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 発刊にあたって 

 

                      学校長  原 宏介 

 

平成 27 年度も、本校の学校運営が事業計画に沿って円滑に行われ、ここに年報とし

て多くの学校関係者の皆様にお届けできますことを、皆様のご指導とご支援の賜物と

深く感謝申し上げます。  

本校は平成 2（1990）年に、この志太榛原地域の看護師不足解消のため開校してから、

地域に貢献できる看護師養成に努めてきましたが、昨今のわが国における高齢化社会

の急速な進展により、看護師不足問題は今までより一層深刻化するだろうと予測され

ています。 

これに対し、国は看護師養成数を増やす一方、来年度の診療報酬改定では、医療・

介護ニーズの効率的なサービス提供体制をめざして、医療や介護の施設基準を厳格化

して、在宅医療や訪問看護分野での評価拡充を行う方針を示しています。したがって、

今後ますます訪問看護師の需要の増加が見込まれる一方、従来の医療機関や施設 (医療、

介護型)から在宅復帰支援に重点を置いた体制への移行が進むにつれ、病院、施設で働

く看護師の需給バランスにも影響が及ぶものと考えられます。  

さて、本校では教育活動および学校運営全般について、従来は厚生労働省から示さ

れた指針に従い、自己点検・自己評価を実施してきました。ところが、その後平成 25

年に文部科学省から新たに「職業実践専門課程」の制度が示されたことから、その認

可の取得により、本校全体の質向上をめざして、本年度から自己点検・自己評価プロ

ジェクトを立ち上げました。    

その活動の実績として、昨年（平成 26 年）度につき自己点検・自己評価を実施した

後、第三者評価を受け、その結果を平成 27 年 12 月に本校ホームページに公表するこ

とができました。引き続き、来年(平成 28 年)度には職業実践専門課程制度に基づく「学

校関係者評価委員会」、「教育課程編成委員会」を設置し、従来から開催してきた「学

校運営協議会（旧学校評価委員会）」とともに各分野にわたり第三者による客観的な評

価を受けることによって、教育や学校運営（将来構想を含む）の質が着実に向上し、「豊

かな人間性と看護実践力を備えた看護師の育成」をめざす本校の教育方針にも繋がる

ものと期待されます。 

むすびに、忙しい学校業務の間に、この年報（平成 27 年度から本校ホームページに

も掲載）の発刊に取り組んだ副校長をはじめ、教職員各位の熱意と努力に敬意を表し

ますとともに、この年報が本校の教育活動ならびに学校運営のさらなる改善に寄与す

ることを期待いたします。  
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一

桜の花の　咲く頃に

看護の道を　志し

尊い命　守るため

すべてを尽くそう

苦しい時も　悲しい時も

一緒に学ぶ友がいる

夢にむかって　さあ行こう

二

富士の嶺あおぐ この町で

看護の心　友たちと

学ぶ喜び　抱きつつ

励ましあおう

あなたの笑顔と やさしい手

きっと待ってる人がいる

夢にむかって　さあ行こう

夢にむかって　さあ行こう
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第 1 章 沿 革 

設立の経緯                             

 昭和 47 年、志太２市２町（焼津市・藤枝市・大井川町・岡部町）では、高度経済成長の中

で生じた住民生活の急激な都市化や広域化に対応し、快適で住みよい地域づくりを形成する

ため、その市町間の連絡調整を図り、広域にわたる総合的な計画を共同して策定する目的で、

志太地区広域市町村圏協議会※1・2 を設置しました。 

 一方個別の事務を共同処理するための設置主体として一部事務組合※3 である志太二市二

町環境整備組合を発足させ、当初は、ごみ処理、し尿処理施設といった環境衛生施設の建設

管理にあたりました。昭和 53 年には、斎場の整備運営の事務が加えられました。 

 昭和 62 年、志太地区広域市町村圏協議会では、地域の高い医療需要に応え、また焼津市立

総合病院、藤枝市立総合病院の看護師不足に対応するため、近隣の榛原総合病院組合の設置

主体である榛原町、相良町、吉田町、御前崎町と協議する中、看護学校の設置を広域事業と

して実施する方針を決定しました。 

 そして、昭和 63 年、志太二市二町環境整備組合を志太広域事務組合に改称し、看護専門学

校の設置主体とし、合わせて志太広域事務組合が榛原総合病院から看護師養成の事務を受託

（事務委託※4）することにより、公立３病院の看護師不足を解消することとなりました。現

在の３市１町（焼津市・藤枝市・牧之原市・吉田町）で共同処理する体制が整いました。  

その後、平成 25 年３月 31 日には、焼津市・藤枝市の消防救急が一つとなり、志太消防本

部を発足、組合に消防事務が加わりました。 

 

※１ 広域市町村圏 

日常生活圏として自然的、経済的、社会的に一体性が確保された圏域で関係市町村の協議の上、県

が選定します。静岡県では全域が 10 の圏域で区分けされ、その内の一つが志太地区広域市町村圏とな

ります。なお、この広域市町村圏は、平成 20 年 12 月の国からの通知により平成 21 年 3 月末をもって

廃止されました。 

 

※２ 協議会 

 市町村間の事務の共同処理方法、広域にわたる総合的な計画の策定などを行います。（地方自治法

第 252 条の 2～252 条の 6）一部事務組合と違い、固有の議会、財産を有することができません。志太

地区広域市町村圏協議会は、平成元年 3 月に廃止され、現在は、協議会が担っていた事務を志太広域

事務組合が行っています。 

 

※３ 一部事務組合 

 市町村間の事務の共同処理方法、施設の共同設置・管理を行います。（地方自治法第 284 条～293

条の 2）固有の議会、執行機関、財産を有する特別地方公共団体です。 

全国的には、ごみ・し尿処理、病院、斎場、消防などの事務を共同処理する機関となることが多いで

す。県内では自治体立の看護専門学校９校の内、当校を含め 2 校が一部事務組合で運営されています。 

 

※４ 事務委託 

市町村間の事務の共同処理方法（地方自治法第 252 条の 14～252 条の 16） 

委託を受けた機関が自己本来の事務と同様に管理し及び執行することとなります。 
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沿 革                               

昭和 62年 ２月 25日 志太地区広域市町村圏協議会で将来の看護師対策を協議 

昭和 62年 ７月 23日 志太地区広域市町村圏協議会において、看護学校設置を広域事業と

して決定 

昭和 63年 ２月 ８日 看護師養成施設設置計画委員会において、開校予定を２年後の４月

（平成２年４月）に決定 

昭和 63 年 ６月 ８日 志太地区広域市町村圏協議会において、学校の建設予定地を焼津市

東小川に、名称を「組合立静岡県中部看護専門学校」に方針決定 

昭和 63 年 ６月３０日 榛原総合病院組合からの看護師養成事務の委託が決定 

平成元年 ３月 22 日 組合議会において、平成元年度看護専門学校特別会計予算が議決 

平成元年 ４月 20 日 起工式 

平成元年 ６月 20 日 看護専門学校開設準備計画書を県に提出 

平成元年 ９月 14 日 養成所開設に関する指定申請書を県に提出 

平成元年 10 月 ７日 組合議会において看護学校設置条例を議決 

平成元年 11 月 17 日 厚生省による実地調査 

平成元年 12 月 19 日 厚生省審議会を通過 

平成元年 12 月 28 日 厚生省により看護師養成所の指定を受ける。 

平成元年 12 月 28 日 県教育委員会へ学校設置許可申請書を提出 

平成２年 ２月 ６日 県教育委員会により公立専修学校の設置認可を受ける。 

平成２年 ３月 26 日 竣功式 

平成２年 ４月 10 日 開校 第 1 期生入学 

平成５年 ３月 10 日 第 1 期生卒業 

平成７年 ６月 厚生省内に看護職員の養成に関するカリキュラム等改善検討委員会

が設置される。 

平成８年 ８月 26 日 厚生省より「看護師養成所の運営に関する指導要領」「看護師養成

所の運営に関する手引き」の改正通達 

平成８年 11 月 14 日 県に改正カリキュラム申請書を提出 

平成９年 ２月 19 日 県医務課より答申に対し、保健師、助産師の状況について説明があ

る。（答申内容再検討） 

平成９年 ３月 24 日 将来計画の第二答申（カリキュラム改正に対応できる魅力ある学校

を目指し、施設の充実を図る。定員を 50 人から 40 人に改め質の向

上を目指す。）が確認される。 

平成 ９年 ４月 １日 新カリキュラム施行 

平成 10 年 １月 21 日 

平成 10年 ４月

平成 10 年 12 月 15 日 

別棟（在宅看護実習室、図書室）増築・校舎棟改修工事着手 

入学定員 50 名から 40 名に変更 

別棟増築・改修工事完成 

平成 16年 ３月   御前崎町は榛原総合病院組合から離脱。 

平成 16 年 ４月 １日 御前崎町と浜岡町が合併し御前崎市が誕生 

平成 17 年 10 月 11 日 榛原町と相良町が合併し牧之原市が誕生 

平成 20 年 11 月 １日 焼津市と大井川町が合併 

平成 21 年 １月 １日 藤枝市と岡部町が合併 

平成 21 年 ４月 １日 新カリキュラム施行 

平成 21 年 10 月 10 日 校歌制定 

平成 23 年 ３月 31 日 広域市町村圏の廃止 

平成 25 年 ３月 31 日 津波避難対策として屋上に手摺設置 
（担当:庶務課） 
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第 2 章 教育理念、教育目的、教育目標 

第１節 学校の特徴および教育理念  
１．はじめに  

本校は、平成 27年度は開校 26年目となり、これまでに 914名の卒業生が関連三病院を中心に 

看護実践者として活躍している。関連三病院の看護師全体の約３分の 1が本校の卒業生で占めら

れている。それぞれの病院が地域の拠点病院として地域医療の発展に貢献し、本校の卒業生も地

域医療に貢献し活躍していることは喜ばしく感謝すべきことである。本校の使命である地域に貢

献できる質の高い看護師の育成は、関連地域の市民の生活の質に影響することを心に置き、教職

員・関係者がそれぞれにベストを尽くし、看護基礎教育の質の向上に努める責務があると考える。 

平成 27年度は、看護師等養成施設の自己点検・自己評価の義務化を受けて、年報を学校運営・ 

教授活動等の内容に再編成し学校評価につながるよう改善した。また、平成 26年度の自己点検・

自己評価の結果を第三者による評価を実施し、ホームページで公表することができた。このよう

に学校運営に関して第三者による客観的な評価を受けることにより新たな課題や方向性が示唆

され、学校運営や教育活動の質の保証と担保につながるものとなる。また、公表は本校の運営が

設置主体の使命を果たしているかという点で説明責任を果たすことであり、より信頼される学校

を目指すうえで必要であると考える。 

教員による教育課程検討会においては、昨年度に教育理念の「感じる力」「考える力」「伝え 

る力」「振り返る力」の意味内容を再検討し、教員間で共通理解が深まった。平成 27 年度教育

課程検討会では教育目標の内容とその意味の読み解き、年次別学習目標と現行カリキュラムのつ

ながりを明確にしたことにより、学生や教員が教育理念・教育目的目標を共通理解し、人間性豊

かな看護実践者を目指すとともに人材育成に活かすことを期待したい。この詳細については「平

成 27年度教育課程検討会報告書」に示す。 

 

２ .学校の特徴  

本校は、焼津市、藤枝市の二市で構成する志太広域事務組合が事業主体となり、  

さらに牧之原市、吉田町の一市一町で構成する榛原総合病院組合が事務委託によ

り参加し、地域の看護職員の充実を目指して開校した。  

 わが国の看護をめぐる環境は、急速な少子高齢化の進展、医療技術の進歩等大き  

く変化している。そのような時代において、看護師には医療の提供を受ける人々  

の視点に立った、より質の高い看護の提供が求められている。さらに看護業務の  

複雑・多様化、国民の医療安全に関する意識の向上等の中で、看護職の養成施設  

には質の高い看護教育を提供し、学生の看護実践力を強化することが求められて  

いる。  

本校は時代の要請に応えると共に、看護を必要とする人々との間に真の援助関  

係と保健医療福祉チームの一員として協働関係を作り出すことができる看護師の

育成を目指している。そして、本校が地域の保健・医療・福祉の向上に寄与でき

る存在となるよう、実習施設でもある関連施設との協力体制の下、整った環境の

中で学生の人間的成長と看護実践力を育む方針である。  

 

３ .教育理念  

静岡県中部看護専門学校は、看護専門学校として「看護実践者を育成する」と  



- 4 - 

いう使命のもと、知識、技術、態度のバランスの取れた人材を育てることが求め

られている。このことは、本校の教育標語である「優しい手、温かい心、科学の

目」を育むことである。「優しい手」は看護の技術を表し、看護を必要とする人々

一人ひとりに合わせた丁寧な看護の技を表している。「温かい心」は、いかに相

手の立場に立った配慮ができるかという、援助者としての思いを表している。さ

らに「科学の目」は、看護専門職としての科学的知識に基づいた思考を表してい

る。「優しい手、温かい心、科学の目」がバランスよく育まれて、はじめて真の

看護実践者となる。  

では、真の看護実践者には具体的にはどのような力が必要であろうか。本校は、  

看護実践者に必要な看護実践力を、学生の「感じる力」「考える力」「伝える力」

「ふり返る力」の４つの力の統合されたものと考える。「感じる力」は、関心の

すべてをその人に集中させ、ありのままに受け止め、深く感じとれる力である。

「考える力」は、社会性を土台とした対人関係力と看護基礎教育で培った知識と

経験を基に常に思考し続ける力である。「伝える力」は、看護実践力を支える伝

える力であり学生自身の在り方を核とし、感じる力・考える力を活かして看護を

実践していく力である。それは、体験から得られる気づきとふり返りを繰り返す

ことにより発展していくものである。「ふり返る力」とは、看護実践で起きてい

る現象を意味づけ、自らの在り様に気づき、看護実践の状況に対する新たな見方

ができる力である。  

以上の４つの力が統合され、看護実践力として看護を必要とする人々に具体的  

な看護援助が提供されるのである。看護はその人そのものがそのまま表現される

というアートの側面を持つ。その人が人としてどういう存在であるのかという、

看護者の人間性が問われる職業であるといわれている。したがって、「感じる力」

「考える力」「伝える力」「ふり返る力」を基盤に、学生が主体的に学ぶ力を育

み、卒後も人間として自己成長し続けていける人材に育てたいと考える。  

そこで、特に重要である「感じる力」は他者との関係の中で育まれる。看護を  

必要とする人々との真の援助関係を築くためには、人との交流に喜びを感じ、か

つその関係を意図的に進め、さらに客観的に見つめる目が必要である。人として

の成長は一人の社会人として自律した人間に育つことも必須である。生活援助者

としての学生の生活力を育むとともに、良識ある社会人として常識力を育成する

点も強調したい。また、「ふり返る力」が育まれてこそ、真の自己成長し続けら

れる主体性につながると考える。  

  以上より、静岡県中部看護専門学校で育てたい学生像は、『人間関係を通して  

豊かな感性を磨き、知識に基づいた看護実践力を身につけ、人間として自己成長  

し続ける主体的な看護学生』である。  

  平成 27 年度は看護実践を支える 4 つの力「感じる力」「考える力」「伝える  

力」「ふり返る力」の一つひとつについて説明を加えたことにより、本校で育て  

たい学生像がより具体的となり主体的に学ぶための基盤づくりとして強化され、さ

らに学生や教員も教育理念と教育目的・目標が 4 つの力について説明が加わったこ

とにより理解しやすく一貫性を持った学習の指針となる理念となったと考える。  
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第２節 教育目的、教育目標 
１．教育目的  

看護師に必要な基礎知識及び技術・態度を教授し、地域の保健医療福祉に貢献し  

うる、人間性豊かな人材を育成する。  

２．教育目標  
 ①生命の尊厳と人格の尊重の理念に基づき、全ての人を包容できる人間性を養う。  

 ②看護を必要とする人々を総合的に理解し、看護の必要性を認識し、基礎的看護が  

できる能力を養う。  

 ③変化する社会と健康の課題に関心をもち、社会のニーズに対応して、看護の役割  

が果たせる能力の基盤を身につける。  

 ④看護を科学的に思考し、常に研究する態度を養い、看護の向上に寄与できる能力  

の基盤を身につける。  

 ⑤保健医療福祉チームの一員としての看護師の役割と責任を自覚し、自主性と協調  

性を身につける。  

 

＜感じる力＞  

人は誰しも喜怒哀楽などの様々な感情を持っている。それに加えて理性や意志  

によって制御され感性となる。感性は、これまでの体験、特に人との関わりを通

して育くまれていくものである。人にもともと備わっている感情や感性を源泉力

として、さらに深く感じとれる力が、看護においては求められている。人間をあ

りのままに受け止め、その人に関心を寄せ、その人の感情や行動の意味を知るた

めに思考することが必要である。ありのままに受け止めるには、その時に自覚し

た自分の感情を優先するのではなく、関心のすべてをその人に集中させることが

重要である。人は、その人を見たとき、自然に感じたり考えたり、判断してしま

いがちである。そのことを踏まえて、その人自身が体験している事を捉えようと

する努力が必要である。  

看護実践を支える「感じる力」とは、関心のすべてをその人に集中させ、あり  

のままに受け止め、深く感じとれる力である。  

 

＜考える力＞  

考えるとは思考する事とある。思考力とは心理学では観察や記憶によって頭の  

中に蓄えた内容をいろいろと関係づけ、新しい関係を作り出す働き、つまり「関  

係をつける力」とされている。思考の基本形式には概念作用、判断作用、推理作  

用があり、分析的思考、批判的思考、論理的思考、創造的思考などが組み合わさ  

り一緒に働くことで問題解決の思考となる。  

看護においては、人体の構造や機能、疾病や治療、看護に関する知識や分析力  

としての看護過程が重要な内容である。看護の思考は、事実を情報や知識と関係

づけることから始まり、分析推理、創造、批判等を繰り返し展開されるため、土

台として「考える力」が重要であり、基礎学力が基盤となる。看護の役割には、

対象の生活の支援があり、その支援には自分自身の生活の仕方や価値観が影響さ

れやすい。具体的には、日常の生活行動、言葉遣いやマナーと責任感、主体性、

倫理観などである。これらは家族や友人以外の様々な対象との人間関係を築く上
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で前提となる社会人としての姿勢であり、看護を志す者として生涯学び続ける必

要がある。  

看護実践を支える「考える力」とは、社会性を土台とした対人関係力と看護基  

礎教育で培った知識と経験を基に常に思考し続ける力と考える。  

＜伝える力＞  

伝える力とは伝える内容を表現する力である。伝える内容は、感じる力・考え  

る力が統合されたものである。伝える力には、意図的に表現していく言葉や行動・

表情以外にも、意図せずに相手に雰囲気として伝わるものもある。雰囲気は、看

護学生が今までの生活の中で得てきた個々の生活体験や対人能力、価値観などの

基礎力に加え、看護を目指す者である学生のその人への思いや自身への願い、責

任感なども影響する。つまり、看護学生の在り方そのものが相手に伝わるのであ

る。だからこそ、自己の在り方を客観的に見つめ、態度に表していくことが必要

である。  

看護技術は手技だけで提供するものではない。実践する人の在り方と共に提供  

することで看護実践となる。看護実践は、感じる力・考える力をもとに伝えると

いう３つの力が統合されたものである。そして、看護実践はその体験から気づき、

振り返ることで経験となる。経験となるためには、単に手技のみではなく、自己

の在り方も含めて振り返ることが必要となる。そして経験を繰り返すことで、次

の看護実践に活かしていく。  

看護実践力を支える「伝える力」とは、学生自身の在り方を核とし、感じる力・ 

考える力を活かして看護を実践していく力である。それは、体験から得られる気

づきとふり返りを繰り返すことにより発展していくものである。  

 

＜振り返る力＞  

ふり返る力とは、体験したさまざまな出来事を振り返ることによって、そこに  

映し出される自分自身の姿を見つめ直す力である。そのためには対象の行動、反

応、客観的な自分の行動、内面を深く感じとれる“感じる力”と、事実を情報や

知識と関連づける“考える力”が必要となる。その 2 つの力を用いて、伝える力

として表現される体験の場面や状況を自分の主観からだけでなく、分析や判断を

加えずにありのまま見つめ直す。自分が気付いていない事実や思いにも気付き、

感じ取ることが必要となる。  

看護におけるふり返る力とは、看護実践で起きているあらゆる現象の関係性を  

考え、自分の行動を客観視し、自らの在り様に気付く。そして、体験からの学び

を自分で意味づけ、その看護実践の状況に対する新たな見方ができる力である。

ふり返りによって得られた新たな見方は、今後の発展的な行動につながっていく。

ふり返りを繰り返すことで、実践からの学びを促進させ、自身を成長、発展させ

ていく。それによって、看護実践力も向上していく。  

看護実践を支える「ふり返る力」とは、看護実践で起きている現象を意味づけ、  

自らの在り様に気づき、看護実践の状況に対する新たな見方ができる力である。 

  本校の看護教育の考え方は育てたい学生像と看護実践力を支えるに必要な 4 つの  
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 力を明らかにしたことにより、教師の教育活動の指針となった。さらに教育目的と  

年次目標との関連や科目との整合性や関連性を明確にしたことで学生や教員にとっ 

て共有しやすい目的・目標となった。  

 

 

第３節 平成 27 年度 教育方針および教育事業計画と結果 

 
 教育理念、教育目的、教育目標を念頭に今年度の目標を５つ定め、目標に向かって  

教育活動を実施した。その目標を提示する。一つひとつの評価については、それぞれ

関連した項目で 27 年度の評価をする。  

５つの目標を掲げ、それぞれの事業を展開していった。  

１．教育事業計画  

（１ )本校の自己点検・自己評価をさらに確実なものとし、将来構想をみすえた上

で必要な研究・検討を推進する。  

①職業専門実践課程認可についてメリット等研究し、今後の方向性を検討する。  

②自己点検・自己評価の現状について評価し、評価の結果公表等の対応を研究す

る。  

③本校の将来構想について、継続的に研究する。  

【評価】  

ⅰ）職業実践専門課程は文部科学大臣が専修学校のうち企業と密接に連携して最

新の実務の知識・技術・技能を身に付ける実践的な職業教育に取り組んでい

る学校と認定するものである。本校は厚生労働省の認可を受けて実習病院で

ある三病院と密接に協働、連携しながら看護基礎教育を実施している。さらに

この制度を活用し文部科学大臣の認定も受けることで、教育の質の向上と保

証をしようと申請を決定した。  

職業専門実践課程認可に向けて自己点検・自己評価プロジェクトを立ち上げ、

平成 26 年度の自己点検・自己評価を実施した。また制度に基づく学校関係者

評価委員会と教育課程編成委員会の立ち上げを目指し要綱作成や委員の選出

に取り組んだ。  

ⅱ）自己点検・自己評価の実施後、第三者評価を受け、 12 月に学校ホ―ムペー

ジでの公表を行った。保護者はホームページに関心があり、公表した自己点

検・自己評価を評価する意見もあった。第三者の客観的な評価を受けること

により学校運営や教育活動にいかすことができ、質の向上への手ごたえを感

じた。今年度は自己点検・自己評価プロジェクトのメンバーで自己点検・自己

評価を行ったが、次年度は教職員全員で実施し、学校運営に関心が持てるよ

うにする。  

ⅲ）本校の将来構想について、現在の学校評価委員会を今後どのような位置づけ

とするか検討した結果、将来構想について継続的な議論が重要であると考え

た。本会議は学識経験者、関連病院の病院長はじめ看護部、事務部長と議論で

きる場であるため、委員会の名称を変更し存続を図ることとする。  

 



- 8 - 

（２）国家試験 100％合格を目指し、今までの支援体制を見直すと共に、更なる体

制強化を図る。  

①看護教員による国家試験対策プロジェクトを再開し、学生の支援体制の見直

しと強化を行う。  

②入学前プログラムの実施、基礎学力強化のための工夫を検討・実施する。  

（学生が苦手とする専門基礎科目の一部の学習方法の改善等）  

③クラスの団結力、主体性が高まるような支援を行う。 (各年次の特徴に合わ  

せた指導 ) 

④受験生の学習環境を整えるための対策を継続実施する。  

（試験前の土曜日の学校開放、冬季の電気ひざ掛けの充実、セミナーの受講  

推進等 ) 

 

【評価】  

国家試験対策プロジェクトでは初年次からの国家試験を見据えた計画的な対

策を講じた。国家試験への意識を高めるため、模擬試験を各年次の学習進度に

合わせて実施した。  

入学前プログラムでは学習習慣が維持でき効果的であると評価し、平成 28

年度入学予定者に対しても実施した。その効果を継続していくためにグループ

学習などの主体性が高まるような学習方法を支援した。学生が苦手意識を持ち

やすい「微生物学」「薬理学」「生化学」などの科目は、講師との連携、テキ

ストの変更、サブテキストや問題集の活用、講義終了後の補習タイムを持つな

ど学習支援を強化した結果、１年次は全科目を履修することができた。  

３年次への対応では昨年同様、土日の学校開放などを実施した。国試勉強は

計画的に学習し、毎日登校して生活リズムを整えている。下位の学生には状況

に応じて教員が個別面談・継続指導をした。次年度も卒業時の面接やアンケー

トから補習講義の内容や方法、講師の選定については学生の要望を取り入れて

計画したい。  

第 105 回看護師国家試験は、３年次生 40 名受験し、全員合格であった。  

 

