニングプログラム第2次試案の作成
◆地域特性別等の教育体制の検討
◆フォローアップ内容・医療組織支援内容の検討
◆公開シンポジウム

平成28年度 ◆トレーニングプログラム第2次試案の評価研究の実施
◆トレーニングプログラム完成版の作成
◆地域特性別等のフォローアップシステムの検討

平成29年度 ◆トレーニングプログラムと教育・支援システムを併せた評価
◆日本型地域ケア実践モデル、わが国の地域医療における医師と看護
師の協働モデルの作成
◆公開シンポジウム

研究計画
テーマ１：地域ｹ ｱ ｽ ｷ ﾙ ・ﾄ ﾚ ﾆー ﾝ ｸ ﾞ ﾌ ﾟﾛ ｸ ﾞ ﾗ ﾑ の開発研究

平成２５年度 ◆卓越した地域ケア実践看護師に必要なスキルの明確化
◆トレーニング対象とする地域ケアスキルの選定とケアスキル群の検討

平成26年度 ◆ケアスキル群毎にアセスメントや臨床判断に必要な知識と技術の整理
◆ケアスキル群毎のトレーニング内容、トレーニング方法、教材の検討
◆ケアスキル群毎のトレーニングプログラム第1次試案の作成
◆テーマ2で検討結果に基づき教育実施体制の整備

平成27年度 ◆トレーニングプログラム第1次試案の実施
◆OSCE等によるトレーニングプログラムの評価方法の検討と評価
◆第1次試案の評価に基づきトレーニングプログラム第2次試案の作成

平成28年度 ◆トレーニングプログラム第2次試案の実施
◆トレーニングプログラムの評価
◆第2次試案の評価に基づきトレーニングプログラム完成版の作成

平成29年度 ◆トレーニングプログラムと教育・支援システムを併せた評価



 

4 

 

 

（３）年次計画・研究方法（テーマ２） 

地域ケア実践看護師教育システム委員会は、研究テーマ１のプログラム開発・推進委員会

と連携して、プロトコルや安全管理体制等、地域ケアスキル・トレーニングを実施する際に

必要な教育体制を明らかにし、その標準的な指針を作成する。加えて、多様な地域特性かつ

医療施設の医療提供体制や看護師教育体制の実態調査並びに研究テーマ１においてトレーニ

ングを受けた看護師が所属する施設の医療技術を指導する医師および看護組織の管理者への

調査から、地域特性かつ医療施設の機能別に類型化した教育体制とその構築方法を検討し、

指針を作成する。 

地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員会は、研究テーマ１においてトレーニン

グを受けた看護師の所属する医療施設における地域ケア実践の成果と困難を調べ、成果を上

げている看護師及び看護組織等のサポート状況、所属する医療施設の特徴を明らかにする。

また、希望する受講修了者の地域ケア実践を支援するために、遠隔支援システムを活用した

ケースカンファレンス、コンサルテーションを実施し、受講修了者に必要なフォローアップ

内容を明らかにする。併せて、医療技術を指導する医師および看護組織の管理者にも受講者

が所属する組織において機能するための体制づくりにかかわる支援を実施し、医療施設・組

織に必要な支援内容を明らかにする。 

以上のことから、地域特性かつ医療施設の機能を踏まえた地域ケア実践看護師フォロー 

アップシステム及び医師と看護師との協働等医療組織体制とそれらの構築方法を検討し、指

針を作成する。 

 

 

研究計画
テーマ２：地域ｹ ｱ 実践看護師の教育・支援システムの開発研究

平成２５年度 ◆へき地診療所、へき地医療拠点病院、その他の地域医療支援病院に
おける医師と看護師との協働実態、プロトコル作成プロセス、安全管理
体制構築プロセス、看護師教育体制の調査
◆調査結果に基づき、プロトコル作成・安全管理体制構築を含む地域ケ
ア実践看護師の教育体制構築を促進する又は阻害する要素の分析
◆トレーニングのターゲットとなる看護師の特徴の明確化

平成26年度 ◆プロトコルや安全管理体制を含む教育体制の標準的指針の作成
◆ターゲット看護師の所属施設への本事業の周知と受講者のリクルート
◆リクルートした看護師の所属施設の地域特性や施設機能の特性に応じ
た次年度教育体制の検討
◆トレーニング受講後の看護師のフォローアップ内容及び所属施設に必
要な支援内容の検討の開始

平成27年度 ◆プログラム第1次試案の教育実施体制の評価会議の開催、教育体制
の見直し・改善
◆研修修了者のフォローアップ
◆トレーニング受講看護師の地域ケア実践の成果と課題を明らかにする
ための方法について専門家会議を開催し検討

平成２8年度 ◆プログラム第2次試案の教育実施体制の評価会議の開催、教育体制
の見直し・改善
◆研修修了者のフォローアップ
◆トレーニング受講後の看護師のフォローアップ内容及び所属施設に必
要な支援内容の明確化
◆地域特性別、施設の機能別の教育体制及びフォローアップシステム
の検討

平成2９年度 ◆研修修了者のフォローアップ（希望者）
◆フォローアップシステムの見直し・改善
◆平成27年度及び平成28年度受講者の教育体制及びフォローアップ
体制の評価
◆地域ケア実践看護師の地域特性別・施設機能別教育・支援システム
の指針の作成
◆日本型地域ケア実践モデル、わが国の地域医療における医師と看護
師の協働モデルの作成
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３）事業計画額及び大学負担額                                            （単位：千円） 

区分 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 合計 

事業計画額 24,402 26,051 30,280 16,000 22,067 114,800 

補助 

申請額 

設備費  8,666     

研究費 10,201 6,525 15,140 8,000 11,033 59,565 

大学負担額 10,201 10,860 15,140 8,000 11,034 55,235 

 

４）研究により期待される効果 

・地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開発により、現在、へき地を含む地域医療に

従事している看護師の中から複雑・高度な臨床判断能力と侵襲性の高い高度な医療技術を

もち、キュアとケアを統合できる地域ケアのリーダーとなり得る看護師を育成することが

できる。また、地域ケアスキルを獲得し、地域医療の中で機能できる卓越した看護師を育

成することができる。 

・地域ケア実践看護師の地域特性かつ医療施設の機能に応じた教育・支援システムを開発す

ることにより、地域特性や保健医療福祉資源の相違があっても地域ケアスキルを獲得した

看護師の定着と資質の維持向上が持続される。このことにより、地域医療に従事する多く

のジェネラリスト看護師が提供するケアの質が向上して、住民の福祉に寄与するとともに、

協働する医師の負担を軽減することができ、本学の使命である地域医療の向上と発展に寄

与する。 

・以上のことから、地域ケアを担う人材育成から教育・支援システムの構築まで日本型地域

ケア実践が体系化されるとともに、わが国の地域医療における医師と看護師の協働モデル

を提示することができ、医師の負担軽減並びに地域医療の質向上と活性化に寄与する。 

 

５）研究プロジェクトの大学における位置付け 

本学大学院看護学研究科開設の目的は、博士前期課程が高度医療と地域医療をつなぐチー

ム形成と機能向上を図る専門看護師や認定看護管理者等の高度実践看護職の育成であり、博

士後期課程がわが国のヘルスケアシステムを視野に入れつつ複数の看護専門領域から看護学

の発展に寄与できる教育研究者の育成である。本事業は、このような本学大学院看護学研究

科の目的と連動するものであり、さらに地域医療の向上・発展のための教育・研究・診療等

を行っている本学医学部や地域医療学センター、本学附属病院、同看護職キャリア支援セン

ター等の協力を得て行った。 
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Ⅱ 平成25～29年度研究実施報告                          

１．平成25～27年度研究計画 

１）研究テーマ１ 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開発研究 

看護学研究科長 春山早苗 

【平成 25年度】 

■研究目的 

①卓越した地域ケア実践看護師に必要なスキルを明確にする。 

②トレーニング対象とする地域ケアスキルを選定する。また、ケアスキル群を検討する。 

③トレーニング内容、トレーニング方法、教材を検討する。 

■研究方法 

目的①②について 

・厚生労働省が検討している「特定行為に係る看護師の研修制度（案）」も視野に入れて進

める。 

・平成24年度に実施した「高度医療と地域医療をつなぐ看護職の役割拡大に関するニーズ

調査」について、【診療の補助行為について、看護師が行えることによって患者に利益が

もたらされると考える程度】、【看護実践にかかわるコンサルテーション及び倫理調整の課

題等】、【地域連携に関する活動】のデータを分析する。 

・「へき地診療所における看護活動の実態と課題に関する調査」として、【へき地診療所にお

ける看護活動の特徴】、【診療の補助行為（医師の指示下）の経験及び取り決め事項・プロ

トコールの有無の実態、看護師が実施できるようにする必要があると感じる行為】、 

【診療所看護師が強化すべき看護実践能力または役割拡大の必要性を感じる内容】、【診療

所看護職の役割拡大にかかわる問題または課題】を調べる。 

・地域特性別、医療施設機能別に20施設（20人）程度を対象に、教育内容及び教育方法に

関するグループインタビュー調査を行う。 

目的③について 

・地域中核病院及びへき地医療拠点病院を訪問し、【特定行為（案）の経験及び取り決め事

項・プロトコールの有無の実態】、【実施にあたっての準備】、【実施のメリット・デメリッ

ト】、【実施にかかわる課題と対応】、【看護師が実施できると良いと思う特定行為】につい

て、インタビュー調査を行う。 

・シミュレーション教育やＮＰ教育をしている大学や機関を視察する。 

・模擬患者を育成している大学や機関を視察する。 

・模擬患者の説明用DVDを作成し、下野市の住民を対象に模擬患者の説明会を開催する。 

・教育に使用するシミュレーション機器を検討する。 

【平成 26年度】 

■研究目的 

①ケアスキル群毎にアセスメントや臨床判断に必要な知識と技術を整理する。 

②ケアスキル群毎のトレーニング内容、トレーニング方法、教材を検討する。 

③ケアスキル群毎のトレーニングプログラムの第1次試案を作成する。 

④テーマ２で検討した結果に基づき教育実施体制を整備する。 

■研究方法 

・厚生労働省が検討している「特定行為に係る看護師の研修制度（案）」も視野に入れて進

める。 
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 ・平成25年度に実施したへき地診療所調査の結果、「高度医療と地域医療をつなぐ看護職

の役割拡大に関するニーズ調査」（平成24年度実施）の分析結果、医療機関訪問調査、

離島、山村過疎地域を含む地域で実践している看護職へのグループインタビュー調査の

結果、事業評価委員会における意見を踏まえて、トレーニングプログラム項目＜科目＞

（第1次）を決定し、各トレーニングプログラム項目の内容＜目標、学習内容＞（第1

次）を検討する。また、教材も検討する。 

・トレーニング方法の検討及び教育実施体制整備の一環として、模擬患者を育成する。 

・トレーニングプログラム項目＜科目＞の評価方法について、先行文献も参考にして検討 

する。 

・検討したトレーニングプログラム項目＜科目＞の一部について試行し、受講状況及び受講

者への調査から評価する。 

・地域特性別、医療施設機能別に20施設（20人）を目標に研究への参加協力を求め、施行

したトレーニングプログラム項目＜科目＞について評価してもらう。加えて、教育内容に

関するグループインタビュー調査を行う。 

【平成 27年度】 

■研究目的 

①トレーニングプログラム第1次試案を実施する。 

②OSCE等によるトレーニングプログラムの評価方法を検討し、第1次試案を評価する。 

③第1次試案の評価に基づきトレーニングプログラム第2次試案を作成する。 

■研究方法 

 ・平成26年度に検討したトレーニングプログラムの評価方法による、平成26年度に実施

したトレーニングプログラム第1次試案の評価に基づき、特定行為に係るトレーニング

プログラム（共通科目9科目）完成版及び地域ケアスキル・トレーニングプログラム（4

科目）第2次試案を作成する。 

 ・特定行為に係るトレーニングプログラム（共通科目9科目）完成版及び地域ケアスキル・

トレーニングプログラム（4科目）第2次試案を実施する。 

 ・平成26年度に検討した評価票により地域ケアスキル・トレーニングプログラム（4科目）

第2次試案を評価する。また、地域ケアスキル・トレーニングプログラム（4科目）第2

次試案の受講者及び地域特性・医療施設機能を考慮した対象にグループインタビュー調査

を行う。 

 ・特定行為に係るトレーニングプログラム（13の区分別科目）のトレーニング方法及び教

材を検討するとともに、完成版を作成する。 

 ・地域ケアスキル・トレーニングプログラムの追加科目を検討し、当該科目のトレーニング

内容及びトレーニング方法を検討する。 

 ・ICT及び模擬患者を活用した演習教育の方法を検討し、準備する。 

 ・中間報告会を実施する。 

【平成 28年度】 

＊本学では、大学の理念を踏まえ、平成27年8月に看護師特定行為研修センターを設置

し、厚生労働省が指定する研修機関に指定され、同年10月より看護師特定行為研修を

開始した。この研修は、本研究事業で開発した特定行為に係るトレーニングプログラム

や教育・支援システムを取り入れて実施していった。これに伴い、平成28年度からは、地

域ケアスキル・トレーニングプログラムにのみ焦点を当てて、本事業を進めていくこととし

た。 
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■研究目的 

①トレーニングプログラムの第2次試案を実施し、評価する。 

②第2次試案の評価に基づき、トレーニングプログラム（ｅラーニングによる4科目）

の完成版を作成し、実施する。 

③トレーニングプログラム（ｅラーニングによる新たな 1 科目および集合研修による

演習科目1科目）の第1次試案を作成・実施・評価する。 

④トレーニングプログラム（集合研修による演習科目）の第1次試案の評価に基づき、

演習教育方法を検討する。 

⑤トレーニングプログラムの教育内容の精錬と体系化を検討する。 

■研究方法 

・8～9月に2回目となるトレーニングプログラム第2次試案を実施する。 

・実施したトレーニングプログラム（ｅラーニングによる 4 科目）第 2 次試案を、平

成 26 年度に検討した評価票により評価する。また、平成 27 年度までの受講者を対

象に訪問調査による評価を実施する。 

・トレーニングプログラム（ｅラーニングによる4科目）第2次試案の評価に基づき、

完成版を作成し、実施する。 

・新たなトレーニングプログラム（ｅラーニングによる「看護研究」および集合研修に

よる演習科目「高齢者看護4」）の第1次試案を作成し、実施・評価する。 

・集合研修による演習科目「高齢者看護4」の評価に基づき、模擬患者・シミュレーシ

ョンの活用および医師をはじめとした他職種の協力等演習教育の方法を検討する。 

・研究目的⑤について、へき地診療所およびへき地医療拠点病院の看護職を中心に、平

成27年度までの受講者を対象とした訪問調査を企画・実施するとともに、トレーニ

ングプログラムの教育内容の精錬と体系化を検討するための分析枠組みを検討する。 

【平成 29年度】 

■研究目的 

①ターゲット看護師の所属施設へ本事業を周知し、受講者をリクルートする。 

②トレーニングプログラム（ｅラーニングによる 5科目）の完成版を実施し、評価する。 

③演習科目をフォローアップ科目に位置づけ、完成版を実施し、評価する。 

④模擬患者を育成し、演習科目において活用する。 

⑤地域ケア実践看護師に必要なケアスキル・コンピテンシーを検討する。 

■研究方法 

・受講者リクルートのためのリーフレットを作成し、全国のへき地診療所、栃木県内訪

問看護ステーション及び医療機関、グループインタビュー協力者所属のへき地医療拠

点病院等へ送付する。 

・トレーニングプログラム（ｅラーニングによる 5 科目及び集合・対面研修によるフ

ォローアップ5科目）の完成版を実施し、平成26年度に検討した評価票により評価

する。 

・ｅラーニングにより模擬患者を育成し、演習科目において活用する。 

・各科目の評価結果及び平成 28年度に実施した訪問調査結果等に基づくプログラム評

価から地域ケア実践看護師に必要なケアスキル・コンピテンシーを検討する。 

・成果報告会を実施する。 
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２）研究テーマ２ 地域ケア実践看護師の教育・支援システムの開発研究 

看護学研究科長 春山早苗 

【平成 25年度】 

■研究目的 

①へき地診療所、へき地医療拠点病院、その他の地域医療支援病院における医師と看護師の

協働の実態、並びに、プロトコール作成プロセスや安全管理構築プロセス、看護師の教育

体制の実態を明らかにする。 

②①の調査結果に基づき、プロトコール作成及び安全管理体制の構築を含む地域ケア実践看

護師の教育体制の構築を促進する又は阻害する要素を明らかにする。 

③トレーニングのターゲット者を検討する。 

■研究方法 

・平成24年度に実施した「高度医療と地域医療をつなぐ看護職の役割拡大に関するニーズ

調査」について、【院内教育プログラムの課題】のデータを分析する。 

・「へき地診療所における看護活動の実態と課題に関する調査」として、【へき地診療所看護

職の特徴】、【診療の補助行為（医師の指示下）に関する取り決め事項・プロトコールの有

無の実態】、【診療所看護職の役割拡大にかかわる問題または課題】、【へき地診療所看護活

動における問題や課題】を調べる。 

・地域特性別、医療施設機能別に20施設（20人）程度を対象に、教育体制に関するグルー

プインタビュー調査を行う。 

・地域中核病院及びへき地医療拠点病院を訪問し、インテグラル理論を参考にして看護師の

内面、同外面、組織の内面、同外面という視点から、看護師の教育体制に関することをイ

ンタビュー調査により調べる。具体的には、看護師の内面として対象施設の看護師全体の

【特定行為に係る研修制度への関心】、【現任教育への関心】、【医師との協働や役割分担に

ついて感じていること】、看護師の外面として対象施設の【看護師の特徴（資格、卒業学

校、年代、平均勤務年数等）】、【看護師全体の自己啓発や研修参加の傾向】、組織の内面と

して対象病院や看護部の【理念・目標】、【地域における役割意識】、【看護師のキャリア支

援の考え方】、組織の外面として対象病院や看護部の【看護師の教育体制・キャリア支援

体制】を調べる。 

併せて、【特定行為（案）に関する取り決め事項・プロトコールの有無の実態】、【実施に

あたっての準備】、【実施のメリット・デメリット】、【実施にかかわる課題と対応】、【研

修対象として適当と考えられる看護師】、【指導医候補者の有無】、【本研究事業による研

修への参加意欲】、【看護師の役割拡大と研修に関する課題として考えられること】、につ

いて、インタビュー調査を行う。 

・シミュレーション教育等のための、本学部内の教育環境整備を開始する。 

【平成 26年度】 

■研究目的 

①プロトコールや安全管理体制を含む教育体制の標準的指針を作成する。 

②ターゲット看護師の所属施設への本事業の周知と受講者のリクルートを行う。 

③リクルートした看護師の所属施設の地域特性や施設機能の特性に応じた次年度教育体制

の検討を行う。 

④トレーニング受講後のフォローアップ内容及び所属施設に必要な支援内容の検討を開始

する。 
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■研究方法 

・平成25年度の検討を踏まえ、ターゲット看護師を決定し、へき地医療拠点病院及びへき地

診療所を含む医療機関へ出向き、本事業について周知するとともに、トライアル受講者をリ

クルートする。 

・プロトコールの作成に関する教育方法・実施体制について、学会等に参加し情報収集を行い、

検討する。 

・ｅラーニング及び演習（シミュレーション演習を含む）の教育方法・実施体制について、研

修への参加等から検討する。また、トレーニングプログラム項目＜科目＞の一部について試

行し、受講状況及び受講者への調査からｅラーニングの方法・実施体制を評価する。 

・地域特性別、医療施設機能別に20施設（20人）を目標に研究への参加協力を求め、試行し

たトレーニングプログラム項目＜科目＞についてｅラーニングの方法を評価してもらう。加

えて、教育方法に関するグループインタビュー調査を行う。 

・ｅポートフォリオを導入している医療系大学における先行例やトレーニングプログラム項目

＜科目＞の試行における受講者へのサポート状況等から、受講中のフォローを目的としたｅ

ポートフォリオを検討する。 

・試行したトレーニングプログラム項目＜科目＞の受講者への調査及び地域特性別、医療 

施設機能別に 20 施設（20 人）を目標に研究への参加協力を求めて行うグループインタビ

ューの結果から、トレーニング受講後のフォローアップ内容及び所属施設に必要な支援内

容を話し合う。 

・以上から、教育体制の標準的指針（第1次）を作成する。 

【平成27年度】 

■研究目的 

①プログラム第 1 次試案の教育実施体制の評価会議を開催し、教育体制の見直し・改善をす
る。 

②研修修了者のフォローアップをする。 

③トレーニング受講看護師の地域ケア実践の成果と課題を明らかにするための方法について
専門家会議を開催し検討する。 

■研究方法 

 ・平成 26 年度に実施したプログラム第 1 次試案の教育実施体制の評価会議に基づき、ｅ 

ラーニングによる教育・支援システムの見直し・改善をする。 

 ・平成26年度から継続してターゲット看護師の所属施設への本事業の周知と受講者のリクル

ートをする。具体的には、全国のへき地診療所、栃木県内訪問看護ステーション及び医療機

関、これまでのグループインタビュー協力者所属のへき地医療拠点病院へ、本トレーニング

プログラムの案内を送付する。 

 ・受講者へのオリエンテーションを企画・実施する。 

 ・平成26年度から継続して看護師の所属施設の地域特性や施設機能の特性に応じた教育体制

を検討するために、受講者及び地域特性・医療施設機能を考慮した対象にグループインタビ

ュー調査を行う。調査結果も参考にして、教育体制の標準的指針作成に向けた検討をする。 

 ・地域ケアスキル・トレーニングプログラム（4科目）第2次試案の実施結果等に基づくトレ

ーニング受講後の看護師のフォローアップ内容を検討する。 

・トレーニング受講看護師の地域ケア実践の成果と課題を明らかにするための方法について、

受講者及び地域特性・医療施設機能を考慮した対象へのグループインタビュー調査の結果や

事業評価委員会における意見に基づき検討する。 

・中間報告会を実施する。 
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【平成28年度】 

■研究目的 

①トレーニングプログラム（ｅラーニングによる科目）の教育体制を見直し、改善する。 

②集合研修による演習科目の教育体制を検討する。 

③ターゲット看護師の所属施設への本事業の周知と受講者のリクルートを行う。 

④トレーニングプログラム受講者のフォローアップを行う。 

⑤トレーニングプログラム受講者のフォローアップ内容及び所属施設に必要な支援内容

を明確にする。また、地域特性別、施設の機能別の教育体制及びフォローアップシス

テムを検討する。 

⑥地域ケア実践看護師の教育・支援システムの標準的指針を作成する。 

■研究方法 

・トレーニングプログラム（ｅラーニングによる 4 科目）第 2 次試案および完成版並び

に新たなトレーニングプログラム（ｅラーニングによる「看護研究」）第1次試案の実

施・評価に基づき、ｅラーニングによる教育・支援システムを見直し、改善する。 

・新たなトレーニングプログラム（集合研修による演習科目「高齢者看護4」）の第1次

試案の実施・評価に基づき、演習科目の教育体制を検討する。また、演習科目におい

て模擬患者を活用するための教育体制や模擬患者の育成およびフォローアップについ

て検討する。 

・ターゲット看護師の所属施設への本事業の周知と受講者のリクルートのために、全国

のへき地診療所、栃木県内訪問看護ステーション及び医療機関、これまでのグループ

インタビュー協力者所属のへき地医療拠点病院へ、本トレーニングプログラムの案内

を送付する。 

・受講者オリエンテーションを企画・実施する。 

・トレーニングプログラム受講者のフォローアップとして、集合研修による演習科目「高

齢者看護4」）の第1次試案を実施する。 

・トレーニングプログラム（ｅラーニングによる 4 科目）第 2 次試案および完成版の実

施結果並びに平成 27 年度までの受講者を対象とした訪問調査の結果に基づき、フォ 

ローアップ内容およびフォローアップシステム並びに受講者の所属施設に必要な支援

内容の検討を開始する。 

・地域ケア実践看護師の教育・支援システムの標準的指針を作成するために、ｅラーニ

ングにかかわる各種マニュアルを見直し、改善するとともに、ｅラーニングを活用し

た研修システムに必要な要件等を整理する。 

【平成29年度】 

■研究目的 

①トレーニングプログラム受講修了者（希望者）のフォローアップを行う。 

②フォローアップシステムの見直し・改善を行う。 

③教育体制及びフォローアップ体制の評価を行う。 

④ｅラーニングの運用と受講管理を行う。 

⑤地域ケア実践看護師の教育・支援システムの指針を作成する。 

⑥日本型地域ケア実践モデルとして、わが国の地域医療における「地域ケア実践看護師と

医師との協働のあり方」を作成する。 
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■研究方法 

・ｅラーニングによる5科目をベーシック・プログラム、演習科目である「高齢者看護4」

を急性期、終末期、認知症、退院支援・調整と多職種連携に分け、看護研究フォロー

アップ研修を加えて、フォローアップ・プログラムとして実施する。 

・フォローアップ・プログラムの修了者のフォローを目的に、ｅポートフォリオではな 

く、LMS(Learning Management System)を活用したサポート・プログラムを構築する。 

・受講者オリエンテーションを実施する。また、ｅラーニングを運用するとともに、受

講者への支援を行う。 

・修了証を発行する。 

・平成28年度に実施したｅラーニングを活用した教育・支援システムの要件の整理及び

訪問調査の結果並びに各科目の評価結果等に基づき、地域ケア実践看護師の教育・支

援システムの指針を作成する。 

・成果報告会を実施する。 

・平成 28 年度に実施した訪問調査の結果等に基づき、「地域ケア実践看護師と医師との

協働のあり方」を作成する。 
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３）平成25～29年度研究組織 

（１）平成25年度 

全体研究代表者 看護学研究科 研究科長・附属病院看護職ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 春山早苗 

★委員長 ☆副委員長 

研究テーマ１ 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開発研究 研究代表者 教授 本田芳香 

研究テーマ１企画委員会 プログラム開発・推進委員会 プログラム実施・評価委員会 

看護学部 教 授 ★本田芳香 

     教 授 大塚公一郎 

     教 授 中村美鈴 

     教 授 野々山未希子 

     教 授 宮林幸江 

附属病院看護部副部長・看護職ｷｬﾘｱ
支援ｾﾝﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ・臨床准教授 

  小谷妙子 

看護学部 准教授 ★小原泉 

     准教授 ☆里光やよい 

     准教授 大脇淳子 

     講 師 平尾温司 

     助 教 飯塚由美子 

     助 教 岩永麻衣子 

     助 教 樅山定美 

     助 教 若澤弥生 

附属病院主任看護師・CNS・看護職ｷｬﾘ

ｱ支援ｾﾝﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ・臨床講師 

  茂呂悦子 

看護学部 准教授 ★横山由美 

     准教授 ☆浜端賢次 

     准教授 北田志郎 

     講 師 小林京子 

     講 師 清水みどり 

     講 師 田村敦子 

助 教 安藤恵 

     助 教 熊谷歩 

     助 教 柴山真里 

     助 教 湯山美杉 

     助 教 吉田紀子 

附属病院看護師長・看護職ｷｬﾘｱ支援

ｾﾝﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ・臨床講師  弘田智香 

研究テーマ２ 地域ケア実践看護師の教育・支援システムの開発研究    研究代表者 春山早苗 

研究テーマ２企画委員会 実践看護師教育システム委員会 
地域ケア実践看護師 

フォローアップシステム委員会 

看護学部 教 授 ★春山早苗 

     教 授 永井優子 

     教 授 成田伸 

     教 授 半澤節子 

     教 授 渡辺亮一 

地域医療学センター 学内教授 

         石川鎮清 

附属病院看護部副部長・看護職ｷｬﾘｱ

支援ｾﾝﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ    小谷妙子 

看護学部 准教授 ★村上礼子 

     准教授 ☆鈴木久美子 

     講 師 川上勝 

     助 教 江角伸吾 

     助 教 関山友子 

     助 教 段ノ上秀雄 

     助 教 中野杏梨 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 助教 

         淺田義和 

附属病院看護職ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ教育ﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ開発支援部門部門長・臨床講師 

            福田順子 

看護学部 准教授 ★塚本友栄 

     准教授 ☆角川志穂 

     講 師 千葉理恵 

     講 師 飯塚秀樹 

     助 教 青木さぎ里 

     助 教 石井慎一郎 

     助 教 黒尾絢子 

     助 教 小池純子 

     助 教 島田裕子 

附属病院医療情報部看護師長・看護

職ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ臨床講師 

            大柴幸子 

業務補助 皆川麗沙（平成25年9月～H26年3月）  菊地陽（平成25年8月～12月） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

（２）平成26年度 

全体研究代表者 看護学研究科 研究科長・附属病院看護職ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 春山早苗 

★委員長 ☆副委員長 

研究テーマ１ 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開発研究 研究代表者 教授 本田芳香 

研究テーマ１企画委員会 プログラム開発・推進委員会 プログラム実施・評価委員会 

看護学部 教 授 ★本田芳香 

     教 授 大塚公一郎 

     教 授 永井優子 

     教 授 野々山未希子 

     教 授 宮林幸江 

     教 授 横山由美 

附属病院看護部副部長・看護職ｷｬﾘｱ

支援ｾﾝﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ・臨床准教授 

  小谷妙子 

看護学部 准教授 ★小原泉 

     准教授 ☆北田志郎 

看護学部 准教授 ★浜端賢次 

     准教授 ☆里光やよい 

看護学部 講 師 平尾温司    講 師 小林京子  

講 師 田村敦子    講 師 長谷川直人 

   講 師 清水みどり   助 教 湯山美杉 

    助 教 飯塚由美子   助 教 岩永麻衣子 

   助 教 若澤弥生    助 教 中塚麻美 

    助 教 小池純子    助 教 小西克恵 

    助 教 仙徳明美    助 教 安藤恵      

助 教 吉田紀子 

附属病院看護師長・看護職ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ・臨床講師    弘田智香 

附属病院主任看護師・CNS・看護職ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ・臨床講師 茂呂悦子 

研究テーマ２ 地域ケア実践看護師の教育・支援システムの開発研究    研究代表者 春山早苗 

研究テーマ２企画委員会 実践看護師教育システム委員会 
地域ケア実践看護師 

フォローアップシステム委員会 

看護学部 教 授 ★春山早苗 

     教 授 中村美鈴 

     教 授 成田伸 

     教 授 半澤節子 

     教 授 渡辺亮一 

地域医療学センター 学内教授 

         石川鎮清 

附属病院看護部副部長・看護職ｷｬﾘｱ 

支援ｾﾝﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ   小谷妙子 

看護学部 准教授 ★村上礼子 

     准教授 ☆鈴木久美子 

看護学部 准教授 ★塚本友栄 

     准教授 ☆角川志穂 

     講 師 飯塚秀樹    講 師 島田裕子 

     講 師 千葉理恵    講 師 川上勝 

     助 教 青木さぎ里   助 教 江角伸吾 

     助 教 関山友子    助 教 石井慎一郎 

     助 教 荒川さゆり   助 教 篠原有美子 

     助 教 柴山真里    助 教 根來利佳子 

     助 教 樅山定美     

ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 助教                 淺田義和 

附属病院医療情報部看護師長・看護職ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰﾒﾝﾊﾞｰ臨床講師 

            大柴幸子 

附属病院看護職ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発支援部門部門長・臨床講師 

            福田順子 

業務補助   井上育子   皆川麗沙    
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（３）平成27年度      

全体研究代表者 看護学研究科 研究科長・附属病院看護職ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 春山早苗                                            

     ★委員長 ☆副委員長 

プログラム全体管理  

教 授 春山早苗  教 授 本田芳香  教 授 成田伸  教 授 横山由美  教 授 石川鎭清  准教授 村上礼子  

准教授 浜端賢次  臨床准教授 小谷妙子  臨床講師 弘田智香  臨床講師 茂呂悦子 

企画委員会  看護学部教授 プログラム全体管理担当 4委員会の委員長 

研究テーマ１ 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開発研究 研究代表者 教授 本田芳香 

プログラム開発・推進委員会 プログラム実施・評価委員会 

看護学部 准教授 ★浜端賢次 

          准教授 ☆里光やよい 

■模擬患者担当 

看護学部 准教授 北田志郎   講  師 清水みどり  

助  教  小西克恵   助  教  湯山美杉  

 

看護学部 教  授 ★横山由美 

     教  授 ☆半澤節子 

■プログラム評価方法の検討・実施担当 

看護学部 講  師 田村敦子    講  師 千葉理恵 

     講  師 長谷川直人 

■グループインタビュー担当 

看護学部 准教授 塚本友栄    准教授 角川志穂 

     助  教 青木さぎ里  助  教 小池純子 

     助  教  篠原有美子 

■事業評価委員会担当 

看護学部 准教授 鈴木久美子  講  師 島田裕子 

     助  教 仙徳明美    助  教 深田裕子 

研究テーマ２ 地域ケア実践看護師の教育・支援システムの開発研究    研究代表者 春山早苗 

    実践看護師教育システム委員会 地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員会 

看護学部 准教授 ★川上勝 

     講  師 ☆佐々木雅史 

■eラーニング運用担当 

看護学部 教  授 渡邉亮一   講  師 飯塚秀樹 

     助  教 石井慎一郎 助  教 中塚麻美 

■シミュレーション等演習体制整備担当 

看護学部 助  教 飯塚由美子 助  教 鈴江理恵 

     助  教 関山友子  

地域医療学ｾﾝﾀｰ 講 師 中村剛史 

■受講者リクルート・広報担当 

看護学部 教  授 永井優子   教  授 中村美鈴 

     教  授  野々山未希子 教  授 宮林幸江 

     助  教 水口恵美子  助  教  望月明見  

 

看護学部 教 授 ★村上礼子 

     講 師 ☆福田順子 

■eポートフォリオ担当 

看護学部 助 教 江角伸吾  

ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾐｭﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 助 教 淺田義和 

■受講者フォロー体制指針担当 

看護学部 教 授 成田伸      教 授 小原泉 

     教 授 大塚公一郎  講 師 平尾温司 

 

研究補助  鈴木美津枝（平成27年4月～8月） 保科典子  皆川麗沙   江角真理子（平成27年10月～3月）  
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（４）平成28年度     

全体研究代表者 看護学研究科 研究科長・附属病院看護職ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 春山早苗                                            

★委員長 ☆副委員長 

企画委員会 

教 授 春山早苗  教 授 本田芳香  教 授 成田伸  教 授 横山由美  教 授 村上礼子  教 授 石川鎭清   

准教授 浜端賢次   准教授 川上勝  地域医療学センター講 師 中村剛史  臨地准教授 大柴幸子    

臨地准教授 渡辺芳江  臨地講師 弘田智香   臨地講師 茂呂悦子 

研究テーマ１ 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開発研究 研究代表者 教授 本田芳香 

プログラム開発・推進委員会 プログラム実施・評価委員会 

看護学部 准教授 ★浜端賢次 

          准教授 ☆里光やよい 

■模擬患者担当 

看護学部 准教授 浜端賢次  准教授 里光やよい 

准教授 北田志郎  講 師 清水みどり 

     助  教 岡野朋子  助 教 湯山美杉 

 

看護学部 教  授 ★横山由美 

     教  授 ☆半澤節子 

■プログラム評価方法の検討・実施担当 

看護学部 教  授 横山由美  教  授 野々山未希子 

准教授 塚本友栄  講  師 田村敦子 

     講  師 長谷川直人 助  教 宗像修 

■事業評価委員会担当 

看護学部 教  授 半澤節子  教  授 宮林幸江 

     講  師 島田裕子  助  教 佐々木彩加 

研究テーマ２ 地域ケア実践看護師の教育・支援システムの開発研究  研究代表者  教授 春山早苗 

    実践看護師教育システム委員会 地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員会 

看護学部 准教授 ★川上勝 

     准教授 ☆佐藤幹代 

■eラーニング運用担当 

看護学部 准教授 川上勝     教  授 渡邉亮一 

教  授 村上礼子    講  師 飯塚秀樹  

講  師 佐々木雅史 講  師 関山友子            

講  師 福田順子   講  師 八木街子 

      情報センター       講  師 淺田義和  

          助  教 石井慎一郎 助  教 江角伸吾  

     教  員  鈴木美津枝 

■受講者リクルート・広報担当 

看護学部 教  授 永井優子   教  授 中村美鈴 

       准教授 佐藤幹代   講  師  飯塚由美子 

助  教 路川達阿起 助  教  近藤まゆみ  

看護学部 教  授 ★成田伸 

     講  師 ☆鈴木久美子 

■修了に関する担当  

看護学部 教  授 大塚公一郎    准教授 鈴木久美子  

     准教授 角川志穂      講  師 中野真理子 

     助  教  古島幸江 

■受講者フォロー体制指針担当 

看護学部 教 授 成田伸    教 授 小原泉 

      講 師 平尾温司   助 教 青木さぎ里 

     助 教 望月明見 

 

研究補助 （看護職）  三科志穂   保科典子   皆川麗沙    直井智江 
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（５）平成29年度     

全体研究代表者 看護学研究科 研究科長・附属病院看護職ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ 副ｾﾝﾀｰ長 春山早苗                                            

★委員長 ☆副委員長 

企画委員会 

教授  春山早苗  教授  本田芳香  教授  中村美鈴  教授  永井優子  教授  横山由美  教授  半澤節子 

教授  村上礼子  教授  成田 伸   教授  小原 泉   教授  石川鎭清  准教授 川上 勝 

地域医療学センター講師  中村剛史  臨地准教授 大柴幸子  臨地准教授  渡辺芳江  臨地講師  弘田智香 

臨地講師  茂呂悦子 

研究テーマ１ 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開発研究 研究代表者 教授 本田芳香 

プログラム開発・推進委員会 プログラム実施・評価委員会 

看護学部 教 授 ★中村美鈴 

          教  授  ☆永井優子 

准教授 ☆里光やよい 

 

■模擬患者担当 

■受講者リクルート・広報担当 

 

看護学部 教 授 中村美鈴   教 授 永井優子 

准教授  里光やよい 准教授  北田志郎 

准教授 平尾温司  講 師 飯塚由美子 

講 師 鹿野浩子  講 師  清水みどり 

講 師 藤巻郁朗  助  教  岡野朋子     

助  教 路川達阿起 助  教 湯山美杉 

看護学部 教  授 ★横山由美 

     教  授 ☆半澤節子 

          准教授 ☆浜端賢次 

 

■プログラム評価方法の検討・実施担当 

■事業評価委員会担当 

 

看護学部 教  授 横山由美    教  授 半澤節子 

教  授 塚本友栄   教  授  野々山未希子 

准教授 浜端賢次     講  師 島田裕子 

講  師 田村敦子     講  師 長谷川直人 

助  教 佐々木彩加   助  教 手塚園江 

研究テーマ２ 地域ケア実践看護師の教育・支援システムの開発研究 研究代表者  教授 春山早苗 

    実践看護師教育システム委員会 地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員会 

看護学部 教 授 ★村上礼子 

准教授 ☆川上勝 

     准教授 ☆佐藤幹代 

 

■e ﾗｰﾆﾝｸﾞ運用･支援、e ﾎﾟｰﾄﾌｪﾘｵｼｽﾃﾑ構築担当 

■教育・支援体制指針の作成 

 

看護学部 教  授  村上礼子  准教授  川上勝 

 准教授  佐藤幹代  准教授  角川志穂 

情報センター講師            淺田義和 

講  師  石井慎一郎 講  師  関山友子            

講  師  八木街子  助  教  江角伸吾  

     助  教   佐藤貴紀  助 教  古島幸江 

     教 員  鈴木美津枝 

看護学部 教 授 ★成田伸 

     教 授 ☆小原泉 

准教授 ☆鈴木久美子 

 

■修了に関する担当  

■受講者フォロー体制指針担当 

 

看護学部 教  授  成田伸      教  授  小原泉 

      教  授  大塚公一郎   教 授  宮林幸江 

     准教授  鈴木久美子   講  師  中野真理子 

講 師  福田順子   講 師  望月明見 

助  教  青木さぎ里   助 教  土谷ちひろ 

研究補助    （看護職） 柳千秋  保科典子  直井智江   （事務職） 荒川崇代 
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４）会議の開催 

 

（１）平成 25年度 

会議名 回数 

企画委員会 2 

合同委員会 6 

研究テーマ１会議 3 

研究テーマ１代表者会議 1 

研究テーマ２会議 5 

 

（２）平成 26年度 

会議名 回数 

企画委員会 1 

合同委員会 11 

研究テーマ１会議 7 

研究テーマ２会議 8 

 

（３）平成 27年度 

会議名 回数 

科目担当者会議 10 

企画委員会 2 

合同委員会 1 

看護研究WG会議 3 

 

（４）平成 28年度 

会議名 回数 

科目担当者会議 11 

企画委員会 2 

 

（５）平成 29年度 

会議名 回数 

科目担当者会議 10 

企画委員会 2 
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２．本研究事業の背景 

１）へき地診療所に勤務する看護師の状況                

へき地診療所における看護体制や看護活動の現状と変化、診療所において医師の指示のもと実

施した経験のある診療の補助行為等を明らかにし、へき地で働く看護職の人材育成と支援に役立

つ基礎資料を得ることを目的に調査を実施した。 

 

①調査方法：調査時点（平成 25年 8月）までに厚生労働省で検討されていた「特定行為に係る看護

師の研修制度（案）」における特定行為（案）の一覧から、へき地診療所の医療や看護の状況を考

慮して 12の特定行為を抽出し、その経験の有無、プロトコールの有無、必要性等を、へき地診療

所の看護職を対象に、郵送による無記名自記式質問紙調査により調べた。また、2003年、2008年

に自治医科大学看護学部地域看護学担当教員が実施したへき地診療所全国調査の結果と本調査

結果を比較することにより、へき地診療所で働く看護職の変化の有無を検討した。 

 

  ②調査対象：へき地保健医療対策実施要綱に規定されたへき地診療所、並びに、国民健康保険法に

基づく国民健康保険診療所 第 1 種・第 2 種へき地診療所とした。巡回・出張診療所のみを実

施している診療所及び歯科診療所は除外した。 

 

  ③調査期間：平成 25年 8月 1日～同年 10月 30日 

 

  ④回収数（回収率）：対象８３３施設 回収数３３７票（回収率４０．５％） 

 ＊参考 平成 15年調査 対象９２４施設 回収数４１７票（回収率４５．１％）  

       平成 20年調査 対象８３８施設 回収数３１６票（回収率３７．７％） 

  

  ⑤調査結果 

Ａ へき地診療所看護職の特徴 

へき地診療所で働く看護職の年代
●４０～５０代が多い

2003年（N=417） 平均年齢４５．６±８．５歳 最低年齢２３歳 最高年齢７９歳
2008年（N=316） 平均年齢４７．６±８．１歳 最低年齢２４歳 最高年齢７０歳
2013年（N=337） 平均年齢４９．１±８．１歳 最低年齢２４歳 最高年齢７６歳

0

10

20

30

40

50

60

20～29 30～39 40～49 50～59 60以上 無回答

2013年 2010年全国看護師就業者

％

歳
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看護師と准看護師の割合
％

54.5

815

70.9

64.6

54.2

45.5

18.5

28.8

35.4

45.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011年全国診療所看護師就業者

2011年全国病院看護師就業者

2013年(N=337)

2008年(N=316)

2003年(N=417)

看護師 准看護師

 

 

現在の診療所における勤務年数

％

●５年未満の者が約1/4 ２０年以上の者が約３割
2003年(N=417) 平均１４．２± ９．８年 最短１カ月 最長４３年
2008年(N=316) 平均１３．９±１０．３年 最短１カ月 最長４０年
2013年(N=337) 平均１３．７±１０．１年 最短１年 最長４１年

23

24.4

24

17.3

15.8

19.6

29.2

25.3

21.7

28.5

31.3

31.8

1.9

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003年

2008年

2013年

５年未満 ５～10年未満 10～20年未満 20年以上 不明
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婚姻状況
％

居住地
％

●約９割は既婚者であり、約７割は診療所所在の市町村に居住
2013年回答者の約８割は勤務診療所所在の市町村又は近隣市町村の出身者

派遣か否か ％

13.2

10.4

12.5

86.1

87.7

86.9

0.7

1.9

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2003年

2008年

2013年

未婚 既婚 無回答

80.1

76.9

74.8

17.7

16.5

22

1.2

3.8

2.4

1

2.8

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2003年

2008年

2013年

診療所所在の市町村 近隣市町村 その他 無回答

8.9

7.9

9.5

88

91.1

89.6

3.1

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2003年

2008年

2013年

派遣 派遣ではない 無回答
 

診療所の常勤職員数

看護師

医師

事務職

他医療従事者

＊常勤看護師0人が約1割、常勤医師0人が約2割、常勤事務職0人が約3割、他の常勤医療従事者は約9割が0人

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003年

2008年

2013年

０人 １人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003年

2008年

2013年

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003年

2008年

2013年

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003年

2008年

2013年
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Ｂ-1へき地診療所における看護活動の特徴（2013年） 

 

■受療から疾病管理・療養生活に多様な方法でアプローチする外来患者管理

■搬送対応を含む初期救急対応

■在宅介護家族への支援

■住民のつながりや地域資源のアセスメントに基づく関係機関とのネットワークづくりと連携・調整

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■健康診断、予防接種、乳幼児健診の介助

■往診や外来での診察の介助や処置

行っている 少し行っている あまり行っていない 行っていない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・救急搬送時の付き添い

・救急搬送時、搬送先の病院への状況報告、

説明、申し送り

・救急搬送時の初期対応

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・在宅福祉サービス利用に関わる援助

・要介護高齢者家族に対する

介護方法の指導

・要介護高齢者家族に対する助言

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・住民のニーズに関する自治体や関係機関

への働きかけ

・関係機関とのミーティングへの参加

・地域に必要とされる社会資源の把握

・地域住民同士のネットワークや支え合い、

つながり、人間関係を把握

・関係機関との連絡

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・往診以外でも患者宅を訪問し健康状態や

生活状況を把握

・受診のための送迎や受診手段などの援助

・健康面や生活面における電話相談

・医師不在時の応急処置や初期対応

・外来患者への日常生活指導

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■健康増進や疾病予防のための

教室の企画・開催
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Ｂ-2へき地診療所における看護活動の特徴－診療の補助行為－（2013年） 

 

■医師の指示のもと、経験したことがある行為

■取り決め事項またはプロトコールの有無

29

6

10 

4

12

9

12

3

3

2

3

2

109

111

59

60

52

46

40

41

37

38

34

23

198

219

266

271

273

280

284

292

295

295

297

311

1

1

2

2

1

2

1

1

2

2

3

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

薬剤投与③：脱水の程度の判断と輸液による補正

創傷管理：褥瘡の壊死組織のデブリードマン・止血

ろう孔・カテーテル管理：胃ろう・胃ろうチューブ・胃ろうボタ

ンの交換

呼吸器系①：経口・経鼻挿管の実施

薬剤投与②：血糖値に応じたインスリン投与量の判断

ろう孔・カテーテル管理：膀胱ろうカテーテルの交換

その他：腹部超音波検査の実施

脈管系（動脈）：直接動脈穿刺による採血

その他：オピオイドの投与量調整

その他：非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量調整

その他：心臓超音波検査の実施

脈管系（動脈）：動脈ラインの確保

頻繁に経験している 時折経験している 経験したことがない 無回答

N=337

29

25

21

20

19

17

16

10

9

9

8

4

299

303

307

308

309

311

312

318

318

319

320

324

9

9

9

9

9

9

9

9

10

9

9

9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

薬剤投与③：脱水の程度の判断と輸液による補正

創傷管理：褥瘡の壊死組織のデブリードマン・止血

ろう孔・カテーテル管理：胃ろう・胃ろうチューブ・胃ろうボタン

の交換

薬剤投与②：血糖値に応じたインスリン投与量の判断

呼吸器系①：経口・経鼻挿管の実施

ろう孔・カテーテル管理：膀胱ろうカテーテルの交換

その他：腹部超音波検査の実施

脈管系（動脈）：直接動脈穿刺による採血

その他：心臓超音波検査の実施

その他：非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量調整

その他：オピオイドの投与量調整

脈管系（動脈）：動脈ラインの確保

プロトコールあり プロトコールなし 無回答

N=337
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■その他の診療所看護師が強化すべき看護実践能力または役割拡大の必要性を感じる内容 

・在宅療養（ターミナルケアを含む）を医師と協働しながら支えられる看護実践能力 

・初期救急対応（医師不在時に対応できる） 

・患者の変化を捉えられるアセスメント力 

・臨床推論にかかわる知識 

・医師と協働しながら慢性期患者に対応できる看護実践能力 

・関係職種と連携しながら継続した看護を実現できる実践能力 

・保健活動のための実践力    

・診療の補助行為にかかわる技術力 

・その他 

■診療所看護職の役割拡大にかかわる問題または課題 

・質を担保する教育体制・教育プログラム、十分な知識・技術を修得できる教育の機会の確保(13) 

・看護師不足で研修の機会があっても参加できない、自己啓発の時間を確保できない（８） 

・職員数の整備や適正な人員配置（マンパワー不足下における看護師の負担の増大、看護師不足）（８） 

・責任の所在、法整備（７） 

・医師の考えや理解、協力（６） 

・サポート体制（バックアップ病院がない、医師が非常勤で相談しにくい、アドバイザーの確保）（５） 

・医師と看護師の信頼関係、連携がとれていること（３） 

・基準やルール（２） 

・看護師の経験年数などによる実践力の差及び意識の差（２） 

・その他 

■看護師が実施できるようにする必要があると感じる行為

122

91

83

74

59

55

55

50

42

28

21

16

196

226

236

246

254

263

263

268

277

290

297

304

19

20

18

17

24

19

19

19

18

19

19

17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

薬剤投与③：脱水の程度の判断と輸液による補正

創傷管理：褥瘡の壊死組織のデブリードマン・止血

薬剤投与②：血糖値に応じたインスリン投与量の判断

呼吸器系①：経口・経鼻挿管の実施

その他：非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量調整

その他：オピオイドの投与量調整

ろう孔・カテーテル管理：膀胱ろうカテーテルの交換

ろう孔・カテーテル管理：胃ろう・胃ろうチューブ・胃ろうボタ

ンの交換

その他：腹部超音波検査の実施

その他：心臓超音波検査の実施

脈管系（動脈）：動脈ラインの確保

脈管系（動脈）：直接動脈穿刺による採血

必要あり 必要なし 無回答

N=337
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Ｃ へき地診療所看護活動における問題や課題（2013年） 

 

■研修・研鑽の機会やサポート・連携の少なさ

■仕事の対価や看護職としての役割発揮において思うような働き方ができていない

■看護業務とそれ以外の業務、仕事と生活、の境界の曖昧さ

■その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・自治体保健師との連携がうまくいかない

・診療所医師の看護職に対する理解不足

・後方支援病院との連携がうまくいかない

・看護に関するマニュアルや引継が

不十分である

・研修・研鑽の機会が不十分である

・相談できるバックアップ機関がない

・看護活動に関して困った時に

頼りにできる人がいない

・看護や医療に関する最新の情報が

入ってこない

かなり感じる 少し感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・自分の看護援助を評価してもらう

機会がない

・看護以外の仕事に追われている

・仕事に見合った給料をもらっていない

・仕事に追われて必要だと思う

看護援助ができない

・休暇が思うようにとれない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・自分の時間を使って仕事を

しなければならない

・業務が明確にされていない

・担当・専門外の仕事をしなければ

ならない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・地域住民との付き合いが多い

・休日や夜間に急に仕事が入る

・診療所の設備や物品が不足している
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２．本研究事業の背景 

１）へき地診療所に勤務する看護師の状況                

へき地診療所における看護体制や看護活動の現状と変化、診療所において医師の指示のもと実

施した経験のある診療の補助行為等を明らかにし、へき地で働く看護職の人材育成と支援に役立

つ基礎資料を得ることを目的に調査を実施した。 

 

①調査方法：調査時点（平成 25年 8月）までに厚生労働省で検討されていた「特定行為に係る看護

師の研修制度（案）」における特定行為（案）の一覧から、へき地診療所の医療や看護の状況を考

慮して 12の特定行為を抽出し、その経験の有無、プロトコールの有無、必要性等を、へき地診療

所の看護職を対象に、郵送による無記名自記式質問紙調査により調べた。また、2003年、2008年

に自治医科大学看護学部地域看護学担当教員が実施したへき地診療所全国調査の結果と本調査

結果を比較することにより、へき地診療所で働く看護職の変化の有無を検討した。 

 

  ②調査対象：へき地保健医療対策実施要綱に規定されたへき地診療所、並びに、国民健康保険法に

基づく国民健康保険診療所 第 1 種・第 2 種へき地診療所とした。巡回・出張診療所のみを実

施している診療所及び歯科診療所は除外した。 

 

  ③調査期間：平成 25年 8月 1日～同年 10月 30日 

 

  ④回収数（回収率）：対象８３３施設 回収数３３７票（回収率４０．５％） 

 ＊参考 平成 15年調査 対象９２４施設 回収数４１７票（回収率４５．１％）  

       平成 20年調査 対象８３８施設 回収数３１６票（回収率３７．７％） 

  

  ⑤調査結果 

Ａ へき地診療所看護職の特徴 

へき地診療所で働く看護職の年代
●４０～５０代が多い

2003年（N=417） 平均年齢４５．６±８．５歳 最低年齢２３歳 最高年齢７９歳
2008年（N=316） 平均年齢４７．６±８．１歳 最低年齢２４歳 最高年齢７０歳
2013年（N=337） 平均年齢４９．１±８．１歳 最低年齢２４歳 最高年齢７６歳

0

10

20

30

40

50

60

20～29 30～39 40～49 50～59 60以上 無回答

2013年 2010年全国看護師就業者

％

歳
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看護師と准看護師の割合
％

54.5

815

70.9

64.6

54.2

45.5

18.5

28.8

35.4

45.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011年全国診療所看護師就業者

2011年全国病院看護師就業者

2013年(N=337)

2008年(N=316)

2003年(N=417)

看護師 准看護師

 

 

現在の診療所における勤務年数

％

●５年未満の者が約1/4 ２０年以上の者が約３割
2003年(N=417) 平均１４．２± ９．８年 最短１カ月 最長４３年
2008年(N=316) 平均１３．９±１０．３年 最短１カ月 最長４０年
2013年(N=337) 平均１３．７±１０．１年 最短１年 最長４１年

23

24.4

24

17.3

15.8

19.6

29.2

25.3

21.7

28.5

31.3

31.8

1.9

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003年

2008年

2013年

５年未満 ５～10年未満 10～20年未満 20年以上 不明
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婚姻状況
％

居住地
％

●約９割は既婚者であり、約７割は診療所所在の市町村に居住
2013年回答者の約８割は勤務診療所所在の市町村又は近隣市町村の出身者

派遣か否か ％

13.2

10.4

12.5

86.1

87.7

86.9

0.7

1.9

0.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2003年

2008年

2013年

未婚 既婚 無回答

80.1

76.9

74.8

17.7

16.5

22

1.2

3.8

2.4

1

2.8

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2003年

2008年

2013年

診療所所在の市町村 近隣市町村 その他 無回答

8.9

7.9

9.5

88

91.1

89.6

3.1

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2003年

2008年

2013年

派遣 派遣ではない 無回答
 

診療所の常勤職員数

看護師

医師

事務職

他医療従事者

＊常勤看護師0人が約1割、常勤医師0人が約2割、常勤事務職0人が約3割、他の常勤医療従事者は約9割が0人

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003年

2008年

2013年

０人 １人 ２人 ３人 ４人以上 無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003年

2008年

2013年

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003年

2008年

2013年

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2003年

2008年

2013年
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Ｂ-1へき地診療所における看護活動の特徴（2013年） 

 

■受療から疾病管理・療養生活に多様な方法でアプローチする外来患者管理

■搬送対応を含む初期救急対応

■在宅介護家族への支援

■住民のつながりや地域資源のアセスメントに基づく関係機関とのネットワークづくりと連携・調整

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■健康診断、予防接種、乳幼児健診の介助

■往診や外来での診察の介助や処置

行っている 少し行っている あまり行っていない 行っていない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・救急搬送時の付き添い

・救急搬送時、搬送先の病院への状況報告、

説明、申し送り

・救急搬送時の初期対応

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・在宅福祉サービス利用に関わる援助

・要介護高齢者家族に対する

介護方法の指導

・要介護高齢者家族に対する助言

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・住民のニーズに関する自治体や関係機関

への働きかけ

・関係機関とのミーティングへの参加

・地域に必要とされる社会資源の把握

・地域住民同士のネットワークや支え合い、

つながり、人間関係を把握

・関係機関との連絡

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・往診以外でも患者宅を訪問し健康状態や

生活状況を把握

・受診のための送迎や受診手段などの援助

・健康面や生活面における電話相談

・医師不在時の応急処置や初期対応

・外来患者への日常生活指導

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■健康増進や疾病予防のための

教室の企画・開催
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Ｂ-2へき地診療所における看護活動の特徴－診療の補助行為－（2013年） 

 

■医師の指示のもと、経験したことがある行為

■取り決め事項またはプロトコールの有無

29

6

10 

4

12

9

12

3

3

2

3

2

109

111

59

60

52

46

40

41

37

38

34

23

198

219

266

271

273

280

284

292

295

295

297

311

1

1

2

2

1

2

1

1

2

2

3

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

薬剤投与③：脱水の程度の判断と輸液による補正

創傷管理：褥瘡の壊死組織のデブリードマン・止血

ろう孔・カテーテル管理：胃ろう・胃ろうチューブ・胃ろうボタ

ンの交換

呼吸器系①：経口・経鼻挿管の実施

薬剤投与②：血糖値に応じたインスリン投与量の判断

ろう孔・カテーテル管理：膀胱ろうカテーテルの交換

その他：腹部超音波検査の実施

脈管系（動脈）：直接動脈穿刺による採血

その他：オピオイドの投与量調整

その他：非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量調整

その他：心臓超音波検査の実施

脈管系（動脈）：動脈ラインの確保

頻繁に経験している 時折経験している 経験したことがない 無回答

N=337

29

25

21

20

19

17

16

10

9

9

8

4

299

303

307

308

309

311

312

318

318

319

320

324

9

9

9

9

9

9

9

9

10

9

9

9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

薬剤投与③：脱水の程度の判断と輸液による補正

創傷管理：褥瘡の壊死組織のデブリードマン・止血

ろう孔・カテーテル管理：胃ろう・胃ろうチューブ・胃ろうボタン

の交換

薬剤投与②：血糖値に応じたインスリン投与量の判断

呼吸器系①：経口・経鼻挿管の実施

ろう孔・カテーテル管理：膀胱ろうカテーテルの交換

その他：腹部超音波検査の実施

脈管系（動脈）：直接動脈穿刺による採血

その他：心臓超音波検査の実施

その他：非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量調整

その他：オピオイドの投与量調整

脈管系（動脈）：動脈ラインの確保

プロトコールあり プロトコールなし 無回答

N=337
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■その他の診療所看護師が強化すべき看護実践能力または役割拡大の必要性を感じる内容 

・在宅療養（ターミナルケアを含む）を医師と協働しながら支えられる看護実践能力 

・初期救急対応（医師不在時に対応できる） 

・患者の変化を捉えられるアセスメント力 

・臨床推論にかかわる知識 

・医師と協働しながら慢性期患者に対応できる看護実践能力 

・関係職種と連携しながら継続した看護を実現できる実践能力 

・保健活動のための実践力    

・診療の補助行為にかかわる技術力 

・その他 

■診療所看護職の役割拡大にかかわる問題または課題 

・質を担保する教育体制・教育プログラム、十分な知識・技術を修得できる教育の機会の確保(13) 

・看護師不足で研修の機会があっても参加できない、自己啓発の時間を確保できない（８） 

・職員数の整備や適正な人員配置（マンパワー不足下における看護師の負担の増大、看護師不足）（８） 

・責任の所在、法整備（７） 

・医師の考えや理解、協力（６） 

・サポート体制（バックアップ病院がない、医師が非常勤で相談しにくい、アドバイザーの確保）（５） 

・医師と看護師の信頼関係、連携がとれていること（３） 

・基準やルール（２） 

・看護師の経験年数などによる実践力の差及び意識の差（２） 

・その他 

■看護師が実施できるようにする必要があると感じる行為

122

91

83

74

59

55

55

50

42

28

21

16

196

226

236

246

254

263

263

268

277

290

297

304

19

20

18

17

24

19

19

19

18

19

19

17

0% 20% 40% 60% 80% 100%

薬剤投与③：脱水の程度の判断と輸液による補正

創傷管理：褥瘡の壊死組織のデブリードマン・止血

薬剤投与②：血糖値に応じたインスリン投与量の判断

呼吸器系①：経口・経鼻挿管の実施

その他：非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与量調整

その他：オピオイドの投与量調整

ろう孔・カテーテル管理：膀胱ろうカテーテルの交換

ろう孔・カテーテル管理：胃ろう・胃ろうチューブ・胃ろうボタ

ンの交換

その他：腹部超音波検査の実施

その他：心臓超音波検査の実施

脈管系（動脈）：動脈ラインの確保

脈管系（動脈）：直接動脈穿刺による採血

必要あり 必要なし 無回答

N=337
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Ｃ へき地診療所看護活動における問題や課題（2013年） 

 

■研修・研鑽の機会やサポート・連携の少なさ

■仕事の対価や看護職としての役割発揮において思うような働き方ができていない

■看護業務とそれ以外の業務、仕事と生活、の境界の曖昧さ

■その他

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・自治体保健師との連携がうまくいかない

・診療所医師の看護職に対する理解不足

・後方支援病院との連携がうまくいかない

・看護に関するマニュアルや引継が

不十分である

・研修・研鑽の機会が不十分である

・相談できるバックアップ機関がない

・看護活動に関して困った時に

頼りにできる人がいない

・看護や医療に関する最新の情報が

入ってこない

かなり感じる 少し感じる あまり感じない 全く感じない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・自分の看護援助を評価してもらう

機会がない

・看護以外の仕事に追われている

・仕事に見合った給料をもらっていない

・仕事に追われて必要だと思う

看護援助ができない

・休暇が思うようにとれない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・自分の時間を使って仕事を

しなければならない

・業務が明確にされていない

・担当・専門外の仕事をしなければ

ならない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

・地域住民との付き合いが多い

・休日や夜間に急に仕事が入る

・診療所の設備や物品が不足している
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２）高度医療と地域医療をつなぐ看護職の役割拡大に関するニーズ 

本研究事業を開始する前年に、地域医療に求められる実践能力とリーダーシップ性を強化し

たキュアとケアを統合する地域包括ケアのリーダーを担う高度実践看護師の育成のための教育内

容について示唆を得ることを目的に調査を実施し、本研究事業において、その結果を分析した。 

 

①調査方法：調査項目は、倫理的問題、コンサルテーション等看護援助に関すること、判断を含

めた医療技術に関すること、教育体制や医療・ケア連携体制等看護管理に関することとし、郵

送による無記名自記式質問紙調査により調べた。 

 

②調査対象：ａへき地医療拠点病院 261施設、ｂａ以外の単科ではなく、産科や小児科がある 100

床以上 400床未満の医療機関 268施設の看護職、各 3名とした。 

 

③調査期間：平成 24年 11月 13日～平成 25年 1月 10日 

 

④回収数（回収率）： 

ａへき地医療拠点病院（各施設 3人、配付数 783） 回収数（率）281（35.9％） 

ｂ100床～400床未満・単科ではない・産科や小児科がある施設（各 3人、配付数 804） 

回収数（率）233（29.0％） 
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⑤調査結果 

Ａ 回答者の概要 

 

 

 

看護職としての実務経験年数と年代
へき地医療拠点病院 平均年数２７．６±５．９年 最小年数１０年 最大年数４０年
一般病院 平均年数２５．０±６．８年 最小年数１０年 最大年数３８年

0

10

20

30

40

50

60

70

20～29 30～39 40～49 50～59 60以上 無回答

へき地医療拠点病院 一般病院

％

歳

看護師資格の取得と職位

41.6

45.6

41.2

42.3

17.2

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般病院（N=233）

へき地医療拠点病院(N=281）

師長 主任 その他

％

看護師資格取得者数（率） へき地医療拠点病院 ２６９（９５．７％）
一般病院 ２３０（９８．７％）
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Ｂ 回答者の所属医療機関の概要 

 
 

 

所属医療機関の病床数

43.1

32.2

19.2

34.3

20.3

30.9

17.4

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

へき地医療拠点病院

一般病院

100～199床 200～299床 300～399床 無回答

％

0

10

20

30

40

50

60

70

へき地医療拠点病院の
支援地域の特徴

％

一般病院の所在する自治体規模

％
指定都市・

政令市, 
10.7

中核市, 
7.3

市（20万以

上30万未

満）, 7.3

市（10万以

上20万未

満）, 18.5

市（3万以

上10万未

満）, 38.2

町, 9.4 不明・無回

答, 8.6
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Ｃ 看護師が行えることによって患者に利益がもたらされると考える程度 

 

 

 

 

 

42
42

105
95

89

93

25 19

66 54

120
115

121 104
146 120

18 14 14 16
32 33

152
122

145 110

135

94

103
78

130 105

136

100
142 109

119 105

44

62 76
71

123 95

61 48

25 19

43 33

109
100

50 50

19 13 13 15
12 6

107

100 122

95

85 73

20 17

5
5 11 10

41 31
30 20

4 2 2 3 2 1

96

50 59
46

36 27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

状態が変化

した時の検

体検査の実

施の決定お

よび結果の

評価

12誘導心電

図検査の実

施および結

果の評価

感染症検査

（ｲﾝﾌﾙｴﾝ

ｻﾞ・ﾉﾛｳｨﾙｽ

等）の実施

の決定およ

び実施

単純Ｘ線撮

影の部位・

実施時期の

判断

経管栄養用

の胃管の挿

入、入れ替

え

末梢静脈

ルートの確

保と輸液剤

の投与

導尿・膀胱

留置カテー

テルの種

類、挿入及

び抜去実施

時期の判断

導尿・膀胱

留意カテー

テルの挿入

の実施

血液透析・

ＣＨＤＦ（

持続的血液

濾過透析）

の操作、管

理

ＮＰＰＶ（

非侵襲的陽

圧換気療

法）開始、中

止、モード設

定

褥創の壊死

組織の

シャープデ

ブリートマ

ン・止血

強く考える 考える あまり考えない 考えない 無回答
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Ｃ 看護師が行えることによって患者に利益がもたらされると考える程度（つづき） 

 

 

 

 

 

 

72 
70

3 
11 

81 
78 

8 
16 11 

19 
6 

23 
15 19 29 

32 31 
38 

66 59 

6 

151 109

42 
34 

150 

122 

85 

75 
89 

78 

86 

71 

68 
54 

118 

100 
127 

90 

116 
102 

22 
18 

44 
41

131 
106 

37 
24 

109 

97 

112 

93 

118 

84 

113 

109 

89 
68 80 74 

64 
40 

105 
85 

11 10

97 
78 

11 6 

71 

40 
61 

38 
65 50 

80 

48 
42 30 39 28 33 27 

148 121 

0%
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20%
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80%
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100%
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点
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点

一
般

へ
き
地
拠
点
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点

一
般
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き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

呼吸不全患

者への気道

確保、マスク

換気

熱傷壊死組

織のデブ

リードマン

酸素投与の

開始、中

止、投与量

の判断

人工呼吸器

モードの設

定条件の判

断

人工呼吸器

装着中の患

者のウィニ

ングスケ

ジュール作

成と実施

硬膜外

チューブか

らの鎮痛剤

の投与、投

与量の調整

血糖値に応

じたインスリ

ン投与量の

判断

ＷＨＯ方式

がん疼痛治

療法等に基

づく痛みの
強さや副作

用症状に応

じたオピオイ

ドの投与量

調整

ＷＨＯ方式

がん疼痛治

療方法等に

基づく痛み

の強さや副

作用症状に

応じた非オ

ピオイド・鎮

静補助薬の

選択と投与

量調整

心停止患者

への電気的

除細動の実

施

血管結紮に

よる止血

強く考える 考える あまり考えない 考えない 無回答
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Ｄ 看護実践にかかわるコンサルテーション及び倫理調整の課題等 

 

 

 

0 20 40 60 80

その他

安全を保つための指導を守らない患者や家族への対応が

わからないとき

医療上の指示や指導を拒む患者や家族への対応が

わからないとき

死にたいと訴えたり、自傷行為をする患者への対応が

わからないとき

攻撃や非難をしてくる患者への対応がわからないとき

精神状態が不安定な患者への対応がわからないとき

大人のなかに子どもの患者がいるため、

子どもの看護を中心に考えにくいとき

患者の気持ちや考えと家族の気持ちや考えが異なり、

調整が難しいとき

家族の気持ちや考えがくみ取れないとき

患者の気持ちや考えがくみ取れないとき

一般病院 へき地医療拠点病院

患者・家族の直接ケア上の困難・困惑で相談したいとき
（複数回答 ３つまで）

％

医療チームとしての困難・困惑で相談したいとき
（複数回答 ３つまで）

％
0 20 40 60 80

その他

予後不良または余命がわずかな患者またはその家族

への対応がわからないとき

医療上必要な方法が患者や家族の生活では実施が

困難なとき

考え方や行動が改善しない病棟スタッフに対する指導

方法

看護業務に関する考え方が他の職員と異なるとき

看護方法や考え方が病棟スタッフと異なるとき

看護方法や考え方が看護管理者と異なるとき

治療方針・方法と看護方針・方法が一致しないとき

一般病院 へき地医療拠点病院
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Ｅ 地域連携に関する活動 

 

退院支援において困難が生じやすい場合
（複数回答）

％0 20 40 60 80 100

その他

患者が居住する地域の保健医療福祉資源が乏しい

治療疾患以外に障害（知的・身体・精神・発達）を

もっている小児

治療疾患以外に障害（知的・身体・精神・発達）を

もっている成人・高齢者

高齢者世帯など家族の介護力が期待できない・弱い

生活保護受給者

外国人

小児

独居高齢者以外の単身者

独居高齢者

一般病院 へき地医療拠点病院

所属部署 の看護実践能力の向上のために必要なこと 

（複数回答 ３つまで） 

％ 
0 20 40 60 80 

その他 

災害等の危機管理に関する認識を高めること 

感染管理に関する認識を高めること 

患者や家族からの苦情に対する対応力を高めること 

看護業務の効率や改善に関する認識を高めること 

看護業務に関する費用に関する認識を高めること 

福祉職など看護職以外の専門職の役割、協働方法に関する 
知識を増やすこと 

夜勤帯や訪問看護などで、一人で判断する自信を高めること 

生涯教育への認識を高めること 

看護の根拠に関する認識を高めること 

一般病院 へき地医療拠点病院 
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地域連携活動に困難が生じる原因
（複数回答）

％

0 20 40 60

その他

患者の居住地の社会資源が乏しい

あなたの病院が所在する地域の社会資源が乏しい

あなたの病院の医療スタッフと周囲の保健医療福祉機関のス

タッフが話し合う機会がない

あなたの病院と周囲の保健医療福祉機関とのネットワークがな

い

退院支援やその他の地域連携活動について、看護職と病院内

他職種が話し合う機会がない

退院支援やその他の地域連携活動について、看護職と病院内

他職種が話し合う機会がない

病院内各部署の役割分担が明確でない

病棟内の役割分担が明確でない

地域連携に関わる看護実践について看護職の力量を高める教

育体制がない

看護職のマネジメント力、コーディネート力の不足

あなたの病院が所在する地域の社会資源についての看護職の

理解不足

看護職の保健医療福祉制度の理解不足

一般病院 へき地医療拠点病院

地域連携活動に関して看護職に求められること
（複数回答 所属医療機関で重要だと思うもの５つ以内）

％
0 10 20 30 40 50

その他

家族への看護や家族との調整力

ターミナル期の看護（看取り時の看護を含む）

療養生活指導

訪問看護

要介護者のケアマネジメント

退院後の生活環境整備

独居高齢者の退院支援

看護師長など職位を活かした患者・家族への働きかけ

患者・家族の思い・希望を聞く時間の確保

保健所や市町村保健福祉部署との連携

介護支援専門員など病院が所在する

地域の保健医療従事者との連携

併設施設も含めて自施設の地域における役割の理解

他職種から情報収集できること

医師との調整力

病院の所在地域の社会資源の理解

保健医療福祉制度の理解

病院の所在地域の人々との交流等による住民性の理解

病院の所在地域の地域特性の理解

一般病院 へき地医療拠点病院
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Ｆ 院内教育プログラムの課題 

 
 

 

新人研修の課題
（複数回答）

％
0 10 20 30

その他

マンネリ化しており新規性に欠ける

社会動向や医療環境を踏まえていない

看護職個々の学習ニーズや目標を考慮してい

ない

業務で生じている課題の解決につながらない

看護実践能力の向上につながらない

教育目標が明確でない

一般病院(N=219） へき地医療拠点病院(N=259）

クリニカルラダーレベル別研修の課題
（複数回答）

％
0 5 10 15 20 25

その他

マンネリ化しており新規性に欠ける

社会動向や医療環境を踏まえていない

看護職個々の学習ニーズや目標を考慮して

いない

業務で生じている課題の解決につながらない

看護実践能力の向上につながらない

教育目標が明確でない

一般病院(N=１56） へき地医療拠点病院(N=196）
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Ｇ 調査結果から求められる教育内容 

－事例や演習を含めた実践的知識とスキルトレーニング－ 

■家族看護アセスメントと家族関係の調整方法 

■患者と医療者の安全に関する精神症状や問題行動のアセスメントと対応方法 

■医療チーム、特に医師とのアサーティブなコミュニケーションのスキルトレーニング 

■地域包括ケアチームにおける他職種連携に関する理論と方法 

■家族の介護力が期待できない、または当該地域に社会資源が少ない場合の他院支援スキル 

 （独居高齢者、高齢者世帯、単身者、障がい者等） 

■保健医療福祉制度の理解と退院調整・退院支援にかかわるマネジメント力・コーディネート力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダー研修の課題
（複数回答）

0 5 10 15 20 25

その他

マンネリ化しており新規性に欠ける

社会動向や医療環境を踏まえていない

看護職個々の学習ニーズや目標を考慮して

いない

業務で生じている課題の解決につながらない

看護実践能力の向上につながらない

教育目標が明確でない

一般病院(N=１47） へき地医療拠点病院(N=192） ％
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３）医療機関における看護師の診療の補助行為実施の現状 

トレーニング内容、トレーニング方法、教材を検討するための基礎資料を得ること、プロト

コール作成及び安全管理体制の構築を含む地域ケア実践看護師の教育体制の構築を促進する又

は阻害する要素を検討するための基礎資料を得ることを目的に調査を実施した。 

 

①調査方法：調査項目は、【診療の補助行為（以下、特定行為とする）の経験及び取り決め事項・

プロトコールの有無の実態】、【実施にあたっての準備】、【実施のメリット・デメリット】、【実

施にかかわる課題と対応】、【看護師が実施できると良いと思う特定行為】、【研修対象として適

当と考えられる看護師】、【指導医候補者の有無】、【本研究事業による研修への参加意欲】、【看

護師の役割拡大と研修に関する課題として考えられること】とした。また、インテグラル理論

を参考にして看護師の内面・外面、組織の内面・外面の観点から、看護師の教育体制について

調べた。具体的には、対象施設の看護師全体の【特定行為に係る研修制度への関心】、【現任教

育への関心】、【医師との協働や役割分担について感じていること】（以上、看護師の内面）、対

象施設の【看護師の特徴（資格、卒業学校、年代、平均勤務年数等）】、【看護師全体の自己啓発

や研修参加の傾向】（以上、看護師の外面）、対象病院や看護部の【理念・目標】、【地域におけ

る役割意識】、【看護師のキャリア支援の考え方】（以上、組織の内面）、対象病院や看護部の【看

護師の教育体制・キャリア支援体制】（組織の外面）を調べた。 

調査方法は、対象施設を訪問し、インタビューを行った。 

 

②調査対象：８施設の看護師 22人。施設は５施設がへき地医療拠点病院（44床～150床）、3施

設が地域中核病院（173床～400床）であった。 

 

③調査期間：平成25年 9月～同年11月 
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④調査結果 

基礎情報 
＊性別：女性 22人、男性 0人 

＊年代：50代 14人、40代 6人、その他 2人 

＊看護師以外の有資格者（認定看護師、保健師など）：5人 

＊所属機関年数：最長37年、最短9年 

＊所属部署勤務年数：最長23年、最短0.5年 

＊職位：師長 10人、その他 10人、主任 2人 

＊現在職位年数：最長19年、最短が7か月 

＊現在所属部署：内科病棟 5人、外科病棟 1人、内科・外科等混合病棟 4人、 

訪問看護ステーション 1人、その他 11人 

＊経験所属部署：内科が最多で13人、次いで内科・外科混合病棟11人 

2つ以上の部署経験者は14人 

「よく実施する」「ときどき実施する」特定行為群 
＊22人中16人は何らかの特定行為を実施、6人（看護部所属4人、内科･外科混合病棟勤務の2人）は全く実施してい

ない 

＊全く実施していない施設はなし 

・Ｄ薬剤投与①、Ｋ呼吸器系②：各7人 

・Ｅ薬剤投与②、Ｇ薬剤投与④：各6人 

・Ｍ創傷管理：4人 

・Ｌ術後管理：3人 

・Ａ脈関係（動脈）、Ｂ脈関係（静脈）、Ｆ薬剤投与③、Ｉ薬剤投与⑥、Ｊ呼吸器系①、：各2人 

・Ｃ循環器系、Ｈ薬剤投与、Ｎろう孔カテーテル管理：各1人 

多い順 「よく実施する」「ときどき実施する」特定行為 N=16 人数 

1 Ｄ薬剤投与①：147-1持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調整 7 

2 Ｅ薬剤投与②：131病態に応じたインスリン投与量の調整 

Ｋ呼吸器系②：63人工呼吸管理下の鎮静管理 

各6 

3 Ｄ薬剤投与①：152-1持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）、153-1（利尿剤）、175-1（糖質輸液、

電解質輸液）の病態に応じた調整 

Ｇ薬剤投与④：170-1臨時薬剤（抗精神病薬）の投与 

各5 

4 Ｄ薬剤投与①：151-1持続点滴投与中薬剤（K,Cl,Na）の病態に応じた調整 

Ｇ薬剤投与④：171-1臨時薬剤（抗不安薬）、165-1（抗けいれん剤）の投与 

Ｍ創傷管理：69・70-2褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデブリードマン、74創傷の陰圧閉鎖療

法の実施 

各4 

5 Ａ脈関係（動脈）：2直接動脈穿刺による採血 

Ｂ脈関係（静脈）：82中心静脈カテーテルの抜去 

Ｆ薬剤投与③：133脱水の程度の判断と輸液による補正 

Ｉ薬剤投与⑥：178-1抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局所注射の実施 

Ｊ呼吸器系①：59経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 

Ｋ呼吸器系②：57気管カニューレの交換 

Ｌ術後管理：89胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更 

各2 

6 Ｃ循環器系：93「一時的ペースメーカー」の操作・管理 

Ｆ薬剤投与③：154-1（高カロリー輸液）の病態に応じた調整 

Ｋ呼吸器系②：64人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 

Ｌ術後管理：182硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量の調整 

Ｎろう孔カテーテル管理：113膀胱ろうカテーテルの交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

各１ 
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＊実施の経緯 
・夜間や休日など医師不在時や多忙時にも患者のためにタイムリーに対応できるようにするため(4) 

・患者の状態の変化に迅速に対応できるようにするため(4) 

・緊急で医師が行けない場合や、往診と往診の間に必要性が生じ、次の往診を待っていられない場合（訪問看護） 

・医師が短期派遣で入れ替わりが多く、慣れていなかったり、指示が一定しなかったりしたため、プロトコールを作成

し、看護師によって一定して実施できるようにした。 

・外来中のコールにより外来診療を妨げることが多く、医師の負担を軽減するため 

・医師の求めに応じて(2) 

・電子カルテ導入により事前指示を明確に得られるようになったことを契機に(2) 

・加算の関係で化学療法外来に認定看護師が配置されたことを契機に実施 

＊プロトコール又は実施上の取り決めについて 
・医師の事前・入院・緊急時の具体的な指示が電子カルテ上（又は指示書）にあり、看護師が患者の状態をアセスメント

し、指示範囲内であれば実施：7人 

・マニュアルの作成（Ｊ呼吸器系①：59 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節）やラムゼイ鎮静スケール又はラスス 

ケールの活用（Ｋ呼吸器系②：63人工呼吸管理下の鎮静管理）：1人 

・医師の口頭指示：1人 

・なし：7人 

＊実施にあたっての準備 
・医師による指導（Ｋ呼吸器系②：57気管カニューレの交換、63人工呼吸管理下の鎮静管理）：2人 

・医師、看護師等による勉強会（Ｊ呼吸器系①：59経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節、Ｋ呼吸器系②：63人工呼吸

管理下の鎮静管理、64 人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施、Ｍ創傷管理：74 創傷の陰圧閉鎖療法の実施 

Ｎろう孔カテーテル管理：113膀胱ろうカテーテルの交換）：4人 

・医師･看護師・薬剤師による検討と月1回の会議による継続した見直し（Ｉ薬剤投与⑥：178-1抗癌剤等の皮膚漏出時の

ステロイド薬の調整・局所注射の実施）：1人 

・経験のある看護師から経験のない看護師への個別指導：2人 

・資料の配付：1人 

・特になし：9人 

＊実施のメリット 
・患者等への迅速かつタイムリーな対応、患者の満足度が高まること：10人 

・患者への統一した対応：3人 

・医師の負担軽減：1人 

・医師を待つ時間を看護業務に反映できる：1人 

・患者の長期的な経過を考慮したより良い医療の提供：1人 

・患者と看護師の関係構築やアセスメント力等の看護の質向上につながる：1人 

・無回答：5人 

＊実施のデメリット 
・医師が患者をみる時間が少なくなることへの懸念、看護師任せになるのではないかという懸念：3人 

・指示内容を看護師がうまく実施できなかった場合や、トラブルが生じた場合の対応が不明確：3人 

・本来の看護業務が実施できなくなることへの懸念：1人 

・医師や他職種に診療の補助としか理解されないのではないかという懸念：1人 

・看護師の力量差：1人 

・認定看護師との役割分担が不明確：1人 

・指示を出した医師に限定されている：1人 

・無回答、なし：10人 
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＊実施にかかわる課題と対応 
・看護師によるばらつきをなくすこと（プロトコールの作成や勉強会実施の必要性）：3人 