（３ )学生の看護実践力強化をめざし、主体的な学びを育む教育方法をさらに改

善する。また、看護実践力の基盤を支える学生の社会人基礎力および倫理観

の育成に力を入れる。  

①主体的な学習方法であるポートフォリオ、プロジェクト学習、ルーブリッ  

ク評価等をさらに推進する。  

②実習指導での指導困難状況においては、学校一丸となり担当教員をバック  

アップする体制を継続する。  

③社会人基礎力として必要なⅰ）前に踏み出す力 (アクション )、ⅱ）考え抜く

力 (シンキング )、ⅲ）チームで働く力 (チームワーク )、ⅳ）倫理観の４つを

育成することを年度初めから学生に明示し、教員間でも共通理解のもとで

細やかに支援する。これは、本校の提唱する「感じる力、考える力、伝える
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力、振り返る力」にも通じるものである。  

④本校の「倫理規定」を独自に策定し、学生へ提示する。  

【評価】  

実践力を強化するために演習を主体とした科目についてはさらに工夫し改

善ができた。実践力の評価に対してはルーブリック形式の評価表となり、学

生も課題が見えやすくなり、評価の妥当性や客観性が図れるようになった。

社会人基礎力の育成では教育理念に４つの力の説明を加え、年次別目標を見

直し学生に提示し共有することで主体的学びの育成と看護実践力の育成に取

り組んだ。  

実習での指導困難状況では、学生指導検討会での情報交換や指導対策を共有

するとともに主担当教員との面談や保護者との連携も強化し学生の課題を共

有する取り組みを行ってきた。  

７月に懲戒規定を定めた。今年度はこの規定に触れる事案はなかったが、

今後も安心して学べる学習環境づくりに努めたい。学習支援や生活指導はこ

れまで各年次の主担当が主に担当していたが、今後は継続的な指導体制や生

活指導ができるよう担当者を配置し、主担当とともに支援体制を強化してい

きたい。紛失本は年間２冊で激減している。これも倫理観の育成において重

要なことである。他者のことも考慮した公共施設や設備の使用を意識し、正

当な貸し出し手続きにより施設を利用してほしい。  

 

（４）学生が自らの学習環境調整に関心を持ち、環境調整およびエコ感覚の向上を

図る。また、環境に関わる看護師としての学びにつなげていく。  

①職員と学生で構成する「環境調整委員会」による活動を引き続き学生の学習

環境を調整するための活動を実施する。  

ⅰ）夏場のエアコンの適性調整 (扇風機の効果的活用 ) 

ⅱ）冬場の電気ひざ掛けの活用の充実とアフターケアー  

ⅲ）日々の消灯、マイクの電源・エアコンのオフ等の学生への啓蒙活動  

②看護の倫理綱領の条文 14「看護者は、人々がよりよい健康を獲得していくた

めに、環境の問題について社会と責任を共有する」を共通理解し、看護師の

環境への関わりと責任を認識する機会とする。  

 

【評価】  

   戸締りや消灯の確認など学生の当番や職員のチェック表を用いた校内防犯  

巡視により改善されているため、今後もチェック表を用いて維持していく。  

校内の照明を LED に交換、エアコンはパッケージエアコンに交換し節電に努め  

た。その結果、全体の光熱費では前年と比較し節減されている。照明の交換  

は計画的に実施し、さらにエコを推進する。環境についての意識付けは今後  

も継続して指導していく。  

 

（５ )質の高い入学生を安定的に確保し、関連地域への就職率を維持する。  
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①他校との併願を避け、地域医療に貢献できる人材の確保に努める。  

②高校新カリキュラムに対応した試験科目に変更する。  

※英語Ⅰからコミュニケーション英語Ⅰ（リスニングを除く）へ変更した。 

③志太榛原地域全体に渡る入学生の確保に努める。  

  

【評価】  

  関連地域の学生が県内病院への就職を希望があった場合は面談をしたり、学  

業継続に経済支援が必要な場合は奨学金制度の活用について助言した。奨学金  

制度については今年度も来年度入学予定者に対して３月 18日の入学前オリエン  

テーションの際に病院ごとの説明会を実施した。  

学校 PR はオープンキャンパスの開催や高校主催の進路ガイダンスに積極的  

に参加した。高校訪問は関連市町に絞り実施した。榛原地域の入学生確保のた

め池新田高校、相良高校を訪問した。  

 

２．その他  

（１）学会発表 2 題  

 亀澤ますみ他：日本看護学校協議会  

「看護学生の振り返りの思考についての内容分析」  

         － 1 年次初回の技術試験の振り返りレポートから－  

 共同研究  

 鈴木賀奈子、中田良江、金子秀子：日本看護学教育学会  

「看護基礎教育における効果的な入学前準備教育の実態調査」  

－Ａ看護師養成所 3 年課程の場合－  

 

（２） 11 月 26 日実施の看護師等養成施設指導調査では定員遵守について指導があ

った。  

 

(担当：金子 ) 
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第 3 章 教育課程経営 

第1節 年間教育課程の実施及び評価  

１．教育課程の総括  

平成 27 年度教育課程の実施結果（別添資料「年次別履修科目と時間数」参照） 

 １年次は、基礎分野９単位 235 時間、専門基礎分野 14 単位 390 時間、専門分野Ⅰ12

単位 405 時間、専門分野Ⅱ３単位 85 時間、教科外活動 76 時間、合計 38 単位 1191 時間

の教育課程が実施された。 

２年次は、基礎分野 3 単位 90 時間、専門基礎分野 5 単位 95 時間、専門分野Ⅰ1 単位

30 時間、専門分野Ⅱ25 単位 770 時間、統合分野 4 単位 100 時間、教科外活動 64 時間、

合計 38 単位 1149 時間の教育課程が実施された。 

３年次は、基礎分野 1 単位 30 時間、専門基礎分野２単位 30 時間、専門分野Ⅱ10 単位

450 時間、統合分野 8 単位 290 時間、教科外活動 72 時間、合計 21 単位 872 時間の教育

課程が実施された。以上、97 単位 3000 時間の教育課程を計画通り実施できた。 

 「平成 27 年度教育・行事実施結果」については別添資料参照 

 

（１）カリキュラムの編成について 

カリキュラムデザインの基本は、漸進型カリキュラムである。しかし、段階を追い、

基礎から応用へという形でなければ進めないのではない。看護技術の演習などでは、ま

ずは実践してみる、実習では実践の場を見てみるところから始める形態をとっている部

分もある。今年度は、「学生の看護実践力の強化」「主体的な学びを育む教育方法の改善」

「看護実践力の基盤を支える学生の社会人基礎力及び倫理観の育成の強化」を教育活動

の重点目標に置き、さまざま教育方法を思案し実践した。 

１年次は、形態機能学と看護方法（基礎看護技術）が連動していけるように極力時間

割を調整してきたが、前後してしまうこともあるなど今後も課題である。単位の修得が

難しい科目については、講師と話し合い、学習内容が習得できるような取り組みを試み

た。薬理学については今年度テキストを変更し、テキストと連動している問題集も取り

入れた。微生物学については、講師の変更もあり、さまざまな授業の工夫をしていただ

けた。生化学については、授業後の補講を行った。以上の取り組みから上記３科目につ

いては、全員単位を修得することができた。しかし、今年度は情報処理の科目で単位修

得ができない学生が１名いた。原因としては、指示された時間内に課題が終了しない、

データの保存がされていないなどであった。情報処理の基礎はすでに学んでいる前提で

授業は始まるため、理解度に差が生じる。できる学生ができない学生に教え、助け合い

ながら学習している光景がみられていることから、何とかしたい、何とかしてあげたい

という助け合う気持ちが生まれていることも感じた。そのような学習の支援も大事にし

ていきたい。 

２年次は、病態生理演習や臨床看護演習に加え、専門的科目の学習が始まり、主体的

に取り組む演習が多くなる。全体的には、自己学習・グループ学習の時間を取りながら、

計画的に課題達成に向け努力している姿が見られた。また、教科外活動では、コミュニ
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ティ（自治会）が主体となり、２年次がリーダーシップを取りながら企画・運営に携わ

っていった。学生達の創意やエネルギーが発揮されていく機会である。その中で主導し

ていくことや協調していくことの難しさを感じながらも、達成感が生まれている。この

ように教科外活動は、潜在的カリキュラムとして想像不可能な意図しない教育効果をも

たらしている。１月・２月は時間割に少し余裕ができるため、実習準備や国試模試、模

試の振り返りの時間を取ることができた。 

３年次は、臨地実習が主となるカリキュラムである。５月の実習が始まる前に、実習

の準備段階としてさまざまなオリエンテーションが入る。その後は、個々で実習に必要

な学習を進めていくことが求められてくる。７月までの前期に看護管理、死生学、生命

倫理学、総合医療論などの科目を履修する。それらは臨地実習での体験とつなげながら

知識が深化され、統合された学びへと発展していくことを目指している。実習の間に入

る授業は、無理なく効果的に進めていくことができた。とくに教科外活動ではあるが、

必修としている華道・茶道（どちらか選択）、テニスは実習の合間の息抜きになっている。

看護研究（ケーススタディを含む）は前期に講義が終了し、ケーススタディは 7 月の１

か月間で主体的に取り組みまとめていくことができた。この過程においてもクラスの他

者からアドバイスをもらうという行動がとれており、クラスの中で互いに助け合う気持

ちが育っていることを感じた。総合看護実践のＯＳＣＥの試験の日程や、国試対策とし

ての補講の日程の確保に若干苦慮したが、３年次の時間割編成としては概ね適切と考え

ている。 

時間割は、教科の進度や教科間の関連などを考慮し作成していくが、留意することは

「１週間当たりの授業時間数は、30 時間程度」「1 日当たりの授業時間数は、６時間程度

を上限とすること」（看護師養成所の運営に関するガイドライン第 64‐(1)(2)）である。

しかし、これらを遵守し作成していくと、長期休業の確保すらできず、非常に余裕のな

いカリキュラムとなる。講師の希望時間とも合わせ、学生が学習しやすいよう最大限の

配慮を尽くすことが求められるため、非常に難しい。 

  また、教育課程を評価する体系として、平成 28 年度に教育課程編成委員会を組織化し

ていくために本年度は準備をした。 

 

（２）教員の講義時間について 

  教員の授業時間は、年間 60～90 時間である。経験年数や役割、実習時間とのバランス

などを考慮し、時間数を調整している。また、年間を通し、時期になるべく偏りがない

ように、実習となるべく重ならないようにと配慮している。しかし、どうしても専門科

目の担当もあり、ある時期に集中してしまう教員もいる。「専任教員の担当する授業時間

数は一人１週間当たり 15 時間を標準とすること」（看護師養成所の運営に関するガイド

ライン第 51－(10)）とされている。これは、授業を１時間担当するには準備などに２時

間程度を要すること、実習においては実習３時間に対し１時間程度の準備時間を要する

ことから、15 時間を標準とされている。その意味から考えると、実務時間内に授業準備

する時間を確保していくことも必要であると解釈できる。教員のマネージメント力が求

められている。 

次年度最大限配慮したい点としては、実習との重なりを可能な限り避けること、実習
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中の場合には、授業に戻ってきやすい日に入れること、年間の教員会議の日程を決め、

その日には教員の授業を入れないことである。カリキュラム担当が全員の教員の予定を

把握し作成していくようにしたい。 

（３）非常勤講師について 

  延べ 97 名の非常勤講師に講義を依頼している。講師の職種は、医師（開業医師を含む）、

薬剤師、看護師（認定看護師、専門看護師を含む）、助産師、保健師、栄養士、臨床心理

士、理学療法士、言語聴覚士、大学教授などである。講義時間数は全体の 1,965 時間う

ち非常勤講師の割合は 53％である。どの学校でも非常勤講師の確保に苦慮しているなか、   

３病院や近隣大学を中心に受諾してくださり、本当に感謝している。今年度より、科目

としては微生物学、教育学、人間関係論、形態機能学Ⅰの講師が変更となった。また、

専門分野Ⅱでは、看護師、保健師が単元で変更になっている科目もある。どの講師も看

護教育の現状や学生のレディネスを把握しながら、熱心に講義をしてくれていると感じ

ている。 

 

（４）教育方法・評価について 

１年次の前期では、学習意欲を高め、学習の仕方を身に付けていくために、形態機能

学の学習ノートを作成しグループで紹介し合ったり、グループ学習したりという時間を

取っていった。その結果、互いにアドバイスし合ったり教えあったりし、協同して学習

に取り組む姿勢を養うことができていった。そのような姿勢を継続していくことが課題

である。主体的に学ぶ姿勢は、このように 1 年次からの学習の取り組み姿勢から始まる。

「最初が肝心」であり、国試対策も含め年次のつながりをもたせながら計画していきた

い。 

「主体的な学びを育む教育方法の改善」という重点目標から、各科目で様々な改善を

行った。とくに看護方法（基礎看護技術）においては、行動ガイド、手順重視ではなく

なっている。学生個々の調べ学習を基に、講義や演習で考え・実践しながら習得してい

く方法を取り入れた。学生達で試行錯誤しながらたどり着く体験は、主体性や協調性を

養うことにもつながっている。さらに、毎回の振り返りを大切にしていくことで、看護

者としての自己を見つめる姿勢も育まれていく。 

病態生理演習、総合看護実践ではプロジェクト学習の導入、臨床看護演習、総合看護

実践では客観的臨床能力試験（ＯＳＣＥ）を取り入れている。見えにくい能力である「関

心・意欲」や「思考・判断・表現」を測る指標として、ルーブリックを取り入れている

科目も多くなった。試行錯誤ではあるが、「指導と評価の一体化」を常に目指し、今後も

検討改善していきたい。 

  授業では、何を習得するのかという学習者の視点に立ち、評価計画を立てていくこと 

 が必要である。科目及び単元の評価については、評定につながる成績評価と、授業の途 

  中段階の形成的評価についてわかりやすく学生に伝わるように、評価計画を平成 28 年度

のシラバスに入れ込む準備した。                 （担当：伊藤）  



時間数 単位 内外の別 時期

看護学概論 30 1 学内 4月

看護方法Ⅰ　 環境の調整 16 学内 4月

一言哲也 活動と休息 14 学内 4月

竹腰幸夫 看護方法Ⅱ 食事の援助 14 学内 6月

排泄の援助 16 学内 10月

看護方法Ⅲ 清潔・衣生活援助 20 学内 5月

総合人間学 百合草禎二・田中悦子 コミュニケーション 10 学内 5月

保健体育 谷健二 看護方法Ⅳ フィジカルアセスメント 30 1 片山、後藤 学内 6月

看護方法Ⅴ 与薬 18 吉田五百枝 学内 １2月

検査における看護 12 櫻井恵真 学内 2月

看護方法Ⅵ 記録と報告、教育的関わり 10 学内 11月

感染予防の技術 20 学内 9月

看護方法Ⅶ 呼吸・循環を整える技術 20 学内 9月

救命・救急看護 10 学内・学外 2月

看護方法Ⅷ 看護過程展開の技術 30 1 学内 7月

基礎看護実習Ⅰ　事前見学 7月

基礎看護実習Ⅰ 10月

基礎看護実習Ⅱ 90 2 1月

成人看護概論 30 1 片山、保健師 学内・学外 10月

老年看護概論Ⅰ 30 1 竹田、金子、保健師 学内・学外 10月

25 1 学内・学外 10月

教科外活動

接遇 4 上藤美紀代 学外 9月

特別講義 4 学外 4・10月

入学オリエンテーション(履修ガイダンスを含む） 14 学内 4月

入学式・載帽式・卒業式 6 学内 4・5・3月

健康診断 2 学内 4月

防災訓練 4 学内 10月

新入生歓迎スポーツ大会 8 学内 4月

学校祭（桂花祭） 8 学内 10月

講演会（戴帽記念・卒業記念） 4 学内 5・3月

ホームルーム 8 学内 4・7・12・3月

ケーススタディ発表会 6 学内 9月

6 学内 10月

2 学内 6月

後藤治美

木島忍

木田文子

1

木島忍

1

櫻井恵真
1

竹田直子

4月

学外

金子秀子

久保山恵規

櫻井恵真

福與彩子

11月

4月

1

1

合計 ３８単位 1191時間

専門分野Ⅱ 3単位 85時間

76時間教科外課程

自治体立看護学校球技大会

15 5月

1

1

内藤博敬 学外

関、平松

1

7月

9月

9月

11月

4月

4月

4月

4月

4月

学内・実習指導者

学内・実習指導者

久保山、認定、救急救命士

4月

木田

10月

専門分野Ⅱ

学外

45 1

母性看護概論Ⅰ 伊藤、草野、保健師

9月

学外

学外

390時間

総合計

学外

学外

学外

９単位

学外

学外杉本富士子 、 坪井厚

235時間

薬理学 30 1 石川智久・池谷延房 11月

微生物学

405時間１２単位専門分野Ⅰ

基礎分野

専門基礎分野 １４単位

30

1

1

30 1

平松、黒田、金本、松永、久保
田、吉成

竹原、酒井、福田、朴

森、石原、錦野、坂本

30

竹田、木島、木田、伊藤、後藤

1

1

1

井口和明

科目

1

1

30

15

単位

1

生物学

時間数

30

4月

4月

4月学外

学内

学外

学外

学外

5月

学外

学外

情報科学

1

1

1

英語

30 1

1

論理的思考

学外

担当講師 内外の別

與語圭一郎

上藤美紀代

1

大和田志保

小野田貴夫

学外

学外

病態生理治療論Ⅲ

30

30

30

30

30

30

30

表現法

30

吉野吾朗

病態生理治療論Ⅰ

病態生理治療論Ⅱ

30

20

20

1
1

竹内修二

田村、小林、渡辺、毛利、前田

科目 担当講師

コミュニケーション論

生化学

栄養学

形態機能学Ⅱ

形態機能学Ⅳ

専門基礎分野

15 1

1
高林、大塚、五十嵐明、遠藤友
香、五十嵐、小杉、福島

学外

1年次　履修科目と時間数

時期

磯博 学外物理学

基礎分野 専門分野Ⅰ

実習ガイダンス

12月

病理学

病態生理治療論Ⅳ

看護の役割と主要概念

形態機能学Ⅰ

病態生理治療論Ⅴ 30

形態機能学Ⅲ 30 1
後藤、櫻井、福田、片山、亀澤、久保
山

学内・学外 4月





接遇

特別講義

履修ガイダンス、実習ガイダンス

入学式・載帽式・卒業式

健康診断

防災訓練

新入生歓迎スポーツ大会

学校祭（桂花祭）

ホームルーム

ケーススタディ発表会

自治体立看学球技大会

木島、平林、木村

学外

木島、塚本、松永1
学内・学外後藤、長倉

学内教員・実習指導者

学内教員・実習指導者

学内教員・実習指導者

７月

2月

10月

　　病態生理演習 15 1 亀澤ますみ 他

社会福祉

関係法規 15 1
15

佐々木隆志

講演会（戴帽記念・卒業記念）

在宅看護概論Ⅱ

母性看護概論Ⅱ

小児看護概論Ⅰ

在宅看護方法Ⅰ

在宅看護方法Ⅱ

小
児

小児看護概論Ⅱ

在
宅

統合分野

6月学内・学外吉田、朝比奈他

1 吉田、新井、大井

学外

吉田1

吉田、大井 学内・学外

学内

4月
9月

学内・学外 4月

12月
9月

9月
学内・学外

学内 5月

成
人

竹田、櫻井

成人看護方法Ⅱ

成人看護方法Ⅲ

成人看護方法Ⅳ

1 竹田、八木、増田他

木田文子、桜井恵真

9月20

15 1

1

1

1

30

30

学内・学外

母性看護方法Ⅰ

小児看護方法Ⅱ

精神看護方法Ⅱ

20

在宅看護概論Ⅰ

母性看護方法Ⅱ

1 佐々木隆志 4月
学外

10月

20

精神看護概論Ⅰ

精神看護概論Ⅱ

精神看護方法Ⅰ

小児看護方法Ⅰ

20

老年看護概論Ⅱ

老年看護方法Ⅱ

成人看護過程展開技術4月

老年看護方法Ⅰ
4月

30

臨床看護演習

専門分野　Ⅱ
成人看護方法Ⅰ

30

時間数
30

学外1
30

1

専門分野　Ⅰ
科目 担当教師 内外の別 開講時期

学外

基礎分野
科目 時間数 単位

川口、金丸、鈴木

分
野

基
礎

単位

1
1 学外教育学

人間関係論
社会学 30

公衆衛生学

専門基礎分野

20 1 東野定律

学外

保健統計学

柳澤、稲富、増井 学外 7月

看護過程実習Ⅰ

学内・学外 9月

20 1

亀澤、若森

学外30

専門分野Ⅱ　臨地実習

1

看護過程実習Ⅱ

佐野満昭

時期
中村美智太郎
百合草、久保田
齋藤真智子

学内

4月

担当講師 内外の別

10月

1149時間

270時間

10月

530時間

90
90
90

学外
9月

４単位

２０単位
95時間

総合計

専門基礎分野

2
2

臨地実習 ６単位

2

専門分野
５単位

老年看護実習Ⅰ

　　統合分野
　64時間教科外課程

38単位

100時間

30 1

30 1

30 1

1

基礎分野 3単位 　90時間

30

30 1

学内・学外 4月
30 片山、福與、後藤、竹田、認定 学内・学外 9月
30 福與、木島、竹田、片山

1
学内・学外 5月

30 福與、櫻井、認定他 学内・学外 11月
30 福與、片山、後藤、認定

1

1

9月

学内 5月

学内 5月30 片山、福與1

学外

1

亀澤、若森、保健師

学内

学内・学外

学内・学外

学内・学外 11月
4月

亀澤、木田

伊藤 学内

久保山、松村、後藤 学内・学外 9月
25 久保山、黒田、浦田、杉村1

1
4月

4・10月
4 上藤美紀代

4 学外

学外 6月

学内 4･5･3月
4

4月8

6 学内

8

8

学内

学内

学内
10月

学内 4月

教科外活動

精
神

20 1 村上他、田中、八木、福島

4月

学内

学内

学内

6

4
2

30 1

4

20

6

２年次　履修科目と時間数

5月
11月

老
年

10月

10月

4・7・12・３月

9月

5・3月

母
性





医療安全と看護管理

国際看護と災害看護

看護研究

総合看護実践

成人看護実習 接遇 4 上藤美紀代 学外 4月

老年看護実習Ⅱ 特別講義 4 学外 4･10月

小児看護実習 履修ガイダンス・実習オリエンテーション4 学内 4月

母性看護実習 入学式・載帽式・卒業式 6 学内 ４・５・３月

精神看護実習 健康診断 2 学内 4月

防災訓練 4 学内 10月

新入生歓迎スポーツ大会 8 学内 4月

講演会 4 学外 5･3月

基礎分野 学校祭（桂花祭） 8 学内 10月

専門基礎分野 ホームルーム 8 学内 4・7・12・３月

臨地実習 ケーススタディ発表会 6 学内 9月

統合分野 華道 大島桂子

臨地実習 茶道 青島智子

教科外課程

  30時間

  450時間

110時間

１0単位

４単位

878時間２１単位

　　死生学 15 1 松田、山下他

90

臨
地
実
習

教科外活動

総合計

１単位

2単位

学内外 7月

３年次　履修科目と時間数

90

臨
地

実
習

４～11月2

2

学内教員・実習指導者在宅看護実習

統合実習

学外 4～12月10

10

4～7月学外石川節雄

亀澤、伊藤1

1

4月

30

12月

時間数 単位時期

30

基礎分野

科目

学内

内外の別

7月学外

単位 担当講師

1

総合医療論

松田純、村松岳詩

時間数

30

115

専門基礎分野

生命倫理学

90

2

2

90 2

2

担当講師 内外の別

学内

福與 学内

金子、鈴木、増田

戸塚、木島

学内・学外

学内教員・実習指導者

学内・学外

1

1

4月

開講時期

統合分野

科目

学内教員・実習指導者

4～12月学内

10月

90

看
護
の

統
合
と
実
践

４月～１１月

テニス

2

10

４単位 180時間

  78時間

  30時間

どちらか選択

90

専門分野Ⅱ

4月

10月

30

20

90

原宏介





年・月日 教育関係 会議　行事　など

4/7 2・3年次生　始業、履修ガイダンス

4/8 第26期生入学式（44名入学） 4/8後援会総会

4/9．10 新入生ガイダンス 4/23実習指導者会議（3病院ほか）

4/13 1年次生　特別講義「交通安全教室」　焼津警察署交通安全課　職員

4/20 3年次生　3病院就職説明会 5/22自治体立看護学校協議会（静岡第一ホテル）

4/21 コミュニティ総会 6/4講師会議

4/21 1・2・3年次生　特別講義「サイバー被害などの実態と対策講座」 6/12静岡県看護師等養成連絡協議会

　講師：焼津警察生活安全課 　　　総会・研修会1　　(看護協会)

4/21 健康診断　1・2・3年次生 6/11～20　近隣13 校高校訪問（昨年22校）

4/24 1・2/3年次生新入生歓迎スポーツ大会　学生124名、職員14名、計138名参加           （志太榛原地区・島田地区・静岡地区等）

　場所：焼津市総合体育館    7/3第19回学校評価委員会

　目的：スポーツを通じて親睦を深め、協調性を養う 7/17東海北陸自治体立看護学校校長会(愛知)

5/1 戴帽記念公演会　　　 8/17実習指導者会議（老年）

　テーマ：「共に支え、共に生きる」　 8/5焼津市社協「ふくしのすすめ」（小・中学生）

　講　師：沼野尚美先生　宝塚市立病院緩和ケア病棟　チャプレンカウンセラー

5/12 戴帽式　2年次生　44名 8/17自治体立教務担当者会（あざれあ）

5/7～29 3年次生（成人、老年、母性、小児、精神、在宅実習）

5/19 2年次生　3病院就職説明会　　

5/27～6/11 3年次生（成人、老年、母性、小児、精神、在宅実習）

6/15～30 3年次生（成人、老年、母性、小児、精神、在宅実習）

7/6～22 2年次生　看護過程実習Ⅰ

7/24 1年次生　基礎看護学実習Ⅰ事前見学実習

8/1～8/31 1,2,3年次生　夏季休暇 8/25藤枝市立総合病院　実習指導者会議

8/1 1日体験入学　近隣高校生（3年）、既卒生　88名参加（昨年度91名） 8/27焼津市立総合病院　実習指導者会議

8/18，19 学校見学会開催 8/28榛原総合病院　実習指導者会議

9/1 ケーススタディ発表会

9/2～17 3年次生（成人、老年、母性、小児、精神、在宅実習）

9/19 学校見学会

9/24～10/9 3年次生（成人、老年、母性、小児、精神、在宅実習）

10/3 自治体立看護学校協議会球技大会

   静岡市北部体育館、1・2年次生参加 10/6～16推薦入学試験願書受付

10/10 学校祭（第26回桂花祭）　　　外来者約335名(昨年297名)

  テーマ「看護の力で笑顔の花を咲かせよう～人・地域・心～」

10/14～20 1年次生　基礎看護実習Ⅰ

10/21 特別講義　テーマ：「運命　人生を楽しく生きる」　 11/2第1回入試委員会

   　　　　　 講  師：待井三千代氏（ＡＬＳ　在宅療養中） 11/9推薦入学試験

10/22～11/10 2年次生 老年看護実習Ⅰ 3年次生(成人、老年、母性、小児、精神、在宅実習) 11/24静岡県看養機関連絡協議会研修会2(看護協会)

11/19 学校見学会 11/16第2回入試委員会

11/22～11/30 3年次生　成人、老年、母性、小児、精神、在宅実習及び統合実習 11/25推薦入学試験合格発表

12/2～17 3年次　統合実習 12/7～12/17一般入学試験願書受付

12/18 学校見学会 1/6第3回入試委員会

12/24 ～1/6 冬季休暇 1/8実習指導者会議（保育園）

1/12～29 1年次生　基礎看護実習Ⅱ 1/13、14一般入学試験

2/8～24 2年次生　看護過程実習Ⅱ 2/8第20回学校評価委員会

2/14 第105回 看護師国家試験 2/1第4回入試委員会

2010/2/29 卒業講演会　　テーマ：「看護倫理　～育もう看護の力～」 2/5一般入学試験合格発表

　　　　　　　　　講師：小西恵美子先生（鹿児島大学客員教授） 2/6静岡県看養機関連絡協議会研修会3（県大）

3/1 3年生を送る会 2/12自治体立看護学校協議会（静岡第一ホテル）

3/5 卒業式：主に23期生（41名卒業） 2/15  3年次生卒業認定会議

3/18～4/6 春季休暇 3/23  1,2年次生単位認定会議

3/25 国家試験合格発表（40名合格） 3/23後援会役員会

(資料）平成27年度教育・行事実施結果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：伊藤）

 　テーマ：「ルーブリック評価について」
　　　　　　「看護学校における協同学習の意義」
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２．授業評価  

（１）教員による授業評価および授業研究 

   教員自身が行う授業評価はまだ組織的には行っていないが、独自のものを用いてい

る者もいる。授業途中の段階で学生が書いた所感などで形成的に評価しながら進めて

いる部分もある。主には学生による授業評価を授業者自身にフィードバックし、改善

点を考え学生に公表している。 

授業研究という視点で、教員が相互に成長できるよう、相互研鑽のシステムとして

整えていくとこは今後の課題である。現段階では、他の教員の授業を聴講したり、校

内実習のアシスタントに入ったりはしているので、「相互研鑽」という意識をもち、必

ずアドバイスや感想を伝えるようにしていく取り組みはしていきたい。 

（２）学生による授業評価 

  平成 27 年度は、「返信コメントの開示方法」について検討し、具体的な開示方法の

改善に取り組んだ。まず、「授業評価マニュアル」を作成し、授業評価の実施から集計、

返信コメントの入力、開示までの流れを誰もが分かるようにした。さらに「授業評価

返信コメント開示チェック表」を作成し、非常勤講師・学内教員からの返信コメント

の開示状況を把握した。返信コメントは掲示板にコーナーを設け学生に随時開示して

いくこととした。以上の取り組みから平成 27 年度は、返信コメントの開示の結果（返

信コメントの実施状況と学生の閲覧状況）を考察するとともに、今後の授業評価の課

題を明らかにした（平成 28 年度日本看護学校協議会学会において実践報告として発表

する）。 

＜結論＞ 

ⅰ）返信コメントの開示方法を変えたことで、学生は何らかの関心をもってコメントを

見ている。 

ⅱ）授業評価までが授業であり、授業者と学習者の相互作用で成り立っているものであ

る。 

ⅲ）授業者は次につながっていくよう改善の意識をもつことが重要である。 

ⅳ）学生の中には授業評価の目的や意義を理解し、学習者としての振り返りを大事にし

ている者もいたが、一部には関心のない者もいた。 

ⅴ）具体的にあがった改善点を以下に示す。 

・返信コメントの提出期日を 2 週間とする。 

・依頼文書の変更・自由記載欄にも記入することを授業評価表に加える。 

・マニュアルに「2 週間」という期日を付け加える。 

・担当者が、2 週間以上コメントの記録がない場合には催促する。 

・授業者は返信コメントに改善内容を意識して記入する。 

・掲示板での開示を継続し、さらに見やすく目立つ工夫をする。 

・評価の信頼性を得るために、評価は成績に影響しないことを授業評価表に書き加え

るとともにオリエンテーションで伝えていく。 

・授業評価の目的や意義を根気強く伝え、自己を振り返る姿勢、他者を評価する姿勢

など、学生自身の評価能力を高めていく。 
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＜今後の課題＞ 

 今後、授業者と学習者の両方が授業評価をどのようにフィードバックしていくのかさ

らに研究していく必要がある。学生による授業評価は、授業改善につながるだけではな

く、学生及び教育活動を多面的に評価する方法の一つともなっている。今後もより良い

方向に進んでいくよう、継続検討していきたい。 

（担当:伊藤） 

 

３．教育課程検討会 

  ここ数年の教育課程検討会では、本校の看護学教育の核となる教育理念、教育目標、

年次別学習目標について検討してきた。今年度は、教育理念、教育目標、そしてこれら

に基づく年次別学習目標が、現行のカリキュラム全体とどのように関連しているのかを

明らかにし、現状を把握したうえで改善すべき点があるのかを見いだすことを目標に取

り組んだ。教育課程は、教科課程と教科外活動との２部門からなっており、この２つを

組み合わせることは教育の大きな要素であるといわれている。本校でも、人間性豊かな

人材を育成するために、教科課程と同様に教科外活動にも力を入れている。現行カリキ

ュラムが学校の教育理念・教育目標に基づいて意図的に編成されていることは当然のこ

とといえる。しかし、その内容や関連性の理解と活用が十分にできているだろうか。教

育の土台となる教育目標とカリキュラム全体を可視化することで、現状と関連を把握し、

教育活動に活かしていく必要性があると考えた。検討の結果を以下に示す。 

（１）年次別学習目標と現行カリキュラム全体との関連を、マトリックス作成により明

らかにした。教育目標と年次別学習目標に対して、現行のカリキュラムの科目は、

それぞれの目標と関わっており、教育目標を達成するための科目立てのバランスが

とれていることを再認識できた。 

（２）教育目標と教科外課程との関連を、マトリックス作成により明らかにするととも

に、教科外課程の年次別目標を明確にした。教科外課程の一つひとつには意図があ

り、具体的行動として示され、すべての教育目標に繋がっていることが再認識でき

た。そして、教科外課程の目標は、年次により異なるため、評価していくことで、

学生個々の成長に繋げていくことが可能である。 

今回、看護学の担当領域は勿論のこと、担当以外の科目とその内容を改めて見直すこ

とで、本校のカリキュラム全体を俯瞰することができ、それぞれのカリキュラムの意味

を理解することに繋がった。その過程において、教科課程と教科外課程それぞれの重要

性を再認識するとともに、潜在カリキュラムについても改めて考える機会になった。潜

在カリキュラムとは、社会学に関連する概念であり、「価値の伝達」「社会の再生産」と

もいわれている。学生や教職員の間でつくり上げられている風土や伝統の影響を受け、

価値観、態度、社会的規範などが、暗黙のうちに学生に伝達されていく。学生便覧など

で明示される顕在カリキュラムに劣らず、大きな役割を果たしているのが、潜在カリキ

ュラムである。本校においては、コミュニティという機関がその一翼を担っているとい

える。コミュニティは、学生の自治活動によって責任ある自主精神に基づき、学生生活

の発展向上をはかり、個々の人間性を高めるとともに、学年をこえた学生相互の親睦を

深めることを目的としている。このような機関を有効に活用す るとともに、教科外課
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程の目標を学生に明示し、社会人としてまた看護者としての意識をより高めていけるよ

うにしたい。今年度の検討により、教育目標と教育活動との関連性の理解が深まり、具

体的な教育活動に活かしていきたいという意欲が高められたと感じている。今後は、検

討してきた目標を意識しながら、教育活動の内容や方法の工夫をしていくとともに、自

己点検・自己評価に活用していきたいと考える。    

                                  （木田） 

 

４．プロジェクト学習 

（１）昨年度（平成 26 年度）の課題 

  プロジェクト学習での取り組みは「病態生理演習」「総合看護実践」で展開している。

しかし、本校でのプロジェクト学習の取り組みは幾つかの課題がある。 

 ①研修を受けた教員が其々の科目を担当しているが、プロジェクト学習の目的や実践方

法（ポートフォリオ(Pf)の実施や効果的なコーチングの実践）を全体の教員が十分に

は理解できてない。 

②そのため、教員全体としても、疑問や不安、課題がありプロジェクト学習の積み重ね、

広がりが効果的に実践できていない。 

③教育課程全体の流れの中でのプロジェクト学習の位置づけや活用方法が明確でないた

め、今後の発展性が見えない。 

（２）今年度の取り組みと実施結果、評価 

取り組み 実施、結果 評価 

病態生理 

演習 

今年度の学生数に応じて実施方法を一部修正した。

グループワークを止め、１人ひとりの学生の個人学習

が完結できる形態に計画変更した。教員の担当決定か

ら開講まで短期間の為、早急な授業計画が必要であっ

た。 

１年次３月に基礎看護実習Ⅱの受け持ち患者さんに

ついて自己の学習で取り組む Pf などの説明を実施した

事で関心や準備が促され、開講後の取り組みは良く病

態の関連因子を図に表わし思考の整理を全員の学生が

実施し、模造紙でのグループメンバーへの発表ができ

た。 

この経験が臨床看護演習や看護過程実習Ⅰでの病態

の根拠理解に連動できると考えた。「成長エントリー」

ではほとんどの学生が「Pf の活用は理解できた」「今後

も疑問から調べ、目的達成に繋げたい」等の気付きが

多かった。教科書、参考書、インターネット情報の選

択的活用を学び、実習に活かしたいという意見も多か

った。 

受け持ち患者につい

て、個人で達成する

学習スタイルの為、

学生の意欲がみられ

効 果 は 得 ら れ て い

る。 

４ .５月の忙しい時

期で参加協力教員な

どは期待できず、1 人

で指導するため、授

業の活動を通しての

教員へのプロジェク

ト学習に触れる機会

になりにくい。また、

学生への適時のコー

チングが十分に行え

てはいない。 

総合看護 

実践 

今年度は、30 時間の授業を担当教員１人から、２人

(前半・後半)に変更して協力しながら実施できた。実

教育方法、コーチン

グ、評価方法などに
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施時期が 11 月の為、授業準備期間があり計画的に取り

組めた。プロジェクト学習を実施することで、学生自

身がテーマや目標を定め、自分の力で学びを進め OSCE

を実施することで看護実践力を養うことを期待してい

る。しかし、今年度は幾つかの課題から好成績の学生

数が少なかった。 

つ い て 再 検 討 し た

い。 

実習にお

ける Pf活

用 

各実習では、事前学習や実習中の新たな課題や学習

した事を Pf にしている。タイムリーな学習を行ってい

るか、ノートにまとめるだけでなく、実践に必要な内

容をあらゆる方法で情報収集し、適時に実践に活かす

事を目的にしている。 

３年次の学生では、テキスト以外の資料やインターネ

ットで得た情報などを、必要に応じて入手し参考資料

にできている学生も見られた。 

２年次の学生は、事前学習が中心で、実習中の学習

もテキストや授業資料の活用が多く、Pf の活用は個人

差が大きかった。できている学生は経験を活かし良く

活用していた。Pf にしなければならないわけではない

ため、個人差が大きい。 

特に実習中は調べた

こともメモ帳に必要

事項のみとなり実習

記録が優先になるた

め、知識を広げ、繋

がりを理解できる自

己学習になりにくい

場合がある。 

研修会へ

の参加 

今年度は他の学会とも重なり、4 名が未来教育プロジェ

クト(横浜)の研修(休日、私費)に参加した。 

有 志 の 自 己 参 加 の

為、全体参加は継続

的には行いにくい。 

 

（３）次年度(平成 28 年度)への課題 

・病態生理演習は、年度当初になるが昨年度からの引き続きで学習方法の検討などを行 

って準備期間を確保したい。 

・Pf のみならず、実習中などに教員がコーチング、助言できる力をつけたい。また、学 

生の自主性を促す為には「教える」よりも「考えさせる」方向性を持ってヒントを提 

示し「自分で解った」という達成感に繋がる指導力をつけたい。 

・研修は、できれば身近な事から学内で教員間での勉強会の開催を検討したい。 

・教育課程全体の流れの中でのプロジェクト学習の位置づけや活用方法が明確でないた

め発展性が見えない。この課題は着手できなかったため、次年度も継続とする。 

                                  (担当：亀澤) 
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第２節 臨地実習の調整及び実施と評価 

１．臨地実習の目的・位置づけ・機構・進度 

（１）臨地実習の目的 

  臨地実習では、習得した理論や技術を基礎とし、看護を必要としている人々に看護を実践 

していく。さまざまな経験を通し、感じる力・考える力・伝える力・振り返る力を統合し、 

看護実践力を培う。 

① 看護を必要としている人々と相互関係の中で相手に限りない関心を寄せる。 

② 看護を必要とする人々との関わりを通して、対象を理解する力を養う。 

③ 看護を必要とする人々の背景や状況に応じた看護を考え、実践する力を養う。 

④ 看護専門職としての自覚を持ち、保健医療福祉チームの一員として、看護を必要とする 

人々を支えていくための連携・協働する力を養う。 

⑤ さまざまな経験を通し、看護に関する関心と意欲を高める。 

⑥ 看護実践者として自己を客観的にみつめ、振り返りを活かし、自己成長し続ける力を養う。 

 

（２）臨地実習の位置づけ・構成・進度 

    看護学実習の中には「学内実習」と「臨地実習」がある。臨地実習は各看護学の中に科目 

として構成され、位置付けられている。学内実習では、基礎看護技術、応用看護技術、総合看 

護技術へと段階的に学習する。学内実習は多くの場合学生同士で看護師役、患者役を演じ体験 

学習を行うが、実際に看護援助する者の様々な配慮や、援助を必要とする方の願いや援助を受 

ける気持ちを察するには限界がある。臨地実習は、学内で学んだ知識と技術を活用して看護を 

必要とする方の傍らに身を置き五感を使って感じ、考え、行動し、関わりを通して自己に気付 

きながら、同時に看護についての理解を深めていく経験の積み重ねである。看護実践力は対象 

への温かな関心と科学的根拠、対象に相応しい援助の実施によって培われる統合された力であ 

る。そのため、1つ 1つ段階的な経験をつぶさに見つめ、謙虚に学ぶ姿勢の積み重ねが重要な 

土台となる。この姿勢は、自己成長し続ける力であり、対象を尊重する看護師としての職業倫 

理を育む事にも繋がっている。 

 臨地実習は、他の科目の学習進度や学生の習熟度に合わせて効果的に学習できるよう段階 

的に構成されている。1年次では、基礎看護実習Ⅰ・Ⅱ、2年次では看護過程実習Ⅰ・Ⅱ、老 

年看護実習Ⅰ、3年時次には各看護学実習（成人看護実習・老年看護実習Ⅱ・小児看護実習・ 

母性看護実習・精神看護実習・在宅看護実習）統合実習へと進んでいく。 

 

２．実習状況 

（１）実施結果は表１参照 

１年次：基礎看護実習Ⅰ＝45 名実施・基礎看護実習Ⅱ＝45 名実施（怪我による特別欠席 1 名あ

り、回復後補習実習を行い、計 45名実施となった） 

２年次：看護過程実習Ⅰ＝35名実施・看護過程実習Ⅱ＝37名実施・老年看護実習Ⅰ＝35名実施  

３年次：各論(在宅看護実習＝43名実施・小児看護実習＝42名実施・母性看護実習＝43名実施 

      成人看護実習＝43名実施・老年看護実習Ⅱ＝41名実施・精神看護実習＝41名実施 

      統合実習＝40名実施 
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３年次２名の学生がインフルエンザの為特別欠席となり、一部を欠席したため補習を実

施した。 

表 1：平成 27年度 各施設での臨地実習実施結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）臨地実習総括 

 ①実習配置について 

  基礎看護実習Ⅰ・Ⅱ、看護過程実習Ⅰ・Ⅱの１，２年次の実習は臨床の場(環境)を知る事、

患者との人間関係を築き、看護の思考過程を活用して援助実践するという基礎的な学習である

ため、成人期、老年期の対象で学習できる実習病棟を選択した。また、実習グループは患者選

択、効果的なカンファレンスなどに支障がなく指導可能な５人以下として範囲とした。そのた

め、実習配置として、焼津市立総合病院、藤枝市立総合病院、榛原総合病院(以下３病院とす

 

3年 3年 3年 2年 1年 3年 3年 1年 3年 3年 3年 1年 2年

5月期 5～6月期 6月期 看護過程Ⅰ 基礎Ⅰ見学 9月期 9～10月期 基礎Ⅰ 10～11月期 11月期 統合 基礎Ⅱ 看護過程Ⅱ

６A 3 3 3
６B 3 3 5
６C 5 5 5 3 5
５A 5 5 2 5
５C 5 4 2 5
４A 3 5 3 5 3
４B 3 5 3 5 2
４C 2 4
３Ｃ 5 2 3 5
３A 6 6 6
３B 3 3 3 3 3 3 3

外来・透析 6 6 6 6
計 9 15 15 15 20 9 15 20 15 15 20 15 14
８Ａ 3 3 2
８Ｂ 3 3 3
７A 3 5 2 5
７B 3 5 5 3 4
６A 3 3 3 5
６B 3 3 3 5
５B 3 5 3 5
３A 4 5 5 5
３B 3 5 5 5
４Ａ 4 3 3 3
４B
NICU

外来・透析 3 3 3
計 18 10 12 10 15 15 6 15 12 11 17 20 14
南３ 3 3 3 3
南４ 3 3 3 3 3 2 2 3
南５ 3 2 2 2 2 3 2
西４ 5 5 3 5 2 5 4

患者支援室 4 3 3 3 3
外来・透析 4 3 3
計 4 6 6 10 10 6 9 10 6 3 6 10 9

3 3 3
3 3 3

3 3 3
3 3 3 4 2 3 3
3 3 3 2 3 3 3

志太訪問看護ST
訪問看護STふじえだ

焼津訪問看護ST
駿府病院４階
駿府病院3階

3 3 3 3 3

榛
原
総
合
病
院

年次
各論各期/実習名

焼
津
市
立
総
合
病
院

藤
枝
市
立
総
合
病
院 3 3
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る)の成人期老年期対象の病棟に依頼し実習した。 

 ３年次の各論実習、統合実習については、対象特性を踏まえて実習目標が達成できる病棟や

施設に依頼し実習した。 

  基礎看護実習Ⅰ・Ⅱ、看護過程実習Ⅰ・Ⅱの１，２年次の実習は計画通り変更なく実施できた。 

   ３年次の各論実習では、母性実習は当初、３病院で実習を行う予定であったが、榛原総合病

院の産科病棟閉鎖に伴い、９月以降の実習が不可能となった。計画では実習チーム６～７人を

榛原総合病院南３病棟と藤枝市立病院 4A 病棟で同時期に実習する予定だったが、藤枝市立病

院 4A病棟で全員の実習生を受け入れて頂いた。今後の母性看護実習は焼津市立病院 3A病棟と

藤枝市立総合病院 4A 病棟の２つの病棟で実習生６～７人を受け入れて頂く事になる。母性看

護実習は分娩件数の減少から他の看護大学、看護専門学校もこれらの病棟の使用を申し出てい

るため、年間を通じて全ての時期に 2病棟を並行して実習することは不可能で、１回の実習生

が６～７人と多いが実習内容方法を工夫し、実習させて頂きたい。実習配置の変更は以上であ

った。 

 平成 28 年度に向けては、精神看護実習を行っている駿府病院での実習は島田市立看護専門

学校との実習の重複を避けるよう時期の調整が必要になる。精神看護実習の時期が偏るにあた

っては、他の実習で調整を行うため、このほかに偏りがある実習ができる。小児、母性の実習

は実習施設に限りがあり、年間の重複は不可能である。可能であれば、統合実習の位置づけに

ある在宅看護実習を精神看護実習と共に後半として、成人、老年期実習を前半に配置する、こ

れまでには無い配置を検討することとなる。在宅看護実習では、今年度迄実施した透析室・外

来実習において指導体制や透析室の状況と遠距離間での教員の指導体制が困難になった。加え

て、社会的状況の変化に応じ、地域包括支援の仕組みや多職種連携の実際が学習できるよう、

臨地実習が必要となり、検討計画した。また、老年看護実習Ⅰに向けては次年度の学生数の増

加に伴い新たな実習受け入れ施設の依頼を計画した。 

 

 ②指導体制について 

   実習指導体制については、３病院をはじめ他の実習施設においても実習指導者の専任や、患

者選択、学生の実習環境なども配慮していただいている。母性実習では１病棟に６～７名の実

習生に対し実習指導者が１名であること、分娩や帝王切開などの見学、新生児のお世話や褥婦

のケア、観察など同時進行的に数人の学生が活動するため教員が病棟で実習指導できることが

望ましい状況である。学内講義や演習の協力担当などを調整して学生の安全を守り、実習が効

果的に行えるよう工夫した。 

   平成28年度は教員の講義準備時間の確保なども調整が必要であると評価、指導を受けたが、

実習指導時間とのバランスが難しい状況である。教員の学内役割等の時期と実習担当の重複を

考慮した教員のローテーションを実習病棟、指導者と連携をとり計画的に実施していきたい。 

 

③実習指導者と教員の連携について 

   実習指導は教育目的を受けて作成した各実習要項、指導案に基づいて実施している。臨床で

の経験的学習では、１人の患者を受け持ち、看護の思考を活用しながら看護実践する力を養っ

ている。しかし、この経験を通して同時に、看護者としての自分を作り上げていくセルフアイ

デンティティの形成においても重要な学習である。看護師としての自己像は看護過程という思
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考過程が育てるのではなく、臨床の看護師や教員の患者への立ち居振る舞い、関わり方、働き

方がモデルとして影響している。そのため、指導者と教員は自己の看護観を表しつつ、互いの

看護の意見を交換し合いながら理解を深める事も必要である。今年度、幾つかの実習の中で、

教員と指導者の指導観、学生観の食い違いや、コミュニケーション不足による行き違いがあっ

た。互いに学生の事、患者の事を考え一生懸命だが、患者と学生を尊重した対象理解と看護実

践を行えるよう指導者と教員の連携を深めたい。互いの状況が不足した場合は、看護師長、在

校教員などに相談、報告し協力、助言を求めて連携の枠を広げていきたい。また、実習終了後

の学生の実習授業評価の結果を活用して学生の主観的意見に関心を向け、気になる状況には看

護部の協力を得て早期の対応を行った。その結果、課題が継続することなく改善した。また、

このような状況を得て、教員間で「実習指導について」学習と意見交換を行い、平成 28 年度

当初の実習指導者連絡会議で報告した。 

 

④病院と学校の連携について 

平成 27年度に実施した実習指導者会議 

時期 会議 参加者（人数） 内容 

4月 23日 第 1回実習指導者会議 59名 平成 27年度実習計画 

各領域での実習計画 

8月 

25日 

27日 

28日 

実習指導者連絡会議 

・藤枝市立病院 

・焼津市立病院 

・榛原総合病院 

 