・看護師に今以上に薬剤に関する知識が求められる：2人 

・看護師に今以上に異常を早期発見する力（アセスメント力）が求められる：1人 

・（医師、看護師と）患者・家族との関係性が良好であることが前提：1人 

・医師と看護師、他職種間の院内の連携が良好であることが必要：1人 

・医師による考えの違いにより科や病院全体で統一したプロトコールの作成が困難：1人 

・医師の指示が不明確な場合や看護師だけで判断することが困難な場合には、医師に連絡して確認できるようにしておく

ことが必要：1人 

・トラブルが起こった後に振り返りを必ず実施するようにすること：1人 

・最新の情報を入手できるようにしておくこと：1人 

・医師と看護師の判断が異なることが生じた場合：1人 

・特になし・無回答：12人 

＊看護師が実施できると良いと思う特定行為（現在の実施の有無にかかわらず）対象：12人 

・特定行為を看護師が実施することを、大いに支持する：2人、支持する：10人 

・看護師が実施できると良いと思う特定行為は、 

Ｋ呼吸器系②：10人 

Ｍ創傷管理：4人 

Ｎろう孔カテーテル管理：3人 

Ｅ薬剤投与①、Ｆ薬剤投与②、Ｉ薬剤投与⑥、Ｊ呼吸器系①、Ｌ術後管理：各2人 

Ａ脈管系（動脈）、Ｄ薬剤投与①、Ｇ薬剤投与④、Ｈ薬剤投与⑤：各1人 

 

人工呼吸器装着の患者や褥瘡患者を対象とした特定行為が比較的多い。 

＊研修対象として適当と考えられる看護師 
 臨床経験が豊富で（概ね10年以上）、特定行為のみにならず看護の視点を大切にしながら、患者の全身状態をアセス

メントでき、医師・看護職間に信頼がある人という条件が挙がっていた。認定看護師を挙げる者も多かった。 

＊自施設に指導医候補者はいるか （対象：3施設8人） 

・「いる」：3人、「難しいが可能性はある」：3人、「難しい」：2人 

＊本研究事業による研修への参加意欲（対象：6人） 

 意欲あり：6人 

＊看護師の役割拡大と研修に関する課題として考えられること 
 特定行為を実施する看護師の責任の範囲と所在に関する課題を挙げた者が多かった。また、病院・組織のバックアップ

と受講生の相談役の確保が課題として挙がっていた。 

＊教育体制構築に影響する可能性のあること 
・認定看護師と本研究事業による研修の受講者それぞれの立場や役割の整理 

・研修受講者の所属する施設の看護職のキャリアアップや自己啓発に関する意識、看護職マンパワー 

・研修受講者の所属する施設・看護部の理念・基本方針 

→研修受講者の所属する施設（病院、看護部）が、本研究事業による研修受講者にどのような役割を発揮してもらいたい

と考えているか、その考えや目的が明確になるようにすること 
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４）離島、山村過疎地域を含む地域で実践している看護職の現任教育ニーズ 

地域特性を考慮した、卓越した地域ケア実践看護師に必要なスキルを明確化し、地域ケア実践

看護師を対象とした教育プログラムの教育内容・教育方法・教育体制への示唆を得ることを目的

に、平成 25年度にグループインタビューを実施した。 

 

①調査対象及び方法 

 

②調査対象の概要 

1Gの調査対象は、性別は女性、平均年齢 52.5歳（無回答 1名）、臨床経験年数は平均 25.8年、

「スタッフ」である者が２名、看護管理者３名であった。2Gの調査対象は、性別は女性、平均年

齢 53.4歳、臨床経験年数は平均 29年、「主任・副師長・師長」である者が 4名、看護管理者 1名

であった。3Gの調査対象は、性別は女性、平均年齢 53.7歳（無回答 3名）、臨床経験年数は平均

24.7年、「主任・副師長・師長」である者が 4名、看護管理者 2名であった。 

 

③調査結果の概要 

教育内容は、【（医師との関係構築も含めた）コミュニケーション技術】、【調整力】、【退院調整・

地域連携】、【フィジカルアセスメント力】、【総合的な対象理解】、【判断力】、【論理的に説明する

力】、【患者・家族に説明できる力】、【褥瘡、皮膚ケア】、【看取り】、【救急処置・検査】、【安全性

を担保できる医療処置技術】、【慢性疾患管理ができる技術（褥瘡管理、疼痛管理、血糖管理）】が

求められていた。 

また、教育方法としては【事例学習】であること、現地で学べるように【ICT技術の活用・eラー

ニング】、【実践現場を活用した教育方法】が求められると同時に、【集合研修】の必要性が指摘さ

れた。学習効果を高めるためには、【単発で終わらない研修】、【積み重ねが出来るプログラム】が

必要であること、離島の特性を活かした【島同士が繋がるプログラム】、【離島ならではの、看護

の原点を再確認できるプログラム】への要望があった。 

さらに教育体制では、現地での研修を支えるために【現地研修時の支援】、【相談支援のフォロー

アップ体制】、マンパワー不足でも学習機会が確保できるように【マンパワーを補填する体制】が

求められ、【研修期間半年以上は困難】であることが示された。現地ではPCを活用できる環境で

はないこと、PC操作に不慣れな者もいることから【eラーニングができる環境づくり】が必要で

あること、教育体制構築には医師を中心とした【院内の協力・理解を得る】ことが不可欠である

ことが示された。現在、すでに工夫されている教育体制として【研修内容の院内共有】、【院内縦

断的に活動できる体制】、【在宅看護が経験できる勤務シフトの構築】が紹介された。 

日時 場所 対象者 ファシリテーター オブザーバー 記録

1G
2月28日（金）
9：30～11：30

自治医科大学
北関東圏内の地域病院・訪問看護
ステーションに勤務する看護職5人

小原泉
塚本友栄

成田伸 島田裕子

2G
3月1日（土）
11：00～13：00

フクラシア東京ス
テーション

山村過疎地域にあるへき地医療拠
点病院・診療所に勤務する看護職
5人

永井優子
浜端賢次

春山早苗 石井慎一郎

3G
3月2日（日）
9：30～11：30

フクラシア東京ス
テーション

離島にあるへき地医療拠点病院・
診療所に勤務する看護職6人

春山早苗
横山由美

本田芳香
中村美鈴

青木さぎ里
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３．地域ケアスキル・トレーニングプログラム検討の経緯 

全体研究代表者 春山早苗 

１）平成26年度 

平成 25 年度の調査における地域医療現場の看護師が強化したい看護実践内容を表 1 に示す。

この結果からトレーニングプログラムの項目案として、【フィジカルアセスメント】（特に高齢者）、

【高齢者看護】（急性期、看取り、認知症を含む）、【根拠に基づく看護】（臨床判断、臨床推論）、

【在宅ターミナル看護】、【家族看護】（特にターミナル期、看取りにおける看護援助）、【退院支援

と多職種連携】、【保健活動方法】、【地域アセスメント】、【臨床薬理学】、【褥瘡管理とスキンケア】、

【糖尿病の食事管理・血糖管理】等が考えられた。これに、厚生労働省が検討していた「特定行

為に係る看護師の研修制度（案）」における共通科目及び区分別科目も参考にして、トレーニング

プログラム＜科目＞（第1次）（表2-1）を決定した。 

 

表1 地域医療現場の看護師が強化したい看護実践内容とトレーニングプログラムの項目案 

強化したい看護実践内容 
トレーニング 
プログラム 
の項目案 

へき地診療所調査 
結果から 

看護職の役割拡
大に関するニー
ズ調査結果から 

医療機関 
訪問調査 
結果から 

地域特性や施設機能別グループ
インタビュー調査結果から 

・医師不在時に対応で
きる初期救急対応 

  ・救急対応（処置・検査）（山村過疎）  

・患者の変化を捉えら
れるアセスメント力 

・患者と医療者の
安全に関する精
神症状や問題行
動のアセスメン
トと対応方法 

・異常を早期
発見する力
（アセスメ
ント力） 

・高齢者が多く、高齢者のフィジカ
ルアセスメント力（訪看・地域） 

・アセスメントを看護記録に適切に
記載する力（訪看・地域） 

・医師の指示であるサチュレーショ
ンや酸素流量等の値だけでなく、
観察等によるアセスメントも併せ
て判断すること（山村過疎） 

【 フィジカルアセスメント力
】 
・特に高齢者 
・特定行為とアセスメント 
・記録 

   ・高齢者の総合的な理解（合併疾患、
人生）（訪看・地域） 

・高齢者に対する相談的対応技術
（コミュニケーション力）（山村
過疎） 

・急性期から看取り、認知症まで高
齢者の健康問題にマルチに対応で
きる力（離島） 

【高齢者看護】 
・総合的な理解 
・コミュニケーションと相
談的対応技術 
・急性期 
・看取り 
・認知症 

   ・総合的な対象理解（離島）  
・臨床推論にかかわる
知識 

  ・気づきから根拠に基づき判断する
力（訪看・地域） 

・根拠に基づく看護計画の立案 
（離島） 
・判断や援助の根拠を説明できる力
（離島） 

【根拠に基づく看護】 
・臨床判断に関する知識 
・臨床推論 
・判断や援助の根拠を
説明する力 
・根拠に基づく看護計画
の立案 

・在宅療養（ターミナ
ルケアを含む）を医
師と協働しながら支
えられる看護実践能
力 

  ・終末期における経口摂取等にかか
わる家族との調整力（訪看・地域） 

・看取りの力（山村過疎） 
・疼痛管理（訪問診療・訪問看護）
（離島） 

【在宅ターミナル看護】 
・看取りの援助  
・経口摂取と輸液管理 
・疼痛管理 
 

 ・家族看護アセス
メントと家族関
係の調整方法 

 ・終末期における経口摂取等にかか
わる家族との調整力（訪看・地
域） 

・看取りに向けた家族の受容を促し
本人と家族の希望を調整する力
（訪看・地域）(離島） 

・患者・家族との関係づくりと患者・
家族の思いを汲み取り、それに沿
った看取りを含む在宅療養支援
（山村過疎、離島） 

・終末期の患者に安心をもたらすコ
ミュニケーション力（山村過疎、
離島） 

 

【家族看護】 
・特にターミナル期、看
取りにおける家族援助
と、家族との調整力 
・本人・家族の思いや希
望に沿った援助 
・家族との関係構築とコ
ミュニケーション 
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表 地域医療現場の看護師が強化したい看護実践内容とトレーニングプログラムの項目案（つづき） 

強化したい看護実践内容 
トレーニング 
プログラム 
の項目案 

へき地診療所調査 
結果から 

看護職の役割拡
大に関するニー

ズ調査 
結果から 

医療機関訪
問調査 
結果から 

地域特性や施設機能別グループ
インタビュー調査結果から 

・医師と協働しながら
慢性期患者に対応で
きる看護実践能力 

・医療チーム、特に
医師とのアサーテ
ィブなコミュニ 
ケーションのス
キルトレーニン
グ 

 

・判断やそれに基づく対処方法及び患
者・家族の思いを医師に説明する力 
（訪看・地域、離島） 
・医師との関係づくりと医師をも動か 

す力（山村過疎、離島） 

【医師とのアサーティブ
なコミュニケーションス
キル】 
・医師との協働 
・医師に説明する力 
・医師を動かす力 

・関係職種と連携しな
がら継続した看護を
実現できる実践能力 

・地域包括ケアチー
ムにおける多職種
連携に関する理論
と方法 
・家族の介護力が期
待できない、又は
当該地域に社会資
源が少ない場合の
退院支援スキル
（独居高齢者、高
齢者世帯、単身者、
障がい者等） 
・保健医療福祉制度
の理解と退院調
整・退院支援にか
かわる、マネジメ
ント力・コーディ
ネート力 

 ・退院調整や地域連携、行政（市町村
保健師）との連携に関する知識・技 
術・調整力（山村過疎、離島） 

・実践をとおした退院調整や行政（市
町村保健師）との連携（山村過疎） 

・在宅療養への移行に伴う訪問看護・
訪問介護との連携や環境調整（山村 
過疎、離島） 

【退院支援と多職種連
携】 
・多職種連携（看護・介
護・行政）に関する理
論と方法 
・保健医療福祉制度の理
解 
・退院調整・退院支援に
かかわる、マネジメン
ト力・コーディネート力 
・社会資源が少ない場合 
の退院支援スキル（独
居高齢者、高齢者世
帯、単身者、障がい者
等） 

・保健活動のための実
践力 

   【保健活動方法】 

   ・地域の特性や個別性 【地域アセスメント】 
  ・看護師による

ばらつきをな
くす（プロト
コールの作
成） 

・安全性を担保できる医療処置技術
（離島） 

 

  ・薬剤に関する
知識 

 【臨床薬理学】 

   ・褥瘡や湿疹等の皮膚トラブル（訪看・
地域） 
・皮膚疾患に関する処置や処方（訪看・
地域） 
・患者を待たせないためにデブリード
マン（山村過疎） 
・原理・原則に基づく褥瘡ケア（山村過
疎） 
・褥瘡管理（訪問診療・訪問看護）（離
島） 

【褥瘡管理とスキンケア
（デブリードマン含む）】 

   ・糖尿病の食事管理・血糖管理（訪問診
療・訪問看護）（離島） 

【糖尿病の食事管理・血
糖管理】 

   ・患者を待たせないために酸素流量の
調整（山村過疎） 

【酸素流量の調整】 

   ・医師の指示に基づく発熱患者への対
応（山村過疎） 

【医師の指示に基づく発
熱患者への対応】 
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２）平成27年度 

平成27年10月から施行されることとなった「特定行為に係る看護師の研修制度」の共通科目

及び区分別科目や、前年度のグループインタビュー調査の結果等に基づき、特定行為に係るトレ

ーニングプログラム（共通科目9科目）完成版及び地域ケアスキル・トレーニングプログラム（4

科目）第2次試案を作成した。また、特定行為に係るトレーニングプログラム（13の区分別科目）

のトレーニング方法及び教材を検討し、完成版を作成し、地域ケアスキル・トレーニングプログ

ラムについては追加科目を検討した。具体的には、研究メンバーの日頃の活動から地域ケア実践

看護師が看護研究に取り組むための支援の必要性が浮かび上がり、「看護研究」を追加することと

した。また、平成25年度に実施した離島や山村過疎地域を含む地域で実践している看護職へのグ

ループインタビューにおいて集合研修の必要性が指摘されたことから、「高齢者看護 4（演習）」

を追加することとした。平成27年度末時点で検討したトレーニングプログラム＜科目＞を表2-2

に示す。 

 

３）平成28年度 

本学では、大学の理念を踏まえ、平成27年8月に看護師特定行為研修センターを設置し、厚生

労働省が指定する研修機関に指定され、同年10月より看護師特定行為研修を開始した。これに伴

い、平成28年度からは、平成27年度に完成版を作成した特定行為に係るトレーニングプログラ

ム（共通科目9科目及び13の区分別科目）以外の科目を地域ケアスキル・トレーニングプログラ

ムとして本事業を進めていくこととした。 

平成 27 年度に作成した地域ケアスキル・トレーニングプログラム（ｅラーニングによる 4 科

目）の第2次試案実施の評価に基づき完成版を作成した。また、平成27年度に追加することとし

たｅラーニングによる「看護研究」及び集合研修による「高齢者看護4（演習）」の第1次試案を

作成した。「高齢者看護 4（演習）」はｅラーニングによる 4 科目受講者のフォローアップに位置

づけた。平成28年度の地域ケアスキル・トレーニングプログラムを表2-3に示す。 

 

４）平成29年度 

ｅラーニングによる「看護研究」及び集合研修による「高齢者看護4（演習）」について、平成

28年度における第1次試案実施の評価に基づき完成版を作成した。 

また、ｅラーニングによる5科目をベーシック・プログラム、演習科目である「高齢者看護 4」 

を急性期、終末期、認知症、退院支援・調整と多職種連携に分け、看護研究フォローアップ研修

を加えて、フォローアップ・プログラムとして実施した。平成29年度の地域ケアスキル・トレー

ニングプログラムを表2-4に示す。 

さらに、フォローアップ・プログラム修了者のフォローを目的に、LMS(Learning Management 

System)を活用したサポート・プログラムを構築した。 

 

 

 



表2-1　平成26年度トレーニングプログラム　トライアル科目一覧

科目名 概要 回
学習形態
開始日

臨床推論/フィジカルアセスメ
ント

対象者が持つ問題を改善又は解決するために、臨床推
論の概念や症状ごとの臨床推論過程について学習す
る。
■フィジカルイグザミネーションのポイント■臨床推論の
基本的考え方■症例に関する情報の収集・分析、問題
点の抽出■病歴と身体所見等の情報を統合したアセス
メント■アセスメントに基づく処置・治療、検査の予測

7
e-learning
1/19～

病態生理学

エビデンスに基づき対象の病態生理学的変化を解釈し、
臨床看護判断を行うことができるための、病態について
の原因・症状と経過・診断及び治療の原則とその障害に
ついて学習する。
■呼吸器機能とその障害■循環器系とその障害■消化
器系とその障害■腎・泌尿器系とその障害■脳・神経系
とその障害■筋・骨格系とその障害■血液及び内分泌
機能とその障害

全12回の
うち7回

e-learning
1/19～

薬理学

臨床薬理学の基礎的知識を学習する。また、薬剤使用
の判断、投与後のモニタリング、生活調整、快復力の促
進、患者の服薬管理の向上を図るための知識と技術を
学習する。
■薬の作用と作用機序■薬の体内動態■モニタリング
■高血圧の薬■感染症の薬■糖尿病の薬■がんの薬
■精神疾患の薬■緊急救急時の薬

全14回の
うち7回

e-learning
1/19～

医療安全とプロトコールⅠ

医療安全を踏まえ、チーム医療におけるプロトコールの
作成・実践・評価のための基礎的知識を理解し、実際に
運用するための方法を学習する。
■プロトコールの意義と目的■プロトコールの基準と原
理■プロトコールの企画に必要な要素■プロトコールの
運用に必要な要素■プロトコールの作成過程と構成

全7回の
うち6回

e-learning
1/19～

特定行為の
区分名

特定行為の区分に
含まれる特定行為名

科目名 概要 回 学習形態

血糖コントロー
ルに係る薬剤投
与関連

病態に応じたインスリン
投与量の調整

血糖コントロールが必要な人
のインスリン投与量の調整Ⅰ

インスリン療法を行っている人について、インスリン量の
調整をもって血糖コントロールを行うために必要な根拠と
方法を学習する。
（トライアル5回の内容）■糖尿病の病態と治療の特徴■
血糖調節機能■血糖コントロールの評価（低血糖、高血
糖）■血糖自己測定

全8回の
うち5回

e-learning
1/26～

臨時薬剤(抗けいれん
薬)の投与

臨時薬剤(抗不安薬)の
投与

科目名 概要 回 学習形態

高齢者看護１（急性期）

急性期の高齢者看護、高齢者救急においてよく見られる
症状の初期アセスメント・初期対応、家族への対応を含
めた看護実践を展開できるよう学習する。
■高齢者の急性期、高齢者救急においてよく見られる症
状のアセスメントの視点、初期対応■急性期の高齢者
看護、高齢者救急における他職種との連携■急性期、
救急場面での高齢者と家族に対する援助

7
e-learning
1/19～

高齢者看護２（終末期）

在宅における終末期ケアの展開方法を学習する。
（トライアル3回の内容）■在宅における終末期ケアの特
徴■在宅での終末期ケアにおける倫理■終末期におけ
る諸症状とそのアセスメント

全7回の
うち3回

e-learning
1/19～

　

高齢者看護３（認知症）

認知症をもつ人とその家族のケアニーズの理解を深め
るとともに、医療やケアを求めてきた際に対応し、看護判
断に基づいた適切な看護援助ができるよう学習する。
（トライアル4回の内容）■認知症をもつ人の内的体験の
理解■認知症の症状とアセスメント■認知症を引き起こ
す疾患■認知症の早期診断の重要性と薬物治療

全8回の
うち4回

e-learning
1/19～

退院支援・調整と多職種連携

多職種・多機関と連携した効果的な退院支援に必要な
スキルと知識を学習する。
（トライアル4回の内容）■退院支援・調整を効果的に行
う上で欠かすことのできない要素■退院支援・調整の基
本的な流れ

全7回の
うち4回

e-learning
1/26～

e-learning
1/19～

臨時薬剤（抗精神病薬）
の投与

共通科目

特
定
行
為
関
連

特定行為以外

精神科薬物療法と看護Ⅰ
(総論)

精神・神経症状
に係る薬剤投与
関連

精神科薬物療法を受けている人の臨時薬剤の投与に関
する判断に必要なアセスメントとケアについて学習する
■向精神薬の作用機序■薬効と精神情緒状態の評価
■精神症状と社会的機能の評価■精神・神経症状の評
価■向精神薬と身体的評価と対処■服薬指導と看護

8
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表2-2　平成27年度に検討したトレーニングプログラム<科目>（第1次）一覧

科目名 回 学習形態

臨床推論/フィジカルアセスメント 7 e-learning

病態生理学 12 e-learning

アドバンス科目：臨床推論・フィジカルアセスメ
ント及び病態生理学、薬理学

8 e-learning、演習

薬理学 14 e-learning

医療安全とプロトコールⅠ 7 e-learning

医療安全とプロトコールⅡ 8 演習

特定行為の
区分名

特定行為の区分に含まれる特
定行為名

科目名 回 学習形態

経口・経鼻気管挿管チューブの抜管

人工呼吸管理下の鎮静管理

気管カニューレの交換

創傷管理関連
褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデ
ブリードマン

褥瘡・慢性創傷における腐骨除去 創傷管理関連　褥瘡Ⅱ 5 e-learning、演習

持続点滴投与中薬剤(降圧剤)の病態に応じた
調整)Ⅰ

7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(降圧剤)の病態に応じた
調整)Ⅱ

7
e-learning、

On-line上でのレポート作成

持続点滴投与中薬剤(カテコラミン)の病態に
応じた調整)Ⅰ

7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(カテコラミン)の病態に
応じた調整)Ⅱ

7
 On-line上でのレポート作成、

 集合演習

持続点滴投与中薬剤(利尿剤)の病態に応じた
調整)Ⅰ

7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(利尿剤)の病態に応じた
調整)Ⅱ

7
 On-line上でのレポート作成、

 集合演習

持続点滴投与中薬剤(K・Cl・Na)の病態に
応じた調整)Ⅰ

7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(K・Cl・Na)の病態に
応じた調整)Ⅱ

7
 On-line上でのレポート作成、

 集合演習

持続点滴投与中薬剤(糖質輸液・電解質輸液)
の病態に応じた調整)Ⅰ

7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(糖質輸液・電解質輸液)
の病態に応じた調整)Ⅱ

7
e-learning、

Online上でのレポート作成、
集合演習

血糖コントロールが必要な人のインスリン投与
量の調整（病態に応じたインスリン投与量の調
整）Ⅰ

8 e-learning

血糖コントロールが必要な人のインスリン投与
量の調整（病態に応じたインスリン投与量の調
整）Ⅱ

8
e-learning、

On-line上でのレポート作成

脱水と輸液（脱水の程度の判断と輸液に
よる補正）Ⅰ

8
e-learning、

On-line上でのレポート作成

脱水と輸液（脱水の程度の判断と輸液に
よる補正）Ⅱ

8
e-learning、

On-line上でのレポート作成

高カロリー輸液の調整（持続点滴投与中薬剤
(高カロリー輸液)の病態に応じた調整）Ⅰ

7 e-learning

高カロリー輸液の調整（持続点滴投与中薬剤
(高カロリー輸液)の病態に応じた調整）Ⅱ

7
e-learning、

On-line上でのレポート作成

特
定
行
為
関
連

持続点滴投与中薬剤(カテコラミン)の
病態に応じた調整

持続点滴投与中薬剤(利尿剤)の
病態に応じた調整

持続点滴投与中薬剤(K,Cl,Na)の
病態に応じた調整

持続点滴投与中薬剤(糖質輸液・電解質
輸液)の病態に応じた調整

循環動態に
係る薬剤
投与関連

持続点滴投与中薬剤(高カロリー輸液)の
病態に応じた調整

e-learning、演習

創傷管理関連　褥瘡Ⅰ 7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(降圧剤)の
病態に応じた調整

8

呼吸器関連
（気道確保に係
る行為）

呼吸器関連
（人工呼吸療法
に係る行為）

創傷の陰圧閉鎖療法の実施

病態に応じたインスリン投与量の調整

脱水の程度の判断と輸液による補正

血糖コントロー
ルに係る薬剤投

与関連

栄養・水分管理
に係る薬剤投与

関連

共通科目

5 e-learning

人工呼吸器装着時の患者のウィーニング
の実施

NPPV(非侵襲的陽圧換気療法)モード設
定条件の変更

5 e-learning

経口・経鼻気管挿管の実施
呼吸器関連　気道確保Ⅱ 6 e-learning、演習

経口・経鼻気管挿管チューブの
位置調節 呼吸器関連　気道確保Ⅰ

人工呼吸器モードの設定条件の
変更

呼吸器関連　人工呼吸療法Ⅰ

呼吸器関連　人工呼吸療法Ⅱ
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表2-2　平成27年度に検討したトレーニングプログラム<科目>（第1次）一覧（つづき）

特定行為の
区分名

特定行為の区分に含まれる
特定行為名

科目名 回
学習形態

開始日（一部）

中心静脈カテーテルの抜去Ⅰ 7 e-learning

中心静脈カテーテルの抜去Ⅱ 7
e-learning、

On-line上でのレポート作成

PICC挿入Ⅰ 7 e-learning

PICC挿入Ⅱ 7
e-learning、

On-line上でのレポート作成

臨時薬剤(抗けいれん薬)の投与

臨時薬剤(抗不安薬)の投与

感染がある人の臨時薬剤の投与Ⅰ 8 e-learning

感染がある人の臨時薬剤の投与Ⅱ 8 講義、演習

抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の
調整・局所注射の実施Ⅰ

7 e-learning

抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の
調整・局所注射の実施Ⅱ

7
On-line上でのレポート作成、

集合演習

創傷管理　瘻孔管理Ⅰ 6 e-learning

膀胱ろうカテーテルの交換

高齢者看護１（急性期） 7
e-learning、Webミーテング

12/1～

高齢者看護２（終末期） 7
e-learning、Webミーテング

12/1～

高齢者看護３（認知症） 7
e-learning

12/1～

高齢者看護４（演習） 7 集合演習、Webミーテング

退院支援と多職種連携 7
e-learning

12/1～

e-learning、演習

特
定
行
為
関
連

特定行為以外

e-learning

臨時薬剤（抗精神病薬）の投与

精神科薬物療法と看護Ⅱ(各論) 8 e-learning

PICC(末梢静脈挿入式静脈カテーテル)挿
入

精神・神経
症状に係る

薬剤投与関連

精神科薬物療法と看護Ⅰ(総論) 8

感染に係る
薬剤投与関連

臨時薬剤(感染徴候時の薬剤)の投与

皮膚損傷に
係る薬剤投与

関連

抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の
調整・局所注射の実施

ろう孔管理関連

胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの
交換

創傷管理　瘻孔管理Ⅱ 7

栄養に係る薬剤
投与関連

中心静脈カテーテルの抜去
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表2-3　平成28年度　地域ケアスキル・トレーニングプログラム

科目名 概　　要 回 学習形態
開始日

高齢者看護１（急性期）
急性期の高齢者看護、高齢者救急においてよく見られる症状の初期アセス
メント・初期対応、家族への対応を含めた看護実践を展開できるよう幅広く
学習を深める

7
e-learning
第1期8/8～
第2期12/5～

高齢者看護２（終末期） 在宅における終末期ケアの展開方法を学ぶ 7
e-learning
第1期8/8～
第2期12/5～

高齢者看護３（認知症）
認知症をもつ人とその家族のケアニーズの理解を深めるとともに、医療やケ
アを求めてきた際に対応し、看護判断に基づいた適切な看護援助を実践で
きる能力を養う

7
e-learning
第1期8/8～
第2期12/5～

退院支援調整と多職種連携
多職種と連携した効果的な退院支援・調整に必要なスキルと知識を習得す
る

7
e-learning
第1期8/8～
第2期12/5～

高齢者看護４（演習）
急性期～在宅まで見越し、他・多職種と連携を図り、地域で高齢者がその人
らしく暮らしていけるよう、家族も含めた治療と看護が実践できる能力を養う

4
集合研修
2/27・2/28

看護研究Ⅰ 臨床での研究を計画するための基礎的な能力を習得する 7
e-learning
12/5～

表2-4　平成29年度　地域ケアスキル・トレーニングプログラム

科目名 概　　要 回 学習形態
開始日

高齢者看護１（急性期）
急性期の高齢者看護、高齢者救急においてよく見られる症状の初期アセス
メント・初期対応、家族への対応を含めた看護実践を展開できるよう幅広く
学習を深める

7
e-learning
8/7～

高齢者看護２（終末期） 在宅における終末期ケアの展開方法を学ぶ 7
e-learning
8/7～

高齢者看護３（認知症）
認知症をもつ人とその家族のケアニーズの理解を深めるとともに、医療やケ
アを求めてきた際に対応し、看護判断に基づいた適切な看護援助を実践で
きる能力を養う

7
e-learning
8/7～

退院支援調整と多職種連携
多職種と連携した効果的な退院支援・調整に必要なスキルと知識を習得す
る

7
e-learning
8/7～

看護研究Ⅰ 臨床での研究を計画するときの基礎的な能力を身に付ける 7
e-learning
8/7～

科目名 概　　要 回 学習形態
開始日

高齢者看護演習1（急性期） 高齢者における急性期看護に関する主要な看護実践能力を養う
1回
210分

集合研修
11/9

高齢者看護演習2（終末期） 在宅における高齢者の終末期看護に関する主要な看護実践能力を養う
1回
210分

集合研修
2/19

高齢者看護演習3（認知症）
高齢者における認知症をもつ人とその家族に対する主要な看護実践能力を
養う

1回
210分

集合研修
11/9

退院支援調整と多職種連携演習

患者・家族および他職種が参加する退院前カンファレンスを企画・運営する
ロールプレイを通して、退院支援・調整における看護職の役割と多職種連携
のあり方に関する気づきを踏まえた、今後の看護実践に向けた展望がもて
る

1回
210分

集合研修
2/19

看護研究フォローアップ研修 研究プロセスの基本的な能力を身に付ける
ｅメールまたは
対面個別指導3回

11/22～

ベーシック・プログラム

フォローアップ・プログラム
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４．地域ケアスキル・トレーニングプログラムの実施状況 

 

１）受講対象とリクルート方法 

 実践看護師教育システム委員会 

中村美鈴 永井優子 平尾温司 藤巻郁郎 路川達阿起 

    

①受講対象 

   ベーシック・プログラムについては、看護資格を有し、3 年以上の実践経験をもつ者 

であり、受講後に所属施設でリーダーシップを発揮することが期待できる者とした。 

また、自宅等で学習する際に ICT（インターネット回線およびパーソナルコンピュー 

ター、タブレットなど）を利用することが可能であるものとした。           

    フォローアップ・プログラムについては、ベーシック・プログラムをひとつでも修了 

した者とし、平成 27 年度と 28 年度の修了者も対象とした。 

 

②リクルート用のリーフレットの作成について 

平成 29 年 5 月に、実践看護師教育システム委員会が中心となり、リーフレット 

「平成 29 年度地域ケアスキル・トレーニングプログラム 受講者募集案内」を A4 判 

(全 4 ページ)で作成した（資料 1）。このリーフレットには、事業目的と対象、プログ 

ラムの方法等の概要をまとめ、本トレーニングプログラムがターゲットとしている 

受講対象がリクルートできるようにした。 

 

③受講者のリクルート方法 

ベーシック・プログラムのリクルート方法は、リーフレットおよび参加申込書（資料 

2）を、へき地診療所 833 施設、へき地医療拠点病院 277 施設、栃木県医療機関 109 施 

設、訪問看護ステーション（栃木県 40 施設、茨城県 67 施設、群馬県 104 施設）、受講 

者所属施設 27 施設、計 1,457 施設へ郵送した。募集期間は約 1か月間とし、募集人数 

は各科目 10 名とした。 

フォローアップ・プログラムのリクルート方法は、リーフレットおよび参加申込書 

（資料３）を Moodle 上で提示し、併せて平成 27 年度・平成 28 年度修了生 47 名およ 

び平成 29 年度修了生 43 名に対し、メール配信および郵送した。募集人数は各科目 6 

名とした。 

 

④実施方法 

    e ラーニングであるベーシック・プログラムの「高齢者看護１（急性期）」「高齢 

者看護２（終末期）」「高齢者看護３(認知症)」「退院支援・調整と多職種連携」「看護 

研究」は、1 週間に 1 回ずつ Moodle 上にアップしていった。 

演習科目であるフォローアップ・プログラムの「高齢者看護演習１(急性期)」、 

「高齢者看護演習２(終末期)」、「高齢者看護演習３（認知症）」「退院支援・調整と 

多職種連携演習」は、自治医科大学看護学部にて集合研修を実施した。「看護研究フォ 

ローアップ研修」は e-メールまたは個別対面指導とした。 

 

   

          

 

 



資料１ 資料１ 
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送信先 FAX: 0285-44-7257 自治医科大学看護学部 地域ケア実践開発事業事務局 宛 

地域ケアスキル・トレーニングプログラム参加申込書 
該当する項目の□内に✓印をご記入ください。 

希望する時期と科目名 

□ 1.高齢者看護（急性期） 

□ 2.高齢者看護（終末期） 

□ 3.高齢者看護（認知症） 

□ 4.退院支援・調整と多職種連携 

□ 5.看護研究Ⅰ 

ご芳名(ふりがな)【年齢(開講時)】  【満    歳】 

所属施設名(配属部署名)                 (               ) 

現在の職位 □ スタッフ  □ 主任  □ 師長 □ その他(           ) 

自治医科大学職員番号 (自治医科大学関係者のみ記載要) 

取得資格等 

□ 看護師 □ 助産師 □ 保健師 □介護支援専門員 

□ 認定看護師(分野                         ) 

□ 専門看護師(分野                         ) 

□ その他(                                                  ) 

看護師資格取得後の実践経験 

経験した部署およびその期間について具体的にお書きください 

(例)泌尿器科2年 外科・内科混合病棟3年8ヶ月  計 5年 8ヶ月 

連絡可能なメールアドレス 

(取得アドレスすべてに記入し、通

常使用しているものに✓印を記入

してください) 

□携帯電話                    ＠ 

□パソコン                    ＠ 

□自治医科大学        ＠jichi.ac.jp 

学習する場の通信環境 

(複数該当する場合、すべてに✓印

を、最もよく利用するものに◎印を

つけてください) 

有線通信 

  □ISDN、 ブロードバンド: □ADSL □CATV  □光ファイバー 

無線通信 

□ 無線 LAN、□モバイル通信(3G,LTE)  □WiMAX・WiMAX2.1 

学習で使用する通信機器 

(使用できる機器にすべてに✓印

を、主な使用機器に◎印をつけて

ください) 

 □パーソナルコンピューター   □タブレット 

 □スマートフォン   □携帯電話   □CATV 

 ＊タブレットの貸出希望   □ 有     □ 無 

オリエンテーションへの参加 
7月 28日(金) 13時 開始 

 □ 参加  □ 不参加 

特定行為研修の 

受講希望の有無 

□ 有 （  月から予定 /  月から予定 ） 

□ 無 

注) 受講科目の登録には自治医科大学メールアドレスが必要です。現在自治医科大学メールアドレスを取得しているか否かに関
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わらず、受講用に記入された情報に基づいて本事業事務局で新規申請を代行いたします。 



＜開催スケジュール＞

科目

高齢者看護演習１（急性期）

高齢者看護演習３（認知症）

高齢者看護演習２（終末期）

高齢者看護演習４

（退院支援・調整と多職種連携）

看護研究

２．ふりがな

３．ご芳名　　　【年齢】

４．所属施設名（配属部署名）

５．現在の職位

 □認定看護師（分野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 □その他（　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７．資格取得後の実践経験

８．地域ケア　メールアドレス

９．連絡先　　メールアドレス

１０．連絡先アドレスのフリガナ

＊看護研究申し込みの方

１１．タブレット貸し出し希望

H２９年度修了見込みでお申し込みの方は、４～７について変化が無い場合省略して頂いて結構です。

H２８年度以前の修了生の方はお手数ですが全てご記入ください。

申し込みは、メールに添付またはFAXか郵送で下記までお願いいたします。
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 □　高齢者看護演習３（認知症）

 □　高齢者看護演習４   退院支援・調整と多職種連携

１．希望する演習科目名

　【満　　　　　　　歳】

 □　看護研究

 □　高齢者看護演習１（急性期）

 □　高齢者看護演習２（終末期）

地域ケアスキル・フォローアップ・プログラム参加申し込み書　

自治医科大学　大学院看護学研究科　日本型地域ケア実践開発研究事業　事務局　宛

2017年11月9日（木）
スキルズラボⅤ  9：00～12：30

該当する項目の□に✓を入れ、必要事項をご記入ください。

開催日
　　　　 会場

（自治医科大学看護学部）
時間

中教室 １ 13：30～17：00

2018年2月19日（月）

 9：00～12：30

13：30～17：00

※個別に３回程度対面指導またはeメールによる支援

ケアラボ １

スキルズラボⅥ

送信先　FAX：0285-44-7257　　Email：cntrial@jichi.ac.jp

 　　　　　　　　〒329-0498　下野市薬師寺3311-159

　　　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学　日本型地域ケア実践開発研究事業事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：0285－58-7408

申込期間……高齢者看護１、３、看護研究：平成２９年９月２5日（月）～平成２９年10月31日（火）17時（必着）

　　　　　　　　　＠

 □有　　　　　　　　　　　　　　□無

                            ※インターネット回線は、各自で準備して頂く必要があります。

ｃｎ　　　　　　　　　　　　＠jichi.ac.jp

 □スタッフ　　　□主任　　　□師長　　　□その他（　　　　　　　　　）

※具体的にご記入ください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例）泌

尿器科２年　外科・内科混合病棟３年８ヶ月　　計５年８ヶ月

６．取得資格等

 □看護師　　□助産師　　□保健師　　□介護支援専門員

 □専門看護師（分野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申込期間…………高齢者看護２、退院支援：平成２９年９月２5日（月）～平成２９年12月31日（日）17時（必着）

資料３
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２）高度医療と地域医療をつなぐ看護職の役割拡大に関するニーズ 

本研究事業を開始する前年に、地域医療に求められる実践能力とリーダーシップ性を強化し

たキュアとケアを統合する地域包括ケアのリーダーを担う高度実践看護師の育成のための教育内

容について示唆を得ることを目的に調査を実施し、本研究事業において、その結果を分析した。 

 

①調査方法：調査項目は、倫理的問題、コンサルテーション等看護援助に関すること、判断を含

めた医療技術に関すること、教育体制や医療・ケア連携体制等看護管理に関することとし、郵

送による無記名自記式質問紙調査により調べた。 

 

②調査対象：ａへき地医療拠点病院 261施設、ｂａ以外の単科ではなく、産科や小児科がある 100

床以上 400床未満の医療機関 268施設の看護職、各 3名とした。 

 

③調査期間：平成 24年 11月 13日～平成 25年 1月 10日 

 

④回収数（回収率）： 

ａへき地医療拠点病院（各施設 3人、配付数 783） 回収数（率）281（35.9％） 

ｂ100床～400床未満・単科ではない・産科や小児科がある施設（各 3人、配付数 804） 

回収数（率）233（29.0％） 
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⑤調査結果 

Ａ 回答者の概要 

 

 

 

看護職としての実務経験年数と年代
へき地医療拠点病院 平均年数２７．６±５．９年 最小年数１０年 最大年数４０年
一般病院 平均年数２５．０±６．８年 最小年数１０年 最大年数３８年

0

10

20

30

40

50

60

70

20～29 30～39 40～49 50～59 60以上 無回答

へき地医療拠点病院 一般病院

％

歳

看護師資格の取得と職位

41.6

45.6

41.2

42.3

17.2

12.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般病院（N=233）

へき地医療拠点病院(N=281）

師長 主任 その他

％

看護師資格取得者数（率） へき地医療拠点病院 ２６９（９５．７％）
一般病院 ２３０（９８．７％）
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Ｂ 回答者の所属医療機関の概要 

 
 

 

所属医療機関の病床数

43.1

32.2

19.2

34.3

20.3

30.9

17.4

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

へき地医療拠点病院

一般病院

100～199床 200～299床 300～399床 無回答

％

0

10

20

30

40

50

60

70

へき地医療拠点病院の
支援地域の特徴

％

一般病院の所在する自治体規模

％
指定都市・

政令市, 
10.7

中核市, 
7.3

市（20万以

上30万未

満）, 7.3

市（10万以

上20万未

満）, 18.5

市（3万以

上10万未

満）, 38.2

町, 9.4 不明・無回

答, 8.6
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Ｃ 看護師が行えることによって患者に利益がもたらされると考える程度 

 

 

 

 

 

42
42

105
95

89

93

25 19

66 54

120
115

121 104
146 120

18 14 14 16
32 33

152
122

145 110

135

94

103
78

130 105

136

100
142 109

119 105

44

62 76
71

123 95

61 48

25 19

43 33

109
100

50 50

19 13 13 15
12 6

107

100 122

95

85 73

20 17

5
5 11 10

41 31
30 20

4 2 2 3 2 1

96

50 59
46

36 27

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

状態が変化

した時の検

体検査の実

施の決定お

よび結果の

評価

12誘導心電

図検査の実

施および結

果の評価

感染症検査

（ｲﾝﾌﾙｴﾝ

ｻﾞ・ﾉﾛｳｨﾙｽ

等）の実施

の決定およ

び実施

単純Ｘ線撮

影の部位・

実施時期の

判断

経管栄養用

の胃管の挿

入、入れ替

え

末梢静脈

ルートの確

保と輸液剤

の投与

導尿・膀胱

留置カテー

テルの種

類、挿入及

び抜去実施

時期の判断

導尿・膀胱

留意カテー

テルの挿入

の実施

血液透析・

ＣＨＤＦ（

持続的血液

濾過透析）

の操作、管

理

ＮＰＰＶ（

非侵襲的陽

圧換気療

法）開始、中

止、モード設

定

褥創の壊死

組織の

シャープデ

ブリートマ

ン・止血

強く考える 考える あまり考えない 考えない 無回答
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Ｃ 看護師が行えることによって患者に利益がもたらされると考える程度（つづき） 

 

 

 

 

 

 

72 
70

3 
11 

81 
78 

8 
16 11 

19 
6 

23 
15 19 29 

32 31 
38 

66 59 

6 

151 109

42 
34 

150 

122 

85 

75 
89 

78 

86 

71 

68 
54 

118 

100 
127 

90 

116 
102 

22 
18 

44 
41

131 
106 

37 
24 

109 

97 

112 

93 

118 

84 

113 

109 

89 
68 80 74 

64 
40 

105 
85 

11 10

97 
78 

11 6 

71 

40 
61 

38 
65 50 

80 

48 
42 30 39 28 33 27 

148 121 
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点
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点
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点
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へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

へ
き
地
拠
点

一
般

呼吸不全患

者への気道

確保、マスク

換気

熱傷壊死組

織のデブ

リードマン

酸素投与の

開始、中

止、投与量

の判断

人工呼吸器

モードの設

定条件の判

断

人工呼吸器

装着中の患

者のウィニ

ングスケ

ジュール作

成と実施

硬膜外

チューブか

らの鎮痛剤

の投与、投

与量の調整

血糖値に応

じたインスリ

ン投与量の

判断

ＷＨＯ方式

がん疼痛治

療法等に基

づく痛みの
強さや副作

用症状に応

じたオピオイ

ドの投与量

調整

ＷＨＯ方式

がん疼痛治

療方法等に

基づく痛み

の強さや副

作用症状に

応じた非オ

ピオイド・鎮

静補助薬の

選択と投与

量調整

心停止患者

への電気的

除細動の実

施

血管結紮に

よる止血

強く考える 考える あまり考えない 考えない 無回答
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Ｄ 看護実践にかかわるコンサルテーション及び倫理調整の課題等 

 

 

 

0 20 40 60 80

その他

安全を保つための指導を守らない患者や家族への対応が

わからないとき

医療上の指示や指導を拒む患者や家族への対応が

わからないとき

死にたいと訴えたり、自傷行為をする患者への対応が

わからないとき

攻撃や非難をしてくる患者への対応がわからないとき

精神状態が不安定な患者への対応がわからないとき

大人のなかに子どもの患者がいるため、

子どもの看護を中心に考えにくいとき

患者の気持ちや考えと家族の気持ちや考えが異なり、

調整が難しいとき

家族の気持ちや考えがくみ取れないとき

患者の気持ちや考えがくみ取れないとき

一般病院 へき地医療拠点病院

患者・家族の直接ケア上の困難・困惑で相談したいとき
（複数回答 ３つまで）

％

医療チームとしての困難・困惑で相談したいとき
（複数回答 ３つまで）

％
0 20 40 60 80

その他

予後不良または余命がわずかな患者またはその家族

への対応がわからないとき

医療上必要な方法が患者や家族の生活では実施が

困難なとき

考え方や行動が改善しない病棟スタッフに対する指導

方法

看護業務に関する考え方が他の職員と異なるとき

看護方法や考え方が病棟スタッフと異なるとき

看護方法や考え方が看護管理者と異なるとき

治療方針・方法と看護方針・方法が一致しないとき

一般病院 へき地医療拠点病院
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Ｅ 地域連携に関する活動 

 

退院支援において困難が生じやすい場合
（複数回答）

％0 20 40 60 80 100

その他

患者が居住する地域の保健医療福祉資源が乏しい

治療疾患以外に障害（知的・身体・精神・発達）を

もっている小児

治療疾患以外に障害（知的・身体・精神・発達）を

もっている成人・高齢者

高齢者世帯など家族の介護力が期待できない・弱い

生活保護受給者

外国人

小児

独居高齢者以外の単身者

独居高齢者

一般病院 へき地医療拠点病院

所属部署 の看護実践能力の向上のために必要なこと 

（複数回答 ３つまで） 

％ 
0 20 40 60 80 

その他 

災害等の危機管理に関する認識を高めること 

感染管理に関する認識を高めること 

患者や家族からの苦情に対する対応力を高めること 

看護業務の効率や改善に関する認識を高めること 

看護業務に関する費用に関する認識を高めること 

福祉職など看護職以外の専門職の役割、協働方法に関する 
知識を増やすこと 

夜勤帯や訪問看護などで、一人で判断する自信を高めること 

生涯教育への認識を高めること 

看護の根拠に関する認識を高めること 

一般病院 へき地医療拠点病院 
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地域連携活動に困難が生じる原因
（複数回答）

％

0 20 40 60

その他

患者の居住地の社会資源が乏しい

あなたの病院が所在する地域の社会資源が乏しい

あなたの病院の医療スタッフと周囲の保健医療福祉機関のス

タッフが話し合う機会がない

あなたの病院と周囲の保健医療福祉機関とのネットワークがな

い

退院支援やその他の地域連携活動について、看護職と病院内

他職種が話し合う機会がない

退院支援やその他の地域連携活動について、看護職と病院内

他職種が話し合う機会がない

病院内各部署の役割分担が明確でない

病棟内の役割分担が明確でない

地域連携に関わる看護実践について看護職の力量を高める教

育体制がない

看護職のマネジメント力、コーディネート力の不足

あなたの病院が所在する地域の社会資源についての看護職の

理解不足

看護職の保健医療福祉制度の理解不足

一般病院 へき地医療拠点病院

地域連携活動に関して看護職に求められること
（複数回答 所属医療機関で重要だと思うもの５つ以内）

％
0 10 20 30 40 50

その他

家族への看護や家族との調整力

ターミナル期の看護（看取り時の看護を含む）

療養生活指導

訪問看護

要介護者のケアマネジメント

退院後の生活環境整備

独居高齢者の退院支援

看護師長など職位を活かした患者・家族への働きかけ

患者・家族の思い・希望を聞く時間の確保

保健所や市町村保健福祉部署との連携

介護支援専門員など病院が所在する

地域の保健医療従事者との連携

併設施設も含めて自施設の地域における役割の理解

他職種から情報収集できること

医師との調整力

病院の所在地域の社会資源の理解

保健医療福祉制度の理解

病院の所在地域の人々との交流等による住民性の理解

病院の所在地域の地域特性の理解

一般病院 へき地医療拠点病院
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Ｆ 院内教育プログラムの課題 

 
 

 

新人研修の課題
（複数回答）

％
0 10 20 30

その他

マンネリ化しており新規性に欠ける

社会動向や医療環境を踏まえていない

看護職個々の学習ニーズや目標を考慮してい

ない

業務で生じている課題の解決につながらない

看護実践能力の向上につながらない

教育目標が明確でない

一般病院(N=219） へき地医療拠点病院(N=259）

クリニカルラダーレベル別研修の課題
（複数回答）

％
0 5 10 15 20 25

その他

マンネリ化しており新規性に欠ける

社会動向や医療環境を踏まえていない

看護職個々の学習ニーズや目標を考慮して

いない

業務で生じている課題の解決につながらない

看護実践能力の向上につながらない

教育目標が明確でない

一般病院(N=１56） へき地医療拠点病院(N=196）
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Ｇ 調査結果から求められる教育内容 

－事例や演習を含めた実践的知識とスキルトレーニング－ 

■家族看護アセスメントと家族関係の調整方法 

■患者と医療者の安全に関する精神症状や問題行動のアセスメントと対応方法 

■医療チーム、特に医師とのアサーティブなコミュニケーションのスキルトレーニング 

■地域包括ケアチームにおける他職種連携に関する理論と方法 

■家族の介護力が期待できない、または当該地域に社会資源が少ない場合の他院支援スキル 

 （独居高齢者、高齢者世帯、単身者、障がい者等） 

■保健医療福祉制度の理解と退院調整・退院支援にかかわるマネジメント力・コーディネート力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダー研修の課題
（複数回答）

0 5 10 15 20 25

その他

マンネリ化しており新規性に欠ける

社会動向や医療環境を踏まえていない

看護職個々の学習ニーズや目標を考慮して

いない

業務で生じている課題の解決につながらない

看護実践能力の向上につながらない

教育目標が明確でない

一般病院(N=１47） へき地医療拠点病院(N=192） ％
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３）医療機関における看護師の診療の補助行為実施の現状 

トレーニング内容、トレーニング方法、教材を検討するための基礎資料を得ること、プロト

コール作成及び安全管理体制の構築を含む地域ケア実践看護師の教育体制の構築を促進する又

は阻害する要素を検討するための基礎資料を得ることを目的に調査を実施した。 

 

①調査方法：調査項目は、【診療の補助行為（以下、特定行為とする）の経験及び取り決め事項・

プロトコールの有無の実態】、【実施にあたっての準備】、【実施のメリット・デメリット】、【実

施にかかわる課題と対応】、【看護師が実施できると良いと思う特定行為】、【研修対象として適

当と考えられる看護師】、【指導医候補者の有無】、【本研究事業による研修への参加意欲】、【看

護師の役割拡大と研修に関する課題として考えられること】とした。また、インテグラル理論

を参考にして看護師の内面・外面、組織の内面・外面の観点から、看護師の教育体制について

調べた。具体的には、対象施設の看護師全体の【特定行為に係る研修制度への関心】、【現任教

育への関心】、【医師との協働や役割分担について感じていること】（以上、看護師の内面）、対

象施設の【看護師の特徴（資格、卒業学校、年代、平均勤務年数等）】、【看護師全体の自己啓発

や研修参加の傾向】（以上、看護師の外面）、対象病院や看護部の【理念・目標】、【地域におけ

る役割意識】、【看護師のキャリア支援の考え方】（以上、組織の内面）、対象病院や看護部の【看

護師の教育体制・キャリア支援体制】（組織の外面）を調べた。 

調査方法は、対象施設を訪問し、インタビューを行った。 

 

②調査対象：８施設の看護師 22人。施設は５施設がへき地医療拠点病院（44床～150床）、3施

設が地域中核病院（173床～400床）であった。 

 

③調査期間：平成25年 9月～同年11月 
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④調査結果 

基礎情報 
＊性別：女性 22人、男性 0人 

＊年代：50代 14人、40代 6人、その他 2人 

＊看護師以外の有資格者（認定看護師、保健師など）：5人 

＊所属機関年数：最長37年、最短9年 

＊所属部署勤務年数：最長23年、最短0.5年 

＊職位：師長 10人、その他 10人、主任 2人 

＊現在職位年数：最長19年、最短が7か月 

＊現在所属部署：内科病棟 5人、外科病棟 1人、内科・外科等混合病棟 4人、 

訪問看護ステーション 1人、その他 11人 

＊経験所属部署：内科が最多で13人、次いで内科・外科混合病棟11人 

2つ以上の部署経験者は14人 

「よく実施する」「ときどき実施する」特定行為群 
＊22人中16人は何らかの特定行為を実施、6人（看護部所属4人、内科･外科混合病棟勤務の2人）は全く実施してい

ない 

＊全く実施していない施設はなし 

・Ｄ薬剤投与①、Ｋ呼吸器系②：各7人 

・Ｅ薬剤投与②、Ｇ薬剤投与④：各6人 

・Ｍ創傷管理：4人 

・Ｌ術後管理：3人 

・Ａ脈関係（動脈）、Ｂ脈関係（静脈）、Ｆ薬剤投与③、Ｉ薬剤投与⑥、Ｊ呼吸器系①、：各2人 

・Ｃ循環器系、Ｈ薬剤投与、Ｎろう孔カテーテル管理：各1人 

多い順 「よく実施する」「ときどき実施する」特定行為 N=16 人数 

1 Ｄ薬剤投与①：147-1持続点滴投与中薬剤（降圧剤）の病態に応じた調整 7 

2 Ｅ薬剤投与②：131病態に応じたインスリン投与量の調整 

Ｋ呼吸器系②：63人工呼吸管理下の鎮静管理 

各6 

3 Ｄ薬剤投与①：152-1持続点滴投与中薬剤（カテコラミン）、153-1（利尿剤）、175-1（糖質輸液、

電解質輸液）の病態に応じた調整 

Ｇ薬剤投与④：170-1臨時薬剤（抗精神病薬）の投与 

各5 

4 Ｄ薬剤投与①：151-1持続点滴投与中薬剤（K,Cl,Na）の病態に応じた調整 

Ｇ薬剤投与④：171-1臨時薬剤（抗不安薬）、165-1（抗けいれん剤）の投与 

Ｍ創傷管理：69・70-2褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデブリードマン、74創傷の陰圧閉鎖療

法の実施 

各4 

5 Ａ脈関係（動脈）：2直接動脈穿刺による採血 

Ｂ脈関係（静脈）：82中心静脈カテーテルの抜去 

Ｆ薬剤投与③：133脱水の程度の判断と輸液による補正 

Ｉ薬剤投与⑥：178-1抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の調整・局所注射の実施 

Ｊ呼吸器系①：59経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節 

Ｋ呼吸器系②：57気管カニューレの交換 

Ｌ術後管理：89胸腔ドレーン低圧持続吸引中の吸引圧の設定・変更 

各2 

6 Ｃ循環器系：93「一時的ペースメーカー」の操作・管理 

Ｆ薬剤投与③：154-1（高カロリー輸液）の病態に応じた調整 

Ｋ呼吸器系②：64人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施 

Ｌ術後管理：182硬膜外チューブからの鎮痛剤の投与、投与量の調整 

Ｎろう孔カテーテル管理：113膀胱ろうカテーテルの交換 
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＊実施の経緯 
・夜間や休日など医師不在時や多忙時にも患者のためにタイムリーに対応できるようにするため(4) 

・患者の状態の変化に迅速に対応できるようにするため(4) 

・緊急で医師が行けない場合や、往診と往診の間に必要性が生じ、次の往診を待っていられない場合（訪問看護） 

・医師が短期派遣で入れ替わりが多く、慣れていなかったり、指示が一定しなかったりしたため、プロトコールを作成

し、看護師によって一定して実施できるようにした。 

・外来中のコールにより外来診療を妨げることが多く、医師の負担を軽減するため 

・医師の求めに応じて(2) 

・電子カルテ導入により事前指示を明確に得られるようになったことを契機に(2) 

・加算の関係で化学療法外来に認定看護師が配置されたことを契機に実施 

＊プロトコール又は実施上の取り決めについて 
・医師の事前・入院・緊急時の具体的な指示が電子カルテ上（又は指示書）にあり、看護師が患者の状態をアセスメント

し、指示範囲内であれば実施：7人 

・マニュアルの作成（Ｊ呼吸器系①：59 経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節）やラムゼイ鎮静スケール又はラスス 

ケールの活用（Ｋ呼吸器系②：63人工呼吸管理下の鎮静管理）：1人 

・医師の口頭指示：1人 

・なし：7人 

＊実施にあたっての準備 
・医師による指導（Ｋ呼吸器系②：57気管カニューレの交換、63人工呼吸管理下の鎮静管理）：2人 

・医師、看護師等による勉強会（Ｊ呼吸器系①：59経口・経鼻気管挿管チューブの位置調節、Ｋ呼吸器系②：63人工呼吸

管理下の鎮静管理、64 人工呼吸器装着中の患者のウィーニングの実施、Ｍ創傷管理：74 創傷の陰圧閉鎖療法の実施 

Ｎろう孔カテーテル管理：113膀胱ろうカテーテルの交換）：4人 

・医師･看護師・薬剤師による検討と月1回の会議による継続した見直し（Ｉ薬剤投与⑥：178-1抗癌剤等の皮膚漏出時の

ステロイド薬の調整・局所注射の実施）：1人 

・経験のある看護師から経験のない看護師への個別指導：2人 

・資料の配付：1人 

・特になし：9人 

＊実施のメリット 
・患者等への迅速かつタイムリーな対応、患者の満足度が高まること：10人 

・患者への統一した対応：3人 

・医師の負担軽減：1人 

・医師を待つ時間を看護業務に反映できる：1人 

・患者の長期的な経過を考慮したより良い医療の提供：1人 

・患者と看護師の関係構築やアセスメント力等の看護の質向上につながる：1人 

・無回答：5人 

＊実施のデメリット 
・医師が患者をみる時間が少なくなることへの懸念、看護師任せになるのではないかという懸念：3人 

・指示内容を看護師がうまく実施できなかった場合や、トラブルが生じた場合の対応が不明確：3人 

・本来の看護業務が実施できなくなることへの懸念：1人 

・医師や他職種に診療の補助としか理解されないのではないかという懸念：1人 

・看護師の力量差：1人 

・認定看護師との役割分担が不明確：1人 

・指示を出した医師に限定されている：1人 

・無回答、なし：10人 
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＊実施にかかわる課題と対応 
・看護師によるばらつきをなくすこと（プロトコールの作成や勉強会実施の必要性）：3人 

・看護師に今以上に薬剤に関する知識が求められる：2人 

・看護師に今以上に異常を早期発見する力（アセスメント力）が求められる：1人 

・（医師、看護師と）患者・家族との関係性が良好であることが前提：1人 

・医師と看護師、他職種間の院内の連携が良好であることが必要：1人 

・医師による考えの違いにより科や病院全体で統一したプロトコールの作成が困難：1人 

・医師の指示が不明確な場合や看護師だけで判断することが困難な場合には、医師に連絡して確認できるようにしておく

ことが必要：1人 

・トラブルが起こった後に振り返りを必ず実施するようにすること：1人 

・最新の情報を入手できるようにしておくこと：1人 

・医師と看護師の判断が異なることが生じた場合：1人 

・特になし・無回答：12人 

＊看護師が実施できると良いと思う特定行為（現在の実施の有無にかかわらず）対象：12人 

・特定行為を看護師が実施することを、大いに支持する：2人、支持する：10人 

・看護師が実施できると良いと思う特定行為は、 

Ｋ呼吸器系②：10人 

Ｍ創傷管理：4人 

Ｎろう孔カテーテル管理：3人 

Ｅ薬剤投与①、Ｆ薬剤投与②、Ｉ薬剤投与⑥、Ｊ呼吸器系①、Ｌ術後管理：各2人 

Ａ脈管系（動脈）、Ｄ薬剤投与①、Ｇ薬剤投与④、Ｈ薬剤投与⑤：各1人 

 

人工呼吸器装着の患者や褥瘡患者を対象とした特定行為が比較的多い。 

＊研修対象として適当と考えられる看護師 
 臨床経験が豊富で（概ね10年以上）、特定行為のみにならず看護の視点を大切にしながら、患者の全身状態をアセス

メントでき、医師・看護職間に信頼がある人という条件が挙がっていた。認定看護師を挙げる者も多かった。 

＊自施設に指導医候補者はいるか （対象：3施設8人） 

・「いる」：3人、「難しいが可能性はある」：3人、「難しい」：2人 

＊本研究事業による研修への参加意欲（対象：6人） 

 意欲あり：6人 

＊看護師の役割拡大と研修に関する課題として考えられること 
 特定行為を実施する看護師の責任の範囲と所在に関する課題を挙げた者が多かった。また、病院・組織のバックアップ

と受講生の相談役の確保が課題として挙がっていた。 

＊教育体制構築に影響する可能性のあること 
・認定看護師と本研究事業による研修の受講者それぞれの立場や役割の整理 

・研修受講者の所属する施設の看護職のキャリアアップや自己啓発に関する意識、看護職マンパワー 

・研修受講者の所属する施設・看護部の理念・基本方針 

→研修受講者の所属する施設（病院、看護部）が、本研究事業による研修受講者にどのような役割を発揮してもらいたい

と考えているか、その考えや目的が明確になるようにすること 
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４）離島、山村過疎地域を含む地域で実践している看護職の現任教育ニーズ 

地域特性を考慮した、卓越した地域ケア実践看護師に必要なスキルを明確化し、地域ケア実践

看護師を対象とした教育プログラムの教育内容・教育方法・教育体制への示唆を得ることを目的

に、平成 25年度にグループインタビューを実施した。 

 

①調査対象及び方法 

 

②調査対象の概要 

1Gの調査対象は、性別は女性、平均年齢 52.5歳（無回答 1名）、臨床経験年数は平均 25.8年、

「スタッフ」である者が２名、看護管理者３名であった。2Gの調査対象は、性別は女性、平均年

齢 53.4歳、臨床経験年数は平均 29年、「主任・副師長・師長」である者が 4名、看護管理者 1名

であった。3Gの調査対象は、性別は女性、平均年齢 53.7歳（無回答 3名）、臨床経験年数は平均

24.7年、「主任・副師長・師長」である者が 4名、看護管理者 2名であった。 

 

③調査結果の概要 

教育内容は、【（医師との関係構築も含めた）コミュニケーション技術】、【調整力】、【退院調整・

地域連携】、【フィジカルアセスメント力】、【総合的な対象理解】、【判断力】、【論理的に説明する

力】、【患者・家族に説明できる力】、【褥瘡、皮膚ケア】、【看取り】、【救急処置・検査】、【安全性

を担保できる医療処置技術】、【慢性疾患管理ができる技術（褥瘡管理、疼痛管理、血糖管理）】が

求められていた。 

また、教育方法としては【事例学習】であること、現地で学べるように【ICT技術の活用・eラー

ニング】、【実践現場を活用した教育方法】が求められると同時に、【集合研修】の必要性が指摘さ

れた。学習効果を高めるためには、【単発で終わらない研修】、【積み重ねが出来るプログラム】が

必要であること、離島の特性を活かした【島同士が繋がるプログラム】、【離島ならではの、看護

の原点を再確認できるプログラム】への要望があった。 

さらに教育体制では、現地での研修を支えるために【現地研修時の支援】、【相談支援のフォロー

アップ体制】、マンパワー不足でも学習機会が確保できるように【マンパワーを補填する体制】が

求められ、【研修期間半年以上は困難】であることが示された。現地ではPCを活用できる環境で

はないこと、PC操作に不慣れな者もいることから【eラーニングができる環境づくり】が必要で

あること、教育体制構築には医師を中心とした【院内の協力・理解を得る】ことが不可欠である

ことが示された。現在、すでに工夫されている教育体制として【研修内容の院内共有】、【院内縦

断的に活動できる体制】、【在宅看護が経験できる勤務シフトの構築】が紹介された。 

日時 場所 対象者 ファシリテーター オブザーバー 記録

1G
2月28日（金）
9：30～11：30

自治医科大学
北関東圏内の地域病院・訪問看護
ステーションに勤務する看護職5人

小原泉
塚本友栄

成田伸 島田裕子

2G
3月1日（土）
11：00～13：00

フクラシア東京ス
テーション

山村過疎地域にあるへき地医療拠
点病院・診療所に勤務する看護職
5人

永井優子
浜端賢次

春山早苗 石井慎一郎

3G
3月2日（日）
9：30～11：30

フクラシア東京ス
テーション

離島にあるへき地医療拠点病院・
診療所に勤務する看護職6人

春山早苗
横山由美

本田芳香
中村美鈴

青木さぎ里
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３．地域ケアスキル・トレーニングプログラム検討の経緯 

全体研究代表者 春山早苗 

１）平成26年度 

平成 25 年度の調査における地域医療現場の看護師が強化したい看護実践内容を表 1 に示す。

この結果からトレーニングプログラムの項目案として、【フィジカルアセスメント】（特に高齢者）、

【高齢者看護】（急性期、看取り、認知症を含む）、【根拠に基づく看護】（臨床判断、臨床推論）、

【在宅ターミナル看護】、【家族看護】（特にターミナル期、看取りにおける看護援助）、【退院支援

と多職種連携】、【保健活動方法】、【地域アセスメント】、【臨床薬理学】、【褥瘡管理とスキンケア】、

【糖尿病の食事管理・血糖管理】等が考えられた。これに、厚生労働省が検討していた「特定行

為に係る看護師の研修制度（案）」における共通科目及び区分別科目も参考にして、トレーニング

プログラム＜科目＞（第1次）（表2-1）を決定した。 

 

表1 地域医療現場の看護師が強化したい看護実践内容とトレーニングプログラムの項目案 

強化したい看護実践内容 
トレーニング 
プログラム 
の項目案 

へき地診療所調査 
結果から 

看護職の役割拡
大に関するニー
ズ調査結果から 

医療機関 
訪問調査 
結果から 

地域特性や施設機能別グループ
インタビュー調査結果から 

・医師不在時に対応で
きる初期救急対応 

  ・救急対応（処置・検査）（山村過疎）  

・患者の変化を捉えら
れるアセスメント力 

・患者と医療者の
安全に関する精
神症状や問題行
動のアセスメン
トと対応方法 

・異常を早期
発見する力
（アセスメ
ント力） 

・高齢者が多く、高齢者のフィジカ
ルアセスメント力（訪看・地域） 

・アセスメントを看護記録に適切に
記載する力（訪看・地域） 

・医師の指示であるサチュレーショ
ンや酸素流量等の値だけでなく、
観察等によるアセスメントも併せ
て判断すること（山村過疎） 

【 フィジカルアセスメント力
】 
・特に高齢者 
・特定行為とアセスメント 
・記録 

   ・高齢者の総合的な理解（合併疾患、
人生）（訪看・地域） 

・高齢者に対する相談的対応技術
（コミュニケーション力）（山村
過疎） 

・急性期から看取り、認知症まで高
齢者の健康問題にマルチに対応で
きる力（離島） 

【高齢者看護】 
・総合的な理解 
・コミュニケーションと相
談的対応技術 
・急性期 
・看取り 
・認知症 

   ・総合的な対象理解（離島）  
・臨床推論にかかわる
知識 

  ・気づきから根拠に基づき判断する
力（訪看・地域） 

・根拠に基づく看護計画の立案 
（離島） 
・判断や援助の根拠を説明できる力
（離島） 

【根拠に基づく看護】 
・臨床判断に関する知識 
・臨床推論 
・判断や援助の根拠を
説明する力 
・根拠に基づく看護計画
の立案 

・在宅療養（ターミナ
ルケアを含む）を医
師と協働しながら支
えられる看護実践能
力 

  ・終末期における経口摂取等にかか
わる家族との調整力（訪看・地域） 

・看取りの力（山村過疎） 
・疼痛管理（訪問診療・訪問看護）
（離島） 

【在宅ターミナル看護】 
・看取りの援助  
・経口摂取と輸液管理 
・疼痛管理 
 

 ・家族看護アセス
メントと家族関
係の調整方法 

 ・終末期における経口摂取等にかか
わる家族との調整力（訪看・地
域） 

・看取りに向けた家族の受容を促し
本人と家族の希望を調整する力
（訪看・地域）(離島） 

・患者・家族との関係づくりと患者・
家族の思いを汲み取り、それに沿
った看取りを含む在宅療養支援
（山村過疎、離島） 

・終末期の患者に安心をもたらすコ
ミュニケーション力（山村過疎、
離島） 

 

【家族看護】 
・特にターミナル期、看
取りにおける家族援助
と、家族との調整力 
・本人・家族の思いや希
望に沿った援助 
・家族との関係構築とコ
ミュニケーション 
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表 地域医療現場の看護師が強化したい看護実践内容とトレーニングプログラムの項目案（つづき） 

強化したい看護実践内容 
トレーニング 
プログラム 
の項目案 

へき地診療所調査 
結果から 

看護職の役割拡
大に関するニー

ズ調査 
結果から 

医療機関訪
問調査 
結果から 

地域特性や施設機能別グループ
インタビュー調査結果から 

・医師と協働しながら
慢性期患者に対応で
きる看護実践能力 

・医療チーム、特に
医師とのアサーテ
ィブなコミュニ 
ケーションのス
キルトレーニン
グ 

 

・判断やそれに基づく対処方法及び患
者・家族の思いを医師に説明する力 
（訪看・地域、離島） 
・医師との関係づくりと医師をも動か 

す力（山村過疎、離島） 

【医師とのアサーティブ
なコミュニケーションス
キル】 
・医師との協働 
・医師に説明する力 
・医師を動かす力 

・関係職種と連携しな
がら継続した看護を
実現できる実践能力 

・地域包括ケアチー
ムにおける多職種
連携に関する理論
と方法 
・家族の介護力が期
待できない、又は
当該地域に社会資
源が少ない場合の
退院支援スキル
（独居高齢者、高
齢者世帯、単身者、
障がい者等） 
・保健医療福祉制度
の理解と退院調
整・退院支援にか
かわる、マネジメ
ント力・コーディ
ネート力 

 ・退院調整や地域連携、行政（市町村
保健師）との連携に関する知識・技 
術・調整力（山村過疎、離島） 

・実践をとおした退院調整や行政（市
町村保健師）との連携（山村過疎） 

・在宅療養への移行に伴う訪問看護・
訪問介護との連携や環境調整（山村 
過疎、離島） 

【退院支援と多職種連
携】 
・多職種連携（看護・介
護・行政）に関する理
論と方法 
・保健医療福祉制度の理
解 
・退院調整・退院支援に
かかわる、マネジメン
ト力・コーディネート力 
・社会資源が少ない場合 
の退院支援スキル（独
居高齢者、高齢者世
帯、単身者、障がい者
等） 

・保健活動のための実
践力 

   【保健活動方法】 

   ・地域の特性や個別性 【地域アセスメント】 
  ・看護師による

ばらつきをな
くす（プロト
コールの作
成） 

・安全性を担保できる医療処置技術
（離島） 

 

  ・薬剤に関する
知識 

 【臨床薬理学】 

   ・褥瘡や湿疹等の皮膚トラブル（訪看・
地域） 
・皮膚疾患に関する処置や処方（訪看・
地域） 
・患者を待たせないためにデブリード
マン（山村過疎） 
・原理・原則に基づく褥瘡ケア（山村過
疎） 
・褥瘡管理（訪問診療・訪問看護）（離
島） 

【褥瘡管理とスキンケア
（デブリードマン含む）】 

   ・糖尿病の食事管理・血糖管理（訪問診
療・訪問看護）（離島） 

【糖尿病の食事管理・血
糖管理】 

   ・患者を待たせないために酸素流量の
調整（山村過疎） 

【酸素流量の調整】 

   ・医師の指示に基づく発熱患者への対
応（山村過疎） 

【医師の指示に基づく発
熱患者への対応】 
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２）平成27年度 

平成27年10月から施行されることとなった「特定行為に係る看護師の研修制度」の共通科目

及び区分別科目や、前年度のグループインタビュー調査の結果等に基づき、特定行為に係るトレ

ーニングプログラム（共通科目9科目）完成版及び地域ケアスキル・トレーニングプログラム（4

科目）第2次試案を作成した。また、特定行為に係るトレーニングプログラム（13の区分別科目）

のトレーニング方法及び教材を検討し、完成版を作成し、地域ケアスキル・トレーニングプログ

ラムについては追加科目を検討した。具体的には、研究メンバーの日頃の活動から地域ケア実践

看護師が看護研究に取り組むための支援の必要性が浮かび上がり、「看護研究」を追加することと

した。また、平成25年度に実施した離島や山村過疎地域を含む地域で実践している看護職へのグ

ループインタビューにおいて集合研修の必要性が指摘されたことから、「高齢者看護 4（演習）」

を追加することとした。平成27年度末時点で検討したトレーニングプログラム＜科目＞を表2-2

に示す。 

 

３）平成28年度 

本学では、大学の理念を踏まえ、平成27年8月に看護師特定行為研修センターを設置し、厚生

労働省が指定する研修機関に指定され、同年10月より看護師特定行為研修を開始した。これに伴

い、平成28年度からは、平成27年度に完成版を作成した特定行為に係るトレーニングプログラ

ム（共通科目9科目及び13の区分別科目）以外の科目を地域ケアスキル・トレーニングプログラ

ムとして本事業を進めていくこととした。 

平成 27 年度に作成した地域ケアスキル・トレーニングプログラム（ｅラーニングによる 4 科

目）の第2次試案実施の評価に基づき完成版を作成した。また、平成27年度に追加することとし

たｅラーニングによる「看護研究」及び集合研修による「高齢者看護4（演習）」の第1次試案を

作成した。「高齢者看護 4（演習）」はｅラーニングによる 4 科目受講者のフォローアップに位置

づけた。平成28年度の地域ケアスキル・トレーニングプログラムを表2-3に示す。 

 

４）平成29年度 

ｅラーニングによる「看護研究」及び集合研修による「高齢者看護4（演習）」について、平成

28年度における第1次試案実施の評価に基づき完成版を作成した。 

また、ｅラーニングによる5科目をベーシック・プログラム、演習科目である「高齢者看護 4」 

を急性期、終末期、認知症、退院支援・調整と多職種連携に分け、看護研究フォローアップ研修

を加えて、フォローアップ・プログラムとして実施した。平成29年度の地域ケアスキル・トレー

ニングプログラムを表2-4に示す。 

さらに、フォローアップ・プログラム修了者のフォローを目的に、LMS(Learning Management 

System)を活用したサポート・プログラムを構築した。 

 

 

 



表2-1　平成26年度トレーニングプログラム　トライアル科目一覧

科目名 概要 回
学習形態
開始日

臨床推論/フィジカルアセスメ
ント

対象者が持つ問題を改善又は解決するために、臨床推
論の概念や症状ごとの臨床推論過程について学習す
る。
■フィジカルイグザミネーションのポイント■臨床推論の
基本的考え方■症例に関する情報の収集・分析、問題
点の抽出■病歴と身体所見等の情報を統合したアセス
メント■アセスメントに基づく処置・治療、検査の予測

7
e-learning
1/19～

病態生理学

エビデンスに基づき対象の病態生理学的変化を解釈し、
臨床看護判断を行うことができるための、病態について
の原因・症状と経過・診断及び治療の原則とその障害に
ついて学習する。
■呼吸器機能とその障害■循環器系とその障害■消化
器系とその障害■腎・泌尿器系とその障害■脳・神経系
とその障害■筋・骨格系とその障害■血液及び内分泌
機能とその障害

全12回の
うち7回

e-learning
1/19～

薬理学

臨床薬理学の基礎的知識を学習する。また、薬剤使用
の判断、投与後のモニタリング、生活調整、快復力の促
進、患者の服薬管理の向上を図るための知識と技術を
学習する。
■薬の作用と作用機序■薬の体内動態■モニタリング
■高血圧の薬■感染症の薬■糖尿病の薬■がんの薬
■精神疾患の薬■緊急救急時の薬

全14回の
うち7回

e-learning
1/19～

医療安全とプロトコールⅠ

医療安全を踏まえ、チーム医療におけるプロトコールの
作成・実践・評価のための基礎的知識を理解し、実際に
運用するための方法を学習する。
■プロトコールの意義と目的■プロトコールの基準と原
理■プロトコールの企画に必要な要素■プロトコールの
運用に必要な要素■プロトコールの作成過程と構成

全7回の
うち6回

e-learning
1/19～

特定行為の
区分名

特定行為の区分に
含まれる特定行為名

科目名 概要 回 学習形態

血糖コントロー
ルに係る薬剤投
与関連

病態に応じたインスリン
投与量の調整

血糖コントロールが必要な人
のインスリン投与量の調整Ⅰ

インスリン療法を行っている人について、インスリン量の
調整をもって血糖コントロールを行うために必要な根拠と
方法を学習する。
（トライアル5回の内容）■糖尿病の病態と治療の特徴■
血糖調節機能■血糖コントロールの評価（低血糖、高血
糖）■血糖自己測定

全8回の
うち5回

e-learning
1/26～

臨時薬剤(抗けいれん
薬)の投与

臨時薬剤(抗不安薬)の
投与

科目名 概要 回 学習形態

高齢者看護１（急性期）

急性期の高齢者看護、高齢者救急においてよく見られる
症状の初期アセスメント・初期対応、家族への対応を含
めた看護実践を展開できるよう学習する。
■高齢者の急性期、高齢者救急においてよく見られる症
状のアセスメントの視点、初期対応■急性期の高齢者
看護、高齢者救急における他職種との連携■急性期、
救急場面での高齢者と家族に対する援助

7
e-learning
1/19～

高齢者看護２（終末期）

在宅における終末期ケアの展開方法を学習する。
（トライアル3回の内容）■在宅における終末期ケアの特
徴■在宅での終末期ケアにおける倫理■終末期におけ
る諸症状とそのアセスメント

全7回の
うち3回

e-learning
1/19～

　

高齢者看護３（認知症）

認知症をもつ人とその家族のケアニーズの理解を深め
るとともに、医療やケアを求めてきた際に対応し、看護判
断に基づいた適切な看護援助ができるよう学習する。
（トライアル4回の内容）■認知症をもつ人の内的体験の
理解■認知症の症状とアセスメント■認知症を引き起こ
す疾患■認知症の早期診断の重要性と薬物治療

全8回の
うち4回

e-learning
1/19～

退院支援・調整と多職種連携

多職種・多機関と連携した効果的な退院支援に必要な
スキルと知識を学習する。
（トライアル4回の内容）■退院支援・調整を効果的に行
う上で欠かすことのできない要素■退院支援・調整の基
本的な流れ

全7回の
うち4回

e-learning
1/26～

e-learning
1/19～

臨時薬剤（抗精神病薬）
の投与

共通科目

特
定
行
為
関
連

特定行為以外

精神科薬物療法と看護Ⅰ
(総論)

精神・神経症状
に係る薬剤投与
関連

精神科薬物療法を受けている人の臨時薬剤の投与に関
する判断に必要なアセスメントとケアについて学習する
■向精神薬の作用機序■薬効と精神情緒状態の評価
■精神症状と社会的機能の評価■精神・神経症状の評
価■向精神薬と身体的評価と対処■服薬指導と看護

8
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表2-2　平成27年度に検討したトレーニングプログラム<科目>（第1次）一覧

科目名 回 学習形態

臨床推論/フィジカルアセスメント 7 e-learning

病態生理学 12 e-learning

アドバンス科目：臨床推論・フィジカルアセスメ
ント及び病態生理学、薬理学

8 e-learning、演習

薬理学 14 e-learning

医療安全とプロトコールⅠ 7 e-learning

医療安全とプロトコールⅡ 8 演習

特定行為の
区分名

特定行為の区分に含まれる特
定行為名

科目名 回 学習形態

経口・経鼻気管挿管チューブの抜管

人工呼吸管理下の鎮静管理

気管カニューレの交換

創傷管理関連
褥瘡の血流のない壊死組織のシャープデ
ブリードマン

褥瘡・慢性創傷における腐骨除去 創傷管理関連　褥瘡Ⅱ 5 e-learning、演習

持続点滴投与中薬剤(降圧剤)の病態に応じた
調整)Ⅰ

7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(降圧剤)の病態に応じた
調整)Ⅱ

7
e-learning、

On-line上でのレポート作成

持続点滴投与中薬剤(カテコラミン)の病態に
応じた調整)Ⅰ

7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(カテコラミン)の病態に
応じた調整)Ⅱ

7
 On-line上でのレポート作成、

 集合演習

持続点滴投与中薬剤(利尿剤)の病態に応じた
調整)Ⅰ

7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(利尿剤)の病態に応じた
調整)Ⅱ

7
 On-line上でのレポート作成、

 集合演習

持続点滴投与中薬剤(K・Cl・Na)の病態に
応じた調整)Ⅰ

7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(K・Cl・Na)の病態に
応じた調整)Ⅱ

7
 On-line上でのレポート作成、

 集合演習

持続点滴投与中薬剤(糖質輸液・電解質輸液)
の病態に応じた調整)Ⅰ

7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(糖質輸液・電解質輸液)
の病態に応じた調整)Ⅱ

7
e-learning、

Online上でのレポート作成、
集合演習

血糖コントロールが必要な人のインスリン投与
量の調整（病態に応じたインスリン投与量の調
整）Ⅰ

8 e-learning

血糖コントロールが必要な人のインスリン投与
量の調整（病態に応じたインスリン投与量の調
整）Ⅱ

8
e-learning、

On-line上でのレポート作成

脱水と輸液（脱水の程度の判断と輸液に
よる補正）Ⅰ

8
e-learning、

On-line上でのレポート作成

脱水と輸液（脱水の程度の判断と輸液に
よる補正）Ⅱ

8
e-learning、

On-line上でのレポート作成

高カロリー輸液の調整（持続点滴投与中薬剤
(高カロリー輸液)の病態に応じた調整）Ⅰ

7 e-learning

高カロリー輸液の調整（持続点滴投与中薬剤
(高カロリー輸液)の病態に応じた調整）Ⅱ

7
e-learning、

On-line上でのレポート作成

特
定
行
為
関
連

持続点滴投与中薬剤(カテコラミン)の
病態に応じた調整

持続点滴投与中薬剤(利尿剤)の
病態に応じた調整

持続点滴投与中薬剤(K,Cl,Na)の
病態に応じた調整

持続点滴投与中薬剤(糖質輸液・電解質
輸液)の病態に応じた調整

循環動態に
係る薬剤
投与関連

持続点滴投与中薬剤(高カロリー輸液)の
病態に応じた調整

e-learning、演習

創傷管理関連　褥瘡Ⅰ 7 e-learning

持続点滴投与中薬剤(降圧剤)の
病態に応じた調整

8

呼吸器関連
（気道確保に係
る行為）

呼吸器関連
（人工呼吸療法
に係る行為）

創傷の陰圧閉鎖療法の実施

病態に応じたインスリン投与量の調整

脱水の程度の判断と輸液による補正

血糖コントロー
ルに係る薬剤投

与関連

栄養・水分管理
に係る薬剤投与

関連

共通科目

5 e-learning

人工呼吸器装着時の患者のウィーニング
の実施

NPPV(非侵襲的陽圧換気療法)モード設
定条件の変更

5 e-learning

経口・経鼻気管挿管の実施
呼吸器関連　気道確保Ⅱ 6 e-learning、演習

経口・経鼻気管挿管チューブの
位置調節 呼吸器関連　気道確保Ⅰ

人工呼吸器モードの設定条件の
変更

呼吸器関連　人工呼吸療法Ⅰ

呼吸器関連　人工呼吸療法Ⅱ
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表2-2　平成27年度に検討したトレーニングプログラム<科目>（第1次）一覧（つづき）