15名+教員 7名 

17名+教員 7名 

21名+教員 7名 

・前期の実習経過報告 

・平成 27 年度基礎実習

について 

・意見交換「実習指導者

と教員の連携について」 

8月 4日 第 2回 

老年看護実習指導者会議 

14名 

(9施設) 

実習計画、実習予定 

1月 8日 

14:00～ 

第 3回 

小児看護実習指導者会議 

(保育園) 

9名 

（5保育園） 

平成 27年度の実習総括 

平成 28年度の実習計画 

 

平成 27年度に実施した実習に関する病院との打ち合わせ 

時期 会議場所 参加校(数) 内容 

7 月 30日 藤枝市立病院 7 名(3校) 次年度の成人老年実習の日程について 

11月 7日 藤枝市立病院 11 名(3校) 翌々年の母性実習の日程について 

8 月 27日 駿府病院実習調整会議 11 名 次年度の実習時期調整、内容、方法の検討 

2 月 1 日 駿府病院実習調整会議 13 名(2校) 実習時期、実習方法の調整 

 

⑤実習中の事故報告について 

   平成 27年度の実習では、２件の実習事故方向があった。 

実習 状況 対応・指導 

ケース１ 患者は嚥下障害があり、水分はとろみをつけ 状況確認後、病棟報告。 
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看護過程実習Ⅰ 誤嚥予防を行っていた。しかし、学生は教員、

指導者不在の状況で患者の要望に応え、錠剤

と散剤を水のままで勝手に飲ませてしまっ

た。幸運にも誤嚥はしなかった。 

学生に状況確認しながら振

り返りを行った。学生は 1人

で判断し援助を行わず、報

告、相談を行うよう指導し

た。 

ケース２ 

基礎看護実習Ⅱ 

個室の入院患者で家族の付添があった。患者

がトイレに移動し、ベッドには不在の状況で

家族から「シーツ交換一緒にやって」と言わ

れた。学生は断るのは悪いと思い、指導者や

教員不在の状況の中２人だけで実施した。幸

い、事故は起こらなかった。 

教員が報告をうけ、病棟報

告。 

学生には、この状況にどのよ

うな危険があったか振り返

りを行い、一緒に考えた。 

   どちらも指導者、教員不在の患者の病室で起こった１，２年次生のケースである。学生は看

護援助計画の実施の場面ではなく、コミュニケーションや患者の様子観察などの目的で訪室し

た際に患者やご家族から誘われる形で行動を起こしている。オリエンテーションでは、ケアは

1 人では実施しないと説明している。しかし、思いがけず頼まれた、誘われた状況では「学生

のみでする」という意識や「1 人でする」という感覚が薄れていたと考えられる。学生のみで

行ってはいけないのではなく、患者の安全を守るためには、未熟な判断は危険を予測できない

ので、必ず教員や指導者と共に実施するという理解、意識を促す必要がある。また、患者を守

る判断が看護師としての自分自身の責任を果たす事と同様であると理解を促したい。今後のオ

リエンテーションでは、このような実際のケースを活用して説明したい。 

 

⑥実習授業評価の結果について 

それぞれの領域についての結果分析は担当に委ねる。 

３年次領域の全体では、取り組み意欲 4.35/5.0 点、実施後の学びの深まり、広がり 4.69/5.0

点といずれも高得点である。しかし、細目については格差がある。これらは各領域の特性を踏

まえると強み、弱みと考えられる。例えば、取り組みでは老年看護実習の平均値が高く、準備

性が高い。一方小児、母性実習などは新規の内容が多く、量的にも十分には学習できにくい。

関係主体性では、小児の評価が高く、母性は低い、しかし、これも実習環境の違いが影響して

いると考えられる。小児実習では２病院を同時進行する実習の為に教員の移動によって不在の

時間が長い。その為、指導者や病棟の方に指導を受ける機会が多くなる。反面、母性実習では

１病棟に６名と実習生が多く、指導者への関わりの機会は少ない事も考えられる。単に数値の

比較ではなく傾向に対する分析をし、状況改善に繋げたい。そして、全体として弱い傾向にあ

る「自己の考えの明確化」などについては検討したい。 
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３．その他 

（１）新たな実習施設受け入れの依頼について 

平成 28年度の在宅看護実習について、地域包括支援センターの実習を行えるよう藤枝市、焼

津市の施設に検討を依頼した。 

 

藤枝地域包括支援センター  ふじトピア 安心すこやかセンター 第２開寿園 

安心すこやかセンター 亀寿の郷 安心すこやかセンター 社会福祉協議会 

焼津市北部包括支援センター 焼津市中部包括支援センター 

焼津市南部包括支援センター  

 

 

 

（担当：亀澤） 

平成27年度年間授業実習授業評価平均の結果
成人 老年 小児 母性 精神 在宅 平均

準備 4.26 4.40 4.26 4.17 4.24 4.39 4.29
目標意識 4.48 4.50 4.45 4.38 4.31 4.20 4.39
自己の課題と目標 4.45 4.61 4.36 4.25 4.35 4.20 4.37
関係主体性 4.23 4.15 4.31 3.85 4.14 4.14 4.14
経験を生かす 4.38 4.46 4.45 4.39 4.30 4.43 4.40
振り返りを生かす 4.48 4.50 4.33 4.41 4.38 4.45 4.42
メンバーと協力 4.58 4.46 4.26 4.40 4.49 4.55 4.46

平均 4.41 4.44 4.35 4.26 4.31 4.34 4.35
成人 老年 小児 母性 精神 在宅 平均

看護の在り方を考える 4.82 4.86 4.81 4.70 4.75 4.95 4.81
指導者教員相互の学びあい 4.67 4.60 4.76 4.38 4.65 4.74 4.63
学習意欲 4.70 4.62 4.60 4.55 4.54 4.50 4.58
指導者意見は学びのひろがり 4.76 4.70 4.88 4.61 4.86 4.86 4.78
自己の考えの明確化 4.67 4.57 4.57 4.46 4.56 4.42 4.54
新たな発見 4.72 4.82 4.81 4.80 4.80 4.79 4.79

平均 4.72 4.69 4.74 4.58 4.69 4.71 4.69

分散分析

平均 SD 平均 SD 平均 SD P

準備を整えて実習に臨むことができた 4.42 0.24 4.29 0.35 4.30 0.42 0.63

科目の実習目標を意識して取り組んだ 4.44 0.24 4.42 0.31 4.39 0.37 0.94

自己の目標を持ち　、課題改善に向け努力した 4.47 0.26 4.43 0.31 4.38 0.34 0.73

スタッフ、教員との関係を築きながら主体的に報連相した 4.37 0.25 4.16 0.38 4.16 0.47 0.29

これまでの学びを生かしながら学べた 4.26 0.26 4.34 0.30 4.40 0.33 0.32

日々の振り返りを積み重ねながら実習した 4.49 0.30 4.38 0.23 4.43 0.32 0.66

メンバーと協力し話し合いながら高め合えた 4.74 0.30 4.69 0.35 4.46 0.47 0.02

看護の在り方を考える実習だった 4.76 0.15 4.69 0.30 4.83 0.25 0.13

学習者と指導者教員が相互に学び合うことが感じられた 4.69 0.21 4.63 0.31 4.66 0.35 0.94

学習意欲につながる実習だった 4.90 0.12 4.65 0.25 4.59 0.35 0.00

指導者・教員の意見や考えは学びを広げてくれるものだった。 4.94 0.09 4.75 0.29 4.79 0.28 0.09

実習目的、目標に対する自己の考え明確にできた 4.65 0.23 4.51 0.34 4.55 0.30 0.46

新たな発見や気づきを得ることができた 4.87 0.17 4.83 0.22 4.79 0.24 0.53

表１：3学年の年間実習授業評価平均と標準偏差、分散分析一覧
3年次2年次1年次
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第 4 章 教授・学習・評価過程（教科課程）  

第１節 基礎分野・専門基礎分野  

非常勤講師のなかでも、大学教授、助教授、講師や病院の医師による科目及び単

元がほとんどである。専門基礎分野のなかの形態機能学と病態生理演習は学内教員

が担当している（第 3 章  第 1 節  教育課程の総括  年次別履修科目と時間数の頁参照）。

平成 21 年度のカリキュラム改正より、解剖生理学は形態機能学として、学内教員が

「生き、生活している人」という視点で教授するようになった。しかし、医学的に

押さえておきたい解剖生理学の総論的なこと、腎の内分泌機能については医師にお

願いしている。看護教員と医師の連携、形態機能学と看護方法（基礎看護学）との

連携を図りながら、学生のなかで「つながり」を持てるようにしていくことが重要

と考えており、課題である。時間割の調整上困難な部分も多いが、極力、科目や単

元の進度を考慮し、学生がつながりやすいように組み入れていく努力は必要である

と考えている。 

（担当：伊藤）  

第２節 専門分野Ⅰ 

１．看護学概論 

   「看護学概論」は、入学直後に学生が「看護学」という学問に最初に触れる瞬

間である。「看護学」との最初の出会いで、学生たちがどのような印象を持つかで、

今後の内発的な動機づけに大きく影響すると考える。担当者として心がけている

ことは、学生たちの看護への関心が深まり、看護師という仕事の重みと責任、そ

して看護が尊い仕事であると思えるように、講義を構築する努力をしている。  

   昨年に引き続き「学生の主体的な学びを促す」という学校全体の目標を意図し、

看護理論の学びにグループワークを導入し、調べ学習と全体へのプレゼンテーシ

ョンを実施した。本年度はベナーとロイの人気が高かった。今年の１年次は、社

会人が多いこともありプレゼンテーションにパワーポイントを用いたりと自由な

発想で楽しく学んでいるようである。授業者も刺激を受け楽しく学ぶことができ

た。学生の皆さんに感謝したい。  

今年度も「看護理論家について」と「看護師に求められる能力についてのラベ

ルワーク」の２つにおいて、グループワークを取り入れた。やはり、ただ受け身

の講義形式より、グループで協力した学習方法から、相互に学びあうという積極

的な姿勢をみることができた。主体性が育ち学生が生き生きしている。いつでも

教師は生きた授業を心掛ける必要があると改めて感じた。ラベルワークのテーマ

は「看護師に求められる能力とは」である。入学後、初めてラベルワークという

手法で学ぶ機会である。作業を通して、今年度の学生は皆で丁寧に考え表現して

いた。ラベルワークは、学生たちの達成感も大きく、大変有効な学びであり、今

後の自身の看護観の土台となすものであり尊重したい。  

（担当:金子） 
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２．看護方法・基礎看護実習  

（１）看護方法  

看護方法は、基礎看護学の目標をふまえて、「生理的・心理的・社会的存在であ

り、固有の価値観と文化的背景をもった個々の人間に対して、最も適切な看護の

技術を適用するための基礎的能力を養う」ことを目指している。看護技術の習得

のための授業では、昨年度より、行動ガイドを与える方法から、学生の事前学習

を活かした方法を取り入れている。技術の目的・原則に沿った方法と根拠を自己

学習して授業を受ける形式に対しては、「根拠と方法を一緒に学ぶことで行動の意

味と留意点の理解が深まる」ことや「予習をし、イメージをもって臨むことの大

切さ」など、学生からは事前学習が効果的であったという評価を受けている。看

護技術試験においては、自主練習の経験から得た学生の気づきや思考を大切にし

たいと考え、技術試験後に看護技術の原則に基づいた振り返りと技術習得に向け

た取り組み姿勢に関するリフレクションを促している。自分自身の行為が、患者

にどのような影響を及ぼすのかという視点での振り返りやグループ練習のプロセ

スにおける学びなどが表現されている。看護実践の基盤となる思考過程を養うこ

とについては、学生の患者さんへの関心を高めていくことを期待し、従来の一事

例の展開から、基礎看護実習で受け持たせていただいた患者さんについて看護を

展開していく方法に変更した。授業の時間割も基礎看護実習ⅠとⅡそれぞれの実

習目標との関連を考慮して組むようにした。結果、学生からは「自分の患者さん

のことを考えることで頑張れた」「実習中にわからなかったことが理解できた」「実

習を経験し講義を受けるごとに一歩一歩成長できたように感じられた」という評

価を得た。学生は、授業での学びを、実習の経験を通して理解していく。今後も、

実習での理解がより深められるように、講義内容や演習での取り組み内容を検討

していきたい。 

 

（２）基礎看護実習 

基礎看護実習は、患者がどのような環境の中で療養生活を送っているのかを知る  

ことから始まり相手に関心をもって人間関係を築いていくことの必要性を学び、

看護実践の基礎となる思考過程や基礎看護技術を、体験したことを振り返りなが

ら学んでいくことを目標としている。  

 

＜基礎看護実習Ⅰ＞  

   今年度は、ルーブリック評価表を作成し、オリエンテーションで、実習中に活  

用するよう説明した。実習３日目の学びの整理の時間に、自己評価を促し学生と  

共に確認したことで、残りの実習への意識づけにはなった。５日間の短い実習で  

あるため、今後は日々の振り返りで活用していくことを強化していきたい。  

   基礎看護実習Ⅰでは、患者の日常生活上に苦痛や困難から、援助の必要性を考  

え、実際に援助を体験してみることを通して、コミュニケーションや知識の活用、  

準備性の大切さを実感していた。毎日の環境整備を通して、疾患や治療と関連さ  

せて、安全安楽な環境を整えていくことの大切さを学んでいた。患者の苦痛は、  
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症状や治療による痛みの他にも、排泄などの援助を受けなければならない状況

にる苦痛もあるということに気づいていた。学生が得た情報から考えたことを尊

重し、学生の主体性を大切にして指導していただくことができた。安全安楽な援

助を実施するためには、様々な状況を想定して計画を立案することやシミュレー

ションをしておくことの大切さを実感していた。患者との関わりを通して、自分

自身を客観視することの必要性を学べている。実習記録の内容には、個人差はあ

るが、感じ考えたことを表現すること自体トレーニングされていない学生が多い

ように感じられた。振り返る力をつけていくためにも、リフレクションについて

の学習方法を検討していきたい。  

 

＜基礎看護実習Ⅱ＞  

今年度は、基礎看護実習Ⅰと同様にルーブリック評価表を作成し、学生自身に

よる中間自己評価を促した。それは後半の実習への動機づけとなっている。ルー

ブリック評価表をもとに学生と教員とが中間評価を共有することで、学生はより

具体的な助言を受け、後半に向けた目標を定めることができる。また、看護技術

経験録の活用を促すために、一部改正をした。従来の「学内演習で実施できる」

は実習中に記入しにくいことと、実習前の技術練習を学生により意識づけ練習を

したうえで実習に臨んでほしいという思いから、「学内」の欄を設けた。結果、実

習前にグループ毎に、練習をしている様子がみられた。経験録の内容は、技術だ

けでなくアセスメントに関する学習への意識づけにもなるため、今後も学内での

経験録の活用を促していきたい。  

さらに、主な取り組みとして、実習記録用紙の変更がある。看護過程展開の授

業および演習内容に合わせて、昨年度の「情報整理用紙」を「情報整理・分析」

用紙に変更し、第１段階、第２段階と段階を踏んで分析するようにした。情報は

カテゴリーごとに、日々追加していく記載方法とした。また、適・非の判断は、

情報一つ一つに対してではなく、各カテゴリーの概要に照らして行う方法とした。

結果、個人差はあるが、アセスメントの筋道にそって考え、援助の必要性の根拠

となるような内容は書けるようになった学生が多い。昨年度までは、情報から感

じ考えたことを表現していたが、今年度は、全カテゴリーの情報収集から第 2 段

階のアセスメントまでの過程を踏んだことでカテゴリーの意味を考え、人をどの

ように見ていくかを学ぶ機会になった。  

 

＜実習評価＞ 

 実習  平均点  最高点  最低点      優      良     可   不可  

Ⅰ  今年度  

昨年度  

79.9 

82.4 

93 

91 

60 

65 

25（ 55.5％）  

30（ 81.0％）  

17（ 37.7％）  

6（ 16.2％）  

3（ 6.6％）  

１（ 2.7％）  

 ０  

 ０  

Ⅱ  今年度  

昨年度  

79.6 

77.9 

93 

94 

63 

54 

23（ 52.2％）  

20（ 54.0％）  

17（ 38.6％）  

10（ 27.0％）  

4（ 9.0％）  

6（ 16.2％）  

(1＊ ) 

 １  

＊不可１名は、特別欠席のため、３月に補習実習を実施しているため、上記結果か

ら外している  
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＜まとめ＞ 

昨年度の基礎看護実習Ⅱでは、ⅠからⅡへの内容のステッアップに戸惑ったと

いう声が、実習評価に反映されていた。そこで、今年度は、授業で学んだことを

実習に活かせるようにしたいと考え、看護過程展開の技術の授業を、実習との関

連を考慮して時間割を組み、基礎看護実習Ⅰ・Ⅱでそれぞれ受け持たせていただ

いた患者さんについて看護を展開していく演習方法に変えた。演習に真摯に取り

組むことは、実習でお世話になった患者さんへの感謝の気持ちを表わすことにも

なり、学生がイメージしやすいと考えたからである。  

基礎看護実習Ⅰ後の演習時の学生の反応としては、実習中に観察が十分できて

いなかったことに気づくだけでなく、もっと観察の視点をもって実習をしたかっ

たという感想が多かった。実習を経験することで、学習への意欲が高まることは

あるが、具体的にこのような声が多かったことには驚きがあった。基礎Ⅰは、患

者との関わりを初めて体験し、患者をありのままに見て感じ考えるということを

大切にしているが、観察の視点を持ち合わせたうえで、患者と向き合うことがで

きると、患者への関心はより高まっていくと思う。今後はさらに、カテゴリーの

意味を理解しやすくするための演習方法を考えていきたい。  

基礎看護実習Ⅱでは、授業で学んだ全体像と情報の分析に取り組んだ。実習後

は、受け持ち患者の全体像や情報整理・分析に基づいて、関連図と看護上の問題

点の表記、看護計画までの演習をした。受け持ち患者について展開していくこと

は学生にとっては、「考えやすい」「また受け持ち患者ですすめられるのは嬉しい」

「自分の患者さんのことを考えることで頑張れた」「病態の理解にも繋がった」「実

習を経験し講義を受けるごとに一歩一歩成長できたように感じられた」などの反

応があった。学生は、授業での学びを実習の経験を通して理解していく。実習で

の理解がより深められるように、授業や演習での取り組みを強化していきたいと

考えている。 

                           （担当：木田・櫻井）  

 

第３節 専門分野Ⅱ 

1．成人看護学 

（１）成人看護学講義 

①成人看護概論：１年次 30 時間１単位 

 成人の定義から、各発達段階の特徴、成人期に特徴的な健康問題、有用な看護

理論まで、幅広く学んでいく事となる。学生にとって身近な青年期からイメージ

を広げ、向老期までライフステージの多くを占める成人期を捉えるところから学

習をスタートしている。夏季休暇中には、青年期・壮年期・向老期のそれぞれに

対して、身近な人との関わりを通して特徴や発達段階の違いを意識するよう、イ

ンタビューして気付きをまとめる課題を出している。また、成人の健康を取り巻

く社会問題に目を向け、自分の考えを論述するレポート課題も設けている。身近
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な成人や社会への関心を広げる機会となることも期待している。提出された課題

からは、注目した社会問題が成人との関連性の薄いものだったり、偏りがあった

りと、新聞記事から情報を読み取ることに慣れておらず、学んだことを活用して

いく力も個人差が大きいと感じる。後期には病態生理治療論などの他の科目の学

びと関連させながら、生活習慣病の理解を深めたり、身近な事例を取り上げイメ

ージして、成人看護に有用な理論を学んだりしている。また、成人の健康を学ぶ

上で重要なキーワードとなる予防や保健活動の実際について保健師から４時間の

講義をして頂いている。これは、健康寿命上位の静岡県にあり、先進的な取り組

みを成功させている地域の保健活動の具体的な取り組みを知る機会となっている。

健康障害に着目し、病院の中にある看護という小さな枠組みだけに囚われず、広

い視野で成人の健康について考え、現状を知ることにつながっている。また、学

生自身も成人の一人として自らの健康を見つめ直す機会ともなっている。学生か

らの評価も良く、生活習慣や一次予防に重点が置かれる社会背景からもこの講義

の重要性は増しているといえ、効果的な講義であり今後も継続していきたい。  

 

②成人看護方法Ⅰ～Ⅳ：２年次 各 30 時間１単位 

  「健康レベル」を主軸に置きながら、機能障害別の視点も取り入れて構成して

いる。成人期にある人の様々な場面を事例として活用することで、主軸の健康レ

ベルだけでなく、自律・自立という成人性や役割をもった人として個別性を持っ

て理解を深めることを期待している。看護過程の思考を用いながら知識を活用し

て、学生自らが主体的に学習し発展していくことを期待して授業を構成している。

限られた時間の中で、すべての健康障害を取り扱うことには無理があるが、学習

方法を身に付けていく事で、授業で取り上げた事例以外にも発展的に学習してい

けることを期待している。事例を通して成り行きを捉え、患者や必要としている

看護の理解を深めていく事で、その後の実習へもつながる学びとすることができ

ている学生が多い。一方で、近年の国家試験の出題基準・傾向と照らし合わせる

と、現状に則した妥当性が十分ではないという課題がある。事例で取り上げる疾

患を再考する必要性があり、平成 28 年度の授業構成を検討する。また、平成 25

年度より成人看護方法Ⅱでは「手術療法を受ける患者の理解と看護の実際」に関

連して「気管挿管および人工呼吸器装着中の看護」を、「集中治療室の看護に必要

な患者の理解とその実際」に関連して「心電図および不整脈」の講義を加え、臨

床における実際や最新の情報をそれぞれ認定看護師の立場から講義して頂いてい

る。手術看護認定看護師および集中ケア認定看護師のそれぞれに４時間ずつの講

義を依頼している。成人看護方法Ⅲでは皮膚・排泄ケア認定看護師に４時間の講

義を依頼しており、学生がイメージしにくい人工肛門やその管理・看護等につい

ての最新情報を交えながら具体的な講義をして頂き効果的な学びに繋げられてい

る。近年、より重要性が増している一方で、苦手意識を持っている学生が多い周

手術期看護について、学習内容・方法の検討が必要なことも課題となっている。

OSCE や３年次の実習評価からも術後の観察や看護について学生の理解の浅さが表

面化している。次年度以降、より実践的な知識の定着を目指して、グループ学習
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等も取り入れ、主に成人看護方法Ⅱの授業構成を検討する。  

 

③成人看護過程展開技術：２年次 30 時間１単位 

   看護過程実習Ⅰと連動しながら、事例を用いて個人学習・グループ学習を組み

合わせて展開している。実習後には講義での学びと関連させ、ラベルワークを行

っている。3 年次の各論実習へと繋がる土台となる重要な授業となっている。専門

分野Ⅰの基礎看護学、看護方法Ⅷ「看護過程展開の技術」との関連も見直し、実

習と合わせて記録用紙や授業構成の検討が課題としてあげられる。 

 

（２）実習 

①成人看護実習：３年次 90 時間２単位 

  ⅰ）前年度からの継続課題、修正点について  

   平成 25 年度から大きな変更をしている学習整理日の活用方法や記録用紙を、

今年度も引き続き実践している。この変更は、学生の主体的な学びを尊重し、

学生の気付きや思考を中心に患者理解を深め、日々の援助へとつなげていくこ

とを期待して行ってきている。  

ⅰ－① 学習整理日の活用  

   学習整理日に、「私の看護発表会」と題してグループメンバーおよび指導者・

教員に向けて、自分なりの理解・考えをプレゼンテーションする機会を設けて

いる。１回目の学習整理日には、それまでの関わりを通して、受け持ち患者様

をどのように捉えているのかを、２回目には看護の方向性を発表している。学

生自身が振り返り、新たな気づきを得る機会になっているとともに、グループ

全体でも互いの状況が見えやすくなり、カンファレンスの活性化やグループ間

での協力・連携もとりやすくなっている。指導者との連携も強化し、発表後の

指導・アドバイスがより効果的に活かせるようにすることが次年度への課題と

なる。 

ⅰ－② 記録用紙の活用  

 看護過程展開を軸としつつ、過度な記録の重複や負担がなく、学生自身の気

付きや学びを活かせるよう、記録用紙の自由度を重要視してきている。特に「一

日の振り返り記録」では、こう書くべきという思考に囚われず、その日の気付

きや関心、学びを自由に書けるような用紙とした。記録の負担が減ることで、

追加学習を効果的に進められる学生もいる中、依然として資料やコピーばかり

の学習スタイルから改善できない学生もいる。より発展していく効果的な学習

を目指し、学生自身も学習の優先順位を意識して、計画的・主体的に進められ

る様、支援していく事も今後の課題となる。  

ⅰ－③ ルーブリック評価表  

平成 26 年から導入しているルーブリック評価表について、内容の重複に対す

る整理や、表現の修正を行っている。評価表の項目や表現を整理したことで、

学生にとっても求められているものが見えやすくなり、形成評価にも活用しや

すくなっている。  
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ⅱ）実習結果 

「優：１５名」「良：２２名」「可：５名」「不可：１名」 平均点：76.9 点  

   不可の学生については、看護過程展開の思考の問題よりも、患者との向き合

い方や物事の考え方、捉え方、コミュニケーションに多くの課題があった。ル

ーブリック評価を導入し平成 26 年度は、平均点に１点以上の上昇がみられた。

平成 27 年度は評価項目を整理し、項目数も 33 項目から 25 項目となった。平均

点も再び例年に近い点数となり、より真正な評価に近づいたと評価できる。  

ⅲ）実習目標毎の評価  

ⅲ－① 実習目標１ 

 身体的に成長・成熟・衰退へと変化し、社会的役割も大きく、自律・自立す

る時期にある成人と関わり、個々の健康状態を含めた全体像を捉え、信念・健

康観を重要視しながら看護実践していくことを目指している。援助においては

安全・安楽の原則はもちろん、それぞれの自律・自立を意識し、社会復帰へ向

けた看護実践を求めている中。発達段階を踏まえ、対象の状況に応じた看護を

していく事になるが、にはこの領域として学んで欲しい、成人性や成人看護に

まで十分学びが深められない学生もいる。看護過程の思考が十分身についてお

らず、情報の整理や知識の活用など、それまで積み重ねられてきた土台の基礎

的な能力の確認や指導に多くの時間と労力を要する場合もある。看護過程から

の発展を含めた広義での看護実践能力の基礎を養うことと、成人性等ここで学

ぶべき内容を明確にしていくことも、今後へ向けた課題であると感じる。近年、

看護師国家試験においてもよりリアルな臨床現場に即した看護実践能力を問わ

れる傾向が顕著となってきており、国家試験対策としても臨床での経験が活か

せるような実習と学習の工夫をしていく必要性を感じる。  

ⅲ－② 実習目標２ 

   身体的に安定し、期待される社会的役割が大きく、本来他者のセルフケアを

支える側でもある成人期にある人が、健康問題を抱えることの影響や困難さを

感じとることが重要となる。そのうえで、相手を尊重し、信頼関係を築いてい

くことが必要であり、そのためには自己のあり様を客観的に振り返り、必要な

行動変容につなげていくことが求められる。評価項目としては 2 つと少ないが、 

成人看護を実践していく上でも重要な内容となる。  

   現状として、病棟や時期によっては、成人期にある患者を受け持つことが困

難な場合がある。年齢だけで捉えるのではなく、対象の発達段階を踏まえ、そ

の人なりの自律・自立に注目するよう指導し、カンファレンスでグループ間の

学びを共有する等の工夫をしている。成人との関わり、関係形成を通して学ぶ

には限界があり、今後実習方法や学習内容の見直し、検討の必要性を感じる。  

ⅲ－③ 実習目標３ 

   健康問題を抱えた成人期にある人を支え、社会復帰を目指して支援していく

ためには、チーム看護や他職種との連携が欠かせないものとなる。必要とされ

る看護実践能力の基礎としても習得すべき力といえる。実習では、リハビリや

栄養士、薬剤師等と連携して必要な看護の方向性を見出していく機会も多く、
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多くの学生が目標達成につなげられている。  

ⅲ－④ 実習目標４ 

 学習整理日や記録用紙の改善に伴い、学生の主体的な学習姿勢がより問われ

ることとなり、目標４に対しても効果的な目標達成につなげられている学生が

多い。 

②看護過程実習Ⅰ・Ⅱ：２年次 各 90 時間２単位 

看護過程実習Ⅰでは、対象理解を深めるためアセスメント能力を養い、明確な

根拠を持って援助を実施することを目的として実習している。看護過程実習Ⅱで

は、見出した看護上の問題の優先順位を判断し、計画立案、実践、結果、評価の

一連の展開を行う実習となる。既習の知識を活用し、看護過程展開を実践してい

くが、自分なりに講義で学んできたことを活用していく事に困難さを感じる学生

も多い。思考のプロセスを習得することを重視し、分析する視点を主要なカテゴ

リーに限定しているが、情報を統合したり、別の視点に関連させたりしていく事

が苦手な学生も多く、全体を捉える事が困難になっていることが課題となってい

る。実習目標や学習内容・方法の抜本的な見直しの必要があり、次年度へ向け検

討を始める。 

実習結果 

 看護過程実習Ⅰ 

「優：22 名」 「良：14 名」 「可：7 名」 「不可：0 名」 平均点：78.7 点 

看護過程実習Ⅱ 

「優：15 名」 「良：15 名」 「可：13 名」 「不可：2 名」 平均点：74.1 点 

 

（担当：片山・福與） 
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２．老年看護学   平成 27 年度 老年看護学 全体構造 

科目 授業項目 

老年看護概論Ⅰ  老年者を知る 

老年期の発達と成熟  

老年期の加齢に伴う身体的、心理的、社会的変化（ＧＷ） 

シニア体験（演習）  

高齢者の生活と健康（高齢者の多様性）  

高齢者を取り巻く社会  

高齢者と家族の機能  

高齢者の人権 

老年者のセクシュアリティ  

地域における老人保健医療と介護保険の現状（保健師）  

老年看護の特徴（自立支援・理論）  

老年看護の役割（ＧＷ）  

老年看護概論Ⅱ  高齢者のフィジカルアセスメント  

消化器の機能低下によって起こる症候・疾患 /感染性疾患 

認知機能の低下によっておこる症候・疾患  

長期臥床によって起こる症候・疾患 

泌尿器の機能低下低下によっておこる症候・疾患  

活動性の低下を起こす症候・疾患  

循環機能の低下によっておこる症候・疾患 

内分泌・代謝機能の低下によって起こる疾患  

老年看護方法Ⅰ  老年看護の基本、老年看護の機能と役割  

高齢者の日常生活動作と環境アセスメント  

高齢者のコミュニケーション  

食生活、摂食・嚥下機能のアセスメントと看護  

排泄障害のアセスメントと看護  

老年者の清潔行為のアセスメントと看護  

老年者のおむつ交換  校内実習 

生活リズム、活動・睡眠障害のアセスメントと看護  

転倒のアセスメントと看護  

介護老人福祉施設と介護老人保健施設の看護  

認知症高齢者の理解  

認知症に対する関わり方  

福祉レクリエーション 演習 

老年看護方法Ⅱ  健康の段階と健康障害を持つ高齢者の理解  

誤嚥性肺炎の高齢者の看護  

大腿骨頸部骨折・大転子部骨折の高齢者の看護  

肺気腫・心不全を持つ高齢者の看護  

大腸がんの高齢者の看護  

 



- 37 - 

老年看護概論Ⅰ  

  学生年齢の持つエイジズムを軽減するため、新聞等から「高齢者ってすごい」と

感じた記事をレポートにした。その後、高齢者の発達と成熟を学び、自分がすごい

と感じた理由を発達課題と結び付けて理解した。加齢に伴う身体的変化を個人でま

とめ、そこから起こりやすい健康障害をグループ単位で分担してまとめ発表した。

しかし３側面の変化が関連しあっている視点が薄かったため、講義で補った。新た

に項目とした「高齢者の生活」や「家族」については国民衛生の動向、新聞記事な

ど最新の情報を使って今の高齢者がおかれている状況を学び、ICF の視点や家族シス

テムについて理解した。保健師による講義では、地域包括支援、オレンジプランな

ど次年度の老年看護方法につながる内容も学べた。  

最後のグループワークでは、老年者にどう看護が関わっていけばよいかを話し合い

発表した。その中から「高齢者の強み」を抽出し３側面に分類して理解を深められ

た。全体的に、老年者に対する純粋な関心を高められたと考える。 

  来年度は、大きな項目の変更はしないが、高齢化の進む社会を自分に寄せて関心

が持てるよう、教材やワークの工夫をしていく。  

 

老年看護概論Ⅱ 

  例年同様、医師による外部講師で授業を行った。老年看護概論Ⅰで学んだ加齢に

よる変化と病態生理治療論で学んだ疾患の知識を活かして、高齢者に起こりやすい

疾患と罹患したときの特徴を学んだ。本年度は、国家試験の試験範囲としてうつ病、

感染症、現場で発見が遅れる急性腹症について講義内容に追加した。学科試験では

明らかに学習不足の１名が再試験となったが、大半の学生は高齢者の疾患の特徴を

捉えられ、記述できていた。 

  来年度は増加する認知症を臨床レベルで理解する目的で、オレンジプランに関わ

る認知症の早期診断や医師の立場で看護師に望むことを講義内容に追加していただ

きことにした。 

 

老年看護方法Ⅰ 

外部講師と二分して講義を担当した。授業項目の変更はなかったが、高齢者を生

活者としてとらえる為に、「生活行動モデル」も参考に、高齢者の日常生活や起こり

やすい健康障害を理解した。また、高齢者の看護方法としてＩＣＦの考え方、高齢

者のＱＯＬの向上が基本であると繰り返し学んだ。「おむつ交換・陰部洗浄」の校内

実習は看護過程実習Ⅰの前に終了して実習に活かせるようにした。前述の講義の学

びが実習で活かされるかは次年度の評価となる。  

認知症の方の関わりに対して、老年看護実習Ⅰの中で学生企画のレクリエーショ

ンが実施できるよう、意図した福祉レクリエーションの演習をした。その後の老年

看護実習Ⅰで、認知症高齢者に対する基本的な態度や、デイサービスのレクリエー

ションなどに学びを活かしている場面が見られ、講義と実践がつなげられていた。  

老年看護実習Ⅰの前にこの科目を行うことで老年者の理解を深めることができて

いたため、履修時期も妥当であると考える。ただ、認知症に関して、医師の講義（概
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論Ⅱ）の前に対象理解や看護を学ぶ進度であったため、次年度は科目間の進度調整

を必要とする。また、外部講師から実習で学生レクリエーションを再開したなら自

分も紹介したいと申し出があり、次年度は規定時間の中ではあるがお願いする。  

老年看護方法Ⅱ 

昨年度の振り返りから、看護過程の考え方を残しつつ、老年期の自立に向けた理

論を利用して、老年期の患者の看護の強みを引き出すように事例を使用しながら看

護方法を学ぶ組み立てに変更した。事例は４つで、うち２事例は在宅看護論でも使

用して、施設と在宅を行き来するイメージが持てるようにした。国試出題規準の内

容が網羅できるよう事例ごとに割り振った。  

１事例は健康の段階に合わせて内容が追加され、各段階に必要な看護の視点を学

んだ。しかし内容を読み取ることに時間がかかり、イメージが不十分なまま次の健

康段階に進み中途半端な理解となった。胃瘻の選択を通して、高齢者の意思決定を

支える看護について学びレポートにした。老年者の看護に使える理論として「エン

パワメント」「ストレングスモデル」「セルフケア理論」を事例展開の中で学んだ。

看護過程の展開技術も織り交ぜて、高齢者における優先順位の考え方を検討できた。

最後の事例では立案した看護計画を実施するロールプレイを行った。そこでは実施

場面を特定した為、高齢者の力を引出す教育的関わりが展開できたグループもあっ

た。学科試験の再試験者はいなかったが、レポート内容には大きな開きがあった。  

次年度は組み立ての変更はせず、事例内容の精選を行い、学習内容が過不足なく

学びとれるようにしていく。  

                                                   

老年看護実習Ⅰ  単位取得者人数 35 名   

         平均点：80．4 点 

         優：19 名    良：15 名    可：１名 

  学生数に合わせて６施設４病院での実習を実施した。学生は事前学習を活かして、

高齢者の加齢に伴う３側面の変化を日々観察し、関わる中で概ね理解することがで

きていた。３側面の関連性理解は学びの統合になるため、不十分な学生もいた。ま

た繰り返される日常生活の援助が、高齢者の自立を維持し尊厳を守ることにつなが

ると体験を通して概ね理解できた。自己の老年観には、失うものが多い反面、人と

して成長し続けるプラスの面があることを多くの学生が述べていた。  

認知症高齢者とは、ほとんどが積極的に関わる事ができていた。表情や一寸した

しぐさから意思を読み取り、相互関係が築けた喜びを感じることができた学生もい

た。しかし既習の知識の活用というより、スタッフの模倣から理解を進めたことが

多い。そのためレポートに表現すると、根拠のない理解にとどまる傾向が見られた。

（方法Ⅰの課題レポート） 

学内日の学習テーマは、食事 43％、清潔 13％、活動 13％であった。実習グループ

ごとの発表形式が馴れ合いになる傾向であったため、次年度はシャッフルしたグル

ープで発表し、学びを共有する。  

学習姿勢については例年、指導者から意見をいただくことが多い。今年度も「積

極性」に関して実習最後に指導を受け、未消化を感じた学生もいた。この実習は病
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院実習とは異なる雰囲気で、社会性が多く求められる。よって実習指導者が学生に

求める積極性には社会人としてのマナーや態度が含まれると考える。学生がこうし

た積極性を発揮しやすい環境に整える教員の調整が必要である。  

介護保険制度における施設サービスの必要性については、利用者の立場で考える

ことは出来たが、社会のニーズと関連させることはほとんどできていない。実習目

標ではないが、発展的に学べるチャンスとして、カンファレンス等で検討できるよ

う提示したい。 

 

老年看護実習Ⅱ 単位取得者人数  41 名 

平均点：78.93 点 

        優：21 名  良：15 名  可：5 名 

 

  本年度の老年看護実習の評価が昨年度より低下した原因の一つに、看護過程の展

開技術力の低下がある。それを修得することが実習目的ではないが、その考え方を

使用して看護を見出すため、基本的な力がない学生には迷いの生じやすい実習とな

った。すなわち、いかに高齢者を理解するかがカギとなり、対象理解の深まりがそ

の後の看護援助を左右した。高齢者の複雑な病態や経過をとらえるための情報分析

は、カテゴリー毎に行ってから関連性をつけた方が良い。担当した患者の健康段階

は急性期から終末期まで多岐にわたり、変化しやすい高齢者の経過を予測した目標

設定も難しくなることがあった。患者の強みを見つけ看護援助に活かしていくこと

はできていたため、強みの根拠となる患者の発達課題やライフプロセスの把握が課

題である。また、高齢者の強みに着眼し自立を促す関わりにおいて、依存とのバラ

ンスを考慮し、自立の中にも安全安楽の視点を入れて計画・実施することが十分で

なかった。 

  また別の原因として実習グループの関係性が左右した。主体的な学習姿勢は他の

学生のそれに影響され、関係性の良し悪しが他者の姿勢を尊重したり否定したりす

ることにつながったと言える。  

                           （担当： 竹田・櫻井） 

 

３．小児看護学 

（１）小児看護概論Ⅰ  

  学習目標から授業項目を組み立て、一般的な「小児保健」と「子どもの権利擁護」

の内容と健康なこどもをイメージした「フィジカルアセスメント (観察、計測、バイ

タルサイン測定)」を講義の中心とした。これまで、小児保健の内容を基にバイタル

サイン計測と身体計測の学内実習を実施していたが、発達段階を基にした子どもの

イメージが学生にとって薄いので、成長の段階や機能発達の段階等について理論や

評価表を活用してアセスメントを進めることが難しかった。自身の子ども時代を思

い出し、家族からのインタビューなども参考にしたいところだが、学生の家族背景

の複雑さなどを考慮する必要があり、躊躇していた。DVD などを活用したがリアルな

感覚は持ちにくく、関心を高める工夫が必要になると考えていた。  
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今年度は、一般的な子育て家族をイメージした「中部さん家族」を紹介し、3 人兄

弟の子ども達の成長の段階と発達課題、家族機能についてアセスメントを行うよう

計画し、実施した。計測やバイタルサイン測定の実技はモデル人形を使用して学習

した。そして、アセスメントは個人学習を持ち寄りグループで討議した。その結果、

成長のアセスメント、機能発達のアセスメント、家族機能を指標や尺度を用いなが

らのアセスメントがこれまでよりも深く検討できた。学内実習により実際の計測や

アセスメントをすることで、小児をどのように捉えて支援していくのかイメージ化

には効果的であった。次年度はアセスメントの意見交換ができる時間を設け、こど

もや家族に対する関心の深まりにつなげたい。  

 

（２）小児看護概論Ⅱ  

  医師による小児に特徴的な疾患の病態生理、治療についての 10 回の授業である。

今年度までは継続的に講義を担当している講師の為、国家試験の小児領域の問題な

どを参考にしながら講義を組み立てている。小児では、小児医療の特殊性、新生児

期の遺伝、染色体異常など、他の発達段階にはない疾患の特徴を学習する。また、

小児期に特有な呼吸器疾患、アレルギー疾患、消化器疾患、感染症などを重点的に

行っている。実際の実習に向けては、川崎病をはじめ糸球体腎炎など小児期特有の

疾患や治療について学習している。次年度は講師が一部変更になるため、学生のレ

ディネスや状況を講師に説明し、形態機能の未熟性など特徴等の理解も浅いので、

基本的な事も含めての講義を依頼したい。  

 

（３）小児看護方法Ⅰ  

  この科目では「それぞれの場における小児看護」について学習する。そのため小

児看護の理念と倫理を土台とする考えを共有する。その上で健康不健康を問わない

小児看護の場、発達途上にある子ども達の地域社会や日常生活の場、保育園や学校

などの学校生活の場、疾病や障害を持った子ども達の場（地域、家庭・病院、外来

など連携）ではどのような看護の役割があるのか学習する。そのため、教員と保健

師による講義となる。小児の世話に加えて、疾患や障害を持った子ども達や家族へ

の関わりを考えるが、やはりイメージが付きにくい。また、学習姿勢としても受動

的になりがちである。そのため学生各自が子どもの可能性や子どもの世界について

情報収集し、紹介しながら子どもに関連した知識を深めていきたい。また、次年は

疾病や障害を持った子ども達の看護については臨床看護師に講義を依頼し、リアル

な様子、エピソードを踏まえた講義を行える予定である。  

 

（４）小児看護方法Ⅱ  

  小児期の身体的特徴と、小児期特有の疾患について、これまで学んだ知識を活用

して症状別、経過別看護 (看護技術も含む )の内容を講義する。これらの学習を踏ま

え、症例を基にした看護過程展開を行っている。昨年度 (平成 26 年度)授業進度を早

め、看護過程実習(２月)の前に講義をおこなったが、小児としての対象理解を抑え

る時間が不足のまま、また看護の思考過程が曖昧であったため、十分な小児看護の
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特性を学習できなかった。そのため、今年度は授業時期、特に症例の看護計画立案

は看護過程実習Ⅱが終了し、学年の授業も少なくなった２月末から３月にかけて実

施した。この結果、事前学習の取り組みが良好で、個人の段階で各症例の理解が深

まりグループワークが実施しやすかった。また、実習での思考過程の理解が土台と

なり、発達段階や家族への視点などの小児看護の特徴を踏まえて思考できるように

なった。その結果、看護計画にも具体性があり、対象に状況に合わせて、どのよう

に実施するのかがイメージできるものになった。今後も他の学習進度の状況に合わ

せて効果的に学習が組み立てられるようにしたい。  

 

（５）小児看護実習  

保育園実習に関しては、実習記録用紙の改善によって、学生自身が気付き、考え、

行動して理解した事を記入する形としたため、枠にとらわれない学生個人の感性が

活かされるものになった。その一方で、「枠が無ければ何を考えればいいのかわから

ない」という学生もあった。指示されたことを能動的に行うのではなく、実習目標

に向けて主体的に学び取る感性と姿勢が重要である。まさに４つの看護実践力が求

められている。次年も、この方向で実習を進めたい。  

  今年度は、初めて実習学生が受け持ち患者を数日以上受け持てず、急遽外来実習

をさせていただいた。２つの小児病棟で同時に実習させていただける恵まれた状況

にあるが、少子化や入院期間の短縮化などによって、学生の患者受け持ちによる思

考過程の展開が実施できにくい傾向が今後も予測されるため、実習内容、方法など

の検討が必要である。また、実習記録用紙の一部を変更した。援助実践の SOAP を意

識的に繋げ、児の状況の変化に伴った援助方法の工夫を促し、計画は日々の実践の

度に意識的に思考することを学ぶためと記録時間の削減を狙ったものだった。学生

の中には「書きやすい、簡単でいい」というものもあるが、 SOAP の思考の理解や、

変化の早い小児の状況に応じる事が理解できない学生は情報による計画修正の気付

きができにくかった。SOAP の思考過程を土台に、変化する状況に応じてアセスメン

トして計画を追加修正するというタイムリーな実践力は今後の実習で求められる力

だと感じ、実習でどのように指導できるのか検討していきたい。  

今年度は課題であったルーブリック評価表の活用を実施した。学生のアンケート

結果からは実習中に方向性や達成度の確認、自己評価などのために活用できたとし

た学生は約半数だった。これは、学生がこの評価表活用に慣れていない事もあるが、

そのためにも、実習中に意図的に活用する機会を作る事が重要だった。次年度は自

己評価の時期を明示し、ルーブリック評価表を活用して学生の目標達成段階を明確

にしたい。学生各個人の課題を指導者と教員、学生自身が一緒に意識できることで

実習の充実や達成度の向上が図れると考える。    

          (担当：亀澤・若森 ) 
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４．母性看護学 

科目 評価 

母性看護概論Ⅰ 

25時間 1単位 

伊藤（11時間） 

保健師（2時間） 

草野（2時間 

 

母性看護の概念 

母性看護の歴史 

母性を取り巻く環境 

地域における母子保健

活動 

母性看護における看護

師の役割 

母性看護と倫理、母性

看護の目的 

母性看護学は、夏休みの課題として「母性に関連する社会現象で関心のあ

ること」についての資料集めから始まる。学生はまだ「母性」という言葉の

意味すらわからないが、自分なりに「気になることを気にしてみる」という

ことがねらいである。そこからテーマを絞り、同じ関心をもつ者同士でグル

ープ作りをする。2人のグループもあれば、7人のグループもある。一人ひと

りテーマが異なる少数派グループもできた。授業においてグループ作りは重

要である。この科目では人数のことはあまり考えず、学生が主体的に意欲的

に学んでいけるよう考えた。ベースに個人学習があるので、グループワーク

は活発にできていった。その後それぞれのグループで発表をし合い、授業者

が補足をした。意見交換も活発にでき、母性看護学への導入の第一歩として

効果的であると評価する。 

地域における母子保健活動として保健師と助産師の講義は大変貴重であ

る。母性看護をより広く発展的に考えていくことができる。授業を受けての

学生の所感は講師に返している。1回の講義であるが、講師も学生の学びを

確認できるため、今後も継続していきたい。 

母性看護概論Ⅱ 

20時間 1単位 

伊藤 

 

母性の発達 

胎児・新生児の能力 

母子相互作用 

母と子の絆 

父性 

女性のライフサイクル

と健康 

思春期の健康と看護 

成熟期の健康と看護 

更年期の健康と看護 

学生にとって今まで知らなかったこと、考えことなかったことばかりであ

る。授業の所感からも毎回の学びの新鮮さが伝わってきた。特に胎児・新生

児の能力については、目からうろこが落ちるように、人間の神秘や人間が他

の動物に比べ 1 年早く生まれてくる意味など本質的な学びにつながってい

く。その学びの過程が手に取るようにわかるのが授業者として嬉しいことで

ある。 

月経困難症、性感染症、避妊のことなどについても正しい知識を得ていく

ことができた。自分達の生活のなかでもっと意識して、もっと自分自身の身

体や心や社会生活を見つめて行動していかなければならない。正しい知識を

得ることだけでなく、学生達の内面の変化も見られた。実際相談に来たり、

受診行動を取ったりしていく学生も多い。この科目は、自分自身のことを見

つめ、大事にしていくという学生自身にも役立つ内容が多い。自分自身を大

事にすることで他者のことも思いやれる。自己理解と他者理解は表裏一体で

あり、そのような成長が看護師になる人としての原点へとつながっていくと

感じている。この科目はそのような学習内容をもっている大事な科目である

と捉えている。 

授業はＤＶＤの映像を見ながら考える内容が多い。考えることを大事に関

心も持って取り組む工夫をこれからも考えていきたい。 

母性看護方法Ⅰ 

25時間 1単位 

伊藤（6時間） 

浦田（10時間） 

杉村（8時間） 

妊娠期の女性のライフ

サイクルにおける形態

機能の変化 

 妊娠・分娩期の身体的変化については、妊娠・分娩の形態機能学のような

内容で、ボリュームも多い。テキストを中心に進めている。テキストを追い

ながら能動的にマーカーしたり書き込んだりしながら進めていくことで振り

返り学習もしやすいと考える。しかし、進みが速くなってしまうので重要な

内容を絞っていくことも考えたい。 

 妊娠分娩期の異常については、正しい知識を医学的観点から教授していく

方が効果的に学んでいけると考え、次年度より産婦人科医師に依頼した。 

 妊娠期・分娩期については臨床助産師にお願いしている。リアリティ満載
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妊娠期における看護 

分娩期における看護 

な内容は学生の関心を引く。妊娠期から産褥期、新生児期までつながった事

例を用い展開していることで一人の女性が母となっていく過程がイメージし

やすい。妊娠・分娩経過についてはイメージ化が困難なためＤＶＤ教材を揃

えた。それらも活用しながら進めていくことができた。 

母性看護方法Ⅱ 

30時間 1単位 

松村（10時間） 

後藤（10時間） 

伊藤（10時間） 

 