特定行為の
区分名

特定行為の区分に含まれる
特定行為名

科目名 回
学習形態

開始日（一部）

中心静脈カテーテルの抜去Ⅰ 7 e-learning

中心静脈カテーテルの抜去Ⅱ 7
e-learning、

On-line上でのレポート作成

PICC挿入Ⅰ 7 e-learning

PICC挿入Ⅱ 7
e-learning、

On-line上でのレポート作成

臨時薬剤(抗けいれん薬)の投与

臨時薬剤(抗不安薬)の投与

感染がある人の臨時薬剤の投与Ⅰ 8 e-learning

感染がある人の臨時薬剤の投与Ⅱ 8 講義、演習

抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の
調整・局所注射の実施Ⅰ

7 e-learning

抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の
調整・局所注射の実施Ⅱ

7
On-line上でのレポート作成、

集合演習

創傷管理　瘻孔管理Ⅰ 6 e-learning

膀胱ろうカテーテルの交換

高齢者看護１（急性期） 7
e-learning、Webミーテング

12/1～

高齢者看護２（終末期） 7
e-learning、Webミーテング

12/1～

高齢者看護３（認知症） 7
e-learning

12/1～

高齢者看護４（演習） 7 集合演習、Webミーテング

退院支援と多職種連携 7
e-learning

12/1～

e-learning、演習

特
定
行
為
関
連

特定行為以外

e-learning

臨時薬剤（抗精神病薬）の投与

精神科薬物療法と看護Ⅱ(各論) 8 e-learning

PICC(末梢静脈挿入式静脈カテーテル)挿
入

精神・神経
症状に係る

薬剤投与関連

精神科薬物療法と看護Ⅰ(総論) 8

感染に係る
薬剤投与関連

臨時薬剤(感染徴候時の薬剤)の投与

皮膚損傷に
係る薬剤投与

関連

抗癌剤等の皮膚漏出時のステロイド薬の
調整・局所注射の実施

ろう孔管理関連

胃ろう・腸ろうチューブ、胃ろうボタンの
交換

創傷管理　瘻孔管理Ⅱ 7

栄養に係る薬剤
投与関連

中心静脈カテーテルの抜去
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表2-3　平成28年度　地域ケアスキル・トレーニングプログラム

科目名 概　　要 回 学習形態
開始日

高齢者看護１（急性期）
急性期の高齢者看護、高齢者救急においてよく見られる症状の初期アセス
メント・初期対応、家族への対応を含めた看護実践を展開できるよう幅広く
学習を深める

7
e-learning
第1期8/8～
第2期12/5～

高齢者看護２（終末期） 在宅における終末期ケアの展開方法を学ぶ 7
e-learning
第1期8/8～
第2期12/5～

高齢者看護３（認知症）
認知症をもつ人とその家族のケアニーズの理解を深めるとともに、医療やケ
アを求めてきた際に対応し、看護判断に基づいた適切な看護援助を実践で
きる能力を養う

7
e-learning
第1期8/8～
第2期12/5～

退院支援調整と多職種連携
多職種と連携した効果的な退院支援・調整に必要なスキルと知識を習得す
る

7
e-learning
第1期8/8～
第2期12/5～

高齢者看護４（演習）
急性期～在宅まで見越し、他・多職種と連携を図り、地域で高齢者がその人
らしく暮らしていけるよう、家族も含めた治療と看護が実践できる能力を養う

4
集合研修
2/27・2/28

看護研究Ⅰ 臨床での研究を計画するための基礎的な能力を習得する 7
e-learning
12/5～

表2-4　平成29年度　地域ケアスキル・トレーニングプログラム

科目名 概　　要 回 学習形態
開始日

高齢者看護１（急性期）
急性期の高齢者看護、高齢者救急においてよく見られる症状の初期アセス
メント・初期対応、家族への対応を含めた看護実践を展開できるよう幅広く
学習を深める

7
e-learning
8/7～

高齢者看護２（終末期） 在宅における終末期ケアの展開方法を学ぶ 7
e-learning
8/7～

高齢者看護３（認知症）
認知症をもつ人とその家族のケアニーズの理解を深めるとともに、医療やケ
アを求めてきた際に対応し、看護判断に基づいた適切な看護援助を実践で
きる能力を養う

7
e-learning
8/7～

退院支援調整と多職種連携
多職種と連携した効果的な退院支援・調整に必要なスキルと知識を習得す
る

7
e-learning
8/7～

看護研究Ⅰ 臨床での研究を計画するときの基礎的な能力を身に付ける 7
e-learning
8/7～

科目名 概　　要 回 学習形態
開始日

高齢者看護演習1（急性期） 高齢者における急性期看護に関する主要な看護実践能力を養う
1回
210分

集合研修
11/9

高齢者看護演習2（終末期） 在宅における高齢者の終末期看護に関する主要な看護実践能力を養う
1回
210分

集合研修
2/19

高齢者看護演習3（認知症）
高齢者における認知症をもつ人とその家族に対する主要な看護実践能力を
養う

1回
210分

集合研修
11/9

退院支援調整と多職種連携演習

患者・家族および他職種が参加する退院前カンファレンスを企画・運営する
ロールプレイを通して、退院支援・調整における看護職の役割と多職種連携
のあり方に関する気づきを踏まえた、今後の看護実践に向けた展望がもて
る

1回
210分

集合研修
2/19

看護研究フォローアップ研修 研究プロセスの基本的な能力を身に付ける
ｅメールまたは
対面個別指導3回

11/22～

ベーシック・プログラム

フォローアップ・プログラム
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４．地域ケアスキル・トレーニングプログラムの実施状況 

 

１）受講対象とリクルート方法 

 実践看護師教育システム委員会 

中村美鈴 永井優子 平尾温司 藤巻郁郎 路川達阿起 

    

①受講対象 

   ベーシック・プログラムについては、看護資格を有し、3 年以上の実践経験をもつ者 

であり、受講後に所属施設でリーダーシップを発揮することが期待できる者とした。 

また、自宅等で学習する際に ICT（インターネット回線およびパーソナルコンピュー 

ター、タブレットなど）を利用することが可能であるものとした。           

    フォローアップ・プログラムについては、ベーシック・プログラムをひとつでも修了 

した者とし、平成 27 年度と 28 年度の修了者も対象とした。 

 

②リクルート用のリーフレットの作成について 

平成 29 年 5 月に、実践看護師教育システム委員会が中心となり、リーフレット 

「平成 29 年度地域ケアスキル・トレーニングプログラム 受講者募集案内」を A4 判 

(全 4 ページ)で作成した（資料 1）。このリーフレットには、事業目的と対象、プログ 

ラムの方法等の概要をまとめ、本トレーニングプログラムがターゲットとしている 

受講対象がリクルートできるようにした。 

 

③受講者のリクルート方法 

ベーシック・プログラムのリクルート方法は、リーフレットおよび参加申込書（資料 

2）を、へき地診療所 833 施設、へき地医療拠点病院 277 施設、栃木県医療機関 109 施 

設、訪問看護ステーション（栃木県 40 施設、茨城県 67 施設、群馬県 104 施設）、受講 

者所属施設 27 施設、計 1,457 施設へ郵送した。募集期間は約 1か月間とし、募集人数 

は各科目 10 名とした。 

フォローアップ・プログラムのリクルート方法は、リーフレットおよび参加申込書 

（資料３）を Moodle 上で提示し、併せて平成 27 年度・平成 28 年度修了生 47 名およ 

び平成 29 年度修了生 43 名に対し、メール配信および郵送した。募集人数は各科目 6 

名とした。 

 

④実施方法 

    e ラーニングであるベーシック・プログラムの「高齢者看護１（急性期）」「高齢 

者看護２（終末期）」「高齢者看護３(認知症)」「退院支援・調整と多職種連携」「看護 

研究」は、1 週間に 1 回ずつ Moodle 上にアップしていった。 

演習科目であるフォローアップ・プログラムの「高齢者看護演習１(急性期)」、 

「高齢者看護演習２(終末期)」、「高齢者看護演習３（認知症）」「退院支援・調整と 

多職種連携演習」は、自治医科大学看護学部にて集合研修を実施した。「看護研究フォ 

ローアップ研修」は e-メールまたは個別対面指導とした。 

 

   

          

 

 



資料１ 資料１ 

49



資料１

50



資料 2 
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送信先 FAX: 0285-44-7257 自治医科大学看護学部 地域ケア実践開発事業事務局 宛 

地域ケアスキル・トレーニングプログラム参加申込書 
該当する項目の□内に✓印をご記入ください。 

希望する時期と科目名 

□ 1.高齢者看護（急性期） 

□ 2.高齢者看護（終末期） 

□ 3.高齢者看護（認知症） 

□ 4.退院支援・調整と多職種連携 

□ 5.看護研究Ⅰ 

ご芳名(ふりがな)【年齢(開講時)】  【満    歳】 

所属施設名(配属部署名)                 (               ) 

現在の職位 □ スタッフ  □ 主任  □ 師長 □ その他(           ) 

自治医科大学職員番号 (自治医科大学関係者のみ記載要) 

取得資格等 

□ 看護師 □ 助産師 □ 保健師 □介護支援専門員 

□ 認定看護師(分野                         ) 

□ 専門看護師(分野                         ) 

□ その他(                                                  ) 

看護師資格取得後の実践経験 

経験した部署およびその期間について具体的にお書きください 

(例)泌尿器科2年 外科・内科混合病棟3年8ヶ月  計 5年8ヶ月 

連絡可能なメールアドレス 

(取得アドレスすべてに記入し、通

常使用しているものに✓印を記入

してください) 

□携帯電話                    ＠ 

□パソコン                    ＠ 

□自治医科大学        ＠jichi.ac.jp 

学習する場の通信環境 

(複数該当する場合、すべてに✓印

を、最もよく利用するものに◎印を

つけてください) 

有線通信 

  □ISDN、 ブロードバンド: □ADSL □CATV  □光ファイバー 

無線通信 

□ 無線LAN、□モバイル通信(3G,LTE)  □WiMAX・WiMAX2.1 

学習で使用する通信機器 

(使用できる機器にすべてに✓印

を、主な使用機器に◎印をつけて

ください) 

 □パーソナルコンピューター   □タブレット 

 □スマートフォン   □携帯電話   □CATV 

 ＊タブレットの貸出希望   □ 有     □ 無 

オリエンテーションへの参加 
7月28日(金) 13時 開始 

 □ 参加  □ 不参加 

特定行為研修の 

受講希望の有無 

□ 有 （  月から予定 /  月から予定 ） 

□ 無 

注) 受講科目の登録には自治医科大学メールアドレスが必要です。現在自治医科大学メールアドレスを取得しているか否かに関

わらず、受講用に記入された情報に基づいて本事業事務局で新規申請を代行いたします。 



＜開催スケジュール＞

科目

高齢者看護演習１（急性期）

高齢者看護演習３（認知症）

高齢者看護演習２（終末期）

高齢者看護演習４

（退院支援・調整と多職種連携）

看護研究

２．ふりがな

３．ご芳名　　　【年齢】

４．所属施設名（配属部署名）

５．現在の職位

 □認定看護師（分野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 □その他（　          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

７．資格取得後の実践経験

８．地域ケア　メールアドレス

９．連絡先　　メールアドレス

１０．連絡先アドレスのフリガナ

＊看護研究申し込みの方

１１．タブレット貸し出し希望

H２９年度修了見込みでお申し込みの方は、４～７について変化が無い場合省略して頂いて結構です。

H２８年度以前の修了生の方はお手数ですが全てご記入ください。

申し込みは、メールに添付またはFAXか郵送で下記までお願いいたします。
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 □　高齢者看護演習３（認知症）

 □　高齢者看護演習４   退院支援・調整と多職種連携

１．希望する演習科目名

　【満　　　　　　　歳】

 □　看護研究

 □　高齢者看護演習１（急性期）

 □　高齢者看護演習２（終末期）

地域ケアスキル・フォローアップ・プログラム参加申し込み書　

自治医科大学　大学院看護学研究科　日本型地域ケア実践開発研究事業　事務局　宛

2017年11月9日（木）
スキルズラボⅤ  9：00～12：30

該当する項目の□に✓を入れ、必要事項をご記入ください。

開催日
　　　　 会場

（自治医科大学看護学部）
時間

中教室 １ 13：30～17：00

2018年2月19日（月）

 9：00～12：30

13：30～17：00

※個別に３回程度対面指導またはeメールによる支援

ケアラボ １

スキルズラボⅥ

送信先　FAX：0285-44-7257　　Email：cntrial@jichi.ac.jp

 　　　　　　　　〒329-0498　下野市薬師寺3311-159

　　　　　　　　　　　　　　　　　自治医科大学　日本型地域ケア実践開発研究事業事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：0285－58-7408

申込期間……高齢者看護１、３、看護研究：平成２９年９月２5日（月）～平成２９年10月31日（火）17時（必着）

　　　　　　　　　＠

 □有　　　　　　　　　　　　　　□無

                            ※インターネット回線は、各自で準備して頂く必要があります。

ｃｎ　　　　　　　　　　　　＠jichi.ac.jp

 □スタッフ　　　□主任　　　□師長　　　□その他（　　　　　　　　　）

※具体的にご記入ください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（例）泌

尿器科２年　外科・内科混合病棟３年８ヶ月　　計５年８ヶ月

６．取得資格等

 □看護師　　□助産師　　□保健師　　□介護支援専門員

 □専門看護師（分野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

申込期間…………高齢者看護２、退院支援：平成２９年９月２5日（月）～平成２９年12月31日（日）17時（必着）

資料３



2)受講者の概要(平成26～29年度）

（１）応募状況

ベーシック・プログラム

施設種別
高齢者看護1
（急性期）

高齢者看護2
（終末期）

高齢者看護3
（認知症）

高齢者看護4
（演習）

退院支援・調整
と

多職種連携
看護研究Ⅰ

応募者数 22 20 23 1 7 4

選定数 22 18 20 1 7 4

応募者数 29 27 21 2 30 2

選定数 18 21 16 2 22 2

応募者数 4 3 1 0 1 0

選定数 4 3 1 0 1 0

応募者数 16 23 30 1 28 2

選定数 13 20 19 1 18 2

応募者数 2 2 2 0 0 1

選定数 0 1 1 0 0 1

応募者数 2 1 3 0 2 0

選定数 1 1 1 0 1 0

応募者数 75 76 80 4 68 9

選定数 58 64 58 4 49 9

フォローアップ・プログラム

施設種別
高齢者看護演

習1
（急性期）

高齢者看護演
習2

（終末期）

高齢者看護演
習3

（認知症）

退院支援・調整
と

多職種連携演習

看護研究
ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修

応募者数 1 3 2 0 0

選定数 1 3 2 0 0

応募者数 0 2 0 3 1

選定数 0 2 0 3 1

応募者数 1 1 2 1 0

選定数 1 1 2 1 0

応募者数 1

選定数 1

応募者数 2 7 4 4 1

選定数 2 7 4 4 1
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応募数はベーシック・プログラム実数167名、フォローアップ・プログラム実数16名であり、選定数はベーシック・プログラム実
数139名、フォローアップ・プログラムは全員受講決定とした。

その他

へき地診療所

へき地医療拠点病院

その他の診療所

その他の病院

訪問看護ステーション

合計

合計

へき地診療所

へき地医療拠点病院

その他の病院

訪問看護ステーション



所　　　属　　　名 所在地 人数

高齢者

看護1

(急性期)

高齢者

看護2

(終末期)

高齢者

看護3

(認知症)

高齢者

看護4

(演習)

退院支援・

調整と

多職種連

携

看護研究

A 北海道 1 1 1

B 秋田県 2 1 1 1

C 群馬県 1 1 1

D 1 1 1

E 1 1 1

F 2 2 2 1 1 1

G 長野県 2 2 2 1

H 1 1 1 1 1 1 1

I 2 1 1

J 1 1 1

K 1 1 1

L 1 1

M 兵庫県 1 1

N 奈良県 1 1 1

O 島根県 1 1 1 1 1

P 1 1 1 1

Q 1 1 1 1 1 1

R 2 1 1 1 1

S 3 1 1 1

T 1 1

U 愛媛県 1 1 1

V 福岡県 1 1

W 佐賀県 4 2 2

X 長崎県 1 1

Y 鹿児島県 1 1 1

Z 1 1 1 1

a 1 1 1

小計 27施設 16都道県 37 22 19 21 1 7 4

A 宮城県 5 1 2 1 1

B 秋田県 1 1

C 福島県 2 1 1

D 1 1

E 3 2 4 4 2

F 3 1 1 1 2

G 4 3 3 3 2 4 1

H 群馬県 3 3 2 1 3

I 岐阜県 1 1

J 京都府 1 1

M 島根県 9 1 3 2 7

N 香川県 3 1 2

O 高知県 1 1

P 長崎県 2 1 1

Q 大分県 7 4 2 1

R 鹿児島県 1 1

小計 16施設 13府県 47 18 19 16 2 23 2

A 新潟県 1 1 1 1 1

B 福井県 1 1 1

C 岩手県 2 1 1

D 福岡県 1 1

小計 4施設 4県 5 4 3 1 0 1 0
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　　（２）所属別科目別の受講人数（平成26～29年度）

　　　　　　 ベーシック・プログラム

へ

き

地

拠

点

病

院

へ

き

地

診

療

所

東京都

岐阜県

山口県

沖縄県

栃木県

そ

の

他

診

療

所



ベーシック・プログラム

所　　　属　　　名 所在地 人数

高齢者

看護1

(急性期)

高齢者

看護2

(終末期)

高齢者

看護3

(認知症)

高齢者

看護4

(演習)

退院支援・

調整と

多職種連

看護研究

E 1 1

F 2 1 1

G 1 1 1

H 6 2 3 2 1

I 1 1

J 2 1 1

K 1 1 1 1

L 5 3 1 1

M 1 1 1 1 1 1

N 3 2 1

O 1 1

P 1 1

Q 1 1

R 1 1 1

S 3 3 1 3 1

T 1 1 1

U 1 1 1 1 1

V 1 1 1

W 1 1

X 4 2 2

Y 1 1

Z 1 1 1

a 3 1 1 1 1

b 2 1 1

c 山口県 1 1 1

小計 d 5県 46 12 20 17 1 17 2

A 群馬県 1 1 1

B 香川県 1 1

小計 1施設 2県 2 1 1 1

A 栃木県 1 1 1 1 1

B 京都府 1 1 1 1 1

小計 2箇所 2府県 2 2 2 2 2

合計 76施設 28都道府県 139 58 64 58 4 50 9

栃木県
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訪問看護

ステーショ

群馬県

その他

そ

の

他

病

院

埼玉県

茨城県



フォローアップ・プログラム

所    属    名 所在地 人数

高齢者看

護演習１

(急性期）

高齢者看

護演習2

(終末期)

高齢者看

護演習3

(認知症)

退院支援・

調整と多職

種連携演習

看護研究

フォローアッ

プ研修

A 秋田県 1 1

D 1 1

C 1 1

E 佐賀県 2 2

F 長崎県 1 1

小計 5施設 4県 6 1 3 2 0 0

A 宮城県 1 1

B 栃木県 2 2 1

C 香川県 1 1

D 高知県 1 1

小計 4施設 4県 5 0 1 1 3 1

A 茨城県 1 1

B 1 1

C 1 1

D 埼玉県 1 1 1

小計 4施設 3県 4 1 2 1 1 0

訪

問

看

護

ス

テ

ー

シ

ョ

ン

A 香川県 1 1

小計 1施設 1県 1 0 1 0 0 0

合計 14施設 10県 16 2 7 4 4 1
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岐阜県

へ

き

地

診

療

所

へ

き

地

拠

点

病

院

栃木県

そ

の

他

病

院



（３）受講者の所属施設分類別人数
　　 ベーシック・プログラム

57

1

1

2

4

3

2

1

3

2

2

1

1

1

急性期

終末期

認知症

退院支援・調整と多職種連携

平成26年度

人

1

3

3

1

1

4

4

4

6

10

11

10

12

2

2

2

1

1

1

1

急性期

終末期

認知症

退院支援・調整と多職種連携

看護研究

平成28年度

人

14

7

9

2

3

6

7

4

7

2

1

4

4

1

2

1 1

急性期

終末期

認知症

退院支援・調整と多職種連携

看護研究

平成29年度

へき地診療所 へき地医療拠点病院 その他の病院

その他の診療所 訪問看護ステーション その他

人

7

8

8

4

6

4

5

8

1

2

1

2

1

1

1

1

急性期

終末期

認知症

退院支援・調整と多職種連携

平成27年度

人



　　フォローアップ・プログラム

　　受講者の所属施設の所在地　
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1

1

3

2

2

2

1

3

1

1

1

1

1

1

1

H28 高齢者看護４(演習）

H29 高齢者看護演習１(急性期）

H29 高齢者看護演習２(終末期）

H29 高齢者看護演習３（認知症）

H29 退院支援・調整と多職種連携…

H29 看護研究フォローアップ研修

へき地診療所 へき地医療拠点病院 その他の病院 訪問看護ステーション

人

28都道府県139人が延べ

261科目を受講



　（４）職位別人数について(平成26～29年度）

職位別 人数

看護部長 2

副看護部長 1

師長 13

副看護師長 3

主任 27

係長 2

部長 1

スタッフ 87

所長 1

その他 2

計 139

　（５）年齢区分について(平成26～29年度）

　受講者の平均年齢は41.3歳であった。

年齢区分別 人数

24歳未満 1

25歳以上―30歳未満 15

30歳以上―35歳未満 17

35歳以上―40歳未満 19

40歳以上―45歳未満 38

45歳以上ー50歳未満 23

50歳以上ー55歳未満 14

55歳以上 12

計 139

　（６）看護師以外の保有資格について(平成26～29年度）

看護師以外の保有資格 人数

保健師 18

認定看護師 5

糖尿病療養指導士 2

診療看護師 1

助産師 5

社会福祉士 1

医療福祉連携士 1

ケアマネージャー 18

　（７）実務経験年数区分について(平成26～29年度）

実務経験年数 人数

5年未満 12

5年以上～10年未満 25

10年以上～15年未満 25

15年以上～20年未満 29

20年以上～25年未満 27

25年以上～30年未満 11

30年以上 10

計 139
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9%

18%

18%
21%

19%

8%

7%

実務経験人数

5年未満

5年以上～10年未満

10年以上～15年未満

15年以上～20年未満

20年以上～25年未満

25年以上～30年未満

30年以上

1%
11%

12%

14%

27%

16%

10%

9%

年齢区分別人数
24歳未満

25歳以上―30歳未満

30歳以上―35歳未満

35歳以上―40歳未満

40歳以上―45歳未満

45歳以上ー50歳未満

50歳以上ー55歳未満

55歳以上

2%

1%
9%

2%

19%

1%
1%

63%

1%
1%

職位別人数
看護部長

副看護部長

師長

副看護師長

主任

係長

部長

スタッフ

所長

その他

18
5

2
1

5
1
1

18

人

数

看護師以外の保有資格

ケアマネージャー 医療福祉連携士

社会福祉士 助産師

診療看護師 糖尿病療養指導士

認定看護師 保健師

人
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３）地域ケアスキル・トレーニングプログラムの評価方法 

プログラム実施・評価委員長 横山 由美 

＊プログラム評価としてのグループインタビューの実施状況 

（１）設計・開発の評価 

 ①グループインタビュー 

各科目の内容や方法については、平成 26 年度および平成 27 年度のグループインタ 

ビュー、また平成 26 年度～平成 28 年度の事業評価委員会での指摘により、修正を 

行ってきた。 

②シラバスとルーブリックの確認 

平成 29年度に高齢者看護１、高齢者看護 2、高齢者看護 3、退院支援と多職種連携の 

4科目に関しては、シラバスとルーブリックの確認と修正を行った。 

 

（２）実施の評価 

Kirkpatrickの 4段階を用いて施行。 

 第 1段階：Reaction（反応） 

  満足度 

   → ARCSモデルの Attention,Relevance,Satisfaction を適用 

 第 2段階：Learning（学習） 

  学習成果、テストの成績 

   → 学習効果の 1部を ARCSモデルの Confidence を適用 

 第 3段階：Behavior（行動変容）参加者への調査 

  現場での活用、変化 

 第 4段階：Results（結果）上司（看護管理者）への調査 

  組織全体としての利益、向上 

   

①第 1段階、第 2段階の評価 

Moodle上に事後アンケートとして評価票（資料 4）による評価を行った。評価票の 

他に、第 2 段階の Learning については各科目の評価基準に従って評価後の修了状況 

をみた。 

②第 3段階、第 4段階の評価 

プログラム参加者で修了者およびプログラム参加者の所属する看護管理者へのイン 

  タビューを施行した。 

 

 

 

 

 

 

 

  図１ ADDIEモデル（IDプロセスの一般モデル） 
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資料 4 

 

（注意＜Attention＞）  

○ おもしろかった 

○ まあまあおもしろかった 

○ ややつまらなかった 

○ つまらなかった 

 

○ 眠くならなかった 

○ あまり眠くならなかった 

○ やや眠くなった 

○ 眠くなった 

 

○ 好奇心をそそられた 

○ まあまあ好奇心をそそられた 

○ あまり好奇心をそそられなかった 

○ 好奇心をそそられなかった 

 

○ 変化に富んでいた 

○ まあまあ変化に富んでいた 

○ ややマンネリだった 

○ マンネリだった 

 

（満足感＜Satisfaction＞） 

○ やってよかった 

○ まあまあやってよかった 

○ やや不満が残った 

○ 不満が残った 

 

○ すぐに使えそうだ 

○ まあまあすぐに使えそうだ 

○ あまりすぐには使えそうもない 

○ すぐには使えそうもない 

 

○ 成果を認めてもらえた 

○ 成果を一部認めてもらえた 

○ 成果をほとんど認めてもらえなかった 

○ 成果を認めてもらえなかった 

 

○ 評価には一貫性があった 

○ まあまあ評価に一貫性があった 

○ あまり評価に一貫性がなかった 

○ 評価に一貫性がなかった 

 

科目を通しての感想をお書きください 

 

 

（関連性＜Relevance＞） 

○ やりがいがあった 

○ まあまあやりがいがあった 

○ あまりやりがいがなかった 

○ やりがいがなかった 

 

○ 自分に関係があった 

○ まあまあ自分に関係があった 

○ あまり自分に関係がなかった 

○ 自分には無関係だった 

 

○ 有益な内容だった 

○ まあまあ有益な内容だった 

○ あまり有益な内容ではなかった 

○ 有益な内容ではなかった 

 

○ 途中の過程が楽しかった 

○ まあまあ途中の過程が楽しかった 

○ あまり途中の過程が楽しくなかった 

○ 途中の過程が楽しくなかった 

 

プログラム評価項目 

（自信＜Confidence＞） 

○ 自信がついた 

○ まあまあ自信がついた 

○ あまり自信がつかなかった 

○ 自信がつかなかった 

 

○ 目標が明確であった 

○ まあまあ目標が明確であった 

○ あまり目標が明確ではなかった 

○ 目標が明確ではなかった 

 

○ 学習を滞りなく進められた 

○ まあまあ学習を滞りなく進められた 

○ やや学習が滞った 

○ 学習が滞った 

 

○ 自分なりの学習の工夫ができた 

○ まあまあ自分なりの学習の工夫ができた 

○ あまり自分なりの学習の工夫ができなかった 

○ 自分なりの学習の工夫ができなかった 
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（３）平成２６年度トライアル受講者へのグループインタビューによる評価 

①調査目的 

トライアルで行った教育内容および教育方法について、評価を目的にトライアル受講 

者を対象にグループインタビューを行った。 

②調査方法 

トライアル受講者計 14名を対象に、3グループに分かれて（表 3）、インタビューガ 

イド（表 4）を用いてグループインタビュー（2時間）を行った。 

 

表 3 トライアル受講者へのグループインタビューの実施状況 

G 日時 場所 対象者 ファシリテータ オブザーバ 記録 

1 

2月 20日（金） 

9時半～11時半 

自治医科大学 

看護学部  

母性演習室  

トライアル受講者 6名 

（受講科目：臨推 4、薬理 3、 

病態 2、医安 2、血糖 2、精神 1、 

高齢①1、高齢②1、高齢③2、 

退院 1） 

村上礼子 

大塚公一郎 

鈴木久美子 

長谷川直人 

飯塚秀樹 

皆川麗沙 

2 
2月 20日（金） 

15時～17時 

自治医科大学 

看護学部 

母性演習室  

トライアル受講者 4名 

（受講科目：臨推 3、病態 3、 

高齢①1、高齢②4、高齢③4、 

退院 1） 

塚本友栄 

千葉理恵 
村上礼子 

篠原有美子 

井上育子 

3 
2月 20日（金） 

15時～17時 

自治医科大学 

看護学部  

地域看護学 

演習室  

トライアル受講者 4名 

（受講科目：病態 3、医安 1、 

精神 1、退院 1） 

永井優子 

春山早苗 
川上勝 

島田裕子 

根來利佳子 

 

表 4 インタビューガイド 

■自己紹介、選択科目 

■グループインタビュー 

  １．教育内容について 

１）展開の仕方はどうだったか（展開方法、1週間に１回のアップ） 

２）役立つ内容だったか 

３）職場で活用できそうか 

４）興味のある内容だったかあるいはなぜ興味が持てなかったか（期待とのずれを探る） 

５）もっと欲しい内容は何か 

２．実施方法 

１）募集方法について 

２）オリエンテーションについて 

３．支援体制 

１）本学からの支援はどうであったか（開講のメール配信などのサポート他） 

２）所属部署からの支援はどのようなことがあったか 

３）継続するにあたって必要な支援はどのようなことか 

４．その他 

１）科目はいくつまでなら平行してできるか、できそうか 

２）受講するにあたって努力したこと、工夫したこと 

３）受講にあたって良かったこと、問題点や困りごと 

４）途中で断念した方は、その理由は何か 

５．感想・意見 
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（４）平成２７年度 地域看護職へのグループインタビューによる評価 

①調査目的 

   離島、山村過疎地域を含む地域で実践している看護師を対象に、トライアル用トレー 

ニングプログラムの評価、さらに地域看護職に必要と考える教育内容、および教育方法 

上の配慮、受講を薦めたい看護師、受講後期待される役割、組織における実施可能な支 

援体制等に関する意見を聴取し、地域特性を考慮した、地域ケアスキル・トレーニング 

プログラムの教育内容・教育方法・支援体制への示唆を得る。 

②調査方法 

    離島、山村過疎地域を含む地域で実践している計 12 名の看護師を対象に、3 グ 

ループに分かれてグループインタビューを実施した（表 5）。インタビューに先立ち、 

開始 30分前よりトライアル用トレーニングプログラムの視聴を行った。 

 

表 5 地域看護職へのグループインタビューの実施状況 

G 日時 場所 対象者 ファシリテータ オブザーバ 記録 

1 
2月 20日（金） 

15時～17時 

自治医科大学 

看護学部  

北関東圏内の地域病院、 

訪問看護ステーションに 

勤務する看護師 3名 

小原泉 

角川志穂 
本田芳香 

島田裕子 

小池純子 

2 
2月 21日（土） 

10時～12時 

フクラシア東京

ステーション 

会議室 G 

離島にあるへき地医療 

拠点病院、および有床 

診療所に勤務する看護職 

5名 

春山早苗 

塚本友栄 
中村美鈴 

田村敦子 

青木さぎ里 

3 
2月 21日（土） 

11時～13時 

フクラシア東京

ステーション 

会議室 E 

山村過疎地域にある 

へき地医療拠点病院・ 

診療所に勤務する看護師 

4名 

本田芳香 

角川志穂 
永井優子 

石井慎一郎 

岩永麻衣子 

 

（５）離島・山村・過疎等の地域の看護管理者、へき地医療拠点病院の看護管理者への

グループインタビュー 

①開催日時、場所 

平成 28年 2月 20日（土） 

午前の部： 9時 30分～11時 30分、フクラシア東京ステーション会議室 G 

午後の部：13時 30分～15時 30分、フクラシア東京ステーション会議室 E 

②インタビュー目的 

看護管理者に科目や教育内容および教育方法、組織の支援体制について聴取し、地域 

ケアスキル・トレーニングプログラムの教育内容・教育方法・支援体制への示唆を得る。 

③インタビュー方法 

インタビューガイドに基づき、主インタビュアー1名、副インタビュアー1名、記録 

係 2名、オブザーバ 2名で行った。 

主なインタビュー項目は、１．科目と教育内容（受講者の看護実践能力に役立つ科目 

及び教育内容であるか。求められる看護実践能力の向上のために必要と考える教育 

内容や学習ニーズはどのようなものがあるか）２．教育方法（働きながら学習できる 

教育方法として e ラーニングによる教育は適当であるか。受講を継続するにあたり、 

学習意欲を維持できているか）３．組織の支援体制（現在行っている支援について、 
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どのような人材を受講させたいと考えるか。受講後に、どのような役割・機能を期待 

しているかあるいは人材をどのように活用できると考えているか。受講者には、どの 

ような組織的支援が可能か。受講に出せる人数、期間、受講料等を含めた経費負担、 

学習を継続するための具体的な支援方法など。）である。 

④インタビュー対象者の概要（表 6） 

離島・山村・過疎等の地域の看護管理者、へき地医療拠点病院の看護管理者（平成 

27 年度に引き続きインタビューにご協力いただいている方と今後受講を検討している 

施設で平成 28年度初めて参加の方）および地域ケア科目の受講者が所属する看護管理 

者（受講者本人の場合あり）の 23 施設に協力を募り、以下 7 施設 8 名（午前の部：4 

施設 4名、午後の部：3施設 4名）の協力を得た。 

 

表 6 インタビュー対象者の概要 

 
 所属 出席者 所在地 

施設からの 

受講者数 

午 

 

前 

1 
へき地医療拠点病院併設の訪問看護 

ステーション 
施設管理者 栃木県 2 名 

2 離島のへき地医療拠点病院 看護管理者 島根県 7 名 

3 山村過疎地にあるへき地診療所 受講者 岐阜県 1 名 

4 
過疎市町村をカバーする訪問看護 

ステーション 
施設管理者 栃木県 受講者無 

午 

 

後 

1 離島のへき地医療拠点病院 看護管理者 長崎県 2 名 

2 機能強化型訪問看護ステーション 施設管理者 栃木県 受講者無 

3 地域の中核病院 看護管理者 茨城県 2 名 

4 地域の中核病院 受講者 茨城県 2 名 
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＊H28~29 年度 訪問調査による評価 

 

フォローアップシステム委員長 成田 伸 

 

（１）調査の目的 

地域ケアスキル・トレーニングプログラムの成果と課題を明らかにし、へき地を含む地域 

の看護実践に寄与するよりよいプログラムを検討する。 

具体的には、以下の点について示唆を得ることを目的とする。 

・地域ケアスキル・トレーニングプログラムによる教育内容の精錬と体系化の検討 

・プログラム受講者のフォローアップ内容及び所属施設に必要な支援内容の明確化 

・地域特性別、施設の機能別の教育体制及びフォローアップシステムの検討 

 

（２）調査方法 

・調査期間：平成 28年 10月 17日～平成 30年 3月 31日 

・調査対象：平成 27年度および 28年度Ⅰ期（8～9月）開講の地域ケアスキル・トレーニング 

プログラム受講者及びその看護管理者（4都道県のへき地診療所 7か所の受講者 4名

およびその看護管理者 4名、５県のへき地医療拠点病院 8か所の受講者 18名および

その管理者 10名、2県のへき地診療所およびへき地医療拠点病院以外の病院 3か所

の受講者 5名およびその管理者 6名） 

・調査内容：フェイスシート（所属施設の状況、回答者の状況等）、受講者向けインタビューガイド 

（受講の動機、所属施設のある地域の特性や課題解決につながる看護実践能力に 

ついて、看護実践者としての学習の積み重ねのためのフォローアップ等の課題）、     

看護管理者向けインタビューガイド（本研修を受講させた動機、達成状況、所属施設

のある地域の特性や課題について、受講者の看護実践者としての学習の積み重ねの

ためのフォローアップ等の課題） 

・調査方法：調査対象の所属施設を訪問し、インタビューガイドを用いて半構成的インタビュー 

を１回、60～90分行う。 

・調査の実施者：看護学部教員（地区単位で担当者を 8つのグループにグループ化） 

・倫理的配慮：調査対象者の所属する施設管理者に対して調査依頼の文書を発送し、同意が得られ 

た受講者および看護管理者に対して訪問調査日を調整した。研究対象者には、依頼 

状を用いて研究目的を説明し、面悦調査への協力について口頭で同意を得た。 

自治医科大学臨床研究等倫理審査委員会において、承認がなくても実施可能との 

判定を得た（平成 28年 10月 11日付、臨大 16－063）。 

 

 

 



４）地域ケアスキル・トレーニングプログラムの実施状況と評価
　（1）　地域ケアスキル・トレーニングプログラムの受講者数と修了者数
　　　 　ベーシック・プログラム

【％は修了率】

修了者　　　未修了者
　　フォローアップ・プログラム(受講者全員が修了）
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12

12

6

11

5

9

3

H29

H28

H27

H26
高齢者看護１（急性期）

0％

40％

70.6％

52.2％

19

10

5

4

1

10

10

5

H29

H28

H27

H26
高齢者看護２（終末期）

44.4％

33.3％

50％

95％

14

13

11

5

3

6

4

2

H29

H28

H27

H26

高齢者看護３（認知症）

71.4％

73.3％

68.4％

82.4％

8

16

8

2

4

7

5

H29

H28

H27

H26

退院支援・調整と多職種連携

0％

53.3％

80％

80％

3

2

2

2

H29

H28

看護研究

60％

4

2

7

4

4

1

H28 高齢者看護４（演習）

H29 高齢者看護演習１(急性期）

H29 高齢者看護演習2（終末期）

H29 高齢者看護演習３(認知症）

H29 退院支援・調整と多職種連携演習

H29 看護研究フォローアップ研修

人

50％



（２）ベーシック・プログラム 
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科目名 高齢者看護 1（急性期）  

担当者 教授 中村 美鈴   講師 中野 真理子  講師 藤巻 郁朗 

助教 古島 幸江 

教育内容 平成 25 年度に実施した調査から、へき地診療所における看護活動の特

徴や診療所の看護師が強化すべき看護実践能力または役割拡大の必要性

を感じる内容において特に初期救急対応や急変を捉えるアセスメント力

等のニーズが明らかとなった。これを踏まえ、平成 26 年度に高齢者の身

体的、心理的、社会的特徴にあわせて救急、急変時における症状の初期ア

セスメントと初期対応、さらに家族への対応を含めた看護実践を展開でき

るよう幅広く学習を深めることを目的に教育内容を設定し、高齢者看護１

(急性期)科目のトライアルとして実施した。その結果、教育内容は概ねニ

ーズに合致していたため、平成 27 年度はこれを継続すると共に、知識の

統合を目的に「高齢者救急においてよく見られる事例展開」のレポート課

題を加えた。平成 28 年度以降はこれまでを踏襲し、高齢者における急性

期の特徴、事故が疑われる場合の看護実践、高齢者の水分・電解質異常に

対する看護実践、疼痛がある高齢者への看護実践、高齢者の呼吸不全や意

識障害が疑われる場合の看護実践に関する講義と小テスト、レポート課題

により受講者が知識を総動員したうえで統合できるような教育内容とした。 

教育方法 対象が就業している看護師であることを考慮し、教育方法は e ラーンニ

ングとして、平成 26 年度に全 7 回の e ラーンニング講義を作成した。こ

のうち 6 回はオリジナルの映像コンテンツを教材とした。映像については

受講者の集中力も考慮した時間設定とし、映像資料をプリントアウトして

教科書と併せて活用できるようにすることで学習促進を図った。各回の受

講後には小テストを設定し、学習内容の範囲から出題した。また満点を取

得できるまで、小テストを積み重ねる方法で、知識の定着を図れるよう工

夫した。初年度は第 7 回で e ラーンニング上にワークショップを開催し、

受講者が相互評価を行うこととしたが、受講者が少なかったことと他者評

価の基準が明確でなかったため受講が進まなかった。これを踏まえて、平

成 27 年度以降は受講者が自施設で経験している高齢者救急事例を振り返

って、よりよい初期対応、看護実践を見出すことを目的としたレポート課

題を設定した。併せてレポート用のルーブリックを示し、受講者が課題の

到達目標を把握の上で取り組むことを促進した。当初は提出されたレポー

トを担当教員が添削し、再度の提出を課した。しかし、再提出にこぎつけ

られない受講者が数名存在した。就業と並行してレポートを再提出する負

担が過大であることも考えられ、平成 28 年度以降はシラバスに「レポー

トの構成、ならびに書き方、レイアウト、提出時の留意事項」を追加掲載

した。これにより、レポートの内容ならびに体裁が概ね整ったものが提出
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された。よって平成 29 年度、レポートは 1 回の提出とした。 

補助教材(教科書)について、平成 26 年度は「高齢者診療マニュアル」

林泰史他監修､メジカルビュー社､2009．を指定したが、看護実践の内容を

充実させるために再度の選定を行い、平成 27 年度より「すぐ使える高齢

者総合診療ノート」大庭健三編、日本医事新報社、2014．を用いた。さら

に平成 29 年度により実践的な書籍として「高齢者救急」岩田充永著、医

学書院、2016．を追加した。 

学習支援方法 受講者は業務と並行して学んでいることから、計画的な学習を支援する

ために各回の開講時に事務局から通知を配信した。また、プログラムの中

盤と終盤に担当教員から、フォーラムを通して質問を受け付ける旨や修了

要件の確認などのメッセージを送信した。さらに、定期的に全体の受講状

況を確認し、滞っていた受講者には個別にメッセージを送った。 

eラーンニング小テストに関する受講者からの質問に対しては概ね 3日以

内に返信した。 

学習到達度  学習の到達目標や具体的な評価基準を明記したルーブリックを活用し

て学習到達度を判定した。各年度別の修了者の割合は平成 27 年度 2 割、

28 年度 5 割、29 年度 5 割であった。 

受講者の反応 本プログラムについて、これまでの受講者から「実際に学びたい内容で

あった」「高齢者の特徴と注意点について理解が深まった」「講義終了後

のテストでは自分の知識不足、足りない視点を痛感でき今後さらに学習し

ていくことの必要性を感じた」等の好評価を得ている。一方で、例年、未

修了の受講者の大半は、小テストが完了できていない傾向であった。受講

者にとっては慣れないシステム上の操作も加わり、就業しながらの小テス

ト受講ならびに課題レポートの提出において苦慮したものと考えられる。

また、第 7 回目のレポートの提出はされていても、それまでの小テストが

完了できていない受講者が数名いた。これらはルーブリックを適切に活用

できず、評価基準や修了要件の理解が乏しかったことが考えられる。 

今後の課題 未修了となった受講者については、本科目の評価基準や修了要件の理解

が不十分であったことも一因として考えられる。オリエンテーションで評

価、修了要件に関する内容を充実させると共に、遠方に居住しオリエンテ

ーションに参加できない受講者への周知方法の検討が必要である。併せ

て、就業と学習の両立に苦慮する受講者へ支援が求められる。その一環と

して、自己の学習状況が一目で可視化できるようにすることで生活の中に

計画的に学習活動を組み入れる方策を検討していく。また、小テストの解

答、解説については、今日の看護学に照らし合わせると適切でないと考え

られるものも見られる。今後、見直しを検討することが必要である。 

 



 

科
目 

高齢者看護1（急性期）  時間数 14時間 

学
習
目
的
と
目
標 

目的 
急性期の高齢者看護、高齢者救急においてよく見られる症状の初期アセスメント・初期対応、家族への

対応を含めた看護実践を展開できるよう幅広く学習を深める 

目標 

1.高齢者の急性期、高齢者救急においてよく見られる症状のアセスメント視点を説明できる 
2.高齢者の急性期、高齢者救急においてよく見られる症状の初期対応について基礎的知識を関連づけて
思考できる 

3.急性期の高齢者看護、高齢者救急においての他職種との連携について、基礎的知識を関連付けて思考
できる 

4.急性期、救急場面での高齢者と家族に対する実践について、必要な知見を整理し記述できる 

回数 
(1回 90分) 

学習課題 学習内容 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の救

急、急性期の

特徴と注意

点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故が疑わ

れる場合の

看護実践 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の救急場面、急性期における特徴、留意すべき基礎知識の理解を深める。 

（以下のポイントを示す） 
① 救急受診理由は漠然としていることが多く診療に難渋する上に重症である。 
② 正確な情報を得ることが難しいという特徴がある。そのような状況下で、正確な情報

収集と円滑なコミュニケーションをとる。 
③ 高齢者の年齢的なコミュニケーションの特徴や、認知症や失語症・構語障害などのた

めに、自覚症状がはっきりしなく、症状が十分説明できないことが多い。また、訴え
の内容が信頼できないことも多い。そのため、家族（介護者）から情報を得ることも必
要である。 

④ 急な行動異常で救急外来を受診した場合は、安易に認知症と断定しない。 
⑤ 身体機能の変化に伴い、典型的な症状を伴わないことが多く、痛みなどを訴えないこ

とを考慮したアセスメントが必要である。 
⑥ 複数の疾患を持っている。 
⑦ 処方薬、市販薬を含め、たくさんの薬を服用している。 
⑧ 薬物代謝・排泄機能の低下のため、治療薬の副作用が生じる。 
⑨ 主訴や症状から原因疾患を推定するのが難しい。 
⑩ 重症の場合に、どこまで積極的な治療を行うかを考える。 
⑪ 基礎疾患、服用薬剤、免疫力低下、骨粗鬆症、創治癒力低下などの影響により、病態

が重症化しやすく軽症と確定するのが難しい。 
⑫ 高齢者は以前にかかった病気や過去の手術の影響が、現在の病状に影響するため、ひ

とつの臓器の障害だけでなく、別の複数の臓器障害をあわせて考える必要がある。 
⑬ 重症化した病気のために、精神や神経の症状を合併することもよくあることを念頭に

状態把握を行う。 
⑭ 帰宅して経過観察する場合でも介護者の負担を考慮する（老人施設に比べると自宅の

方が介護力は低いことが多い。） 
⑮ 病気や怪我の程度はそれ程重症ではない場合でも、帰宅後も高齢者が安全に生活でき

るか、内服治療は確実にできるか、再診の約束が守られるかなど生活面への配慮が必
要である。 

 
PPT動画：約 60分、小テスト：約 30分 
 

高齢者に誤嚥、誤飲、誤薬、転倒、転落、けがなど事故や虐待が疑われる症状がある事例に関

してのアセスメント視点、初期対応、看護実践の以下のポイントについて理解する 
① 身体変化にともない誤嚥、誤飲、転倒、転落のリスクがある。これらに対して重症と

考えず放置している危険性があるため、経過やその時の状況など詳しく情報収集する
必要がある。 

＜虐待のアセスメント＞ 
① 家族や現在介護をしてもらっている者に対して恐れをいだいていたり、説明がつかな

い怪我、骨折、火傷がある。 
② 放置、暴力等の虐待を受け、身体抑制を受けている。 
③ 財産が搾取されている。など 
 
PPT動画：約 30分、小テスト：約 60分 
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急性期の高

齢者看護、高

齢者救急に

おいてよく

見られる事

例展開 

 

高齢者に発熱、嘔吐、下痢などあり、水分・電解質異常の症状があり、脱水が疑われる事例に

関してのアセスメント視点、初期対応、看護実践の以下のポイントについて理解する 
① 下痢から脱水となり脳梗塞、心筋梗塞等を発症する事もある。 
② 発熱からせん妄状態となる事がある。 
③ 基礎体温は低下し、外因性・内因性の発熱物質に対しての視床下部体温中枢の反応は

低下するため、高齢者は感染症に罹患しても発熱しないことがある。 
 
PPT動画：約 50分、小テスト：約 40分 
 
高齢者に限局した疼痛（頭痛、胸痛、腹痛、腰痛等）の訴えがある事例に関してのアセスメン

ト視点、初期対応、看護実践の以下のポイントについて理解する 
① 脳疾患の発症は麻痺の有無がある。その麻痺も分かりにくく注意が必要である。また

高齢者は、逆に症状の発現が弱く、判断は難しいためその前兆を把握する。 
 突然の頭痛、今まで経験したことがない頭痛、いつもと様子の異なる頭痛、頻度と

程度が上昇していく頭痛など 
② 自律神経系の機能が低下し、生体に緊急事態が発生してもカテコラミンの放出やカテ

コラミンに対する感受性が低下するため、疼痛閾値が上昇し、痛みを感じにくい。 
③ 脳疾患の発症はマヒがあれば分かるが、そのマヒも力が入りづらい程度の分かりにく

いものから、全く動かないものまである。それらの前兆を把握する。 
④ 高齢者では痛みの伴わない心筋梗塞もあり、血圧の低下や脈の乱れから心臓疾患を初

めて疑う。 
⑤ 高齢者の場合、痛みに対する感じ方が弱く、重症でありながら、腹痛をあまり訴えな

い。 
⑥ 消化器腹痛は出血を伴うこともある。その出血量が体内のためその量が分からない事

もある。その中で、胃潰瘍、十二指腸潰瘍からの出血は死亡原因となる事もある。ま
た肝硬変の末期には食道静脈瘤の破裂も死亡原因となる。 

 
PPT動画：約 60分、小テスト：約 30分 
 
高齢者に呼吸困難感がある事例に関してのアセスメント視点、初期対応、看護実践の以下のポ

イントについて理解する 
① 老化による生理機能の低下のため、咳・痰・発熱などの典型的な臨床症状を欠くこと

が多く、呼吸困難感の症状を伴うことが多い。呼吸器疾患や循環器疾患の危険性を視
野に入れる。 

② 様々な基礎疾患を持つことが多く、呼吸困難感が重症化しやすい。 
③ 高齢者にとって呼吸困難感が急性的か慢性的か、安静時でも起こるか、動いた時のみ

に起こるか、また起坐呼吸かによって原因疾患が異なる。高齢者に多い疾患は、慢性

閉塞性肺疾患、肺炎、うっ血性心不全などがある。 

 
PPT動画：約 60分、小テスト：約 30分 
 

高齢者に意識障害、失神が疑われる事例に関してのアセスメント視点、初期対応、看護実践

の以下のポイントについて理解する 
① 高齢者の失神は、重篤な疾患に起因することが多く若年者に比べて予後が不良である。 
② 失神（あるいは一過性意識消失）の原因を安易に TIA（一過性脳虚血発作）と診断して、

心血管性疾患に起因する失神や出血性による循環血液量低下に起因する失神に関する
精査がなされないことは大きな問題がある。 

③ 糖尿病があれば、低血糖発作、高血糖による意識混濁も考えられる。糖尿病がなくと
も高齢者は突然の低血糖もあり得る。 

 
PPT動画：約 50分、小テスト：約 40分 
 

高齢者救急（急性期の高齢者看護含む）の事例の初期アセスメントや他職種との連携を含めた

初期対応、家族への対応を含めた看護実践を1事例展開する。 

事例は課題として提出：レポート提出を課す（書式は備考欄参照）。 

 

所要時間：90分 
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評価方法と時期 単元ごとに小テストを行う。小テストは満点になるまで繰り返す。 

最終単元は、看護実践の事例レポートを10月10日（火）12時までに提出する。 

評価基準に則り、単位修得の評価をする。 

教科書 大庭建三 (編) (2014) すぐに使える 高齢者総合診療ノート、日本医事新報社 

岩田充永（著）（2011）JJNスペシャル高齢者救急 急変予防＆対応ガイドマップ、医学書院 

備考 小テストの解説・解答にて学習支援を行う。 
レポートは、下記の様式に基づき、具体的に記述する。提出がなされたレポートが評価の対象

となる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提出日時 
レポートタイトル 

研修生番号 氏名 
 
Ⅰ．事例紹介 
Ⅱ．事例の初期アセスメント 
Ⅲ．他職種との連携を含めた初期対応 

Ⅳ．家族への対応を含めた看護実践 

Ⅴ．自己の取り組みの評価と今後の課題 

 

参考文献・引用文献（適宜） 

 

＊レポート A４サイズ 

明朝体10.5ポイント 

      40×35 

      2000字程度 
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高齢者看護１（急性期）
学習目的

修了要件  

上記１～４すべてにおいてD判定がないものとする。

Ａ(優) Ｂ(良) Ｃ(可) Ｄ(不可)

1.高齢者の急性期、高
齢者救急においてよく
見られる症状のアセス
メント視点を説明できる

高齢者の急性期、高齢
者救急においてよく見ら
れる症状のアセスメント
視点を適正説明できる
(小テスト：2回以内で満
点かつレポート：4点)

高齢者の急性期、高齢
者救急においてよく見ら
れる症状のアセスメント
視点を説明できる
(小テスト：3-4回以内で
満点かつレポート：3点)

高齢者の急性期、高齢
者救急においてよく見ら
れる症状のアセスメント
視点を不十分ではある
が説明できる
（小テスト：5回以内で満
点かつレポート：2点）

高齢者の急性期、高齢
者救急においてよく見ら
れる症状のアセスメント
視点を説明できる
（小テスト：満点に到達
せず～未受験かつレ
ポート：1点以下）

2.高齢者の急性期、高
齢者救急においてよく
見られる症状の初期対
応について基礎的知識
を関連づけて思考でき
る

高齢者の急性期、高齢
者救急においてよく見ら
れる症状の初期対応に
ついて基礎的知識を関
連づけて適正に思考で
きる。
(小テスト：2回以内で満
点かつレポート：4点)

高齢者の急性期、高齢
者救急においてよく見ら
れる症状の初期対応に
ついて基礎的知識を関
連づけて思考できる。
(小テスト：3-4回以内で
満点かつレポート：3点)

高齢者の急性期、高齢
者救急においてよく見ら
れる症状の初期対応に
ついて不十分であるが
基礎的知識を関連づけ
て思考できる。
（小テスト：5回以内で満
点かつレポート：2点）

高齢者の急性期、高齢
者救急においてよく見ら
れる症状の初期対応に
ついて基礎的知識を関
連づけて思考できな
い。
（小テスト：満点に到達
せず～未受験かつレ
ポート：1点以下）

3.急性期の高齢者看
護、高齢者救急におい
ての他職種との連携に
ついて、基礎的知識を
関連付けて思考できる

急性期の高齢者看護、
高齢者救急においての
他職種との連携につい
て、基礎的知識を関連
付けて適正に思考でき
る
(小テスト：2回以内で満
点かつレポート：4点)

急性期の高齢者看護、
高齢者救急においての
他職種との連携につい
て、基礎的知識を関連
付けて思考できる
(小テスト：3-4回以内で
満点かつレポート：3点)

急性期の高齢者看護、
高齢者救急においての
他職種との連携につい
て、不十分であるが基
礎的知識を関連付けて
思考できる
（小テスト：5回以内で満
点かつレポート：2点）

急性期の高齢者看護、
高齢者救急においての
他職種との連携につい
て、基礎的知識を関連
付けて思考できない
（小テスト：満点に到達
せず～未受験かつレ
ポート：1点以下）

4.急性期、救急場面で
の高齢者と家族に対す
る実践について、必要
な知見を整理し記述で
きる

急性期、救急場面での
高齢者と家族に対する
実践について、必要な
知見を整理し適正に記
述できる
(小テスト：2回以内で満
点かつレポート：4点)

急性期、救急場面での
高齢者と家族に対する
実践について、必要な
知見を整理し記述でき
る
(小テスト：2回以内で満
点かつレポート：4点)

急性期、救急場面での
高齢者と家族に対する
実践について、不十分
であるが必要な知見を
整理し記述できる
(小テスト：2回以内で満
点かつレポート：4点)

急性期、救急場面での
高齢者と家族に対する
実践について、必要な
知見を整理し適正に記
述できない
(小テスト：2回以内で満
点かつレポート：4点)

評価基準学習における
具体的な評価規準

1.高齢者の急性期、高齢者救急においてよく見られる症状のアセスメント視点を説明できる
2.高齢者の急性期、高齢者救急においてよく見られる症状の初期対応について基礎的知識を関連づけて思考できる
3.急性期の高齢者看護、高齢者救急においての他職種との連携について、基礎的知識を関連付けて思考できる
4.急性期、救急場面での高齢者と家族に対する実践について、必要な知見を整理し記述できる

 急性期の高齢者看護、高齢者救急においてよく見られる症状の初期アセスメント・初期対応、家族への対応を含めた看護
実践を展開できるよう幅広く学習を深める。

到達目標（学習目標）
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科目名 高齢者看護 2（終末期） 

担当者 教授 宮林 幸江   准教授 鈴木 久美子 

助教 青木 さぎ里  助教  土谷 ちひろ 

教育内容 平成 25 年度に実施した地域医療現場の看護師が強化したい看護実践内容の調査か

ら、在宅における高齢者の看取りの援助と、看取りにかかわる家族への援助に対する

ニーズが高いことが明らかになった。そのため、「在宅における高齢者の終末期看護」

に関する科目として設定し、学習目的を「在宅における終末期ケアの展開方法を学ぶ」

とした。 

本事業の対象は実践経験5年以上の看護職であることから、医療機関等で終末期患者

の看護に携わった経験があることを想定し、「在宅」における終末期ケアに重点を置い

た内容とした。わが国の医療制度の動向や国民の意識調査結果、各学会等で出された

高齢者の終末期医療に関するガイドライン等も資料提示し、在宅における高齢者の終

末期ケアについて幅広く考え理解を深めることを目指した。 

全7回の構成とし、内容は、①在宅における終末期ケアの現状と課題、②倫理的課

題、③症状のアセスメント、④疼痛緩和のケアを設定した。在宅での終末期ケアにお

いては主治医をはじめ多職種多機関との連携が重要となることから、⑤「チームケア」

も内容に含めた。また、調査でニーズの高かった⑥「家族への援助」については、看

取り後のグリーフケアも含めた内容とした。第7回は6回までの内容をふまえて、事

例による高齢者と家族への支援方法の検討とし、がんの疼痛アセスメント、本人の意

思や家族の看取りに対する思いを引き出し尊重する援助、臨死期の家族への援助につ

いて考えを問う課題を設定した。 

H26年度のトライアルでは上記内容のうち、第1回～第3回の3回分を開講した。 

H27 年度は全 7 回を開講した。H26 年度の受講後アンケートにおいて内容の難易

度、実践現場での適用性、共に概ね良い評価であったことから、第 3回までの内容は

継続し、4回～7回を新たに作成した。 

H28年度は、H27年度の受講後アンケート結果の評価が高く、改善についての意見

要望がなかったことから、H27年度と同様の内容で実施した。 

H29年度も前年度の受講者評価をふまえ、同様の内容を継続した。 

教育方法 教育方法は eラーニングとし、映像コンテンツを自作した。静止画像は単調になり

がちなため、１つのコンテンツの視聴時間が10分以内になるように作成した。自作

ゆえに説明音声の不具合があり、H26のトライアルで指摘を受けたため改善した。 

H26のトライアルで第1～3回を試行し、受講者より参考資料の提示が役立つと好

評であったため、各種症状のアセスメントシートや家族説明用パンフレット等の実践

に役立つ資料を各回に提示すると共に、参考となるwebページにリンクをはるなど

工夫した。 

H27年度より全7回を開講した。第7回の事例検討については、受講者間での意

見交換により自己の考えを深めることができるように、各自が作成したレポートを

web上に提示し、相互に閲覧してコメントする方法をとった。これについてはH27

年度受講者より、他の受講者のレポートが参考になったとの意見があり、H28年度

も継続した。 

「受講者の多方向からの考えが勉強になった」「受講者のレポートから学ぶことが多

かった」等の意見が多数あったため、H29年度も継続した。 

テキストについては在宅における高齢者の終末期看護に関する文献が少なく、H26

年度トライアルで教科書に採用していた書籍が在庫終了となり教科書の選定に苦労し

ていたが、H28年に改訂版として宮崎和加子他著「在宅・施設での看取りのケア」

（日本看護協会出版会）が出版され、高齢者の実践事例が豊富であることから、H28

年度より新たに採用した。 
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学習支援方法 Web上のフォーラムに寄せられた受講者の質問に対しては、科目担当者が速やかに

対応した。特にH29年度はMoodleの操作方法に関する問い合わせや相談が例年より

多くあり、事務局スタッフに個別に対応して頂いた。問い合わせや質問のあった箇所

についてはその都度Moodle 画面上の説明表記についての見直しを行い、わかりやす

い表現に修正した。 

特に第 7 回の課題レポートの Web 上の提出方法については、画面上の操作方法に

ついて詳しく説明したファイルを掲示し、画面上にも説明文を追加した。 

 課題レポートの提出期限およびレポート相互閲覧の期限については Moodle 画面上

に強調して表示し、期限間近になってからは励ますメッセージも加えた。H28年度第

2 期に演習受講希望者の修了判定時期の関係で、レポート提出期限およびレポート相

互閲覧期限を第1期より10日早めたことが影響し、受講者10名中修了者2名と修了

率が低下した。そのためH29年度はレポート提出期限の設定を改善した。また、H29

年度は未提出者の受講状況を確認し、課題のweb上の提示期限およびレポートの相互

閲覧期限を延長することにより、修了できるように対応した。 

学習到達度 H27年度は受講者15名中、修了者5名であった。H28年度は2期開講し、第1期

は受講者10名中修了者8名、第2期は受講者10名中修了者2名であった。 

H29年度は第1期のみ開講し、受講者20名中、修了者19名であった。 

受講者の反応  H26 年度のトライアルは 9 名が受講し、受講後アンケート(5 名)では、内容の難易

度、実践現場での適用性、共に概ね良い評価であった。 

 H27年度は 15名が受講した。受講後アンケート(13名)では、内容の有益性、実践

現場での適用性、共に良い評価であった。自由記述では、地域の看護職と思われる受

講者複数名から、興味深く有益であった、すぐに使える実践的な内容だった、やりが

いを感じた、資料が活用できるとの意見があった。 

 H28年度は 2期開講し、第 1期の受講者 10名、第 2期受講者 10名であった。第

1期受講者アンケート(9名)の自由記述では「病院勤務だが患者や家族への説明に役立

つ学びとなった」「学習した内容を自施設のスタッフに共有・提言でき有意義に活用で

きた」など、適用可能性が在宅分野の実践にとどまらない意見がみられた。一方で第

2期受講後アンケート(4名)は内容への興味関心や有益性などは高評価であったが、学

習進度や学習の工夫について多項目と比較して低評価となった。 

 H29年度は 20名が受講し、受講後アンケート(18名)では、注意・関連性・自信・

満足度について大部分の項目が高評価であるが、学習進度、学習の工夫、成果の承認

の項目については約7割であった。確認テスト等を設定しておらず、第7回まで課題

提出がないことが関係していると考えられる。自由記載では、講義時間が短く設定さ

れているため空き時間で気軽に受講できた、勤務中の空き時間を利用して受講できる

内容だった、自分のペースで学習できたという声が多数あった一方で、第 7回まで課

題がないため後回しにしてしまった、モチベーションが保ちにくい等の意見もあった。 

 以上より、H26～29年度において内容の有益性および実践現場での適用性について

の受講者の評価はいずれも高く、受講者のニーズに合致しているといえるが、受講者

の学習意欲継続のための支援の必要性が明らかになった。 

今後の課題 講義の内容については、今後も在宅医療に関する制度等の動向に合わせて精選して

いく必要がある。 

科目の性質上、知識習得のための確認テスト等は設定していないが、受講者の学習

意欲維持のための方策について、引き続き検討する必要がある。 

 



科
目 高齢者看護2（終末期） 時間数（回数） 14時間（7回） 

学
習
目
的
と
目
標 

目的 在宅における終末期ケアの展開方法を学ぶ 

 

目標 

1. 在宅における終末期ケアの特徴について説明できる 

2. 終末期の療養者に対するアセスメントとケアの方法について説明できる 

3. 在宅での終末期ケアにおける他職種との連携方法について説明できる 

4. 在宅で死を迎える療養者と家族に対する支援方法について説明できる 

回数 

（1回90分） 

学習課題 学習方法 具体的方法 

１ 

 

 

２ 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

在宅における
終末期ケアの
特徴 
 
在宅での終
末期ケアに
おける倫理 
 
 
 
終末期にお
ける諸症状
とそのアセ
スメント 
 
 
終末期にお
ける疼痛と
緩和ケア 
 
 
 
 
終末期にお
けるチーム
ケア 
 
 
 
終末期におけ
る家族への支
援 
 
 
 
 
終末期におけ
る療養者と家
族への支援の
実際 

 

e-learning 

（講義） 

 

e-learning 

（講義） 

 

 

e-learning 

（講義） 

 

 

 

e-learning 

（講義） 

 

 

 

e-learning 

（講義） 

 

 

 

e-learning 

（講義） 

 

 

 

Web 上の掲

示板でのデ

ィスカッシ

ョン 

在宅における終末期ケアの適応と条件について学ぶ。 
1. 在宅での終末期ケアの多様性 
2．在宅での終末期ケアの条件 
  
在宅での終末期ケアにおいて倫理的側面から考慮すべき 
課題について学ぶ。 
1. 在宅での終末期ケアにおける倫理的諸問題 
2. 終末期ケアのガイドライン 
 
終末期にある療養者に出現する諸症状について理解し、的確
にアセスメントを行う方法を学ぶ。 
1. 終末期ケアにおけるアセスメントの重要性 
2. 呼吸器症状とアセスメント 
3. 消化器症状とアセスメント 
 
終末期にある療養者の抱える疼痛について理解し、緩和ケア
の方法について学ぶ。 
1. 終末期における疼痛 
2. 薬物による疼痛緩和の方法 
3. 薬物以外の疼痛緩和の方法 
 
終末期ケアにおける主治医や他職種との協働および連携方
法について学ぶ。 
1. 在宅におけるチーム作り 
2. チーム内の連携と意思統一 
3. 在宅終末期ケアにおける臨床診断・治療の特性 
 
終末期にある患者を看取る家族のニーズと支援方法を理解
する。 
1. 在宅で終末期を看取る家族への身体的心理的支援 
2. 臨死期のケアと看取り 
3. グリーフケア 
 
事例を用いて終末期にある在宅療養者と家族への支援方法
について学ぶ。 
事例を提示し、終末期にある在宅療養者と家族のアセスメン
トおよび支援方法について討議する。 

 

評価方法 

  と 

提出期限 

・e-learningの実施状況 
・第 7回の課題レポート（提出期限：平成 29年 10月 9日） 

・第 7回のWeb討議の内容（Webコメント期限：平成 29年 10月 23日） 

教科書 ・在宅・施設での看取りのケア 宮崎和加子他著 日本看護協会出版会  2016． 

・エンド・オブ・ライフを見据えた“高齢者看護のキホン”100 岡本充子他編集 

 日本看護協会出版会 2015. 
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高齢者看護２（終末期）

学習目的

到達目標（学習目標）

修了判定の前提条件

修了要件：下記の１～４すべてにおいてD判定がないものとする。

Ａ(優) Ｂ(良) Ｃ(可) Ｄ(不可)

1.在宅における終末期ケアの特徴
について説明できる

課題
レポート

課題レポートに、在
宅における終末期
ケアの特徴が3つ
以上記述されてい
る

課題レポートに、
在宅における終
末期ケアの特徴
が１～２つ記述さ
れている

課題レポートに、
終末期ケアの特
徴が記述されてい
るが、在宅という
特性をふまえてい
ない

課題レポートに、在
宅における終末期
ケアの特徴が記述
されていない

2. 終末期の療養者に対するアセス
メントとケアの方法について説明で
きる

課題
レポート

課題レポートに、終
末期の療養者に対
するアセスメントと
ケアの方法が3つ
以上記述されてい
る

課題レポートに、
終末期の療養者
に対する、アセス
メントとケアの方
法が１～２つ記述
されている

課題レポートに、
終末期の療養者
に対するアセスメ
ントとケアの方法
が記述されている
が、在宅という特
性をふまえていな
い

課題レポートに、終
末期の療養者に対
するアセスメントと
ケアの方法が記述
されていない

3. 在宅での終末期ケアにおける他
職種との連携方法について説明で
きる

課題
レポート

課題レポートに、在
宅における終末期
ケアの特徴をふま
えた他職種との連
携の方法が3つ以
上記述されている

課題レポートに、
在宅における終
末期ケアの特徴
をふまえた、他職
種との連携の方
法が１～２つ記述
されている

課題レポートに、
終末期ケアにおけ
る他職種との連携
の方法が記述され
ているが、在宅と
いう特性をふまえ
ていない

課題レポートに、在
宅での終末期ケア
における他職種と
の連携の方法が記
述されていない

4. 在宅で死を迎える療養者と家族
に対する支援方法について説明で
きる

課題
レポート

課題レポートに、在
宅で死を迎える療
養者と家族に対す
る支援方法が3つ
以上記述されてい
る

課題レポートに、
在宅で死を迎え
る療養者と家族
に対する支援方
法が１～２つ記述
されている

課題レポートに、
死を迎える療養者
と家族に対する支
援方法が記述され
ているが、在宅と
いう特性をふまえ
ていない

課題レポートに、在
宅で死を迎える療
養者と家族に対す
る支援方法が記述
されていない

 在宅における終末期ケアの展開方法を学ぶ

評価基準学習における
具体的な評価規準

1. 在宅における終末期ケアの特徴について説明できる
2. 終末期の療養者に対するアセスメントとケアの方法について説明できる
3. 在宅での終末期ケアにおける他職種との連携方法について説明できる
4. 在宅で死を迎える療養者と家族に対する支援方法について説明できる

評価
対象

1.すべての回を受講していること
2.Web上で、他の受講者の課題レポートを閲覧し、2名以上の課題レポートに対してコメントしていること
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科目名 高齢者看護 3（認知症） 

担当者 教授  半澤 節子    教授 成田 伸 

准教授 佐藤 幹代    助教 路川 達阿起 

教育内容  本科目は、認知症をもつ人とその家族のケアニーズの理解を深めるとともに、

対象者が医療やケアを求めてきた際に対応し、看護判断に基づいた適切な看護援

助を実践できる能力を養うことを目的として設定した。 

 教育内容は、実務経験を有する看護職者であることを考慮し、①認知症をもつ

人の内的体験の理解、②認知症の症状とアセスメントの理解、③認知症を引き起

こす疾患の理解、④認知症の早期診断の重要性と薬物治療の理解、⑤認知症をも

つ人への日常生活の援助の理解、⑥認知症をもつ人の家族の思いや生活の変化の

理解、⑦認知症の予防と認知症に関連する政策動向の理解という 7 つの教育内

容を開講した。 

 

教育方法 対象者が就労している看護職者であることを考慮し、教育方法は eラーニング

とした。受講者は、各回の講義でパワーポイントの講義資料をパソコン上で参照

しながら、指定した映像のコンテンツを視聴し、また、指定した教科書を読み学

習することとした。その上で、eラーニング上の小テストを受け、知識の習得状

況を確認できるようにした。映像コンテンツは、一般向けに視聴できる著作権フ

リーのものとし、補助教材とした。最終回にはレポート提出を課題とし、提出者

にはコメントを返却した。 

平成 26-28 年度までの実施状況として、全 7 回の学習の途上で中断してしま

うことがあり、とりわけ映像コンテンツは閲覧するものの、小テストやレポート

は未実施という受講生が複数みられた。そこで、受講者が途中で学習を滞りなく

進められるように、平成 28 年度および 29 年度は、各回の小テストの選択肢に

は解説等をつけた。また、平成29年度は前年度に実施した講義内容を踏襲しつ

つも、コンテンツ等を見直し、わかりやすい内容に修正し、映像コンテンツも一

部入れ替えを行った。 

 

学習支援方法 小テストの締め切りやレポートの提出日などの周知を徹底し、必要な場合には

個別に直接メール連絡をとるなど丁寧な対応を心掛けた。また、eラーニング上

のコンテンツ内に担当者と受講者がやり取りできるようフォーラムを設置した。

受講者より投稿があった場合は担当者が速やかに対応し、受講に支障が生じない

よう支援した。 

 

学習到達度 ルーブリックに記載されている、学習における具体的な評価基準（下記 1～3）

に準じて評価を行った。平成 29年度の学習到達度は以下のようであった。いず

れの評価基準も、平成26-28年度までの状況に比べて改善している。 

1． 認知症の基礎知識（病態、診断、予防、治療）や関連する政策動向について

説明できる（第 3、4、7回）は、A評価が 15名、D評価が 2名であった。 

2． 認知症をもつ人への看護ケアの考え方とその実際について説明できる（第2、

5回） は、A評価が16名、D評価が 1名であった。 

3． 認知症をもつ人とその家族への関わり方について説明できる（第 1、6回）

は、A評価が14名、D評価が 3名であった。 

 修了判定基準により判定し、最終的な合格者は受講者17名中 14名であった。 
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受講者の反応 平成 29年度の受講者 17名のうち、すべてのコンテンツを受講した者は 14名

であった。授業後のアンケートに回答した者は 15名であり、概ね高い評価が得

られている。 

 

【評価項目に基づく結果】 

・ 自分に関係があったか：「あった」10名(66.7%)、「まあまあ自分に関係があ

った」5名(33.3%) 

・ 有益な内容だったか：「有益だった」12名(80.0%)、「まあまあ有益だった」

3名(20.0%) 

・ やってよかったか：「よかった」11 名(73.3%)、「まあまあよかった」4 名

(26.7%) 

その一方で、やや低い評価が得られた項目もあった。 

・ 学習を滞りなく進められたか：「進められた」3名(20.0%)、「まあまあ進めら

れた」7名(46.6%)、「やや滞った」2名(13.3%)、「滞った」3名(20.0%) 

 

【自由記載】 

自由記載からは、以下のような肯定的な意見が多く得られた。 

・ 仕事をしながらの勉強は思ったより大変で、途中、学習が滞った時もあった

が、学習内容に動画などが取りこまれていてわかりやすく、隙間時間を利用

して学習しやすかった。 

・ 認知症の人やその家族への対応など時には現場で対応に困ることがあった

が、今回の学びを通じて自分への自信にもつながった。認知症の人の想いと

いうのが大変よく理解できた。 

・ 認知症をもつ人の世界や有意義なコミュニケーションの方法であるユマニ

チュードなど知ることができ、とても貴重な経験ができた。 

・ なかなか学ぶ機会の少ない僻地にいるので、時間の制約がない eラーニング

は学生に戻ったみたいで刺激的でした。 

・ 今までにない勉強方法で、認知症の方の声というものを聞くことができ新た

な学びを得ることができた。認知症の疾患だけでなく、抱えておられる本人

や家族のこと、生活に関する事まで学ぶことができ有意義な経験だった。自

分の可能な時間に学習できるというのも有り難かった。 

 

今後の題 受講者のモチベーションを維持・向上させるとともに、受講者がより高い学

習効果を得て、本科目での学びを現場の実践につなげて活用できるよう、受講

者の反応や意見をふまえてさらなる工夫点を検討したい。 

また、特に低い評価がみられた「学習を滞りなく進められたか」に関して

は、受講者より「業務の間にまとまった時間を取って学習することが困難であ

った」という意見がみられており、1コンテンツ当たりの所要時間が 30-40分

程度に収まるものを標準とし、あまり長時間にわたることのないように適時見

直しをしていきたい。 

なお、平成 29年度から受講生のフォーラムを活用し、受講者同士が学習を継

続するための話し合いができ、励まし合えるeラーニング上の環境を整備した

が、今後は継続してこうした学習支援を行うとともに、大学に来校して行う

「高齢者看護演習３（認知症）」の動機づけにもつなげるよう、受講者同士の出

会いの場づくりにも努めたい。 

 



科
目 

高齢者看護３ (認知症) 時間数（回数） 14時間(7回) 

学
習
目
的
と
目
標 

目的 
認知症をもつ人とその家族のケアニーズの理解を深めるとともに、医療やケアを求めてきた際に

対応し、看護判断に基づいた適切な看護援助を実践できる能力を養う。 

目標 

１．認知症の基礎知識(病態、診断、予防、治療)や関連する政策動向について説明できる。 

２．認知症をもつ人への看護ケアの考え方とその実際について説明できる。 

３．認知症をもつ人とその家族への関わり方について説明できる。 

回数 

  (90分/回) 
学習課題 学習内容 

１ 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

     ４ 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

 

７ 

認知症をもつ人の内的体験の理解 

 

 

 

 

認知症の症状とアセスメントの理解 

 

 

 

 

 

認知症を引き起こす疾患の理解 

 

 

 

 

 

認知症の早期診断の重要性と薬物治療

の理解 

 

 

 

認知症をもつ人への日常生活の援助の

理解 

 

 

 

認知症をもつ人の家族の思いや生活の

変化の理解 

 

 

 

 

認知症の予防と認知症に関連する政策

動向の理解 

 

認知症をもつ人の内的体験を具体的に理解する 

・認知症をもつ人の内的体験・内的世界とはどの

ようなものか 

・認知症ケアの理念 

 

認知症の症状とアセスメントについて具体的に

理解する 

・認知症をもつ人の心理的特徴 (中核症状、周辺

症状を含む) 

・認知症ケアのアセスメント方法 

 

認知症の症状を引き起こす疾患について具体的

に理解する 

・アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、

前頭側頭型認知症、脳血管性認知症、その他の

疾患 

 

認知症の早期診断の重要性と薬物治療について

理解する 

・早期発見と軽度認知障害 

・薬物治療 

 

認知症をもつ人への関わり方や日常生活援助に

ついて理解する 

・ケアの実践的プロセス 

・生活環境の工夫、生活場面での対応の工夫 

 

認知症をもつ人の家族の思いや生活の変化を理

解し、看護支援について考える 

・認知症をもつ人の家族の思いや生活の変化とは

どのようなものか 

・認知症をもつ人の家族への看護支援 

 

認知症の予防および認知症に関連する政策動向

について理解する 

・認知症発症の危険因子 

・認知症をもつ人の現況と関連する政策動向 

評価方法と 

課題提出期限 

(1)小テスト(第 2、3、4、5、7回で単元ごとに行う)、(2)第 7回終了後の課題レポート（第 1回：

認知症をもつ人への関わり方、第 6回：認知症をもつ家族への支援という 2点についてまとめ

る）により評価する。 

課題レポート提出期限：平成 29年 9月 25日（月曜日）12:00までとする。 
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教科書 
・日本認知症ケア学会：認知症ケアの基礎 改訂 4版, ワールドプランニング, 2016 

・日本認知症ケア学会：認知症ケアの実際Ⅰ：総論 改訂 4版, ワールドプランニング, 2016 

参考書 

・中島紀惠子, 他：新版 認知症の人々の看護, 医歯薬出版, 2013 

・鈴木みずえ：急性期病院で治療を受ける認知症高齢者のケア～パーソン・センタードな視点

から進める，日本看護協会出版会，2013 

・厚生労働統計協会：国民の福祉と介護の動向 2015-2016, 厚生労働統計協会, 2016 

備考 
・事後テストには解答と合わせて解説をフィードバックする。 

・レポートは評価とコメントをフィードバックする。 
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高齢者看護３（認知症）

到達目標（学習目標）

1. 認知症の基礎知識(病態、診断、予防、治療)や関連する政策動向について説明できる

3. 認知症をもつ人とその家族への関わり方について説明できる

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

1. 認知症の基礎知識(病態、診断、予
防、治療)や関連する政策動向につい
て説明できる（第3回、第4回、第7回)

十分説明できる
(小テスト：2回以内
で満点)

概ね説明できる
(小テスト：3回～4
回で満点)

不十分な点もある
が、ほとんど説明
できる
(小テスト：5回以上
で満点)

ほとんど説明でき
ない
(小テスト：満点に
到達せず・未受験)

2. 認知症をもつ人への看護ケアの考
え方とその実際について説明できる
(第2回、第5回)

十分説明できる
(小テスト：3回以内
で満点)

概ね説明できる
(小テスト：3回～5
回で満点)

不十分な点もある
が、ほとんど説明
できる
(小テスト：6回以上
で満点)

ほとんど説明でき
ない
(小テスト：満点に
到達せず・未受験)

3. 認知症をもつ人とその家族への関
わり方について説明できる(第1回、第6
回)

課題レポートの内
容から、認知症を
持つ人とその家族
に対するかかわり
のいずれも説明で
きる(レポート：4点)