産褥期における看護 

新生児の看護 

母性看護過程 

母性看護に必要な技術 

 産褥期は臨床助産師にお願いしている。さまざまな教具を工夫して活用し

ながら授業をしてくれている。妊娠期・分娩期・産褥期とも教員経験のある

臨床助産師でありとても強みとなっている。新生児期については、ボリュー

ムが多いのでテキストを駆使しながら、生理的変化がしっかりと知識として

身につくように小テストを取り入れた。一貫した事例を用いていることも学

習効果をあげていると考えているが、実際学生にとっては、妊娠から分娩、

産褥、新生児というイメージ化が困難であり、授業者側の願い通りにはつな

がっていかない。ＤＶＤなどを活用しながら、周産期として統括するような

内容も必要であると考える。 

 母性看護過程は、事例を用い全体像・関連図を描きながら理解していって

いる。授業で情報の関連の仕方を学び、実際は実習で活用できるようにして

いる。統合していく力を育てていきたい。母性看護技術は沐浴、産褥子宮の

観察を行っている。妊娠から分娩、産褥、新生児というイメージ化ができる

ような演習方法も考えていきたい。 

母性看護実習 

90時間 2単位 

伊藤 

木田 

後藤 

西川 

 

焼津市立照合病院 

藤枝市立総合病院 

榛原総合病院 

 平成 27 年度は実習病院である榛原総合病院の産科が年度途中で閉鎖とな

ったため、以後の実習は藤枝市立総合病院で受け入れていただくことになっ

た。分娩数は焼津市立総合病院の半分以下であるが、学生 2 人で母子を担当

させていただけ、情報を共有しながら効果的に学ぶことができた。学習内容

としては大きな差はなく学ぶことができている。事例としては帝王切開率が

上がり、帝王切開分娩の母子を受け持つことも多くなっている。急性期看護

を学びながら産褥期の経過を学んでいくことは大変であるが、他の実習で急

性期看護を学べるとも限らないので良い機会でもある。 

 実習の日々の体験では、行ったことや見学したことの意味づけが少しずつ

できている。しかし、そこからさらに豊かさや広がりをもって発展させ母性

看護を考えていく思考はやや乏しい。カンファレンスなどをもっと活用して

いけると良い。ルーブリックを用いながら、学生と教員で話しながら中間評

価していき、後半の実習姿勢につなげていきたい。 

 本年度はグループでの学びの違いを感じた。実習中はメンバーが良い関係

をもちながら実習でき学びが大きかったというような声が聞けても、他の所

でネガティブな発言をしていたと聞き、残念であった。また、協調性のない

メンバーや、自主的に学ぶことのできないメンバーに対しの怒りをぶつけて

くるグループもあった。実習グループ内の関係性や教員とグループメンバー

との関係性は、それぞれに映っていることとは違うこともある。それぞれの

立場での考えを聞きながら、全体の様子をさまざまな目で見て調整していく

必要がある。メンバー同士、教員と指導者と学生の関係性をより良くしてい

くことは、看護を必要としている人々に最善の看護を提供できることにつな

がっていく。今後も関係性を大事にしていきたい。そして、母性看護実習を

楽しく学んでいけるようにしたい。 

（担当：伊藤・木田他）  
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５．精神看護学  

（１）講義 

①教育目標との関連性および内容構成  

対象年次は２年次である。  

教育目標  ２年次目標  講義内容  

１．生命の尊厳と人

格 の 尊 重 の 理 念 に

基づき、すべての人

を 包 容 で き る 人 間

性を養う。  

・関心を持って他者と

関わりを持ち、関係を

通して相手を知り、自

分の理解も深める。相

手 と 自 分 の 違 い を 受

け入れ、掛け替えのな

い 存 在 と し て 相 手 も

自分も大切にする。  

精神看護概論Ⅰ  

・心の健康の考え方   ・精神保健看護の役割  

・防衛機制   ・精神保健後の歴史と人権・倫理  

・自己の発達を知る   ・家族の理解  

精神方法Ⅰ  

・精神科における回復  

精神方法Ⅱ  

・看護師の感情労働とメンタルヘルス  

・患者―看護師関係で起きること  

・ケアの人間関係  ・相手を知ること  等  

２．看護を必要とす

る 人 々 を 総 合 的 に

理解し、看護の必要

性を認識し、基礎的

看 護 が で き る 能 力

を養う。  

・発達段階、健康段階、

健 康 障 害 へ の 視 点 を

広 げ て そ の 人 を 理 解

し、看護過程の思考を

用 い て 看 護 を 導 き 出

し、実践できる基礎的

な力を養う。  

精神看護概論Ⅰ  

・精神健康の考え方   ・防衛機制  

・発達段階と発達課題  

・ライフステージにおける精神の健康問題  

・家族・集団の中の精神の健康問題  

精神看護概論Ⅱ  

・精神疾患の理解、検査、治療、効果  

精神看護方法Ⅰ  

・精神科に入院すること   

・精神科の治療と看護、薬物療法、身体ケア  

・地域で暮らす障がい者への援助  

・精神科におけるリハビリ        等  

精神看護方法Ⅱ  

・治療的コミュニケーション・関係をアセスメントする  

・患者の観察と症状のアセスメント  

・症状別看護の実際    ・事例展開    等              

３．変化する社会と

健 康 の 課 題 に 関 心

を持ち、社会のニー

ズに対応して、看護

の 役 割 が 果 た せ る

能 力 の 基 盤 を 身 に

付ける。  

・社会の動向や現状に

伴 い 健 康 の 課 題 も 変

化することを知り、健

康 の 課 題 に 応 じ た 看

護の役割を理解する。 

精神看護概論Ⅰ  

・精神健康の考え方の変遷と今後の課題  

精神看護方法Ⅰ  

・精神科病棟における看護の役割  

・精神科の治療と看護、薬物療法、身体ケア  

・服薬援助    ・精神科で出会う人のケアの実際   

・精神科におけるリハビリテーション  ・認知行動療法   

・地域で暮らす障がい者への援助  等  

４．看護を科学的に

思考し、常に研究す

る態度を養い、看護

の 向 上 寄 与 で き る

能 力 の 基 盤 を 身 に

つける。  

・知識・理論を活用し、

看 護 を 科 学 的 に 思 考

する。  

精神看護方法Ⅱ  

・ケアの人間関係    

・関係をアセスメントする  

・患者―看護師関係で起こること     

・事例展開と看護過程展開   等  
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５．保健医療チーム

の 一 員 と し て の 看

護 師 の 役 割 と 責 任

を自覚し、自主性と

協 調 性 を 身 に つ け

る。  

・それぞれの場におけ

る 保 健 福 祉 チ ー ム の

連携、協働について理

解する。  

・あらゆる学習活動に

お い て 自 主 的 に 他 者

と関わり、目標に向か

って協力する。  

精神看護概論Ⅰ  

・精神健康の考え方の変遷と今後の展望  

精神看護方法Ⅰ  

・精神障がい者を支える人々  

精神看護方法Ⅱ  

・患者－看護師関係で起こること  

・チームのダイナミズム       等  

 

②総括 

  精神看護学では精神の健康を主要な内容とする。多くの学生にとって精神の健康

ということがイメージしにくい、または偏ったイメージになりやすい。そのため、

２年次になる前に課題として映画視聴をすることで、少しでもイメージ化できるよ

うにしてスタートした。精神看護概論Ⅰのスタートの学生の受け入れは良かったの

で効果的であった。  

  精神看護概論Ⅰでは一面的でない心の健康について、自分や家族を通して考える

ことで精神の健康についての興味につなげている。自分たちの発達課題の達成状況

を共有することで、個別性もあるが発達段階で同じような体験をして発達課題達成

につながっていることに気づいている。主に教育目標１・２に関連している。  

 精神看護概論Ⅱは精神医療の歴史や法などに加え、主な精神疾患についての疾

患・治療・検査を医師による講義から学習する。教育目標Ⅱにつながる内容である。

４名の講師により、必要な内容を教授している。  

  精神看護方法Ⅰは精神障がいがある人への看護を中心とした内容となっている。

精神科病棟で勤務されている講師２名にも協力していただき、リアリティのある講

義を行っている。学生たちは非常に興味を持って講義に臨んでいた。  

  精神看護方法Ⅱは精神科病棟で勤務されている看護師の協力を得て、実践をイメ

ージできるような講義をお願いしている。また看護過程では、事例展開を個人ワー

クで行ったものをグループで共有して発表している。それは仲間との協力も必要と

なり、教育目標５の主体性や協力につながっている。  

  構成としては教育目標を意識しており、所感などでは学生の興味関心も高い。し

かし、翌年の精神看護実習では活かされていないことが多い。学内で学習してきた

学びが単なる知識で終わっており、実際の患者を捉えるときに疾患や治療という因

子を意識した理解になりにくい。やはり、実習の中で活きる知識としての講義を意

識していきたい。看護過程演習の中で、障がいの影響を意識した理解につなげるこ  

 とを意識して伝えていきたい。また、後述する実習の中でも、講義の内容を想起で

きるようなフィードバックの仕方を意識していただくようにお願いしていきたい。  

 

（２）実習 

① 昨年度からの変更点  

昨年度の学習活動の見直しを行い、患者との相互関係の帰結として患者との別れ

の在り様や、看護師への報告についても追加していった。ルーブリックも見直し、

単に実施の有無での評価ではなく、そこからの学びを評価する項目を増やした。  
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また、精神科病棟の特徴や人権を守るための活動に対する理解や、患者を取り巻

く家族の理解が不足している傾向があったため、教員司会のカンファレンスを設け

た。ケアの道具としての自分に気づく機会として、プロセスレコードのカンファレ

ンスを実習４日目に設けた。  

 

①  教育目標と実習目標との関連性  

教育目標  ３年次目標  実習目標および学習活動  

１．生命の尊厳と人格

の尊重の理念に基づ

き、すべての人を包容

できる人間性を養う。 

・自分を知ったうえで、看

護者として深い関心を持っ

て相手を理解する。看護者

としての自己がどのような

影響を相手に与えているか

を意識して行動する。  

実習目標３  

・自身が他者に与える影響を踏まえた自己洞察  

・自己の傾向を知る（相手への関心の向け方、プ

ロセスレコード、関わりの振り返り）  

実習目標１  

・関心を持って理解を進める  

２．看護を必要とする

人々を総合的に理解

し、看護の必要性を認

識し、基礎的看護がで

きる能力を養う。  

・全体としてのその人をと

らえる努力をし、最適健康

に向かえるように看護実践

を積み重ねて、看護とは何

かを自分の中で追求し、自

己成長し続ける力を養う。  

実習目標１  

・全体としての患者の理解（疾患・症状・発達段

階と発達課題の達成状況、生活の中の健康な部分

と困難な部分、その人らしさ）  

実習目標２  

・治療的関わりの視点で自己の関わりを振り返る  

３．変化する社会と健

康の課題に関心を持

ち、社会にニーズに対

応して、看護の役割が

果たせる能力の基盤

を身に付ける。  

・看護実践を通して、社会

のニーズに対応した看護の

役割を理解する。  

精神看護実習２  

・退院を視野に入れ、必要とされる援助を見出す。 

実習目標５  

・施設実習、病院実習を統合し精神障がいがある

人がその人らしく生活するための支援の方法と

看護の役割  

４．看護を科学的に思

考し、常に研究する態

度を養い、看護の向上

に寄与できる能力の

基盤を身につける。  

・知識・理論を活用し、科

学的思考に基づいた看護実

践を行う。  

・看護を追究する姿勢を持

つ。  

実習目標１  

・知識を活用し疾患・発達段階の視点の患者理解  

実習目標２・３  

・個別性を意識した治療的関わりの実施  

実習目標４  

・精神科病棟の特殊性の理解  

実習目標６  

・主体的に学習を進めていく姿勢  

５．保健医療チームの

一員としての看護師

の役割と責任を自覚

し、自主性と協調性を

身につける。  

・保健医療福祉チームの一

員 で あ る と い う 自 覚 の 基

に、看護師としての自己の

意見を明確にし、他者との

コミュニケーションをとり

ながら行動する。  

実習目標６  

・保健医療チームの一員としての自覚  

・スタッフカンファレンス  

・学生カンファレンス  
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②  評価結果  

実習学生数 41 名  

優…16 名 良…15 名 可…10 名 不可…０名 平均点…76.0 点 

（平成 26 年度 優：21 名 良：12 名 可：7 名 不可：０名 平均点：79.2 点） 

③  総括 

  今年度は学習活動を変更したため一概に比較できないが、平均点は３点ほど下が

っている。ルーブリックで思考の発展性を求めているため、評価が伸びないのは学

生の問題だけでない。平均点を見るとルーブリックの内容が適切であると考えられ

る。ルーブリックを活用し、自己評価と他者評価の大きく相違がある学生はいなか

った。60 点台の学生数が昨年度より増え、特に 60 点台前半の学生が多い。これは心

身の健康面も含めた学習姿勢に課題がある学生や、思考の硬さや偏りから抜け出せ

ずにいた学生が多かったように思う。  

今年度は実習期間で中間評価を設けていない。また、学生も十分にルーブリック

を読み込んでいない。来年度は中間評価面接を持ち、学習姿勢も含め自己の取り組

みを見直し、後半の実習での努力の方向と方法を考え、自ら学習する姿勢へとつな

げていきたい。 

教員司会のカンファレンスを３回設けた。プロセスレコードカンファレンスでは、

良し悪しにこだわらず、自己の感情や相手のメッセージなどを考える機会となった。

教育目標１につながる内容である。家族理解に関しても、昨年度よりもラベルワー

クなどにも家族も対象としていることが現れている。教育目標４につながる「精神

科病棟の特殊性」についてのカンファレンスは、ハード面だけになりやすく人権や

倫理的配慮という視点まで視野が広がらない傾向がある。来年度は身体拘束体験や

保護室見学を実習半ばに入れ、その体験も後半の実習の中で統合するように、病棟

実習最終日に精神科の特殊性についてのカンファレンスを入れたい。  

  ラベルワークは、部分知から全体知へと変化する有効な学習方法である。タイト

ルも、それぞれのグループの個性を反映した内容となっている。これは今後も継続

していきたい。しかし、来年度は２グループが３病棟に分けて同時に実習する期間

もあり、学生をシャッフルすることで、学びの共有の広がりを求めたい。また、今

年度は病棟で発表させていただいたが、学習の共有の時間を確保していくために学

内でのラベルワークに変更していきたい。作品は写真と説明文をお届けしたいと考

えている。 

  実習全体の構成は（病棟→デイケア・事業所→病棟）は学生のレディネスに適   

しているので継続したい。                  

（担当：木島・後藤） 
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第４節 統合分野 

１．在宅看護論 

（１） 在宅看護論講義 

  「在宅看護概論Ⅰ」は、２年次の前期より始まり、この単元では在宅療養、在宅看護のイメー

ジを持てるように事例も交えて行っていった。昨年度の課題を踏まえて現状の理解のために国民

衛生の動向などを活用して、データから見えてくることを学生と共に考えていくことで、現状の

理解につなげられるようにした。しかし、学生はデータを読み解く必要性の理解ができていず、

興味関心が薄いように感じた。社会の情勢に目を向けることの必要性を感じることができるよう

に今後も授業の工夫が必要である。また、視聴覚教材を使用することで在宅療養、在宅看護のイ

メージが持てるようにした。この単元は、知識の伝達になってしまう内容が多く、学生が興味関

心の持てるような学生自身で考え導き出せるような内容の工夫が必要であると考える。 

  「在宅看護概論Ⅱ」は、現場で活躍している在宅医、訪問看護師、ケアマネジャーが講師であ

り、実際の事例を交えて講義をして頂くことで、学生の興味関心が高く、現在の在宅医療や在宅

療養、在宅看護の現状の理解に繋がっている。その中でどの講師の先生からも聞かれる今後看取

りの場がなくなることは学生には衝撃的だったようである。このことから、社会情勢に目を向け

る必要性につなげて考えられている学生も多くいた。学生は現状を聞くことでイメージ化しやす

いため、今後も最前線で在宅医療、在宅看護に携わっている講師による講義は継続していきたい。

また、学生自身の地域の保健・福祉活動を自ら調べることにより、地域に暮らす人たちの安心を

支えていることを学ぶことができていた。学生自身の学習を基に、事例を用いたグループワーク

を通して、その人らしく生活が続けられるためには過不足なく社会資源を活用していくことや自

分達も地域の社会資源を知る必要性を学ぶことができていた。事例を活用して自分達で調べ考え

ていくという活動は有効であったと考える。今後も継続していきたい。 

 「在宅看護方法Ⅰ」は、講義と校内実習で在宅療養の場での生活援助について行っている。視

聴覚教材を使用することで在宅療養の場での生活援助のイメージがつくようにしている。グルー

プワークで事例を用いて、清潔援助、食事援助、排泄援助を自宅にあるものを使って、療養者や

その家庭に合わせ創意工夫しながら計画立案して援助を校内実習で実践している。援助の目的を

もって行えるように、各グループで援助を計画するときに何を大切に考えたかも提示してもらっ

た。実際に学生自身で援助を行うことで、その人に合わせる工夫の大切さや安全、自立の視点、

経済性も実感することができていた。また、現在医療依存度の高い療養者も多く、訪問看護師か

らの実際の処置の方法は学生にとって大変興味深いものであるようであった。 

「在宅看護方法Ⅱ」は、在宅で多い疾患を取り上げて、感染症や寝たきり、認知症、難病の療

養者とその家族の理解と看護について行っている。講義の中で新聞記事などの事例を交えたり、

視聴覚教材を用いたりして、在宅で療養している生活の理解につなげ、生活していくためにどの

ような支援が必要であるのかを学生自身で考える時間も作った。在宅でその人らしく生活できる

ための支援を考えるためには、イメージができることが必要であり、そのためには今後も具体的

な事例や視聴覚教材を用いることは必要であると考える。また成人看護学と老年看護学の他の領

域で展開した事例を用い、病院を退院後に年月を重ね、在宅で療養している事例で看護を展開し

ていった。一人の療養者の成人期からの人生の一端を継続して考えることで学生は関心を持って

行えていた。他の領域で同じ療養者の事例の看護展開をしているため、疾患の理解に関してほと
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んどの学生はできており、心理社会面に重点を置き考えることで、生活の視点で考えることがで

きていた。昨年度の課題であった老年看護学での展開の用紙に活用方法を考え、全体像、関連図

を療養者の背景を捉えることに使用した。今回の事例では主に在宅で安心して生活していけるよ

うにという視点で関連図、看護問題を考えることができていた。次年度も他領域と同じ事例で行

うことで、一人の人を継続して看ていくことで学生が関心を持って取り組めるようにしたい。老

年看護学で捉えた事例を継続して考えられるように、学生への動機づけが課題であると考える。 

 

（２） 在宅看護実習 

＜評価結果＞ 

実習学生数 43名 

優：17名 良：22名 可：4名 平均点：77.9点 

（平成 27年度 実習学生数：40名 優：34名 良：６名 可：0名 不可：0名 平均点：87点） 

＜保健センター実習＞ 

保健センターでは個別指導、集団指導があり、両方の事業に参加することでそれぞれの特徴を

理解することはできていた。この実習で地域の住民が安心して生活できるように相談に来られる

場であり、保健活動としての予防の大切さをこの実習で学べていた。学生個々で違う事業に入る

ことでそれぞれの学びの共有をしていく中で予防の視点の大切さを見出すことがほぼ全部のグ

ループから出ていた。 昨年度と同様に地域の健康問題は理解できるが、国の健康問題との関連

性が薄い。カンファレンスを活用して学びの共有を行うなど、つなげて考えられる工夫をしてい

くことが必要であると考える。また関連職種や事業間の連携や協働に関して必要性はわかるが、

具体的にどのような必要性があるのかの学びが薄く、これに対して次年度は一つひとつの事業の

振り返りをしていくことで学びを深めていきたい。 

＜訪問看護実習＞ 

  訪問看護実習では受け持ち療養者を持たせていただき、全体像、関連図、ネットワーク図を作

成し、目標志向型思考で看護上の問題を導いて計画・実施・評価を行っている。各ステーション

で訪問件数に大きく差があり、６日間全体では少ない学生は８件、多い学生は 44 件であった。

同行訪問することで実際に体験することで得られるものも大きく、今後ステーションへ一日２～

３件の訪問が可能であればお願いしていく。 

  訪問する家庭は小児から高齢者まで年齢は多岐にわたり、独居や老々介護、３世帯での家庭な

ど家庭の事情も様々な家庭を訪問をさせていただいている。また医療依存度の高い人工呼吸器を

装着している方、ターミナルの方、そして看取りの場にも訪問させていただき学生自身でいろい

ろな思いを抱き、大きな学びにつなげることができている。そのため次年度も様々な体験ができ

るように引き続きお願いをしていきたい。学生に実習前に事前アンケートを行い訪問したい家庭

を記載してもらい、それによりステーションもできる限り学生の要望に沿い、訪問先を考慮して

いただいている。学生の知りたいという学ぶ意欲の促進にもつながると考え、今後も継続してい

きたい。 

  ネットワーク図で療養者の使用している社会資源の関連や連携は捉えることができている。こ

れは講義の中で行ったことが活かされていると評価する。その一方で社会資源の必要性の理解は

ほぼ全員の学生は理解できていたが、どのような連携が必要であるかということを具体的に考え

られていない学生もいた。実習の場で実際に連携の場面を見学する機会のなかった学生もおり、
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具体的なイメージが持てなかったことも要因であると考える。他の学生の体験や指導者さんから

実際の場面を伝えてもらうことをお願いしていく。 

昨年も課題としていた施設と在宅をつなぐ視点に関しては、施設での退院指導の必要性や入院

前の生活を知ることの必要性は、カンファレンスの中で考えることができていた。カンファレン

スでは発言できているが、記録の中で表現されていない学生が多かった。次年度は記録の中でも

表現できるように日々録の中で指導をしていく。その場だけの理解とならないように記録の中で

表現することで学生個々の学びに変えられるように関わっていきたい。 

＜外来実習＞ 

外来と透析室一日ずつ実習に行っている。患者の心理面や生活状況は捉えることができている

学生が多かった。一方で患者の身体面を捉えることができていない学生が多かった。外来におい

ては外来看護で身体面を短時間に捉えてアセスメントすることは重要である。心理生活面に主眼

を置いてしまっている学生が多く、外来看護の役割を実習前の事前学習に組み込むことが必要で

あったと考える。疾病からではない生活者として療養者、患者を捉えることができていた学生は

多かった。次年度の課題として外来と透析は一日ずつの実習であり、カンファレンスでの広がり

がなかったため、カンファレンステーマを設定した。それにより、学ぶべき視点が明確になり、

有効であったと考える。 

今後高齢者が増えていく中で在宅療養を支える看護の役割は大きい。その中で地域を支える視

点をさらに強化したいと考え、次年度から地域包括支援センターの実習へと切り替えていくこと

とした。 

＜まとめ＞ 

近年アレルギーを持つ学生が多く、アレルギーを持つ学生に対しては訪問時にはマスクを着用

するように指導している。指導者にもその旨を伝えておくことで、動物などを飼っている家庭が

分かれば避けてもらうに配慮していただいている。学生の安全を守るため、次年度も実習前には

実習施設に情報提供を行い、配慮していただくようにお願いしていく。 

３施設の実習に行くことで、学生のストレスも大きいと考える。どの実習施設でも学生として

の態度やマナーは守れていたことは３年次の実習であり、次年度は看護師となる人として安心で

きることであると感じた。３施設を通して、グループが２つに分かれて実習を行っていることで、

グループによっては少人数であることでカンファレンスで意見が深まらないところもあったが、

最終のカンファレンスではそれぞれの学びを言葉に出すことで個々の学びの広がりにつながっ

ていた。しかし、全体的に記録に表現することが十分できていない学生が多く感じた。 

在宅看護実習では教員が２か所の施設に回ることで教員が不在なことが多い。教員と指導者と

の連携が重要であり、各指導者と話をすることで学生の様子を共有することができていた。今後

も学生が安全に実習を行え、また学生の学びの支援ができるように、次年度も指導者との連絡、

連携を密にとっていきたいと考える。 

＜評価＞ 

ルーブリック評価を取り入れて２年目となる。昨年度の評価基準として、Ａで「述べられる」

という表現で発言のみでもできたと捉えられる表現であった。そのため、今年度は「カンファレ

ンスと記録に表現できる」とした。今年度の学生は記録に表現することができていない学生も多

く、昨年度の平均点が 87点であったのにかかわらず、今年度は 77.9点であった。この乖離は評

価基準の変更にも要因があったのではないかと考える。実習での体験を最終的に記録の中で表現



   - 51 - 

できることで自分の中で学びになると考える。ルーブリックの評価基準も見直す必要があると考

える。ルーブリック表を用いることで学ぶ視点の理解や形成的に自己評価することで自己の振り

返りができることから、ルーブリック表は今後も改善をしながら継続をしていく。 

            （担当：吉田・亀澤） 

２．看護の統合と実践 

（１）医療安全と看護管理 

  本科目は、看護師となる学生にとって、組織の一員としての役割を認識し、安全・安心な看護

を実践するためには大変重要な位置づけである。統合分野の科目として３年次に受講している。

内容は、大きくは「看護管理」「医療安全と看護倫理」の二つの大きな柱について教授している。

看護管理は、昨年に引き続き藤枝市立総合病院の鈴木操副院長兼看護部長に新に依頼した。鈴木

副院長は、認定看護管理者として活躍しており、日々の管理業務のご経験を生かし、興味深い講

義をしていただいた。以下に講義内容の概略を示す。 

  ○看護管理 

①ケアのマネジメント ②看護サービスのマネジメントⅠ・Ⅱ ③安全管理 

  ○看護倫理と医療安全 

①看護職に求められる看護倫理 ②医療安全の基礎的知識と現場での実際 

   ③安心した医療・看護を提供するための自己の課題 

 医療安全・看護倫理は、20時間の内の６時間を実際に病院で医療安全対策の最前線で実践され

ている榛原総合病院の増田伊佐世副看護部長に依頼した。増田副看護部長は昨年まで医療安全対

策室長としてのご経験があり、メディエーター（調停、仲裁、取り次ぎ）の研修講師、看護以外

の他職種や看護協会の教育や県外においても幅広く講義をされており、深い学びが得られている

ことに例年感謝している。 

看護倫理を含む医療安全については金子が 14 時間担当し、学生が看護管理や医療安全を自分

自身に引き付けて学んでほしいと願い、学生個々の実習での体験を教材にして学べるよう工夫し

ている。「実習場面で感じている倫理上の問題」や「実習場面での『ヒヤリハット体験』」を題材

にグループで共有化し、問題の本質を追及し且つ防止対策等を話し合う場を設けている。今年度

学生が取り組んだ事例は、ベッドサイドでの情報収集、スタッフ同士の会話について、看護援助

の方法に関すること、ナースステーションで患者の前での申し送りについて、身体拘束について、

羞恥心への配慮、情報保護についてなど実習の中で遭遇した場面を使いながら学びを深めていっ

た。意見の中では看護倫理を踏まえての建設的な意見から、患者やその背景などを踏まえた意見

や活発に意見交換がされ、学生たちの成長を感じることができた授業であった。様々な立場から

意見が聞けて参考になった。話し合うことの大切さがわかったなど、自身に引き寄せた学びとな

り、そういった面では効果的な学びにつながった。医療安全については、実習での自分の体験か

らの事例が多く出された。やはり、受け持ち患者が転落転倒につながるようなケースの提示が多

かった。自分の体験した「ヒヤリハット」を教材化し、グループで共有し合い、医療安全の重要

性を学んでいた。事故防止の対策については看護倫理も含めて話し合われていたことに学びの成

果を感じた。今後も実際の実習場面では学生は受け持ち患者のベッドサイドに居ることが多く、

「ヒヤリハット」な体験をすることもあると思うが、患者が転倒・転落を回避しつつ、無資格者

である学生が適切な対応ができるように、実習前のオリエンテーションなどでの事前説明するこ
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とも必要であるが、それらの体験を実習中にも共有し医療安全について学びが深められる機会に