課題レポートの内
容から、認知症を
持つ人とその家族
に対するかかわり
のいずれかは説
明できているが、
もう一方は不十分
である
(レポート：3点)

課題レポートの内
容から、認知症を
持つ人とその家族
に対するかかわり
のいずれかは、
まったく説明できて
いない（レポート：2
点）

課題レポートの内
容から、認知症を
持つ人とその家族
に対するかかわり
のいずれも、まっ
たく説明できてい
ない
(レポート：1点)

＊ 最終評価は、(1)小テスト(第2、3、4、5、7回で単元ごとに行う)、(2)第7回終了後の課題レポート（第1回および第6回
の内容に基づいて、①認知症をもつ人への関わり方、②認知症をもつ家族への支援という2点についてまとめる）によ
り評価する。

＊ 修了判定基準（合格ライン）は、学習における具体的な評価基準に示した1から3について、すべてがＣ以上である
こととする。

評価基準
学習における具体的な評価基準

2. 認知症をもつ人への看護ケアの考え方とその実際について説明できる
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科目名 高齢者看護４（退院支援・調整と多職種連携） 

担当者 教授    塚本 友栄     准教授   角川 志穂   

講師    島田 裕子     助教    佐藤 貴紀 

教育内容 第一次試案（H26）では、全 7回中 4回分の前半コンテンツを作成した。主な学習課

題は、「退院支援・調整を行ううえで欠かすことの出来ない要素」「退院支援・調整の

基本的な流れ」とした。試案を用いたトライアルを通して、より実践に役立つ・即し

た内容にするという課題がみえ、第二次試案（H27）では残る後半3回分コンテンツと

して事例を通して、「退院支援・調整のハイリスク患者選定」「退院後の療養生活上の

ニーズの明確化」「ニーズに応じた資源と、資源利用に向けた援助」が考えられる内容

とした。併せて、多職種協働に欠かせない「カンファレンス運営と意見調整の方法」

についても取り上げ、全 7回のコンテンツ完成版とした。以降、動画コンテンツは変

更していない。 

 

教育方法 全 7回（20-30min/回）のeラーニングで、講師と PPTの両方が見える動画とした。 

・コンテンツ前半・後半に、動画を止めて受講生が取り組むワークを各２つ挿入し、

講義動画をぼんやり聞き流さないよう工夫した。 

・コンテンツの前半・後半終了毎に課題レポートを設定し、学習内容の整理と、実践

の現状と照合したうえで自己の実践上の課題を意識化する機会とした。 

・受講生が相互にレポートを閲覧・コメントすることも、本科目の課題として設定し、

相互に学びあえるような仕組みにした。 

・事前にルーブリックを提示し、自己評価を課すことで、学習課題の明確化を図った。 

・受講生による授業評価には ARCS 動機づけモデルを活用し、「Attention（注意）」

「Relevance（関連性）」「Confidence（自信）」「Satisfaction（満足感）」の側面から

評価した。以上の教育方法は基本的に修正せず、実施方法のみ工夫して、より学習を

支援できるようにした。 

 

学習支援方法 授業評価の結果、課題として「自信」の側面で否定的評価の割合が高いこと、学習

活動が停滞しやすいこと、Moodle上での課題提出に不慣れなこと、離島などでは視聴

環境が悪い場合があることがわかった。これらの課題は継続してあった。また、「レポ

ート作成が大変（H27）」「仕事の状況とマッチせず進められなかった（H27）」といった

意見もあった。一方、他受講生の意見が聞けることは、「大きなメリット（H27）」とし

て評価された。これらに対して、 

①「自信」やモチベーションを高められるよう、ワークや課題レポート提出時は、個

別メールでフィードバックした。応援メッセージのみならず、今後の実践につながる

よう、より内容に踏み込んだコメントをタイムリーに返すようにした。 

②視聴ログを適宜確認し、停滞しているときは状況を確認し、励ます目的で個別にメ

ールした。 

③ストレス少なく学習できるよう、操作面等の質問への応答性を高めた。 

④学習者間の学びあいを促進できるよう、メールで促したり、コース開始時のステッ

プとして自己紹介を取り入れたりした。 

⑤ルーブリックの文言を洗練し、求めている学びが伝わりやすいようにした。 

⑥受講者のリクルートに使用するリーフレットにコンテンツの特徴を記載し、受講生

の期待と実際に学習できる内容間に齟齬が生じないようにした。 

学習到達度 修了率は実施回毎に概ね向上し、29年度は 8割であった。未修了理由には、業務多

忙・体調不良による学習時間確保困難があった。理由は不明だが、初回から視聴が進

まない、視聴を進めていたが課題提出がない、全て視聴するがワークや課題を提出し

ないことがあった。到達度は、概ね B以上であり、「再学習」該当者はなかった。 
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受講者の反応 ＜教育方法＞ 

学習支援方法①②③：「コメントがやりがいにつながった（H28）」「質問後やレポート

提出後に頂くメールがとても親切でポジティブなので、安心して学習を続けることが

できた（H29）」等、応答性を高めた対応が学習の継続性を高めるうえで効果的であっ

たと評価できた。しかし ARCS の観点からみた授業評価（H29）では、[自信がついた

か][学習を滞りなく進められたか][自分なりの学修の工夫ができたか]は、4段階評価

の「できた」とする回答がほぼ皆無で、工夫しながら学習を滞りなく進めることや自

信を高めることは、どうしても困難な状況があった。 

学習支援方法④：「他受講者のレポートがとても興味深い（H28）」「参考になり、今後

につなげることができる（H28）」等、レポートの相互閲覧・コメントは効果的であっ

たと評価できた。一方で、「もっと受講者間で意見交換できると学びが深まったのでは

ないか（H29）」という意見もあり、自己紹介を組み込んだ効果はあまり確認できなか

った。 

学習支援方法⑤：ルーブリック洗練の効果として、課題として求めている内容を含ん

だレポートになっている。「レポートが大変（H27）」といった意見は聞かれなくなった。 

＜教育内容＞ 

「とても勉強になった（H27）」「今まで現場で行っていた意味や今後必要なことが学

べた（H28）」「事例を含んだ講義内容が分かりやすい（H29）」といった意見がある一方、

「理想の退院調整をおさらいすることはできた（H28）」「病院の枠から出た、地域のこ

とも聞けると良かった（H28）」という声もあった。また ARCSの観点からみた授業評価

（H29）では、[途中の過程が楽しかったか][変化に富んでいたか]の評価が低い傾向が

あり、受講者が発見・驚き・興味を高めるといった要素が少なく、単調になっている

可能性があった。本科目を選択する受講生はへき地医療拠点病院勤務者が多く、退院

患者を受けたり入院に送り出したりする側のへき地診療所勤務者は少ない傾向もあ

る。本科目のターゲット者を明確にし、かつ勤務地域・施設・部署等の違いによる、

異なるニーズに対応するコンテンツを付加するか検討の必要がある。 

＜その他＞ 

「講義スライドの PDFが欲しい（H29）」「ネット環境にないとみられない（H29）」と

いった意見があった。手元資料があれば書き込み等「自分なりの学修の工夫」もしや

すくなる。講義 PPTダウンロード、視聴環境の確認・支援について検討の必要性が示

唆された。 

 

今後の課題 ・本科目のターゲット者を明確にし、かつ勤務地域・施設・部署等の違いを反映した

異なるニーズに対応するコンテンツ付加について検討する。 

・書き込みしながら視聴できる簡易版講義資料、また全動画視聴終了後には講義全体

を振り返ることができる詳細版講義資料の 2パターンの PPTがダウンロードできるよ

う準備する。 

・受講開始時の受講生自己紹介、応答性を高めた受講生への関わりは継続する。 

 



 

 

科
目 

退院支援・調整と多職種連携 時間数 14時間(7回) 

学
主
目
的
と
目
標 

目的 多職種と連携した効果的な退院支援・調整に必要なスキルと知識を習得する。 

目標 

１．退院支援・調整を行う上で欠かすことのできない要素を列挙し、各要素の意義を説明できる。 

２．退院支援・調整の基本的な流れを構成する段階と、重視すべきポイントを説明できる。 

３．退院支援・調整のハイリスク者を選定する方法を説明できる。 

４．入院中から、退院後の療養生活上のニーズを明確化する方法を説明できる。 

５．ニーズに応じた資源と必要な援助方法を説明できる。 

６．効果的な連携（チームアプローチ）に必要な、カンファレンスの企画・運営方法を説明できる。 

７．臨床倫理 4分割法を用いた考え方を応用し、効果的な連携に必要な意見調整の方法を説明できる。 

回数 

(1回 90分) 
学習課題 学習内容ならびに方法 

1・2 
 
 
 
 

 
 
 

3・4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 5・6 
 
 
 
 
 

  7 

退院支援・調整を効果

的に行う上で欠かす

ことのできない要素 

 

 

 

 

退院支援・調整の基本

的な流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

退院支援・調整のハイ

リスク者選定 

退院後の療養生活上

のニーズの明確化、ニ

ーズに応じた資源と

援助 

 

効果的な連携（チーム

アプローチ）に必要

な、カンファレンスの

企画・運営、および意

見調整 

ワークシートを用いて、随時映像を止めてワークに取り組みつつ、視聴を進める。 

【e-learning】 

・退院支援・調整を行う上で欠かすことのできない要素について理解する。 

・現状と照合し、実践上の課題を見出す。 

＜ワーク１＞ 

・『退院支援・調整を行う上で欠かすことのできない要素には何があると思うか』、自己の考えを

ワークシートに記述する。 

【e-learning】 

・ハイリスクスクリーニングから、ニーズの明確化、カンファレンス開催、他職種調整、評価まで

の基本的な一連の流れを理解する。 

・現状と照合し、実践上の課題を見出す。 

＜ワーク２＞ 

・『現状として、自身が勤務する職場における（あるいは、自身がこうであろうと理解している）

退院支援・調整は、どのようなステップを踏みながら進むものであるか』、自己の考えをワー

クシートに記述する。 

 ＜レポート作成と自己評価＞ 

・聴講後、下記①②についてレポートする。 

①ワークとして自身が考えたことと、ここまでの授業を通して、学び得たことを比較し、変化・

再確認したことは何か 

②学習したことと実践の現状を照合し、見いだされた課題 

・ルーブリックを用いて、該当する評価基準に〇をつけ、レポートを自己評価する。（自己評価を

添付してレポート提出） 

 ＜レポートの相互閲覧とコメント＞ 

・氏名を伏せた状態で、学生間でレポートを閲覧し、相互にコメントする。 

・コメント内容は、自己と他者の学びを比較したことで、自己が発見・気づいたこと、今後取り組

みたいと思えた課題等とする。他者の不足・不備の指摘は避ける。 

【e-learning】 

・事例を用いて学習する。 

‒ ハイリスク者選定に必要な情報を判断できる。 

‒ 退院後の療養生活上のニーズを明確化するために必要な情報を判断できる。 

‒ ニーズ充足に必要な資源と、資源利用に向けた援助を考えられる。 

 

【e-learning】 

・効果的なカンファレンスの企画・運営に必要な要素を理解する。 

・臨床倫理4分割法の考え方を応用し、効果的な連携に必要な意見調整の方法について考える。 

 

課題提出期限 課題レポート1、レポート1の自己評価、他受講生のレポート1に対する相互コメント、ワーク1・2：

平成29年9月24日、課題レポート2、レポート2の自己評価、他受講生のレポート2に対する相互コ

メント、ワーク3・4：平成29年10月15日（これは最終期限です。どうぞ早めに提出して下さい） 

テキスト なし 

履修上の注意事項 ワークシートを用いて、随時映像を止めてワークに取り組みつつ、視聴を進める。 
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退院支援・調整と多職種連携 平成29年7月11日修正

修了要件

十分出来た（A） 出来た（B） 概ねできた（C） 要再学習（D）

要素の列挙
６つの要素全てを列挙している

（A）
要素を列挙してない

（D）

要素の説明
６つの要素全てについて、その意
義や重要性を含めて説明している

１～５つの要素について、そ
の意義や重要性を含めて説明
している

要素の意義や重要性について、説明
していない

要素について説明し
ていない

講義を通した気づき
講義内容と実践の現状を比較照合
したうえで得られた気づきを複数
記載している

講義内容と実践の現状を比較
照合したうえで得られた気づ
きを記載している

気づきを記載しているが、講義内容
や実践との関連が不明瞭である

気づきを記載してい
ない

今後に向けた課題の提示
得られた気づきに基づいて、
今後に向けた課題を複数提示して
いる

得られた気づきに基づいて、
今後に向けた課題を提示して
いる

気づきと今後に向けた課題との関連
が不明瞭である

課題を提示していな
い

基本的な流れの説明
どこが重要なポイントか、
その理由も含めて、基本的な流れ
を説明している

どこが重要なポイントかを含
めて、基本的な流れについて
説明している

基本的な流れを説明しているが、
どこが重要なポイントかは示してい
ない

流れについて述べて
いない

講義を通した気づき
講義内容と実践の現状を比較照合
したうえで得られた気づきを複数
記載している

講義内容と実践の現状を比較
照合したうえで得られた気づ
きを記載している

気づきを記載しているが、講義内容
や実践との関連が不明瞭である

気づきを記載してい
ない

今後に向けた課題の提示
得られた気づきに基づいて、
今後に向けた課題を複数提示して
いる

得られた気づきに基づいて、
今後に向けた課題を提示して
いる

気づきと今後に向けた課題との関連
が不明瞭である

課題を提示していな
い

ハイリスク者選定方法の説明
どこが重要なポイントか、
その理由も含めて、選定方法に
ついて説明している

どこが重要なポイントかを含
めて、選定方法について説明
している

選定方法を説明しているが、どこが
重要なポイントかは示していない

選定方法を説明して
いない

退院後の療養生活上ニーズを
明確化するための方法の説明

目を向けるべき情報、あるいは
患者・家族とのかかわり方を

説明していない  （B）

明確化する方法につ
いて述べていない

（D）

ニーズに応じた資源と必要な
援助を見出すための援助方法
の説明

ニーズに応じた資源を見出す方法、
あるいは必要な援助を見出すための

方法を説明していない （B）

援助方法を
説明していない

（D）

講義を通した気づき
講義内容と実践の現状を比較照合
したうえで得られた気づきを複数
記載している

講義内容と実践の現状を比較
照合したうえで得られた気づ
きを記載している

気づきを記載しているが、講義内容
や実践との関連が不明瞭である

気づきを記載してい
ない

今後に向けた課題の提示
得られた気づきに基づいて、
今後に向けた課題を複数提示して
いる

得られた気づきに基づいて、
今後に向けた課題を提示して
いる

気づきと今後に向けた課題との関連
が不明瞭である

課題を提示していな
い

カンファレンスの企画・運営
方法の説明

カンファレンスの企画・運営方法の
ポイントを説明できていない（B）

企画・運営方法に
ついて述べていない

（D）

講義を通した気づき
講義内容と実践の現状を比較照合
したうえで得られた気づきを複数
記載している

講義内容と実践の現状を比較
照合したうえで得られた気づ
きを記載している

気づきを記載しているが、講義内容
や実践との関連が不明瞭である

気づきを記載してい
ない

得られた気づきの実践への活
用に向けた考察

気づきをどのように実践に活かす
のかを述べ、かつそのための課題

を提示している。（A）

意見調整方法の説明
意見調整方法のポイントを
説明できていない（B）

意見調整の方法につ
いて述べていない

（D）

講義を通した気づき
講義内容と実践の現状を比較照合
したうえで得られた気づきを複数
記載している

講義内容と実践の現状を比較
照合したうえで得られた気づ
きを記載している

気づきを記載しているが、講義内容
や実践との関連が不明瞭である

気づきを記載してい
ない

得られた気づきの実践への活
用に向けた考察

気づきをどのように実践に活かす
のかを述べ、かつそのための課題

を提示している。（A）

評価は、４段階評価とする。しかし項目によっては３段階評価となる。修了判定基準（合格ライン）は、Ⅾ判定が１つもないこととする。

到達目標（学習目標）

1.退院支援・調整を行う上で欠かすことのできない要素を列挙し、各要素の意義を説明できる。

2.退院支援・調整の基本的な流れを構成する段階と、重視すべきポイントを説明できる。

3.退院支援・調整のハイリスク者を選定する方法を説明できる。

4.退院後の療養生活上のニーズを明確化する方法を説明できる。

5.ニーズに応じた資源と必要な援助方法を説明できる。

6.効果的な連携（チームアプローチ）に必要な、カンファレンスの企画・運営方法を説明できる。

7.臨床倫理4分割法を用いた考え方を応用した、効果的な連携に必要な意見調整の方法を説明できる。

修了判定の前提条件

１．受講生による自己紹介の実施、全動画の視聴完了、課題1・２のレポート提出とルーブリックを用いた自己評価の完了、他受講生提出課題レポートの相互閲覧と
コメントの実施、全ワーク提出が、最終評価の前提となる。つまり、これらを終えていることが、最終評価を受けるためには必要。

２．他受講生が提出した課題レポートの相互閲覧とコメントは、課題１および２それぞれについて少なくとも1名分（計２名分）行えればよしとする。しかし、折角
の機会なので、それ以上の活発な意見交換を期待している。

学習における具体的な評価規準
評価
資料

評価基準

退院支援・調整
を行う上で欠か
すことのできな
い要素の理解 課

題
１
　
レ
ポ
ー

ト

１～５つ要素を列挙している
（B）

退院支援・調整
の基本的な流れ
の理解

退院支援・調整
のハイリスク者
選定、退院後の
療養生活上の
ニーズの明確
化、ニーズに応
じた資源と必要
な援助の理解

課
題
２
　
レ
ポ
ー

ト

退院後の療養生活上ニーズを明確化するために、
目を向けるべき情報、および患者・家族とのかかわり方を

説明している  （A）

ニーズに応じた資源、および必要な援助を
見出すための方法を説明している（A）

効果的な連携
（チームアプ
ローチ）に必要
なカンファレン
スの企画・運営
の理解

カンファレンスの企画・運営方法の
ポイントを説明できている（A）

気づきをどのように実践に活かすのか、述べている（B）
気づきをどう

実践に活かすのか
述べていない（D）

臨床倫理4分割
法を用いた考え
方を応用した、
効果的な連携に
必要な意見調整
の方法理解

意見調整方法のポイントを説明できている（A）

気づきをどのように実践に活かすのか、述べている　（B）
気づきをどう

実践に活かすのか
述べていない（D）
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科目名 看護研究 

担当者 教授 春山 早苗  教授 半澤 節子  教授 小原 泉    

教授 塚本 友栄  准教授 川上 勝  講師 望月 明見 

 

教育内容  本科目の開講は 2年目かつ 2回目となり、実践現場に勤務し、ほぼ初めて看護研究

に取り組むような看護職をターゲットとしている。臨地で研究を計画するときの基礎

的な能力を身に付けることを目的とし、実践現場の課題解決に向けた研究の問いを立

てることから始め、研究計画を立案できることまでを目標としている。具体的な教育

内容は、昨年度と同様で、研究とは、研究倫理、研究課題の明確化、文献検討、研究デ

ザイン、量的なアプローチ、質的なアプローチ、研究計画書の書き方である。 

 

教育方法 平成 29年 8月 7日～平成 29年 9月 18日の期間に全７回のｅラーニングによる教

育内容を週に１回ずつ、Moodle上で配信した。昨年度、受講者から「手元に残る資料

がなく、資料があると受講後にも役立てることができる」という意見があったため、

今年度は各回のコンテンツ内容を全てPDFファイルでアップした。 

各回を10～30分の講義動画1～4本で構成した。昨年度と同様に、第1回（研究と

は、倫理的配慮）は知識レベルの修得の到達度を確認するための事前・事後テストを

含め、また、第2回（研究課題の明確化）、第6回（質的アプローチ）、第7回（研究

計画書の書き方）については課題を含めた構成とし、知識レベルの修得のみならず、

ある程度できるレベルの到達度を確認した。今年度は、これに加えて、全回の学習の

集大成として位置づけている第 7回の課題の昨年度の学習到達度の状況から、第 3回

（文献検討）についても課題を含めた構成とし、第 7回の課題に取り組むための準備

状況を高められるようにした。これに伴い、到達目標（学習目標）を1つ追加した。 

いくつかの回で用いる看護研究の例は、なるべく同じ例を用い、受講者が理解しや

すいように努めた。 

評価は、第1回の事後テスト、第2回の課題、第3回の課題、第7回の課題（研究

計画書の作成）の評価を併せて行った。第 7回の課題は、全体ルーブリックとは別に、

ルーブリックを示し、評価した。昨年度の受講者から、「第 7回の課題（研究計画書）

の評価基準は高度である」との意見があったため、【4研究の意義の記載】、【6研究方

法の記載】、【7倫理的配慮の記載】の評価規準を平易にし、また【8研究体制・役割分

担等の記載】を削除した。全体ルーブリックでは、新たに第 3回の課題に関する評価

規準を設け、また研究計画の立案については評価基準のレベルを下げた。 

 

 

学習支援方法 週に 1 回ずつの配信毎に、各受講者に配信通知をした。学習が進まない受講者に対

しては担当者よりメールにて学習を促す働きかけを行った。 

Moodle上に質問コーナーを設け、研究補助員が担当教員に確認・相談しつつ、対応

した。 

第2回、第3回、第6回、第7回については、提出された課題に対し、個別にフィ

ードバックを行った。昨年度と同様、第 7回の課題（研究計画書の作成）の合格は、

本科目の修了要件であったため、合格基準に達するようルーブリックに沿って丁寧に

フィードバックし、課題レポート（研究計画書）を加筆・修正して 2回目の提出がで

きるようにした。第 7回の課題については、昨年度の受講者より「提出するまでの期

間が短い」との意見があったため、第 7 回目の配信から 18 日後を第 1 回目の提出締

め切り日とし、課題提出後は 1週間以内にフィードバックを行い、第 1回目の提出締

め切り日から 17 日後を第 2 回目の提出締め切り日とし、昨年度よりも提出までの期

間を長く設定した。 
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学習到達度 受講者は5名であり、うち3名が修了した。 

   評価基

準 

評価規準 

Ａ（優） Ｂ（良） Ｃ（可） Ｄ（不可） 

1-1 看護研究の目的と意

義の理解 
1 2 

  

1-2 研究の問いを立てる

ことができる 
3  

  

1-3倫理的配慮の理解 1 2   

1-4 文献検討に基づく研

究の問いに役立つ内

容の整理 

2 1 

  

2研究計画の立案 1 2   
 

受講者の反応 受講者は 5名（へき地医療拠点病院 2名、へき地診療所 3名）であり、修了者は 3

名（へき地医療拠点病院 1名、へき地診療所 2名）であった。学習が進まない受講者

に対し担当者よりメールにて学習を促す働きかけを行った結果、1 名からは「仕事が

多忙で学習になかなか取り組めないが頑張りたい」との返信があったが、第 2回目の

講義①までのログと、第1回目の事前･事後テストの完了までにとどまり、修了には至

らなかった。もう 1名の未修了者については、第 1回目の事前テストの完了にとどま

っていた。 

受講後アンケートに回答したのは5名中 4名であった。「まあまあ」も含めて4名と

もが、「おもしろかった」「好奇心をそそられた」「変化に富んでいた」「やりがいがあ

った」「自分に関係があった」「有益な内容だった」「途中の過程が楽しかった」「目標

が明確であった」「やってよかった」「すぐに使えそうだ」「成果を認めてもらえた」「評

価には一貫性があった」と回答していた。昨年度と同様、学習意欲の要因である『注

意』、『関連性』、『満足感』について、概ね良い評価が得られた。一方で、「やや眠くな

った」が1名、「あまり自信がつかなかった」「自信がつかなかった」が各1名、「学習

が滞った」が1名、「自分なりの学習の工夫ができなかった」が1名いた。回答者には

未修了者も含まれており、修了に至らなかったことが『自信』に影響していると考え

られるが、『自信』を高めるためには、対面等による、より個別的なフォローが必要で

あると考えられる。 

自由記述では、「実践現場の課題解決に向けた研究の取り組み方を知ることができ

た」「文献検索で様々な研究を読むことが楽しいと思えた」「提出した課題に対するフ

ィードバックが励みになった」「中盤の中だるみしがちな時に、課題へのフィードバッ

クがあったことにより、やる気も起こり、（学習の）振り返りをする上でも参考になっ

た」という意見があった。 

 

今後の課題 ・『自信』に関する評価を高めるためには、ｅラーニングによる本科目だけでは限界

があり、「看護研究フォローアップ研修」までつなげる必要がある。 

・受講者の評価から、改めて、学習へのモチベーションの維持や学習継続のためのフ

ィードバックの重要性を認識した。今後も、課題毎にフィードバックを丁寧に行って

いく必要がある。 

 

 



 

項
目 

看護研究 回数 ７ 2017年 8月 7日～10月 31日開講 

学
習
目
的
と
目
標 

学習

目的 
臨床で研究を計画するときの基礎的な能力を身に付ける。 

目標 

1．看護研究を進めていくための基本的な内容を理解できる。 

・看護研究の目的と意義を理解できる。 

・看護研究方法の基本を理解できる。 

・看護実践課題の解決（改善・充実）に向けた研究の問いを立てることができる。 

・研究活動における倫理的配慮について理解できる。 

・自己が立てた研究の問いに関連する文献を検索し、それらを検討した結果に基づき、自己が立てた 

研究の問いに役立つ内容を整理することができる。 

２．自己が立てた研究の問いに対し、文献検討及び研究デザインの選択を行い、研究計画を立案することが

できる。 

回数 学習課題 学習内容 

１ 

 

(8/7 開講) 

 

 

 

 

２ 

(8/14 開講) 

 

 

３ 

（8/21 開講） 

 

 

４ 

（8/28 開講） 

 

 

５ 

（9/4 開講） 

 

 

６ 

（9/11 開講） 

 

 

７ 

（9/18 開講） 

 

 

担当：渡邊 亮一 

   望月 明見 

研究とは 

研究倫理 

 

 

 

担当：川上 勝 

研究課題の明確化 

 

 

担当：塚本 友栄 

文献検討 

 

 

担当：半澤 節子 

研究デザイン 

 

 

担当：渡邊 亮一 

   望月 明見 

量的なアプローチ 

 

担当：小原 泉 

質的なアプローチ 

 

 

担当：春山 早苗 

研究計画書の書き方 

[講義]研究とは何か、研究倫理 

看護研究の役割と意義 

研究倫理の基本 

研究活動に関係する組織と人、経費 

研究活動におけるマナー 

[小テスト]  

 

[講義]実践現場における疑問から研究の問いへ 

研究課題の絞り方 

[課題レポート]  

 

[講義]活用できる資源と利用方法、収集した文献の整理方法 

論文講読における注意点、研究の問いと先行研究との関連 

[課題レポート]  

 

[講義]研究の問いと研究デザイン 

量的研究デザインの特徴と研究プロセス 

質的研究デザインの特徴と研究プロセス 

 

[講義]概念枠組みとは 

変数の明確化（定義） 

仮説設定の実際と注意点 

 

[講義]質的研究におけるサンプリングとサンプルサイズ 

質的研究におけるデータ収集方法 

（事例研究を含む） 

 

[講義]研究計画書の書き方と注意点 

[課題レポート]研究の問いに基づく研究計画書の作成 

 

評価方法 小テスト、課題レポート（第 2回、第 3回、第 7回） 

テキスト 
指定なし 

＊moodle上の参考文献リストをご参照ください。 

履修上の注意事項 実践現場に勤務し、はじめて看護研究に取り組む看護職を対象にしています。 
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看護研究Ⅰ

学習目的

到達目標（学習目標）

修了要件：上記１～４すべてにおいてD判定がないものとする。

Ａ(優) Ｂ(良) Ｃ(可) Ｄ(不可)

1‐1．看護研究の目的と意
義を理解できる。

小テスト
5問のうち、4問以上を1回でク
リアしたもの

5問のうち、4問以
上を2～3回でクリア
したもの

5問のうち、4問以
上を4～5回でクリア
したもの

5問のうち、4問以
上を5回以内でクリ
アできなかったもの

1‐2．看護実践課題の解決
（改善・充実）に向けた研究
の問いを立てることができ
る。

第2回
課題
レポート

・提示項目全てと、研究の問い
が具体的に記述されている
・キーワードが記述されている

・提示項目全てと、
研究の問いが具体
的に記述されてい
る

・提示項目全てと、
研究の問いが記述
されている

レポートが提出され
ていない。または、
提示項目や研究の
問いが記述されて
いない

1‐3．研究活動における倫
理的配慮について理解で
きる。

小テスト
5問のうち、4問以上を1回でク
リアしたもの

5問のうち、4問以
上を2～3回でクリア
したもの

5問のうち、4問以
上を4～5回でクリア
したもの

5問のうち、4問以
上を5回以内でクリ
アできなかったもの

1‐4．自己が立てた研究の
問いに関連する文献を検
索し、それらを検討した結
果に基づき、自己が立てた
研究の問いに役立つ内容
を整理することができる。

第3回
課題
レポート

・自己が立てた研究の問いに
関連する文献を2件以上検索
している。
・文献を検討した結果に基づ
き、自己が立てた研究の問い
に役立つことを具体的に述べ
ている。
・文献の著者名・題目・掲載
誌・掲載誌の号（巻）・文献が
掲載されている頁・掲載誌の
発行年を記載している。

・自己が立てた研
究の問いに関連す
る文献を2件以上検
索している。
・文献を検討した結
果に基づき、自己
が立てた研究の問
いに役立つことを
述べている。

以下、何れか一つ
でも、該当する場合
・自己が立てた研
究の問いに関連す
る文献を検索して
いない
・文献を１件しか検
索していない。
・文献を検討した結
果に基づいて、レ
ポートを作成してい
ない。

レポートが提出され
ていない。

2．自己が立てた研究の問
いに対し、文献検討及び研
究デザインの選択を行い、
研究計画を立案することが
できる。

提出された
研究
計画書

レポート用ルーブリックにおい
てDがなく、A又はBが5つ以上
ある

レポート用ルーブ
リックにおいてDが
なく、A又はBが4つ
以上あるがAには
該当しない

レポート用ルーブ
リックにおいてA～
Cが5つ以上あるが
A又はBには該当し
ない

レポート用ルーブ
リックにおいてＤが
3つ以上ある

臨床で研究を計画するときの基礎的な能力を身に付ける。

1．看護研究を進めていくための基本的な内容を理解できる。
・看護研究の目的と意義を理解できる。
・看護研究方法の基本を理解できる。
・看護実践課題の解決（改善・充実）に向けた研究の問いを立てることができる。
・研究活動における倫理的配慮について理解できる。
・自己が立てた研究の問いに関連する文献を検索し、それらを検討した結果に基づき、自己が立てた研究の問いに役立つ内容を整理
することができる。
２．自己が立てた研究の問いに対し、文献検討及び研究デザインの選択を行い、研究計画を立案することができる。

学習における
具体的な評価規準

評価
対象

評価基準
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到達目標（学習目標）：

修了要件：上記１～４すべてにおいてD判定がないものとする。

Ａ(優) Ｂ(良) Ｃ(可) Ｄ(不可)

１．研究計画書の構成が適切であ
る

研究計画書が研究者名、
研究課題名、研究目的、
研究の意義、研究デザイ
ン、研究方法、研究体制・
役割分担、研究スケ
ジュール、倫理的配慮、
研究経費で構成されてい
る

研究計画書の構成に研
究者名、研究課題名、研
究目的、研究の意義、研
究デザイン、研究方法、
研究体制・役割分担、研
究スケジュール、倫理的
配慮、研究経費のいくつ
かが欠けているが概ね適
切に構成されている

研究計画書の構成に研
究課題名、研究目的、研
究方法、倫理的配慮は全
て含まれている

研究計画書の構成に研
究課題名、研究目的、研
究方法、倫理的配慮のい
ずれかがない

2．文献検討に基づく看護の動向や
先行研究も踏まえた研究背景が記
載されている

十分な文献の検討に基
づいて、看護の動向や先
行研究も踏まえた研究背
景が記載されている

3件以上の文献の検討に
基づいて、看護の動向や
先行研究も踏まえた研究
背景が概ね記載されてい
る

1～2件の文献の検討に
基づいて、看護の動向や
先行研究も踏まえた研究
背景が辛うじて記載され
ている

文献を活用して（文献の
検討に基づいて）研究背
景が記載されていない

３．研究によって明らかにすること
が明確である
・何をどこまで明らかにするのか具
体的である
・キーワードなどの用語の定義が
なされている

・研究によって何をどこま
で明らかにするのか具体
的で明確に記載されてい
る
・キーワードなどの用語
の定義も記載されている

・研究によって何を明らか
にするのか明確に記載さ
れている
・キーワードなどの用語
の定義も記載されている

・明確さに欠けるが研究
によって何を明らかにす
るのか記載されている

・研究によって何を明らか
にするのか不明確である
又は記載されていない

４．研究の意義が記載されている
・研究の特色・新規性、独創的な点
が記載されている
・予想される結果と研究の意義が
記載されている

・研究の特色・新規性、独
創的な点が明確に記載さ
れている
・予想される結果と研究
の意義が明確に記載さ
れている

・研究の特色・新規性、独
創的な点が明確さに欠け
るが記載されている
・予想される結果と研究
の意義が明確さに欠ける
が記載されている

・研究の特色・新規性、独
創的な点、あるいは予想
される結果と研究の意
義、いずれかが記載され
ている

・研究の特色・新規性、独
創的な点、あるいは予想
される結果と研究の意
義、いずれも記載されて
いない

５．研究課題を探究するために適
当な研究デザインが選択されてい
る

研究課題を探究するため
に適当な研究デザインが
選択されている

研究課題の探究可能な
研究デザインが選択され
ている

研究課題を探究するため
の研究デザインが選択さ
れていない

６．以下の研究方法の構成及び各
内容が適切に記載されている
・対象、データ収集項目、データ収
集方法、データ分析方法

･研究目的に合致した研
究対象者、データ収集項
目、データ収集方法及び
データ分析方法が適切に
記載されている

･研究目的に合致した研
究対象者、データ収集項
目、データ収集方法及び
データ分析方法が概ね記
載されている

･研究目的に合致した研
究対象者、データ収集項
目、データ収集方法及び
データ分析方法が辛うじ
て記載されている

･研究目的に合致した研
究対象者、データ収集項
目、データ収集方法及び
データ分析方法が記載さ
れていない

７．以下の倫理的配慮が記載され
ている
・インフォームド・コンセントを得る
方法、個人情報の保護　等

インフォームド・コンセント
を得る方法、個人情報の
保護等が明確に記載さ
れている

明確さに欠けるが、イン
フォームド・コンセントを得
る方法、個人情報の保護
等が記載されている

インフォームド・コンセント
を得る方法、あるいは個
人情報の保護、いずれか
は記載されている

インフォームド・コンセント
を得る方法および個人情
報の保護が記載されてい
ない

第7回　研究計画書の書き方
　　　　レポート（研究計画書）のルーブリック

学習における
具体的な評価規準

評価基準

自己が立てた研究の問いに対し、文献検討及び研究デザインの選択を行い、研究計画を立案することができる。
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科目名 フォローアップ・プログラム 高齢者看護演習1（急性期）  

担当者 教授 中村 美鈴  講師 中野 真理子 講師 藤巻 郁朗  助教 古島 幸江 

教育内容 平成 25-26年度に実施した調査から学習ニーズの高い、初期救急対応や急変を捉え

るアセスメント力の強化を目標に設定され高齢者看護 1（急性期）の講義内容を統合

させた看護実践能力を養う演習とし以下のように目的・目標を設定した。 

学習目的：高齢者における急性期看護に関する主要な看護実践能力を養う 

到達目標：1. 高齢者の急変時事例に対する初期アセスメントを実施する 

2. 高齢者の急変時事例に対して BLSを実施する 

3. 高齢者の急変時における家族の看護について討議する 

教育方法 演習の初回である平成 28年度は、4領域の演習を 2日間で実施したため、各領

域 2時間半の演習時間で本演習には 4名の受講があった。2部構成とし前半は、

急性期演習 1：急変時の初期アセスメントとして高齢者の急変時事例（意識障

害）に対するアセスメント①共有すべき情報は何か ②どう対応すればよいかなど

についてグループで話し合い発表後、教員 3名も入り討議を行った。 

後半は急性期演習 2：急変時の初期対応として、高齢者の急変時事例（心肺停

止）に対する対応について 2人ペアで話し合い、看護師 3名の動きを時系列でシ

ートに記入した。考えた急変時対応の動きをモデル人形、病床を模した環境でシ

ミュレーションを実施した。シミュレーション後にデブリーフィングを実施し、

学びを取り入れ改善したシミュレーションを再度実施した。 

平成 29年度は演習時間の確保と受講生の利便性を踏まえ、1日に 2領域の演習

として 11月と 2月に分けた。本演習は 11月に実施し 3時間半の演習時間で、2

名の受講があった。急変時の初期アセスメント、初期対応は前年度のものを踏襲

し、受講生から希望の多かった「急変時における家族への看護」を急性期演習 3

として 60分を加えた。受講生が事前課題として提出した「高齢者の急変時におけ

る家族の対応」の困難事例（事例紹介、実践した看護実践、自己の取り組みの評

価と今後の課題）を基に①問題は何か②看護でやるべきことは何かについて発表

し、教員 2名と共に討議した。 

評価は、演習 1,2,3それぞれにルーブリックを作成し、合算で最終評価とした。

評価対象は演習への取り組み、参加度、アセスメントについての発言やシミュレー

ション時の言動、デブリーフィングや討議における発言内容とした。 

学習支援方法 受講生が平成 28年度 4名、29年度 2名と少なかったが、発言の機会、シミュ

レーション体験の機会は多くもてることを利点と捉え取り組んだ。 

まず、急変時の初期アセスメントでは、高齢者看護１の eラーニングで学んだ

知識が活かせるように事例を設定にした。また、アセスメントに活用できる eラ

ーニング画像の印刷物を資料として準備し、薬剤、病態などを調べるためにスマ

ートフォンでの検索を許可した。さまざまな視点から考え、観察した情報をもと

に、さらに深いアセスメントへと広げられるように、受講生が気づけていない点

は適宜質問し関連づけられるよう促した。 

次に、初期対応では、モデル人形、救急カート、AED、心電計など病床環境に近づ

け臨場感を出した。デブリーフィングでは、まず受講生の気づきや感じた事、学びな

どの発表を求め、そのあとに手際の良さ、的確な報告など実施できていた点を認め、

さらに加わると良い点について、受講生自ら気づけるように発問した。 

最後に、家族の看護では、受講生の困難事例発表時には、質問や確認事項を自由に

発問し、参加者全員の共通理解と本人の思考の整理を助けた。また、他の受講生の考

えも引き出すように関わった。文献を用いて家族看護における問題点の確認や厚生労

働省から出されているガイドライン等を参考にして、患者および家族の意思決定を支

える看護について討議した。 
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 何れの演習においても、受講者が経験豊富な成人学習者であるという視点を活かし

言語化を促し、自らの看護実践の振り返りを支援する者として関わった。 

学習到達度 ルーブリックにより到達度を明解に示した。半日の演習であるため形成評価は

できなかったが到達目標の確認は実施した。受講者のそれまでの臨床経験により

わずかな差はあるが、ほぼ全員が A判定「適切にできている」か B判定「できて

いる」であり修了した。 

受講者の反応 2 年間の演習合計 6 名の受講者の取り組みは、熱心であり、早期からお互いに打ち

解け、活発な取り組みであった。本演習で実施した独自の事後アンケートでは、受講

者の少なさから匿名性が確保できずバイアスもあると考えるが、演習全体的なわかり

やすさ、ポイントのわかりやすさ、演習内容と事例のつながり、演習方法、教員のフ

ァシリテート、アセスメンについての理解の深まり、急変時の対応についての理解の

深まり、ともに 5段階評価ですべての項目が「5」と高い評価であった。 

アセスメントに関する自由記載では、「今までのeラーニング講義に繋がる課題であ

った」「経験により先を見越して考えられるようになったが、なぜそう考えるのかとい

う根拠を考えることが少なくなり（今回は）良い学びになった。」などと書かれていた。

受講生は長年の臨床経験をもち、臨床の場では豊富な経験知から患者に対してほぼ適

切な行動をとることはできるが、それはなぜか、何が考えられるかという分析の浅さ

に気付けていた。深いアセスメント、臨床推論には多くの知識や多角的に考えること

の重要性を体験的に気付けていた。 

急変時の初期対応に対する自由記載では、「実際に動いてみてわかることがあった」

「ロールプレイは院内での研修とは違う学びがあり勉強になった」また、「病棟でも演

習（場面を設定して）をしていきたいと思います。」と演習の効果を実感し、職場にお

いて取り入れようとする積極性も見られた。シミュレーションにおける最終的な成功

体験から確実な救命処置技術の取得と、常に適切な動きが取れるように繰り返しトレ

ーニングを実施する必要性に気づけていた。 

 家族の看護に対する自由記載では、「久しぶりに看護観について考えられた」「どの

ように生きたいか、家族の関係などいろいろなお話が聞け、勉強になった」などと書

かれていた。看護として重要なことは、実施した対応の良し悪しを判断することでは

なく、振り返りから何を学び、その後の看護にどういかしていくかという視点を持つ

ことの重要性に気付けていた。 

今後の課題 山村や離島を含む地域の実践現場で働く看護師は、患者の急変時、少人数でかつ自

分たちの判断で即座に対応を求められる。本演習では、受け身の講義ではなくアセス

メントやシミュレーションで自ら考え、行動する体験をしている。その体験をとおし

て現場では経験知から適切な行動をとることはできているが、アセスメントの浅さや

実践には知識技術の統合と繰り返し行い「身に付ける」ことの必要性に気付けていた

点は評価できる。へき地の看護師は地理的条件からも教育を受ける機会が少ない。経

験知の豊富な成人学習者である受講生は、演習に参加することで同じ環境下の受講生、

教員との対話や相互作用をとおして、自ら多くの気づきや学びを得ることができる存

在である。それを活かし担当教員が「教える者-学ぶ者」という関係ではなく、学びを

支援する者として関わったことも学びを深めることに関与できたと考える。 

平成 28年度の FDから、「急変時における家族の看護」を追加し実施した。「自分た

ちの行ったことは正しかったのか」否かの答えを求めていたが、振り返りから何を学

び、その後の看護にどういかしていくかという視点を持つことの重要性に気付けたこ

とは大きな成果と考え継続していく。 

演習により多くの受講生が参加できるように、オリエンテーション時やパンフレッ

トなどに受講者の参加意欲を促進する工夫を考えていく。 

 



 

ルーブリック  下記演習１～４すべてにおいて D判定がないものとする。   

学習における 

具体的な評価規準 

評価基準 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

 【急性期演習１】          

急変時の初期アセスメントが

できる   （40 点）                                    

急変時の初期アセスメント

ができる適切にできてい

る     （40 点）        

急変時の初期アセスメン

トができている          

（30 点） 

急変時の初期アセスメン

トができているが、不十分

である       （20 点） 

急変時の初期アセスメ

ントができていない    

（10 点） 

【急性期演習2】    

急変時の初期対応が考えら

れる   （30 点）             

急変時の初期対応が適切

に表現できている（30 点） 

急変時の初期対応が表現

できている  （20 点） 

急変時の初期対応が表現

できているが、不十分で

ある （15 点） 

急変時の初期対応が表

現できていない（10 点） 

【急性期演習3】      

急変時の家族の看護につい

て自己の考えを表現する                                                                           

（30 点）                                                                                                

討議において自己の考え

を十分に表現している           

（30 点） 

討議において自己の考え

を概ね表現している（20

点） 

討議において自己の考え

を十分ではないが表現し

ている     （15 点） 

討議において自己の考

えを表現していない 

（10 点） 

 

下記演習１～４すべてにおいてD判定がないものとする。

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

　【急性期演習１】

急変時の初期アセスメントが
できる

(40点 )

急変時の初期アセスメン

トができる適切にできて
いる　　　　　　　（40点）

急変時の初期アセスメン

トができている
（30点）

急変時の初期アセスメ

ントができているが、不
十分である

（20点）

急変時の初期アセス

メントができていない
（10点）

【急性期演習2】
急変時の初期対応が考えら

れる
（30点）

急変時の初期対応が適

切に表現できている
（30点）

急変時の初期対応が表

現できている
（20点）

急変時の初期対応が表
現できているが、不十

分である
（15点）

急変時の初期対応が

表現できていない
（10点）

【急性期演習3】

急変時の家族の看護につい
て自己の考えを表現する

（30点）

討議において自己の考
えを十分に表現している

（30点）

討議において自己の考
えを概ね表現している

（20点）

討議において自己の考

えを十分ではないが表
現している

（15点）

討議において自己の
考えを表現していな

い　（10点）

評価基準学習における
具体的な評価規準

項目 高齢者看護演習（急性期） 時間数 3.5時間 

学習 
目的 

高齢者における急性期看護に関する主要な看護実践能力を養う。 

到達 
目標 

1. 高齢者の急変時事例に対する初期アセスメントを実施する。 
2. 高齢者の急変時事例に対して BLSを実施する。 

3. 高齢者の急変時における家族の看護について討議する。 

回数 
(1回 210

分) 
学習課題 学習内容 

1. 急性期演習 1．【 急性期演習 1 】急変時の初期アセスメント 
高齢者の急変時事例（意識障害）に対する初期アセスメントについてグループワークをとお

して理解を深める。上記事例に対する初期アセスメントについてグループで討議し発表する。 
 
2．【 急性期演習 2 】急変時の初期対応 
高齢者の急変時事例（心肺停止）に対する観察、BLS、AED、家族に対する支援などの看護実

践についてグループワークをとおして理解を深める。上記事例に対する急変時対応について看
護師 3名の動きを時系列で作成し発表する。 
 
3.【 急性期演習 3 】家族の看護 
 事前課題として作成した「高齢者の急変時における家族の対応：困難事例」を発表し、家族
の看護について討議する。 

 

事前課題 １．BLSの復習  

  シミュレーション学習として実際に体験する。意識レベル、呼吸・循環の確認、心臓マッサー

ジなどの方法を復習し参加する。 

2. 事例の提出 

  これまでに体験した、「高齢者の急変時における家族の対応」の困難事例についてレポートにま

とめる。スキルトレーニング 1 週間前までに e-learning 上に提出する。書式・注意事項は e-

learning 学習のレポート課題と同様である。 

評価方法と時期 評価は、100点満点とし、ルーブリックに沿って行い60点以下は不合格となる。 

演習中における参加度、討議における発言により当日評価する。 

教科書 指定図書はなし。当日資料配布。 

備考  
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科目名 高齢者看護演習 2（終末期） 

担当者 教授 宮林 幸江 准教授 鈴木 久美子  助教 青木 さぎ里 助教 土谷 ちひろ 

教育内容  本科目は、高齢者の「在宅での看取り」に焦点をあて、在宅で死を迎える高齢者と

家族に対し変化に即した看護実践能力を養うことを目的として設定した。終末期にお

いて特に臨死期から死亡後までを取り上げて、以下の４つを教育内容とした。 

①臨死期に起こり得る症状への対処に必要な知識・技術 

②精神面での支援 

③療養者の症状に応じた対応と家族との協同作業 

④グリーフケア 

 高齢者看護 2（終末期）との関連については、第 6回「終末期における家族への支

援」の学習内容を中心として、第3回「症状とアセスメント」、第4回「疼痛と緩和ケ

ア」、第5回「チームケア」の学習内容を活用する内容とした。 

教育方法 受講者の背景や看護実践経験、特に在宅での看取りに関わった経験がそれぞれ異な

ることが予測されたため、小グループでの事例検討を通して受講者同士の経験を共有

しながら課題に取り組む方法をとった。事例は文献等をもとに自作した。在宅での看

取りの支援においては療養者本人への支援と同様に、家族への支援や主治医等他職種

との協働が重要となるため、そうした周囲の人々への支援を具体的に考えられるよう

に事例を設定した。 

演習を効率的に進めるために、今年度高齢者看護2（終末期）で使用した教科書（宮

崎和加子他著「在宅・施設での看取りのケア」日本看護協会出版会）を本演習の教科

書に指定し、在宅での看取りの支援経験の有無に関わらず教科書を活用しながら課題

に取り組めるようにした。 

演習時間については、H28 年度は演習時間を 150 分(2.5時間)で実施した。受講者

から、演習時間をもっと長くしてほしいとの要望があったことから、H29 年度は 60

分増やして、演習時間を210分(3.5時間)とし、討議時間の充実と受講者の交流時間に

充てた。 

演習では、事例の経過に沿って課題を設定し、療養者および家族への支援方法につ

いてグループで討議を進めた。討議内容は視覚的に共有できるように受講者がホワイ

トボードに記録した。各課題についての討議内容を受講者に発表してもらい、それに

対して教員が講評・解説を加えた。H29年度は、最後に受講者個々の終末期支援の経

験や実践上の不安や困難などを共有する時間を設けた。 

演習を効率的に進めるために、高齢者看護2（終末期）で使用した教科書（宮崎和加

子他著「在宅・施設での看取りのケア」日本看護協会出版会）を本演習の教科書に指

定し、在宅での看取りの支援経験の有無に関わらず教科書を活用しながら課題に取り

組めるようにした。 

学習支援方法  教科書については事前に提示し、目を通して演習に臨むように指示した。 

 演習では高齢者看護 2（終末期）での学習内容を生かすために、該当する回の授業

資料を準備し、課題に取り組む前に教員が資料を用いてポイントを説明し、授業内容

を復習してから課題に臨めるようにした。 

演習で使用する事例と討議する課題については、H28 年度は演習当日に提示した

が、事前に目を通してから演習に臨めるようにするために、H29年度は事前にMoodle

上に提示した。 

 受講者がH28 年度は4名、H29年度は7名と少人数であったことから、グループ

討議の進行具合に合わせて演習スケジュールの時間調整をするなど臨機応変に対応し

た。 

 H29 年度は受講者個々の終末期支援の経験や実践上の不安や困難などの相談があ

り、休憩時間に応じた。 
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学習到達度 演習中の討議内容と発表内容を評価対象として、到達目標3項目を評価基準とした。

H28年度・H29年度ともに、受講者全員が3項目ともA評価であった。 

受講者の反応 受講者の所属は、H28年度は受講者 4名で、所属は診療所 1名、病院 3名であっ

た。訪問看護経験者はいなかったが、演習時間中は自施設での経験等もふまえた活発

な意見交換がみられた。H29年度は受講者7名で、所属は診療所3名、病院3名、訪

問看護ステーション1名であった。演習時間中は自施設での経験等もふまえた活発な

意見交換がみられた。H29年度は事前に事例を提示していたことから、課題について

準備してきた受講者もおり、すぐに討議に入ることができていた。 

H28年度は、演習終了後に本演習についてのアンケートの記入を依頼し、4名全員

から回答が得られた。高齢者看護2（終末期）の内容とのつながりについては、4名全

員が「つながりがあった」と答えた。改善が必要な点については、2名から「演習時間

が短かった」との意見があり、それ以外には「グリーフケアについてもっと学びたか

った」「日頃不安に思っていることを聞けるとよい」との意見があった。 

終了後アンケートについては、H28年度は受講者4名中3名から、H29年度は2/28

時点で受講者7名中4名から回答が得られた。興味関心、やりがい、有益性等につい

ては、H28年度・H29年度ともにいずれも高い評価が得られた。 

自由記述では、グループ討議について「ホワイトボードで皆で意見を出し合って確

認し合えたことは演習でしか学べないことだと感じた」（H28）、「自分と同じ考え方や

思いの意見や、自分では思いつかなかった意見もありとても勉強になった」「時間がい

くらあっても足りないくらい多くの意見が出た」（H29）といった演習の意義に関する

評価が得られた。そのほか「テキストに沿った演習でとてもわかりやすく理解できた」

「資料をわかりやすく説明してもらったので（高齢者看護2で）自宅で学習していた

ことをより深く理解できた」「質問への対応や説明がとても丁寧で嬉しかった」（H28）

等や、「他の受講者の看護に対する情熱を感じた」（H29）等があった。 

今後の看護実践の活用については、H28年度・29年度ともに「実際の看護の場面で

実践できると思う」との意見があった。そのほか「グリーフケアにも関わっていける

ようにしたい」「患者と家族に寄り添った看護ができるように研修で学んだことを活か

したい」（H29）との意見があり、今後の看護実践に活用できることが示された。 

今後の要望に関する意見として、「他の研修生の実体験をもっと聞きたい」という意

見は H28 年度・H29 年度ともにあった。そのほか「終末期の看護の大切さを感じ今

後もっと勉強していきたい」「今後もこのような機会があれば是非参加したい」「心の

ケアをもっと学びたい」（H28）、「有意義な研修だったので次年度は他の科目もぜひ受

けてみたい」（H29）等があった。 

少人数での演習だったこともあり、受講者の満足感や達成感は非常に高かった。教

育方法として、事例を用いたグループワークは適切であったと考えられる。ホワイト

ボードを用いたことも効果的であったといえる。 

 演習時間については、H28年度のアンケート結果を踏まえ、H29年度は60分増や

したが、H29年度は「あっという間に時間が過ぎた」という感想はあったが、延長に

ついての要望はなかった。事前に事例を提示しておいたことで最初から活発な意見交

換ができ、効率的であったと考えられる。 

今後の課題 

 

演習内容に関して、日頃の活動上の疑問や不安の共有等、受講者同士の交流の時間

を設定していたが、当日は時間の関係で十分な時間が取れなかったため、今後は確保

できるように工夫する必要がある。 

 



科
目 高齢者看護2（終末期） 時間数（回数） 14時間（7回） 

学
習
目
的
と
目
標 

目的 在宅における終末期ケアの展開方法を学ぶ 

 

目標 

1. 在宅における終末期ケアの特徴について説明できる 

2. 終末期の療養者に対するアセスメントとケアの方法について説明できる 

3. 在宅での終末期ケアにおける他職種との連携方法について説明できる 

4. 在宅で死を迎える療養者と家族に対する支援方法について説明できる 

回数 

（1回90分） 

学習課題 学習方法 具体的方法 

１ 

 

 

２ 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

６ 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

在宅における
終末期ケアの
特徴 
 
在宅での終
末期ケアに
おける倫理 
 
 
 
終末期にお
ける諸症状
とそのアセ
スメント 
 
 
終末期にお
ける疼痛と
緩和ケア 
 
 
 
 
終末期にお
けるチーム
ケア 
 
 
 
終末期におけ
る家族への支
援 
 
 
 
 
終末期におけ
る療養者と家
族への支援の
実際 

 

e-learning 

（講義） 

 

e-learning 

（講義） 

 

 

e-learning 

（講義） 

 

 

 

e-learning 

（講義） 

 

 

 

e-learning 

（講義） 

 

 

 

e-learning 

（講義） 

 

 

 

Web 上の掲

示板でのデ

ィスカッシ

ョン 

在宅における終末期ケアの適応と条件について学ぶ。 
1. 在宅での終末期ケアの多様性 
2．在宅での終末期ケアの条件 
  
在宅での終末期ケアにおいて倫理的側面から考慮すべき 
課題について学ぶ。 
1. 在宅での終末期ケアにおける倫理的諸問題 
2. 終末期ケアのガイドライン 
 
終末期にある療養者に出現する諸症状について理解し、的確
にアセスメントを行う方法を学ぶ。 
1. 終末期ケアにおけるアセスメントの重要性 
2. 呼吸器症状とアセスメント 
3. 消化器症状とアセスメント 
 
終末期にある療養者の抱える疼痛について理解し、緩和ケア
の方法について学ぶ。 
1. 終末期における疼痛 
2. 薬物による疼痛緩和の方法 
3. 薬物以外の疼痛緩和の方法 
 
終末期ケアにおける主治医や他職種との協働および連携方
法について学ぶ。 
1. 在宅におけるチーム作り 
2. チーム内の連携と意思統一 
3. 在宅終末期ケアにおける臨床診断・治療の特性 
 
終末期にある患者を看取る家族のニーズと支援方法を理解
する。 
1. 在宅で終末期を看取る家族への身体的心理的支援 
2. 臨死期のケアと看取り 
3. グリーフケア 
 
事例を用いて終末期にある在宅療養者と家族への支援方法
について学ぶ。 
事例を提示し、終末期にある在宅療養者と家族のアセスメン
トおよび支援方法について討議する。 

 

評価方法 

  と 

提出期限 

・e-learningの実施状況 
・第 7回の課題レポート（提出期限：平成 29年 10月 9日） 

・第 7回のWeb討議の内容（Webコメント期限：平成 29年 10月 23日） 

教科書 ・在宅・施設での看取りのケア 宮崎和加子他著 日本看護協会出版会  2016． 

・エンド・オブ・ライフを見据えた“高齢者看護のキホン”100 岡本充子他編集 

 日本看護協会出版会 2015. 
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高齢者看護２（終末期）

学習目的

到達目標（学習目標）

修了判定の前提条件

修了要件：下記の１～４すべてにおいてD判定がないものとする。

Ａ(優) Ｂ(良) Ｃ(可) Ｄ(不可)

1.在宅における終末期ケアの特徴
について説明できる

課題
レポート

課題レポートに、在
宅における終末期
ケアの特徴が3つ
以上記述されてい
る

課題レポートに、
在宅における終
末期ケアの特徴
が１～２つ記述さ
れている

課題レポートに、
終末期ケアの特
徴が記述されてい
るが、在宅という
特性をふまえてい
ない

課題レポートに、在
宅における終末期
ケアの特徴が記述
されていない

2. 終末期の療養者に対するアセス
メントとケアの方法について説明で
きる

課題
レポート

課題レポートに、終
末期の療養者に対
するアセスメントと
ケアの方法が3つ
以上記述されてい
る

課題レポートに、
終末期の療養者
に対する、アセス
メントとケアの方
法が１～２つ記述
されている

課題レポートに、
終末期の療養者
に対するアセスメ
ントとケアの方法
が記述されている
が、在宅という特
性をふまえていな
い

課題レポートに、終
末期の療養者に対
するアセスメントと
ケアの方法が記述
されていない

3. 在宅での終末期ケアにおける他
職種との連携方法について説明で
きる

課題
レポート

課題レポートに、在
宅における終末期
ケアの特徴をふま
えた他職種との連
携の方法が3つ以
上記述されている

課題レポートに、
在宅における終
末期ケアの特徴
をふまえた、他職
種との連携の方
法が１～２つ記述
されている

課題レポートに、
終末期ケアにおけ
る他職種との連携
の方法が記述され
ているが、在宅と
いう特性をふまえ
ていない

課題レポートに、在
宅での終末期ケア
における他職種と
の連携の方法が記
述されていない

4. 在宅で死を迎える療養者と家族
に対する支援方法について説明で
きる

課題
レポート

課題レポートに、在
宅で死を迎える療
養者と家族に対す
る支援方法が3つ
以上記述されてい
る

課題レポートに、
在宅で死を迎え
る療養者と家族
に対する支援方
法が１～２つ記述
されている

課題レポートに、
死を迎える療養者
と家族に対する支
援方法が記述され
ているが、在宅と
いう特性をふまえ
ていない

課題レポートに、在
宅で死を迎える療
養者と家族に対す
る支援方法が記述
されていない

 在宅における終末期ケアの展開方法を学ぶ

評価基準学習における
具体的な評価規準

1. 在宅における終末期ケアの特徴について説明できる
2. 終末期の療養者に対するアセスメントとケアの方法について説明できる
3. 在宅での終末期ケアにおける他職種との連携方法について説明できる
4. 在宅で死を迎える療養者と家族に対する支援方法について説明できる

評価
対象

1.すべての回を受講していること
2.Web上で、他の受講者の課題レポートを閲覧し、2名以上の課題レポートに対してコメントしていること
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科目名 高齢者看護演習３（認知症） 

担当者 准教授 佐藤幹代  助教 路川達阿起  教授 半澤節子 教授 成田伸 

教育内容 本科目は、高齢者における急性期看護、終末期看護、認知症をもつ人の看護、

退院支援・調整と多職種連携に関する主要な看護実践能力を養うことを目的と

して４つの演習で設定されている。教育内容は、「認知症をもつ人(とその家族)

への看護実践の考え方とその実際について当事者の語りを通して実践的に提

示する」ことを到達目標として開講した。教育内容は、実務経験を有する看護

職者であることを考慮し、討議形式を主とした展開を用いた。 

教育方法 受講前に、e ラーニングシステム ベーシック・プログラムで用いた、高齢

者看護３（認知症）で指定した、ウエブサイト：健康と病いの語り：認知症の

語り（http://www.dipex-j.org/）を教材として用いた。 

 事前課題レポートとして本人と、家族各1名のそれぞれの立場からの語りを

視聴し、その語りの選定理由や、看護支援について自己の考えを準備して参加

するように促した。今年度は、具体的な実践を検討するために、各自の実践事

例（困難事例、成功事例）をまとめてもらい、討議資料とした。 

討議に先立ち、自己紹介やアイスブレーキングの時間を確保しラポールの構築

に努めた。 

 演習の進め方、ディスカッションポイントの提示、参考文献資料の紹介など、

レジュメやパワーポイント資料など印刷媒体も用い説明した。その後、各自が

選んだ語り（３分程度）を全員で視聴したのち、意見交換を実施した。映像視

聴から個別の体験をどのように感じ、読み取ったかという独自の見解や表現を

大事にし、ファシリテートした。また、日々の実践とリンクさせ、具体的にど

のように活用することが可能かという視点で、さらに視点を広げるよう促し

た。講義前半は、各自の事前課題（認知症の語りについてのウェブ映像の感想

など）の情報共有を行い、後半は実践事例をもとに、認知症をもつ人と家族に

必要な看護支援について文献を用いたレポート作成を課題とした。 

 レポート提出後には内容に対してウェブ上でコメントをし、各自、フィード

バックした。 

学習支援方法 履修者は、4 名と少人数でもあったため、行き違いがないよう事前課題の提

出状況など留意し対応した。また、受講前から、Moodle上で、自己紹介を兼ね

て交流を開始し、参加しやすいよう心がけた。さらに、周知文書を提示し、再

度、事前課題の内容及び提出期限、当日の資料配布の方法など受講概要につい

て追加の情報を定常した。 

事後課題の提出期限については、受講者の希望も取り入れ、可能な日程を設

定した。 

講義終了当日は、Moodle（フォーラム）上で、参加者への労い及び、レポート

提出までの支援について質問などを受けつける趣旨を文書で示した。 

学習到達度  到達目標１：認知症をもつ人と家族への関わり方について、実践的な視点で

看護援助の実際を志向し、自己の意見を十分に述べることができる。A評定（６

０点）２名、B評定（５０点）２名であった。 

 到達目標２：認知症をもつ人とその家族への関わりについて、実践的な視点

でケアの実際を思考し、討議を踏まえた内容が十分にレポートで提示できる。

A評定（４０点）２名、B評定（３０点）１名、C評定（２０点）１名であった。 

受講者の反応 参加者４名中、所属は地域、病院内でそれぞれ勤務し、管理職経験のある参
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加者が半数であり、比較的討議形式に習熟している構成メンバーであった。講

義導入時、各施設の紹介を行ったことから、アイスブレーキングが効果的に行

え、その後の討議が活発になされた。 

Ⅰ.演習の経過 

 前半討議の結果、本人に対して支援者側が興味をもつことが早期発見や治療

につながっていくのではないか。元々、専門領域であった疾患に罹患すること

は「自分は対処できるのではないか」という肯定的な感情と「自分が疾患の発

症前後で変わってしまうことへの恐怖」という否定的な感情の間で揺らぐ気持

ちが強かったと推測され、その気持ちに寄り添った支援が必要だったのではな

いかという意見が挙がった。 

また、50歳代、レビー小体型認知症の女性を取り上げた受講生は、対象者の

「幻覚が怖いのではない、幻覚が見えるようになった自分が怖い」という語り

を聞き、今までそのような視点で対象者を捉えて、看護を行えていなかったこ

とに気づき、改めて自身の看護実践を振り返りたいと考えたためであった。討

議の結果、支援対象者の視点と支援者の視点にはやはり大きな違いがあり、支

援者はその違いがあることを意識し、ケアを検討、提供していくことが重要で

あるという意見が挙がった。さらに、その人の生活の基盤を崩さないように疾

患を抱えながら生活できるように環境を整えることが看護職としての支援と

して必要であること。セルフヘルプグループなどの他者から認められる関わり

は対象者の自己効力感の向上に重要な意味を持っていると分かり、看護の関わ

りでも活用していきたいとの意見が挙がった。 

後半討議の結果、対象者とその家族は認知症になったと周囲に知られること

で「社会的信用を失うのではないか」「疾患をもった自分を周囲が社会的に受

け入れてくれるのか」という不安や恐怖を持っていたと考えられた。また、対

象者とその家族、支援者それぞれの立場や考え方が異なっており、意見を統一

した支援を実践していくことは非常に難しいとの意見が挙がった。これらを踏

まえて、支援者側に求められるのは本人や家族の言動の真の意味をきちんと受

け止める姿勢を見せること。そして、本人や家族の努力をきちんと認め、評価

し伝えていくことであるとの意見が挙がった。 

Ⅱ.参加者の参加状況 

 参加者全員が終始にこやかな表情を浮かべながら、積極的に発言し討議に参

加していた。休憩時間中も日々の看護実践での困り事を互いに話し、活発な意

見交換が行われていた。 

Ⅲ.参加の感想 

 討議終了後、参加者からは、日頃は看護実践において疑問に思ったことでも

病棟業務に忙殺されてしまい、なかなか話し合える時間が捻出できない状況が

あり、このように話し合える機会を持てたことは日々の看護実践を振り返るい

い機会となったとの意見が聞かれた。 

 終了後のアンケート（自由記載）からは、「半日がとても短く感じられるくら

いの内容でした。各地の皆さんと話しをすることができ、いろいろな考えを聞

くことができたことは自分の中でとてもよかった」「この研修がなければ出会

うことがない方々と出会い、共有の時間を過ごし、意見交換できた時間が貴重

な時間となりました。」「認知症の看護に関する知識だけでなく、看護の本質の

再認識ができたように思います。意識が高い方々と意見交換ができて、とても

勉強になりました。」「今回、フォローアップ・プログラムに参加し、お互いの

顔を見ながら認知症についてデスカッションができ、色々な考え方や見方など
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があることを実際に知り、認知症についての理解が深まったと思いました。ま

た、先生方だけでなく事務の方々もプログラムに熱心に取り組まれている姿勢

を拝見し、看護・介護・医療の発展はこのような方々の熱意・努力などに支え

られているのだと感銘を受けました。私にとって今回の研修は非常に有意義だ

った」という率直な感想が聞かれた。 

Ⅴ.終了後アンケート結果 

 終了後のアンケート（質問設定）への回答結果は、以下のとおりであった。 

 ・「面白かった」、「好奇心をそそられた」「自分に関係があった」「有益な内容

であった」「やってよかった」「成果を認めてもらえた」「評価には一貫性があ

る」と全員が回答した。 

 ・「眠くならない」3名・「あまり眠くならない」1名、「途中の経過が楽しか

った」3名・「まあまあ途中の経過が楽しかった」1名、「すぐに使えそう」3名・

「まあまあすぐに使えそう」1名、「変化に富んでいた」・「まあまあ変化に富ん

でいた」各 2名、「やりがいがあった」・「まあまあやりがいがあった」各2名 

・「まあまあ自信がついた」4名という回答結果が得られた。 

今後の課題 Ⅰ.事前課題について 

 参加当日に参加者の事前課題について情報共有をするため、個人情報に抵

触しない範囲で、Moodle上に事前課題を相互閲覧できるようにし、演習時間

内に速やかに討議に進めるとさらに効果的と考える。 

Ⅱ.演習時間について  

 昨年度は、受講者の意見から討議時間の延長希望があった。討議形式だっ

たため、活発な意見交換を引きだすために、演習時間を延長する必要があっ

た。今年度は、30分延長し３時間３０分としたところ、討議内容の充実が図

れた。少人数での運用のため、参加年度により状況は異なると考えられるた

め、引き続き参加者の人数により、討議時間を十分確保できる形態を検討し

ながら運用する。 

Ⅲ.討議ポイントの評価と学習成果 

 昨年度と同様に、討議ポイントは、①「医療者の前ではどのような 面を

見せていないか」「話していないか」各自の気づき、②医療者はどのよう

な 「思いもよらないこと」を感じ「考えているか」各自の気づき、③

「一個の人間」として対象者に接することを前提に、内省する手がかりと

なること・現状のケアと比較し、新たなケアのあり方を見出す手がかりと

なる語り、ヒントにつながる語りについて考えたこと）と設定した。これら

の視点は、各自の気づきを引き出す上で、効果的なトリガーとなっていたと

考える。 

 しかし、終了後レポートでは、学習の成果を言語化し看護を提示するまで

には十分ではなかった。レポートの書式や、文献の引用方法についても、学

習成果の差が生じることから、別途レポート作成にあたり、「書き方」のレジ

ュメを作成し成果を表現出来るサポートが必要といえる。 

Ⅳ.認知症ケア加算２ 取得に向けた研修プログラムの評価  

 認知症ケア加算 2の施設基準にある「認知症患者のアセスメントや看護方

法について研修を受けた看護師」に求められる「適切な研修」に該当する

か、本プログラム内容の検討を行い、認知症ケア加算２ を得るための研修

プログラムを構築する。 

 

 



 

学習における	 

具体的な評価規準	 

評価基準	 

Ａ	 Ｂ	 Ｃ	 Ｄ	 

【到達目標１】	 

高齢者における認知症を

もつ人と、その家族の思

いや生活の変化について

思考し、提示できる。	 

（６０点）	 

認知症をもつ人と家族

への関わり方について、

実践的な視点で看護援

助の実際を思考し、自己

の意見を述べることが

十分にできる。	 

(６０点)	 

認知症をもつ人と家族への

関わり方について、実践的な

視点で看護援助の実際を思

考し、自己の意見を述べるこ

とができる。	 

	 

	 (５０点)	 

認知症をもつ人と家族へ

の関わり方について、実

践的な視点で看護援助の

実際を思考し、自己の意

見を述べることがやや不

十分である。	 

（４０点）	 

認知症をもつ人と家族へ

の関わり方について、実

践的な視点で看護援助の

実際を思考し、自己の意

見を述べることがやや不

十分である。	 

（３０点）	 

【到達目標２】	 

高齢者における認知症を

もつ人とその家族への看

護援助について討議内容

を踏まえて、適切な看護

援助が提示できる。	 

(４０点)	 

認知症をもつ人と家族

への関わり方について、

実践的な視点で看護ケ

アの実際を思考し、討議

を踏まえた内容が十分

にレポートで提示でき

る（４０点）	 

認知症をもつ人と家族への

関わり方について、実践的な

視点で看護ケアの実際を思

考し、討議を踏まえた内容を

概ねレポートで提示できる。	 	 	 

	 

（３０点）	 

認知症をもつ人と家への

関わり方について、実践

的な視点で看護ケアの実

際を思考し、討議を踏ま

えたレポートで提示する

ことがやや不十分であ

る。（２０点）	 

認知症をもつ人と家への

関わり方について、実践

的な視点で看護ケアの実

際を思考し、討議を踏ま

えた内容がレポートで提

示することが不十分であ

る（１０点）	   

項目	 高齢者看護演習３	 （	 認知症	 ）	 時間数	 3･5時間	 

学習	 

目的	 
高齢者における認知症をもつ人とその家族に対する主要な看護実践能力を養う。	 

到達	 

目標	 

１.	 高齢者における認知症をもつ人とその家族の思いや生活の変化について思考し提示できる。	 

２.	 高齢者における認知症をもつ人とその家族への看護援助について討議内容を踏まえて、適切な看護援助が提示できる。	 

回数	 

(1回

210分)	 

学習課題	 学習内容	 

１	 認知症	 

看護演習	 

１．	 	 事前課題で指定した、学習課題で用いたWEB教材（健康と病いの語り	 認知症と	 

	 	 家族の語り）で各自が選定した映像を視聴後、課題を発表し、高齢者の認知症をもつ人	 

	 	 と、その家族の思いや生活の変化について思考する。	 	 

	 

２．認知症をもつ人とその家族に対する、各自の看護実践の事例（困難事例、成功事例）	 

	 	 を共有し、意見交換を踏まえ、看護実践の方法について検討する。	 	 

事前課題	 １、	 学習課題１回目、６回目で用いたWEB教材（健康と病いの語り	 認知症と家族の語り）の 
クリップから本人の語り１名、家族の語り１名を選定する。 
それぞれの映像の選定理由と、映像を見た感想についてレポートを作成する。 

２、認知症をもつ人とその家族に対する、各自の看護実践の一事例を指定の書式に 
	 	 沿ってまとめてくる。（事前課題提出期限：平成29年11月１日（水）17:00 ） 

評価方法と時期	 評価は、100点満点とし、ルーブリックに沿って行い60点以下は不合格となる。	 

演習中における参加度、討議における発言により当日評価する。	 

評価対象は、以下の２つである。	 

	 １、演習中の討議内容および発表内容。	 

	 ２、レポート	 	 

	 	 タイトル：認知症をもつ人とその家族に対する看護実践について	 

（成果物提出期限：平成29年11月末日	 ＊演習終了時お伝えします。）	 

参考書	 ・認知症の語りー本人と家族による	 200	 のエヒピソード,看護協会出版会,2016.	 	 

・斎藤清二:ナースのためのナラエヒビ医療学入門,日本看護協会出版会,2014.	 	 

・本田実和子,ロゼット	 マレスコッティ,イヴジネスト:ユマニチュートド入門,医学書院,2014.	 

備考	 レポートは評価とコメントをフィードバックする 
 

 
【修了要件】 
	 下記ルーブリックにおいて、D判定がないものとする 
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科目名 高齢者看護演習4（退院支援・調整と多職種連携） 

担当者 講 師 島田裕子、教 授 塚本友栄、准教授 角川志穂、助 教 佐藤貴紀 

教育内容 平成28年度、29年度と、患者・家族及び他職種との退院前カンファレンスのロー

ルプレイを通してカンファレンスを企画運営し、退院支援・調整において、看護職の

役割と多職種連携のあり方について考える内容とした。eラーニング科目「退院支

援・調整と多職種連携」の学習内容を踏まえ、特に第6回「効果的な連携に必要な

カンファレンスの企画・運営」と第7回「効果的な連携に必要な意見調整の方法」

の学習内容を活用する内容とした。 

教育方法 ・患者(70 代後半、男性、脳梗塞後遺症)、家族、多職種が同席する退院前カンファレ

ンスを行うという設定で、29 年度は受講生が、病棟看護師(退院調整担当：司会役)、

訪問看護師、ケアマネージャー、医師の役を分担した（28年度の医師役は科目担当者、

替わりに受講生が家族(妻)の役割を分担）。2 年とも患者と長男の妻役は模擬患者に依

頼し、不足する役割は科目担当者等スタッフが担当した。 

・ロールプレイ終了後、感想や気づきの発表を行い、質疑応答・情報交換の時間を設

けた。最後に、科目担当者から退院前カンファレンスのポイントについてまとめを行

った。事後レポートについては個々の学びの状況に応じてコメントを行った。 

学習支援方法 ①カンファレンスがよりリアリティのあるものとなり、患者と家族の視点に立って退

院支援・調整と多職種連携のあり方について考えを深めることができるよう、患者と

家族役に模擬患者を活用した。29年度はロールプレイ開始前に、患者・家族、多職種

の座席の位置について話し合う場面を導入し、座席を決定してから開始した。 

②29年度は受講生の希望に基づき役割を決定・通知し、役割を担うための事前課題を

課した（28年度は演習当日に役割を決定、いずれの役割でもとれるよう自己学習を課

した）。 

③29 年度は専門家 3 名を招き、ロールプレイに対する講評及び助言を得た（28 年度

はマロニエ医療福祉専門学校福祉学部福祉心理学科専任教員の中津原聖氏、上都賀総

合病院退院支援専従看護師の飯野直子氏、29年度から前年度事業評価委員会の意見を

受け、医師の自治医科大学地域医療学センターの中村剛史氏の協力も得た）。 

④演習概要と事例情報は事前に提示した。29年度は、事例情報にカンファレンス時

点でのADL、自宅の生活環境、社会資源の情報も加えた。 

⑤受講生同士の交流と学び合いの促進を目的とした情報交換、及び受講生のニー

ズの充足を促進するため、助言者の同席のもとに質疑応答の時間を確保した。 

学習到達度 ・受講生全員（各年度とも4名）が、ロールプレイ後の発言内容や事後レポートにお

いて、患者・家族の意見を尊重し、効果的な多職種連携を進め、退院後の療養上のニ

ーズに合わせたケアプラン検討に必要なカンファレンスの運営のあり方について自己

の考えを述べていた。また、今後の看護実践に向けた展望についても見いだせていた

ことから、全員が学習目標に到達できたと考える。 

受講者の反応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講者の反応 

学習支援方法①について：「患者・家族の退院に向けた不安な心情を捉え、心情を意識

して役割をとることを心がける必要がある」（H28）、「患者、家族の思いや不安が表出

できる環境を提供していくために座席の位置を考慮する必要がある」（H29）があった。

模擬患者を活用し、模擬的な状況で体験、実感できる学習方法を用いたことや、患者・

家族の表出を助ける環境についても考える機会を提供したことは、学習目標の到達に

効果的であったと考えられる。 

学習支援方法②について：病棟看護師役の司会により、それぞれが役割になりきり、

話が途切れることなく進行した。29 年度は約 1 時間（28 年度は約 50 分間）であっ

た。終了時間については事前に予定時間を周知していたが、当日は司会役の病棟看護

師に任せる形となった。「事前に配役が分かっていたため、配役の職種の退院支援にお

ける役割や関わり方等について準備して臨むことができた」（H29）との感想があり、
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（つづき） 

 

 

看護職の役割に加え、退院支援・調整における多職種の役割について理解を深める機

会になったと考える。 

学習支援方法③について：飯野氏からの、退院支援と人材育成を連動して行う事や、

退院支援の評価方法に関する助言に対し、「自分が行っているカンファレンスを評価で

きないことへの不安があったが、外来受診した患者の状況を知ることで評価できると

学んだ。今後、病棟看護師に対し退院支援・調整に関して興味関心が持てるような教

育をしていきたい」との反応があった（H29）。 

学習支援方法④について：受講生から、患者のIADLや内服薬の情報もあると、今

後の支援をについてより具体的に考え検討し易いとの意見（H29）があり、事例

の状況設定について今後検討していく。 

学習支援方法⑤について：「とても勉強になる話が数多くあったため、もう少し時間が

あると良かった」(H29)との感想があった。 

その他の反応： 

・29年度のARCSの観点から見た授業評価は4名全員（28年度は4名中3名）から

回答が得られ、4 名全員から「やりがいがあった」、4 名中 3 名から、「好奇心をそそ

られた」「有益な内容だった」「やってよかった」「すぐ使えそう」「まあまあ自信がつ

いた」等、ほぼ全項目で肯定的な評価が得られ、満足度が確認できた。一方で、「あま

り自信がつかなかった」者が1名いた。 

・アンケート等において、自由記述では、28年度は「講義では分からなかったが、実

際にカンファレンスを行うことで進め方をどのようにするべきか、支援として何が必

要か具体的に分かった」、「今回の演習で得た情報や、前回より具体的になった今後の

課題を病棟で実践していきたい」（H28）、「それぞれの施設の話を聞くことで解決のヒ

ントを得られた。どの施設でも悩みや大変さは同じ、自分も頑張ろうと前向きな気持

ちになれた」（H29）等の記述があった。本演習を通して、受講生が抱える退院支援の

課題に対する取組意識の向上に繋げる事ができたと考える。 

・課題レポート提出後の速やかなコメントに対して、肯定的な評価があった（H28）

ため、e ラーニング科目と同様に、可能な限り即時性のあるフィードバックをしてい

くことの有効性が示唆された。 

今後の課題 

 

 

・模擬患者の活用、座席の配置の検討は、患者・家族の意見を尊重したカンファレン

スの企画・運営のあり方に関する学習目標の到達に効果的であったと考えられる為、

今後も同様の場面を設定していく。 

・助言者の協力を得たことは、受講生の今後の看護実践上の課題を見出すことに効

果的であった。29年度は医師の協力を得たことで本科目の充実がより図られ、

受講生の満足度をより高めることに繋がったと考えられるため、今後も協力を依

頼していく。 

・助言者から、ロールプレイを録画して eラーニング教材として使用する事につ

いて提案があった。受講者の振り返りや、翌年度の受講者にカンファレンスのあ

り方について考えさせる素材に用いると効果的との意見があった。翌年度の受講

生に使用する場合は、当該年度の受講者の同意を得ることや、別の事例を新たに

用意するなどの必要性が生じるため、今後に向けて検討していく。 

・受講者が勤務施設の地域特性を踏まえつつ、今後の課題についてより見いだせ

るような事前・事後の課題や事例の設定について検討していく。 

 



 

学習における 

具体的な評価規準 

評価基準 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

患者・家族の意見

を尊重した、カン

ファレンスの企

画・運営のあり方 

（B・Cに加えて）患者・家族の意

見を尊重した退院支援・調整を進

めるために、カンファレンス企

画・運営以外も含め、自己の看護

実践上の課題について説明でき

る(28～35点) 

（C に加えて）患者・家族の意

見を尊重した退院支援・調整を

進めるために、カンファレンス

をどのように企画・運営するこ

とが重要か、説明できる(25～

27点) 

患者・家族の意見を尊重

するために、カンファレ

ンスが果たす役割の重

要性を説明できる(22～

24点) 

患者・家族の意見を尊

重するために、カンフ

ァレンスが果たす役割

の重要性を説明できな

い（21点未満） 

効果的な多職種

連携を進めるた

めの、カンファレ

ンス企画・運営の

あり方 

（B・Cに加えて）効果的な多職種

連携を進めるために、カンファレ

ンス企画・運営以外も含め、自己

の看護実践上の課題について説

明できる(28～35点) 

（C に加えて）効果的な多職種

連携を進めるために、カンファ

レンスをどのように企画・運営

することが重要か、説明できる

(25～27点) 

効果的な多職種連携を

進めるために、カンファ

レンスが果たす役割の

重要性を説明できる 

(22～24点) 

効果的な多職種連携を

進めるために、カンフ

ァレンスが果たす役割

の重要性を説明できな

い（21点未満） 

退院後の療養生

活上のニーズに

合わせたケアプ

ラン検討に必要

な運営のあり方 

（B・Cに加えて）退院後の療養生

活上のニーズに合わせたケアプ

ランを検討するために、カンファ

レンス企画・運営以外も含め、自

己の看護実践上の課題について

説明できる(24～30点) 

（C に加えて）退院後の療養生

活上のニーズに合わせたケア

プランを検討するために、カン

ファレンスをどのように企画・

運営することが重要か、説明で

きる(21～23点) 

退院後の療養生活上の

ニーズに合わせたケア

プランを検討するため

に、カンファレンスが果

たす役割の重要性を説

明できる(19～20点) 

退院後の療養生活上の

ニーズに合わせたケア

プランを検討するため

に、カンファレンスが

果たす役割の重要性を

説明できない（18点未

満）   

項目 高齢者看護演習（退院支援・調整と多職種連携） 時間数 3･5時間 

学習 

目的 

患者・家族および他職種が参加する退院前カンファレンスを企画・運営するロールプレイを通して、退院支援・調整に

おける看護職の役割と多職種連携のあり方に関する気づきを踏まえた、今後の看護実践に向けた展望がもてる。 

到達 

目標 

1. 患者・家族の意見を尊重した、カンファレンスの企画・運営のあり方について説明できる 

2. 効果的な多職種連携を進めるための、カンファレンス企画・運営のあり方について説明できる 

3. 退院後の療養生活上のニーズに合わせたケアプラン検討に必要な、カンファレンス企画・運営のあり方について説

明できる 

4. 退院支援・調整における看護職の役割と多職種連携のあり方について、今後の課題を説明できる 

回数 

(1回

210分) 

学習課題 学習内容 

 

 

 

 

 

１ 

事前学習 

 

 

 

 

ロールプレイ 

演習 

 

アフターセッ

ション 

 

事後学習 

 

・提示された事例にとって必要な退院前カンファレンス当日の進め方について、カンファレンスに

おいて話し合うべき内容・論点(議題)を整理し、かつどのように進めていくか、事前に考える。 

・参加が予定されている全ての他職種について、退院支援・調整上の役割、当日カンファレンスで

発揮すべき役割・発言内容等、他職種の立場に立って事前に考える。 

 

・患者・家族および他職種が参加する退院前カンファレンスを企画・運営するロールプレイを行う。 

 

 

・ロールプレイに参加したメンバー全員で気づきや感想をシェアし、学べたことを整理する。 

 

 

ルーブリックを参照し、レポートを作成する。 

レポート課題：演習を通して学んだことを踏まえ、①患者・家族の意見の尊重、②効果的な多職種

連携、③退院後の療養生活上のニーズに合わせたケアプラン検討に向けた、退院前カンファレンスの意

義と企画・運営方法について考察し、併せて自己の看護実践上の課題・必要と考える活動について

述べる。 

事前課題 事例情報を含め、Moodle上で提示する 

評価方法 演習での発言内容・参加態度、およびレポートにより評価する。 

評価はルーブリックに沿って行い、一つでもD評価があれば不合格となる。 

レポート提出期限：平成30年2月 21日(水)9時 

教科書 なし 

備考  
 
【ルーブリック】 
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科目名 看護研究フォローアップ研修 

担当者 教授 春山 早苗  教授 半澤 節子  教授 小原 泉    

教授 塚本 友栄  准教授 川上 勝  講師 望月 明見 

 

教育内容  本科目はベーシック・プログラム「看護研究」のフォローアップ・プログラムとし

て、今年度、初めて開講した。対象は、ベーシック・プログラム「看護研究」の修了

者とし、研究計画の立案から研究の実施、結果のまとめ・発表までの研究プロセスに

おける基本的な能力を身に付けることを目的とした。 

 

教育方法 平成 29年 11月～平成 30年 3月を開講期間とし、個別で概ね 3回、受講者の都合

に合わせて、対面またはｅメールにより支援することとした。ベーシック・プログラ

ムで立案した研究計画に取り組むことを推奨した。担当者のうち、2 名で担当するこ

ととした。 

実際には、対象は昨年度の修了者2名と今年度の修了者3名の計5名であったが、

受講者は1名であった。ベーシック・プログラムで立案した研究計画に取り組むこと

を希望したこと、及び研究テーマから、担当は春山と塚本とした。参考図書として、

[南裕子編：看護における研究、医学書院、2008]を配付した。支援は、ｅメールの他、

受講者と相談し、12月に1回、2月に1回、3月に1回とした。 

ルーブリックにより、評価規準・評価基準を提示していたが、第 1回目の対面支援

の際に受講者と相談し、今回の目標をＢ（個別指導も参考にして研究結果をまとめ、

研究結果に基づき、よく考察している）までとすることに決めた。 

 

学習支援方法 対面による助言・指導を 2回、メールによる助言・指導を数回行った。最初の対面

による助言・指導の際に、参考となりそうな看護研究に関する図書を提示した。デー

タの整理や解析については、イメージがつきやすかったり、考察したりしやすいよう

に、データの一部をグラフ化したり、一部のデータを解析したりして示した。 

今回の目標をＢまでとしたが、Ａまで目指すことも可能なようにサポート・プログ

ラムを紹介した。 

 

学習到達度 目標としたＢまで達成した。 

受講者の反応 『関連性』と『満足』の全項目、『注意』の3項目、『自信』の2項目は、最高の評

価であった。残りの3項目も、まあまあという評価であった。自由記述では、「看護研

究により疑問を客観的に分析したり業務改善に役立つことを知り、大変なエネルギー

を要するが、自分自身も成長することができ、看護研究を継続したいという思いが芽

生えた」「言葉の意味や同義語を調べながら進めたが、言葉の難しさを感じるとともに、

言葉を調べたり知ることを楽しく感じることができた」等の感想があった。 

今後の課題 ・ルーブリックにより、評価規準・評価基準を提示しているが、受講者の目標（研究

に取り組む目的）に応じて、Ａ、Ｂいずれまでを目指すのかを決定する。 

・Ａまで目指す場合には、開講期間という時間的制約も考慮して、必要時、サポー

ト･プログラムにつなげていく必要がある。 

 



     

 

項
目 

看護研究 

フォローアップ研修 
回数   

学
習
目
的
と
目
標 

学習

目的 
研究プロセスの基本的な能力を身に付ける。 

目標 

1．研究計画に基づき研究を実施することができる。 

2．研究結果をまとめることができる。 

3．研究結果を発表することができる。 

回数 学習課題 学習内容 

ｅメールまた

は対面により 

概ね 3回、 

個別指導 

研究計画の立案およ

び研究の実施 

 

 

 

研究結果のまとめ 

 

 

 

研究結果の発表 

 

 

 

 

[ｅメールまたは対面による個別指導]  

必要時、個別指導を受け、それを参考にしながら、研究計画に基づき研究を実

施する 

＊ベーシック・プログラムで立案した研究計画に取り組むことを推奨 

  

[ｅメールまたは対面による個別指導] 

必要時、個別指導を受け、それを参考にしながら、研究結果をまとめ、研究結

果に基づく考察をする  

 

[ｅメールまたは対面による個別指導] 

必要時、個別指導を受け、それを参考にしながら、研究結果を発表するための

資料（抄録やパワーポイント資料、ポスターなど）を作成する 

研究結果を発表する機会をつくったり、見つけたりして、研究結果を発表する

ことができる 

評価方法 
研究プロセスの進捗状況と、それに伴う成果物（研究計画書、研究結果のまとめ、

発表資料）により、ルーブリックに基づき評価する 

テキスト 
指定なし 

＊ベーシック・プログラムで紹介した参考文献を参考にしてください。 

履修上の注意事項 

・ベーシック・プログラム「看護研究」を修了した看護職を対象にしています。 

・既にデータ収集済みの調査研究を元に、本科目に取り組みたい場合には、申込み

書にその旨をご記入ください。 

 

修了要件：D判定がないものとする。

Ａ(優) Ｂ(良) Ｃ(可) Ｄ(不可)

研究計画に基づき研究を
実施し、研究結果をまと

め、発表することができる

研究結果および考察に基

づき、個別指導も参考に
して、発表資料（抄録や

パワーポイント資料、ポス

ターなど）を作成している

個別指導も参考にして研

究結果をまとめ、研究結

果に基づき、よく考察して

いる

個別指導の反映や考察
が不十分であるが、研究

結果をまとめている

研究結果のまとめに至っ

ていない

ルーブリック（評価基準）

学習における
具体的な評価規準

評価基準
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（4）平成 29 年度 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの受講科目数と修了率 

テーマ１研究代表者 本田芳香 

 

 ①ベーシック・プログラム 

  1科目のみ受講者 47名の中で、修了した者は 34名（72％）であった。 

2科目を受講者 9名の中で、修了した者は 7 名（77.7％）であった。 

 

表 7-1 受講科目数別受講者（修了者）数 

  

表 7-2 2 科目以上受講者の科目別受講者数および修了者数  

  

高齢者 

看護１ 

高齢者 

看護 2 

高齢者 

看護 3 

退院支援・調

整と多職種

連携 

看護研究 

2 科目以上 

受講者数 

7 7 6 5 3 

修了者数 5 6 5 4 2 

 

表 7-3 複数科目受講者の科目別受講者数および修了者数   

  
高齢者 

看護１ 

高齢者 

看護 2 

高齢者 

看護 3 

退院支援・調

整と多職種

連携 

看護研究 

4 科目 

受講者数 

（修了者数） 

1 

 

(1) 

1 

 

(1) 

1 

 

(1) 

0 

 

 

1     

 

(1) 

3 科目 

受講者数 

（修了者数） 

2 

 

(1) 

2 

 

(1) 

1 

 

(0) 

1 

 

(1) 

0 

 

 

2 科目 

受講者数 

（修了者数） 

4 

 

(3) 

4 

 

(4) 

4 

 

(4) 

4 

 

(3) 

2 

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

受講科目数 受講者(修了者)数 

１ 47 名(34) 

２ 9 名( 7) 

３ 2 名( 1) 

４ 1 名( 1) 
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②フォローアップ・プログラム 

  1科目のみ受講者は 14名、2科目受講者は 2 名であった。いずれも全員が修了し、

修了率は 100％であった。 

 

表 8-1 受講科目数別受講者（修了者）数 

 

 

 

 

 

表 8-2 複数科目受講者の科目別受講者数および修了者数 

  
高齢者 

看護演習

１ 

高齢者 

看護演習 

2 

高齢者 

看護演習 3 

退院支援・調

整と多職種

連携演習 

看護研究フ

ォローアッ

プ研修 

2 科目以上 

受講者数 

1 0 1 1 1 

修了者数 
1 0 1 1 1 

 

 

受講科目数 受講者(修了者)数 

１ 14 名(14) 

２ 2 名 (2) 
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5)平成 29 年度 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの評価結果 

 ―評価票による全体評価― 

                          テーマ１研究代表者 本田芳香 

                                      

（１）地域ケアスキル・トレーニングプログラム（ベーシック・プログラム）科目の 

修了要件と学習到達度の評価方法 

   各科目の修了要件及び学習到達度の評価方法を資料 5に示す。 

 

（２）地域ケアスキル・トレーニングプログラムの評価結果《資料 6参照》 

 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの評価方法は、Ⅱの 4の 3）で述べた

とおりである。 

①プログラム評価のための受講後アンケートの回収率 

   各プログラム科目のアンケート回収率は 80～90％であった。 

②ARCS モデルを基盤とするプログラム評価のための受講後アンケート結果 

受講者の学習意欲を高めるために考えられた ARCSモデルは、【注意＜Attention＞】 

【関連性＜Relevance＞】【自信＜Confidence＞】【満足感＜Satisfaction＞】の 4 

つの概念で構成され、各概念は 4 項目で構成された質問調査を実施した。各項目 

の結果概要は下記の通りである。なおフォローアップ・プログラム科目は全ての

項目において良好な結果であることから結果を省略する。 

 

【注意＜Attention＞】は、3 つの下位概念より成る 4 つの質問項目＜Attention 

1・2＞知覚的喚起（興味の獲得）、＜Attention3＞探究心の喚起（刺激）、＜Attention 

4＞変化性（注意の持続）から構成されている。 

  

(a) ＜Attention1＞は、5科目全で 5～11名（50～74％）、＜Attention２＞は、 

  5科目では 2～9名（50～60％）で知覚的喚起について良好な結果が得られた。 

(b) ＜Attention3＞は、全科目で 5～10名（50～60％）で探究心の喚起につい 

て良好な結果が得られた。 

    (c) ＜Attention4＞は、全科目で 2～5 名（16～75％）と幅はあるが、変化性に 

ついて良好な結果が得られた。 

 

【関連性＜ Relevance＞】は、 3 つの下位概念より成る 4 つの質問項目＜ 

Relevance1・3＞目的志向性(ゴールへの方向性)、＜Relevance2＞親しみやすさ（経

験とのつながり）、＜Relevance4＞興味（動機）との一致から構成されている。 

 

(a) ＜Relevance1＞は、全科目で 5～11名（40～100％）と幅はあるものの目 

的志向性について良好な結果が得られた。 

(b) ＜Relevance2＞は、全科目で 3～12名（25～75％）と幅はあるものの親し 

みやすさについて良好な結果が得られた。 

(c) ＜Relevance3＞は、全科目で 4～13名（50～100％）と目的志向性につい 
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て良好な結果が得られた。 

(d) ＜Relevance4＞は、前科目で 2～7 名（22～75％）と興味との一致につい 

て良好な結果が得られた。 

 

【自信＜Confidence＞】は、3つの下位概念より成る 4 つの質問項目＜Confidence1>

成功の機会、＜Confidence2・3＞成功への期待感（学習欲求）、＜Confidence4＞

個人の責任（個人的なコントロール）から構成されている。 

 

 

    (a) ＜Confidence1＞は、全科目で 1～4名（10～15％）で成功の機会について良 

好な結果が得られた。 

    (b) ＜Confidence2＞は、全科目で 3～4 名（（57～100％）で成功への期待感（学 

習欲求）について良好な結果が得られた。 

    (c) ＜Confidence3＞は、全科目で 3～4 名（15～22％）で成功への期待感（学習 

欲求）についてはやや低いが良好な結果が得られた。 

    (d) ＜Confidence4＞は、全科目で 1～5 名（7～33％）ではで個人の責任につい 

てやや低いが良好な結果が得られた。 

 

 

【満足感＜Satisfaction＞】は、3つの下位概念から成る 4つ質問項目＜Satisfaction1

＞内発的満足感（内発的な強化）、＜Satisfaction2・3＞報酬のある成果（外発的な

報酬）、＜Satisfaction4＞公的な処遇（公平さ）から構成されている。 

 

   (a) ＜Satisfaction1＞は、全科目で 5～15 名（55～100％）で内発的満足感につ 

いて良好な結果が得られた。 

   (b) ＜Satisfaction2＞は、全科目で 4～12 名（25～60％）で報酬のある成果に 

ついて良好な結果が得られた。 

   (c) ＜Satisfaction3＞は、全科目で 1～7 名（25～45％）で報酬のある成果につ 

いて良好な結果が得られた。 

   (d) ＜Satisfaction4＞は、全科目で 4～8 名（30～100％）で公的な処遇につい 

て良好な結果が得られた。 

 

③受講後のアンケートにおける自由記述の結果《資料 7参照》 

  自由記述内容は、前述した②と同様 ARCS モデルを分析の視点におき、その結果は

以下に示すとおりである。内容分析データ総数は 90（内訳 Attention22 、

Relevance21、Confidence22、Satisfaction25）であった。 

《  》はデータ内容とする。 

 

 [注意 A(Attention)]  

学習者の特徴では、《離島で学習する機会がない》《遠方にいながら講義を受ける
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ことができる》ことから楽しく学習することができ探求心の喚起を鼓舞するものと

なっていた。またワーク提出時に先生からメッセージが届くことで《やる気へと繋

がった》など知覚的喚起があった。 

学習課題では、《知らなかった内容》《小テストも事例式》で興味があるなど、現

職の経験を裏付ける知識を提供することにより探求心の喚起を鼓舞するものになっ

ていた。 

教材・教授方法では、《自分の生活スタイルにあわせながら》eラーニングをすす

められたこと、《事例を交えた学習》など変化に富む教材を提供することができてい

た。さらに《先生からのコメントがやりがい》に繋がっていたことなども学習意欲

を持続させるための重要な要因になっていた。 

 

[関連性 R（Relevance）] 

  学習者の特徴では、地域の特性より救急搬送される疾患について、《改めて勉強し

なおせる》など、実践経験の中で日頃より疑問に考えていることが受講する動機づ

けと一致していた。 

  学習課題では、《再テストの際には、正直、答えを覚えて回答してしまう傾向》に

あった。《きちんと調べるという行動が自己学習では抜けてしまいがち》であること

に気づけ、自己の実践経験の振り返りにより、新たな課題にチャレンジしていく学

習意欲に繋がっていることが明らかになった。 

  教材・教授法では、《資料も豊富である》ことから、実践経験と新たな知識のつな

がりを関連させていくよう努力していた。また課題を与えられて、グループで意見

を出し合いながら考えて行った事で《自分では考えられないことも意見をもらう》

ことで知識の幅が広がり、達成感の醸成へと繋げることができていた。 

  

[自信 C(Confidence）]    

学習者の特徴では、学校や地域の行事の多い時期に重なり、《学習にかけられる時間

があまりない》中で、自己のコントロールの調整が十分できない現状があった。 

学習課題では、常に急性期の症例があるので、《勉強した内容が即戦力につながる》

ことが多いと感じていた。また自分が中途半端な知識で、《医者の指示されるまま》に

やっていたことの気づきがあった。 

教材・教授法では、《パワーポイントの動画は抑揚がないため》、また《文章を読み

上げているだけであったため、自分でパワーポイントを印刷し、内容確認しながら参

考書を見てテストを受験する》という形をとっていた。《動画に視覚的変化や刺激》、

《パワーポイントに書いてないような、豆知識、教授の個人的な体験や意見などが含

まれるとより緊張感をもって動画を注視することができたと思う》と、教材・教授法

の工夫を求めていた。 

 

[満足感 S(Satisfaction） ]  

  学習者の特徴では、日々の業務の中で疑問があってもインターネットで調べる程

度で《教科書を開く機会が減っていた》ことに気づき、学習を通じて、新たな視点
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や疑問を持って患者に接することができるなど目に見える成果を確認できていた。

受講したことでさらに関心をもつことができ《今後現場の中で活かせる》など継続

的な動機づけに繋がっていた。 

  学習課題では、急性期は苦手意識があったが、《アセスメントする考え方が少しで

すがわかってきた》など肯定的な結果を得ることができた。今後《大学に行きたい、

もっと学びたい》など継続的な学習の動機づけに繋がっていた。 

  教材・教授法では、実際《患者さん本人や家族の思いが聞ける動画》や、よくあ

る症例での対応法（ユマニチュード）を実際みながら学習できることが内発的動機

づけに繋がっていた。 

 

（３）まとめと今後の課題 

地域ケアスキル・トレーニングプログラムの形成評価及び総括評価による認知機能

の評価と、ARCSモデルを活用した学習意欲の視点に着目した評価の 2つの視点から分

析をした。その結果、認知機能に関する評価および学習意欲に関する評価とも、項目

内の幅はあるものの概ね良好な結果となった。地域ケアスキル・トレーニングプログ

ラムの全体評価として 3 つの視点から述べる。 

1点目は、平成 29年度は応募者が多く 5科目 75名（延べ実数 59名）であり、へき

地診療所、へき地医慮拠点病院の看護師が主な受講者であった。科目修了者は、5 科

目全体では 75 名中 56名（74.6％）が修了した。高齢者看護１（急性期）は 52％、高

齢者看護 2（終末期）は 95％、高齢者看護 3（認知症）は 82％、退院支援・調整と多

職種連携は 80％、看護研究は 60％の修了率であった。1 科目のみ受講し修了した者は

47 名中 34 名（72％）、2 科目受講し修了した者は 9 名中 7 名(77％)といずれも 8 割近

く修了していることは大きな成果である。修了要件として到達すべき評価規準及び修

了認定に至るまでの評価方法として、科目の特徴を活かし知識レベルを問う客観試験、

複数のレポート課題を提示する形成評価方法などの工夫がされていた。また受講者間

の双方向のフィードバック方法、レポート課題の丁寧な添削など双方向の評価が有用

であったと考える。 

2点目は、ベーシック・プログラム（eラーニング）とフォローアップ・プログラム

（集合演習科目）のブレンド学習をすることにより、受講者の学習達成度の醸成に寄

与することができたと考える。自由記述内容の分析結果からは、満足感(Satisfaction）

の項目に関する記述内容が全般的に多かった。これは科目担当者が、タイミング良い

かつ適切なフィードバック方法、肯定的な賞賛、e ラーニング上の顔の見える関係づ

くりなど日々努力したことが、学習継続への動機づけと学習成果に寄与している。 

今後の課題として、2 つの視点から述べる。 

1 点目は、受講者側の課題として、より継続して受講するための方策を検討する必

要がある。全体の修了者は 7 割強であることは大きな成果であるが、未修了者の内容

を分析し、継続するためのアクセス方法や支援方法など学習を継続するための支援方

法をさらに強化する必要がある。 

2 点目は、教育側の課題として、本プログラム受講中の動機づけの継続は、受講者

と教員側との双方向のやり取りによって可能になったと考える。今後受講者の修了後
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の学習の継続性についてどのような方法で実施されているのかをさらにフォローして

いく必要がある。これは e ラーニング学習で獲得される知識レベルの内容と範囲を評

価することを意味しており、今後プログラムを精錬する必要な要件となりうる。 

e ラーニングにおける時空間を超えた学習環境は、新たな学習の仕組みとしてもよ

り充実したものになっている。今後本プログラム修了時点における看護実践能力の評

価を目指す方向性として、学習成果教育(Outcome Based Education)のさらなる充実が

臨まれる。さらに看護実践の場にどのように活かされているのか継続的なフォロー体

制の検討も必要であると考える。 



≪資料5≫　各科目の修了要件と評価方法

ベーシック・プログラム

高齢者看護1（急性期） 高齢者看護2（終末期 高齢者看護3（認知症）
退院支援・調整と

多職種連携
看護研究

修
了
要
件

ルーブリック評価基準1～4すべ
てにおいてD判定が無いもの

ルーブリック評価基準1～4すべ
てにおいてD判定が無いもの

ルーブリック評価基準1～3すべ
てがC判定以上であること

ルーブリック評価基準すべてに
おいてD判定が無いもの

ルーブリック評価基準すべてに
おいてD判定が無いもの

①単元ごとに小テストを行う。
小テストは満点になるまで繰り返
す。

①e-learningの実施状況
①小テスト（2，3，4，5，7回で単
元ごとに行う）

評価前提①自己紹介の実施、全動
画の視聴完了、課題1，2のレポー
ト提出とルーブリックを用いた自
己評価の完了、他受講生提出課題
レポートの相互閲覧とコメントの
実施、全ワーク提出が最終評価の
前提となる。

①小テスト

②最終単元は、看護実践の事例レ
ポートを期限までに提出する。
評価基準に則り単位修得の評価を
する。

②第7回の課題レポート ②第7回修了後の課題レポート

評価前提②他受講生が提出した課
題レポートの相互閲覧とコメント
は、課題1および2それぞれについ
て少なくとも1名分（計2名分）行
えばよしとする。しかし可能であ
ればそれ以上の活発な意見交換を
期待している。

②第2回、第3回課題レポート

1
1
4

③第7回課題レポート（研究計画
書）が研究計画書ルーブリック評
価基準1～4においてD判定のないも
のとする。

評
　
　
価
　
　
方
　
　
法

自施設での高齢者救急(急性期の高
齢者看護含む)の1事例を以下の5つ
の項目に分けてレポートにまとめ
なさい。他，引用・参考文献は適
宜，記載すること。
(a)事例紹介
(b)初期アセスメント
(c)他職種との連携を含めた初期対
応
(d)家族への対応を含めた看護実践
(e)自己の取り組みの評価と今後の
課題

(a)「第7回事例」を読み、課題1～
3についての考えをまとめてレポー
トを作成すること。
(b)提出されたレポートを課題画面
から相互に閲覧し、2名以上の受講
者にコメントを入力する。

第1回と第6回の内容をもとに、以
下の2点についての考えを合わせて
1,200字程度にまとめて記述しなさ
い。
(a)認知症をもつ人の内的世界と、
認知症をもつ人への関わり方とし
て重要だと考えたこと
(b)認知症をもつ家族への看護支援
として特に重要だと考えたこと

(a)課題1:第1回～第4回の視聴後
(b)課題2:第5回～第7回の視聴後
以下の3つの項目に分けてそれぞれ
レポートにまとめる。
・新たに学んだ、あるいは再確認
した考え、知識
・講義内容と実践の現状を比較照
合したうえで得られた気づき
・今後に向けた実践上の課題
(c)受講者間で提出されたレポート
を閲覧し、相互にコメントする。
コメント内容は、自己と他者の学
びを比較し、自己が発見・気づい
たこと、今後取り組みたいと思え
た課題等とする。



フォローアップ・プログラム 　　

高齢者看護演習1（急性期） 高齢者看護演習2（終末期 高齢者看護演習3（認知症）
退院支援・調整と
多職種連携演習

看護研究
フォローアップ研修

修
了

要
件

ルーブリック評価基準1～4すべて
においてD判定が無いもの

ルーブリック評価基準1～3すべて
において、C判定以上であること

ルーブリック評価基準すべてにお
いてD判定が無いもの

ルーブリック評価基準すべてにお
いてD判定が無いもの

ルーブリック評価基準すべてにお
いてD判定が無いもの

①事前課題
・これまでに体験した「高齢者の
急変時における家族の対応」の困
難事例1例についてまとめる。

①評価は、100 点満点とし、ルー
ブリックに沿って行い60 点以下は
不合格となる。

①研究プロセスの進捗状況と、そ
れに伴う成果物（研究計画書、研
究結果のまとめ、発表資料）によ
り、ルーブリックに基づき評価す
る

②評価は、100 点満点とし、ルー
ブリックに沿って行い60 点以下は
不合格となる。
③演習中における参加度、討議に
おける発言により当日評価する。

②演習中の討議内容及び発表内容
により評価する。

③評価は、100 点満点とし、ルー
ブリックに沿って行い60 点以下は
不合格となる。
④演習中における参加度、討議に
おける発言により当日評価する。
評価対象は、以下の２つである
(a)演習中の討議内容および発表内
容
(b)レポート （事後課題）
テーマ：（フォローアップ内の討
議を通して）認知症を持つ人と家
族に必要な看護支援800字以内にま
とめ、事前課題と同じように提出
する。なお、文献を一つ以上使用
すること。

②事後学習
次の項目について、演習を通して
感じ、考えたことを踏まえて考察
する
(a)患者・家族の意見の尊重
(b)効果的な多職種連携
(c)退院後の療養生活上のニーズに
合わせたケアプラン検討に向け
た、退院前カンファレンスの意義
と企画・運営方法
(d)上記以外で学び得たこと
(e)自己の看護実践上の課題・必要
と考える活動
③演習での発言内容・参加態度、
およびレポートにより評価する。

1
1
5

①事前課題
・学習課題1回目、6回目で用いた
WEB教材（健康と病の語り、認知症
と家族の語り）のクリップから本
人の語り1名、家族の語り1名を選
定する。それぞれの映像の選定理
由と映像を見た感想についてレ
ポートを作成する。
②事前課題
・認知症をもつ人とその家族に対
する各自の看護実践の一事例をま
とめてレポートを作成する。

①事前学習
・事前課題を読み、以下について
事前に検討、考えを記述し演習当
日に持参する。 
(a)各自の役柄上の立場から、3回
目のカンファレンスにおいて、 自
分が説明すべきこと、確認すべき
こと、話し合われるべき 論点(議
題)は何か
(b)各自の役柄上の立場から以下３
点に関する進行上の留意点は何か
・患者、家族の意見を尊重するた
めの留意点
・効果的な多職種連携とするため
の留意点
・退院後の療養生活上のニーズに
合わせたケアプランを検討するた
めの留意点

評
　
　
価
　
　
方
　
　
法
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≪資料 6≫地域ケアスキル・トレーニングプログラムの評価結果 

 

図１ おもしろさ 

 

図２ 知覚的喚起 

 

図３ 探求心の喚起 

 

図４ 変化性  
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おもしろかった まあまあおもしろかった ややつまらなかった つまらなかった
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眠くならなかった あまり眠くならなかった やや眠くなった 眠くなった
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好奇心をそそられた まあまあ好奇心をそそられた
あまり好奇心をそそられなかった 好奇心をそそられなかった
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変化に富んでいた まあまあ変化に富んでいた ややマンネリだった マンネリだった
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図５ やりがい 

 

図６ 親しみやすさ 

 

図７ 目的指向性 

 

図８ プロセスを楽しむ  
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あまり有益な内容ではなかった 有益な内容ではなかった
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退院支援・調整と多職種連携演習
看護研究フォローアップ研修

途中の経過が楽しかった まあまあ途中の経過が楽しかった

あまり途中の過程が楽しくなかった 途中の過程が楽しくなかった
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成果を認めてもらえた 成果を一部認めてもらえた

成果をほとんど認めてもらえなかった 成果を認めてもらえなかった
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やってよかった まあまあやってよかった やや不満が残った 不満が残った 

 

 

 

 

 

 

図９ やってよかった 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 無駄に終わらせない 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 ほめて認めてもらう 

 

図 12 公平さ  
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評価には一貫性があった まあまあ評価に一貫性があった

あまり評価に一貫性がなかった 評価に一貫性がなかった
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自信がついた まあまあ自信がついた あまり自信がつかなかった 自信が付かなかった 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 自信 

 

図 14 学習意欲（目的の明確性） 

 

図 15 成功の機会（学習の工夫） 

 

図 16 自分で制御（学習の滞り） 
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あまり目標が明確でなかった 目標が明確ではなかった
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自分なりの学習の工夫ができた まあまあ自分なりの学習の工夫ができた

あまり自分なりの学習の工夫ができなかった 自分なりの学習の工夫ができなかった
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学習を滞りなく進められた まあまあ学習を滞りなく進められた やや学習が滞った 学習が滞った



Attention（注意） Relevance（関連性） Confidence(自信） Satisfaction(満足感）

・仕事の合間で、たまに滞ることもあった
が楽しく学習できた。

・自分の時間配分が悪く、課題や意見交
換の提出がぎりぎりになった。

・認知症を学習し、あらためて今までの
看護の振り返りができた。

・1回の講義時間が長く感じたが、課題提
出時先生からのメッセージで学習意欲が
出た。

・学校や地域の行事が重なり、学習時間
が取れなかった。年末まで時間があれ
ば、もう少し学習できたと思う。

・臨床では急性期の高齢者看護を学ぶ
機会がないため、今回は有意義な学習
ができた。

・今回学習の機会を得て認知症の学習
に興味がわいた。

・２つのプログラムを申し込んだが、看護
必要度の試験、病院のeラーニングなど
やりたいことが重複し大変だった。

・フォーラムの意見交換は、今後に活か
せそうな内容であった。

・勤務中の空き時間を利用してできる内
容で良かった。課題では、受講者間で意
見交換や共感することができ、少し自信
がついた。今後の業務に役立ていきた
い。

・受講により探求心が芽生え、成果に繫
がった。画像診断や最近の治療動向な
どを知る事が出来れば尚よかった。

・学びたい分野を学習できた。

・退院支援と調整・多職種連携を受講し
仕事内容の理解がスムーズになった。

・課題提出後のメールが親切でポジティ
ブなので、安心して続けられた。

・離島に勤務しているため、今回学習の
機会を得ることができ良かった。

・受講時期が小学校や地域の行事と重
なり、学習時間の確保が大変だった。受
動的な学習に飽きた箇所もあったが、興
味深い箇所は楽しく学習できた。

・今回の学習を通じ、あらためて島では
医療・介護も独自の動き(一般的でない）
になることを痛感した。

・有意義な研修を受けることができた。
日々の業務で生じた疑問に対し、教科
書を開く機会が減っていたことに気付い
た。受講内容がすぐに役立った実感はな
いが、参考書を開く習慣や、症例を振り
返るきっかけになった。また、学習を通じ
て、新たな視点や疑問を持って患者さん
に接することができた。これを継続できる
環境が必要だと思う。

1
2
0

≪資料7≫　地域ケアスキル・トレーニングプログラム受講者アンケート調査結果(自由記載欄)

・自施設は脳外科単科だが、脱水や低
血糖で意識障害を起こし脳疾患が疑わ
れ救急搬送される方もおり、急性期につ
いて再学習できる良い機会だった。

・へき地である上に子どもも小さく、研修
に参加できなかったが、今回のプログラ
ムでは広範囲を深く学び、新しい知識を
得ることができた。

学
習
者
の
特
徴

・エンドオブライフケアに関心があり、自
分の看護観がそこに辿り着いたところ
だった。インターネットで今回のプログラ
ムを知り、遠方からでも受講することがで
き、休みや自由時間を利用して学習でき
た。

・認知症をもつ人とその家族のケアニー
ズの理解を深めることができ、大変勉強
になった。精神科病院に勤務している
が、認知症の入院患者が増加しており、
今後も増加していくことが予想される。今
まで対応に困ることもあったが、今回の
学びを通じて自分の自信につながり、思
いを理解することができた。



Attention（注意） Relevance（関連性） Confidence(自信） Satisfaction(満足感）

・毎回テストがあり、緊張感を持ちながら
学習できた。

・急性期の事例展開について、自施設で
は症例数が少なく回答に困った。

・事例問題は、知識不足を克服するとい
う課題を持ついいきっかけになった。

・高齢者について幅広い観察力が必要
だと思った。

・事例式の小テストに興味を持ちながら
学習ができた。

・再テストの際、答えを覚えて回答してし
まった。調べることが抜けてしまいがち
だった。

・疼痛コントロールは、医師への的確な
情報伝達が重要なことを学んだ。

・在宅での終末期看護に携わっているた
め、学習により再確認できたことがよかっ
た。

・課題の提出方法が分からずに苦労した
が、質問することで提出できた。

・学習内容は今の仕事内容にリンクして
おり、イメージしながら学習できた。

・知らなかったことをあらたに知ることがで
きた。受講して良かった。

・自分のペースで、仕事と照らし合わせ
た振り返りができよかった。

・普段しているケアが多く、受講内容を把
握していれば医師から不満を言われるこ
ともなかったのか、と思い出しながら面白
可笑しく学ぶことができた。

・在宅での疼痛管理や終末期医療の具
体的な方法、倫理、また、今まで不得意
としたグリーフケアについて学ぶことがで
きた。

・小テストの事例問題は、アセスメントが
必要な問題も含まれており、とても勉強
になった。今後もへき地で働く看護師の
学習の場を作っていただきたい。

・講義を受けて、急性期のアセスメントが
少し分かってきた。急変時にアセスメント
できるように勉強を続けていきたい。

・急性期の学習内容は即戦力につなが
ることが多いと感じた。以前は中途半端
な知識で医師に指示されるまま行ってい
ることがあったため、学んだことを今後に
生かしたい。他のプログラムもやってみた
いと感じた。

・期間がもう少し長ければ業務と並行して
じっくり学習できたと思う。思い込みで患
者さんに接していたことが分かり、確かな
知識を得ることで患者さんへの対応が変
わった。大学に行きたい、もっと学びたい
と思えた。

・アンケートに評価について回答する箇
所があったが、講師から評価がないため
どう回答するのか分からなかった。

・提出課題に、毎回きちんとアドバイスを
頂けたことが励みになった。

・認知症について自分の解釈が間違っ
ていたことに気付いた。

・他の受講者がWHOの３段階除痛ラ
ダーについて課題へ詳細に記載してい
たが、今まで知らなかったため内容を理
解できなかった。

・中盤に入ると緊張がゆるんでしまった
が、課題毎のコメントで意欲がわいた。そ
れは振り返りをする上で参考になった。

・事例を含んだ学習内容がありわかりや
すかった。

・今回の受講で看護研究の流れや取り
組み方を少し理解することができた。この
学びを今後につなげていきたい。

・疼痛評価について、もっと詳しく講義し
て欲しい。

1
2
1

・医行為を看護師として「判断」することと
「行動」することの区切りが分かりづらく、
酸素投与など「看護師が積極的に行うべ
き」という印象を受け、法律との兼ね合い
が分からなくなった。在宅領域など医師
がその場にいない状態での緊急判断
（行動）と、急性期病棟など医師がそば
にいる状態での判断（行動）を分けるとよ
り分りやすかったように思う。

・ターミナル期の点滴は否定的な立場で
患者、家族に接していたが、患者や家族
の立場に立ち、苦痛を最小限にするため
にはどのように対処すべきかを再確認す
ることができた。

学
習
課
題



Attention（注意） Relevance（関連性） Confidence(自信） Satisfaction(満足感）

・e-ラーニングの音声が途切れ、聞き取り
にくいものがあった。

・ディスカッションにより、知識の幅を広げ
ることができた。

・課題に沿うような事例を自施設で用意
できず、非常に残念だった。

・レポート作成が苦手で苦労したが、機
会があればまたチャレンジしたい。

・2回目の受講なので、生活スタイルに合
わせ滞りなく進めることができた。

・資料が豊富なので今後見直しながら業
務へ生かして行きたい。

・学習内容が動画などで分かりやすく、
隙間時間を利用して学習できた。

・事例を交えて学習を進められたことで
考え方やニーズの着目点などが分かり
やすく、学習直後から業務の中に取り入
れることができた。

・ドクヘリ看護師やDMATのような受講項
目もあるとよい。プライベートで病院外に
いた時に適切に対応することの勉強にな
ると思う。

・パワーポイントが退屈なため内容を印
刷して学習した。視覚的変化や刺激、豆
知識、教授の個人的な体験や意見など
が含まれるとより緊張感をもって動画を注
視することができたと思う。

・講義の先生からの課題提出の返信は、
うれしく感じた。返信を返していいのかど
うか迷い、そのままになってしまった。受
講生間で意見交換できるとより学びが深
まったのではないかと感じた。

・授業やテストはすべて病院内を想定し
て作られており、これはへき地医療支援
病院の人の勉強でへき地医療診療所の
勉強ではないと思った。

・認知症の疾患だけでなく、本人や家族
のこと、生活に関する事まで学ぶことが
でき有意義な経験だった。

・疼痛ラダーや緩和ケアの学習内容は、
症例には適応できないように感じた。

・学ぶ機会の少ないへき地のため、時間
の制約がないe‐ラーニングは学生に戻っ
たようで刺激的だった。

・日常の疑問や看護ケアの現状を明らか
にして改善に導くためにも、看護研究の
学習を進めることでどのような手順でどの
ように解決に導けばよいのかを知ることが
できた。

・ロールプレイの演習は、とても緊張した
が先生の笑顔や会話ですぐに和むこと
ができた。実際にカンファレンスを行うこ
とで、進行方法や必要な支援を具体的
に知ることができた。講義だけではわから
なかったことだと思う。

・自分の課題を読まれる事に抵抗があっ
たが、他者の課題を読みコメントすること
で多角的な視点を持ち新たな発見や考
え方に気付くことができた。

・動画の声の音質が悪かった。

・認知症をもつ人の世界や有意義なコ
ミュニケーションの方法であるユマニ
チュードをなどを知ることができ、とても貴
重な経験ができた。

・講義のスライドのPDFが欲しい。 ・講義時間が短く設定されているため、
空き時間に受講できた。

・印刷した資料が莫大なので、ページ数
を減らす工夫をして欲しい。

・e-ラーニングの音声は、資料にプラス
αされた内容のほうがもっと注意して聴
講できたと思う。

・第5回小テストで、模範例にあった入院
時の胸部X線については例題には説明
がなかったが、問題からそこまで読み取
るのか、単純にこういう風に言いなさいと
いう例なのか、疑問に思った。

・第7回まで課題がないので後回しにして
いたところ、提出期限近くになってから切
羽詰まってしまった。

・7回目まで課題やテストがなく、自己学
習中心のプログラム構成だったので、モ
チベーションが保てなかった。

・そのときの環境で、聴講したり印刷した
パワーポイント資料をまとめたり自分に
合った学習が自分のペースでできた。そ
れが今回の学習方法の強みだと感じた。
日頃の看護に生かしていきたい。

・認知症の疾患だけでなく、本人や家族
のこと、生活に関する事まで学ぶことが
でき有意義な経験だった。

1
2
2

教
材
・
教
授
方
略

・山陰の中山間地域のへき地診療所に
勤務しているが、医療従事者が不足し地
域医療への不安が募る中、日々の生活
に目標が見えなくなっていた。今回、高
齢者看護を基礎から学ぶ機会を得、新
たな発見があり学習を楽しくすすめられ
た。資料も分かり易いよう工夫されてい
た。



Attention（注意） Relevance（関連性） Confidence(自信） Satisfaction(満足感）

・パソコン操作が難しかったが、充実した
内容で勉強になった。

・慣れないパソコン操作で戸惑うことが多
く、周囲の協力で修了できた。

・自治医科大学で開催しているので、へ
き地診療所における一次救急の対応が
学べるプログラムだと勘違いしていた。

・フォローアッププログラムで看護観につ
いて話すことができ、とてもよかった。現
場で口に出す機会がなく、話すことで初
めて自分の思いに気がついた。もう一度
きちんと継続して学ぶことの大切さを実
感した。より多くの参加者がいれば尚良
かった。

・どのような施設に勤務する看護師が対
象なのか明確にして欲しい。

・休日に取り組んでいるため質問しても
すぐに返信がもらえず学習が滞った。

・看護の本質を再認識できた。意識が高
い方々と意見交換ができ、とても勉強に
なった。

・講義内容の死因の順位が最新のもの
ではなかった。また、結核は会社や大
学、予備校の寮でも感染が広がることが
あり、高齢者の疾患と言ってよいのか疑
問に思った。医師が対応できる施設で看
護師が指示以上のことをしてから報告す
るのは一般的ではないように思う。救急
救命処置が必要な場面ではその場の看
護師が判断することもあるだろうが、小テ
ストの短い問題文から読み取ることはで
きなかった。

・フォローアップ・プログラムのデスカッ
ションでは色々な考え方や見方などがあ
ることを実際に知り、認知症についての
理解が深まった。また、看護・介護・医療
の発展はプログラムに携わっている方々
の熱意・努力などに支えられているのだ
と感銘を受けた。有意義な研修だった。

・ネット環境にいないと終盤の講義が閲
覧できなかった。すべての講義内容がダ
ウンロードできるとよい。

1
2
3

次

年

度

に

向

け

て

の

課

題
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５．地域ケア実践看護師の教育・支援システム検討の経緯 

 

１）地域ケア実践看護師の教育体制の構築に影響すること 

テーマ 2研究代表者 春山早苗 

実践看護師教育システム委員長 村上礼子 

 

 平成 25年度に実施したへき地診療所、へき地医療拠点病院及び 100～400床未満の医療

機関を対象とした看護職の役割拡大に関する調査、医療機関訪問調査、地域特性や施設機

能別グループインタビュー調査から、地域ケア実践看護師の教育体制の構築に影響するこ

とを整理した(表 9。その結果、影響することとして【所属施設の看護師の充足状況】、【学

習のために看護師が確保できる現実的な時間・期間】、【施設が所在する場所・地域特

性】、【受講した看護師の自施設における役割の明確化および施設の認識】、【所属する施設

及び協働する医師の理解】、【医師との信頼関係や連携の状況】、【職種間の院内の連携状

況】、【指導医を含む受講中および受講後に受講者を指導・サポートできる人材の有無】、

【取り決め事項やプロトコールの必要性に対する受講者の所属施設の認識】、【プロトコー

ルに基づく特定行為の実施について想定外のことが起こった場合の対応体制（発生時、発

生事象に基づくフィードバック）】、【看護師の看護実践経験年数】、【看護師の看護実践能

力】、【所属施設内における看護師の信頼度】、【看護師の学習ニーズや目標】、【教育プログ

ラムの魅力】、【看護師の学習意欲】、【看護師の学習環境（特に IT環境）】、【看護師の ICT

に関する経験や基本的な知識】が明らかとなった。 

影響することの【受講した看護師の自施設における役割の明確化および施設の認識】、【所

属する施設及び協働する医師の理解】、【医師との信頼関係や連携の状況】、【職種間の院内の

連携状況】、【取り決め事項やプロトコールの必要性に対する受講者の所属施設の認識】、【看

護師の学習環境（特に IT環境）】等から、受講者の所属する施設（管理者や看護部）が、本

トレーニング・プログラムの受講者にどのような役割を期待するか、その見通しをもってい

る、または見通しをもてること、そして受講者を組織的にバックアップする体制があること

が重要であると考えられた。 

また、影響することの【所属施設内における看護師の信頼度】、【看護師の看護実践能力】

等から、医師や看護師、他職種から信頼される看護実践能力及び所属部署内外の調整力を持

つことが重要であると考えられた。 

さらに、影響することの【看護師の看護実践経験年数】、【看護師の学習ニーズや目標】、

【教育プログラムの魅力】、【看護師の学習意欲】等から、臨床経験年数を考慮すること、本

研究事業による教育プログラムが看護師自身の学習ニーズや目標に関連し、関心をもてる

状況にあり、また、受講後、実践に即、活かしていける状況にあることが重要であると考え

られた。 

これらのことから、地域ケア実践看護師の教育体制を構築するためには、地域ケアスキ
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ル・トレーニングを受講する看護師の準備性の確認、所属組織のバックアップの調整・確

保の必要性が示唆された。  

 

表 地域ケア実践看護師の教育体制の構築に影響すること 

看護師の役割拡大や教育体制にかかわる課題 

教育体制の構築に 
影響すること 

へき地診療所調査 
結果から 

看護職の役割拡大
に関するニーズ調

査 
結果から 

医療機関訪問調査 
結果から 

地域特性や施設機
能別グループイン
タビュー調査結果

から 
・看護師不足で研修
の機会があっても参
加できない、自己啓
発の時間を確保でき
ない 
・職員数の整備や適
正な人員配置（マン
パワー不足下におけ
る看護師の負担の増
大、看護師不足） 

 ・日勤帯の仕事が終
わった後に受講でき
るよう、研修プログ
ラムは夕方～夜間に
開講されるとよい
（県内医療機関）。 

・研修に送り出すｽﾀ
ｯﾌ数には限界があ
る。マンパワーを補
填する体制が必要で
ある（山村）。 
・単発（1 日）ではな
く、継続（数日間、集
中）した研修プログ
ラムがよい（離島）。 
・移動時間の節約の
ためにも、数日まと
めて研修するほうが
よい（離島）。 
・衛星放送などで
時々学び、大切な部
分は集合研修という
形態は学びやすい
（離島）。 
・研修期間半島以上
は困難である（離
島）。 

・所属施設の看護師
の充足状況 
・学習のために看護
師が確保できる現実
的な時間・期間 
・施設が所在する場
所・地域特性 

・責任の所在、法整
備 

 ・看護師の特定行為
実施のメリットとし
て、「患者等への迅速
かつタイムリーな対
応、患者の満足度の
高まり」、「患者への
統一した対応」、「医
師の負担軽減」、「医
師を待つ時間を看護
業務に反映」、「患者
の長期的な経過を考
慮したより良い医療
の提供」、「患者と看
護師の関係構築やア
セスメント力等の看
護の質向上」があげ
られた。 
 
 
 
 
 

・受講した看護師だ
けではなく、他の看
護師もその学びを共
有できるようにする
（離島）。 

・受講した看護師の
自施設における役割
の明確化および施設
の認識 

看護師の役割拡大や教育体制にかかわる課題 

教育体制の構築に 
影響すること 

へき地診療所調査 
結果から 

看護職の役割拡大
に関するニーズ調

査 
結果から 

医療機関訪問調査 
結果から 

地域特性や施設機
能別グループイン
タビュー調査結果

から 
  ・看護師の特定行為

実施のﾃﾞﾒﾘｯﾄとし
て、「本来の看護業務
が実施できなくなる
ことへの懸念」、「医
師や他職種に診療の
補助としか理解され
ないのではないかと
いう懸念」、「認定看
護師との役割分担が
不明確」、「支持を出

 ・受講した看護師の
自施設における役割
の明確化および施設
の認識 

（つづき） 
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した医師に限定され
ている」があげられ
た。 
・看護師の役割拡大
と本研究事業による
研修の課題として、
特定行為を実施する
看護師の責任の範囲
と所在に関する課題
をあげた者が多かっ
た。また、所属する施
設・組織のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
があげられた。 

・医師の考えや理解 
・医師と看護師の信
頼関係、連携がとれ
ていること 

 
 
 
 
 
 
 
 

・看護師の特定行為
実施のデメリットと
して、「医師が患者を
みる時間が少なくな
ることへの懸念、看
護師任せになるので
はないかという懸
念」があげられた。 

・研修に出るには院
長の理解が必要であ
る（地域病院・訪看）。 
・費用負担等の点
で、へき地で働く看
護師の教育の必要性
について施設の理解
や協力が必要である
（離島）。 
・ﾓﾃﾞﾙ的島や周囲の
島が揃って利用する
ことになると施設内
の理解が得られる
（離島）。 
・医師に理解と協力
を得ていく必要があ
るので、県医師会に
働きかけるとよいの
ではないか（地域病
院・訪看）。 

・所属する施設や協
働する医師の理解 
・医師との信頼関係
や連携の状況 
・職種間の院内の連
携状況 

・サポート体制（バ
ックアップ病院がな
い、医師が非常勤で
相談しにくい、アド
バイザーの確保） 

 ・看護師の特定行為
（案）の実施にかか
わる課題として、「医
師と看護師、他職種
間の施設内の連携が
良好であること」が
あげられた。 
・自施設の指導医候
補者の有無について
（対象 8 人）、有り
は 3 人、難しいが可
能性はあるは 3 人、
難しいは 2 人であっ
た。 
・看護師の役割拡大
と本研究事業による
研修の課題として、
相談役の確保があげ
られた。 
 

・へき地診療所の医
師は 1～2 年で交替
することが多く、本
研究事業による研修
への協力を得るのは
難しい。 
・現地で指導者（教
員）の指導を受けら
れるようにしてほし
い（地域病院・訪看）。 
・定年前に退職した
熟練看護師がサポー
トしてくれれば頼も
しい（山村）。 
・現場のスタッフ以
外の相談窓口がある
とよい（山村）。 
・地域、在宅医療と
病院の特性を知る認
定看護師、専門看護
師が相談相手として
望ましい（山村）。 

・指導医を含む受講
中及び受講後に受講
者を指導・サポートで
きる人材の有無 

看護師の役割拡大や教育体制にかかわる課題 

教育体制の構築に 
影響すること へき地診療所調査 

結果から 

看護職の役割拡大
に関するニーズ調

査 
結果から 

医療機関訪問調査 
結果から 

地域特性や施設機
能別グループイン
タビュー調査結果

から 
・医師の指示のも
と、経験したことが

 ・特定行為（案）の実
施経験のある看護師

 ・取り決め事項やプロ
トコールの必要性に
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ある診療の補助行為
について、取り決め
事項やプロトコール
が有る施設は非常に
少ない 
・基準やルールづく
り 
 

16 人のうち、取り決
め事項やプロトコー
ルが有るの回答者は
7 人、無いは 7 人で
あった。ある場合、そ
れは「医師の事前・入
院・緊急時の具体的
な指示が電子カルテ
や指示書にあり、看
護師が患者の状態を
アセスメントし、支
持範囲内で実施」、
「マニュアルの作
成」、「医師の口答指
示」であった。 
・看護師の特定行為
実施のデメリットと
して、「指示内容を看
護師がうまく実施で
きなかった場合や、
トラブルが生じた場
合の対応が不明確」
があげられた。 
・・看護師の特定行
為（案）の実施にかか
わる課題として、「医
師による考えの違い
により科や病院全体
で統一したプロトコ
ールの作成が困難」、
「医師の指示が不明
確な場合や看護師だ
けで判断することが
困難な場合に、医師
に連絡して確認でき
るようにしておくこ
とが必要」、「トラブ
ルが起こった後に振
り返りを必ず実施す
る必要性」があげら
れた。 

対する受講者の所属
施設の認識 
・プロトコールに基づ
く特定行為の実施に
ついて想定外のこと
が起こった場合の対
応体制（発生時、発
生事象に基づくフィー
ドバック） 

・看護師の経験年数
などによる実践力の
差及び意識の差 

 ・本研究事業の研修
対象として適当と考
えられる看護師の条
件として、臨床経験
が豊富で（概ね 10 年
以上）、特定行為のみ
ならず看護の視点を
大切にしながら、患
者の全身状態をアセ
スメントでき、医師・
看護師間に信頼があ
る人、があげられた。
認定看護師をあげる
者も多かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・本研究事業の研修
対象として適当と考
えられる看護師（離
島） 
実施しているケア

の必要性を説明でき
ない看護師 
部署を横断して何

でもみられて動けて
いるベテランナース 

2～3 年目の看護
師 
派遣ナースが多い

ことや、出産・育児を
ひかえている等の理
由から対象となる看
護師が少ない 
特別養護老人ﾎｰﾑ

の看護師 
病院を辞めずに続

けている看護師 
 

・看護実践経験年数 
・看護実践能力 
・所属施設内におけ
る看護師の信頼度 

  
 

・本研究事業による
研修への参加意欲を
6 人に質問した結
果、全員が参加意欲
有り、であった。 
 

・ICT を活用しなが
ら、対面の学習や意
見交換も必要である
（山村）。 
 

・看護師の学習ニー
ズや目標 
・教育プログラムの魅
力 
・看護師の学習意欲 
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看護師の役割拡大や教育体制にかかわる課題 

教育体制の構築に 
影響すること 

へき地診療所調査 
結果から 

看護職の役割拡大
に関するニーズ調

査 
結果から 

医療機関訪問調査 
結果から 

地域特性や施設機
能別グループイン
タビュー調査結果

から 
 ・クリニカルラダー

別研修の課題とし
て、「看護職個々の学
習ニーズや目標を考
慮していない」、「看
護実践能力の向上に
つながらない」、「業
務で生じている課題
の解決につながらな
い」、「マンネリ化し
ており新規性に欠け
る」を一般病院及び
へき地医療拠点病院
の各々15～20％が
あげていた。 
・リーダー研修の課
題として、「看護実践
能力の向上につなが
らない」、「業務で生
じている課題の解決
につながらない」、
「マンネリ化してお
り新規性に欠ける」
を一般病院及びへき
地医療拠点病院の
各々15～20％があ
げていた。 

 ・島を渡り歩く看護
師もいるので、離島
での経験が積み重ね
られるようなプログ
ラムがあるとよい
（離島）。 
・施設による現任教
育の差を少なくす
る、島ナースとして
のキャリアが見え、
積み重ねができるプ
ログラムがよい（離
島）。 
・離島ならではの、
看護の原点を再確認
できるプログラムが
よい（離島）。 

・看護師の学習ニー
ズや目標 
・教育プログラムの魅
力 
・看護師の学習意欲 

（つづき） 

   ・ネット環境はある
が、職場等で PC を
看護師が占有できな
い状況がある（地域
病院・訪看）。 
・自宅で e-learning
による学習をしてい
る（地域病院・訪看）。 
・年代によってはﾊﾟ
ｿｺﾝの扱いに慣れて
いない人もいる（地
域病院・訪看）。 
・e-learning のため
の環境確保やサポー
ト体制を整えること
が必要である（地域
病院・訪看）。 
・TV 会議を用いた
事例検討を既に行っ
ており、慣れれば違
和感なく参加できる
（山村）。 
・e-learning やｲﾝﾀｰ
ﾈｯﾄ配信等を利用し
た学習方法は、地域
の病院や診療所にと
っては利点である
（山村）。 
・e-learning や研修
で負担少なく学べる
環境が必要である
（離島）。 
・ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末の貸与
は有効である。不慣
れな看護師もいるの
で、端末使用に関す
る事前体験が必要な
可能性がある（山
村）。 

・看護師の学習環境
（特に IT環境） 
・看護師の ICT に関
する経験や基本的な
知識 
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２）ＩＣＴを活用した地域ケア実践看護師の教育・支援システムの概要 

（１）地域ケアスキル・トレーニングプログラム計画の検討･決定 

①ｅラーニングコンテンツ等教材の作成・準備 

（a）講義収録及び編集作業 

 初年度より、地域ケアスキル・トレーニングプログラムの各科目を 3～4名で担

当し、eラーニングコンテンツ等の教材を作成した。教材作成ツールや映像編集ツ

ールの使用及び操作方法に関する説明会を開催し、各科目の担当者が教材作成に

必要な知識及び技術を習得できるよう支援した。さらに、各科目の学習到達度を明

確にし、評価者と学習者が共通認識をもてるように、ルーブリック評価を導入する

こととし、基本的な考え方や作成方法等に関する研修会も実施した。 

また、各科目のコンテンツ作成担当者に対して、eラーニングコンテンツ教材作

成スキルを持つ担当者が、個別に講義収録及び映像編集に関する具体的な方法を

説明した。さらに、コンテンツ作成担当者が、講義収録時には専用装置設置や操作、

編集作業を円滑に進めることができるよう操作マニュアル等を準備した。また、コ

ンテンツ作成担当者からの問合せ等の窓口については、迅速な対応及び確実な情

報共有を目的として地域ケアスキル・トレーニングプログラム専用の学習管理シ

ステム（Moodle：Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment）上に

設置した。 

講義の収録及び編集作業は学内の教室や演習室等を使用し、コンテンツ作成担

当者が実施した。講義の収録には、演者の映像と音声を収録するためのビデオカメ

ラやマイクと、パソコン上の画面と演者の音声と映像を同時に収録し編集するた

めの装置を用いた。さらに、科目単元の内容に応じて各種シミュレータを積極的に

活用した。 

 

（b）eラーニングシステム上での作業 

地域ケアスキル・トレーニングプログラム専用の学習システムには、無料で利用

でき、自由にカスタマイズ可能な eラーニングプラットホームである Moodleを採

用した。初年度より、学内ネットワーク上の既に Moodleが稼働しているサーバ（以

下、サーバ）を利用した。このサーバは、学内の授業等でも使用されていた。そこ

で、運営管理上の観点から、平成 28年度より当事業専用のサーバを設置した。ま

た、eラーニング上で扱えるデータ許容量を増やし、長時間の動画をコンテンツと

して活用するために、サーバとは別にファイル転送システムが稼働するサーバの

利用を開始した。 

各サーバのシステムの構築（設計、初期設定、テスト）・運用・保守は、学内エ

ンジニアが担当した。平成 28年度以降、コンテンツ作成担当者は Moodleシステム

の管理者権限を持ち、受講者のアカウントやコースの管理、表示の仕方等の仕様変

更等の作業を担当した。 
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平成 26年度以降、コンテンツ作成担当者が、Moodle上で教材の提示やテスト・

課題の作成作業を円滑に進められるよう、マニュアルを Moodle上に掲載した。ま

た、平成 27年度からマニュアルの改訂や外部コンテンツを活用して、コンテンツ

作成担当者の eラーニングシステム上での作業を支援した。さらに、特別なアプリ

ケーションを使用するファイル転送システムを用いてサーバに保管する方法や、

個別に対応する必要のある小テストや課題作成のための操作方法に関する情報、

コンテンツ作成担当者が常に確認可能な、Moodle上の掲示板に掲載した。 

 

②ＩＣＴを活用した演習に関する準備 

演習の際、eラーニングコンテンツやインターネット上の情報資源、Moodle機能

のフォーラム等の情報共有・ディスカッションツールを活用するために、講義室や

演習室においてインターネットに接続可能な環境を整備した。また、受講者が希望

する場合は、インターネットへの無線接続が可能で、文書作成等に必要なソフトウ

エアがインストールされたタブレット端末を貸与し、効果的な学習活動を支援した。

さらに、受講者に大学メールアドレス、図書館のリモートアクセスを使用できるよ

う情報センター、電算課、図書館と調整を図り、学外においても学習可能な環境を

整備した。 

また、各科目の演習に必要なシミュレータを選定し、配置した。シミュレータの

配置後、各科目の演習の企画立案や実施に必要な使用方法及び使用上の注意につい

て説明した。受講者が利用可能なシミュレータは、フィジカルアセスメントや臨床

判断に関連するトレーニングが可能な高度医療シミュレータと、個別手技の習得に

活用できる基本技能シミュレータである。各シミュレータは、各科目の演習だけで

なく受講者の要望に沿って随時利用可能とした。 

さらに、演習実施に必要な模擬患者を育成するために、模擬患者養成用の eラー

ニングコンテンツと模擬患者養成コース修了者への情報提供システムの整備を行

った。 
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③模擬患者の養成プログラムの企画と準備・評価 

プログラム開発・推進委員会 副委員長 里光やよい 

【受講者のリクルート方法と受講者の概要】 

平成 26年度の募集対象は、本学近隣の高齢者団体（下野市グリーンクラブ）と、担当

者が個別に呼びかけた地域住民とした。平成 28・29年度は、模擬患者の高齢化が危惧さ

れたため、eラーニングを導入した模擬患者養成を新たに行った。本学関連のボランティ

ア団体に募集要項を配付し参加者を募った。また、本学を退職した職員へも事務副部長を

通じて参加を呼びかけた。応募の条件としては、eラーニングでの学習が可能であるこ

ととした。修了した受講者は下記の通りとなった。 

＜模擬患者養成基礎講座 受講生の概要＞ 

養成年度 養成方法 人数 年代 備考 

平成 26年度 対面 
男性 10名 

女性 10名 

50～80

歳代 
下野市グリーンクラブほか 

平成 28年度 eラーニング 
男性 3名 

女性 6名 

50～60

歳代 

ドナルドマクドナルドハウスボランティア 

元大学職員 

平成 29年度 eラーニング 
男性 2名 

女性 3名 

50～70

歳代 

元大学職員 

H26年度養成者知人 

 

【模擬患者養成プログラムの概要と実施状況】 

 模擬患者養成プログラムの概要を表 10に示す。平成 26年度は対面での授業形式で講義

演習を企画し、およそ各月 1回のペースで実施した。平成 28・29年度は eラーニングと

し、すべての講義を Moodle上に掲載し、受講者個人の時間を使って自由にアクセスし学

習する形態で行った。 

＜eラーニング教材の準備＞ 

主な教材は、表 11に示した講座の概要にある講義（90分程度）を撮影し、各回に事前問

題、事後問題を配置した（第 4回を除く）。講師および担当者が作成した。最終回には eラ

ーニング上での試験を設定した。 

＜オリエンテーション＞ 

 ⅰ本学部の情報処理室において一斉に PCを使用してのオリエンテーションを行った。概

要は、1．本研究事業における模擬患者の位置づけ役割、2．eラーニングによる学習方法 1)e

ラーニングサイトまでのアクセス方法、2)学習のための基本的な操作方法とマナー、3)質疑

応答および困った時の対応であった。その後自宅に帰りアクセス、視聴の練習期間を設け、

全員が視聴できる事を確認後、eラーニングを開始した。eラーニング終了の期限および最

終試験の期日も設定した。 

ⅱ模擬患者としての演技の練習およびフィードバックの練習については、対面での講義

演習に参加した場合も eラーニングで学習した場合も、別途、実際の演技を行う前にシナリ
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オの配付と説明を行い、演技練習やフィードバックについて質疑応答の時間を設けた。質問

は積極的で活発なやりとりとなった。 

＜評価＞ 

9 名の受講生全員が PC の操作には慣れていたが、オリエンテーション時にはできた操作

も自宅に帰るとできない場合があり、初期には担当者への電話やメールによる問い合わせ

があった。eラーニングサイトまでのアクセスができると学習の進行は全員がスムースであ

った。最終の試験も全員が合格し、模擬患者としての演習に参加できた。 

受講者からの教材の評価は、大変、勉強になる内容だとの意見が多数寄せられた。特に「医

療教育に携わる模擬患者に役立つ疾患や症状の理解」は一般市民としても役立つ情報であ

ったため、好評であった。一方、フィードバックについては音声など具体的な改善の意見が

あった。 

模擬患者としての活動を終えた後の意見としては、「研修生（看護師）が一生懸命に学習

する姿に感動した」や「模擬患者は重要な役割を担っていることがわかった」というような

肯定的な意見がよせられた。フィードバックについては、「行ってみて重要性や難しさがわ

かった」という意見が聞かれた。 

e ラーニングによる模擬患者養成は、PC の操作をサポートする体制を含めた学習環境の

整備が必要である。また、模擬患者の役割として期待される演技とフィードバックの実践的

な学習については、eラーニングで知識を学んだ後に対面でシミュレーションできる学習環

境を整え、本番の演技に臨めるようにすることが重要である。 
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表 10 平成 26年度 模擬患者養成基礎講座 概要   

日 程 テーマ／担当者 内  容 

第 1回 

5月 17日（土） 

開講式 ●挨拶 

  「医学教育における模擬患者の役割」 

   医学教育センター 教授 石川 鎮清 

 「本研究事業の概要と模擬患者の位置づけ」 

看護学研究科 教授 本田 芳香 

●養成班教員によるオリエンテーション 

第 2回 

6月 14日（土） 

模擬患者の役割と求められ

る技術-フィードバックを

中心に- 

ライフ・プランニングセン

ター副所長 福井みどり氏 

●講義：模擬患者の役割と求められる技術 

●演習：実際のロールプレイを見て、一緒に考えてみま

しょう。自分の感情の変化に気づく，フィードバックの

行い方 

 

第 3回 

7月 12日（土） 

第 5回 

9月 6日（土） 

関係づくりと身体性 

東京演劇集団 風 演出家 

西垣 耕造氏 

●関係のつくり方を、身体を動かしながら学ぶ 

●身体性を通して 相手への伝え方 

●関係づくりに関する理論 

第 4回 

8月 2日（土） 

第 6回 

10月 18日（土） 

1．学びの振り返り（養成班

教員） 

2．SPに役立つ疾患や症状の

基礎的な医学知識（1）（2） 

看護学部准教授 北田志郎

氏 

●これまでの内容について、それぞれ感じたことや考え

たことを振り返る。 

●病態学総論  

●五大疾病 がん、脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病、

認知症 

第 7回 

11月 15日（土） 

修了式 ●挨拶 

看護学研究科長 春山 早苗 

医学教育センター 教授 石川 鎮清 

看護学研究科 教授 本田 芳香 

●修了証書授与 次年度以降の活動について 
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科目名 模擬患者養成基礎講座 時間数（回数） 11 時間（7 回） 

指導補助者 里光やよい 北田志郎 清水みどり 湯山美杉 岡野朋子 本田芳香  

学 習 目 的 
チーム医療教育の中で活動する看護職育成に資する模擬患者に必要な知識、技術、態度の基礎を習

得する。 

到 達 目 標 
１． 医療教育に携わるボランティアとしての基礎的知識、技術、態度を学ぶ。 
２． 医療教育に携わる模擬患者として必要な基礎的知識、技術、態度を学ぶ。 

回数 

(1 回 90 分) 
学習課題 学習内容 

1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
3 
 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 

5～6 
 
 
 
 
 
 
 

 
   7 

医療教育に携わるボランティアの基礎 
    
 
 
 
 
 
 
医療教育に携わる模擬患者の概要 
 
 
 
 
 
医療教育に携わる模擬患者のフィー
ドバック方法 
 
 
 
 
 
 
医療教育に携わる模擬患者の活動の
実際 
 
 
 
 
医療教育に携わる模擬患者に役立つ
疾患や症状の理解 
 
 
 
 
 
 
 
筆記試験 

[e-learning]（講義 DVD 90 分、事前・事後テスト各 20 分） 
講師：鹿沼市社会福祉協議会  柴田 貴史 様  
1)ボランティアの定義と歴史的概観 

2)ボランティアに関連する法制度 

3)さまざまな場で活動するボランティアの実際 

4)医療教育の中で活動するボランティアとしての役割と課題 

5)ボランティアコーディネーション 

[e-learning]（講義 DVD 90 分、事前・事後テスト各 20 分） 

講師：ライフ・プランニングセンター副所長 福井みどり 様  

1) 医療教育における模擬患者活用に関する歴史的概観 

2) ボランティアとしての模擬患者の育成方法 

3) 模擬患者としてのスキルアップ方法 

4）さまざまな教育場面における模擬患者活用とその教育効果 

[e-learning]  （講義 DVD 90 分、事前・事後テスト各 20 分） 

講師：名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修・キャリア形成

支援センター看護キャリア支援室准教授 阿部恵子 様  

1) 医学教育における模擬患者の適応とその実際 

2) 模擬患者の学習者へのフィードバックの原則 

3) 模擬患者の学習者へのフィードバック方法 

4）フィードバック用紙の活用と例 

[e-learning]（本学での活動の実際 DVD,講義動画 60 分） 

1)コミュニケーションを中心にした活動の実際 

2)コミュニケーションと顕著な症状を演じる活動の実際 

3)模擬患者となってみて ～模擬患者さんからのメッセージ 

4)模擬患者演習を受講した学生からの感想 

[e-learning]（講義 DVD 90 分 事前・事後テスト各 20 分）  

講師：自治医科大学 看護学部 准教授 北田 志郎 先生  

1）病態学総論 

2）がん  

3) 糖尿病  

4）虚血性心疾患  

5）脳卒中 

6）認知症 

7）病院で受ける検査 

[筆記試験] [e-learning] 

事前・事後テストの中から出題する 

教科書 なし 

備考 筆記試験 80％以上に達した者を合格者とし、本講座の修了要件とする。 
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（２）地域ケアスキル・トレーニングプログラム実施体制の検討・決定 

・LMS(Learning Management System)等による受講管理体制及び学習支援体制の整

備（オリエンテーションを含む） 

  地域ケアスキル・トレーニングプログラム実施のため、オープンソース LMSを活用

し、各科目の受講管理及び受講者の学習支援体制を構築した。LMS稼働にはグローバ

ルアドレスが付与された学内専用サーバを用い、学内外からのアクセスを可能とし

た。 

  受講管理には、主に開講前準備と受講記録及び評価に関する管理が挙げられる。開

講前の準備では、受講者の申込情報に基づき学内メールおよび LMSアカウント、学内

LANアクセスアカウントを作成した。開講中は、LMS上のアクセスログを用いて受講

管理を行った。また、各受講者への評価のフィードバックは LMSを活用した。 

  学習支援のため、事前の情報提供及びオリエンテーションの実施、LMS使用に関す

る事柄や各科目に関する内容等の問合せ窓口の設置を行った。 

 事前の情報提供では、受講申込時に地域ケアスキル・トレーニングプログラムの概

要や各科目の内容、開講スケジュール等について紙面にて説明した。オリエンテーシ

ョンは、開講約 2 週前に開催し、本事業の概要や開講科目、スケジュールの詳細、

Moodle の操作方法及び学外からのアクセス方法について説明した。なお、オリエン

テーションに参加した受講者は、Moodleに設置した練習用コンテンツ（「オリエンテ

ーション」コース）を用いて、小テストの回答や課題の提出、意見交換等を行うフォ

ーラムへの投稿を体験した。また、受講者間の交流を促すため自己紹介をする掲示板

フォーラムを設定し、実際のフォーラム機能を体験した。地域ケアスキル・トレーニ

ングプログラムに関する案内等の連絡に使用するメールアドレスの説明や個人メー

ルアドレスへの転送設定等について操作方法を確認した。なお、希望者にはタブレッ

ト端末を貸与した。また、オリエンテーションに参加できなかった受講者には、資料

を送付し、自宅等の遠隔地で「オリエンテーション」コースの実施を促した。事務局

担当者は、自宅等からの Moodleへのアクセス状況やコース閲覧履歴を確認し、支援

が必要と判断した受講者には個別でメールもしくは電話にて連絡を行った。 

さらに、LMS使用に関する問い合わせ先については事務局担当者とし、科目の内容

に関する事項は各科目担当者が対応した。問合せについては可及的速やかにメール

にて返答し、不具合等については随時対応した。共有した方がよい内容については受

講者もしくは科目担当者に対して、問合せに対する回答をメールやフォーラム等を

用いて周知した。 



136 

 

情報センター

電算課

図書館

大学メールアドレスの利用申請
リモートアクセスの申請

トラブル時の
サポート

トラブル時の
サポート

トラブル時に
支援要請

科目担当者

オリエンテー
ションの実施

受講科目に
関する質問

受講科目に
関する対応

コンテンツ作成
時に質問

コンテンツ作成時
の支援

システム委員会

事務局

受講者

システム・事務
関連の質問

システム・事務
関連の対応

システム関連
の質問に回答システム関

連の質問

情報共有

 

（３)学習中の支援体制の検討 

実践看護師教育システム委員会 角川 志穂 八木 街子 

 

 本プログラムの特徴は、日本の全国各地の山間部や離島を含む地域で働く看護師を対象

に、eラーニングで学習できることである。eラーニングには、自分のペースで学べるこ

とや、いつでもどこでも学べるというメリットがある。しかし、これまでに ICT教育を受

講したことがない看護職が eラーニングを開始しても、円滑な受講には至りにくく、学習

支援体制を整備することが必要である。そこで、本プロジェクトでは、受講者が地域ケア

スキル・トレーニングプログラムを円滑に受講し修了できるよう、図 2に示すような支援

体制を整えた。科目担当者は受講者に対して、主に受講科目に関する対応を行い、受講科

目に関する質問に応じていた。コンテンツの作成時には実践看護師教育システム委員会

（以下、システム委員会とする）の相談窓口となっている教員に相談をしながら作成を進

めた。事務局は、主にシステムや事務関連に関する質問を受講者より受け、対応を行っ

た。受講者からのシステムに関連する質問への対応困難時には、システム委員会の相談窓

口に相談を行い、対応を行った。さらに、学内で対応困難な問題に関しては、システム委

員会や事務局が学内の情報センターや電算課、図書館と連携しながら対応した。 

地域ケアスキル・トレーニングプログラムについて、平成 27年度から平成 29年度にか

けて、延べ 139人の受講者の学習支援を実施してきた。その過程において、事務局と科目

担当者が受講者の特徴に合わせて探索的に対応してきたという実態があった。今後、より

よい学習支援体制の構築のためには、受講者、科目担当者、事務局のそれぞれの視点から

本プロジェクトにおける学習支援体制を評価する必要がある。そこで、今年度を以って本

プロジェクトが最終年度となることも踏まえ、学習支援体制の実際とニーズについて調査

を行い、今後の学習支援体制のあり方について考察を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

図２．学習中の支援体制の組織図 
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【学習中の支援体制に関する調査】 

①調査Ａ 

＜目的＞ 

  受講者が地域ケアスキル・トレーニングプログラムを受講するにあたり、学習が困難

となる要因を明らかにし、学習支援体制のあり方について検討する。 

 

＜対象＞ 

平成 27年度～28年度の受講者の所属する 18施設のうち、15施設の受講者 27名（途

中中断し、修了していない受講者も含む）を対象とした。 

 

＜調査方法＞ 

  調査期間は平成 29年１月～５月とし、各施設においてグループインタビューを実施

した。調査内容は、「eラーニングを活用した講義に対する感想」「本プログラムの受講

開始または受講中の学習支援体制への意見・要望」「受講修了に至らなかった要因」と

した。調査にあたり、協力は任意であり、同意後も撤回が可能であること、その際不利

益を受けることはないことを文書および口頭で説明した。得られたデータは質的に分析

した。 

 

②調査Ｂ 

＜目的＞ 

「地域ケア実践看護師の教育・支援システムの開発」の取り組みの一環として、eラ

ーニングを活用した講義または演習を実際に行った科目担当者が感じた、教育・支援シ

ステムの運用に関しての課題および取り組みの工夫点、科目担当者へのサポートが必要

な内容について明らかにする。 

 

＜対象＞ 

  地域ケアスキル・トレーニングプログラム科目担当者 20名 

 

＜調査方法＞ 

調査期間は平成 29年 11月 27日～12月 7日とし、Moodleでの自己記入式質問紙調査

とした。調査内容は、以下の８項目である。 

■ 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開始時に受講者が円滑にスタートできる

ように支援したこと、工夫したこと 

■ 受講者が継続受講できるよう支援したこと、工夫したこと 

■ 受講者の学習遅延や受講中断が生じた場合に、支援したこと、工夫したこと 

■ web上での討議に参加できない受講者に対して、支援したこと、工夫したこと 

■ ルーブリックの合格基準に達成しない受講者に対して、支援したこと、工夫したこと 

■ ICTを活用してトレーニングプログラムを提供するにあたり、科目担当者に対してど
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のような支援システムが必要か 

■ 科目担当者同士の情報交換や共有に関して、課題と感じたことや工夫したこと 

■ eラーニングの運用や管理について、課題と感じたことや工夫したこと 

なお、調査協力は任意で、回答は無記名でよいこと、Moodle上での回答をもって同意

の承認を得たものとすることを調査依頼時に明記した。得られたデータは質的に分析し

た。 

 

③調査Ｃ 

＜目的＞ 

  受講者がプログラム受講中に事務局に寄せた質問内容を分析することで、受講者が抱

きやすい ICT教育における課題を明らかにし、今後の学習支援体制の整備のあり方につ

いて検討する。 

 

＜対象＞ 

  本研究事業の事務局担当者 

 

＜調査方法＞ 

  調査内容は、平成 27年度から 29年度にかけて、メールや電話にて事務局に寄せられ

たデータ記録とした。データ内容は受講準備段階、受講中の時期に分け、ハード面、ソ

フト面の視点から質的に分析した。 

 

④結果 

調査Ａ～Ｃの結果を、受講者、科目担当者、事務局に分けて述べる。 

  ＜受講者を対象とした調査Ａの結果＞ 

  受講者を対象とした調査の結果を表 11－１に示す。 

受講者を対象とした調査Ａの結果から、eラーニング学習における阻害要因が明らかと

なった。 

eラーニング学習を阻害していると考えられる要因として、受講者、教材や教育方法等

の教育実施側、ＰＣ・インターネット環境、各々に起因する要因とその他の複合的な要因

が見出された。（表 11－２） 

受講者が所属する施設が所在する地域の特性（山間部・島嶼）別の阻害要因として、山

間部はパソコンや使用するソフトの機能・操作に関する内容が多く、インターネットの接

続・環境に関する内容が含まれるものの、主に eラーニングの機能に対応できないことが

要因となっていた。一方、島嶼側は、eラーニングの機能への対応よりも、島そのものの

インターネット事情、オリエンテーションに参加するために必要な時間と人の確保が主

な要因であった。（表 11－３） 
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 表 11－１ 学習支援体制に対する受講者の意見等 

時期 教育側の実施内容 受講者の意見等 

準
備
・
開
始
時
期
の
教
育
支
援 

受講者への研修受講準備支
援（学習環境の整備、経済
的支援方策） 

・eラーニングは別に、初めてではなかったんですが、でも
やっぱり年代ごとにフォローが非常に必要なのかもと。（中
略）だからそうなってきたときに、ここに載っていますか
ら、この場で開けて見てくださいという練習が必要なのか
なと。（山間・40代） 
・スマートフォンだと、（中略）見づらいというのがあっ
たので、タブレットを借りたほうがよかったのかなとかい
ろいろ考えた。（山間・40代） 

オリエンテーションの実施 ・一度最初のオリエンテーションの時に、みんな一堂に会
する機会があって、（中略）、最初のオリエンテーションもも
ちろん私も行って、お話を聞かなかったら、きっとついてい
けなかったなと思ったので、あれも必要だったかもしれな
い。（山村部・30～40代） 
・オリエンテーションは、あったはあった。（中略）離島な
ので、そのためだけにはちょっと行けなくて、後で書類とか
紙に書いたものが送られてきて、（中略）何回やってもでき
ないから、窓口に電話で問い合わせるとかそんな感じだっ
たので。ちょっと無機質な感じがあったんじゃないかな。た
ぶん参加できれば、またちょっと気持ちも変わったのかも
しれないですけど、やっぱりなかなかその一日のためにと
いうのが。行かなくてもできるんだったら、じゃあ行かない
でというふうに。（島嶼・20～30代） 

研
修
中
の
教
育
支
援 

LMSや eメール等を活用し
た学習管理･学習支援 

○相談/質問手段の確保 

 
・講義の内容で分からなかったときや質問などは掲示板が
あったと思うんですけど、（中略）突然 PC が使えなくなっ
たりインターネット環境が悪くなったときの対応の連絡先
というか。（山村部・20代） 
・（前略）どうしても日中はほとんど見ていなかったかな。
どうしても夜、夜中とかの遅い時間に寝静まってからが多
かったので、あとは夕方といっても 7 時過ぎとか学校が終
わってからの時間帯だから、連絡してもつながらない（中
略）メールすれば良かったんでしょうけど、すぐにお返事を
いただけるので。（山村部・30代） 
・離島なので、その（オリの）ためだけにはちょっと行けな
くて、後で書類とか紙に書いたものが送られてきて、それで
自分でチャカチャカ、（中略）何回やってもできないから、
窓口に電話で問い合わせるとかそんな感じだったので。（島
嶼・20～30代） 

○受講者間の交流支援 ・ちょっとどこかで顔を合わせて話せる機会とかがあると
よかったかなというのもある。（山村・30～40代） 
・提出したレポートに関して、（中略）そこにコメントする
というかたちだったので、（中略）ちょっと薄いコメントの
やりとりだけに終わってしまった。やっぱりそういうやり
とりをするには、こうやって顔を合わせて、その場にいて何
かの事例検討みたいなかたちでできると、すごく勉強にな
ったのかなという。（山村・30～40代） 