なるとよいと考える。 

次年度も、学生自身の体験を手掛かりにリアルな学びができるよう、さらに講義方法も創意工夫

をしていきたい。                            (担当：金子) 

 

（２）国際看護と災害看護 

①教育目標との関連性および内容構成 

対象および時期： ３年次 国際看護 １０月  災害看護７～１月 

教育目標 ３年次目標 実習目標および学習活動 

１．生命の尊厳と人

格の尊重の理念に基

づき、すべての人を

包容できる人間性を

養う。 

・自分を知ったうえで、看

護者として深い関心を持

って相手を理解する。看護

者としての自己がどのよ

うな影響を相手に与えて

いるかを意識して行動す

る。 

≪国際看護≫ 

・国際看護とは ・異文化看護 ・国際保健の

概念 

・文化とは何か ・多文化共生社会の在り方 

・価値観の多様性 ・日本の中の国際化 

≪災害看護≫ 

・災害が被災者に与える心理的影響 

・遺族の理解 

２．看護を必要とす

る人々を総合的に理

解し、看護の必要性

を認識し、基礎的看

護ができる能力を養

う。 

・全体としてのその人をと

らえる努力をし、最適健康

に向かえるように看護実

践を積み重ねて、看護とは

何かを自分の中で追求し、

自己成長し続ける力を養

う。 

≪国際看護≫ 

・世界の主要な健康問題 

≪災害看護≫ 

・災害サイクルと場に応じた看護の役割と活動 

（TTT、避難誘導、避難所・仮設住宅にお

ける看護） 

・トリアージ机上シミュレーション  

・発災時机上シミュレーション（病院・避難所） 

３．変化する社会と

健康の課題に関心を

持ち、社会にニーズ

に対応して、看護の

役割が果たせる能力

の基盤を身に付け

る。 

・看護実践を通して、社会

のニーズに対応した看護

の役割を理解する。 

≪国際看護≫ 

・国際交流と国際協力   ・日本における国

際化 

・在日外国人の健康問題  ・国際看護活動の

実際 

≪災害看護≫ 

・災害時の健康問題    ・ＤＭＡＴ   

・災害時に看護師に期待される役割   

・発災時の活動（トリアージ、応急処置）  

・避難所・仮設住宅における看護活動 

５．保健医療チーム

の一員としての看護

師の役割と責任を自

覚し、自主性と協調

性を身につける。 

・保健医療福祉チームの一

員であるという自覚の基

に、看護師としての自己の

意見を明確にし、他者との

コミュニケーションをと

りながら行動する。 

≪国際看護≫ 

・国際看護と異文化看護  ・国際活動の実際 

≪災害看護≫ 

・ＣＳＣＡＴＴＴ  ・災害時の看護師の役割 



   - 53 - 

②総括 

「国際看護と災害看護」は 20 時間で１単位の科目である。内訳としては、国際看護８時間と

災害看護 12時間である。国際看護は 10月、災害看護は７～１月に講義をしている。 

   国際看護は、国際看護交流協会理事を現在勤められている戸塚規子先生にお願いしている。

平成 27 年度の内容は①国際看護学にかかる諸概念と世界の主要な健康課題②国際看護活動の

支援を必要とする対象、国際社会の共通課題③国際看護活動の実際④異文化理解と看護活動で

ある。教育目標１・２・３・５に関連してくる内容である。 

   国際看護を学ぶ目的は、海外での国際協力や日本の国際化に対して、異文化の視点から人々

の生活を理解したうえで看護実践につなげることである。それは、単なる自国本位の物指しを

を捨て、互いに異質性を認め合いながら他国と共存する世界にすること、言い換えれば異質性

を認識しつつ共存することを目指している。これは特に教育目標１との関連が大きい。文化が

違っても、自国の文化で測らずに尊重することを理解するという、高いレベルでの人間性の育

成につながる。その実践活動のためには、自国の文化を理解していること（自分は何者である

か）、その国の視点に立って文化の違いを認識すること（どこが違い、どこが同じ）、文化の違

いをアセスメントすること（どのように違うのか）、文化を考慮した多様な看護アプローチが

できる（どうやる）という視点が必要である。 

   国際看護の考え方は、単に国際協力や外国人への看護というだけでなく、日頃行う看護にお

いても基本的な考え方でもあるということを考える機会をいただいている。学生は 10 月の段

階では領域別実習を半分以上終えているため、自分なりに実習での体験を通し、統合分野とし

ての国際看護の考え方を理解するようである。 

  災害看護は 12 時間と他校に比べて短時間の単元である。そのため、災害看護の中に救急医

療は含めず内容を精選することを心がけている。講義前の学生にとって災害看護のイメージは

トリアージや DMAT が主である。また、被災者についても身体的な影響が大きいというイメー

ジのようである。被災者の苦しみを想像できるように、阪神大震災・東日本大震災の記録映像

や報道、台風、土砂災害など映像も交えながら学生のイメージ化につなげている。 

災害看護の学習目標は①災害による健康への影響を理解する②発災時における医療活動を

知る③災害時の看護活動を考えるなど、主に教育目標１・２に関連する。災害の種類とメカニ

ズム、災害による健康への影響、災害が心理に及ぼす影響、災害サイクルと場に応じた看護活

動、災害時の医療現場における看護活動、災害時に必要な看護活動という実践的な内容と共に、

教育目標１につながる災害が心理・社会面も含めた健康への影響を理解するということが求め

られる。又、災害により死亡された方々に対しても、最後まで尊厳をもった存在として対応し

ていくこと、ご遺族の思いなどを考えた看護も求められる。同時に災害時の看護師の役割につ

いては専門職として他の専門職を尊敬したうえで協働することの必要性も学んでいく必要が

ある。これは、被災者から、そして他職からの期待でもある。高いレベルでの教育目標３・５

につながっている。 

   レポート課題では、災害が被災者に及ぼす影響は身体的な影響だけでなく、心理・社会的影

響もあることを踏まえて、地震が今被災したらどのような看護をしたいかを考えさせている。

多くの学生が災害サイクルと場による看護活動の違いを踏まえ、被災者の生活に入った看護の

在り方を述べている。講義前に比べると、看護に対する考え方の広がりがみられている。 

            （担当：木島） 
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（３）看護研究の基礎 

   看護研究 30時間の内、10時間５回を「研究の基礎」としている。看護研究としてはその後

のケーススタディ 20時間に繋がるものである。殆どの学生は研究という言葉に触れたことが

無い。しかし、看護師となれば先端の医療にも関心を持ち、各領域や専門分野の学会に所属し

日々の実践をより良く考えていかなければならない。この「研究とは」という段階からケース

スタディまでの距離をどのように繋げるのかは難題であった。まず、研究という大きな枠組み

で目的や方法、価値についての理解を深め、一方で「倫理」について説明した。看護や医療の

研究ではなおさらであるが、研究の利益のために他に優先することはない事を「ヘルシンキ条

約」や「看護綱領」などを参考に説明した。前任者に倣い、看護研究の文献を読みながら目的

や方法などを解説し、日々の実践の中での疑問、気付きが看護をより良くする出発点だと説明

し、ケーススタディへ繋げた。学生にとっては「大変そう、難しい」などのイメージを持たれ

がちだが、日ごろの看護の思考過程を考えれば職業人として身に付けている力であることを強

調した。次年度は各個人が自身のエピソードに対する文献検索が十分にできるよう計画したい。 

                                    (担当:亀澤) 

（４）総合看護実践 

総合看護実践は、３年次の各論実習が終盤に近づいた時期に開講する。総合看護実践前半―

統合実習―総合看護実践後半というように一貫性を持って学ぶようになっていて、学生にも繋

がりをもちながら学んでいくという意識を持つよう伝えながら演習を行っている。また、プロ

ジェクト学習という学習方法を取り入れ、与えられたテーマを受け身で学ぶのではなく、学生

自身がテーマや目標を定め、自分の力で学びを進めていく主体的な学習スタイルを取り入れて

いる。 

今年度も２人の患者を事例にあげ、優先順位や経済性、個別性を考慮して看護（行動）を計

画し実践するという、臨床現場では日常的に行われている看護（リアルな状況）をグループワ

ークやロールプレイを通して学んでいった。事例にあげた患者は、ただ与えられたものとして

学生が捉えるのではなく、ケースに関心を持ち、リアルな情報を学生自らが付け加えながら、

様々なことを想定し、対象をよりリアルに浮かびあげていった。そして事例の患者に看護を行

う時、自分たちは、患者にどのような看護を目指したいか「ビジョン・ゴールシート」に描い

た。グループごと「ビジョン（何のために）・ゴール（何をやりとげたいのか）」を明確にし、

課題は何か見つけたり、その課題を解決するためにはどうしたらよいか（問題解決）を考えな

がら、グループでの対話をしながら演習を進めていった。自分たちのイメージを膨らませなが

らよりリアルに患者を浮かびあがらせていく過程を経ることで、実践に近い行動計画をたてら

れるということもわかり、「ペーパーペイシェントであっても、実習で患者さんを捉える時と

一緒である。」と振り返りシートに書いてくる学生もいた。「リアル感をもって学んでいく」と

いうことを学生自身が感じることで、より臨床現場での実践につなげていける演習になってい

たのではないかと考える。 

しかし、ビジョン・ゴールを基にそこに向かおうと学習するのだが、目標に向かいながらの

思考のつなげ方や、どう突っ込んで学習していったらよいかなどグループによっては行き詰っ

てしまい、前半にできあがった行動計画をみるとオリジナリティーに乏しいグループもあった。

また学習の軌跡として残していくポートフォリオも、充実しているとは言い難いものもあった。     
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１年次よりプロジェクト学習、ポートフォリオの手法を用いて学習をしている学年ではあるが、

創造性や創意工夫、自ら学んでいく、という面での成長が乏しいようにも感じた。ビジョン・

ゴールを意識しながら演習をしていくことや、ポートフォリオで学習プロセスをセルフマネジ

ネントしたり、学習の軌跡を可視化していくことのおもしろさを実感できるようなことを体験

できるよう、教員はそういったコーチング力を養っていく必要があるかもしれない。 

統合実習が終了し、後半の演習は前半に考えた行動計画を見直すところから始まった。統合

実習での経験から、「実習にいって実際２人の患者さんを受け持ったら、この行動計画ではや

れないことがわかった。」というような実際に経験したことでみえてきたことが多くあるとい

うことを学生自身が感じている様子が見受けられた。統合実習を総合看護実習前半・後半の間

に挟む事で、自分たちの考えてきたことの体験を交えて振り返りを行い、自分たちの立てた行

動計画をより安全・安楽、合理性・適時性・経済性を配慮した実施につなげるということが見

えてきたように思えた。また統合実習を経験したことで、複数の患者を受け持つことの大変さ

や責任の重さ、数か月後にはプロの看護師になって働く自分もイメージできているように感じ

た。 

総合看護実践の演習での学びを最後は個人の学びへと戻し、マイテーマを決定し凝縮ポート

フォリオを作成し、それを全員が発表する機会を設けている。マイテーマは総合看護実践の事

例の中から看護の方法を追究したり、協働や連絡・相談・報告といったものなど、内容は様々

であった。看護研究のような仕上がりになっている学生もいたが、ひとりひとりの感じ方、考

え方を尊重し、獲得した「知」を現実の世界、つまり臨床で活用できる力を養ってほしい、と

いう意味では大きな知の成果物となったといえるのではないかと考える。発表会を終えた後学

生は「このまとめたものを臨床にいってからも使えそう。他の人の作成した凝縮ポートフォリ

オを臨床にもっていきたい」という声も聞かれた。「まとめあげた」という学生の達成感は大

きいように感じた。 

当科目の評価は、客観的臨床能力試験（以下 OSCE という）を行っている。看護実践力を評

価する方法の一つであり、そこには看護技術のみではなく、看護を行う時に必要な判断力、コ

ミュニケーション力、患者さんとの人間関係形成力、など看護実践力に必要な能力をみること

ができる。模擬患者の事例は、総合看護実践の授業で考えてきた患者である。その患者の疾患、

治療、社会背景や生活背景など長い時間を費やして学生が演習を通して考えてきている。した

がって、学習してきたことが OSCE につながるような構成になっている。事例の患者に対し決

められた時間内に与えられた課題を実施し、ルーブリック評価表を使いながら評価を行った。

模擬患者は３病院に勤務されている実習指導者に依頼をし、事例の患者になりきってもらい、

実際の患者のように症状を話したり、質問に答えたりする。しかし試験を行うと、演習の中で

考えてきたことが試験の中で活かされず、最良の看護（パフォーマンス）として表現すること

ができていなかった。結果不可評定の学生が多数出てしまった。（本年度の評定は優評価 7.5％ 

良評価 7.5％ 可評価 37.5％ 不可評価 47.5％であった。）この原因について考えられる要因

は、①演習が主体的な学習ではなく自ら考えて生み出された行動計画ではないため、試験の時

にそれをパフォーマンスとして表現することができない②「OSCE」といった試験の方法に過度

の緊張が生じてしまう③リアル感を出すために模擬患者に創部やドレーン挿入部、点滴刺入部

を作るのだが、「本物の傷には見えなかった」「皮膚だとは思わなかった」など学生は模擬患者

をリアルにそこに存在する患者であるとイメージする力が弱いからではないか、などの要因が
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考えられる。 

本年度は再再試まで行う学生が５名いた。学生にとっては、精神的にも大変であったと思う。

しかし、とことん自己の課題に向き合いながら、試験に臨んでいた。知識に基づいた看護実践

力をしっかりと持って臨床に羽ばたいていってほしいという、こちらの願いを伝えながら、学

生と共に乗り越えていった試験であったように感じる。最終的には皆 60 点となり、単位を修

得した。評価を返す時、学生の顔は晴れ晴れとしているようにみえた。 

新カリキュラムと同時に総合看護実践の科目ができ、評価は OSCE を導入し、今年で５年目

となる。その年度により学生の特徴も違うため、一概には言えないことかもしれないが、OSCE

の不可学生が多数出る考えられる３つの要因は、ここ数年の学生の傾向のように感じる。学生

は授業評価の中で「OSCEはすごく緊張したけど、自分の傾向を知る機会になると思った。」「OSCE

で自分の看護の姿勢を少しは表現できたかなと思える」「2 年次の OSCE よりも成長したな、と

思える部分と、相変わらずこういう所が弱いなという自分の傾向を感じることができた」など

記述している学生もいる。97％の学生は OSCE を通して自己の傾向や課題に気づくことができ

た、という授業評価の結果も出ている。学生にとっては、パフォーマンスを評価される試験が

国家試験前に行われることは大きな負担であるかと思うが、OSCEそのものは臨床能力が求めら

れている今だからこそ、大きな意味があると考える。また学生にとっても大変さを感じてはい

るが、それを乗り越えることができた自分に、臨床に出てからもきっとやっていける、という

自信を持つ機会になっているのではないかと考える。 

今後、上記で述べた３つの要因を改善するために教授方法や教員のコーチング、評価の方法

や内容などを今後は考えていきたいと考える。また OSCE を行った学生が臨床に出て総合看護

実践の科目から学んだことや OSCE の経験が臨床で活かされているのかも気になるところであ

る。そういったことを踏まえながら次年度の授業につなげていきたいと考えている。 

                                   （担当：福與） 

（５）統合実習 

①昨年度からの変更点 

実習内容および形式においての変更点はない。今年度は初めてルーブリックを作成した。平

成 26 年度は学習活動 20 項目の評価であったが、平成 27 年度は学習活動 20 項目に対して 25

項目の評価規準とした。ルーブリックを使っての初めての実習である。 

 

②教育目標と実習目標との関連性 

教育目標 ３年次目標 実習目標及び学習活動 

１．生命の尊厳と人格

の損調の理念に基づ

き、すべての人を包容

できる人間性を養う。 

・自分を知ったうえ

で、看護者として深い

関心持って相手を理

解する。看護者として

の自己がどのような

影響を相手に与えて

いるかを意識して行

動する。 

・複数患者を受け持つ中で、個々の生命、人間

としての尊厳、権利を尊重することの実際を学

ぶ。 

・複数患者の生活や価値観を尊重した看護援助

を考え実施する。振り返りを通して尊重した看

護援助についての考えを持つ。・振り返りから自

己の傾向、課題を知り、看護師としてどのよう

に患者と関わることが患者を尊重することにな

るのか自身の考えを持つ。 
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・実習体験から目指す看護師像を明確にし、そ

こに向かうための努力を考える。 

２．看護を必要とする

人々を総合的に理解

し、基礎的看護ができ

る能力を養う。 

・全体としてのその人

を捉える努力を、最適

健康に向かえるよう

に看護実践を積み重

ねて、看護とは何かを

自分の中で追求し、自

己成長し続ける力を

養う。 

・看護師として働くために、的確かつタイムリ

ーな患者理解を目指した情報収集の在り方を考

え実施する。 

・複数患者それぞれに必要な看護を見出し、安

全・安楽、合理性・適時性・経済性を踏まえ優

先順位を考え実施する。 

・安全・安楽の原理原則、適時性・合理性・経

済性を踏まえた優先順位の考え方を学ぶ。 

・安全・安楽の原理原則、適時性・合理性・経

済性を踏まえた看護援助をするために、基本を

踏まえた応用を実施する。 

３．変化する社会と健

康の課題に関心を持

ち、社会のニーズに対

応して、看護の役割が

果たせる能力の基盤

を身につける。 

・看護実践を通して、

社会のニーズに対応

した看護の役割を理

解する。 

・実習体験から高度医療、在院日数の減少、地

域との連携等の必要性を意識した看護の在り方

を考える。 

４．看護を科学的に思

考し、常に研究する態

度を養い、看護の向上

に寄与できる能力の

基盤を身につける。 

・知識・理論を活用し、

科学的思考に基づい

た看護実践を行う。 

・看護を追究する姿勢

を持つ。 

・患者への実施時には安全・安楽の原則と基本

を基に応用するための追加学習を繰り返す。 

・看護師としての学習することの意味を見出す。 

５．保健医療チームの

一員としての看護師

の役割と責任を自覚

し、自主性と協調性を

身につける。 

・保健医療福祉チーム

の一員であるという

自覚の基に、看護師と

しての自己の意見を

明確にし、他者とのコ

ミュニケーションと

取りながら行動する。 

・メンバー実習、リーダー実習、管理者実習、

医療安全・感染対策実習を通してメンバーシッ

プ、リーダーシップの散り方や、病棟・病院組

織の一員としての意識を持つとともに、多職と

の連携の意味を考え、看護師としてのこれから

の在り方につなげる。 

 

③評価結果  

実習学生数４０名  

優…２４名 良…１３名  可…３名 不可…０名 平均点…79.3点 

（参考：26年度 優：21名 良：12名 可：7名 不可：0名 平均点：79.2点） 

 

④総括 

   情報整理用紙を活用しての患者理解には個人差があった。フローシートとしてデータを追っ

た学生もいる。教育目標２につながる思考の整理は学生によってまちまちである。確認すると
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語れる学生もおり、記録の中で表現することが苦手であっても、思考は整理されていることも

あった。優先順位についての考え方は、実習の進度と共に夜間も含めた一日の生活を知ること

で変化していった。最初は受け持ち患者二人の中での優先度であったが、徐々にその日のスケ

ジュールや、病態、チームの状況などを加味しながら考えていくようになっている。中には視

点が偏り、アドバイスすると逆に偏り、ということを繰り返しつつ教育目標１につながる患者

の生活や価値観を意識した優先順位や時間管理の工夫を意識していた。 

  看護技術の実施は教育目標２につながる。面接時に確認して体験できる看護技術について説明

していった。結果として 95%の学生が、未経験の技術を体験できている。病棟によってはケア

係が清潔ケアを実施している病棟があり、ケアに入る調整を指導者だけでなく教員も参加して

対応した。 

   夜間実習では、夜間の患者の様子、面会に来る家族との関わりなどを学んでいる。また、安

全かつ休む環境を作るという看護師の役割と、少人数の看護師が患者を守るというための連携

の必要性を理解している。 

   チームメンバーの一員として休憩時間前後の報告や必要時にタイムリーな報告をする必要

と共に、どのような内容を報告していくとよいのかを考え始めた。受け持ち看護師もリーダー

も不在の時には、スタッフナースにも自ら協力を求めることができるようになっていった。ス

タッフナースからも協力を求められることもあり、よりメンバーとしての自覚が高まった。メ

ンバーとしての自覚はリーダー見学においてもより明確になっていった。夜間実習で学んだ看

護師間の連携の必要性と共に教育目標５につながる学びとなっている。〝スタッフとの関わり

から報告・連絡・相談の必要性を学べた〟〝スタッフとの関わりからスタッフ間の連携の意味

が学べた〟という項目については全員が「そう思う、とてもそう思う」と答えている。 

感染管理・医療安全室の実習では、組織の一員として病棟で働く自らの意識が重要であるこ

とに気づいていた。インシデントも責任の追及ではなく、今後へ活かすためのものであると理

解している。また、師長に同行し、患者に良い看護をするために看護師一人ひとりを大切にし

ていることに感銘を受けていた。４月からは責任ある行動をしたいという意思表明につながっ

ている。 

この実習を通して、主体性の本当の意味が分かったと述べている学生もいる。相談すること

も看護師としての主体性であると気づいたものもいる。今年度はやや精神的なことも含めて体

調不良により欠席する学生もいた。学生である間に顕在化したことは、決して悪いことばかり

ではない。同時に学生の気質の変化も感じる。 

全体を通して学生たちは「看護師として働くことへの期待感を感じた」に対して〝そう思う、

とてもそう思う〟という人が 97.5%であった。１名が〝どちらともいえない〟であるが、卒後

がイメージできる実習だけに、現状の自己の在り様との比較により不安が募ったとも考えられ

る。また、「総合看護実践の学びを活かしていくことができた」という項目には 90％が〝そう

思う、とてもそう思う〟としている。統合実習で優評価の学生は、６割以上が客観的臨床能力

試験（以下 OSCE とする）で合格しているが、良、可の学生は６割以上が不可となり再試験の

対象となっている。統合実習では指導者やスタッフ、学生メンバーの力も得ながら体験の中で

学んでいる。OSCEでは、それまでグループで学習してきたところから一人で看護を展開してい

く必要がある。それまで実習やグループワークの中で曖昧にわかっていたつもりであったこと

が露呈する結果となっているのかもしれない。実習の中での理解のレベルについて、総合看護
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実践との関係性の中で今後検討していく必要がある。 

ルーブリックを作成したことは、教員にとっては評価しやすくなっている。学生の主体的な学

習につながっているかについての確認をしなかった。来年度はしっかりと主体的な取り組みに

ついて授業評価の中で確認していきたい。 

 