○フィードバックとリフレ
クション支援 

・水曜日は比較的手が空くのでその日に見ようと思ってい
たんですけど、なかなか見られなくて（中略）それが終わっ
た後でも、何度でも見られたらいいなという思いがありま
した。（山間・30～40代） 
・講義資料、（中略）****先生のは印刷はできなかったんで
す。なので、それが残念だなと思って、（中略）手元に残っ
てすぐに見られるというのはありがたいです。後で見直せ
る。資料が出せるのと、期限があればそれを分かりやすくし
てほしい。（山間・30代） 
・ここは光とかいろんなフレッツとかがなくて、＊＊とい
う地方のケーブルテレビしか入ってこないんですよ。ただ、
ちょっと電話の調子が悪いときとかなって、ああ、となって
いたらもう期間が過ぎていたという。動画が見られないの
を最初は知らなくて。（山間・20代） 
・30 分以内にテストを終わらせるとかあるんですよ。何分
か開けてしまうともう終わりで、しかも 2 回か 3 回までし
か再テストができないとかあるから。（島嶼・30代） 
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 表 11－１ 学習支援体制に対する受講者の意見等（つづき） 

時期 教育側の実施内容 受講者の意見等 

研
修
中
の
教
育
支
援
（
つ
づ
き
） 

ICTを活用した研修実施体
制 
○eラーニングの運用/管理 

・（パソコン自体のボリュームを上げても）ちょっと小さか
った。（中略）全くもって聴き取れないということはなかっ
たので大丈夫だった。（山間・30代） 
・全然、音声が流れない講義がありました。（山間・20代） 
・ボリュームが小さくて聞こえなくて、自分のパソコンを
マックスにしても聞こえないし、（後略）（山間・30代） 
・必要なものとか、こういうマニュアルとか送られてきた
んですけど、パソコンでもすぐに見られるようなものとか
が最初にあったりすると、ありがたかったかなと思いまし
た。（山間・40代） 
・（前略）私も入学式の時に行けなかったのが申し訳なかっ
たんですが、やり方が、大学とのメールのやりとりをどうい
うふうに設定するとか、そういう設定の仕方がちょっと難
しかったように感じます。（山間・30代） 
・Word自体がなくて、どこを探しても。Wordが立ち上がっ
てこなくて、（中略）探しても探してもどうにもなくてだっ
たんで。（山間・40代） 
・オリエンテーションは行ったんですけど、（中略）パソコ
ンに慣れていないというか、年代的にもあるんでしょうけ
ど、スマホにも送信してもらうようにも設定したんですよ。
（山間・40代） 
・（施設の PCは）、サイトを見ようと思ってもロックがか
かっているので見られませんとなって、（自宅は）あまり
インターネットが安定しなくって。ここは光とかいろんな
フレッツとかがなくて、＊＊という地方のケーブルテレビ
しか入ってこないんですよ。ただ、ちょっと電話の調子が
悪いときとかなって、ああ、となっていたらもう期間が過
ぎていたという。動画が見られないのを最初は知らなく
て。（山間・20代） 
・（教材を）見るだけやったら見られるんですけど、それも
単語によっては引っ掛かったり、薬、ドラッグ関係で引っ掛
かったりとかするので、検索は、役場のパソコンを使うとや
っぱりちょっとめんどうくさいので、自分のパソコンでし
てはりますね。（山間・20代） 
・ここのパソコンでやっていたんですけど、ここは役場の
施設なんで動画を見られないんですよ。（山間・20代） 
・ちょっと調べようと思って調べる、動画が入ってくると
駄目なんですよね、そのページに。文章だけやったら見られ
るみたいな。（中略）今自分の、私に割り当てられているパ
ソコンではネットが見られないんですよ。（中略）ネットが
できるパソコンは 1 台だけ、役場内で。となったら、ずっ
と自分がそれを見るわけにいかないから、結局自分の携帯
で見るけど、電波状況もどこでも入るわけじゃないんで、余
計にやりにくくなってしまいました。（山間・30代・40代） 
・ここでやるときは市の人に、こういう講習を受けるので
とお話して、ここの線につながせてもらって、ここは衛星の
あれをつないであったりで。だから、先生がいないうちにや
らせてもらっていたんです。（島嶼・40代） 
・インターネットの環境はもともと島自体が悪いので、自
宅でやろうと思ったら携帯のテザリングとかでやらないと
いけなくて、画像とかを見ると全部すごくかかってしまう
ので。（島嶼・40代） 

評
価
時 

試験、課題および提出物 
・自宅のパソコンも主人と共用のやつなので、メールが送
られてきても、（中略）何か連絡があったみたいだよと言わ
れない限りは気が付かなかったりすることもあったので、
ある程度やっぱり慣れも必要なのかな。（山間・40代） 
・スマートフォンからもサイトにはアクセスできると最初
にご説明を聞いていた、（中略）最後のレポートがどうして
もスマートフォンではできないことに気付いて。パソコン
を使わずにスマートフォンで終われると、とてもいいかな
と感じました。（山間・20代） 
・スマートフォンから、直していただいたコメント入りの
レポートは見られないということに気付いていなかった。
自分が出したレポートは見ることができたんです。ワード
は開くことができたんですけど、細かくコメントが書いて
あるのは。（スマホでは）見られなかった。（山間・20代） 
・30 分以内にテストを終わらせるとかあるんですよ。何分
か開けてしまうともう終わりで、しかも 2 回か 3 回までし
か再テストができないとかあるから。（島嶼・30代） 
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 表 11－２  eラーニング学習における阻害要因－調査Ａより－ 

受講者 

1. パソコンの操作が難しい 
2. Moodle の操作が難しい 
3. Wordの機能が使いこなせない 
4. 配信メールに気付かない 
5. インターネットに接続できない 
6. パソコンやインターネット環境のトラブルに対処できない 
7. 夜間のパソコントラブルに対処できない 
8. オリエンテーションに参加できない（-に参加していない） 
9. オリエンテーションに参加しないと eラーニングは難しい 
10. スマートフォンだけの受講は難しい 
11. スマートフォンでは見づらい 
12. スマートフォンではレポートのコメントが読めない 

教育実施側 

13. 教材が分かりづらい 
14. 対面のディスカッションができない 
15. 繰り返し学習できない 
16. パソコン上にマニュアルがない 

PC・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
環境 

17. 共用（家族）パソコンのため専用にできない 
18. 共用（職場）パソコンのため専用にできない 
19. 自宅のインターネット環境が安定しない 
20. 職場のインターネット環境が安定しない 

複合的な 
要因 

21. 経済的負担が大きい 
22. 共用（職場）パソコンのセキュリティが高すぎてアクセスできない 

 

表 11－３ 受講者の所属施設が所在する地域の特性から見た eラーニング学習の阻害要因 

山間部施設（7施設） 離島施設（4 施設） 

1. Moodleの操作が難しい 
2. Wordの機能が使いこなせない 
3. オリエンテーションに参加しないと eラー

ニングは難しい 
4. 教材が分かりづらい 
5. 共用（職場）パソコンのセキュリティが高

すぎてアクセスできない 
6. 共用（職場・家族）パソコンのため専用に

できない 
7. 経済的負担が大きい 
8. 自宅・職場のインターネット環境が安定し

ない 
9. スマートフォンでは見づらい・読めない・

入力できない 
10. 対面のディスカッションができない 
11. 配信メールに気付かない 
12. パソコン上にマニュアルがない 
13. パソコンの操作が難しい 
14. パソコンやインターネット環境のトラブ

ルに対処できない 
15. 夜間のパソコントラブルに対処できない 

 
 

a. オリエンテーションに参加できない（-
に参加していない） 
 
 
 

b. 共用（職場・家族）パソコンのため専用
にできない 

c. 繰り返し学習できない 
d. 経済的負担が大きい 
e. 自宅・職場のインターネット環境が安

定しない 
f. インターネットに接続できない 

 
 
 

g. 配信メールに気づかない 
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 ＜科目担当者を対象とした調査Ｂの結果＞ 

  科目担当者を対象とした調査の結果を表 12－１に示す。また、科目担当者の意見から

今後検討すべき事項を表 12－２に示す。 

 

 表 12－１ 教育・支援システムの運用に関する課題や工夫 

時期 教育側の実施内容 科目担当者の記述 

準
備
・
開
始
時
期
の

教
育
支
援 

受講者への研修受講準備支
援（学習環境の整備、経済
的支援方策） 

・研修にあたり、科目責任者が事前課題を出題し、個々の受
講者が可能な範囲で必要な準備を行い、受講に臨めるよう
にした。 

オリエンテーションの実施 ・オリエンテーションの実施にあたり、シラバスの工夫を
行った。 
・オリエンテーションでは、eラーニングが初めての受講者
に対して、わかりやすい説明を心掛けた。しかしながら、実
際の参加者は少なく、受講者自身のネット環境のもとで作
業をしながら、動作確認を行う必要があると考える。 

研
修
中
の
教
育
支
援 

LMSや eメール等を活用し
た学習管理･学習支援 

○相談/質問手段の確保 

 
・受講者が継続して受講できるように、受講者からの質問
は担当者間で協議し、回答書を作成後、受講者全体に向けて
発信した。受講者との個別のやり取りと、全受講者に向けた
やり取りを選別して実施することが重要である。また、受講
者の問合わせには随時対応し、相談しやすい体制を整える
ことが必要である。 

○受講者間の交流支援 ・受講者間の交流に向けて、共に取り組んでいる看護職の
存在を意識づけ、意見交換をしやすい関係を形成できるよ
うに、「自己紹介」というステップを設定し、科目責任者自
身も紹介を行った。 
・Web上での討議に参加できない受講者に対しては、討議に
何を期待しているのか、その意義が伝わるようにわかりや
すく説明し、受講者に期待する役割を伝えた。また、Web上
での討議では、言葉遣いに配慮し、受講者が責められている
と感じないようにコメントをした。 
・受講者からの質問には、丁寧に対応し、討議に参加できる
ように配慮した。 

○フィードバックとリフレ
クション支援 

・受講者が学習を継続できるよう、日々の頑張りを認め、労
う気持ちを伝え、受講者の「気持ち」を支えるメッセージを
送った。 
・受講者に対しては、短い言葉でも励ましのコメントを伝
え、「見守っています」「応援しています」という姿勢を伝え
ることが必要である。特に、受講が中断しそうな受講者に対
しては、レポート提出の期限前に個別にメールを送り、レポ
ート提出の意思について確認をし、提出を促す支援をして
いくことで学習の継続につながると思う。 
・受講が中断し、残念に感じているのは受講者自身だと考
え、まずは現在の学習状況を理解したいという姿勢で、受講
者には連絡するように配慮した。eラーニングは、自分で学
んでいく、自分で学びを広めていく自己学習であるため、
「教える」という関係性に終始せず、受講者が自己の状況と
照らし合わせて考える機会となるよう、意識してワークや
コメントを作成した。特に、今回の受講者の多くが PC操作
になれていなかったため、PC を使って学ぶということ自体
が高いハードルになってしまい、学習に抵抗を強く感じて
しまう傾向にある。担当教員はこのことを意識した関わり
が重要である。 
・受講の中断を余儀なくされる状況として、稀に家族の病
気や交通事故といった事例がある。そのため、レポートの提
出期日等については配慮し、受講を断念することがないよ
う、中断理由を確認しながらサポートをした。ただし、何度
もメールをして督促をすると、受講者が不快な思いを抱く
可能性もあるため、一度メールをして反応がない場合には、
深追いをしないように留意した。 
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 表 12－１ 教育・支援システムの運用に関する課題や工夫（つづき） 

時期 教育側の実施内容 科目担当者の記述 

研
修
中
の
教
育
支
援
（
つ
づ
き
） 

ICTを活用した
研修実施体制 
○eラーニング
の運用/管理 

・e ラーニングの資料作成においては、受講者がイメージをしやすく、
わかりやすい内容になるように事例を加えたり、動画を活用したりして
工夫をした。 
・画面上の説明はできるだけわかりやすい表現としていたが、受講者か
らの質問等から、受講者がわかりにくい点や間違いやすい点が把握で
き、画面上の説明などに反映させた。 
・各受講者の受講状況の確認と管理においては、受講者の学習遅延や中
断をその都度把握した。 
・受講者一人一人の勤務施設、地域についても調べ、施設特性、地域
特性を踏まえながら、学習履歴を管理した。受講者がルーブリックを
理解できておらず、合格基準に達していない受講状況の場合には、受
講者全員に対して連絡を行い、注意喚起をした。 

○科目担当者間
の情報交換/共有 

・受講者の学習遅延や中断が生じた場合には、受講者とやり取りをする
担当教員に、受講者と連絡を取ってもらうよう依頼をした。 
・科目担当者間で、受講者の状況についてメールで頻繁に情報共有を行
い、対策を検討しながら進めた。また、科目担当者同士で役割分担を明
確にして行った。 
・受講者の満足度をより高められるようにするには、互いの考えを共有
し、共通認識を持って取り組めるように配慮した。今後、科目担当者間
で話題を確認、整理するには、科目担当者同士の掲示板を標準に設置す
ることも一案である。 

評
価時 

試験、課題およ

び提出物 

・科目責任者は、受講者の状況に応じて、レポート提出の期限を延長す
る等の配慮をした。 

  

表 12－２  今後検討すべき事項－調査Ｂより－ 

今後検討すべき事項 科目担当者の意見 

適正な人材の配置の必要性  

Moodle 運用上の支援：技術

面 

 

・設定の仕方がよくわからない。 

・慣れない用語が多く、単純なことでも設定に時間を要す。 

・操作上の問題は事務局か操作専門の技術者に対応をしてほしい。 

本務とのバランス 

・自転車操業で余力がなく、小手先の工夫以外なかなか根本的な

改善に向けた取り組みができていない。 

・教員の通常業務以外の時間を使って、行うことには制限が生じる

可能性がある。 

科目担当者間の共有の困難

さ 

・科目担当者それぞれの煩雑期が異なり、情報の共有が難しい。 

・いつも同じ科目担当者が声をかけてくれて情報を共有していた

ため、特定の科目担当者に負担をかけてしまった。 

・コースリーダーがムードルの仕組みを理解していなくて、最初

から説明をしなければならず、大変手間であった。 

・コースリーダーは実質動く科目担当者にして実働者に裁量権を

与えてほしい。 

科目担当者と事務局の役割

の明確化 

 

・eラーニング、ムードルの操作設定全般、合格者の報告等、ム

ードル上で完結でき、事務に報告等は不必要だと思う。 

・科目担当者がすべきことと事務局がすることとを明確にするべ

きで、これが科目担当者への支援になりうる。 

・提出状況の確認は事務局が行い、科目担当者へ採点を依頼する

ことが好ましい。 

教材 
・小テスト課題は前科目担当者が作成したものをそのまま用いて

おり、自由記述やあいまいな（グレー）設問等があって困った。 

オリエンテーションの困難さ 
・オリエンテーション参加者が少なく、受講者自身のネット環境

で作業をしながらの確認が必要ではないか。 
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 ＜事務局を対象とした調査Ｃの結果＞ 

  事務局を対象とした調査の結果を表 13－１に示す。また、事務局に寄せられた問い合

わせの内容に対して行った対応の方針と具体策を表 13－２に示す。 

 

表 13－１  受講者からの事務局への問い合わせの内容 

項目 問い合わせ内容（抜粋） 

LMS操作関連 

・オリエンテーション資料を確認しながら行っているが、マニュア

ルと同じ画面が出ない。 

・開講されているかサイトを見ても分からず。開講の知らせが届き

ようやく分かった。学習内容が追加される際にメールで知らされる

と思い込んでいた。 

・課題の提出のファイルが貼り付けられない。ファイルピッカに

Wordが出てこない。  

・他の受講者の課題に対する討議はどのようにやるのかわからな

い。 

パソコン操作関連 

・タブレット（Surface）を借用中。アプリ内から Wordアプリが探

せない。 

・デスクトップに保存する方法が分からない。タブレットに Word

のアプリを入れる必要があるのか。 

・Moodle画面を縮小できない。 

・課題が提出できない。  

・添削されたファイルが開けない。 

通信環境関連 

・「投稿する」をクリックすると、途中で接続が切れてしまう。 

・タブレットやスマホで動画が再生できない。 

・自宅 PC のネット環境が不安定。課題を提出しようと貼り付けま

ではできるが「無効な jsonストリング」と表示され提出できない。 

コンテンツ関連 

・動画の音声が小さい。 

・資料が閲覧できない 

・外部サイトの動画が視聴できない。 

・視聴してもチェックが付かない。 

その他 

・受講の知らせが Outlookに来ると思い込んでいたため、受講開始

できず。今から受講可能か。 

・締切が過ぎているが、課題を提出したい。 

・課題の事例展開について、対象者がいないためまとめることが難

しい。 

・業務が多忙のため、学習を続けられず参加を中止したい。 

・Moodle からログインし、マイコースに入ったが、コース概要が

表示されず。「あなたはこのコースを登録できません。」と表示され

る。 
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 表 13－２ 事務局への問い合わせ内容に対する対応の方針と具体策 

対象 

方針と具体策 

科目担当者 
（コンテンツ作成） 

受講者 

管理者・ 

事務局によ

る事前情報

提供 

・コンテンツ作成時 
 音声レベルの調整、雑音レベルの 
確認 

 通信環境を考慮し、画像の質を維持   
しながら、ファイルデータ量の削減 

 
・開講前 
 設定の確認（日程、チェックボック  
ス等） 

 リンク先の確認 
 評価方法の確認 
 スケジュールの確認 

・募集時(応募時） 
 必要とされる情報リテラシー 
 ①基本的なパソコン操作 
 ②オフィス関係ソフトの使用方法 
 ③インターネット接続方法 
 ④トラブル対処方法（情報収集の     
方法） 
 
・オリエンテーション時 
 ①研修全体に関する事柄（スケジュ  
ール、問い合わせ窓口等） 
 ②科目に関する事柄（シラバス、評 価
方法） 

管理者・事

務局による 

随時対応 

受講者からの問い合わせの通知 
 
管理者への連絡・相談 

問い合わせ窓口の提示 
（事務局、科目担当者） 
対応策の周知 
（フォーラム、個別メール） 

管理者：システム技術者、LMS管理・運用権限のある者 

 

⑤山間や離島を含む地域で働く看護師を対象とした ICT教育における学習の支援体制 

 今回、ICT教育における学習の支援体制に関する調査を行った結果、受講者、科目担

当者、事務局のそれぞれの立場から課題が見いだされた。 

  受講者の立場から結果を概観すると、eラーニングを阻害していると考えられる要因

には、個人・インターネット環境・教材等、複合的な要因が明らかとなった。また、地

域特性を踏まえた特徴としては、山間部においてパソコンや使用するソフトの機能や操

作、インターネットの接続に関する不具合が生じており、eラーニング学習の主な阻害

要因は「方法」に関するものが多くみられた。一方、離島の特徴としては、島そのもの

のインターネット事情や、オリエンテーションへの参加に必要な時間、人の確保であ

り、主な阻害要因は「準備」に関するものであった。このことから、山村や離島を含む

地域で働く看護師が ICT教育を円滑に受講できるようにするには、事前の準備として、

パソコンなどの端末に関する支援、インターネット環境に関する支援など多様な対応が

必要であり、事前のオリエンテーションへの参加の必要性についても認識できるよう、

働きかけていくことが重要である。また、受講していく中で、トラブルの原因がコンテ

ンツそのものにある等、受講者だけでトラブルを対応できない場合もある。その場合、

事務局や科目担当者は、情報センター、電算課、図書館等の関係部署に状況確認を行

い、問題解決を行う必要があり、この体制は重要である。今回、受講科目に関する質問

への対応は科目担当者が行い、随時メールあるいは Moodle上の専用フォーラムで受け

付けた。対応する場合の注意点としては、(a)迅速に返信する、(b)返信に対して反応が
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情報センター

電算課

図書館

大学メールアドレスの利用申請
リモートアクセスの申請

トラブル時の
サポート

トラブル時の
サポート

トラブル時に
支援要請

科目担当者

オリエンテー
ションの実施

受講科目に
関する質問

受講科目に
関する対応

コンテンツ作成
時に質問

コンテンツ作成時
の支援

システム委員会

事務局

受講者

システム・事務
関連の質問

システム・事務
関連の対応

システム関連
の質問に回答システム関

連の質問

情報共有

 

ない場合、状況の確認を行う、(c)状況の確認を行う際には頻度に配慮する、の３つが

挙げられる。科目担当者だけで対応できないトラブルに関しては、事務局を介して、シ

ステム委員会の相談窓口となっている者が対応を行った。このように、科目担当者と事

務局との役割を明確にしながら、情報共有を密に行い、受講者をサポートする体制づく

りは重要である。 

学習の支援体制として、プログラム開始当初に整備した体制を大きく変更する必要は

ないと考えるが、受講者、科目担当者、事務局のそれぞれにおいて課題が抽出された。

そこで、今後の学習支援体制のあり方としては、図３に示したように、システム委員会

による受講者へのオリエンテーションの強化と、科目担当者による学習面での継続的な

フォロー体制、事務局からのテクニカルな側面での支援は受講修了まで継続して必要で

ある。各部署が連携し合いながら、受講者が円滑に学習を進められるよう、適宜体制の

見直し、強化が重要である。 

 

より強化した方
が良いサポート 

図 3 今後の学習支援体制の組織図（案） 
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３）受講者への研修修了後のサポート 

地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員会 副委員長 小原 泉 

 

本地域ケアスキル・トレーニングプログラムでは、フォローアップシステム委員会を通

じて、プログラム修了者に対する修了後のサポートシステム構築に向けて活動してきた。

結果として、地域ケア実践看護師フォローアップ・プログラム受講修了者をサポートする

システムとしてサポート・プログラムを立ち上げた。その際にｅポートフォリオの活用に

ついても検討したが実装には至らなかった。その点を含め報告する。 

 

（１） サポート・プログラムの構築 

① 目的：フォローアップ・プログラム修了者が相談できる場の確保や科目に関連する

情報提供、及び、演習修了者のその後の学習を支援すること 

② 対象：フォローアップ・プログラム（演習）修了者でシステム参加に同意の得られ

た者 

③ フォローアップ期間：フォローアップ・プログラム（演習）修了年度以降の 2 年間。

平成 28 年度フォローアップ・プログラム（演習）修了者から開始する。 

④ サポート・プログラムの利用するシステムおよび提供するサービス： 

地域ケアスキルトレーニングコースを構築した学習管理システム(Moodle)内に

フォーラムを作成し、受講年度ごとに各科目のコースを作成した。また以下のサー

ビスを提供している。 

(a)それぞれのサポート・プログラムのフォーラムを通じての情報交換 

・修了者同士の意見交換や情報交換 

・各科目に関連する講演会や研修会や本学のイベント等に関する情報提供 

(b)ベーシック・プログラムで履修した視聴覚教材の閲覧 

⑤ 利用の手順：フォローアップ・プログラム修了者に、事務局から「地域ケア実践看

護師フォローアップ・プログラム受講修了者のサポート・プログラムのご案内」と

「地域ケア実践看護師フォローアップ・プログラム受講修了者のサポート・プログ

ラム利用申し込み書」が送られ、利用を希望する者の利用申し込みが終了すると、

サポート・プログラムが利用可能となる。 

⑥ サポート・プログラムの概要と担当者役割：科目（急性期、終末期、認知症、退院

支援・調整と多職種連携、看護研究）ごとに、Moodle 上にサポート・プログラム

のコースが設定される。 

各コースのニュースフォーラムには「フォーラム説明文」が示される。科目担当

者は、ニュースフォーラム機能を用いて修了者をサポートする。サポートの内容は、

利用者同士の意見交換や情報交換の円滑化、各科目に関連する講演会や研修会や本
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学のイベント等についての情報提供等。利用者がニュースフォーラムに投稿すると、

自動的に科目担当者にメールが届くようになっており、科目担当者には、メールが

届き次第の対応（原則 1 週間以内）を依頼している（図 4）。 

 

【利用する際の注意事項】（利用者向け） 

１． 意見交換や情報交換では、話題ごとにトピックを作成してください。 
２． 事例等に関して相談する際には、対象者が特定されないように匿名化するなど個人情報

の保護に十分留意してください。 
３． 科目担当者への質問や相談も可能ですが、返信に 1 週間程度かかることが予想されます。

あらかじめご了承ください。 
４． 活用しやすいようなアイディアなどがありましたら、お気軽にお寄せ下さい。 

そのほか、サポート・プログラムの運営にあたり、お気づきの点等ございましたら、地域ケ
ア実践看護師フォローアップシステム委員会までご連絡くださいますようお願いいたしま
す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図４ 地域ケア実践看護師フォローアップ・プログラム 
       受講修了者のサポート・プログラム 連絡経路（平成 29 年度担当者） 

事務局 

地域ケア実践看護師 

フォローアップシステム

委員会 

委員長：成田伸 

委員長：成田 

地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員会 

委員：大塚公一郎、宮林幸江、小原泉、鈴木久美子、中野真

理子、福田順子、望月明見、青木さぎ里、土谷ちひろ 

高齢者看護演習 1（急性期） 

科目担当者：中村美鈴、中野真理子、藤巻郁朗、古島幸江 

高齢者看護演習 2（終末期） 

科目担当者：宮林幸江、鈴木久美子、青木さぎ里、土谷ちひろ 

高齢者看護演習 3（認知症） 

科目担当者：半澤節子、成田伸、佐藤幹代、路川達阿起 

退院支援・調整と多職種連携 

科目担当者：塚本友栄、角川志穂、島田裕子、佐藤貴紀 

 

すべてのやり取りを受信可能 

演習担当者のやり取りのみ受信

可能 

 

看護研究 

科目担当者：春山早苗、川上勝、小原泉、塚本友栄、半澤節子、望月明見 
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⑦ サポート実績 

(a)サポート・プログラム参加者の状況 

平成 28 年度受講修了者：この年度に演習を修了した修了者は 4 名で、そのうち

3 名から同意が得られ、4 つの科目に対して登録した。プログラムは継続中である。 

平成 29 年度前半期受講修了者：この年度前半期に演習を修了した修了者は高齢

者看護演習 1（急性期）2 名、高齢者看護演習 3 認知症 4 名で、そのうち認知症を

受講した 2 名から同意が得られ、高齢者看護演習 3（認知症）の科目に対して登録

している。プログラムは継続中である。 

 

(b)サポート・プログラム活用状況 

   サポート・プログラム開始から 1 年が経過しているが、現時点でこのプログ 

ラムの利用者数は 2 名である。 

 

（２）e-ポートフォリオの活用 

教育におけるポートフォリオとは『学習，スキル，実績を実証するための成果(work)を，

ある目的のもと，組織化／構造化しまとめた収集物』と説明され（Jones, M., and Shelton, 

M；2006）、電子化されたポートフォリオは e-ポートフォリオと呼称されている１）。ポート

フォリオの具体例としては、ノート、プリント、レポートなどがあるが、これが電子化され

ることで、①テキスト・データだけではなく、画像や動画などのデータが扱えること、②多

量なデータを保存可能で、データが劣化せず複製も容易に行えること、③情報通信ネットワ

ークを通してアクセスが可能、④校内（機関内）だけでなく遠隔地の人々との相互作用が期

待できる、といったメリットを挙げることができる１）。 

 地域ケアスキル・トレーニング科目は e-ラーニング主体の授業形式であり、受講者は受

講意欲の継続や学習時間の確保に関する困難感を抱いていることが確認された。そこで 1 つ

の教授方略として、e ポートフォリオを活用し、受講者自身の学習姿勢の育成、維持の効果

が期待できる教育システムの構築を図る必要性があると考えた。また、地域ケアスキル・ト

レーニング科目受講中の学習支援にとどまらず、修了者の自己学習や看護実践の評価に有

用と考え、平成 27 年度から e-ポートフォリオ導入の検討を開始した。 

 以下に平成 27 年度の検討内容の概要を示す。 

① プログラム受講者にとっての e-ポートフォリオの利点 

(a) 単に受講結果をまとめたり、学習上の思いや考え、悩みなどを日誌に書いたりするこ

とのみでも、学習者の振り返りを促進し、自己成長を得ることができる 

(b) 受講計画を自らたて、受講進度によって自ら修正できる機能を加えることで、主体的

な学習につながりやすくなる 

(c) 本トレーニングプログラムには少ないが、受講している全小テスト、レポートの結果

が一見できる機能を加えておくことで、受講者の継続性や計画性をさらに高めること

が期待できる。 
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② 科目担当者にとっての e-ポートフォリオの利点 

(a) e ポートフォリオを活用して科目担当者からの受講の促しや受講者の受講上の悩みや考

えを記載する日誌にフィードバックをすることにより、受講生のメンター的な活動が

促進される 

(b) 対面学習ではなく、通信教育で受講継続していくためには、メンター機能は重要な要

素である。 

(c) 今回、検討している e ポートフォリオには、受講者単独の活動だけでなく、受講者同

士のフォーラムの活用や、科目担当者間の意見交換を行うためのフォーラムを作成で

きる機能を想定している。本トレーニングプログラムでは、複数の科目担当者がオム

ニバス形式で教育コンテンツを作成しているため、指導方針や受講生の理解を共通認

識しておくことは重要であるが、複数の科目担当者が一堂に集合することは難しく、

ICT 上で意見交換ができるフォーラムの機能は、有益になると考える。 

(d) これらの検討結果に基づき、平成 28 年度に具体的な e-ポートフォリオの具体的なシス

テムの検討を開始した。その結果、本地域ケアスキル・トレーニング科目の e-ラーニ

ングで用いている Moodle のコース管理機能を活用し、一般的なポートフォリオに比

べて学びの振り返り機能を制限した形で、運用するとの結論に至った。この検討経緯

の概要は以下の通りである。 

③ 本プログラムにおける e-ポートフォリオ活用状況 

本事業で使用している学習管理システム(Moodle)には、受講者の学習スケジュールや

評価結果等を表示する機能が標準装備されている。しかしながら、Moodle は学習管理

を主たる目的としているため、自己の学びの振り返りのための機能は備えていない。本

学ではポートフォリオを電子データとして管理するためのシステム(Mahara)が稼働して

いる。このシステムは、学習者の学習等の振り返りや協働作業、学習の共有などを支援

し、学習者の計画的かつ内省的な学習を促進する。しかし、学習者がこのシステムの操

作方法の理解と操作に慣れるには時間が必要である。限定された範囲ではあるが、情報

を公開することになるため、情報管理に関する知識が不可欠となる。Mahara は、

Moodle との連携可能なシステムであるため比較的導入が容易であるが、多機能である

ため学習者の使いこなしに時間がかかる可能性がある。 

このように検討を重ねた結果、現時点では e-ポートフォリオの活用はしないとの結論

に至った。 

 

【引用文献】 

１）森本康彦：教育分野における e ポートフォリオとは, http://draco.u-

gakugei.ac.jp/eportfolio/, 2018 年 2 月 23 日アクセス 

 

 

http://draco.u-gakugei.ac.jp/eportfolio/
http://draco.u-gakugei.ac.jp/eportfolio/
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４）地域ケア実践看護師の教育・支援システムの指針 

実践看護師教育システム委員会 委員長 村上礼子  委員 関山友子 

（１） 指針作成のプロセス 

『地域ケア実践看護師の教育体制の構築に影響すること』（5.1）参照）を踏まえ、平成 26

～29 年度の地域ケアスキル・トレーニングプログラムを LMS である Moodle を活用し実施

した。さらに、教育・支援システムの機能を高めるため、平成 25年度の地域ケアスキル・

トレーニングプログラムのトライアルと平成 26～29年度の地域ケアスキル・トレーニング

プログラムの授業後アンケートによるプログラム評価結果、および教育内容の精錬と体系

化の検討として行われた平成 27～28年度の受講者およびその看護管理者の訪問調査の結果

から、受講者の受講上の困難や課題を整理した（5.2）（3）参照）。また、平成 29年度に行

った教育を提供する側の科目担当者がとらえた教育体制の運用に関する課題および取り組

みの工夫点の調査や受講者からの問い合わせに事務局が対応した事象から地域ケア実践看

護師に教育を提供する科目担当者・事務局等の学習支援に関する内容を整理した（5.2）（3）

参照）。これらのことから、地域ケア実践看護師の教育・支援システムの概要と、これまで

の 5 年間の実施例および実践的な Q&A を加え、地域ケア実践看護師の教育・支援システム

の指針を作成した。 

  

 （２）指針の骨子 

 本研究事業では、地域特性や保健医療福祉資源の相違があっても地域ケアスキルを獲

得した看護師の定着と資質の維持向上が継続され、ひいては地域医療に従事する多くの

ジェネラリスト看護師が提供するケアの質が向上して、住民の福祉に寄与するとともに、

協働する医師の負担を軽減することができ、本学の使命である地域医療の向上と発展に

寄与することを目指した。看護師がキュアとケアを統合できる卓越した地域ケアスキル

を獲得するための教育体制及び地域ケアスキル獲得後のフォローアップシステムの要

素とその関連を明らかにし、地域特性かつ医療施設の機能別の検討を加えてシステム構

築のための指針を作成した。地域特性かつ医療施設の機能別の検討から、Information 

and Communications Technology（ICT）を活用したため、ICTリテラシーが必要なトレーニ

ングプログラムである。そのため、指針では ICTの基礎的な知識の説明、および ICTに慣れ

るためのオリエンテーション企画内容の提示もした。さらに、就労している地域ケア実践

看護師の教育・支援システムの構築を目指し、『地域ケア実践看護師の教育体制の構築に

影響すること』から学習支援体制の重要性が高いことが示唆されたため、地域ケア実践看護

師向けの教育・支援システムとして、一般的な LMS の活用方法に加え、PDCA サイクルによ

り教育・支援システムが機能するよう学習環境の整備を含めたシステムの概要（表 14）の

提案ならびに実践例の提示をした。また、地域スキル・トレーニングのフォローアップシス

テムとして企画されている集合演習を展開するために模擬患者の育成も行っており、模擬

患者の企画・運営、活用状況（5．2）(1)③参照）も、教育・支援システムの一環であるた

め、本指針に加えた。 
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表 14 ICTを活用した地域ケア実践看護師の教育・支援システムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜PLAN（計画）＞ 

【トレーニングプログラム計画の検討・決定】 

 トレーニングプログラム計画を立案するためには、トレーニングプログラムの目標及

び内容、ICTを活用したプログラムデザイン及び教育方法、受講者の条件を検討・決定

し、またｅラーニングコンテンツ等教材の作成と準備が必要である。平成 25 年度の調

査結果に基づく『地域ケア実践看護師の教育体制の構築に影響すること』から、受講者

が時間や場所など自分なりのペースで学習できることや、自分なりの学習ペースをつく

れることが必要であり、これらのために ICTを活用したプログラムデザイン及び教育方

法、及びｅラーニングコンテンツ等教材の作成と準備は特に重要である。 

【トレーニングプログラム実施体制の検討・決定】 

トレーニングプログラムの実施体制は、人的、環境的、経費的側面から検討し整備し

ていく必要がある。人的側面には科目担当者（講師）の確保やｅラーニング運用・管理

のための人材確保がある。環境的側面には、ｅラーニング実施のための ICT環境の整備、

ICTを活用した地域ケア実践看護師の教育・支援システムの概要

教育・支援

ｼｽﾃﾑの
PDCAｻｲｸﾙ

PLAN
計画

DO
実施

CHECK
評価

ACTION
調整･
改善

◇トレーニング・プログラム計画の検討･決定
・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの目標及び内容 ･ICTを活用したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ及び教育方法
・受講者の条件 ・ｅラーニングコンテンツ等教材の作成・準備

◇トレーニング・プログラム実施体制の検討･決定

・科目担当者の確保
・ｅﾗｰﾆﾝｸﾞ運用/管理のための人材確保

・ｅﾗｰﾆﾝｸﾞ実施のためのICT環境整備
・シミュレータや模擬患者の活用等
による演習実施体制の整備

・経費の確保

・LMS等による受講管理
体制の整備

・学習支援体制の整備

・評価基準の設定
ルーブリック、ARCSモデル

人

環
境

経
費

学
習
管
理･

支
援

評
価

準
備･

開
始

研
修
実
施

学
習

到
達
度

評
価

・受講者へのプログラム受講準備支援（学習環境の整備）

・集合又は個別によるオリエンテーションの実施
・受講マニュアルの配付

ｅラーニング、ICTを活用した演習、集合演習の実施

ICT（LMSやeメール等）を活用した学習管理･学習支援

･相談/質問手段の確保 ･受講者間の交流支援
･フィードバックとリフレクション支援

ICTを活用した研修実施体制

･ｅラーニングの運用/管理 ･科目担当者間の情報交換/共有

試験 課題 提出物

◇研修計画の評価
・受講者によるプログラム評価 ・科目担当者によるプログラムの自己評価

受講者へのLMSを活用した
研修修了後のサポート・プログラム

◇受講者リクルートのためのリーフレットの作成と配布
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シミュレータや模擬患者の活用等による演習実施体制の整備がある。 

また、平成 25 年度の調査結果に基づく『地域ケア実践看護師の教育体制の構築に影

響すること』から、受講者がｅラーニングに円滑に取り組めることが必要であり、トレ

ーニングプログラムの実施体制として、LMS等による受講管理体制の整備や学習支援体

制を整備する必要がある。事業評価委員会では、受講者の背景が幅広い中にあって、一

定の受講継続率を達成できたのは、教員が熱心に対応したからではないか、と評価され

た。トレーニングプログラムの実施体制として、科目担当者（講師）のモチベーション

を維持するために、受講者に対応する時間の確保等の検討も必要であると考えられる。 

さらに、ルーブリックによる評価基準の設定等評価体制を整備することも必要である。 

【受講者リクルートのためのリーフレット等の作成と配布】 

平成 25 年度の調査結果に基づく『地域ケア実践看護師の教育体制の構築に影響する

こと』から、受講者リクルートにあたっては、本トレーニングプログラムが組織のビジ

ョンや人材育成の方針につながるものであることを理解してもらい、受講者の学習への

理解と支援が組織より得られるようにすることが重要である。そのための一つの方法と

して、リーフレット等を作成し配布する。 

 

＜DO（実施）＞ 

【実施の準備・開始時】 

 トレーニングプログラムの実施の準備及び開始に向けては、受講者側の学習環境の整

備等受講者へのプログラム受講準備支援、集合又は個別によるオリエンテーションの実

施、受講マニュアルの配付がある。前述したように、受講者がｅラーニングに円滑に取

り組めることが必要であり、そのための準備として受講者がｅラーニングによる学習に

取り組むための環境を整えられるよう支援することや、ｅラーニングによる学習の進め

方をイメージできるためのオリエンテーションが重要である。平成 27～28 年度に実施

した訪問調査の結果、ｅラーニングへアクセスできずに修了できなかった者がいた。ｅ

ラーニングの場合、ICTリテラシーが学習を進めることに影響するため、ｅラーニング

による受講マニュアルの作成と配付や受講者個々の ICT リテラシーに応じた支援が必

要となる。 

【トレーニングプログラムの実施】 

 トレーニングプログラムの実施には、ｅラーニング、ICTを活用した演習、集合演習

の実施がある。平成 25 年度の調査結果に基づく『地域ケア実践看護師の教育体制の構

築に影響すること』から、受講者が学習へのモチベーションを維持し学習を継続できる

ようにすることが必要であり、LMSやｅメール等の ICTを活用した学習管理・学習支援

は重要である。具体的には、相談・質問手段の確保、受講者間の交流支援、フィードバ

ックとリフレクション支援がある。本プログラムでは、受講開始時の集合オリエンテー

ションによる顔の見える関係づくりにより、受講中の受講者間交流が促進されることを
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ねらっている。しかし、オリエンテーションに参加できない受講者もおり、事業評価委

員会では受講の早い段階で、スカイプ等により受講者同士が交流できる機会を持っては

どうか、との意見があった。今後は、このような方法も検討していく必要がある。 

 ICTを活用したトレーニングプログラムの実施体制として、ｅラーニングの運用・管

理及び科目担当者間の情報交換や共有も必要である。本システムでは、科目毎に科目担

当者のためのオンラインフォーラムを開設し、科目の運営や受講者からの質問への対応、

各受講者の評価等について、科目担当者間で意見や情報を交換する。 

【学習到達度評価】 

 科目担当者は、＜PLAN（計画）＞段階で設定した評価基準（ルーブリック等）に基づ

き、試験や課題、提出物によって、受講者の学習到達度を評価する。事業評価委員会で

は、レポートを書き慣れていない実践現場の看護職である受講者のために、ｅラーニン

グ又は資料配付等によりレポートの書き方等の各科目の学習に取り組むための準備教

育が必要であるとの意見があった。本プログラムの「高齢者看護 1（急性期）」では、シ

ラバスの備考欄にレポートの構成や書き方、レイアウト等に関して提示したところ、レ

ポートの内容や体裁が以前よりも整ったと評価していた。このようなシラバス内での工

夫やオリエンテーションにより、基本的な学習スキルを学習に取り組む前に修得できる

ようにすることも必要である。 

 

＜CHECK（評価）・ACTION（改善・調整）＞ 

 トレーニングプログラム実施後は、計画したトレーニングプログラムを評価し、その

評価結果に基づき、トレーニングプログラム計画を調整・改善する必要がある。トレー

ニングプログラムの評価には、１つには受講者によるプログラム評価があり、本プログ

ラムでは、ARCS モデルによる Attention（興味、関心等の『注意』）、Relevance（従事

している業務への役立ち感等の『関連性』）、Satisfaction（『満足感』）、Confidence（学

習の結果による『自信』）について、LMSを活用して受講者から評価を得ている。 

もう 1つの評価としては科目担当者によるプログラムの自己評価がある。本システム

では、プログラム実施後に各科目担当者が受講者の反応や受講者によるプログラム評価

から、教育内容、教育方法、学習支援方法等について自己評価し、担当科目の成果と課

題を検討する。 
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６．平成25～29年度広報活動 

1）ホームページ等の作成 

  

(1) ホームページの作成 

平成25年度 

担当：研究テーマ２ 企画委員 永井優子 

地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員会 飯塚秀樹 

本学ホームページ内に本研究事業に関するホームページを作成した。 

 

http://www.jichi.ac.jp/graduate_n/care/index.html 
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(2) 平成26年度 

      担当：研究テーマ２  企画委員 中村美鈴 

本学ホームページ上にバナーを作成した。 

 

本研究事業に関するホームページアドレス：http://www.jichi.ac.jp/graduate_n/care/index.html 

 

 

 

 

【本学ホームページ】本学ホームページ内に本研究事業に関するホームページへリンク    

するバナーを作成し、トップページの下部にバナーを設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ロゴマークの意味】 

 

 

 

 

 

 

広報の成果 アクセス回数              平成26年1月から平成27年3月現在 

 

タイトル フォルダ・ディレクトリ 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
日本型地域ケア実践開発研究事業 TOP /graduate_n/care/index.html 133 84 41 55 30 41 35 52 43 87 105 128 94 95
事業の目的 /graduate_n/care/purpose.html 52 13 7 5 3 2 1 6 7 10 35 21 7 11
「日本型地域ケア実践開発研究事業」記念講演会 /graduate_n/care/lecture.html 41 26 9 14 8 4 9 10 6 9 25 18 12 10
研究事業体制 /graduate_n/care/organization.html 32 8 11 14 7 3 7 7 10 13 22 20 12 14
研究計画（全体） /graduate_n/care/plan.html 32 10 15 6 5 6 4 6 8 12 19 21 12 14
テーマ1：地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開発研究 /graduate_n/care/subject1.html 52 13 10 9 11 6 7 19 14 17 14 31 25 23
テーマ2：地域ケア実践看護師の教育・支援システムの開発研究 /graduate_n/care/subject2.html 45 16 10 15 9 5 5 16 14 17 10 30 34 15
日本型地域ケア実践開発研究事業　全体 /graduate_n/care/ 387 170 103 118 73 67 68 116 102 165 230 269 196 182

自治医科大学 

（JICHI Medical University） 

日本型（JAPAN）日の丸ベース 

看護学部（School of Nursing） 

バナーの並びは 

時間の経過で変化 

地域ケア（Community Care） 
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２）平成 25年度記念講演会 
       実践看護師教育システム委員会委員長 村上礼子 

 

(1)開催日時：平成 26年 2月 28日（金）13時～17時 30分 

 

(2)開催場所：自治医科大学 地域医療情報研修センター中講堂 

 

(3)参加人数 101名 

内訳；外部施設 23名 

            附属病院看護部 9名 

            附属さいたま医療センター 2名 

            医学部 4名 

            大学事務 5名 

            下野グリーンクラブ（模擬患者対象）12名 

            看護学部教員 40名 

            看護学研究科院生 6名 

 

(4)タイムスケジュール 

            司会 本田芳香（自治医科大学大学院看護学研究科 教授） 

時間 プログラム 

13：00 
学長あいさつ 

 永井 良三 先生（自治医科大学 学長） 

13：15 
日本型地域ケア実践開発研究事業の概要 

春山 早苗 先生（自治医科大学大学院看護学研究科長） 

13：45 

講演１ 

我が国の医療の現状を踏まえたプライマリ・ケアの必要性と看護師の役割 

塚本 容子 先生（北海道医療大学大学院看護福祉学研究科 教授） 

14：55 休憩 

15：10 

講演２ 

これからの医師と看護師の協働－看護師のスキルミックスへの期待－ 

長松 宣哉 先生（社会医療法人 関愛会 佐賀関病院 理事長） 

16：20 

講演３ 

地域が育てる医療人－医療人育成に参与する模擬患者の役割－ 

福井 みどり 先生 

(財団法人ライフ・プランニング・センター健康教育サービスセンター副所長) 

17：30 閉会 
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３）平成 27年度中間報告会 

研究代表者 春山早苗 

 本研究事業の中間報告会を、研究代表者が学術集会長を務めた日本ルーラルナーシング学会第 10 回学

術集会との合同開催として、以下のとおり、実施した。 

 

（１）日時 

平成27年8月28日（金）～29日（土） 

（２）会場 

自治医科大学地域医療情報研修センター 

（３）プログラム 

＜平成27年8月 28日（金）＞ 

① 学術集会長講演「日本におけるへき地看護の実践・教育」 

② 学会10周年記念対談「これからのへき地看護」 

③ 日本型地域ケア実践開発研究事業の中間報告 

 (a) 日本型地域ケア実践開発研究事業の概要（春山早苗） 

 (b) 地域ケアスキル・トレーニングプログラム「臨床推論・フィジカルアセスメント」の検討－現任

看護師を対象とした e-learning教育の試みから－（村上礼子、関山友子、中村剛史、春山早苗） 

 (c) 看護師特定行為「血糖コントロールのための薬剤投与関連」における講義科目のトライアル結果

報告（長谷川直人、横山由美） 

 (d) 現任看護師を対象とした e-learningによる認知症看護教育プログラムの作成・試行と評価 

（千葉理恵、半澤節子、石井慎一郎、永井優子） 

(e) 現任看護師対象のe-learningによる退院支援・調整教育プログラムの開発・試行とその評価 

（塚本友栄、島田裕子、青木さぎ里、根來利佳子）  

④ 一般演題発表（示説） 

⑤ 学会10周年記念講演「これからの地域医療」 

（自治医科大学地域医療学センター センター長 梶井英治） 

＜平成27年8月 29日（土）＞ 

 ① 一般演題（口演） 

 ② 自治医科大学看護学部における特定行為研修について（村上礼子） 

 ③ 海外研究者招聘講演「Mix Methodsを用いた看護研究」 

（ミシガン大学看護学部准教授 Denise Saint Arnault ） 

④ 海外研究者招聘講演「ブータンにおける看護師の役割と医師との協働」 

（ブータン医科大学公衆衛生部門 研究連駅担当部長 Neyzang  Wangmo） 

⑤ シンポジウム「看護師の役割拡大と医師との協働」 

髙安 郁江（自治医科大学附属病院、トライアル受講者） 

「僻地における看護師の役割拡大について考える～大学病院の地域実践研修での経験を振 

り返って～」 

渡邊 照代（前香川県看護協会長）「オリーブナースの活動」 

筑井 菜々子（東京ベイ・浦安市川医療センター） 

「青森県六ヶ所村医療センターでの地域医療研修を経験して」 

（４）参加者数 

  参加者数は学会員105名、非学会員102名、学生98名、計305名であった。 
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〒329-0498 栃木県下野市薬師寺 3311-159 自治医科大学看護学部内 

TEL＆FAX: 0285-58-7413  E-mail：rural2015@jichi.ac.jp 

＊第 10 回学術集会ホームページ：http://jasrun10.kenkyuukai.jp/（詳細はホームページに随時掲載します） 
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■記念講演 
「これからの地域医療」 

 演者：梶井 英治 

(自治医科大学地域医療学センター長） 

■研究事業報告 

■日本ルーラルナーシング学会 

大会長講演 

■日本ルーラルナーシング学会 

10 周年記念 対談 
 「これからのへき地看護」 

  演者：野口 美和子（学会顧問） 

         成田 伸（学会理事長） 

■示説発表 

 

 

■海外研究者招聘講演 
●「Mix Methods を用いた看護研究」 

 演者：Denis Saint Arnault 

（ミシガン大学） 

●「ブータンにおける看護師の役割と 

医師との協働」 

演者：Neyzang Wangmo 

   （ブータン医科大学） 

■シンポジウム 
「看護師の役割拡大と医師との協働」 

■口演発表 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

〒329-0498 栃木県下野市薬師寺 3311-159 自治医科大学看護学部内 看護総務課 

TEL: 0285-58-7408 FAX: 0285-44-7257 E-mail: ksoumu@jichi.ac.jp 

8 月 28 日

（金） 

8 月 29 日

（土） 

 

2015.8.28(金)～29(土) 

自治医科大学 

 
（栃木県下野市薬師寺 3311-160） 

春山 早苗 

（自治医科大学看護学部教授） 

合同開催 

自治医科大学大学院看護学研究科 

 日本型地域ケア実践開発研究事業 中間報告会 

地域医療情報研修センター 

自治医科大学大学院看護学研究科長 

部教授 

 

日本ルーラルナーシング学会第 10 回学術集会 
テーマ「日本のへき地看護の針路」 

会 期 

会 場 

研 究 

代表者 

大会長 

日本ルーラルナーシング学会第 10 回学術集会大会長 

文部科学省 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 

●日本型地域ケア実践開発研究事業 事務局 

 

●日本ルーラルナーシング学第 10 回学術集会 事務局  
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４）平成 29年度成果報告会  

(1)開催日時：2017年 9月 2日（土）13時 30分～17時 30分 

(2)場所  ：自治医科大学地域医療情報研修センター大講堂 

(3)参加総数：173名 

［内訳］来賓・招待者 33名、一般参加者 56名、学生 18名（看護学部生 17名、

院生 1名） 

特定行為研修終了生 12名、模擬患者 4名、大学教員 43名、事務・研究

補助員 7名 

(4)アンケート結果 回答数 67名 （回収率 39％） 

①所属と職位について 

    
総数

（人） 

職位内訳 

 
施設管理者 

部門・部署 

管理者 
スタッフ その他 

総数（人） 67 4 29 28 6 

 

所

属 

行政機関 1 1       

診療所 4 1 1 2   

訪問看護ステーション 2     2   

病院 46 2 26 18   

教育機関 11   2 6 3 

介護施設 0     

その他 3       3  

 

②本成果発表会にご参加いただいた理由（目的）について（意見抜粋） 

［本事業に関する興味・関心がある］ 
・地域医療における看護師の現状および今後の課題について現場を見てきた生の結果を知りた 

かった。 

・地域ケアリーダー育成について興味があった。 

・地域リーダー育成についてどのように取り組みをされているのか知りたかった。 

・地域ケアに興味があり実践開発研究を聞きたいと思った。 

［遠隔教育に関する興味・関心がある］ 
・看護職の地域ケアリーダー育成や遠隔教育について知識を深めたい。 

・ICTトレーニングプログラムの活用と実践が知りたかった。  

[教育・人材育成に活かす] 
・教育内容の検討に取り入れていければと思い関心を持った。 

・地域実践研修（派遣研修）の支援の在り方を学びたかった。 

・実践教育に関わる立場として大変関心があった。 

［特定行為研修の活動に活かす］ 
・特定行為研修の協力病院としての活動準備を始めている。 

・特定行為研修について興味があり今後受講していこうと考えている。 

・特定行為研修を受講中のため、今後の学習や実践に活かせるような知識や学びを得たい。 

・特定行為研修修了生として、地域病院で働く看護師として今後の活動に活かせればと思った。 

［その他］ 
・部下の発表機会を与えていただいたので、発表から彼女の成長を見守りたいと思った。  

・施設のスタッフが発表していた。 

・へき地の病院で働いており、上司から進めがあった。 

・事業の報告会のあり方に関心があり参加した。 
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 ③看護師の教育に ICTを活用することについてどのように思いますか  

ｎ＝61（未記入 6） 

大変良いと思う 良いと思う あまり良いと思わない 良いと思わない 

39名（64%） 22名（36%） 0名 0名 

  

③の理由について（意見抜粋） 

［学ぶ意欲のある者を対象］ 
・学びたい、課題を解決したい人で時間確保が難しい人にとってはとても良い手段だと思う。  

・自分の都合の良い時間や場所で勉強できるので忙しい人でもやる気がある人は勉強できる。 

・知識・技術の格差を是正する一つの方法をして有効であると思う。実施する際はモチベーショ 

ンの維持という課題が重要である。 

・共に学んでいる学生同士の交流も学習を継続する励みになるためそのような機会も重要である 

と思う。  

［遠隔地から受講可能］ 
・遠隔地でも受講可能である。小規模の職場からも参加できる。 

・離島、へき地を抱え交通アクセスに限界がある。情報を共有するシステムとして良い。 

［自己管理が可能な学習方法］  

・働きながら学習を進めるためには自分の都合の良い時間で取り組めることは重要である。移動 

などの無駄な時間を取られず、メールで質問できるなど情報収集にも便利である。 

・自分の仕事、生活に合わせながら学ぶことができるのは大切であると思う。 

・ICTは自分自身でスケジュールを立てて学べることが最大のメリットであると思う。 

・場所や時間を問わず教育をすることができると思う。 

・自己学習が理解できるようステップアップを踏んだ授業の進め方が重要である。 

［今後の発展性］ 

・今後在宅医療に移行するにあたり、１人と１家族を支えるには多職種で支えることが重要で、 

その手段として必要だと思う。 

・訪問看護ステーションは「特化」したものを提供できれば、選ばれるステーションになると 

思う。  

・ICTの活用について丁寧なサポートが必要である。簡単な手順であるとよいと思う。 

・文献などがオンラインで見られたらよりよい。 

 

④本研究事業の取り組みは地域で働く看護師に役立つと思いますか   ｎ＝67 

とても思う やや思う あまり思わない 思わない 

53名（79%） 14名（21%） 0名 0名 

 

④の理由について（意見抜粋） 

［事業プロセスの一貫性・社会的意義への期待］ 
・現状分析後のプログラムを構築しその後の評価修正をし、よりよいプログラムを実践しており 

 ニーズに一致していると感じた。 

    ・先駆的取り組みとして、現職看護師の質の向上と国民の信頼を得ることにつながると思う。 

   ・高齢者のみでなく子供を含め全ての地域に住むものにとって必要であると思う。 

   ・物理的要因による情報格差は減らし、日本全体の医療の質の向上につながると思う。 

   ・地域住民はじめ他職種に対しても看護の役割や看護の働きを理解していただく。住民の健康 

サポーターとして協働できるということを知ってもらえると思った。 

［コンピテンシーと育成方法の明確化］ 
・地域ケアを担う看護師のコンピテンシーを様々な視点から明確化したこと、またその育成の方法 

と課題について明確化できたと思う。 

・本日のシンポジストの発表を聞いて実際の現場で、学びがどのように活用されているのかという 

ことを知り、事業での取り組みの成果がわかった。 

 



 

163 
 

［看護師の役割拡大につながる］ 
・地域の医療施設で活動している看護師の役割拡大につながると思った。 

［看護の質向上・自己研鑽につながる］ 
・アセスメント能力が高まり、質の高い看護実践ができると思った。 

・看護の質向上、自己研鑚につながる。地域の特性を踏まえた地域看護の実践、多職種連携、 

コーディネート、パイプ役として有効である。 

・現状に悩みさらに高めたい、もっと患者家族にとって良いケアを提供したいという方がこの 

取り組みに自主的に参加することが大切であると思う。 

［看護師のキャリア形成につながる］ 
・仕事や子育てをしながら学習を進めることができ、学んだことを実践に活かしやすかった。 

・最新の知識を得ることができ、多くの経験をしているベテラン看護師の向上に役立つと思う。 

・育児やへき地勤務のために学びたくても学べないナースにとって良い機会であると思う。  

［その他］ 
・負担も大きいためその待遇についても考えなければその普及の加速は厳しいかもしれないと 

思う。  

・研修会で学んだことを文章化し、フィードバックを受けることが大切である。 

 

 

⑤医師と看護師との協働に重要なことは何であると思いますか。（意見抜粋） 

［目指す方向性の共有］ 
・治療方針の共有、患者状態の変化の報告、患者家族の思いの共有が重要であると思う。 

・目標を明確化、共有化することが重要であると思う。 

   ・組織理念の共有、社会システムの変化と目指しているものの共有が重要であると思う。 

［患者家族の問題解決に向けたすり合わせ］ 
・積極的なカンファレンスの実践とその評価、双方の見解のすり合わせ、双方が患者家族の立場に

なって問題解決を考えていく努力が必要であると思う。 

・お互いがコミュニケーションを取ろうとする意識、伝え合うこと、認め合うこと、患者家族に 

とって最善なことを提供することが必要であると思う。 

［看護師の臨床推論力の向上］ 
・看護師の判断力の向上と実践力の向上が重要である。 

   ・医師と患者の健康問題を共有、話し合うためのアセスメント能力が重要である。 

   ・看護師もきちんと根拠に基づいたアセスメントと判断をして医師と協力していく必要があると 

思う。 

   ・新しい情報を学ぶ場が必要であると思う。 

［看護師の言語化能力・討議力向上］ 
・お互いの立場による評価を言語化できる能力を有することが重要である。 

   ・ナースはもっと自信を持って、あるいはわからないなりにも表現力を磨いて、医学的なことは 

わからなくても密にディスカッションしていくべきだと思う。 

   ・患者家族にとって何が大切かという視点で、根拠をもって話し合うこと、そのためには相手に 

理解してもらえるような発言ができることが重要であると思う。 

   ・実践経験と根拠の融合が重要であると思う。 

   ・看護師の判断力の向上と、それを伝え討議する実践力の向上が重要であると思う。 

 [看護師のスキルアップ] 
・地域で働く中で個々のスキルをアップするための仕組みづくりが重要であると思う。 

・医師からの信頼を得るために一定の知識技術が必要であると思う。 

   ・一分野でもよいので医師が頼れるような知識技術を有していることが看護師のレベルアップと 

しても必要であると思う。 
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   [相互理解（立場・技量・能力）]  
・互いの立場の理解するためのコミュニケーションを通して、医師が看護師の技量を把握すること 

が重要であると思う。 

・相手の役割や能力を知り、その能力を適切に活用できる場や方法を考えることが重要であると 

思う。 

   ・互いの強みや弱みを知り、理解しあったりときにはぶつかり合ったりしながらともに成長し、 

変化していく存在であろうと認めあえるように努力を続けることが重要であると思う。 

 [相互尊重] 
・互いを尊重すること、対等な立場、プロフェッショナルとして協働することが重要であると  

思う。 

   ・対等な関係で本質的にリスペクトしあい、ディスカッションすることができケアのアウトカムの 

責任をシェアできるよう互いに努力することが重要であると思う。 

 

 

⑥その他の意見や感想（意見抜粋） 

［本学や研究事業への期待］ 
・とても良い取り組みであるため、今後も継続してほしい。 

・これからも地域医療の質を高めるために、大学から地域に向けて多くのアプローチを発信して 

ほしい。 

・ICT教育の活用は有効と感じる。 

・ナースの役割が広がることを期待する。 

・学ぶ環境が出来たことは素晴らしいことである。今後、リーダーとしての役割を果たしていける 

のかが楽しみである。知識のあるスタッフが、それで終わらないためにどうしたらいいのか今後 

も検討してほしい。 

   ・地域の現状を明らかにすることは取り組むべき問題を皆で考えなければならないことの起点に 

なるため続けていってほしい。 

   ・地域へつなぐために必要なこと、連携についての知識が深まった。 

   ・シンポジウムで聞いた現場のお話はとても参考になり、モチベーションアップにつながった。 

 [知りたいこと・要望など］ 
・地域によって風習などを含めた特徴を捉えた新しい取り組みがあれば知りたい。国に対しての 

取り組み、働きかけできるものを表現してもらえるとありがたい。 

   ・この研修を修了できなかった人の理由が知りたかった。 

   ・演習での模擬患者の方々が育成プログラムの講座を受けて終了されていたことを知り、改めて 

模擬患者の質の高さに納得と感謝する。素晴らしい内容だったのでもっと多くの参加者がいれば 

理解の共有が出来たと思う。 

   ・地域ケアプログラムの事例を教えていただけたら良かったかと思う。 

［その他］ 
・診療所に帰り学んだことを伝え、今後の在り方をスタッフで話し合っていきたい。 

・他の研修も受講したくなった。 

・貴重な時間を過ごすことができ、自らの役割や今後の取り組みのヒントをいただくことができた。 
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地域ケアスキル・トレーニングプログラムの評価

―地域ケア実践看護師のコンピテンシーと医師との協働に焦点を当てて―

シンポジウム

平成29年9月2日(土)13：30～17：30
自治医科大学
地域医療情報研修センター 大講堂

特 別 講 演

Distance education for clinical or 
community nurses in UK:Current status 
and future issues
英国の臨床あるいは地域の看護師に対する遠隔教育の現状と今後の課題

Karen Roome, ProfD, MPH, PgC LTHE, 
FHEA, BA, RSCPHN (HV), RN(Adult),RM.
(MSc Framework in Advancing Practice Coordinator, 
Department of Nursing and Community Health, School of 
Health and Life Sciences, Glasgow Caledonian University)

参 加 費：無料

申し込み：8/20迄に、http://wma4.jichi.ac.jp/moodle/または
右下のQRコードからアクセスし、お申し込み下さい。

問い合わせ先：自治医科大学 私学戦略研究事業事務局
tel:0285-58-905(9:00~17:00)
fax:0285-44-7257
e-mail:cntrial@jichi.ac.jp

（同時通訳）
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シンポジウム 地域ケアスキル・トレーニングプログラムの評価

「トレーニングプログラムの受講動機とその影響」(仮称)
～へき地医療拠点病院で働く看護師の立場から～

「トレーニングプログラムの受講動機とその影響」(仮称)
～へき地診療所で働く看護師の立場から～

「地域実践看護師のコンピテンシー」
～訪問調査の結果から～

Distance education for clinical or nurses 
in UK:Current status and future issues

日本型地域ケア実践開発研究事業
自治医科大学大学院看護学研究科では、研究プロジェクト「日本型地域ケア実践開発研究事業」が文部科
学省の私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択されました。平成25年度から5年間の研究を実施して
います。

地域ケアスキル・トレーニングプログラム
わが国では、医師の負担増大と地域医療崩壊の危機が問題となっており、チーム医療の推進と看護師の役割
拡大への期待が高まっています。地域ケアスキル・トレーニングプログラムは、看護師が複雑・高度な臨床判断能
力と侵襲性の高い医療技術を備え、キュアとケアを統合できる卓越した地域ケアスキルを獲得するためのプログラム
です。

自治医科大学地域医療情報研修センター

JR宇都宮線「自治医大駅」下車、徒歩15分。
※東北新幹線を利用する場合は、
【１】東京方面からは小山駅で下車
【２】東北方面からは宇都宮駅で下車
JR宇都宮線に乗り換え「自治医大駅」で下車と
なります。
（東京駅から小山駅まで新幹線で約40分）

会 場 案 内

14:40～16:10

16:20～17:30

プログラム

特 別 講 演

研究事業の概要

地域ケアスキル・トレーニングプログラム
の開発プロセス

13:50～14:10

14:15～14:35

石川 鎮清（自治医科大学医学教育センター 教授） 春山 早苗座長

13:30～13:45 学長あいさつ 永井 良三
(自治医科大学 学長）

春山 早苗
（自治医科大学大学院看護学研究科 研究科長）

横山 由美
(自治医科大学大学院看護学研究科 教授）

ー地域ケア実践看護師のコンピテンシーと医師との協働に焦点を当ててー

冨岡 淳子
（南那須地区広域行政事務組合那須南病院）

高原 文香
（高山市国民健康保険 高根診療所）

本田 芳香
（自治医科大学大学院看護学研究科 教授）

Karen Roome
ProfD, MPH, PgC LTHE, FHEA, BA, 
RSCPHN (HV), RN(Adult),RM.

座長 半澤 節子 (自治医科大学大学院看護学研究科 教授）
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７．平成 25~29年度事業評価委員会 

１）平成 25年度 事業評価委員会 

日時：平成 26年 3月 1日(土) 13：00～15：00 

場所：フクラシア東京ステーション G会議室 

＜外部委員＞ 

 
氏名 所属 出席 

1 伊藤 雄二 公益財団法人地域医療振興協会  西吾妻福祉病院 病院長  

2 上野 まり 公益財団法人 日本訪問看護財団 事業部長 ○ 

3 大湾 明美 沖縄県立看護大学看護学部 教授 ○ 

4 角田 直枝 茨城県立中央病院  看護局長 ○ 

5 藤内 美保 公立大学法人 大分県立看護科学大学 教授 ○ 

6 真砂 涼子 群馬パース大学保健科学部看護学科 教授 ○ 

 

＜学内委員＞ 

 
委員名 所属 出席 

1 安田 是和 自治医科大学附属病院 病院長 ○ 

2 朝野 春美 自治医科大学附属病院 副病院長 看護部長  

3 百村 伸一 自治医科大学附属さいたま医療センター センター長 ○ 

4 越智 芳江 自治医科大学附属さいたま医療センター 看護部長  

5 石川 鎮清 自治医科大学医学部地域医療学センター 学内教授 

研究テーマ２ 企画委員 
○ 

6 春山 早苗 自治医科大学大学院看護学研究科 研究科長 

全体研究代表者 テーマ２研究代表者及び企画委員長 
○ 

7 本田 芳香 自治医科大学大学院看護学研究科 教授 

テーマ１研究代表者及び企画委員長 
○ 

8 小原 泉 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ１プログラム開発・推進委員長 
○ 

9 横山 由美 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ１プログラム実施・評価委員長 
○ 

10 村上 礼子 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ２実践看護師教育システム委員長 
○ 

11 塚本 友栄 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ２地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員長 
○ 
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平成 25年度事業評価委員会報告（概要） 

 

（１）委員からの意見 

【教育内容、プログラムについて】 

・全体的に施設での看護活動に関連したプログラムであると読み取れるが、へき地診療所と特定

機能病院の総合診療科で求められる能力は異なる部分があり、受講者の個別性に合わせたプロ

グラムを作る上では、それぞれの施設で求められる能力の共通性と特殊性を整理する必要があ

る。 

・既にある認定制度や研修との違いや特徴をイメージしにくいため、現場で困っていることがど

う改善できるかということを明確にすることが大切である。 

・コアとなるプログラムと個別プログラムを組み合わせ、受講者側が希望に合わせて柔軟に選択

できるようにするとよいと考える。 

・自分が足りない力を補うためのプログラムだけでなく、強化したいところ、つまり「質を上げ

る」という内容があってもよいのではないかと考える。 

【対象者について】 

・経験 10 年程度の看護師を対象として考えているということだが、研修受講のためには職場の

支持を受けてやっていくこととなり、その環境づくりが大切になると考えられる。 

・経験 10 年目くらいになると部下への説明の際にエビデンスが必要となるため、学習意欲が高

まる場合があることから、看護の視点をしっかりと持ちながら医学的な知識を身に着けると強

みになると考えられる。 

・これから地域で活動する人材を育成する内容と既に地域で働いている人の知識や技術を確認す

るための内容は異なり、どちらかに絞ってやる方がよいと考える。 

 

（２）今後の検討課題と方向性 

【教育内容、プログラムについて】 

・本事業は、実践者を対象としているため、教育内容を細分化して、比較的短いスパンのプログ

ラムで構成し、それらのプログラムを受講者が自分のペースで選択し、仕事を続けながら積み

重ねていけるような方法を模索していく。 

・根拠に基づくスキルを身につける必要があると考えている。そのためのプログラムを想定して

いる。 

・研修修了者のフォローアップやチームアプローチについて考えていく。 

・本研修プログラムを受講してどういうスキルアップを図れるのかというイメージが持てるよう

にしていく。 

・医師不在の現場に勤務する看護師を育成するのではなく、ある程度自立しながら医師と協働し、

様々な対象に対して看護活動を行う看護師を育成することを目指す。 

【対象者について】 

・対象者は、おおむね看護実践経験 10 年で医師や看護師に信頼されており、実践力を高めたい

人、課題を感じていてもう少し頑張りたい人を想定していく。 
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２）平成 26年度 事業評価委員会 

日時：平成 27年 3月 7日(金) 12：00～15：00 

場所：フクラシア東京ステーション G会議室 

 

＜外部委員＞ 

 
氏名 所属 出席 

1 伊藤 雄二 公益財団法人地域医療振興協会  西吾妻福祉病院 病院長  

2 上野 まり 公益財団法人 日本訪問看護財団 事業部長 ○ 

3 大湾 明美 沖縄県立看護大学看護学部 教授 ○ 

4 角田 直枝 茨城県立中央病院  看護局長 ○ 

5 藤内 美保 公立大学法人 大分県立看護科学大学 教授 ○ 

6 真砂 涼子 群馬パース大学保健科学部看護学科 教授 ○ 

 

＜学内委員＞ 

 
委員名 所属 出席 

1 安田 是和 自治医科大学附属病院 病院長  

2 朝野 春美 自治医科大学附属病院 副病院長 看護部長 ○ 

3 百村 伸一 自治医科大学附属さいたま医療センター センター長 ○ 

4 越智 芳江 自治医科大学附属さいたま医療センター 看護部長 ○ 

5 石川 鎮清 自治医科大学医学部地域医療学センター 学内教授 

研究テーマ２ 企画委員 
○ 

6 春山 早苗 自治医科大学大学院看護学研究科 研究科長 

全体研究代表者 テーマ２研究代表者及び企画委員長 
○ 

7 本田 芳香 自治医科大学大学院看護学研究科 教授 

テーマ１研究代表者及び企画委員長 
○ 

8 浜端 賢次 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ１プログラム実施・評価委員長 
○ 

9 小原 泉 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ１プログラム開発・推進委員長 
○ 

10 村上 礼子 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ２ 実践看護師教育システム委員長 
○ 

11 塚本 友栄 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ２ 地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員長 
○ 
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平成 26年度事業評価委員会報告（概要） 

 

（１）委員からの意見 

【教育内容、プログラムについて】 

・前年度の調査等に基づいて学習内容を設定して実施し、評価、方法、方向性なども検討され

ていて素晴らしいと思う。 

・各科目に確認テストがあることに意味がある。大変ではあるかもしれないが、点数が上がっ

ていく等、確実に自分の成長を実感でき、達成感が得られるのではないか。 

・他にあるプログラムとの差別化をどう図るか。本研究事業の独自性が十分伝わってこない。

プロモーションを考えるとプログラムの良さが伝わることが必要である。 

・受講者が自分の目標をどこに置き、そのためにどのようなプログラムを履修し、どこを目指

すのかを明確にして取り組めるとよい。 

・今後は病院からも地域に出る時代になり、病院からの訪問看護も増加していくだろう。40代

以上の看護師は基礎教育課程で在宅看護論を学習していない現状がある。実践しながら学ぶ

ことが重要であり、基礎から学ぶというよりは、実践の中で必要に迫られてどうしたらよい

かという時にすぐに学習できるとよい。 

・訪問看護において、生活者主体の関わりや（対象者本人から拒否があっても）家族のニーズ

を把握して関わりを続け入り込んでいくなどの高度な対人援助技術は、今後学ぶべき重要な

内容である。テストレベルでは評価できないプラスアルファの教育が必要である。 

・へき地等の医師が少ない状況で根拠に基づいたケアが実践できる看護職の育成は「自治医大

でないとできないプログラム」となるとよいと考える。 

・特定行為の知識・スキルと共に、看護職としての協働連携、チームケア、コミュニケーショ

ンスキルを併せて育成することで、医療行為と元々の看護が持つ力とが組み合わされて「日

本型地域ケア」となると考える。 

【受講者のサポートについて】 

・学習をいかに継続させるかが大きな課題であろう。双方向のやりとりができるようにした方

がよい。 

・働きながら研修を受講するシステムでは職場のサポートが必要となり、どのようにサポート

していけばよいか、そのモデルが必要になろう。具体的には勤務の配置、業務分担、夜勤状

況などの支援が必要になると思われる。 

・勤務上のサポートは現実には難しい部分もあり、受講者が楽しいと感じ継続できる要素が必

要ではないかと考える。研修修了者が職場で活躍できるようにし、モデルケースとなると、

受講の目的・目標などを定めやすいと思われる。 

・職場のサポートがあり周囲から実力を認められている人が受講すると、モデルとなり得る。

他施設であってもそのような研修修了者と受講者が交流できるとよい。 

・今後、教育プログラムとして実施予定とされている演習や実習が、受講者のサポートの機会

として機能するとよい。 
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（２）今後の検討課題と方向性 

【教育内容・方法、プログラムについて】 

・現在は各科目単独開講ということで考えているが、へき地を含む地域ケアに必要な知識・ス

キルとして科目を組み合わせてコース化し、修了認定していくことも今後の方向性として考

えられる。高齢者看護の科目はへき地を含む地域で働く看護職向けの内容としている。職場

を離れて研修を受講することが困難な状況の中でe-learningという学習方法が効果的である

と考えている。 

・教育プログラムについては、昨年度実施した、へき地を含む地域の看護職を対象とした調査

から明らかになった学習ニーズに基づいて、科目を設定し、教育内容を検討したオリジナル

である。看護師が働きながら学べるプログラムとする。 

・プログラムのアピールという点は重要である。プログラムの趣旨と目指すところをもっと明

確にして周知していかなくてはならない。 

・今回のトライアルは e-learningが中心であったが、全ての科目について演習や実習が入るの

で、次年度はそこを中心に考えていくことになる。 

【受講者のサポートについて】 

・グループインタビューでトライアルを受講した看護師から「こういう e-learningを待ってい

た」という声があり、本教育プログラムは学び直しの機会となり、ニーズはあるという手ご

たえを感じている。 

・双方向のやり取りの必要性を感じてはいたが、今回のトライアルではそこまでの実施に至ら

なかった。受講期間中に WEB上で質問できるとか、対面式の補講のような機会を設ける等に

ついて検討していく。 

・トライアルでは同じ病棟から複数の受講者がいた場合に互いに声を掛け合い励まし合ったり、

看護師長の理解があり愚痴をこぼせたり励ましの言葉を受けて頑張れたという状況があった。

受講者同士が支え合えるという観点からのリクルート方法（同じ施設や部署から複数名リク

ルートする等）も検討していく。 

・トライアルでは、仲間、看護師長、医師など、サポートする存在がいると受講者のモチベー

ションが維持され、逆に周囲の理解が得られないとモチベーションが下がる状況があった。

受講者を支援する職場の体制づくりのための働きかけも必要である。 
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３）平成 27年度 事業評価委員会 

日時：平成 28年 3月 5日(土) 12：00～15：00 

場所：フクラシア東京ステーション G会議室 

＜外部委員＞ 

 
氏名 所属 出席 

1 伊藤 雄二 公益財団法人地域医療振興協会 ○ 

2 上野 まり 公益財団法人 日本訪問看護財団 名取事務所 ○ 

3 大湾 明美 沖縄県立看護大学看護学部 教授 ○ 

4 角田 直枝 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 看護部長  

5 藤内 美保 公立大学法人 大分県立看護科学大学 教授  

6 真砂 涼子 群馬パース大学保健科学部看護学科 教授 ○ 

 

＜学内委員＞ 

 
委員名 所属 出席 

1 佐田 尚宏 自治医科大学附属病院 病院長  

2 朝野 春美 自治医科大学附属病院 副病院長 看護部長  

3 百村 伸一 自治医科大学附属さいたま医療センター センター長  

4 石川 治美 自治医科大学附属さいたま医療センター 看護部長 ○ 

5 石川 鎮清 自治医科大学医学部地域医療学センター 学内教授 

医学教育センター 副センター長 

研究テーマ２ 企画委員 

○ 

6 春山 早苗 自治医科大学大学院看護学研究科 研究科長 

全体研究代表者 テーマ２研究代表者及び企画委員長 
○ 

7 本田 芳香 自治医科大学大学院看護学研究科 教授 

テーマ１研究代表者及び企画委員長 
○ 

8 浜端 賢次 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ１プログラム開発・推進委員長 
○ 

9 横山 由美 自治医科大学大学院看護学研究科 教授 

テーマ１プログラム実施・評価委員長 
○ 

10 川上 勝 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ２実践看護師教育システム委員長 
○ 

11 村上 礼子 自治医科大学看護師特定行為研修センター 研修責任者（教授） 

テーマ２地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員長 
○ 
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平成 27 年度事業評価委員会報告（概要） 

 

（１）委員からの意見 

【教育内容、プログラムについて】 

・e-learningは学習方法として有効であるが、一方向性の教育になってしまうので、コンテン

ツがいかに受講者に伝わっているかが重要である。 

・本プログラムの科目はへき地ならではのニーズを反映しており、このプログラムによりへき

地看護職の質は随分向上すると思う。 

・コンテンツの内容は地域の看護職だけでなく病院で働く看護職にとっても必要な知識である。 

・高齢者看護 1（急性期）の目標に「家族への対応」という項目があるが、救急搬送された時の

家族への対応や家族のアセスメントを含めるなどして、地域志向、在宅志向の視点を入れて

内容を発展させるとよいと思う。目標と内容の整合性についても検討されるとよい。 

・シラバスや Webの画面上に 1単元内のコンテンツごとの視聴所要時間を入れるとよい。受講

者が視聴時間の長短から自分の都合に合わせて選んで学習できる。 

・受講者自身が自己の受講状況や小テストの達成状況がわかると、具体的には全体の何％進ん

だのかが分かり、学習済みのチェックが増えていくとモチベーションが上がると思う。大事

なのは学習意欲をどのように維持していくかと、学習が中断した場合にどのように再開につ

なげるかであると考える。 

・7回という回数や量は受講者のニーズに合っており、継続も可能だったと考えられる。 

・受講者は実践者であるので、繰り返し視聴できるようなシステムがあるとよい。実践の中で

必要になった時に視聴することで、それが本当の学びとなり、体得できることに繋がる。 

・今後高齢者 4の演習を実施していくにあたり、実際の高齢者は複数の疾患を合併している。

複数の情報を統合してアセスメントしていく力が必要である。演習では実際に地域で生活す

る高齢者の現状に即した内容が学べるようにするとよい。 

【学習支援方法について】 

・受講者が学習を継続できるようにどのような支援が必要かということはこれまでも課題とし

て挙げられている。学習内容に関する支援とは別に、受講者のモチベーションを維持継続す

るための支援や、受講者が困った時の支援を教育・支援システムとして考えていけるとよい。

それがあると生涯学習の機会として継続的に学ぶことのモチベーションが保たれると思う。 

・早い時期に受講者同士が顔を合わせる機会ができるとよい。離島の看護職を対象とした研修

を実施する際は、早い時期に集合研修を入れて顔を合わせる機会を作るようにしている。ま

た、離島の看護職との会議では Skypeを活用している。 

 

（２）今後の検討課題と方向性 

【教育内容・方法について】 

・今年度はまったく中断という受講者はいなかった。受講者は自分のペースで受講できている

が、中には課題を提出するまでには至らない人もいる。特に課題レポートの提出はとてもハ

ードルが高いようである。 

・週 1回配信というペースは受講者にとっては早いと感じられるようで、受講が配信のペース

とずれていくと途中から追い立てられるような気持ちになるという意見もあった。 
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・毎週の配信通知は 1か月半で終了するが、受講期間自体は 3か月間を設定している。レポー

トによるディスカッションが入ると難しくなるが、受講とレポート提出であれば 3か月とい

う期間は適当であったと考えている。 

・科目の完遂状況の報告から考えると、受講者に 1回に選択してもらうのは 2科目くらいがよ

く、現在は年 1回の開講であるが、年 2～3回開講すると完遂率も高くなると考えられる。 

・受講期間については、セキュリティや容量の問題等から一定の学習期間を設定するという想

定である。専門職であるので、この機会に学習の大切さを知り、自分で研鑽していかなけれ

ばならないという意識を持ってもらうことが重要である。 

・高齢者 4（演習）では、複合的な状況にある高齢者の看護を展開するということを最終的に

目指している。 

・研究期間終了後の本研究事業の方向性については、継続実施を前提に取り組んでおり、どの

ような形になるかはわからないが研究期間終了後も継続していく予定である。特定行為研修

のオプションプログラムに位置づけるということも考えられる。e-learningに慣れるという

意味もあり、本研究事業の受講後に特定行為研修を希望しているという受講者もいるし、特

定行為研修まではいかないが、看護を学び直したいという受講者もいる。特定行為研修の共

通科目は、看護師にとって必要な内容であり看護師としての力になると実感しているが、量

が多すぎるので、特定行為研修とは別にフィジカルアセスメントなどを別プログラムとして

実施するのも一つの方法と考える。 

・次年度については、地域で働く看護職が何を必要としているのか、どの様な実践をしている

のか、受講者が今回学んだことを実践にどのように生かしているのかという実践内容を調べ

て、より体系的なプログラム作りをしていきたいと考える。 

【受講者のサポートについて】 

・本研究事業ではオリエンテーション参加時の交通費支弁の条件を整えているが、実際の参加 

者は少なく現実的には難しい。まずは「教育者側とのコミュニケーションを密にする」「受講

者にとって満足いくものにする」「ピアサポート」について、今後の経過もふまえて次年度の

課題にしていきたい。 

・今年度は、困難時の対応を考慮して開講の 1か月以上前にオリエンテーションを設定した。

開始前にトラブルへの対応はできていたので、今後は受講者がいかに学習を継続していける

ようにするかに問題がシフトしてきていると考える。英国のオンライン状況を視察してきた

が、高齢者が Skypeを普通に使いこなしている。受講者がまず ICTに慣れることをクリアし

て使いこなせるように支援し、Skype の使用についても今後のオリエンテーションの中で説

明し活用していけるとよいと考える。 

・受講者にとって、相手の顔が見えることで交流が促進される。Web 上のディスカッションで

は顔の見えない相手に意見を言うことに抵抗があるとの意見もあった。どのような形であっ

ても顔の見える関係を作ることを検討していきたい。受講者の自己紹介の動画を流すのも一

つの方法かもしれない。個人情報保護の問題もあると思うが今後検討していきたい。 
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４）平成 28年度 事業評価委員会 

日時：平成 29年 3月 11日(土) 12：00～15：00 

場所：フクラシア東京ステーション G会議室 

＜外部委員＞ 

 氏名 所属 出席 

1 伊藤 雄二 

①公益財団法人地域医療振興協会 西吾妻福祉病院 非常勤勤務 

②公益社団法人地域医療振興協会 総合診療産婦人科養成センター 

センター長 

○ 

2 上野 まり 湘南医療大学 ○ 

3 大湾 明美 沖縄県立看護大学看護学部看護学科老年保健看護 教授 ○ 

4 角田 直枝 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 看護局長 ○ 

5 藤内 美保 
公立大学法人 大分県立看護科学大学 

基礎看護学講座 看護アセスメント学 教授 
○ 

6 真砂 涼子 現在所属なし ○ 

 

＜学内委員＞ 

 委員名 所属 出席 

1 佐田 尚宏 自治医科大学附属病院 病院長  

2 朝野 春美 自治医科大学附属病院 副病院長 看護部長  

3 百村 伸一 自治医科大学附属さいたま医療センター センター長  

4 石川 治美 自治医科大学附属さいたま医療センター 看護部長  

5 石川 鎮清 自治医科大学医学部地域医療学センター 学内教授 

医学教育センター 副センター長 

研究テーマ２ 企画委員 

○ 

6 春山 早苗 自治医科大学大学院看護学研究科 研究科長 

全体研究代表者 テーマ２研究代表者及び企画委員長 
○ 

7 本田 芳香 自治医科大学大学院看護学研究科 がん看護学 教授 

テーマ１研究代表者及び企画委員長 
○ 

8 浜端 賢次 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ１プログラム開発・推進委員長 
○ 

9 横山 由美 自治医科大学大学院看護学研究科 教授 

テーマ１プログラム実施・評価委員長 
○ 

10 川上 勝 自治医科大学大学院看護学研究科 准教授 

テーマ２実践看護師教育システム委員長 
○ 

11 成田 伸 自治医科大学大学院看護学研究科 教授 

テーマ２地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員長 
○ 
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５）平成 28 年度事業評価委員会報告（概要） 

 

（１）委員からの意見 

【教育内容、プログラムについて】 

・看護の実践現場では、患者本人が様々な疾患や問題を複合的に持ち、介護者も高齢かつ認知

症というような困難事例が少なくない。そのような事例への看護についての学習ニーズが受

講者にあるのではないか。 

・複合的な問題をもった困難事例について演習で行うには限界もあると思うが、取り上げてい

く必要があるのではないか。 

・受講者の背景が多様な中で、教育方法やプログラムを受講者のニーズにマッチングさせるこ

とがプログラムを完成させる上で重要である。 

・修了者の修了後の変化や管理者側の修了生に対する評価についても明らかにしてほしい。 

・オレゴン看護教育連合（OCNE）のルーブリックは学部教育における評価の枠組みであるた

め、看護職として熟達している受講者の状況をあてはめると凸凹ができるのではないか。凸

凹のばらつきを見て受講者（実践者）用の評価の枠組みを作成するのも一案だと思う。 

・「高齢者看護 3（認知症）」については、認知症ケア加算 2の施設基準として求められている

研修に該当するようなプログラムになるとよい。看護管理者は受講が加算を取ることにつな

がる研修に優先して送り出す傾向がある。現場にとって、受講者を送り出して良かったと思

えるものでないと、実際には出しにくい。受講のメリットを強く提示することで、受講者が

増えるのではないか。 

・「退院支援・調整と多職種連携」は、地域包括ケアシステムづくりを見据えて住民を巻き込

んでいく必要性を考えると、多職種連携ではなく、協働・連携という表現にした方が良い。 

・病院から地域に向けた退院支援という視点だけでなく、地域包括ケアや島などのへき地の視

点からみると、地域から病院への「入院支援」という切り口もある。地域から医療に繋ぐた

めの「療養支援」という捉え方も含めて検討していけると良いと思う。 

・病院看護師は退院支援において自分がどうあるべきか悩みながら行っている。退院支援だけ

でなく、在宅看護を含む療養支援において、どの場の看護師もその人をどう支えるかという

事で悩んでいる。退院支援を取り上げることによって、病棟看護師だけでなく、訪問看護師

や色々な看護職の役割を学ぶことができる。 

・多職種連携については看護職だけではなく他職種と共に教育していく必要がある。 

・医師は看護職を含め他職種から話を聞く機会が少なく、看護の方が医師から講義等の話を聞

く機会が多いと思う。医師と看護職が協力してお互いの教育の中で連携について学ぶ機会を

取り入れていく必要がある。 

【学習支援方法について】 

・e-learning科目と演習において受講者に課題レポートを課しているが、レポート作成の基

本的な知識について受講者が学習できる機会が必要だと思う。 

・受講者の背景が幅広い中にあって、教員が熱心に対応したからこそ、これだけの受講継続率

を達成できたのではないかと思う。 

・へき地では看護協会等の研修施設までのアクセスの課題もあり、熱意がないと看護職が自ら

学ぶことが難しい環境にあるので、自宅や職場でも学べるこのような機会を今後も継続して

もらいたい。 

・受講の早い段階で、スカイプなどで受講者同士が交流できる機会を、日時を設定するなどし
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て持てるようにすると良い。 

【模擬患者の育成・活用について】 

・模擬患者としてこの事業に参加する住民が地域包括ケアシステム構築のためのまちづくりの

リーダーとなるように養成していけるとよい。模擬患者としての役割終了者が、その後、地

域の中でどのように活動していくかが大切であり、模擬患者経験者の輪やコミュニティがで

きるとよい。 

【受講者のリクルートについて】 

・本事業を継続実施していくためには、どの様な対象にターゲットをあてて募集するのか整理

していくことが重要だと思う。今後の訪問調査の結果からターゲットが整理されると良い。 

 

（２）今後の検討課題と方向性 

【学習支援方法について】 

・「高齢者看護 1（急性期）では、シラバスの備考欄に、課題レポートの作成に役立つ情報と

してレポートの構成や書き方、レイアウト等を提示したところ、レポートの内容や体裁が概

ね整ったものが提出されたことから、このような取り組みは効果的である。 

・受講者がレポートの書き方について事前に学習できるよう、e-learningまたは資料配布等

により、受講者が各科目の学習に取り組むための準備教育を充実させる必要がある。 

・受講者の意欲を維持しつつ、諦めない程度の課題の量とサポートをする。 

・本事業終了後の平成 30年度以降は大学の予算を確保する等して継続実施していく。 

【教育内容・プログラムについて】 

・教育方法やプログラムを受講者の背景やニーズに合ったものにするために、受講前に受講者

の背景や受講への期待も把握しながら、内容の精錬に努めていく。 

・診療報酬における加算の施設基準として求められている研修に該当するようなプログラムに

認定されるためには、時間数や内容について一定の基準を満たすことが必要となるが、診療

報酬との整合性をもたせていくことについても模索していく。 

・今後の課題として、受講者の背景やニーズ、反応から演習の評価を行い、複合的な問題を抱

える対象への看護も視野に入れて、教育内容・方法を模索していく。 

・教育者側の提示した事例だけではなく、受講者が抱えている事例の問題解決につながるよう

な内容についても検討していく。 

・「退院支援・調整と多職種連携」については、地域から見た療養支援という切り口からも内

容を検討していく。 

・本事業の下位目標として、医師との協働モデルの構築を挙げているため、演習においては医

師との協働のあり方が考えられるような内容を検討していく。 

・一歩先を見据えて、地域包括ケアの構築に向けて地域の人たちを巻き込んだ本事業の展開方

法についても模索していく。これについては、模擬患者の活用を含めて、可能な範囲で、本

プログラムにおける地域の人々との共同について検討していく。 

【教育内容の精錬と体系化の検討に関して】 

・オレゴン看護師養成所連合（OCNE）の作成した 10のコンピテンシーとルーブリックについ

ては、本プログラムが受講者のどのようなコンピテンシーに影響を及ぼしたか、あるいは受

講者は各々の実践現場でどのようなコンピテンシーを求められているか等の対象のアセスメ

ントに用いる予定である。その結果に基づき、本プログラムで焦点を当てるコンピテンシー

を定め、教育内容・方法を検討していく。 
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５）平成 29年度 事業評価委員会 

日時：平成 30年 2月 24日(土) 12：00～15：00 

場所：フクラシア東京ステーション G会議室 

＜外部委員＞ 

 氏名 所属 出席 

1 伊藤 雄二 
公益社団法人地域医療振興協会 総合診療産婦人科養成センター 

センター長 
 

2 上野 まり 湘南医療大学看護学科 教授 ○ 

3 大湾 明美 沖縄県立看護大学看護学部看護学科老年保健看護 教授 ○ 

4 角田 直枝 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 看護局長  

5 藤内 美保 
公立大学法人 大分県立看護科学大学 

基礎看護学講座 看護アセスメント学 教授 
○ 

6 真砂 涼子 現在所属なし ○ 

 

＜学内委員＞ 

 委員名 所属 出席 

1 佐田 尚宏 自治医科大学附属病院 病院長  

2 朝野 春美 自治医科大学附属病院 副病院長 看護部長  

3 百村 伸一 自治医科大学附属さいたま医療センター センター長 ○ 

4 石川 治美 自治医科大学附属さいたま医療センター 看護部長 ○ 

5 石川 鎮清 自治医科大学医学部地域医療学センター 学内教授 

医学教育センター 副センター長 

研究テーマ２ 企画委員 

 

6 春山 早苗 自治医科大学大学院看護学研究科 研究科長 

全体研究代表者 テーマ２研究代表者及び企画委員長 
○ 

7 本田 芳香 自治医科大学大学院看護学研究科 がん看護学 教授 

テーマ１研究代表者及び企画委員長 
○ 

8 中村 美鈴 自治医科大学大学院看護学研究科 教授 

テーマ１プログラム開発・推進委員長 
○ 

9 横山 由美 自治医科大学大学院看護学研究科 教授 

テーマ１プログラム実施・評価委員長 
○ 

10 村上 礼子 自治医科大学大学院看護学研究科 教授 

テーマ２実践看護師教育システム委員長 
○ 

11 成田 伸 自治医科大学大学院看護学研究科 教授 

テーマ２地域ケア実践看護師フォローアップシステム委員長 
○ 
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平成 29年度事業評価委員会報告（概要） 

 

（１）委員からの意見 

【目指す修了生像と地域実践看護師のコンピテンシーについて】 

・取り組みについての報告を聞いて、どのような修了者像を描き、修了者にどのような役割を

期待して育成しているのかが分かりにくい。 

・修了者がどのようにへき地などで自分の能力を発揮して、地域の医療を活性化していくのか

についても見据えて考えていく必要がある。受講者の入口も大切だが、出口も大切である。 

・本研究事業で明らかにしたコンピテンシーは、病院で働く看護師にも必要な力であり、教育

的にみても最低限必要な力だと思う。地域との連携が課題と言われている中で、このような

地域を意識した看護教育は必要である。 

・コンピテンシーの「その地域で培われた対象の価値観、関係性を包括的に把握する力」を

「把握しケアする力」にするとよいと思う。 

・コンピテンシーに「地域以外の資源を調達する力」があるが、「身近な人を活用していく」

ことを含めた表現、例えば「地域内外の資源を調整し工夫する力」といった文言がよいので

はないか。 

【受講生の ICTリテラシーの課題について】 

・本研究事業による e-learningの受講者には、最初に LMSである Moodleの仕組みを理解して

もらうことが重要である。 

・ICTリテラシーの低い受講者が、一人で PC操作や e-learningに取り組んでいくには限界が

あるため、受講者が身近な他者をサポーターとして活用できるようにするとよい。所属施設

の情報管理センターのような部署の職員の協力が得られるよう、看護部長等に働きかけてい

くと良い。受講者が操作上の課題をクリアでき、ストレスを感じない学習環境を作ることが

大切である。 

・看護師が自分で操作をうまく進められない時に、本人が誰かにサポートを求めることができ

るか、身近なところにサポーターを見出すことができるかが重要になってくる。それは、看

護職が自己の課題を解決するために必要となる能力の一つでもある。 

【地域実践看護師と医師との協働のあり方について】 

・図「地域実践看護師と医師との協働のあり方」の、中央下部の「当該地域内外のコメディ 

カル・スタッフ」を、「当該地域内外の専門職と地域の人々」とすると、専門職と地域の

人々がともに作り上げるイメージになると思う。 

【地域の特性を踏まえた地域ケアスキルを獲得するための教育プログラムについて】 

・「各地域の特性を踏まえた地域ケアスキルを獲得するための教育プログラムの充実を図る」

との文言があるが、具体的にどのようなことを指すのか、明確にする必要がある。各地域の

特性を踏まえるということは、地域の健康課題を捉えて共有していく必要性を看護職本人が

自ら自覚してできるようになることではないか。そのようなことを学べる学習方法として

は、演習ということになると思う。 

 

（２）今後の検討課題（事業終了後の継続に向けて） 

【本研究が目指す修了生像の明確化について】 

・コンピテンシーについては、いただいたご意見も踏まえて、精錬していく。 

・コンピテンシーとカリキュラム、各科目の整合性を持たせるようにしていく。 
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・受講者がコンピテンシーと所属施設の課題をふまえた自己の課題、科目の目標について繋げ

られるように整理していく必要がある。自己の課題の設定をサポートしていくことも必要で

ある。 

・目指す修了生像は、受講したことを自分の実践力の向上に留めずに、現場に波及効果を起こ

すような人材である。入口（目的）は自分の知識・技術レベルの向上だが、それをきっかけ

に現場の人材育成に繋げて実践している修了者も実際にいる。 

・受講者の門戸は広くし、その中からリーダーシップを発揮できるような人材を育てていく。 

【受講生の ICTリテラシーとネット環境の課題を踏まえた今後の対応について】 

・中堅以上の看護師には ICTリテラシーの低い人が多いと考えられ、受講者がつまずく原因は

ICTリテラシーに関わることが大半である。今後は、受講者が PC操作に慣れているか、ICT

リテラシーの高い協力者が同じ所属施設にいるか等について、把握していく。 

・本研究事業の成果を活かして ICTを活用した研修を行っている看護師特定行為研修センター

では、受講者の所属施設の看護部長に対し、情報管理センターの職員等の協力が得られるよ

う依頼している。地域ケアスキル・トレーニングプログラムでは、そのような働きかけをし

ていないので、今後は実施していきたい。本事業のキーとなる重要な課題であるため、受講

者がストレスをできるだけ感じない学習環境を整えられるよう工夫していく。  

・受講開始前に試行してもらい、その上で受講申込みを決定できるようにしていくとよい。 

・山間地域等のネット環境が悪い受講者には、DVDを送付するなどして動画コンテンツの提供

方法を検討していく必要がある。 

【地域の特性を踏まえた地域ケアスキルを獲得するための教育プログラムについて】 

・どの地域でも、それぞれの地域の特性を踏まえて取り組めるような課題の出し方が必要にな

るため、演習での課題について工夫していく。 

【地域実践看護師と医師との協働のあり方について】 

・インタビュー調査の結果から、へき地診療所等では少数の医療職で対応するからこそ、医師

-看護師間で自らの実践力を他方に説明し役割分担を調整することや、自らが把握している

情報や考えを共有するためのコミュニケ-ションが重要になると考えられた。また、対象は

もちろんのこと、家族や周囲の人々の苦痛も減らし、対象・家族・周囲の人々が受け入れら

れる方法で療養生活を送ることができるようにする、ということも重視していた。専門職マ

ンパワーが十分ではない状況において、医師-看護師が双方を補い合ったり、不足している

コメディカルの役割を担い合ったりすることが必要となる。特に、看護師は医師が不在で対

象を待たせてしまう場合や緊急時には、医師等の役割を補ったり、医師と対象との橋渡し的

役割を担ったりしていた。このような活動の基盤には医師-看護師相互の信頼と相手を認め

合うことが必要であり、このような協働活動をしていく中で医師・看護師の医療者としての

育ち合い・高め合いがなされていると考えられた。これが現時点でのわが国の地域実践看護

師と医師との協働のあり方と考えている。 

【本研究事業終了後の今後の方向性について】 

・次年度からは「地域ケア実践開発事業」という本学看護学部の新規事業として、3年間の期

限付きで大学の予算を確保した。今後の検討課題も踏まえて実施していく。 
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８．地域ケア実践看護師のコンピテンシー  

テーマ１研究代表者 本田 芳香 

１）地域ケア実践看護師のコンピテンシーに関する調査   

（１）目的 

地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開発により、現在、へき地を含む地域医療に従事し

ている看護師の中から、複雑で高度な臨床判断能力と侵襲性の高い高度な医療技術をもち、キュア

とケアを統合できる地域ケアのリーダーとなり得る看護師を育成するために必要な看護実践能力を

明らかにする。 

（２）調査方法 

①調査対象 

へき地診療所、へき地医療拠点病院、地域中核病院に所属し本研究事業で開発した地域ケアスキ

ル・トレーニングプログラムを 2015年、2016年に受講した者及びその管理者。 

地域ケアスキル・トレーニングプログラムとは、高齢者看護１（急性期）、高齢者看護２（終末期）、

高齢者看護３（認知症）、高齢者看護４（退院支援・調整と多職種連携）を指す。 

②調査期間 

2016年10月～2017年 6月まで 

③操作的定義 

地域実践看護師のコンピテンシー 

地域で実践する看護師が臨床経験や新たな学習によって獲得された知識、技術、価値観を、ある

特定の状況や文脈の中で統合し、より質の高い看護活動をするために必要な特質とする 1）～3）。 

④データ収集方法 

北海道から沖縄県に及ぶ地域ケアスキル・トレーニングプログラムの受講者の所属施設であるへ

き地診療所、へき地医療拠点病院、地域中核病院の14施設を訪問し、受講者及びその管理者を対象

にインタビュー調査を実施した。インタビューは、インタビューガイドを作成し、半構成的面接法

にて1人1回、90分以内に実施した。 

⑤データ収集項目 

（a）受講者へのインタビュー項目 

ⅰ.受講動機 ⅱ.受講した講義内容で役立ったと思えるような事例 ⅲ.日常業務の中で遭遇する

事例でかつ困難が生じやすい事例 ⅳ.医師との連携又は役割分担の必要性や課題を強く感じる事

例 ⅴ.地域特性が影響を及ぼしていると強く感じる事例 

（b）管理者へのインタビュー項目 

ⅰ.受講させようと考えた動機、受講者の選定の考え方 ⅱ.獲得を期待した能力、受講者やその他

の看護師の変化 ⅲ.日常業務の中で遭遇する事例でかつ困難が生じやすい事例 ⅳ.医師との連携

又は役割分担の必要性や課題を強く感じる事例 ⅴ.地域特性が影響を及ぼしていると強く感じる

事例 

⑥分析方法 

受講者及び管理者のインタビューの各逐語録から、地域実践看護師のコンピテンシーに関連する

共通する文脈を抽出し意味を損なわないように要約し、OCNE(Oregon Consortium for Nursing 

Education)の10コンピテンシーを参考にコードを作成し個別分析を行った 4）～5）。 

個別分析終了後、コード間で共通する内容を、順次抽象度をあげサブカテゴリー、カテゴリーと

した。カテゴリーとして作成した内容を看護実践能力として命名した。 

⑦倫理的配慮 

 本調査は、当該責任者に、調査の趣旨、方法、倫理的配慮についての文書を送付し承認を得た。

その後対象候補者（受講者または管理者）に調査目的や方法、調査への自由参加、協力拒否等につ

いて文書を送付した。文書到着時期を見計らい電話で説明した。同意を得た方は、面接当日に同意

書への署名を得た。本学の研究倫理に関する規定に従い手続きをとった（平成28年 10月11日付、
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臨大16-063）。 

（３） 調査結果 

①対象者の概要 

対象者総数は 47 名（受講者 27 名、管理者 20 名）であった。所属施設周辺地域の特徴（複数回

答）では、島しょ12名、過疎 7名、山村7名、豪雪2名、その他7名であった。地域ケアスキル・

トレーニングプログラム受講科目数（延べ）は、1科目14名、2科目7名、3科目2名、4科目4名

であった。次に地域ケアスキル・トレーニングプログラム修了者状況は、修了者21名（78％）、未

修了者10名（37％）であった。 

②看護実践能力の結果 

以下看護実践能力として５つのカテゴリーが抽出された。 

 

ICT等による新たな学習方法を通して学習スタイルを拡大し継続する力 

コード総数は96 サブカテゴリーは 5つが抽出された。このカテゴリーは、ICT等による学習方

法を通して、自己の看護実践を批判的に評価する機会とし、利用可能な最善のエビデンスをケアに

活かす力である。同時に他の受講者とのインタラクティブなやりとりを可視化し、新たな学びの場

を創ったり、学習スタイルを拡大し継続したりする力である。 

サブカテゴリー コード（一部） 

ICT 等により学ぶ方法の機会を活かして、新たに
学びはじめるきっかけをつくる 

ICTを使った学びの機会を、上司の勧めや支援により始

めることができた。 

看護実践者としての行動の意味を内省する 実践経験の立ち返り、振り返りを通して考える視点は間

違っていなかった。 

看護実践を批判的に評価し疑問をもつ 実践している中で疑問をもつことが重要であることが

わかった。 

利用可能な最善のエビデンスを用いてケアに活
かす 

受講後、学習内容を整理し、同施設の人に伝えたり、書

籍やガイドラインを根拠にすることの必要性がわかっ

た 

ICT 等により学ぶ方法の機会を活かして、地域の
看護師とのネットワークをつくる 

受講をきっかけに、他の離島看護師同士で、疑問に思う

ことの話ができるようになった。 

 

地域で培われた対象者の価値観・関係性を包括的に把握する力 

コード総数は 152、サブカテゴリーは４つが抽出された。このカテゴリーは、看護師自身がその

地域で暮らす住民の一人として、同時に専門職として、対象者とその家族との距離感や関係性を考

慮しながら、対象者の価値観・関係性を包括的に把握し生活に密着したケアを行う力である。 

サブカテゴリー コード（一部） 

地域で培われた対象者とその家族の価値観を受け
入れる 

認知症患者が複雑で孤独になっているので、家族に補聴

器の購入を頼んだが購入してくれなかった。 

看護師自身がその地域で暮らす住民の一人とし
て、対象者とその家族との距離感や関係性の持ち
方を考慮する 

家族との関係性は、病気になってもケアするのは難し

い。それ以上踏み込んではいけない曖昧さがある。自分

が思っていた家族関係ではなかったことに気づくこと

がある。 

地域で暮らす対象者が持つの関係性を踏まえて生
活に密着したケアを行う 

その地域で暮らす対象者に対して、いつも手にとるよう

にわかるので、何とかしてあげたいという思いがある。

生活の中からみえる、生活に密着したケアを行う。 

地域住民が自らの健康管理を適切に行えるよう支
援する 

地域住民として、生活に価値をおき病気に重きをおかな

いことから、その人の生活習慣に入りにくい。また病気

のサインとして異常が見えにくい。 
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地域内外の資源を調整し、工夫する力 

コード総数は61、サブカテゴリーは３つが抽出された。このカテゴリーは、地域資源の特徴を活

かし、資源利用の方法を調整し、対象者を最適な健康状態へと導く力である。さらに対象者のヘル

スケアニーズに適した資源管理方法を改善する力である。 

サブカテゴリー コード（一部） 

地域内の資源の特徴を活かし、対象者を最適な健
康状態へと導く 

地域内の資源は十分に知っており、ケースで対応するた

め、ヘルパー、近隣住民、民生委員等に連絡し調整をす

る。退院調整に際して、タイムリーに連携し、ネットワ

ークする難しさを実感する。 

地域外の資源の特徴を踏まえ、対象者のヘルスケ
アニーズに適した資源利用の方法を調整し、工夫
する 

地域外（本土）へ救急搬送する際には、地域外との広域

の調整が必要となる。対象者には本土の専門病院のどこ

の病院が良いのか、ただ行ったきりにならないよう、先

を見込んだ調整が必要であり、そのための資源を普段か

らもちえておくことが大切である。 

地域内外の資源へのアクセスの課題を認識して、
調整し、工夫する 

地域の状況から、対象者の通院手段が困難で、病状悪化

の発見が遅れてしまうことがある。必要時、診療所を受

診できるよう支援が必要である。 

 

対象者が地域で暮らし続けるためのヘルスケアチームづくりおよびチームを育成する力 

コード総数は 121、サブカテゴリーは 5つが抽出された。このカテゴリーは、地域の特性を踏ま

え、ヘルスケアチームの一員として、またリーダーとして自己研鑽すると同時に個々のメンバーの

能力を活かしながら対象者のヘルスケアニーズに適したネットワークをつくりケアを展開していく

力である。 

サブカテゴリー コード（一部） 

日頃から関係者との距離が近いという地域の強
みを活かして、ヘルスケアチームの一員として積
極的にチームとの関係性をつくる 

何か課題が生じた時には、改めて会議などを開かなくて

も、多職種に声をかけると「スッと」集まってくれるこ

とは強みである。 

ヘルスケアチームの一員として、他のチーム員に
建設的なフィードバックをする 

実践に活かすための研修をする機会を提供したり、チー

ムメンバーに対して、タイムリーにフィードバックする

ようにしている。 

ヘルスケアチームのリーダーとして、個々のメン
バーの能力を活かすために働きかける 

チームメンバーの様々な立場の人達に適した場を提供

しコーチの役割を担うようにする。 

ヘルスケアチームのリーダーとして、自身の実践
力を磨くための方法を見出し、自己研鑽する 

療養の場の移行に関する意思決定支援について、リーダ

ーとして多職種の調整をし、良い成果が得られるよう努

力している。 

対象者の個別ニーズに必要なネットワークをつ
くりケアを展開する 

対処困難な臨床場面について、継続ケアを提供するた

め、地域資源のネットワークをつくる。 
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医師との協働により隙間のない医療体制を創り上げる力 

コード総数は79、サブカテゴリーは２つが抽出された。このカテゴリーは、医師の診断に関わる

臨床理解や根拠についての解釈を適切に報告し積み重ねることによる臨床推論力である。また地域

の特性より医師が不在の課題などに対して的確に判断する力である。 

サブカテゴリー コード（一部） 

医師の診断に役立つ正確で的確な報告をする 治療に必要なアセスメントをした上で、医師の 

診断に役立つようSBARで報告する。 

地域の医療体制を踏まえて、対象者を他の医療機
関につなぐために必要な判断や的確な対応をす
る 

医師不在の際、本土への救急搬送時、フェリーの時間、

本土の診療時間内に連絡しないと受け入れてくれない

時もある。また入院経過が診療所にフィードバックされ

ない時がある。 

 

２） 地域ケアスキル・トレーニングプログラムへの示唆 

本研究の結果より、地域ケア実践看護師のコンピテンシーは、地域ケアのリーダーとなり得る看

護師を育成するためのコアとなる看護実践能力として、ヘルスプロモーション、急性期、慢性期の

管理、終末期に至る幅広いヘルスケアニーズをもつ個人、家族、ヘルスケアシステムに働きかける

ための統合された能力として示された。これらは地域ケア実践看護師のリーダーとしての質保証に

資するため、身につけておくべきコアとなる看護実践能力であると考える。 

また、本調査の結果から、本研究事業により開発した地域ケアスキル・トレーニングプログラム

は、5 つの看護実践能力により構成される地域ケア実践看護師のコンピテンシーの理解及び行動の

意識化につながっていた。今後は、さらに地域ケア実践看護師のコンピテンシーの理解及び行動の

意識化、そして行動化につながるよう、受講によるコンピテンシーの各レベルへの影響を評価する

等して、地域ケアスキル・トレーニングプログラムを精錬していく必要がある。これにより、地域

医療の中で機能できる卓越した地域実践看護師を育成できると考えられる。 
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９．地域ケア実践看護師と医師との協働のあり方  

テーマ２研究代表者 春山 早苗 

１）地域ケア実践看護師と医師との協働に関する調査   

（１）目的 

地域ケアスキル・トレーニングプログラムを受講した看護師と医師との協働の実態を明らかにす

ることにより、地域ケア実践看護師と医師との協働のあり方を検討する。 

（２）調査方法 

①調査対象 

へき地診療所、へき地医療拠点病院、地域医療支援病院に所属し本研究事業で開発した地域ケア

スキル・トレーニングプログラムを 2015 年、2016 年に受講した者及びその管理者（医師の場合も

あり）。 

②調査期間 

2016年10月～2017年 6月 

③データ収集項目 

医師との連携又は役割分担の必要性や課題を強く感じる事例について、事例の概要（性別、年齢、

現病歴の概要等）、医師との連携又は役割分担の必要性を強く感じる点及びそれにかかわる課題、そ

のような事例に対応していくために必要と考えられること 

④データ収集方法 

調査対象が所属する施設を訪問し、インタビューガイドを用いて半構成的面接を1人1回、90分

を限度に実施した。 

⑤分析方法 

受講者及び管理者のインタビューの逐語録から、看護師と医師との協働に関わる文脈を抽出し、

看護師と医師との協働に関する要素を検討した。それらを事業評価委員の意見及び看護師と医師と

の協働または多職種連携・協働に関する文献も参考にして精錬し構造化した。 

⑥倫理的配慮 

 調査対象者に対し、調査の趣旨、調査方法、調査協力への自由意思の保証、同意後の撤回の自由、

その他の倫理的配慮について文書により説明し、文書により同意を得た。なお、本調査は本学臨床

研究等倫理審査委員会において、承認がなくても実施可能との判定を受けた（平成28年10月11日

付、臨大16-063）。 

（３） 調査結果 

①対象者の概要 

調査対象者は、へき地診療所 3か所、へき地医療拠点病院 3か所、地域医療支援病院 3か所に所

属する地域ケアスキル・トレーニングプログラムの受講者 14 人及び受講者の所属施設の管理者 11

人であった。 

②看護師と医師との協働に関する要素 

看護師と医師との協働に関する要素について、インタビュー内容から抽出した看護師と医師との

協働に関わる部分を例示しながら以下に述べる。 

 

【当該地域の人々の家族状況・生活状況、価値観等の共有】 

 看護師は医師との協働において、看護師が対象の家族状況や生活状況、価値観等を把握して医師

と共有し、家族に働きかけたり調整したりしているとともに、その必要性を認識していた。 
“患者さんのバックグラウンドを見ながら、退院調整とか治療期間とか、部屋代とか、そういうところを看護師が気

付かないと医師にはちょっと気付けてもらえなかったりする” 

“そばにいる家族が協力するのが当たり前みたいな感覚ではいけない。”  

“80歳を過ぎても、認知症でも、先生方（医師）はインスリン導入と簡単に言うけど‥、認知症の両親がいるにもか

かわらず家族が無関心で一緒に暮らしていなくて、ここで家族関係というか、そういうのを利用して離れている長男

に土日だけインスリンをみてほしいと依頼して来てもらって‥” 
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“私（看護師）と先生（医師）が訪問診療に行った時、（のぞいたことのない嫁が）たまたまのぞいてくださったんで

すよ。（嫁が吸引を全然していないことは知っていたが）先生も来ているし、どうですかと声をかけたら、のぞいて話

したというのが初めてで。お嫁さんの本音としては、お義母さんが頼ってくれないと。だから（吸引等していない）

と。本人は、こんな状態で大変なので、嫁だったら何も言わなくてもやってくれるのが当然というふうにおっしゃっ

たんですよ。両方わからなくはないけれど、（本人に）一人では本当につぶれちゃうんだから、頼むところは頼むって

言っていくといいんだけどと話して、先生も少し話してくださって。” 

“例えば（家に帰ったら食事は 2回しか食べない患者に医師は）毎食 3回のお薬を出しますよね。看護師が患者さん

の生活の背景をきちんと把握していれば、先生（医師）に「2回しか食べないから、（3回）飲めませんよ」”と言える。

だからこそ看護師にはこの人（患者）がどんな生活をしているか、家族がどんな協力をしているか、きちんと把握し

てほしいなとは思っています。 

“（本人が）旦那さんが（島に）残されることを心配されていて、家事からいろんな支払いとか全部奥さん（本人）が

やっていたんですよ。本当は島にいたいというのがあったんですけど、お子さんもいらっしゃらなくて。（中略）たぶ

ん周りがサポートしたら、私たち（看護師、医師）からしたら看られたかなとも思うんですけど、ただ介護能力の面

とかできつかったのかな。（中略）行事ごともすごく大事にある島でもあるので、行事をしながら旦那さんが（本人が

入院している本土の病院へ）行ってという感じで。” 

“後々振り返ってみると、僕（医師）がこうしてほしいという理想を、無理にではないですけど、（本人に）少し押し

つけていたような感じはちょっとしたんですよね” 

“一人暮らしの患者で、高齢者は頑固な面もありまして、私たち（看護師）が食事指導をしても聞き入れてもらえず

‥。本人にとって好きなようにさせてあげるのも仕方がないかと。先生（医師）とも相談して。” 

  

【地域の健康課題の共有】 

看護師は所属施設の患者の特徴から地域の健康課題を意識化し、医師に限らず関係者との共有の

必要性を認識していた。 
“地域の特性というところがあるかどうかわからないですけど、変形性膝関節症とか股関節という患者さんがすごく

多くて‥老老介護のお宅も多いし、お母さんと息子の二人暮らしとか独居の方もいらっしゃって‥おうちの方たちが、

ちょっと難しいですとギブアップになっちゃう。（中略）ADLが落ちてしまった場合‥早めに調整はして、ソーシャル

ワーカーの方とかリハビリの方とか連携会議みたいなのを開きながら、なるべくタイムリーに帰れるようにはしてい

るんですけど、難しい事例もどうしても出てきてしまいます。” 

“お金がない、年金が 3万円くらいで生活している人たちに、交通費も上がってとか、それで訪問看護を増やそうと

すると、お金がないからいいという人も現実に見えるものですから。地域の特性として、‥やっぱりそういうニーズ

にしっかり応えていく自治体であってほしいなと。” 

 

【双方の情報や考えも含めて共有するためのコミュニケーション】 

看護師は医師とのコミュニケーション状況が患者へも影響することを認識し、医師の考えを慮っ

たり受け止めたりしながら、医師、看護師がお互いの情報や考えを共有するためのコミュニケーシ

ョンや看護の立場から医師に意見を伝えることが重要であると考えていた。 

また、そのためには看護師が勘や感覚ではなく、根拠を示して医師に伝える必要があり、アセス

メント力や臨床判断力を高める必要性を認識していた。 
“1年で代わる先生（医師）も何人かいて‥コミュニケーションがとれなくなってしまうスタッフ（看護師）がいるら

しく、この先生とは取れるけど、こっちの先生とは取れなくて、本来聞かなきゃいけないことが聞けていないことが

あるみたい。どうもそれが年齢が上がる方が‥。年代を追ってのコミュニケーションの取り方というのが、違った勉

強というか、何かあるのかなと思い始めているんです。” 

“自分（看護師）の中ではこういった考えがある。でも医師は違う考えがある。それがすごくぶつかっちゃうのが分

かるから言わない（ようだ）。” 

 “（看護師が）「これはちょっと違うと思うんですけど」と（医師に）言えるんだったらいいんですけど、どうも言え

ない人がちらほらいる。（中略）最終的に患者さんからのクレームとして返ってきて、どうしてこうなったんだろうと

見ると、最初はそこ（看護師と医師とのコミュニケーション不足）だったみたいなのがある。” 

 “先生（医師）は超速効型みたいなもの（インスリン）を出したいんですけど、（看護師が）それじゃ（患者や家族

が）できないからと言って、持効型にしてよと、そういう先生との調整から始めたり。” 

“すごく不穏が強い方に強いお薬を先生（医師）が処方したりすると、昼間はすごく傾眠が強くなってしまうという

状況を報告して、結構やりとりしていると思うんですけど、それも勘とかじゃなく、知識として持っているといいで

すね。” 

“心掛けていることは（患者が）毎回来る度に会って話をちょっとする、話を聞くというかたちにしておいて。その
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人がどういう人なのかというのがわからないと、（例えば）ろれつが回らないといって、いつもこんな喋りをしている

人なのかどうかがわからないので（判断できない）。その辺で役割を決めて回しているんです。あれ？と思った時は早

めに先生（医師）にいつもと違うようなんですと言って先に診てもらう。” 

“多職種会議では、看護の立場で意見を言えるのは自分しかいない。（地域ケアスキル・トレーニングプログラムの受

講により）学んだことから、より自信をもって看護職としての意見を伝えられるようになった。” 

“ペインコントロールの薬の知識があまり自分（看護師）にもないので‥そこら辺は先生（医師）がやってくださる

んですけど。看護師としてもアセスメントして、先生にちゃんと症状が伝えられたのかなというところがちょっと。” 

“医師の不在時に急変した事例。日頃の受診が当診療所ではない。島外の家族への説明も私（看護師）が行い、本土

の病院への連絡も船の手配も救急車の手配も全て行わなくてはいけなかった。（中略）急性期看護を学んでいたので、

病状のアセスメントを意識して報告することはできたと思う。” 

“以前なら私（看護師）自身が不安になり、やみくもに医師に連絡して報告も的確にできず、医師も判断に困る結果

となり緊急搬送していたと思う。（地域ケアスキル・トレーニングプログラムの）高齢者看護１（急性期看護）を受講

していたおかげで、患者のアセスメントを意識して（医師への）報告ができ、かなり冷静な対応ができたと感じた。” 

“全部証拠を並べてじゃないけど、先生（医師）を説得できるだけの材料を自分（看護師）の中でもちゃんと持てる

というか、そこまでがないと先生には言えないですね。ただ何となく、こんな感じなんですけどというのは先生には

伝わらない。” 

 

【自らの実践力を相手に明示した上での役割分担の調整】 

 より良い医療の提供のために、看護師、医師ともに自身の専門性や修得した実践力を他方に明示

し、それをお互いに尊重して役割分担を調整する必要性を認識していた。 
“先生（医師）もその専門じゃないわけじゃないですか。（中略）先生がもうちょっと基本の痛みのコントロールをし

てくれればいいんですけど‥（中略）先生が受入れてくれるかどうかというのがすごく問題で。○○さん（看護師）

はがんのことをすごく勉強してきたので、もっともっとこういう風に‥という思いがあると思うんですけど、そこが

うまくいかなくて。（医師が）聞いてくれる感じであれば連携してとか提案させてもらって、‥” 

“看護師が今、関心を持っていることや勉強していることを（医師に）話してくれると、それをサポートしたり、ま

たそのことについて（看護師に）お願いしたり、一緒に（治療やケアについて） 検討したりしやすい。” 

 

【治療・ケア方針の共有に基づく実践】 

 看護師は医師を含めた他職種との協働において、カンファレンスやカルテの記録等をとおして治

療・ケア方針を共有しながら実践しており、それがいざという時や次の同様な対象に役立つことを

認識していた。 
“（家族とノートで）情報交換をきちんとしながら。家族の思いとか。夕べはこうだったとかいろんなことを（ノート

に）書いてくださって、それを両者（家族と医療者）がきちんと確認し、患者さんに寄り添う形で看護を進め、先生

（医師）も病状が一つ変われば、今はこういう段階ですからみんなで静かに見守りましょうとか。” 

“月に 1回はカンファレンスといって、看護師、医師、事務員でやるんです。まず症例検討、問題と思っている症例

はないかをやって、‥。（中略）そこで先生方（医師）の動きとか、自分自身が問題を抱えていることとかでも、相談

してもらって‥。” 

“先生（医師）がカルテに、何かあったらとにかく書いておいてというかたちです。（看護師に）電話とかあったら、

話したのを簡潔に書いてと。先生も治療の方針とかをカルテに書かれているので、その日に来た人で気になった人は

カルテをめくって、先生はこう言っていたんだ、こういう治療方針なんだ、次はこうしたいと思っているんだという

のが（わかる）。” 

“最後にみんなで振り返りをしたんです、（ターミナルのケースに関わった）関係者で。それはすごくよかったなと思

って。もしまた次こういう方がいらっしゃったら、これを活かしていけるんじゃないかなと思っています。” 

“（看護師は）患者に対する経過の認識を医師と共有できていたうえ、直前の受診もあり、医師の見解を聞いていたこ

ともあり、電話のやり取りだけでも適切な判断ができた。” 

 

【双方の役割をサポートし合う・補い合う】 

看護師が患者の背景や生活状況を把握しやすいことを活かして医師と役割分担をしたり、医師が

不在であったり、手が離せない場合は看護師が医師の役割を補ったりする必要性を看護師は認識し

ており、医師も期待していた。また、緊急時には医師の理解を得て、看護師が医師の指示を待たず

に先回りして対応することも時に必要であると考えていた。 
 “医師は治療が目的なので、患者さんのバックグラウンドを見ながら、退院調整とか治療期間とか、部屋代とか、そ
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ういうところを看護師が気付かないと医師にはちょっと気付けてもらえなかったりする。そういうところで役割分担

が必要‥、役割を分けることによって病院として医療が提供できるのかなと” 

“絶対的に医師の数が少ないんです。（中略）看護師がどちらかというと何でも屋みたいな、何でも調整役みたいな。

看護業務だけやるんですということは、うちの病院では言えない感じです。” 

“ちょっとおかしいという時に早めに採血をしていれば、もしかしたらそこまでの状態には至らなかったのかな、な

んて思うんですが、その辺も医師の考えもありますので、ここら辺でもう限界というところで「先生（医師）、実は」

とお伺いを立てたりみたいなところもある。スタッフ（看護師）も一生懸命、（医師に）情報提供をして言ってくれて

いるんですけど、なかなか先回りして先生に動いてもらえないケースが‥これは家族も本人もかわいそうだったかな

と、自分（看護師）的には反省している。” 

“（医師）認知症のスクリーニングなんかは（看護師に）やってもらって、報告してもらいたい。栄養指導や服薬指導

は、限られた時間なので僕が（医師）さらりと言って、（看護師に）詳しくと、期待もしているし、お願いもしている。

時間がある時は全部やってやろうと思ってはいるんですけど。” 

 

【橋渡し的役割】 

 看護師は、医師と患者・家族の、あるいは医師と他職種の橋渡し的役割を担う必要性を認識して

いた。 
“ターミナルの方も「おうちに帰りたい」と言うんだけれども、先生（医師）が「帰せないよ」と言う。そういうと

きに、訪問看護や訪問診療を使って、と看護師から発信できれば、医師も安心するのかなと思うんですけど。（中略）

これでおうちに帰れますと。ソーシャルワーカーもいるんですけど、一番身近にいるのは看護師なので、患者さんの

状況やご家族の気持ちが一番分かるというところで、医師に言っていければいいのかなと。” 

“ケアマネさんも自分が受け持っている患者さんで問題があると、（看護師に）相談に来るんですよ。来てくれるんで

すよ。そうすると、私から先生（医師）につなげますね。そうすると先生が受診してもらって状況を聞こうと、‥そ

うすると訪問看護を入れようみたいな流れで、割とスムースに連携（する）‥” 

“家族の気持ちが揺れたときに、看護師が医師と患者さんの間に入って、先生（医師）に上手に伝えていくメッセン

ジャーになって‥本意のところをちゃんとわかってもらえるように伝えるというのが、現場のみんなはきっとそこの

技術を習得して、日々やっているんだなと思った。” 

 

【相互の信頼】 

看護師は、医師との協働のためにはその基盤に医師との信頼関係が構築されている必要性を認識

していた。 
“（看護師と医師との）役割分担というのは、うちは難しいかな。一緒に協力して何とかというのは、ちょっとないか

な。（中略）（医師は看護師に）気を遣ってやってくれるというんじゃなくて任せないんですね。だから、（看護師への

医師の）信頼はないかなと思ったりして、‥。” 

“（急変時の対応について）先生（医師）の指示どおりにあまりしていなかったんですけど、それが大切であるんだと

（実感する経験をした）。（医師を）信頼していなかったわけじゃないんですけど、今まで私（看護師）が病棟で学ん

できたのは違ったので。みんな（看護師）が（私と同じように）そう思っていたので、（医師が指示した）急変時の対

応（の必要性）を話して、「そうなんですね」と共通理解してくれた。” 

 

【相手を認め合う】 

看護師は、医師との協働のためにはその基盤に医師と看護師がお互いを認め合ったり、考えを受

け止め合ったりする必要性を認識していた。 
“（医師が）生活をよく見ている看護師だからこそそれがわかるんだねと言って、お互いにやっていけるのが一番理想

でしょうけど、その辺も問題があるというところでしょうか。タイミングを見て押したり引いたりじゃないですけど、

先生（医師）の考えもあるでしょうから、それを受け止めた上でということにはなると思うんですけど。” 

 

【対象はもちろんのこと、家族や周囲の人々の苦痛を最小限にする】 

 看護師は、対象はもちろんのこと、家族やその周囲の人々の苦痛や負担を最小限にすることを重

視していた。 
“息子さんはあまり両親に興味がない感じで‥おうちでは絶対に奥様は見られないということで‥先生がもうちょっ

と基本の痛みのコントロールをしてくれればいいんですけど、痛みが結構あるし動けない状況なんです。（看護師は）

何とか少しの間でも痛みから解放されておうちに帰れる時間をつくってあげたらいいんじゃないかと色々考えるわけ

ですけど、なかなかそれがかなわない。” 
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“本人とご家族のためにも適切な場所に帰って、その人と家族があまり困らない、負担が少なく暮らしていけるとい

う、その生活が根底にはあると思っています。「病院の治療が終わりだよ」と先生（医師）が言った後のことは、いつ

も考えていたいなと思ってやっています。” 

 

【対象、家族、周囲の人々が受入れられる方法で療養生活を送ることができる】 

 看護師は対象、家族、周囲の人々が受入れられる方法を模索し、対象が療養生活を送ることがで

きることを目指し実践していた。 
“80歳を過ぎても、独居でも、認知症でも、先生方（医師）はインスリン導入と簡単に言うけど、大変だよなという

ケースがたくさんある。（中略）実際は全然できていない状況だった。そばにいる家族が協力するのが当たり前みたい

な感覚ではいけない。私たち（看護師）が家族と面接をして必要性を話して、やっと説得して、じゃあというような

感じになることが結構多い。” 

“80歳を過ぎた高齢者へのインスリン導入が無理というのではなくて、どうやったら調整できるかを最近は考えてい

ます。根気よく配偶者に指導したり、デイサービスを利用している場合はそこでやってもらう。デイサービスに行か

ない日はヘルパーさんに手技だけみてもらうとか‥” 

 

２）地域ケア実践看護師と医師との協働のあり方 

本調査結果に基づき検討した地域ケア実践看護師と医師との協働のあり方を図に示す。地域ケア

実践看護師と医師との協働の必要条件は、【当該地域の人々の家族状況・生活状況、価値観等の共有】

【地域の健康課題の共有】【双方の情報や考えも含めて共有するためのコミュニケーション】【自ら

の実践力を相手に明示した上での役割分担の調整】であり、これらには地域ケア実践看護師のコン

ピテンシーが関連していると考えられた。地域ケア実践看護師と医師との協働においては、【治療・

ケア方針の共有に基づく実践】が重要であり、また、専門職マンパワーが十分ではない状況におい

て、特に、医師が不在であったり、手が離せなかったりと対象を待たせてしまう場合や緊急時には

【双方の役割をサポートし合う・補い合う】ことが必要となる。さらに、看護師は、医師と対象で

ある患者・家族の、あるいは協働する当該地域内外の専門職や地域の人々との【橋渡し的役割】を

担う。協働活動の基盤となるのは医師-看護師【相互の信頼】と【相手を認め合う】ことである。こ

のような協働活動をしていく中で医師・看護師の医療者としての育ち合い・高め合いがなされ、ひ

いては【対象はもちろんのこと、家族や周囲の人々の苦痛を最小限にする】ことや【対象・家族・

周囲の人々が受け入れられる方法で療養生活を送ることができるようにする】ことを目指している

と考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 地域ケア実践看護師と医師との協働のあり方  
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へき地診療所における看護師の診療の補助行為の実施状況 

―12 項目の特定行為（案）に着目して－ 

Implementation status of medical-examination auxiliary acts by nurses in the rural and 

remote medical facilities 

－Focus on 12 kinds of medical specific act－ 
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要旨 

へき地診療所において，看護師が医師の指示のもと実施した経験のある診療の補助行為に着目し，

どのような行為が実際に行われているのかを明らかにすることを目的に，診療の補助における特定

行為（案）一覧から 12の診療の補助行為を抽出し，その経験の有無，プロトコールの有無，必要性

等を 833のへき地診療所の看護職を対象に質問紙調査票にて調査した．本調査より，抽出した 12の

診療の補助行為すべてが実施されている実態が明らかとなった．プロトコールについては整備され

ていない状況が明らかとなった．今後は，プロトコールの整備とへき地診療所で求められている緊

急時および在宅療養を支えるうえでの必要な診療の補助行為および判断力をつけられる教育システ

ムの構築が求められる． 

 

Ⅰ．はじめに 

「へき地」とは，交通条件および自然的，経

済的，社会的条件に恵まれない山間地，離島そ

の他の地域のうち，医療の確保が困難であって，

「無医地区」および「無医地区に準ずる地区」

の要件に該当するもの１）をさしている．へき地

診療所は住民に身近なプライマリレベルの医療

機関として重要な役割を果たしており，慢性疾

患などの疾病管理や予防を含めた健康管理，救

急対応，要介護者とその家族に対する在宅療

養・在宅介護支援などの診療所活動が期待され

る 2）． 

しかし，春山ら 3）の調査によると，これらの

へき地診療所の医療従事者の配置状況は，常勤

看護師１人または 2人配置が約 6割，駐在医師

1 人配置が約 7 割であり，医師が常駐していな

い診療所は約 2割であったとの報告がされてい

る．へき地診療所では医師のいないなか地域住

民へ対応しなければならない状況があると考え

られ，医師と看護師との連携の在り方が重要に

なる 2）と指摘されている． 

また，近年我が国では医師と看護師との役割

分担のあり方 4)やチーム医療の推進 5)が検討さ

れている．特に看護師については，あらゆる医

療現場において，診察・治療等に関連する業務

から患者の療養生活の支援に至るまで幅広い業

務を担い得ることから，「チーム医療のキーパー

ソン」として期待が大きい 5）． 
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チーム医療の推進については，看護師が自律

的に判断できる機会を拡大することと，看護師

が実施し得る行為の範囲を拡大するとの方針

が出されており，第 20 回チーム医療推進会議

にて特定行為として 41 の行為案が示された 6）．

以上のことより，へき地医療においても看護職

を取り巻く環境が変化していくことが予想さ

れる． 

 戸田ら 7)の調査では，へき地診療所における

看護実践は，人や資源が乏しく，多様な役割と

責任の中で実践していることから，「診療所で

の看護技術・看護業務への戸惑い」「緊急対応

への戸惑い」などの戸惑いがあることを報告し

ている．坂本ら 8)は，へき地の無床診療所にお

いて医師不在時に看護者が実践している緊急

対応の看護技術を明らかにすることを目的と

して調査し，緊急事態への看護を実践する技術

として，心肺蘇生や創傷管理，静脈路の確保な

どが緊急時にはへき地診療所の看護活動とし

て実施されていることを報告している． 

 しかし，平時，緊急時を含め，へき地診療所

において医師の指示による診療の補助として

の行為に関して報告・研究している先行研究は

ほぼない．そこで，本研究では，へき地診療所

において医師の指示のもと経験した診療の補

助行為に着目し，どのような行為が実際に行わ

れているのかを明らかにすることを目的とす

る． 

 

 

Ⅱ．研究方法 

1．用語の定義 

へき地診療所：本研究においてへき地診療所

とは，先行研究の基準を参考とし，へき地保健

医療対策実施要綱 9)で定められた設置基準に基

づいて設置された診療所と，国民健康保険直営

診療所 10)のへき地診療所設置基準に基づいて

設置された第 1 種へき地診療所および第 2 種へ

き地診療所とした． 

 

2．調査対象 

 調査対象は，第 10 次または第 11 次へき地保

健医療計画に基づき，各都道府県の保健医療計

画において「へき地診療所」と規定された施設

に勤務する看護師とした．施設名から巡回・出

張診療のみを実施していると推察できた施設

および歯科診療所および休止，廃止となった

199 施設を除外した 833 施設に調査票を郵送し

た． 

 なお，へき地診療所に看護師が複数配置され

ている場合でも，調査票は１診療所に対し１通

のみを送付した． 

 

3．調査項目と調査項目作成プロセス 

1）調査項目 

（1）基本属性：回答者の基本属性として，性

別，年齢，看護師経験年数，診療所のある地

域，診療所における駐在医師の有無を尋ねた． 

（2）医師の指示のもと経験のある診療の補

助行為：医師の指示のもと経験のある診療の

補助行為については，診療の補助における特

定行為（案）一覧 12)を参考とし，「脱水の程

度の判断と輸液による補正」，「褥瘡の壊死

組織のデブリードマン・止血」，「胃ろう・

胃ろうチューブ・胃ろうボタンの交換」，「経

口・経鼻挿管の実施」，「血糖値に応じたイ

ンスリン投与量の判断」，「膀胱ろうカテー

テルの交換」，「腹部超音波検査の実施」，

「直接動脈穿刺による採血」，「オピオイド

の投与量調整」，「非オピオイド・鎮痛補助

薬の選択と投与量調整」，「心臓超音波検査

の実施」，「動脈ラインの確保」の 12 の診

療の補助行為を抽出した．診療の補助行為の

抽出においては，先行研究 2）3）7）8）11）を参考

にすると共に，共同研究者であるへき地診療

所勤務の看護師 2 名にアドバイスを受けた．

慢性疾患などの疾病管理や予防を含めた健康

管理，救急対応，要介護者とその家族に対す

る在宅療養・在宅介護支援のへき地診療所に

求められる役割とへき地診療所の設備等を考

慮し，へき地診療所で実施可能と考えられる

診療の補助行為を抽出した． 

抽出した 12 の診療の補助行為をそれぞれ

「頻繁に経験している」「時折経験している」

「経験したことがない」の 3 件法にて尋ねた．

抽出した診療の補助行為以外の経験のある行

為については自由記載にて尋ねた． 

（3）へき地診療所看護師による診療の補助

行為拡大の必要性の有無：診療の補助におけ

る特定行為（案）一覧 12)を参考に抽出した
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12 の診療の補助行為について，「必要あり」，

「必要なし」の 2 件法にて尋ねた． 

（4）へき地診療所における診療の補助行為

のプロトコールの有無：診療の補助における

特定行為（案）一覧 12)を参考に抽出した 12

の診療の補助行為について，「プロトコール

なし」「プロトコールあり」の 2 件法にて

尋ねた． 

2）調査票作成のプロセス 

 診療の補助における特定行為（案）一覧 12)

と先行研究 3）8）11）を参考に自作した調査票案

を用いて，へき地医療に詳しい専門家およびへ

き地診療所で働いている看護師に 2 名に予備調

査を実施し，質問内容の妥当性や表現上の問題

について確認し，修正した．その後，最終調査

票を作成した．本調査は，予備調査を実施した

看護師 2 名も含めて実施した． 

 

4．調査方法 

 郵送法により調査を実施した．対象者には無

記名の調査票と料金後納の返信用封筒を郵送

した．調査期間は 2013 年 8 月から同年 9 月末

日までとした．当初設定した期日までに回収さ

れた調査票が少なかったため，14 日間期日を延

長し，調査協力を依頼する文書を郵送した． 

  

5．分析方法  

基本属性は単純集計とした．へき地診療所看

護師による診療の補助行為拡大の必要性の有

無については単純集計およびクロス集計を実

施した．診療の補助行為同士の相関関係につい

ては Spearman の順位相関係数を求めた．統計

解析は SPSS for Windows (Ver. 21)を使用し，

有意水準は 5％とした． 

 

6．倫理的配慮  

  著者が所属する大学の倫理審査規程に則り，

匿名化するために調査票および返信用封筒は

無記名とし，個人や診療所は特定されないよう

にした．調査対象者の調査への協力の自由を担

保するため，調査への協力依頼文書に，調査の

趣旨，調査への協力は自由意思であること，協

力する場合でも答えたくない質問には答えな

くて良いことを明記した．同時に，調査票は無

記名であり，個人や診療所は特定されないこ

と，回答は本研究の目的以外に使用しないこ

と，研究終了後に本調査で得たデータは破棄す

ること，調査票への回答・返送をもって調査協

力への同意を得たとみなすことも明記し，調査

票と共に送付した． 

 

 

Ⅲ．研究結果 

郵送した 833通に対し 337通の回答が得られ

（回収率 40.5％），得られた回答すべてを集計

の対象とした．回答者が所属する診療所の所在

地別では，北陸・中部地域が郵送数 80 通に対

し，回答数 45 通（56.3％）と最も高い回収率

であった．北海道・東北地域は郵送数 162 通に

対し 56 通（34.6％），関東・甲信越地域は郵送

数 116 通に対し 46 通（39.7％），関西・四国地

域は郵送数 213 通に対し 80 通（37.6％），中国

地域は郵送数 115 通に対し 36 通（31.3％）九

州・沖縄地域は郵送数 147 通に対し 72 通

（49.0％），不明が 2 通であった（表 1）． 

 

表 1 地区別回収率 

 

1．基本属性 

回答のあった 337 人のうち，性別は女性が

329 人（97.6％），男性が 7 人（1.9％）であっ

た．回答者の年齢の幅は 24歳から 76歳までで，

20 歳以上 29 歳未満が 3 人，30 歳以上 39 歳未

満は 42 人，40 歳以上 49 歳未満は 109 人，50

歳以上 59 歳未満は 167 人，60 歳以上は 12 人

であった．平均年齢は 49.1±8.1 歳であった（表

2）．看護師経験年数は 5 年未満が 1 人（0.3％），

5 年以上 10 年未満が 14 人（4.2％），10 年以上

20 年未満が 72 人（21.4％），20 年以上が 245

人（72.7％）であった．看護師経験年数は

25.9±8.9 年であった（表 3）．駐在医師の有無に
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ついては，駐在医師なしが 73 ヶ所（21.7％），

駐在医師ありが 264 ヶ所（78.3％）であった． 

 

表 2 回答者年齢層 

 

表 3 回答者看護師経験年数 

 

2．医師の指示のもと経験のある診療の補助行

為 

 医師の指示のもと経験のある診療の補助行

為では，すべての項目について「経験をしてい

る」と答える人がいた（図 1）．最も多くの人が

経験をしたことがあると答えた診療の補助行

為は，「脱水の程度の判断と輸液による補正」

で，「頻繁に経験している」と「時折経験して

いる」を合わせて 138 名（40.9％）であった．

２番目に多かったのは，「褥瘡の壊死組織のデ

ブリードマン・止血」で「頻繁に経験している」

と「時折経験している」を合わせて 117 名

（34.7％）であった．次いで「胃ろう・胃ろう

チューブ・胃ろうボタンの交換」69 名（20.5％）

であった．その他の「経口・経鼻挿管の実施」，

「血糖値に応じたインスリン投与量の判断」，

「膀胱ろうカテーテルの交換」，「腹部超音波検

査の実施」，「直接動脈穿刺による採血」，「オピ

オイドの投与量調整」，「非オピオイド・鎮痛補

助薬の選択と投与量調整」，「心臓超音波検査の

実施」の順であった．最も経験した人数が少な

かったのは，「動脈ラインの確保」25 名（7.4％）

であった．自由記載には医師不在時の縫合，レ

ントゲン撮影，気切カニューレ交換等があった． 

それぞれの診療の補助行為同士の相関関係

について Spearman の順位相関係数を求めた．

すべての診療の補助行為で正の相関関係を認

めた（表 4）．また，看護師経験年数とそれぞれ

の診療の補助行為との相関関係を検討したが，

有意な相関は認められなかった． 

図 1 へき地診療所看護師の医師の指示のもと経験のある診療の補助行為（n=337） 
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駐在医師のいない診療所の看護師に着目し，

医師の指示のもと経験のある診療の補助行為

を調べた（図 2）．最も多くの人が経験をしたこ

とがあると答えたのは，「脱水の程度の判断と

輸液による補正」で，「頻繁に経験している」

と「時折経験している」を合わせて 32 名（43.8％）

であった．次いで多かったのは「褥瘡の壊死組

織のデブリードマン・止血」で，「頻繁に経験

している」と「時折経験している」を合わせて

21 名（28.7％）であった．3 番目に多かったの

は「血糖値に応じたインスリン投与量の判断」

で合わせて 13 名（17.8％）であった．  

 

3．へき地診療所看護師による診療の補助行為

拡大の必要性の有無 

へき地診療所において看護師の診療の補助

行為として拡大すべき内容については，「脱水

の程度の判断と輸液による補正」と答えた者が

最も多く（38.4％）であった．次いで多かった

のは，「褥瘡の壊死組織のデブリードマン・止

血」で（28.7％）であった（図 3）．すべての診

療の補助行為において、「必要なし」の人数が

「必要あり」の人数より多かった。 

 駐在医師のいない診療所の看護師について，

へき地診療所看護師による診療の補助行為拡

大の必要性を見てみたところ，最も多かったの

は「脱水の程度の判断と輸液による補正」31 名

（42.5％）であった（図 4）．駐在医師のいない

診療所においてもすべての診療の補助行為に

おいて、「必要なし」の人数が「必要あり」の

人数より多かった。

表 4 各診療の補助行為の相関関係（n=337） 
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図 2 駐在医師のいない診療所における医師の指示のもと経験のある診療の補助行為（n=73） 

 



 

 

 

4．へき地診療所における診療の補助行為のプ

ロトコールの有無 

 へき地診療所において抽出した 12 の診療の

補助行為についてプロトコールを設けている

割合は，10％を超えるものはなかった．最も割

合の高いもので，「脱水の程度の判断と輸液に

よる補正」29 名（8.6％）であった．次いで，

「褥瘡の壊死組織のデブリードマン・止血」，

「胃ろう・胃ろうチューブ・胃ろうボタンの交

換」，「血糖値に応じたインスリン投与量の判

断」，「経口・経鼻挿管の実施」，「膀胱ろうカテ

ーテルの交換」，「腹部超音波検査の実施」，「直

接動脈穿刺による採血」，「心臓超音波検査の実

施」，「非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投与

量調整」「オピオイドの投与量調整」，「動脈ラ

インの確保」の順であった（図 5）． 

 

 

Ⅳ 考察 

1．へき地診療所において求められる診療の補

助行為 

本調査では，12 の診療の補助行為を抽出し医

師の指示のもと経験したことがあるかを質問 

 

したところ，12 の診療の補助行為すべてにおい

て実施したことのある看護師がいることが明

らかとなった．坂本ら 8)の研究では，へき地診

療所において緊急事態への看護を実践する技

術として，心肺蘇生や創傷管理，静脈路の確保

などが緊急時にはへき地診療所の看護活動と

して実施されていると報告されており，本研究

の結果とも一致する部分がある．「脱水の程度

の判断と輸液による補正」，「経口・経鼻挿管

の実施」，「動脈ラインの確保」などは救急時

に必要な診療の補助行為であると考えられる．

「経口・経鼻挿管の実施」および「動脈ライン

の確保」と「脱水の程度の判断と輸液による補

正」を比較すると，「経口・経鼻挿管の実施」，

「動脈ラインの確保」を経験している看護師が

少ない．しかし，経験をしている看護師が少な

いからといって，必要性が低いということでは

ない．その理由として，「脱水の程度の判断と

輸液による補正」は他の 2 つよりも患者の状況

が安定している場合も用いられる行為である．

そのため，経験する可能性は高くなることが想

定される．しかし，「経口・経鼻挿管の実施」，

「動脈ラインの確保」に関しては，「脱水の程 

 

図 4 駐在医師のいないへき地診療所看護師による診療の補助行為拡大の必要性の有無（ｎ=73） 
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度の判断と輸液による補正」よりも稀にしか遭

遇しないと考えられる．そのため，経験した人

数のみで考えると，必要性が低く考えられてし

まう可能性があるが，へき地診療所看護師によ

る診療の補助行為拡大の必要性の有無による

と，「経口・経鼻挿管の実施」，「動脈ラインの

確保」は経験したことのある人数と同等程度か

それ以上の看護師が「必要あり」と答えている

ことから，必ずしも必要性が低いとの判断はで

きない． 

「駐在医師 1 人配置が約 7 割であり，医師が常

駐していない診療所は約 2 割という春山ら 3）

の報告と同様に，本結果でも医師が常駐してい

ない診療所は約 2 割であった．また，へき地診

療所では看護師の人数も十分でないことから

少ない人数での緊急時対応となっており，看護

師が個人で判断をして動くことが少なからず

あるということが推察される．「腹部超音波検

査の実施」，「心臓超音波検査の実施」は，急を

要する状態であるかの判断に用いられる可能

性が高く，直接患者に侵襲のある行為ではない

が，検査を実施しつつ医師や救急隊員等へ報告

をするという臨床的な推論能力を求められる

状況にあることも明

明らかとなった．戸田ら 7）の研究では，症状や

情報が不足し健康状態が把握できないことや，

健康状態や搬送の必要性について判断を強い

られ戸惑っているということが述べられてい

る．「腹部超音波検査の実施」，「心臓超音波

検査の実施」のような検査についても必要時実

施しているということがうかがえる．一方，「褥

瘡の壊死組織のデブリードマン・止血」，「胃

ろう・胃ろうチューブ・胃ろうボタンの交換」，

「血糖値に応じたインスリン投与量の判断」，

「膀胱ろうカテーテルの交換」などは必ずしも

緊急時というわけではない．患者が自分らしく

生活する在宅療養において必要な診療の補助

行為であると考えられる．この結果は，へき地

診療所の看護師が緊急時対応の診療の補助行

為だけでなく，在宅療養を支えるための行為を

実施していることを示している．特に，「褥瘡

の壊死組織のデブリードマン・止血」は 34.7％

図５ へき地診療所における診療の補助行為のプロトコールの有無（n=337) 
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の看護師が実施したことがあると述べており，

高い割合で医師の包括的指示において実施し

ていることが明らかとなった． 

へき地診療所看護師による診療の補助行為

拡大の必要性について考察すると，「脱水の程

度の判断と輸液による補正」および「褥瘡の壊

死組織のデブリードマン・止血」のように明ら

かに実施している看護師の割合の高い行為に

おいては，その必要性も高くなっている．しか

し，特筆すべきこととして，「血糖値に応じた

インスリン投与量の判断」，「経口・経鼻挿管の

実施」，「非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と投

与量調整」，「オピオイドの投与量調整」につい

ては実施している割合よりも必要性があると

答えた割合が高いということである．これは今

まで実施したことがない看護師も必要性を感

じていると考察することができる．さらに，必

要性を感じていることは，緊急時のことだけで

なく，在宅療養時に必要な診療の補助行為が含

まれている．高齢化の進むへき地においては在

宅療養に必要な診療の補助行為が看護師に求

められていると考えることができる．しかし，

最も必要と感じている診療の補助行為である

「脱水の程度の判断と輸液による補正」でも全

体の 38.4％となっており，必ずしも全体が必要

としているとは判断できない．必要性という点

では，実際には診療の補助行為を実施したこと

があったとしても必要性はないと回答してい

る人もいるため，今後より詳細な検討がされる

べきであると考える． 

駐在医師の有無から考察すると，駐在医師の

いない診療所においても診療の補助行為の実

施状況は，「脱水の程度の判断と輸液による補

正」，「褥瘡の壊死組織のデブリードマン・止血」，

「血糖値に応じたインスリン投与量の判断」，

「経口・経鼻挿管の実施」，「オピオイドの投与

量調整」，「非オピオイド・鎮痛補助薬の選択と

投与量調整」の順となっていた．さらにすべて

の項目について実施した人がいたということ

から，全体との違いはなく同様の傾向をみてと

ることができる．つまり，へき地診療所におい

ては，常駐の医師の有無にかかわらず，同様の

診療の補助行為が求められていると考えられ

る． 

 

2．へき地診療所における診療の補助行為のた

めのプロトコールのあり方 

 本調査において抽出した 12 の診療の補助行

為同士の相関関係について Spearman の順位

相関係数を求めた結果，すべての看護技術で正

の相関関係を認めた．この結果は，1 つの診療

の補助行為を実施している場合，すべての診療

の補助行為を実施している可能性が高いとい

うことを示している．すなわち，積極的に診療

の補助行為を実施している者としていない者

がいると考えらえる．この違いについては，本

調査を実施した時点では，抽出した 12 の診療

の補助行為は厚生労働省のワーキンググルー

プにおいて診療の補助に含まれるか否かが検

討されていたため，どのような状況であったと

しても実施すべきでないと考える看護師がい

たことが考えられる．環境の側面から，約 8 割

は駐在する医師がおり，医師が医療行為として

実施しているため，今回の調査における診療の

補助行為は必要なかったということも考えら

れる． 

別の環境要因としてプロトコールの未整備

も考えられる．本調査結果よりへき地診療所に

おいて診療の補助行為のプロトコールがある

と答えたのは最も割合の高い「脱水の程度の判

断と輸液による補正」でも 8.6％にとどまって

いる．医師の指示のもと経験したことのある看

護技術で「脱水の程度の判断と輸液による補正」

は 40.9％が経験していることから，へき地診療

所においてプロトコールが整備されていない

現状が明らかとなった．プロトコールが存在し

ないということは，責任の所在が明確でないと

いう問題が生じる可能性がある．そのため，看

護師は本調査における診療の補助行為を実施

していないことも推察される．しかし，プロト

コールが整備されていないことが診療の補助

行為を実施しなかった理由となっているだけ

でなく，実施した理由となっている可能性もあ

る．プロトコールの存在しない診療所はスタッ

フが少ないため，医師と看護師とのコミュニケ

ーションがとりやすく，また信頼関係も確立し

てくると，暗黙の了解や「あうん」の呼吸で実

施できる場合が多いと指摘されており 2），本研

究結果のプロトコールが整備されていない理

由も考えられる．看護師経験年数は 25.9±8.9
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年であり，看護師は患者の普段の状況なども理

解していることが予測され，医師との信頼関係

が確立しているとも考えられる．しかし，へき

地診療所の医師は派遣でくることも多いため，

医師が変わると「あうん」の呼吸はなくなる可

能性が高い．また，安全な医療体制という点で

もプロトコールの整備が必要であると考える． 

 

3．へき地診療所で求められる診療の補助行為

習得のための研修 

 教育体制の確立も本結果より求められてい

ると考えられる．第 20 回チーム医療推進会議

においては，特定行為習得のための研修制度案

が出されている 6）．春山ら 3）の調査によると，

へき地診療所看護活動における課題として，研

修や研鑽を積む機会が少ないことが明らかと

なっており，へき地診療所の教育体制が整って

いるとは言えない．さらに，へき地診療所の常

勤の看護師は 1 人が最も多いという報告もあり
3），診療所から離れた場所へ研修等に参加する

には代替の職員が必要であることから，できる

限り診療所の中で研鑚を積むことができるよ

うなシステムが求められている．本調査で抽出

した 12の診療の補助行為を含む 41の特定行為

について，行為を実施するためには，必要な知

識と技能が要求される．必要な知識については

研修制度案 6）で出されているように，日常業務

をしながら個人で繰り返し学ぶことが可能で

ある e-learning システムを活用することがへ

き地診療所の看護師には望ましいと考える． 

 しかし，必要な技能はへき地診療所にある設

備だけで習得することは困難である．倫理的配

慮からもシミュレーション等の演習により習

得することによって，へき地診療所の患者へ提

供することが可能であると考える．そのため，

へき地診療所の看護師が必要な行為を選び取

れることが求められる．そうすることで，短期

間でへき地診療所に戻れるだけでなく，少ない

回数で済むと考えられる．緊急時および在宅療

養を支えるうえでの必要な診療の補助行為お

よび判断力をつけられる教育システムの構築

が求められる． 

 

4．本研究の限界 

本研究の限界について考察する．本研究では

12 の診療の補助行為を抽出したが，その他の診

療の補助行為については自由記載となってお

り，数値として明確にすることはできていない．

また，診療の補助行為を実施しているかどうか

については，本調査の回答者が法律の範囲内と

いう認識を持っていたかは不明である．診療の

補助行為を実施していない理由については，本

研究では明確にすることができていない． 

 

 

Ⅴ．おわりに 

へき地診療所において医師の指示のもと実

施した経験のある行為に着目し，どのような行

為が実際に行われているのかを明らかにする

ことを目的として調査を行った．その結果，抽

出した 12 の診療の補助行為すべてにおいてが

実施されている実態が明らかとなった．その反

面，プロトコールについては整備されていない

状況が明らかとなり，今後整備する必要性があ

ると考えられた．それと同時にへき地診療所で

求められている緊急時および在宅療養を支え

るうえでの必要な診療の補助行為および判断

力をつけられる教育システムが必要であるこ

とも明らかとなった． 
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研究報告 

 

へき地医療拠点病院と一般病院における教育研修体制のニーズと 

その障害となっているもの 

Difficulties and needs of continuing education in Middle-scale support hospitals for  

rural medicine and general hospitals． 

 

菊地 陽＊ 塚本友栄＊ 横山由美＊ 永井優子＊ 春山早苗＊  塚原節子＊＊ 

Yo Kikuchi, Tomoe Tsukamoto, Yumi Yokoyama, Yuko Nagai, Sanae Haruyama, 

Setsuko Tsukahara 

 

キーワード：へき地 教育 研修 

 

要旨 

 本研究は、へき地医療拠点病院と一般病院における院内教育，院外教育の状況，教育・研修体制の

ニーズとその障害となっているものを明らかにし，教育・研修体制の充実に向けてどのような支援

が示唆されるかを検討することを目的に，看護師長をはじめとする 3 名の看護師に自記式質問紙調

査を行った．調査内容は院内の教育状況，院外研修の状況，教育・研修体制のニーズ及び障害等であ

る．本結果より，へき地医療拠点病院及び一般病院に勤務する看護職はともに《自己を高める働き》，

《ニーズに合った教育・研修内容の整備》，《研修運営上の改善》，《研修効果を活かせる環境づくり》

の必要性を感じており，その障害となるものとして【不十分な労働環境】と【現場の状況に合わせ変

化を遂げない教育・研修体制の順守】が存在していることが明らかになった．教育研修体制を充実

させるために示唆された支援は，現場の課題と研修内容が直結し，得た技術を継続できるシステム

の構築，看護職員の負担が最小限で済む支援，潜在看護職員と地域枠学生の確保であった． 

 

 

Ⅰ．はじめに 

第 9次へき地保健医療計画において，それま

でに二次医療圏内単位で実施されてきたへき地

診療所への支援の限界を補填するために，へき

地中核病院とへき地医療支援病院を再編成し，

へき地医療拠点病院群を構築，へき地医療支援

機構を創設して，都道府県単位の広域的なへき

地医療支援対策が組織的に可能となるような体

制へと移行した．第 11 次へき地保健医療対策

検討会はこのへき地医療支援機構に対して，医

師だけでなく看護師等医療従事者に対しても支

援を拡大していく必要があると指摘した１）． 

 へき地医療拠点病院は，へき地医療支援機構

の指導・調整の下にへき地診療所等への医師・ 

 

看護師等医療従事者の派遣，研修，遠隔診療支

援等の各種事業を行い，へき地を含む地域にお

ける住民の医療を確保する重要な役割を担って

いるが，へき地診療所看護職は研修・研鑽でき

る機会が少なく，看護活動に関して相談できる

人が少ない等の問題を抱え，支援体制が不十分

な中での実践を余儀なくされている２）． 

塚本ら３）の先行研究において，全国のへき地

医療拠点病院263施設のうち117施設に勤務す

る看護部長の回答から，教育体制は病床数によ

り違いがあり，200 床未満の病院はそれ以上の

病院と比べ教育・研修責任者や新卒看護職員研

修の企画・評価組織が設けられていない割合が

*自治医科大学看護学部 Jichi Medical University, School of Nursing  

**常葉大学健康科学部看護学科 Tokoha University, Faculty of health and Medical sciences, School of Nursing 
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有意に高いことや，教育・研修について検討で

きる組織・責任者が設置されていないこと，院

内で受講できる教育・研修の機会が少ないこと

に問題を感じている割合が高く，病床規模の小

さいへき地医療拠点病院では教育・研修上の課

題が大きい可能性があることが示唆されている． 

 また，へき地医療拠点病院を対象とした教育・

研修に関する関山ら４）の研究では，院内研修へ

の課題，研修運営上の課題，院外研修の参加の

しにくさといった課題があり，看護職員が日々

の業務をこなすだけで精一杯の状態では，限ら

れた時間の中で教育・研修のシステムを整え，

研修回数を増やしたとしても教育の効果は出に

くく，かえって看護職員の負担感を増大させて

しまう可能性があること，近年看護職員に従来

よりも高い能力が求められるようになってきて

おり，看護職員の能力を維持・向上するための

質の高い教育・研修が必要不可欠であることが

述べられている． 

これらのことから，病床規模の 200床未満の

へき地医療拠点病院及び病床規模が100床以上

399 床以下のへき地医療拠点病院は，教育・研

修体制のおける課題を抱えていることが推測さ

れる．しかし，この共通の課題が，へき地医療

拠点病院に特化した課題かどうかについては，

明らかになっていない． 

そのため，本研究では教育・研修体制に焦点

を当て，へき地医療拠点病院及び一般病院の教

育・研修体制のニーズとその障害となっている

ものについて比較し，双方に必要な支援を検討

することとした． 

 

Ⅱ．研究目的 

 へき地医療拠点病院と一般病院における院内

教育，院外教育の状況，教育・研修体制のニー

ズとその障害となっているものを明らかにし，

教育・研修体制の充実に向けてどのような支援

が示唆されるかを検討することを目的とする． 

 

Ⅲ．研究方法 

1．用語の定義 

 本研究では，以下の条件に該当する機関を一

般病院とする 

 

 

 ①病床規模が 100床以上 399床以下 

②へき地医療点病院以外 

③単科の医療機関ではない 

なお，病床規模を 100床以上 399床以下とし

たのは，塚本ら５）の研究で，へき地医療拠点病

院の病床規模 100 床以上 399 床以下のへき地

医療拠点病院は看護職確保が難しい事を明らか

にしており，関山ら４）の研究で，看護職員の総

数が少なく，かつ，看護職員不足の中で実施さ

れている教育・研修の課題である可能性が高い

としている．そのため，一般病院の病床数を 100

床以上 399床以下に揃え，一般病院においても

看護職員不足が教育・研修体制に影響を与える

か検討する為である． 

 

2．対象 

病床規模 100 床以上 399 床以下のへき地医

療拠点病院 261 施設と一般病院 268 施設に勤

務する看護師長，主任または主任相当のスタッ

フとした．へき地医療拠点病院は，平成 21年度

へき地医療現況調査から把握した．   

一般病院においては，厚生労働省平成 22 年

医療施設（動態）調査から把握し，そのうち病

床規模 100以上 399床の 3171施設から 268施

設を対象とした．また，産科・小児科のある医

療機関を優先した． 

 

3．調査方法 

 郵送法による自記式質問用紙調査とした．対

象者が所属する看護部長宛てに無記名の調査票

と返信用封筒を郵送した．郵送数は，1 病院に

対し救急外来担当の主任相当の看護師用，複数

の病棟勤務経験のある看護師長用，複数の病棟

勤務経験のある主任相当の看護師用を各１部と

した．対象者が複数いる場合は，病棟看護歴の

長いものや妊産婦，小児，成人，高齢者と幅広

い発達段階の対象への看護実践経験のあるもの

を優先するように依頼した．  

 

4．調査項目 

1）基本属性 

   回答者の基本属性として性別，年齢，看護

職としての実務経験年数，保有する資格，現 
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在勤務する病院における，職位とその職位につ

いてからの勤務年数，所属病棟および経験し

たことのある病棟を尋ねた．また，勤務する

病院の基本属性として，所在地，設置主体，

全病床数を尋ねた． 

2）院内教育の状況 

行われている院内教育プログラム「新人研

修」，「経験年齢別研修」，「クリニカルラダー

レベル別研修」，「看護師長研修」，「リーダー

研修」，「他職種ともに看護職も参加できる研

修会」，「他職種共に看護職も参加できる講演

会」，「その他」から全て選択してもらい，そ

れと併用し，企画者を尋ねた．企画者におい

ては，「看護部長」，「教育担当副看護部長」，

「研修・教育委員会」，「病院長」，「病院事務

職員」，「医師」，「その他」からの選択とした．

また，行われている院内教育プログラムごと

の課題を「教育目的が明確でない」，「看護実

践能力の向上につながらない」，「業務で生じ

ている課題の解決につながらない」，「看護職

個々の学習ニーズや目標を考慮していない」，

「社会の動向や医療環境を踏まえていない」，

「マンネリ化しており新規性に欠ける」，「そ

の他」から当てはまるものすべてを選択する

よう求めた．  

3）院外研修の状況 

「看護部はスタッフを院外の研修に積極

的に参加させている」，「看護部はスタッフの

認定看護師資格取得や認定看護師確保に積

極的である」，「看護部はスタッフの専門看護

資格取得や専門看護師確保に積極的である」，

「看護部はスタッフの大学・大学院進学を積

極的に支援している」，「主任クラスの看護職

は認定看護管理者教育課程ファーストレベ

ルを受講している」，「ほとんどの看護師長は

認定看護管理者教育課程セカンドレベルを

受講している」，「看護部長は認定看護管理者

課程サードレベルを受講している」から当て

はまるもの全てを選択するよう求めた． 

4）教育・研修体制のニーズ 

「現在勤務している病院で，教育・研修体

制を推進するうえで特に必要だと思うこと」

について自由回答で尋ねた． 

 

 

5）教育・研修体制の障害 

「教育・研修体制の障害となっていると思

われるもの」について 3つ記述するよう求め

た． 

 

5．調査票の妥当性の確保 

 わが国の近年の看護を含む保健医療福祉の動

向，病院の教育・研修体制に関する先行研究を

参考とした．また，へき地医療拠点病院と一般

病院で看護活動の経験と知識をもつ教員または

病院看護管理者及び医師に，調査票案の質問内

容の妥当性や表現上の問題等について確認を得

た後，修正し最終的な調査票を作成した． 

 

6．分析方法 

自由回答で得られた「現在勤務している病院

で，教育・研修体制を推進するうえで特に必要

だと思うこと」及び「教育・研修体制の障害と

なっていると思われるもの」から，「教育・研修

体制のニーズ」に関する内容及び「教育・研修

制度の障害」に関する内容を，意味の判別でき

る単位で抽出した．抽出した内容は，類似した

内容同士で集めてカテゴリーを形成した．質的

データの信頼性の確保については，看護研究を

指導している教員にスーパーバイズを受けなが

ら実施した． 

量的データは単純集計とした． 

 

7．倫理的配慮 

調査への協力依頼文に，調査の趣旨，調査へ

の協力は自由意思であること，協力する場合で

も答えたくない質問には答えなくてよい事，調

査票は無記名であり個人や病院名は特定されな

いこと，調査票への回答・返送をもって調査協

力への同意とみなすこと，調査に関する問い合

わせ先を明記し，調査票と共に送付した． 

 

Ⅳ．研究結果 

回収できた調査票は，へき地医療拠点病院は

281通/783通（回収率 35.9％），一般病院は 233

通/804通（回収率 33.3％）であり，すべての調

査票を分析対象とした． 
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1．基本属性 

へき地医療拠点病院における回答者の性別は

女性が 265人（95.3％），年代は 50歳代が 164

人（58.4％）と最も多く，次いで 40歳代 93人

（33.1％）であった．看護職としての実務経験

年数は，27.6±5.9 年であった（表 1）．職位は，

師長 128人（45.6％）が最も多く，次いで主任

119人（42.3％）であった．取得資格は，看護師

が 269人（95.7％）と最も多く，次いで介護支

援専門員 38人（13.5％），助産師 22人（7.8％），

保健師 4人（1.4％）であった．経験のある病棟

は，内科病棟 160（56.9％）が最も多く，次い

で外科病棟 134（47.7％）であり，精神科病棟

は 28人（10.0％）と最も低かった． 

所属しているへき地医療拠点病院が支援して

いる地域の特性（複数回答）は，「過疎地」170

人（60.5％）が最も多く，次いで「山村」153人

（54.4％），「豪雪」53 人（18.9％），「島しょ」

45 人（16.0％）であった．病院の設置主体は，

市町村 114人（40.6％）が最も多く，次いで公

立団体（日赤，済生会，厚生連，北社協）44人

（15.7％），都道府県 41人（14.6％）であった．

全病床数は，「100～199床」121人（43.1％）

が最も多く，次いで「300～399床」（20.3％），

「200～299床」54人（19.2％）であった．

 

 

 

一般病院における回答者の性別は女性が 223

人（95.7％），年代は 50歳代が 102人（43.8％）

と最も多く，次いで 40歳代 95人（40.8％）で

あった．看護職としての実務経験年数は，平均

25.0±6.8 年であった．職位は，師長が 97 人

（41.6％）と最も多く，次いで主任 96％（41.2％）

であった．取得資格は，看護師が 230人（98.7％）

と最も多く，次いで介護支援専門員 21人（9.0％）

と助産師 21人（9.0％）であり，保健師免許所

得者は 10人（4.3％）であった．経験のある病

棟は，へき地医療拠点病院と同様，内科病棟が

148 人（63.5％）と最も多く，次いで外科病棟

117 人（50.2％）であり，最も経験の少ない病

棟は，精神科病棟 17人（7.3％）であった． 

一般病院が所在する自治体規模では人口 10

万人未満 3 万人以上の市が 89 人（38.2％）と

最も多く，次いで人口 20万人未満 10万人以上

の市が 43 人（18.5％），人口 50 万人以上の指

定都市・政令市町 25 人（10.7％），町 22 人

（9.4％），人口 50万人未満 30万人以上の中核

市 17 人（7.3％），人口 20 万人以上 30 万人未

満の市では 17人（7.3％）であった．全病床数

は，「200～299床」80人（34.3％）が最も多く，

次に「100～199床」75人（32.2％），「300～399

床」72人（30.9％）の順であった． 

 

2．院内教育の状況 

 実施している院内教育プログラムは，表 2に

示す．新人研修と他職種ともに看護職も参加で

きる研修がへき地医療拠点病院，一般病院とも

に 8割以上の割合で実施されていた．へき地医

療拠点病院，一般病院ともに最も実施率が低い

研修は看護師長研修であった．その他のクリニ

カルラダーレベル別研修や，リーダー研修，他

職種ともに看護職も参加できる講演会，経験年

齢別研修の実施において，へき地医療拠点病院，

一般病院ともに 6割程度であった．
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 院内教育プログラムの企画者は表 3 に示す．

へき地医療拠点病院，一般病院ともに新人研修，

経験年齢別研修，クリニカルラダーレベル別研 

 

 

 

 

 

 

 

修，リーダー研修において研修・教育委員会が

企画をしている割合が最も高かった．

 

 

 

院内教育プログラムにおける課題を表 4に示

す．へき地医療拠点病院，一般病院ともに最も

多かった選択は，新人研修だと「看護実践能力

の向上につながらない」であり，他職種ととも

に看護職も参加できる研修や講演会では「マン

ネリ化しており新規性に欠ける」，クリニカルラ

ダーレベル別研修では「看護職個々の学習ニー

ズや目標を考慮していない」，看護師長研修では

「業務で生じている課題の解決につながらない」

が最も多かった．経験年齢別研修で最も多かっ

た選択は，へき地医療拠点病院では「看護職個々

の学習ニーズや目標を考慮していない」40 人

（23.3％）に対し，一般病院は「業務で生じて

いる課題の解決につながらない」35人（23.0％）

であった．リーダー研修において最も多かった

選択は，へき地医療拠点病院では「看護実践能

力の向上につながらない」41人（21.4％）に対

し，一般病院では「マンネリ化しており新規性

に欠ける」28人（19.0％）であった 
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3．院外教育の状況 

 「看護部は，スタッフを院外の研修に積極的

に参加させている」を選択したへき地医療拠点

病院は 244人（86.8％）であり，一般病院は 195

人（83.7％）であった．「看護部はスタッフの認

定看護師資格取得や認定看護師確保に積極的で

ある」を選択したへき地医療拠点病院は，166人

（59.1％），一般病院は 149人（63.9％）であっ

た．「看護部はスタッフの専門看護師資格取得や

専門看護師確保に積極的である」を選択したへ

き地医療拠点病院は 80人（28.5％），一般病院

64 人（27.5％）であった．「看護部はスタッフ

の大学・大学院進学を積極的に支援している」

を選択したへき地医療拠点病院は 40 人

（14.2％），一般病院は 41人（17.6％）となっ

た． 

認定看護管理者教育課程レベルにおいて，「主

任クラスの看護職は認定看護管理者教育課程フ

ァーストレベルを受講している」を選択したへ

き地医療拠点病院は 133人（47.3％），一般病院

は 104人（44.6％）であり，「ほとんどの看護師

長は認定看護管理者教育課程セカンドレベルを

受講している」を選択したへき地医療拠点病院

は 66人（23.5％），一般病院は 70人（30.0％）

であった．「看護部長は認定看護管理者教育課程

サードレベルを受講している」を選択したへき

地医療拠点病院は 71人（25.3％），一般病院は

84人（36.1％）であった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 教育・研修体制のニーズ  

 以下，文章中の記号【 】はカテゴリー，《 》

はサブカテゴリー，｛ ｝は内容を示す． 

 「現在勤務している病院で，教育・研修体制

を推進するうえで特に必要だと思うこと」から，

「教育・研修体制のニーズ」に関する内容を抽

出した結果，30の内容から 2つのカテゴリーと

4 つのサブカテゴリーが抽出された．結果を表

5に示す．  

 【教育・研修体制を推進するための基盤づく

り】には，《自己を高める働き》，《ニーズに合っ

た教育・研修内容の整備》，《研修運営上の改善）》，

《研修効果を活かせる環境づくり》の 4つのサ

ブカテゴリ－が含まれる． 

 《自己を高める働き》には，｛研修会・勉強会

への参加｝や｛意欲向上と維持｝，面接を通し，

やりがいや将来展望を明確にするといった｛面

接による目標管理｝，個人で活動目標などを決定

し実行する｛個人レベルでの目標管理｝，｛クリ

ニカルラダーによる目標管理｝，多くのスタッフ

の技術や意欲，目標を共有し実行する｛目標に

よる管理｝などの 10の内容が含まれる． 

 《ニーズにあった教育・研修内容の整備》と

して，｛経験年齢別研修｝｛リーダーを育成する

内容｝，｛スペシャリストを育てる内容｝，｛人材

育成ができる内容｝，｛ジェネラリストを育てる

内容｝，｛介護・福祉に関する内容｝，｛経営・管

理に関する内容｝，｛シミュレーション研修｝，｛チ

ーム力を高める内容｝，｛キャリアアップ研修｝， 
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e-learning を導入した教育といった｛カリキュ

ラムや教育手法の工夫｝などの 11 の内容が含

まれる． 

 《研修運営上の改善》には，定期的な研修会

を開催する必要性などを記述した｛研修会・勉

強会の開催｝，｛研修会の周知・促しによる参加

者の確保｝，｛研修参加や学習を容易にするため

の風土づくり｝，｛優秀な指導者の確保｝，｛費用

の確保｝，｛時間の確保｝の 6つの内容が含まれ

る． 

《研修効果を活かせる環境づくり》には，｛技術

や知識を還元する機会，支援者の確保｝，｛コミ

ュニケーションによる情報の共有｝，｛適切な人

事配置｝の 3つの内容が含まれる． 

 

 

5．教育研修制度の障害となっているもの 

「教育・研修制度の障害となっていると思わ

れるもの」から，「教育・研修制度の障害」に関

する内容を抽出した結果，25の内容から【不十

分な労働環境】と【現場の現状に合わせ変化を

遂げない教育研修体制の順守】の 2カテゴリー

と 8つのサブカテゴリーが抽出された．結果を

表 6に示す．  

【不十分な労働環境】 

【不十分な労働環境】には，《人材不足とそれ

に起因する二次被害》，《業務多忙とそれに起因

する二次被害》，《勤務者層の不均等さ》，《休暇

取得困難とそれに起因する二次被害》，《家庭と

仕事を両立する困難さ》の 5つのサブカテゴリ

－が含まれる． 

 《人材不足とそれに起因する二次被害》には，

｛人員不足｝，｛人員不足による研修会・教育の

負担｝，｛マンネリ化した職場風土になりやすい｝，

｛人員不足によるモチベーションの低下｝の４

つの内容が含まれる． 

《業務多忙とそれに起因する二次被害》には，

｛業務多忙による時間の無さ｝，｛業務多忙｝，｛業

務多忙による研修参加の困難さ｝，｛業務多忙に

よる疲労｝，｛業務多忙によるモチベーション・

学習意欲の低下｝の 5つの内容が含まれる． 
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カテゴリー サブカテゴリ－ 内容

研修会・勉強会への参加（へき地62／一般43）

意欲向上と維持（へき地19／一般19）

自己学習（へき地13／一般11）

面接による目標管理（へき地10／一般7）

個人レベルでの目標管理（へき地8／一般4）

自己研鑽（へき地6／一般6）

自己啓発（へき地5／一般4）

目的による管理（へき地4／一般7）

専門職としての自覚（へき地4／一般3）

クリニカルラダーによる目標管理（へき地2／一般0）

経験年齢別研修（へき地１9／一般8）

リーダーを育成する内容（へき地17／一般9）

スペシャリストを育てる内容（へき地15／一般5）

カリキュラムや教育方法の工夫

（へき地14／一般15）

人材育成ができる内容（へき地8／一般4）

ジェネラリストを育てる内容（へき地6／一般1）

介護・福祉に関する内容（へき地3／一般0）

経営・管理に関する内容（へき地3／一般2）

シュミレーション研修（へき地3／一般2）

チーム力を高める内容（へき地2／一般4）

キャリアアップ研修（へき地2／一般2）

研修会・勉強会の開催（へき地13／一般14）

研修会の周知・促しによる参加者の確保

（へき地13／一般9）

研修参加や学習を容易にするための風土作り

（へき地11／一般9）

優秀な指導者の確保（へき地3／一般5）

費用の確保（へき地3／一般7）

時間の確保（へき地2／一般7）

技術や知識を還元する機会、支援者の確保

（へき地9／一般4）

コミュニケーションによる情報の共有

（へき地5／一般2）

適切な人事配置（へき地5／一般5）

表5　教育・研修体制を推進するために必要と思うこと

自己を高める働き

（へき地133／一般

104）

ニーズに合った教育・

研修内容の整備

（へき地92／一般54）

研修運営上の改善

（へき地46／一般63）

研修効果を活かせる

環境づくり

（へき地19／一般11）

教育・研修体

制を推進する

ための基盤

づくり

（へき地290

／一般232）

カテゴリー サブカテゴリ－ 内容

人材不足（へき地25／一般21）

人員不足による研修会・教育の負担（へき地8／一般12）

マンネリ化した職場風土になりやすい（へき地8／一般6）

人員不足によるモチベーションの低下（へき地2／一般2）

業務多忙による時間のなさ（へき地16／一般18）

業務多忙（へき地13／一般20）

業務多忙による研修参加の困難さ（へき地7／一般9）

業務多忙による疲労（へき地3／一般5）

業務多忙によるモチベーション・学習意欲の低下（へき地3／一般2）

新人看護師が少なく、進行する看護師の高齢化（へき地10／一般3）

中堅看護師層の少なさ（へき地5／一般0）

パート職員の多さ（へき地3／一般1）

休暇取得困難さによる研修参加の負担感（へき地11／一般6）

休暇取得困難（へき地6／一般9）

家庭と仕事を両立する困
難さ（へき地13/一般4）

家庭と仕事プラスアルファで行う負担感（へき地13／一般4）

参加者の専門職としての意識・モチベーションの維持・向上の困難さ

（へき地27／一般31）

経験・知識・指導力のある指導者、手本となる存在の不足

（へき地11／一般17）

病院や上司、仲間からのバックアップがない（へき地11／一般17）

研修効果への疑問視（へき地11／一般3）

強制的と感じる研修へき地6／一般9）

ニーズに合った研修内容が少ない（へき地5／一般3）

参加者の人数制限（へき地4／一般4）

ニーズに沿わない場所での開催（へき地10／一般3）

金銭の消耗（へき地10／一般15）

教育システムの課題

（へき地8／一般8）
ニーズに沿わない教育システムの順守（へき地8／一般8）

研修参加のしにくさ
（へき地20／一般18）

不十分な労働

環境

（へき地133／
一般118）

現場の状況に
合わせ変化を

遂げない教育・
研修体制の順

守

（へき地117／
一般100）

表6　教育・研修体制の障害となっているもの

人材不足とそれに起因

する二次被害

（へき地43／一般41）

業務多忙とそれに起因

する二次被害

（へき地42／一般54）

勤務者層の不均等さ（へ

き地18／一般4）

研修の課題

（へき地89／一般74）

休暇取得困難とそれに

起因する二次被害

（へき地17／一般15）



            

 

 

 

《勤務者層の不均等さ》には，｛新人看護師が

少なく，進行する看護師の高齢化｝や｛中堅看

護師の少なさ｝，｛パート職員の多さ｝の 3つの

内容が含まれる．  

《休暇取得困難とそれに起因する二次被害》

には，｛休暇取得困難さによる研修参加の負担感｝

と｛休暇取得困難｝の 2 つの内容が含まれる． 

 《家庭と仕事を両立する困難》には，｛家庭と

仕事プラスアルファで行う負担感｝などの 3つ

の内容が含まれる． 

【現場の現状に合わせ変化を遂げない教育研修

体制の順守】 

 【現場の現状に合わせ変化を遂げない教育研

修体制の順守】には，《研修の課題》，《研修参加

のしにくさ》，《教育システムの課題》の 3つの

サブカテゴリ－が含まれる． 

 《研修の課題》には，｛参加者の専門職として

の意識・モチベーションの向上・維持の困難さ｝，

｛経験・知識・指導力のある指導者，手本とな

る存在の不足｝，｛研修効果への疑問視｝などと

いった 7つの内容が含まれる． 

 《研修参加のしにくさ》には，｛ニーズに沿わ

ない場所での開催｝，｛金銭の消耗｝の 2つの内

容が含まれる． 

 《教育システムの課題》には，｛ニーズに沿わ

ない教育システムの順守｝の内容が含まれる． 

 

Ⅴ. 考察 

 本研究により，へき地医療拠点病院と一般病

院における教育・研修体制のニーズとして，2つ

のカテゴリーと 4つのサブカテゴリー，30の内

容が抽出された．また，教育・研修体制の障害

となるものとして 2つのカテゴリーと 8つのサ

ブカテゴリー，25の内容が抽出された．へき地

医療拠点病院と一般病院における院内教育，院

外教育の状況，教育・研修体制のニーズとその

障害となっている内容を比較し，教育・研修体

制の充実に向けてどのような支援が示唆される

か明らかにするため，以下の 3 点で考察する． 

1.教育・研修体制を整備する必要性は，へき地

医療拠点病院に特化したものではなく，一般

病院にも存在するものと考えられるか．また，

教育・研修体制を整備するために抽出された

内容に違いがあるか． 

2.一般病院においても看護職不足が教育・研修

体制整備の課題といえるか．また，看護職不

足以外でも教育体制整備の障害となっている

ものにへき地医療拠点病院と一般病院で違い

があるか． 

3.支援として示唆されるものはなにか． 

 

1．教育・研修体制の整備におけるへき地医療拠

点病院と一般病院の違い 

 へき地医療拠点病院と一般病院共に，【教育・

研修体制を推進するための基盤づくり】と【チ

ーム医療を推進するための基盤づくり】の２つ

のカテゴリーが抽出された．さらに，一般病院，

へき地医療拠点病院ともに４つのサブカテゴリ

ーに分類でき，≪ニーズに合った教育・研修内

容の整備≫，≪研修運営上の改善≫，≪研修効

果を活かせる環境づくり≫があれば，研修意欲

などが上昇し≪自己を高める働き≫が活発にな

る．逆に≪自己を高める働き≫があれば，研修

参加者や自己研鑽する者が増え，≪ニーズに合

った教育・研修内容の整備≫，≪研修運営上の

改善≫，≪研修効果を活かせる環境づくり≫へ

与える影響が大きくなると考えられた．よって，

≪ニーズに合った教育・研修内容の整備≫，≪

研修運営上の改善≫，≪研修効果を活かせる環

境づくり≫と≪自己を高める働き≫は一般病院

とへき地医療拠点病院に共通していると考えら

れる． 

 「地域医療の現状と課題の地域間格差に関す

る調査（第 2回）」の地域医療の課題より，都市

で働く医師，へき地で働く医師に共通していた

のは「事前教育の充実」であったこと 6）を支持

するように本結果からも，教育・研修の必要性

は，へき地医療拠点病院に特化したものではな

く，一般病院にも存在するものとして考えられ

た． 

また，【教育・研修体制を推進するための基盤

づくり】を整備するためにへき地医療拠点病院，

一般病院共に《自己を高める働き》，《ニーズに

合った教育・研修内容の整備》，《研修運営上の

改善》，《研修効果を活かせる環境づくり》の必

要性が挙げられ，教育・研修制度を整備するた
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めに抽出された内容に大きな違いはなかった． 

ただし，表 5に示した≪ニーズに合った教育

研修内容の整備≫の{ジェネラリストを育てる

内容}では，一般病院でも混合病棟が増える事で，

多くの疾患に関する知識が必要であるが，へき

地医療拠点病院では，常時混合病棟と同様の状

況があることや病棟外の多様な看護活動も要求

される機会もあるため，よりジェネラリストで

あることを要求される可能性がある．さらには， 

{スペシャリストを育てる内容}では，一般病院

では専門・認定看護師などの専門的知識，技術

があがっているが，へき地医療拠点病院では専

門的知識に加え，主任や中堅看護師といった経

験に基づく幅広い知識を獲得できるものが期待

される．このことは，表 6の≪勤務者層の不均

等さ≫の{中堅看護師層の少なさ}や≪研修の課

題≫の{経験・知識・指導力のある指導者，手本

となる存在の不足}に結びつき，へき地医療拠点

病院の特徴である． 

また，一般病院では｛介護・福祉に関する内

容｝について必要性の記載がなかったが，アン

ケートに回答した介護支援専門員の資格を所有

する者がへき地医療拠点病院では 13.5％であ

るのに対し，一般病院は 9.0％と低い事から，へ

き地医療拠点病院の介護，福祉に関心が高く，

｛介護・福祉に関する内容｝の研修ニーズが挙

がった可能性がある．また，へき地において，

地域特徴をとらえ人々の生活の営みに合わせた

保健医療福祉資源の提供活動を展開していく必

要があり７）役割が大きい事から一般病院で｛介

護・福祉に関する内容｝があがらなかった可能

性が考えられる． 

 

2．教育・研修体制整備を障害するものにおける

へき地医療拠点病院と一般病院の違い 

 教育・研修体制整備を障害するものとして，

【不十分な労働環境】が抽出され，そのうち《人

材不足とそれに起因する二次被害》がサブカテ

ゴリーに含まれた．また，へき地医療拠点病院，

一般病院ともにサブカテゴリーに分類された

《業務多忙とそれに関する二次被害》《休暇取得

困難とそれに起因する二次被害》《勤務者層の不

均等さ》，《家庭と仕事を両立する困難さ》は，

看護職不足に関連するものであった．一般病院

において，｛中堅看護師層の少なさ｝は意見とし

てあがらなかったが，｛新人看護師が少なく，進

行する看護師の高齢化｝の記載があった．中規

模拠点病院の募集に対して実際に採用できた看

護職員数の割合が 8 割以下 5）という結果から，

一般病院でも看護職員不足の問題が存在してい

ることが分かる．このことから，一般病院にお

いても看護職員不足が教育・研修体制整備の課

題である可能性が示唆された． 

 看護職不足以外でも教育体制に影響を与える

障害として，へき地医療拠点病院，一般病院と

もに【現場の状況に合わせ変化しない教育・研

修体制の順守】が抽出された．同様に，サブカ

テゴリーにおいても《研修の課題》，《研修参加

のしにくさ》，《教育システムの課題》が両病院

のデータから抽出されたことから，両病院に共

通して教育体制整備の障害となるものが存在し

ていると考える． 

 

3．支援として示唆されるもの 

 表 6に示したように，へき地医療拠点病院と

一般病院ともに，教育・研修体制のニーズとそ

の障害となるものに違いはなかった事から，へ

き地医療拠点病院と一般病院を分けず，教育・

研修体制を充実させるために示唆された支援を

以下に３つ述べる． 

1）現場の課題と研修内容が直結し，得た技術を

継続できるシステムの構築 

 本研究において，院外研修や院内研修は実施

されていたが，それぞれの研修における課題と

して「マンネリ化しており新規性にかける」，「看

護職個々の学習ニーズや目標を考慮していな

い」，「業務で生じている課題の解決や看護実践

能力の向上につながらない」の選択が上位にあ

り，現場と研修内容が一致しない等の意見があ

る事から，現場と大学病院が連携し，現場で遭

遇する困難な事例や，頻回に起こるインシデン

トを調査し，研修内容に反映させる支援が考え

られる．また，阿部 9）は従来のような集合型の

授業・研修や，指導者が手技をデモンストレー

ションで示し，学習者が記憶に基づいて再現で

きるまで訓練を繰り返すような技術指導では，
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主体的な意志や思考に基づいた学習，知識・技

術の統合，定着に至らないとしており，その打

開策としてシミュレーション教育の有効性を唱

えている．シミュレーション教育の教育効果を

知っておくことで，教育の効果と効率，魅力を

高めるためのシステム的アプローチに寄与でき

る学習手段 10）であり，シミュレーション教育の

手法を研修に取り組むことは，業務で生じてい

る課題の解決や看護実践能力の向上への貢献や，

｛参加者の専門職としての意識・モチベーショ

ンの維持・向上の困難さ｝及び｛研修効果の疑

問視｝の軽減につながると考える． 

 また，本研究で｛技術や知識を還元する機会，

支援者の確保｝等の《研修効果を活かせる環境

づくり》の必要性が存在している．赤十字病院

のキャリア開発に関連する看護職の意識調査か

ら，キャリアアップには，継続学習できる環境

支援が必要である 11）ことからも，いつでも相談

できる者の確保，技術・知識を生かせる場所作

りといったような環境を整備し，技術を継続で

きるシステム構築が必要な支援と考える． 

  

2）看護職員の負担が最小限で済む支援 

 ｛業務多忙｝，｛業務多忙によるモチベーショ

ン・学習意欲の低下｝といった≪業務多忙とそ

れに起因する二次被害≫や｛休暇取得困難｝，｛休

暇取得困難さによる研修参加の負担感｝といっ

た≪休暇取得困難とそれに起因する二次被害≫，

≪家庭と仕事を両立する困難さ≫という障害が

存在している事から，e-learning や衛星通信を

使った事前学習の強制や，研修回数を増やした

としても限られた時間の中で教育の効果は出に

くく，かえって看護職員の負担感を増大させて

しまう可能性がある．よって，事前学習を短時

間で理解できるような講義に置き換え，研修時

間内に収める工夫が必要と考える． 

研修会場が遠方，または交通手段が不便な所

であるといった｛ニーズに沿わない場所での開

催｝や，勤務体制に余裕がなく研修に参加でき

ないこと，研修不在時の人手不足が障害として

存在している事から，研修希望者の勤務場所へ

指導者が出張する形をとる支援も手段の一つと

考える． 

また，研修費の自己負担｛金銭の消耗｝｛病院

や上司，仲間からのバックアップがない｝とい

った≪研修の課題≫と≪研修参加のしにくさ≫

が存在し，研修会の企画者が研修・教育委員会

または教育担当副部長が多い事から，彼らへ研

修会参加の協力と理解を求め，休みや研修費の

負担の軽減を働きかける支援が必要だと考える．

研修会募集の窓口を団体受け付けとし，団体申

し込みの際は，研修費用割引や申し込んだ病院

に何らかの特典がつくよう配慮するといった工

夫により，研修参加者増加にも寄与できると考

える． 

 

3）潜在看護職員と地域枠学生の推薦の確保 

看護職員確保対策として，吉田ら 8）は「看護

師確保及び定着のための施策として「地域枠看

護学生の推薦」「奨学金制度」「中・高生地域医

療体験学習の受け入れ」は，医師・看護師確保

及び定着のための事実に基づく方略」としてい

る．本研究でも｛新人看護師が少なく，進行す

る看護師の高齢化｝が教育体制設備の弊害とし

て存在したため，地域枠看護学生の推薦の支援

促進が示唆される． 

また，バーンアウトが看護師の離職に深く関

わっている 12）との報告もあるように，【自己を

高める働き】の必要性や《家庭と仕事を両立す

る困難さ》が挙がってきたのではないかと考え

られる．離職者向けの研修を実施した病院に再

就職した例がある事からも 4）潜在看護師に絞っ

た研修や働きかけも看護職確保の有効な支援の

一つであると考える． 

 

Ⅴ. 本研究の限界 

 本研究の限界について考察する．本研究の調

査票回収率は，へき地医療拠点病院 35.9％，一

般病院 33.3％にとどまっており，へき地医療拠

点病院および一般病院の全体を表した内容には

なっていない．また回答者の経験病棟に偏りが

あること，調査対象を看護師長，主任または主

任相当のスタッフとしていることから，教育・

研修体制のニーズやその障害となるものにおけ

る実態の見え方に限界があり，一般化すること

はできない． 211 



            

 

 

 

 今後は，中間管理者である師長及び主任以下

のスタッフの意見を含めた分析をすることで，

より実態理解と今後の支援が明確になると考え

る． 

 

Ⅵ. 結論 

教育・研修制度を整備する必要性は，へき地医

療拠点病院に特化したものではなく，一般病院

にも存在するニーズであり，へき地医療拠点病

院，一般病院双方に看護職員不足が教育・研修

体制の整備の課題である可能性が高い． 

へき地医療拠点病院，一般病院に勤務する看

護職は共に【教育・研修体制を推進するための

基盤づくり】には，《自己を高める働き》，《ニー

ズに合った教育・研修内容の整備》，《研修運営

上の改善》，《研修効果を活かせる環境づくり》

の必要性を感じており，それを障害するものと

して【不十分な労働環境】と【現場の状況に合

わせ変化を遂げない教育・研修体制の順守】が

存在していることが明らかになった． 

教育研修体制を充実させるために示唆された

支援は，現場の課題と研修内容が直結し，得た

技術を継続できるシステムの構築，看護職員の

負担が最小限で済む支援，潜在看護職員と地域

枠学生の確保であった． 
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・SP育成教材の作成 

 

１．タイトル 

自治医科大学大学院看護学研究科 模擬患者 PR版  

「医療コミュニケーション力を育てるために」 

 

２．目的 

１）SP候補者に SPの役割を説明し、理解を促す。 

２）SPとして参加協力を依頼する。 

 

３．制作者 

企画・制作：私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 

「日本型地域ケア実践開発研究事業」 

地域ケアスキル・トレーニングプログラム開発・推進委員会 

監修責任者：本田芳香、春山早苗 

制作担当者：里光やよい、若澤弥生、飯塚由美子、岩永麻衣子、 

湯山美杉、皆川麗沙 

制作協力者：大熊あけみ 

撮影・編集：自治医科大学図書館 メディアスタジオ 

 

４．時間：7分 39秒 
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               18th East Asian Forum of Nursing Scholars（台湾）において 2015年 2月 6 日発表 

 

   Survey of specified acts of medical assistance to be provided by nurses  

in rural and remote area clinics 

 

Shingo Esumi1, Kumiko Suzuki1, Tomoe Tukamoto1, Hiroko Shimada1, Tomoko 

Sekiyama1, Sagiri Aoki1, Sanae Haruyama1 

1. Jichi Medical University, School of Nursing 

Purpose 

The team medical care promotion projects in Japan contain two proposals requiring expansion of 

opportunities for nurses to use their own judgment, and expansion of nurse’s roles in actual clinical 

settings. In light of the above-mentioned proposals, the aim of this study was to clarify actual medical 

assistance provided by nurses who worked at clinics in rural and remote areas, which are operated by 

a small number of specialists. The assessment was based on 12 acts, which were extracted from the 

specified 41 medical assistance acts proposed by the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW), 

Japan. 

Design 

This was a cross-sectional study. 

Methods 

The subjects were nurses from 161 clinics, each of which consisted of 1 full-time doctor and 1 full-

time nurse. The clinics were located in rural and remote areas all over Japan. The survey was conducted 

by mailed questionnaires, and one form per clinic was sent. The survey items were the 12 specified 

acts of medical assistance extracted from the draft list of the specified acts of medical assistance 

proposed by MHLW, based on a previous study (Haruyama et al, 2009; Haruyama et al, 2011; Toda et 

al, 2012; Sakamoto et al, 2010; Shinozawa et al, 2004 ) . The 12 specified acts included “arterial line 

securement,” “implementation of echocardiography,” “selection and dose adjustments of nonopioid 

analgesics/adjuvant analgesics,” “dose adjustments of opioids,” “blood sampling by direct arterial 

puncture,” “abdominal ultrasound,” “bladder fistula catheter replacement,” “insulin dose adjustments 

based on blood glucose,” “oral/nasal intubation,” “replacement of gastrostomy catheter/tube/button,” 

“debridement/hemostasis of decubitus necrotic tissue,” and “diagnosis of severity of dehydration and 

correction by transfusion.” The subjects were asked to use a 3-point scale to rate their experience of 

any of the above-mentioned 12 acts; they were also asked to rate on a 2-point scale how crucial they 

considered each act, and whether it had been accompanied by a protocol. 

Results 

The number of valid responses was 86 (53.4%). Some subjects experienced all of the 12 acts. More 

than 10% of the subjects answered that they had experienced 11 of the 12 acts. For 38 subjects (44.2%), 
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the most common experience was “diagnosis of severity of dehydration and correction by transfusion,” 

followed by “debridement/hemostasis of decubitus necrotic tissue” for 29 subjects (33.7%). 

Furthermore, most subjects (14, 16.3%) answered that “diagnosis of severity of dehydration and 

correction by transfusion” was highly crucial, and 32 subjects (37.2%) reported the presence of a 

protocol for this procedure. 

Conclusion 

Nurses working in clinics in rural and remote areas operated by a small number of specialists 

performed many medical assistant acts, including high-level techniques. Compared with the subjects 

who had the protocols, the number of the subjects who answered the acts were highly crucial was 

smaller. Future research should examine the reason for this difference in more detail. 
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地域ケアスキル・トレーニングプログラム「臨床推論・フィジカルアセスメント」の検討 

－現任看護師を対象とした e-learning教育の試みから－ 

 

○村上礼子 1)、関山友子 1)、中村剛史 2)、春山早苗 1) 
1)自治医科大学看護学部 

2)自治医科大学医学部 

 

【背景】 

自治医科大学大学院看護学研究科では、文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「日本

型地域ケア実践開発研究事業」に取り組んでいる。本事業の目的は、看護師がチーム医療の中で機

能できるための卓越した地域ケアスキル・トレーニングプログラムの開発並びに地域特性に応じた

当該看護師の教育・支援システムの検討により、日本型地域ケア実践を開発することである。本研

究はその一環として実施した。平成26年12月に公表された看護師の特定行為研修の基準には、共

通科目として臨床推論およびフィジカルアセスメントが明記されている。そこで、看護師が卓越し

た地域ケアスキルを獲得するための科目としてこれらを設定し教育プログラムを実施した。 

【目的】 

教育プログラム「臨床推論・フィジカルアセスメント」に対する受講生およびへき地を含む地域

で働く看護師の評価から本教育プログラムの有用性と課題を明らかにする。 

【方法】 

対象：へき地医療拠点病院およびへき地を含む地域の医療機関ならびに急性期病院で働く5年以上

の看護師経験がある看護師で、勤務施設の管理者から推薦された13名。 

教育内容・方法：対象者の特性を踏まえ e-learningとし、臨床推論の考え方、理論、およびフィジ

カルイグザミネーションの方法とそのアセスメント、症状別の診断プロセス等を主な教育内容とし

た。各回は、全７回すべて、事前テスト－学習項目に関する映像コンテンツ視聴－事後テストの構

成とし、学習前に受講生が自身の知識レベルを確認し、不十分な点を中心に映像コンテンツで学習

できるようにした。その後の事後テストでは、知識の修得状況を確認し、修得が不十分な場合には、

映像コンテンツに戻って学習ができるようにした。受講後の演習を想定し教育内容を選定した。 

データ収集方法：受講生の受講状況および ARCS モデルに基づき作成した自作質問紙調査の Web

上での実施ならびに対面でのグループインタビューを実施した。 

倫理的配慮：対象者には事前に文書による研究の目的、方法、倫理的配慮の説明、ならびに受講完

了していなくても調査対象となる旨の説明を加え、同意を得た。また、得たデータは匿名性を保持

し集計した。 

【結果】 

13名の対象者のうち質問紙調査に回答した者は8名（61.5％）だった。8名のうち事後テスト完

了者は第 1回目 7名（87.5％）から第 7回目 4名（50.0％）と、回が進むにつれ減少した。また、

継続者の傾向としては、事前テスト－コンテンツ視聴－事後テストと順に従って学習を進めている

受講生のほうが継続しており、かつテストの成績も良かった。質問紙調査では、全員が肯定的な回

答だった。インタビューでは、「臨床でよく遭遇する疾患が網羅されている」、「診療所に必要な教育

内容が網羅されている」，「経験だけで実践するのではなく、根拠に基づき実践し、その判断根拠を

説明できる力が必要であると感じた」、「わかりやすく説明できる力が必要だと感じた」との意見が

聞かれた。一方で、「教科書と映像コンテンツ、テスト内容が連動・関連していない」、「経験分野以

外の問題が難しい」、「受け持ち経験のない患者の疾患は調べるのが大変」などの意見もあった。 

【考察】 

本結果は、本教育プログラムに取り組むことで得られる内容が実践に必要であることを裏付ける

結果であり有用性が高いと考えられる。しかし、対象者の経験分野は取り組みやすいがそれ以外に

関しては学習時間を要するといったことが述べられていることから、対象者が仕事と両立しながら

学習を継続および促進していくためには、プログラム内容を関連させたり、学習者の理解を助ける

解説を工夫するなどの学習時間短縮につながる方法を検討する必要がある。 
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看護師特定行為「血糖コントロールのための薬剤投与関連」における 

講義科目のトライアル結果報告 

 

○ 長谷川直人 1)，横山由美 1) 

1) 自治医科大学看護学部 

 

【目的】平成 27年 10月の「特定行為に係る看護師の研修制度」の施行に先駆けて，特定行

為「血糖コントロールのための薬剤投与関連」の講義科目のトライアルを行った。今回のト

ライアルの目的は，講義科目における教育内容と方法の妥当性，ならびに課題について，受

講者とへき地を含む地域で働く看護師の評価から検証することである。本研究は，自治医科

大学大学院看護学研究科の文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「日本型地域

ケア実践開発研究事業」の一環として実施した。 

【方法】対象者：へき地医療拠点病院・へき地を含む地域の医療機関・特定機能病院のいず

れかで働く臨床経験 5 年以上の看護師，もしくは看護系大学院博士前期課程に在籍する大

学院生。教育内容と方法：教育水準は，糖尿病専門医の研修レベルとし，「血糖調節機能の

特徴」「高血糖および低血糖の原因と評価方法」「インスリン治療に関する基本的知識」で構

成した。「患者の特徴に応じたインスリン投与量の調整の実際」は含めず，当初予定してい

た計 8 コマのうち，講義 4 コマおよび試験 1 コマ，計 5 コマを履修できるものとした。方

法は，対象者の利便性を考慮し，e-learning とした。対象者を一定の知識が身につき，主体

的かつ自律的に課題に取り組む存在であると捉え，講義は情報伝達型ではなく，課題検証型

となるよう意識してコンテンツ（Power Point）を作成した。具体的には，冒頭で各回の学習

項目と相当する教科書の範囲を指定し，次いで学習項目の中で特徴的な例示問題を示し，そ

の問題を解説しながら重要事項を説明する形式とした。受講者のペースでコンテンツを進

められるように考慮し，コンテンツは無音とした。試験は多肢選択式の客観的試験問題（計

28 問）とした。問題は，各講義の重要事項の想起に加え，その知識に基づく理解と解釈，問

題解決の認知領域を評価できるものとした。試験は複数回受験可とし，最高得点を評定とし

た。データ収集方法：受講者の受講状況と試験結果を Web 上で把握した。科目アンケート

として，ARCSモデルに基づき作成した 17項目の質問紙調査を Web上で実施し，単純集計

した。あわせて，終了後に実施した対象者へのグループインタビューの結果から，本科目に

ついて語られた箇所を抽出し，分析した。倫理的配慮：対象者には，受講を完了していなく

ても調査対象となる旨を含め，研究概要について文書及び口頭で説明し，同意を得た。また，

収集したデータは匿名性を保持しながら分析した。 

【結果】受講登録者は 4 名で，3 名が特定機能病院で働く看護師（うち 2 名が大学院に在

籍），1名が大学院生であった。4名中，講義を受けた（コンテンツを閲覧した）のは 3名で

あった。そのうちの 2 名が全コンテンツを閲覧し，試験を受け，科目アンケートを回答し

た。残り 1名は，全コンテンツを閲覧していたが，試験は受けなかった。試験の点数は 1名

が 100点，もう 1名が 63点であった。科目アンケートの結果は，学習方略，動機づけ，知

識の活用可能性等を含め，すべて肯定的な回答であった。グループインタビューの結果では，

『日常的に行っている看護実践の知識の振り返りや根拠の確認になった』『重要であると考

えていたことが講義内容でも示されていた』『今後は糖尿病療養指導士との役割分担の明確

化が必要』『高齢糖尿病患者など対象特性を踏まえた内容の充実が必要』『随時最新の知見を

確保してほしい』等が挙げられた。 

【考察】対象者にとって，本科目の履修は必要な知識の習得だけでなく，実践経験の裏付け

や，根拠の確認となっていたことから，教育内容には一定の妥当性が認められた。これらの

成果は，根拠に基づく実践の振り返りであり，へき地での特定行為の実践において特に重要

な要素であると考える。教育方法には特に意見がなかったが，講義は受けたものの試験を受

けなかった受講者がいたため，継続的な学習意欲の確保に向け，教員との相談体制の確保や

受講者同士のディスカッションシステムの構築を検討する。 
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現任看護師を対象とした e-learningによる 

認知症看護教育プログラムの作成・試行と評価 

 

○千葉理恵、半澤節子、石井慎一郎、永井優子 

自治医科大学看護学部 

 

【背景】 

自治医科大学大学院看護学研究科で実施している私立大学戦略的基盤形成支援事業「日

本型地域ケア実践開発研究事業」は、チーム医療の中での看護師の役割を拡大していくた

めに、看護師を対象とした地域ケアスキル・トレーニングプログラムを開発することなど

を目的としている。 

認知症をもつ人とその家族のケアニーズの理解を深めるとともに、対象者が医療やケア

を求めてきた際に対応し、看護判断に基づいた適切な看護援助を実践できる能力を養うこ

とを目的として、平成 26 年度に認知症看護に関する教育プログラム(全 7 回のうち 4 回ま

で)を作成し、試行と評価を行った。 

【目的】 

 作成した教育プログラムの内容や方法などについて検討し、より教育効果の高い教材に

するための示唆を得ることを目的とした。 

【方法】 

1) 教育プログラムの作成 

第 4 回目までの教育内容は、1) 認知症をもつ人の内的体験の理解、2) 認知症の症状と

アセスメントの理解、3) 認知症を引き起こす疾患の理解、4) 認知症の早期診断の重要性

と薬物治療の理解とした。対象者が就労している看護職者であることを考慮し、教育方法

は e-learningとした。受講者は、各回の講義でパワーポイントの講義資料をパソコン上で

参照しながら、指定した映像のコンテンツを視聴し、また、指定した教科書を読み学習す

ることとした。その上で、e-learning 上の小テストを受け、知識の習得状況を確認できる

ようにした。映像コンテンツは、一般向けに視聴できる著作権フリーのものとし、補助教

材とした。 

2) トライアル受講者からの反応や感想の評価 

授業終了後には web 上でアンケートを実施した。また、受講者を対象として 2 月にグル

ープインタビューを行い、教育内容や授業の展開方法等について意見や感想を尋ねた。 

【結果・考察】 

トライアル受講者 8 名中、e-learning 上の授業後アンケートのコンテンツの回答者は 6

名（75%）であり、内容の分かりやすさなどについて、おおむね高い評価が得られた。また、

グループインタビューからも、「スライドが全体的に見やすく分かりやすかった」、「認知症

の様々な種類について理解を深めることができ、将来役に立ちそうだと思えた」などの肯

定的な意見が聞かれた。一方で、小テスト問題の回答に対する詳しい解説の要望など、改

善点についての意見も聞かれた。受講者のモチベーションを維持・向上させるとともに、

受講者がより高い学習効果を得て、本科目での学びを現場の実践につなげて活用できるよ

う、受講者の反応や意見を踏まえて修正を検討していくことが今後の課題である。 



             第 10回学術集会 2015. 8. 28 示説発表  

現任看護師対象の e-learningによる 

退院支援・調整教育プログラムの開発・試行とその評価 

 

○塚本友栄、島田裕子、青木さぎ里、根來利佳子 

自治医科大学看護学部 

 

【背景】 

自治医科大学大学院看護学研究科では、看護師が卓越した地域ケアスキルを獲得するた

めの教育プログラムの内容及び教育方法を明らかにすることを目的とし、文科省私立大学

戦略的研究基盤形成支援事業「日本型地域ケア開発研究事業」に取り組んでいる。本研究は、

その一環として実施した。離島・山村過疎地域を含む地域で実践している看護職を対象とし

た調査から、強化したい教育内容として退院支援・調整や多職種連携が挙げられた。そこで、

看護師が卓越した地域ケアスキルを獲得するための科目としてこれを設定し、教育プログ

ラム（全 7回のうち４回まで）を開発・試行・評価した。 

【目的】 

教育プログラム「退院支援・調整と多職種連携」に対する受講生の評価から、開発・試行

した e-learning教材の効果と改善に向けた課題を明らにする。 

【方法】 

対象：看護師５名が受講した。事前に文書による研究協力への同意を得た。 

教育内容・方法：約 20分程度の講義映像を週１回配信。退院支援・調整に欠かせない要素・

基本的な流れを解説。加えて、自施設現状等を想起する事前ワーク、実践上の課題に関する

事後レポートを課した。レポートはルーブリックを用い自己評価、受講生相互が閲覧・コメ

ントすることとした。 

データ収集方法：ARCS モデルに基づき作成した自作質問紙調査を実施、Web 上で回答を

得た。また別途グループインタビューも実施した。 

【結果】 

質問紙調査は、履修完了した 4名、インタビューは 3名から協力を得た。Relevance（関

連性）の側面は 4名全員が、Attention（注意）の側面と Satisfaction（満足感）の側面は 3

名が肯定的な評価であった。しかし Confidence（自信）の側面は 3 名が「あまり自信がつ

かなかった」と回答し、否定的回答の方が多かった。自由記述では、自施設の改善策を考え

られる内容が必要、わかりやすい、他受講者の意見がわかり有意義といった記述があった。

インタビューでは、実際には関わっておらず使えそうにない、地域にある資源やケアマネジ

ャーの役割もわからない、フィードバックがなく物足りない等の声もあった。 

【考察】 

「注意」「関連性」「満足感」については良好な結果であった。学ぶことの意味を感じ、興

味・注意がひきつけられ、やってよかった思える内容・分量であったといえる。しかし「自

信」を高めるには至らず、受講者所属医療施設の機能や所在地域の特徴を考慮した内容にす

ること、フィードバックの必要性等の課題が見出された。残るコンテンツ作成にあたっては、

資源利用に向けた援助も考えられるような事例学習、自己の理解度を確認できるミニテス

ト形式の学習課題を取り入れる等、さらに工夫していく必要がある。 
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AMEE 2015. 9. 4-11 eLearning Symposium(Glasgow,England)において ePosterにより発表 

 

① ＜成果報告について＞ 

Design and development of the e-learning course for the nurses who perform 

medical auxiliary acts 

Asada, Y., Honda, Y., Murakami, R., Esumi, S., Iizuka, Y., Haruyama, S. 

AMEE 2015, AMEE 2015 abstract book p228, Glasgow, Scotland, United Kingdom 

 

Background: In Japan, the laws and regulations for the nurses who perform 

medical auxiliary acts are revised. The training course of those nurses must 

be consisted of (1) the lecture or e-learning for knowledge acquisition, (2) 

practice including simulation for skills training, and (3) on-the-job training. 

Summary of Work: There are two objectives in this study: (1) to design and 

develop the knowledge acquisition part with e-learning (2) to start the trial 

course and evaluate for formative assessment of the e-learning contents. 

Summary of Results: There are 10 elective subjects in the trial course. The e-

learning course was developed with moodle. In each subject, there are lecture 

movies, quizzes for checking knowledge and report assignments. Most of the 

subjects have about 7 topics, and each has movies and quizzes. Learners have 

to take quizzes and they cannot open the next topic unless they pass it. At the 

end of the topic there are written assignments based on clinical case. 

Discussion and Conclusions: The trial courses started in January. In trial 

course, most of quizzes and assignments are useful for study by oneself 

because it rated automatically at once. However, to make more effective and 

active learning course, peer review and discussion on the online forum 

(asynchronous discussion) is might be also useful. 

Take-home messages: To train the nurses who perform medical auxiliary acts, 

e-learning course might be effective for knowledge acquisition. In the next 

step, we have to develop skills training session including simulation and 

make blended learning course. 

 

【発表ポスター】 

http://ieposter.com/eposter/1376/design-and-development-of-the-e-learning-

course-for-the-nurses-who-perform-medical-auxiliary-acts.html   

【AMEEでの報告】 
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 研究事業の成果に関する中間報告として、AMEE（Association for Medical Education in 

Europe）の 2015年度年次大会、AMEE 2015にて eポスターでの発表を行った。発表に際

しては特定行為研修制度に関する簡単な紹介を行った後、トライアルとして作成・運用した

eラーニングの構成やコンテンツ内容の紹介、形成的評価としてのアンケート評価および学

習者からの意見について整理したうえで今後の改善・運用に関する考察を述べた。 

 発表後の質疑においては教材作成に関わった人員数や協力者の選定方法などが聞かれた。

また、看護分野において TBL（Team Based Learning）やシミュレーションと eラーニン

グとを組み合わせた形での活用報告を行っていた演題もあり、最終評価がアンケートによ

る満足度評価（カークパトリックの 4段階におけるレベル１）のみとなっていたため、より

高次の評価（学習達成度や行動変容など）に関する質疑なども挙がっていた。本発表では評

価のレベルについては質問されなかったが、本発表内容も評価に関してはアンケートでの

評価のみであり、同様の課題があることを再認識するきっかけとなった。 

 その他、発表したセッションにおいては、本事例以外にもMoodleを用いた教材作成や授

業実践に関する演題が多数取りあげられており、LMSとしての汎用性を改めて実感するこ

とにもつながった。 
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② ＜作成教材について＞ 

【トライアル科目】 

共通科目 4科目、特定行為科目 2科目、特定行為以外 1科目について、Moodle上でのコー

ス作成およびトライアルを行った。図はトライアル科目におけるMoodleの機能の利用状況

である。 

 

 

 

全体として、小テスト（quiz）、PDFや動画等の資料（resource）、外部資料へのリンク（url）

が多く利用されていることが見てとれる。一方、トライアル中ということもあり、掲示板

（forum）やアンケート（feedback）の機能に関しては利用が少ない傾向にある。 
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【本科目】 

2015年 10月に開講した一期生向けのコースでは、次図のような利用状況となっている。 

 

 

トライアルでは利用の少なかった掲示板の増加がみられるほか、課題（assign）や学習者同

士での相互評価（workshop）の機能を利用した教材も作られていることが分かる。 
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へき地を含む地域で働く看護師のための 

地域ケアスキル・トレーニングプログラムの検討 

 

村上礼子 川上勝 里光やよい 福田順子 横山由美 本田芳香 春山早苗 

 

自治医科大学看護学部 

 

【目的】 

わが国は医師の負担増大と地域医療崩壊の危

機に直面し、看護師の役割拡大への期待が高ま

る一方で、へき地で働く看護師の研修・研鑽の

機会の少なさという課題がある。 

本研究はへき地を含む地域で働く看護師の看

護活動の実態と課題等を調べ、看護師がチーム

医療･ケアの中で機能するための地域ケアスキ

ル･トレーニングプログラムの検討を目的とし

た。 

【方法】 

1.全国へき地医療拠点病院 261 施設と 100～

400床未満の医療機関 268施設看護師各 3名を

対象とした郵送自記式質問紙調査(回収率各々

35.9%､29.0%)：2012 年 11 月～2013 年 1 月実

施。看護実践に係るコンサルテーション･倫理調

整の課題及び地域連携活動を調査。先行研究を

参考に選択肢を設定、複数回答、自由記述あり。 

2.全国へき地診療所 833 施設看護師を対象に郵

送自記式質問紙調査(回収率 40.5%)： 2013 年

8～10 月実施。先行調査に基づく 19 項目(4 件

法)と他の看護活動実施状況(自由記述）、診療所

看護師の役割拡大の課題(自由記述)を調査。 

3.地域で働く看護師のグループインタビュー

(訪問看護師 5 名、へき地医療拠点病院看護師 9

名、へき地診療所看護師 2 名)：2014 年 2～3 月

実施。強化したい看護実践力を聴取。 

【倫理的配慮】 

方法 1、2 は無記名とし、調査趣旨、自由意思

の保証、調査票の回答･返送をもって同意を得た

とすることを明記した依頼文書を調査票と共に

送付。方法 3 は文書･口頭で調査趣旨、自由意思

の保証、個人や所属施設情報の保護等を説明し

同意を得た。 

【結果】 

1.へき地診療所の看護活動と課題：実施率の高

い看護活動｢往診や外来での診察の介助や処置｣

｢救急搬送時の初期対応｣｢要介護高齢者家族に

対する助言｣｢関係機関との連絡｣等。役割拡大の

課題「医師の理解と協力に基づく協働体制」等。 

2.へき地医療拠点病院・中小規模病院の看護活

動と課題：相談したい時は、患者･家族の直接ケ

アで｢患者と家族の気持ちや考えが異なる｣

56.8%、医療チームについて｢治療方針と看護方

針の不一致｣46.7％で、所属部署の看護実践能力

向上のために必要なことは｢看護の根拠に関す

る認識を高める｣69.6%であった。退院支援の困

難が生じやすい場合は｢独居高齢者｣92.0%、｢家

族介護力が期待できない｣88.9%で、地域連携活

動で看護職に求められることは｢医師との調整

力｣43.6%、｢独居高齢者の退院支援｣37.7%、｢保

健医療福祉制度の理解｣37.5%、｢家族への看護

や家族との調整力｣36.6%であった。 

3.地域で働く看護師が強化したい実践力：根拠

に基づく判断力、医師への説明力、高齢者のフ

ィジカルアセスメント力、急性期から看取り・

認知症まで高齢者の健康問題へのマルチな対応

力、看取り力、看取りに向けた家族の受容促し

や本人と家族の希望調整力、退院調整力、行政

との連携･調整力等があった。 

【考察】 

地域で働く看護師がより一層機能するために

｢フィジカルアセスメント(特に高齢者)｣｢急性

期･看取り･認知症等の高齢者看護｣｢在宅終末期

看護｣｢家族看護｣｢医師とのアサーティブなコミ

ュニケーションスキル｣｢退院支援と多職種連

携｣等に関するトレーニングプログラムの必要

性が示唆された。

 

 



 

 

225 

 

へき地を含む地域で働く看護師のための地域ケアスキル・トレーニングプログラムの評価 

 

横山由美、村上礼子、川上勝、里光やよい、福田順子、本田芳香、春山早苗 

【目的】 

本研究は先行研究に基づき検討したへき地を含む地域で働く看護師のための地域ケアス

キル・トレーニングプログラムを実施し、プログラムの評価をするとともに、その改善点に

ついて示唆を得ることを目的とする。 

【方法】 

 対象者：平成 26年 8月 28日～9月 30日に全国のへき地診療所 833施設、先行調査で

協力を得たへき地医療拠点病院 9か所、栃木県内訪問看護ステーション 39施設及び医療期

間 109か所に募集案内を送付した。各ブログラムの受講者数を 15名とした。 

プログラムの内容及び実施方法：高齢者看護（急性期）（以下急性期）、高齢者看護（終末期）

（以下終末期）、高齢者看護（認知症）（以下認知症）、退院支援・他職種連携（以下退院支

援）について各 7 回で構成した e-learning によるインタラクティブな方法を取り入れたプ

ログラムを実施した。オリエンテーションを 1 回実施、不参加者へは内容をサイト上にア

ップし個別対応した。実施期間は平成 27 年 12 月 1 日より各プログラム週 1 回ずつアップ

し、平成 28年 2月 29日（認知症は 3月 10日）までアクセス可能とした。 

評価方法：Kirkpatrickの 4段階の評価を参考に、受講後アンケートを取った。第 1段階：満

足度は注意 4項目（おもしろさ、眠さ、好奇心、変化）、関連性 4項目（やりがい、自分と

の関連、有益性、途中の過程の楽しさ）、満足感 4項目（やってよかった、利用可能性、成

果の承認、評価の一貫性）を、第 2段階：学習成果は自信 4項目（自信、目標の明確性、学

習の進度、学習の工夫）を 4件法で行った。第 3・4段階は受講後半年以上が適切とされて

いるため今回は行わなかった。 

【倫理的配慮】 

研究の趣旨、方法、個人情報の保護、自由意思の保証、発表について文書を用いて口頭で

説明し、署名を得て同意とした。 

【結果】 

アンケートの回答が得られたのは、急性期 13名（86.7％）、終末期 13名（86.7％）、認知

症 14名（93.3％）、退院支援 14名（93.3％）であった。 

１. 満足度：注意では認知症で 4 割が眠さを、終末期で 3 割強がマンネリと回答していた。

それ以外は 7～8割で注意を持てていた。関連性ではほとんどが 7～10割で関連性があると

回答していたが、途中の過程の楽しさを急性期、終末期で 5割弱、4割弱が感じていなかっ

た。満足感ではほとんどのプログラムで 7～10 割で得ていたが、終末期で 3 割強が成果を

認めてもらえていないと感じていた。 

２. 学習成果：自信では急性期・終末期で 7割前後で自信がついていたが、それ以外のプロ

グラムでは 6割以下であった。目標では 8～10割で明確であったが、学習の進度は 7～8割
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が滞っており、学習の工夫は退院支援以外で 4～7割ができなかったと回答していた。 

【考察】 

第 1 段階の満足度はほとんどの項目で高かったが、途中の過程の楽しさや成果の承認な

どでは低いプログラムもあり、先に顔見知りになるなどインタラクティブな方法が効果的

に用いられるための方策の検討が必要である。また学習成果については、目標は明確であっ

たが、自信がつかなかった、学習が滞った、工夫が出来なかったという回答が多く、今後の

学習継続も含め計画的に進めていけるための支援について検討していくことが必要である。 
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ICTを活用した遠隔教育の推進に向けた教育方法の検討 

―特定行為に係る看護師の研修制度の受講生の思いに注目して― 

 

〇 鈴木美津枝 1）、村上礼子 2）、関山友子 2）、江角伸吾 2）、川上勝 2）、飯塚秀樹 2） 

石井慎一郎 2）、淺田義和 3）、春山早苗２） 

1）自治医科大学看護師特定行為研修センター、2）自治医科大学看護学部 

3）自治医科大学情報センター 

  

[目的]わが国では、団塊の世代が 75歳以上となる平成 37年には、1人の高齢者を約 2人で支

える社会構造になる。このような状況に対応できるよう厚生労働省が制定した特定行為に係る

看護師の研修制度が始まり、本大学では指定研修機関として、平成 27年 10月から看護師特定

行為研修を開講した。本大学では、就労しながら全国各地の遠隔地でも研修を受講できるよう

ICT教育を活用した教育方法を展開している。今回、研修生の受講上の困難な思いを明らかに

し、ICTを活用した遠隔教育をより推進できる教育方法の示唆を得たいと考えた。 

[方法]対象は、研究同意の得られた 30名のうち交流会に参加できた 24名。調査期間は、平

成 27年 12月 21日、22日。調査方法は、5～6名のグループインタビューで、所要時間 90分

程度であった。調査項目は、学習環境、研修生同士の交流状況、学習継続上の困難、研修機関

に改善を望むことや職場等からの支援体制の現状と望むことなどとした。分析方法は、グルー

プインタビューの逐語録を作成し「受講上の困難な思い」を抽出し質的帰納的に分析した。倫

理的配慮としては、自治医科大学倫理臨床研究等倫理審査委員会の承認を得て、研究目的、趣

旨、ならびに参加の自由、自由な発言の保証、同意撤回の保証、個人情報の保護、録音の許

可、発表の許可など研究倫理の原則に基づき文書により説明し、同意を得て行った。 

[結果]対象者の出身は、北海道 1名、東北地方 3名、関東 17名、中国地方 2名、九州地方 1

名。学習環境については職場 21％（5名）、自宅 79％（19名）。学習支援体制は勤務中に学習

時間が確保されている 16％（4名）、職場に学習できる部屋が確保できている 16％（4名）、勤

務体制のサポートがある 64％（16名）。「受講上の困難な思い」として、【学習時間の確保の難

しさ】【職場や家族のサポート不足・理解不足】【顔の見えない者同士の意見交換での遠慮】

【事前オリエンテーションの不足】【ネット環境の調整不備】【特定行為に係る看護師の研修制

度の認知度の低さ】【研修後のイメージ化の難しさ】【学習内容の多さ】【思うように進まない

自分の理解度を自覚】【モチベーションの維持困難】【学習進度の不安】【使いこなせていない

Moodleへの歯がゆさ】などが見いだされた。 

[考察]受講開始直後、【ネット環境の調整不備】や【使いこなせていない Moodleへの歯がゆ

さ】があり、徐々に学習進行に関する【学習内容の多さ】【思うように進まない自分の理解度

を自覚】などが追加されていったことが考えられた。また、オンライン上での研修生同士が意

見交換を行う課題が出されると【顔の見えない者同士の意見交換での遠慮】や【事前オリエン

テーションの不足】を感じていたことが推察された。さらに、【学習時間の確保の難しさ】や

【職場や家族のサポート不足・理解不足】から【特定行為に係る看護師の研修制度の認知度の

低さ】を感じこれまでの学習に対する困難さも相まって【モチベーションの維持困難】につな

がり、ICTを使った教育の困難さを強めていることが推測された。そこで、就労しつつ ICTを

使った教育の継続には、使いやすい ICT整備とその周知を徹底できる受講方法・学習方法の検

討は当然の検討課題であると考える。その上で職場環境やネット環境を含む学習環境の調整を

できるだけ早い時期から研修生ならびに所属機関にも説明できるようなオリエンテーション企

画の検討、本研修制度や研修後の説明も含めた事前オリエンテーションの充実化を図ることが

重要であると考える。また、研修生同士や教員と関わる機会を設けることも ICTを活用した遠

隔教育の推進には重要であることが示唆された。 
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模擬患者を用いたアセスメント演習に参加した地域で活動する看護師の自己評価 

 

○里光 やよい１），本田 芳香１），浜端 賢次１），清水 みどり１），湯山 美杉１），岡野 朋子１）， 

大澤 弘子２） 

 1) 自治医科大学看護学部，2) 自治医科大学附属病院看護部  

 

【研究目的】厚生労働省が打ち出した医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により一定の診療の

補助を行う看護師を養成するため、今後の在宅医療等を支えていく看護師の養成を本学で開始した。受

講する看護師の観察技法や判断の的確さといったフィジカルアセスメントは診療の補助の基盤となる

ため、模擬患者を用いた演習を行い強化している。本研究は、模擬患者を用いたフィジカルアセスメン

ト演習を受講した地域（へき地を含む）で活動する看護師がその体験をどのようにとらえているか、ま

た自己評価しているかを明らかにする。 

【研究方法】1)研究対象：模擬患者を用いたフィジカルアセスメント演習を受けた地域で活動する看護

師 23名。所属は大学病院 4名、訪問看護ステーション 5名、へき地拠点病院 6名、その他の病院 8名

で、臨床経験は 5～33 年であった。2)研究期間：2016 年 3 月～8 月 3)研究方法：質的研究 (1)デー

タ収集方法：模擬患者を用いたフィジカルアセスメント演習（腹痛や胸痛、血糖値の上昇などの症状を

訴える模擬患者や付き添いの家族に対して医療面接とフィジカルイグザミネーションを行う）を受けた

地域で活動する看護師の授業評価アンケートの記述から模擬患者を用いたフィジカルアセスメント演

習後の気づきや学びを含む自己評価、過去および今後の活動との関連についての記述を抽出した。(2)分

析方法：研究者間で受講生が記述したものを十分に読み込み、演習体験のとらえ方、自己の評価につい

て検討し、カテゴリとして抽出した。 

【倫理的配慮】事前に受講者全員に対し研究的取り組みに対する説明を口頭で行い、書面による同意を

得ている。 

【結果】模擬患者との演習体験については、ほとんどが肯定的な意見であった。「臨場感による学習意欲

の高まり」があったがその臨場感によって「体はガチガチ、頭は真っ白」というような緊張感を体験し

ていた。自己のアセスメントについての評価では、「フィジカルイグザミネーションの手技や知識の不

足」「観察結果を統合するアセスメントの困難」「自分のできる事、できない事の明確化」が抽出された。

その他には「体力・精神力のきつさ」「疲労感と充実感」等が抽出され、内容の濃い学びが得られたこと

が推察された。 

【考察】従来の演習方法として用いられてきた学生（受講生）同士でお互いに演じる役割演技ではなく、

初対面の模擬患者に対峙する事による効果としては、「臨場感による学習意欲の高まり」があり、それゆ

え、普段はできていることもできないような「体はガチガチ、頭は真っ白」な状況があった。これは、

周りで見ている人がいる事や評価されているという心理も影響していると思われる。受講した看護師ら

の臨床経験は 5年以上であり、自施設では自立して看護を行っている立場であるが、医師又は歯科医師

の判断を待たずに、手順書により一定の診療の補助を行う看護師として活動するためには、フィジカル

イグザミネーションの手技や知識をより深く学び、観察結果を統合するアセスメント力を身につけなけ

ればならないという自覚が感じられ、「自分のできる事、できない事の明確化」につながったことは本演

習の成果であると考える。一定の診療の補助を行う看護師として活動するためには、受講生がフィジカ

ルイグザミネーションの知識、技術、アセスメントの力が向上したと認識できるような環境づくりやプ

ログラム内容を検討していく必要があると考える。（1388字） 
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登録：川上勝１）、鈴木美津枝２）、三科志穂２）、清水みどり１）、福田順子１）、田村敦子１）、平尾温司１）、

村上礼子２）、春山早苗１） 

所属：１）自治医科大学 看護学部、２）自治医科大学看護師特定行為研修センター 

発表：川上勝 

 

タイトル：プラットフォーム型シミュレータに関する研究―瘻孔管理研修に用いて- 

 

【背景・目的】近年、多くの医療教育機関において様々なシミュレータが導入され、その教育的効果が

確認されている。特定行為研修制度がスタートし、研修を受けた看護師がこれまで医師のみが行ってい

た医行為の一部を実施できるようになった。研修プログラム（以下、研修）では、特定行為を習得する

ためにはシミュレータは不可欠である。また、研修生は自施設等における実地研修中に手順や手技を反

復して練習する必要がある。しかしながら、既存のシミュレータは研修生への配付やあらゆる場所への

持運びが困難であるため、トレーニングが効果的に行えない恐れがある。そこで、我々は、これらの課

題を解決するため、共通フレームを使用し、人工皮膚の交換により様々な特定行為のトレーニングが可

能なシミュレータ（以下、プラットフォーム型シミュレータ）を開発した。本研究では、プラットフォ

ーム型シミュレータの概要と膀胱瘻および胃瘻カテーテル（以下、瘻孔カテーテル）交換トレーニング

研修への導入結果について報告する。 

 

【プラットフォーム型シミュレータの概要】 

特定行為トレーニング用パッド（以下、パッド）と、フレームで構成する。パッドは統一サイズ（縦

横 12ｃｍ、厚さ 3ｃｍ）とし、トレーニングする手技に応じて人工皮膚（バイオスキン、レジーナ）の

表面を加工する。パッドの加工を除く、フレームの設計および成形は研究者が行った。フレームは使用

後パーツ毎に分解し、パットと伴に市販されている A4 サイズで厚さ 3ｃｍ程度のファイルケースに収

納する。今回、瘻孔カテーテル交換に関する手技・手順の習得目的で、疑似瘻孔付きパッド（以下、専

用パッド）を作成した。 

 

【瘻孔カテーテル交換トレーニング研修後の調査】 

１） 方法  

瘻孔管理研修に参加し、同意の得られた受講生を対象者とした。対象者には専用パッドを装着し

たプラットフォーム型シミュレータを研修前に配付した。研修期間中に自施設や自宅での使用回

数、使用感や改善点についてオンライン上での回答を依頼した。 

２）結果・考察 

対象者 4名から回答を得られた。肯定的な意見として、「交換時の感触を理解できた」、「組立

式なので持ち運びが便利」等があった。一方、「力を入れると壊れそう」、「グラグラする」、

「高さが高い」等の否定的な意見があった。また、「インジゴ液の貯留ができるといい」等の提

案があった。 

３） 考察 

開発したシミュレータは全体のサイズや専用パッドにより技術習得に役立ったといえる。一方、

フレームの強度や機能を高める必要性が示唆された。 

 

【まとめ】 

 瘻孔管理用のシミュレータは教材として有用であったといえる。今後、受講生からの意見等を踏ま

えフレームの強度向上や機能追加のためにデザインを改良する予定である。また、他の特定行為用の

パッドを製作し、研修に活用できるようにする。 
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ICT を活用した演習からシミュレーション実習へ繋ぐ企画の評価と今後の課題 

村上礼子 1）2）、鈴木美津枝 1）、三科志穂 2）、関山友子 2）、江角伸吾 2） 

1）自治医科大学看護師特定行為研修センター、2）自治医科大学看護学部 

 

【目的】看護師特定行為研修では、講義又は演習に E ラーニングを活用することが可能で

ある。本研修センターでは、全国から受講生を募り、就労を継続しながら学習できるよう

ICT を活用した遠隔教育を中心に講義・演習を展開している。今回、ICT を活用した演

習から実習に円滑に繋いでいく教育方法を検討し、展開した。そこで、展開した演習・

実習の企画を評価し、今後の示唆を得ることを目的とした。 

【方法】対象：23 名、全員通信教育の経験なし。演習・実習方法：1 日目 Moodle のフ

ォーラム機能を活用し指定事例の意見交換、2 日目研修生同士のロールプレイ、3 日目

SP を導入したロールプレイ、4 日目 Moodle の課題提出機能にてレポート提出、5 日目

身体診察と医療面接の OSCE。調査方法・内容：ARCSモデルを参考に 16質問項目（4段

階評価）と自由記述のアンケート調査。倫理的配慮：授業評価の目的、結果の公開、個

人情報の保護、特定されない処理方法等の説明を文書と口頭にて行い同意を得た。また、

調査は自由意思での参加である旨説明した。 

【結果】回答数(率)19名（82.6％）。「注意」約 6～9割が高評価。「関連性」約 4～8割

が高評価。4 割は『途中の過程が楽しかったか』の質問項目であった。「自信」約 1～4

割が高評価、4～6 割が『まあまあ』の評価であった。「満足」の「成果を認められた」

「すぐ使えそうだ」「評価には一貫性があった」は約 3～4 割が高評価で、「やってよか

った」は 9割が高評価であった。自由記述では、「学生同士のロールプレイだと遊びがち

だが、SP と行うことで臨場感を感じることができ、学習意欲が高まった」「症例を覚えてし

まうので、医療面接の試験は実習と違う症例がいい」医療面接・身体診察の知識・技術は短

期間で習得できるものではない。しかし、今回の実習で経験を活かし、次までには少しでも

スキルアップできるように準備していきたい」などがあった。 

【考察】今回、事例展開を主に通信で行い、その実践を実習で行った。その結果、事例

の状況や臨場感あるシミュレーション実習になり、学習の動機付けになる「注意」「関

連性」は高評価で、演習と実習が円滑に連結でき、効果的であったことが推察される。

一方、繰り返し使用する事例には慣れてしまう傾向が明らかとなり、「満足」「自信」の

面で課題が残った。今後は、課題とする事例の選択肢を増やし、実習ではその都度視野

を広げ、自信につながるフィードバックができるよう教授方略を洗練させる必要性が示

唆された。 
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題名 : 看護師特定行為研修における Moodle 活用について 

種類 : ライトニング・トーク（１０分） 

言語 : 日本語 

要約 :  

自治医科大学看護師特定行為センターでは、特定行為研修全科目において Moodle を用いて

いる。教材作成や各種設定は、各科目の教員が担当している。担当教員は Moodle 掲載用教

材作成に加え、様々な操作を新たに覚える必要がある。そこで、基本的な操作スキルを習得

した数名の教員（サポート教員）が各科目を担当する教員を支援した。また、サポート教員

が対応できないと判断した問題はエンジニアに相談する体制を整えた。その結果、特定行為

研修を滞りなく展開できた。看護師特定行為研修において Moodle を使う場合は、教員の支

援体制の構築が不可欠であると考える。 

キーワード : 看護師特定行為研修、教員支援 

トピック : 学校での Moodle 導入事例 

筆頭発表者 : Mr. Masaru KAWAKAMI 川上 勝 

所属 : Jichi Medical School, School Of Nursing 自治医科大学  看護学部  (栃木県 , 

JAPAN) 

E メール : k-masaru@jichi.ac.jp 

共同研究者（２） : Mr. 淺田 義和 (自治医科大学 情報センター) 

共同研究者（３） : Ms. 村上 礼子 (自治医科大学 特定行為研修研修センター) 

共同研究者（４） : Ms. 関山 友子 (自治医科大学 看護学部) 

共同研究者（５） : Mr. 江角 伸吾 (自治医科大学 看護学部) 
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e-learningを活用した学習活動からみた 

へき地で生活する看護職に対する学習支援の検討 

 

○古島幸江 1）, 中村美鈴 1）, 中野真理子 1） 

佐々木雅史 2），藤巻郁朗 1），本田芳香 1），春山早苗 1） 

            1）自治医科大学看護学部，2）東北医科薬科大学附属病院看護部 

 

【目的】へき地で働く看護職は、さまざま症状を呈する多様な年齢の人を対象とすることか

らこれに対応できる幅広い知識が求められる。一方で、学びたくても研修会などの学習機会

や学習資源、人的支援が得にくく自己研鑽の機会が少ないことが報告されている。こうした

現状から、へき地で生活する看護職に対する学習機会の提供として、インターネットを利用

した学習活動のサポートシステムが提案されている。今回、日本型地域ケア実践開発研究事

業地域ケアスキル・トレーニングプログラム：高齢者 1急性期看護（以下、高齢者 1急性期

看護）を担当し、e-learning を活用した学習活動の実際からへき地で生活する看護職に対

する学習支援について検討したので報告する。 

【方法】高齢者 1急性期看護は、急性期の高齢者看護、高齢者の救急において、日常的に遭

遇しやすい症状の初期アセスメントと初期対応、さらに家族への対応を含めた看護実践が

展開できるよう実践的な理解力を深める目的で企画されている。教育方法は、e-learningと

し、全 7 回のうち 6 回は学習課題に対するオリジナルの教材を用いて、その都度受講後の

小テストを積み重ねる方法で知識の定着を図った。また、第 7回は e-learningで既習した

知識を活用した「高齢者救急においてよく見られる事例展開」を課題として理解の統合が図

れるような構成とした。各開講は隔週月曜日に設定し、前もって事務局から開講の通知を配

信した。 

【結果】高齢者 1急性期看護において、受講者は 18名そのうち 12名が修了した。未修了の

状況は、第 2 回以降から未受講であるが 4 名、毎回のテストは行ってはいたものの修了要

件に満たっていないが 1名、毎回のテストは修了要件を満たしていたがレポート未提出が 1

名であった。こうした未修了の受講履歴をみてみると、設定した開講日から 10日以上経過

（14.6±3.8）してから単回受講をしている状況があった。一方で、修了者は、設定した各

回開講日から 3 日以内（1.8±0.9）に受講をしていたが 4 名、15 日以上経過（22.5±5.6）

してから同一日にまとめて複数回の受講をしていたが 8名であった。 

【考察】へき地で働く看護職は、人的支援の不足から勤務時間外の対応が求められる等のプ

ライベートな時間の確保が困難であることが報告されている。修了者の多くは、開講日から

15 日以上経過してから同じ日にまとめて複数回の受講をしていた。これは、学習時間の確

保が難しい状況のなか、自らの生活のなかに学習活動を組み込むための工夫であると推察

する。また、事務局から開講日が配信されたことは、受講生にとって動悸づけになっていた

と考える。e-learning は、時間や場所を問わず自分のペースで学習ができる一方で、個人

の主体的参加を必要とし継続への意欲喚起が難しいといった課題もある。へき地で生活す

る看護職の学習継続は、生活のなかにいかに学習活動を組み入れられるかに関与するもの

と考える。受講期間中に受講生間で学習活動をめぐる意見交換や学習活動の状況が可視化

できるような受講生の相互性を高める等の学習支援の必要性が示唆された。 
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地域ケアスキル・トレーニングプログラム 

高齢者の急変時における看護実践演習の教育効果の検討 

 

○中野真理子 1),佐々木雅史 2),古島幸江 1)  

中村美鈴 1）,藤巻郁朗 1),本田芳香 1),春山早苗 1) 

             1）自治医科大学看護学部, 2) 東北医科薬科大学病院看護部 

 

【目的】「地域ケアスキル・トレーニングプログラム」とは、山村や離島を含む地域の実践

現場で働く看護師が、チーム医療・チームケアの中でより一層機能し、さらには地域ケアの

リーダーとなるために卓越した地域ケアスキルを獲得することを目指したプログラムであ

る。本プログラムにおいて、シミュレーションを活用した高齢者の急変時の看護実践演習を

実施した。今回、演習方法を振り返り、教育効果について検討した。 

【方法】演習は以下の方法で実施した。受講生は高齢者の急性期看護を e-learningで履修

し、単位認定された者のうち 4名である。到達目標を「高齢者における急変時に必要な看護

実践能力を養う」とし、急変時の初期アセスメントと初期対応の 2部構成とした。初期アセ

スメントは、入院中に意識障害を来たした事例を用いて①共有すべき情報 ②対応 ③ど

のような状態（病態）が考えられるかについて 4名で話し合い発表した。その後、担当教員

3名も加わり討議を行った。初期対応は、2人夜勤の状況下で、不整脈で入院中の患者が心

肺停止となった事例を用いた。一次救命処置（BLS）や AEDの実施を含む対応について 2人

ペアで話し合い、その後モデル人形、病床を模した環境でシミュレーションを実施した。実

践後に振り返りを行い改善した対応を再度実施した。 

演習終了後実施したアンケートの記載内容をデータとし、担当教員とオブザーバ―の 4名

で、受講生のレディネス、演習内容、方法、学びの内容、教育効果について検討した。 

倫理的配慮として、本プログラム受講時に包括的同意を得ているアンケートを使用し、受

講生が特定されないようにデータは匿名化を行った。 

【結果】受講生は主体的に取り組み、修了した。事後アンケートでは演習方法、アセスメン

ト、急変時の対応についての理解の深まりなどすべての項目ともに高い評価であった。また、

自由記載欄には自己のアセスメントの浅さ、アセスメントすることの必要性の気づき、初期

対応では、常に適切な動きが取れるように繰り返しトレーニングを実施することの必要性

についてなどの記載があった。 

【考察】山村や離島を含む地域の実践現場で働く看護師は、患者の急変時、少人数で、かつ

自分たちの判断で即座に対応を求められる。今回の演習で、受講生は対応だけではなくアセ

スメントを求められ、異なった考えを聞く体験をしている。その体験をとおして豊かな経験

知から適切な行動をとることはできているが、アセスメントの浅さを自覚し、指導者として

自身のアセスメント力が指導内容に反映されることに気づけていた。初期対応では僻地の

病院の状況に模した中でシミュレーションを実施したことも思考を深める一因となったと

考える。また、担当教員が「教える者-学ぶ者」という関係ではなく、学びを支援する者と

して関わったことも学びを深めることに関与できたと考える。 

今後の課題として、受講生が遭遇する機会が多く、困難と感じている高齢者患者家族の蘇

生処置を行わない意思決定（DNR）について討議する点を加える必要があると考える。 
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退院支援・調整に関わる地域ケアスキル獲得に向けた 

e-learning受講後ロールプレイ演習の実施とその評価 

 

○塚本友栄、島田裕子、春山早苗 

自治医科大学看護学部 

 

【背景】自治医科大学大学院看護学研究科では、離島・山村過疎地域を含む地域で実践して

いる看護師が卓越した地域ケアスキルを獲得するための教育プログラムの内容及び教育方

法を明らかにすることを目的とし、文科省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「日本型地

域ケア開発研究事業」に取り組んでいる。本研究は、その一環として実施した。e-learning

科目「退院支援・調整と多職種連携」修了後に、さらに実践に役立つ学びとなるよう半日の

集合研修「退院支援・調整と多職種連携演習」を実施した。 

【目的】「退院支援・調整と多職種連携演習」に対する受講生の評価から、実施した演習の

効果と改善に向けた課題を明らにする。 

【方法】対象：e-learning 科目「退院支援・調整と多職種連携」を修了し受講した看護師４

名。本研究事業への協力に関して事前に文書により同意を得ている。教育内容・方法：患者・

家族、多職種が参加する退院前カンファレンスを企画・運営するロールプレイを通して、退

院支援・調整における看護職の役割と連携のあり方に関する気づきを踏まえ、今後の看護実

践に向けた展望がもてることを学習目標とした。受講生はロールプレイ実施後、学内外助言

者からコメントを得たうえで、受講生間で学んだことをシェアした。受講生は、家族(妻)、

病棟看護師(退院調整担当)、訪問看護師、ケアマネージャーを演じた。臨場感を高めるため

模擬患者を活用した。受講生には事前に事例設定を提示し、事前準備を促した。 

データ収集方法：ARCS モデルに基づき Attention（注意）、Relevance（関連性）、Confidence

（自信）、Satisfaction（満足感）の４側面に関する 16 項目の質問に４段階で回答する自作

質問紙調査を Web 上で実施した。 

【結果】質問紙調査は、４名中 3 名から回答を得た。４側面全てにおいて肯定的評価が得ら

れた。しかし、「自分に関係があったか」「すぐに使えそうか」については、3 名中１名が肯

定的ながら「まあまあ」と回答し、実践との関連性や活用可能性の程度はやや低い評価であ

った。さらに、「自信がついたか」は 3 名中 2 名が「まあまあ」と回答し、自信の程度もや

や低い評価であった。自由記述では、「ロールプレイで実際にカンファレンスを行うことで、

進め方をどのようにすべきか、支援は何が必要か、どのような質問があるかが具体的に分か

った。講義だけではわからなかったこと」「具体的になった今後の課題を病棟で実践してい

きたい」といった記述があった。 

【考察】質問紙調査の結果から、注意がひきつけられ興味が高まり、やってよかった思える

内容であったといえる。また、今後に向けた実践上の課題も見いだせていた。しかし自信を

つけることや実践との関連性については課題が残った。自信については、どこまでが本演習

を通して習得すべき到達ラインなのかを明示し、到達できた部分については自信がもてる

ようにする必要がある。関連性については、受講生が現時点で取り組んでいる実践や、医師

との協働の難しさといった現に抱えている課題、勤務している部署・地域の特性を考慮した

内容を、事例設定や演習内容に反映していく必要がある。 
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