⑤課題 

学生による実習評価では「学内オリエンテーションが役立った」という項目に対して２名の

学生が〝どちらともいえない〟としている。情報整理用紙の活用ができないことも含めて、も

う少し意図を説明していきたい。 

夜間実習の日程が火曜日となり、記録のために翌日の実習に影響をきたした学生がいた。一

昨年も同様であったが、特に翌日の実習には影響はしていなかった。それについてもオリエン

テーションを行っていきたい。ただ、平成 28年度の実習では金曜日が夜間実習になっている。

今後も実習全体の状況を考えて設定していきたい。 

情報整理用紙の活用が苦手であることと OSCEの結果との関係には大きな因果関係はないが、

知識という根拠をもって実践することに苦手を感じる。それは学習がわかったつもりで終わっ

ているのではないかと感じる。もしくは自ら突き詰めて学習していくことが苦手なのかもしれ

ない。教育目標２・４に弱さがあるのかもしれない。もっと低学年の時から、意識的に学内学

習や実習の中で知識を活用するトレーニングをしていくとよいように思う。また統合実習の中

では、タイムリーな追加学習と共に必要な内容レベルの学習を求めていく必要があるのでルー

ブリックに追加していきたい。                                   

（担当：木島） 
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第５節 教科外活動 

以下の目的、内容で教科外課程が実施された。 

内 容 年次 時期 期間 目     的 

入学式 全年次 ４月 ２時間 
入学を許可され、本校の学生としての自覚をもつ機
会とする。 

戴帽式 全年次 ５月 ２時間 
看護学生としての自覚を高め、主体的に看護を学ぶ
姿勢を養う。 

卒業式 全年次 ３月 ２時間 
本校の所定の教育課程を修了したことを認め、専門
職業人としての自覚をもてるようにする。 

入学オリエンテーショ
ン 

1 年次 ４月 6時間×２ 
当校の教育方針・教育内容・教育環境を理解し、学校生活
へ円滑に適応できるようにする。※生活指導等 4時間含む 

履修ガイダンス 全年次 ４月 ２時間 
学習内容、学習方法、学習時間等を事前に知っておくこと
により、計画的かつ効果的な学習ができるようにする。 

実習ガイダンス 全年次 4～6月 ２時間 

新入生歓迎 
スポーツ大会 

全年次 ４月 ８時間 スポーツを通じて親睦を深め、協調性を養う。 

学校祭 全年次 10月 ８時間 
・日頃の学習成果の発表の場とし、主体性･創造性を養う。 
・学生間及び地域との交流の場とする。 

講演会 全年次 
５月 
３月 

２時間×２ 専門職業人として広い視野に立ち、感性を豊かにする。 

健康診断 全年次 ４月 ２時間 
健康状態を把握し、学業に専念できるように調整するとともに医
療従事者として日頃の健康管理に対する認識を高める。 

防災訓練 全年次 10月 ４時間 
災害時における安全で適切な状況判断や敏速な行動
ができる能力を高める。 

茶
道   どちらか 

  選択 

3 年次 
４～ 
10月 

10時間 

茶道をとおし、礼儀作法の基本を学ぶとともに、心
静かに自分自身を見つめる機会とする。 

華
道 

生花をとおして、感性を磨き、患者とのコミュニケ
ーション及び環境整備に役立てる。 

硬式テニス 
スポーツをとおして、体力の向上と気分転換をはか
ることができる。 

ホームルーム 全年次 適宜 
2時間×4日 
4･7･12･3月 

話し合い等の自主的な活動をとおして、リーダーシ
ップ・メンバーシップを養う。 

ケーススタディ
発表会 

全年次 ９月 

1･2年次 
6時間 

3年次 
6時間 

看護における研究の意義を知り、自己の看護の学習
を深める機会とする。 

自治体立看護学校
球技大会 

1･2 
年次 

10月 6時間 自治体立看護学校の学生間の交流及び親睦をはかる。 

接遇 全年次 
４～ 
９月 

各年次 
4時間 

看護学生として必要な基本的対応マナー及び温かい
配慮の心を身につける。 

特別講義 全年次 
４月 
10月 

２時間×２ 看護教育をより豊かにするための最新情報を得る。 

教科外活動の中には、学生の自治会の活動であるコミュニティが主体となり縦割りの関係で活動する

ものもある。チームで協働し進めていく力も育っている。              （担当：伊藤） 
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第６節 学校行事 
１．入学式 

平成 27 年４月８日、花冷えのする生憎の雨天の中、第 26 回入学式が行われた。

今年は 45 名の入学生を迎え、大勢のご家族も参列され、例年よりにぎやかさを感じ

た。45 名の内訳は男子５名、女子 40 名、また既卒生は７名で、年齢幅も広い構成で

あった。 

入学生の言葉では、吉村椎名さんが幼少時の病気体験が看護師を目指すきっかけ

になったエピソードを交えて、「不安や涙を笑顔に変えられるような看護師になりた

い」と強い決意を述べた。他の入学生も、校長や来賓の祝辞に励まされ、いよいよ

自分も看護学生になるのだと自覚を持ったようであった。また、参加した在校生も

自身の入学時を思い出し気持ちを新たにしながら、新入生を暖かく迎えていた。  

現代社会を反映するように、入学生の持つ背景は様々である。それぞれの入学動

機は違っていても、看護師という同じ目標に向かってこれから３年間切磋琢磨し合

う仲間として、手をつなぎ支え合っていってほしい。 45 名の大所帯であるが、多く

の価値観、理想、夢、幅広い経験や力があるという利点を活かし、本校の目指す主

体的な学生に育てていこうと思う。               

（担当：竹田）  

 

２．新入生歓迎スポーツ大会  

  ４月 24 日（金）に焼津市民体育館（シーガルドーム）にて、新入生歓迎スポーツ

大会を行なった。これは、新入生が少しでも早く安心して学校生活に慣れ親しんで

もらえるよう、スポーツ活動を通して１年次から３年次までの親睦を深めることを

目的としたコミュニティ活動である。担当する学生は２年次だが、１年次の３月か

ら、会場との打ち合わせや競技種目の検討など準備を進めてきた。 10 名の実行委員

が全学年 126 名を率いてのスポーツ大会は大変だと思うが、２年次学生の協力や３

年次学生のサポートもあり円滑に進行することができていた。競技は、ドッヂボー

ル、ぐるぐるバッド、綱引き、むかでの４種目で、どの競技も白熱し、学生達の若

いパワーに圧倒された。転倒を心配したぐるぐるバッドも、学生の高い身体能力に

より怪我もなく、応援する

学生や教員も楽しむことが

できました。競技の合間に

は、学年を越えて話をした

り写真を撮るなど、あちら

こちらで学生達の笑顔があ

ふれていた。閉会式では、

１年次学生からコミュニテ

ィの先輩と親しくなれて、

楽しかったという感想がき

かれた。３年次学生からは、
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２年次学生への労いの言葉も伝えられ、これから学校行事の中心となる２年次学生

としても良いスタートがきれたと思う。実行委員の反省会では、活発な意見を出し

合い、次年度に活かせるようなリフレクションができた。どの年次にとってもスポ

ーツを通じて、楽しく親睦を深められただけでなく、互いを思いやり協力し合う姿

がみられた充実した大会であった。                          

                                  （担当：木田）  

 

３．戴帽式 

  本校では戴帽式を、ナイチンゲール生誕の日であり、看護の日とされている５月 12

日に行っている。平成 27 年度もこの日に合わせて式典が挙行され、２年次 35 名の学生

が戴帽を迎えた。式典当日を迎えるまでの間には、クラス全体で話し合い「感謝の気持

ちを持ち、感動する式典にしよう」とスローガンを掲げ、何度も練習を重ねた。戴帽時

の姿勢や歩き方、お辞儀の角度まで細やかに気を配り、様々なアドバイスを吸収しなが

ら、スローガンに沿う式典へと完成度を高めていった。その努力の積み重ねは式典当日

に結実した。近年看護師のイメージにはナースキャップの存在感が薄れてきているが、

やはり看護師の象徴であるキャップには大きな意味がある。看護の道を歩んでいく責任

と希望を戴いた 35 名の凛とした姿は、力強く、感動があふれる戴帽の儀となった。キャ

ンドルサービスでは、ナイチンゲールから受け継がれたキャンドルの灯がきれいに会場

を照らし、看護への誓いの宣誓が行われた。全員の言葉が詰まるという、練習ではなか

ったハプニングもあったが、その想定外にもクラスでまとまり乗り越えた。この戴帽生

らしい、感動する素晴らしい式典となった。   

 (担当：片山 ) 
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４．卒業式 

  春の訪れが感じられる平成 28 年３月５日、40 名の学生が本校を巣立っていった。

式典には、志太広域事務組合の管理者である藤枝市長をはじめ、多くの来賓の方々

とご家族に出席していただいた。  

  厳粛でありながら軽やかさも感じられる音楽が流れる中、卒業生が入場してきた。

その表情には、これから羽ばたいていく世界への緊張と、目指す目標を達成した晴

れ晴れとした気持ちが表れているように感じられた。看護学校の生活は、悩み迷う

こともあっただろうが、一つひとつの出来事にきちんと向き合い乗り越えた経験が、

人として大きく成長させたのだろうと思わせるような凛とした姿であった。  

  校長の式辞では、医療界の現状と看護師としての心構えが伝えられ、来賓の皆様

からは社会人としての心構えと期待の込められた祝辞をいただいた。卒業生たちは、

背筋を伸ばし、時折うなずきながら温かな言葉を真摯に受け止めようとしている様

子であった。 

卒業生を代表して日沖真由美さんの答辞には、臨地実習でのさまざま出会いによ

り看護を考え自己を見つめる機会となったことや、多くの仲間との絆に支えられて

３年間学び続けられたことに対する思いが述べられており、素直で誠実な本校の学

生らしさが感じられた。卒業生からのメッセージは、３年間の思い出を一人ひとり

が語りながら、ともに励ましあった友人や支え続けてくれた家族や後輩、教職員へ

の感謝の思いが込められており感動させられた。多くの来賓の方々、家族、在校生

から大きな拍手を受けて、堂々と胸を張って卒業生は旅立ち、卒業式は滞りなく終

えることができた。  

この３年間は、楽しいこともあっただろうが、厳しさや難しさを感じることも多

くあったと思う。しかし、友と励まし合いながら歩みを進めてきた経験は、これか

ら出会う出来事にも乗り越える力となるであろう。病む人の思いに寄り添い看護を

実践できる立派な看護師として、人々の要求に応えてほしいと期待している。                          

（担当：福與） 
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第７節 その他の活動  

１．環境プロジェクト  

看護師の倫理綱領 14 に看護師は「健康を促進する環境を整備し、自然環境の破壊や

社会環境の悪化に関連する問題についても社会と責任を共有し、解決に努める。」とあ

る。看護学生として看護師になるためには環境問題に関心を持ち、これを実践的に学

んでいく必要があるということになる。 

 そこで本校では平成 26 年度より環境プロジェクトを立ち上げ、学校という場を通し

て環境問題に取り組むこととなった。 

 具体的には各年次に環境委員を置き、この委員を中心に省エネ対策として「冷暖房

使用方法の適正化」「照明の使用方法の適正化」「換気扇・電気ひざ掛け・その他電気

機器等の使用方法の適正化」をチェックするとともに、校内環境の保全として「窓等

の戸締り」「各教室等の片づけ」についてもチェックすることとした。教職員も校内防

犯巡視当番者が照明・空調等がオフになっているか、また戸締り等がなされているか

毎日チェックし、その結果を掲示板に張り出すこととした。 

 

 本年度の結果を見ると、不備件数が年度当初は右肩上がりに増加（悪化）し、７月

には 85 件となった。夏休み以降は落ち着きを取り戻し、変動はあるが改善に向かって

いく傾向となったが、平均すると月当たり 38 件となり決して良い結果とは言えない。 

 総括すれば、まだまだ環境意識が学生の身に付いていないと言える。普段から環境

について問題意識を持ち、実践しているならば、それが身に付き自然に行動として現

れるようになるものだと思う。 

 今後看護師としてどんな病院に勤めても振る舞いとして自然に行動として現れるよ

うにしていきたいものである。 

 来年度はこのプロジェクトの趣旨を学生にさらに認識させる必要がある。  

（担当：庶務課伊藤）  
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２．サークル活動 

  サークル活動は申請によって結成が認められ、人数に応じてクラブ助成金が支援されている。 

平成 27年度のサークルは新２年次生によって、結成され申請された。 

バレーボール部 27名 スノーボード部 24名 

バスケットボール部 17名 テニス部 16名 

バドミントン部 30名 フィットネス部 21名 

フットサル部 25名 軽音楽部 26名 

１、２年次の学生が中心だが、学生達は幾つものサークルに所属して活動している者が多い。

サークルの枠を超えて、色々な経験を多くの学生と共有することで気分転換や学生間の交流が図

られているようである。今年度は外部の大会参加や練習試合などは行われなかった。また、幸い

年間を通じ事故の報告はなかった。クラブ助成金は年度当初に人数によって配分され、各部長や

会計によって管理され、２月には終始報告が提出される。使用目的については学生の運営に任せ

るが備品の補足や資料代、旅費、参加費の一部、茶話会などの費用等として使われている。今年

度は毎週定期的な施設使用日の設定がなく、その都度施設使用申請をすることにしたが、当日の

手続きが不十分な事もあった。決まっていても必ずしも使用しなくてはならないわけではないの

で、概ねの活動日を決めて利用がスムースに行えるよう検討していきたい。  

      (担当：亀澤) 

 

３．コミュニティー活動 

 コミュニティの目的は、学生の自治活動によって責任ある自主精神に基づき、学生生活の発展

向上を図り、個々の人間性を高めると共に、学年を超えた学生相互の親睦を深めることを目的と

している。組合立静岡県中部看護専門学校入学と同時にすべての学生がコミュニティの会員とな

る。クラスメイトとの関わりだけでなく、学年を超え、学生相互の交流や活動を通して親睦を深

めると共に、看護において重要であるチームワーク、リーダーシップ、メンバーシップを学んで

いく。 

 今年度も 2年次生を中心に積極的に活動をしていた。新入生歓迎スポーツ大会、桂花祭、三送

会などのコミュニティを中心とした活動の前後には役員会を開催した。役員会では、各コミュニ

ティのリーダーとコミュニティ３役が集合し、行事の企画を行ったり、行事終了後には振り返り

をし、更に次年度はより良い生徒会活動をしていこうと活発な意見交換ができていた。２年次生

の団結力によりコミュニティの活躍が広がりを見せた１年であった。３年次生は、これまでの経

験から得たものを交配に伝えながら、行事を大きな心で見守り、１年次生は、活動に参加するこ

とで先輩の後姿から先輩を尊敬し多くを学んでいた。この活動を通して、それぞれの年次の立場

や経験を重ね、大きく成長していくのである。 

中部看護専門学校オリジナルのこの活動により、学生の視野を広める貴重な学びの場、人間性

の成長の場となり、今後も発展していくことを期待する。                

（担当：福與） 
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第５章 経営・管理過程 

第 1 節 組織体制 

１．組織体制 

組合立静岡県中部看護専門学校 組織図（平成 27 年度） 

 

  校 長（嘱託） １名  校務の総括

  副校長 １名  校長補佐
 教育・事務の総括

　　　教務課長 兼務 （１）  年間行事の統括 　　　庶務課長   １名
 

 

教育係長 １名  教育計画の立案・調整 主幹兼庶務係長 １名

ｶﾘｷｭﾗﾑ運営補佐 １名(兼)  教育係の総括

実習調整者 １名  臨地実習の総括

 備品の管理

教育係 　３年 ３名  学級運営と生活指導 １名

　２年 ３名  教育・教育外課程の指導

　１年 ３名  実習施設との調整

財務管理補助 １名
事務補助（非常勤）

看護教員（非常勤） 1名  臨地実習指導
 教授活動ｱｼｽﾀﾝﾄ

教務事務補助 1名

　　　　(非常勤)  教務補助業務 清掃（委託） １名

図書管理補助
事務補助（非常勤）
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２．組織体制の評価 

（１）組織体制全般の評価 

  平成 27 年度の本校の組織体制としての大きな動きは、田中悦子前教務課長兼副校

長の退職に伴い、副校長兼教務課長及び教育係長の人事の交替である。 

また、本年度も引き続き臨時看護教員１名の安定的な確保ができた。質の高い看

護師を育成するためには、一人ひとりにきめ細やかな支援が不可欠である。さらに

本校は実習施設が複数あり、実習と学内と指導を充実させるためには教員のマンパ

ワーの充足のため、平成 25 年より臨時教員を１名追加採用し、特に実習指導の強化

を図っている。そして平成 27 年度も臨時教員を１年間安定的に確保し、教育体制の

充実を維持できた。 

（２）組織および教育体制の評価 

  平成 27 年度の本校の組織は、原校長をトップに補佐の金子、教務課の 11 名の専

任教員と１名の臨時看護教員、１名の教務事務補助で総勢 14 名、庶務課は庶務課長

はじめとして２名の正規職員に加え２名の臨時事務職員を加え、清掃委託職員も加

え 21 名体制となった。原校長は、今年度で校長就任 11 年目を向え、長期間にわた

り本校の学生と職員のためにご尽力いただいている。課題としては次期校長の選任

に当たり校長の業務内容を整理し人選がスムーズに行われるように働きかけていく

必要がある。 

教務課の異動状況としては、教務課の新井なほ子教員が５年間の派遣を終え、派

遣元の焼津市立総合病院へ、八木寿乃教員は３年の派遣を終え、派遣元の榛原総合

病院へ異動となった。交代要員として、焼津市立総合病院より若森陽子教員が、榛

原総合病院から櫻井恵真教員が配属された。また、平成 25 年から臨時教員として採

用されていた後藤治美教員は、４月から藤枝市立総合病院の正規職員として採用さ

れ看護教員として本校へ派遣となった。 

事務補助の篠原さんが任期を終え退職され、５月より内山亜由美さんが採用され

た。教務課の事務補助は、平成 26 年度より嘱託職員から臨時職員に変更になった。

結果的に平成 27 年度の 13 名の看護教員(含む副校長)の構成は、志太広域事務組合

職員が臨時教員を含め２名、焼津市立総合病院から５名、藤枝市立総合病院から５

名、榛原総合病院から１名の派遣教員の構成である。 

庶務課は、異動はなく安定した状況で各々の役割を果たして頂いた。伊藤課長は

配属３年目を迎え、ベテランの水田主幹兼庶務係長と共に教務課を支えて頂いた。

加えて、嘱託職員としての１名は図書管理を中心に後援会事務・広報等を担当し、

１名は会計事務を中心にほか一般事務の役割を、スムーズかつ適切に果たして頂い

た。今年度大きく変わった教務課の人事体制を影となり支えていただき、平成 26 年

度と継続して安定した事務部門の役割を果たせて頂いたことを大変感謝している。 

学生が看護師としての学びを充実するためには、学習環境調整の要としての庶務

課の役割は大きく、本校の特色である手厚い学生支援のために不可欠であり、重要

な看護専門学校としての組織体制の鍵であると考えている。学生のために視聴覚教

材や空調設備の調整、学習環境に欠かせない机やいすの入れ替えができた。ホーム 

ページの充実やこれまで別々だった募集要項と学校案内を一体化させ見やすく使い
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やすく改善した。学内のインテリアでは油絵の展示や様々な癒しの仕掛けを、それ

もさり気なくしていただいていた。職員室の前の壁には、様々な行事の写真がタイ

ムリーに飾られ、クリスマスの時期には、中庭に学生専用のイルミネーションが輝

いている。学生たちは、行事が終わるたびに新しく変えられる写真を楽しそうに眺

め、講義の合間のひと時を過ごしている。 

平成 27 年度は、臨時看護教員１名の１年間にわたる配置により、さらに実習指導

が充実し、教育支援体制の向上が図られた。しかし、学生の個々の課題に合わせて

根気強く丁寧に支援していくためには教員個々の負担軽減につながったとは言えな

い。今後は、臨時教員を専任教員の１名増員に繋げられることを期待し、要求を続

けていきたい。さらに平成 30 年度の人事交代に向けて学校管理者の育成が必須であ

る。教育体制が揺らぐことのないよう５年先 10 年先を見据えた計画的な人事計画が

必要である。 

平成 28年度は静岡県主催の専任教員養成講習会が開催されないため三病院からの受

講予定はないが、今後は受講計画を立て三病院との連携をさらに強化する必要があ

る。 

                                (担当:金子) 



（単位：千円）

25年度 26年度 27年度 備考

128,642 138,896 128,582 二市分担金

37,013 49,454 40,084 榛原病院組合負担金

2,724 525 2,985 三病院（均等負担）

19,002 17,784 18,000
授業料（19年度改定102,000円
　　　　23年度改定144,000円）

816 702 672 入学試験検定料（6,000円）

0 0 0
大規模地震対策等総合支援事業補
助金

9,102 9,278 7,495 前年度繰越金

130 141 131

197,429 216,780 197,949

（単位：千円）

25年度 26年度 27年度 備考

19,949 38,716 20,276

30,940 27,823 26,454 施設維持管理費ほか

9,047 9,274 9,505 学校用地借地料（焼津市）

31 105 130 健康管理費、互助会負担金

571 501 325 公用車・施設管理に関わる経費

98,712 104,551 101,900

18,806 20,419 18,379 非常勤講師経費・式典費

2,724 525 2,985 教員養成に関わる経費

7,371 7,371 7,371 元金・利子償還金

188,151 209,285 187,325

1. 実施整備事業 9,606千円

（担当：庶務課）

科目

庶務職員人件費

　平成27年度、例年の継続事業とは別に実施した主なもの又、特記すべきものは次のと
おりである。

教務費

　　  視聴覚教室のAV機器の更新を２年計画とし、昨年に続き今年度は映像部分を実施
    した。

　　　全てのベッドを電動式とし学習環境の充実を図るための経過として２セット追加
　　した。（残り６台）

(3)　教室日射調整フィルムの張替

　　  各学年の教室への夏の日差しが厳しいため、紫外線等をカットし窓側での授業環
　　境の改善を図った。

教員養成負担金

教務職員人件費

　第３節　施設整備状況

使用料

歳入合計

（歳出）

雑入

手数料

県支出金

繰越金

　第２節　決算状況

教員養成費

（歳入）

科目

分担金

負担金

学校庶務費

用地借地費

職員管理費

財産管理費

　　　校内の照明の劣化を考慮し計画的にLED化への更新を行った。

(4)　電動コントロールベッド等の購入

公債費

歳出合計

(1)　合同講義室・校長室空調機更新

　　　空調設備の機器の老朽化に伴い合同講義室の構造にあった、最新式の物とし学習
　  環境への改善を図った。

(2)　視聴覚教室映像設備の更新

(5)　講堂ステージ・職員室の照明更新
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第４節 学生生活の支援  

１．年次担当  

（１）１年次  

 本年度の１年次は、45 名の新入生と１名の原級留置生を加えた 46 名でスタートし

た。現役生は同じ高校出身者のグループや推薦合格者グループなど既にいくつかの

小集団が出来上がって「ライン」でつながっていた。男子２名を含む既卒生７名は、

22 歳から 39 歳と年齢幅があり、大卒者５名、既婚者２名という構成であった。  

 そのほとんどがいわゆる「ゆとり世代」であり、進学のために暗記学習を繰り返

してきている。したがって看護学生に期待される姿に近づくために、クラス運営の

柱を２つ定めた。１つは「学習習慣を身につける」、２つ目は「看護を学ぶ人として

生活する」である。学習日記で毎日の予習復習を促し、学習グループ活動として授

業ノートの見せ合いや試験対策を行った。また、日々の学校生活で生じる問題、課

題に対し、まずは自分たちの考えを出させ、主体的に体験から学ぶよう指導した。  

 入学して２ケ月目の自己評価では「毎日机に向かう習慣がついた」「時間を有効に

使って学習に集中した」「計画的にテスト勉強をした」などの変化が表現された。学

内では看護技術の自己練習に積極的に取り組み姿勢が見られ、この学年のカラーが

少しずつまとまってきた。  

 いくつかの学科試験を終えた秋頃には、再試験を繰り返す学生が固定化してきた。

そこで学習グループを使っての試験対策を強化するとともに、個別に話を聞き精神

的な支援を図った。グループワークによる学習が増えてきて、よい刺激を受けた学

生はその後の個人ワークも頑張れた。一方、参加度の低い学生も目につき始め、時

に不協和音を生み出す原因になったりした。クラス内には主体的に声を発しリーダ

ーシップをとる学生が複数いて、クラス全体を前向きに引っ張っている。既卒生も

一緒に前に立ち、あるいは後ろで支えながら仲間意識を強く持てていた。少し距離

を置いている学生もいたが、最終的には同じ場に立ち努力する体験ができた。  

 １年間を終え、クラス全体が一つになることができた学年だったと思う。原級留

置生には主に副担任が関わるようにしたが、早い時期にクラスになじみクラスの中

で成長できた。もちろん良いときばかりではなかったが、ここぞというときはがっ

ちりまとまり、素晴らしい成果を出してくれた。クラス目標は「100％！」何に対し

ても 100％をめざし 100％の力で頑張ろうという意図があったようだが、本当にその

通りにやってきたと言える。そして看護学生として主体的に学び、看護を志す者と

して生活する姿になれたと思う。 

 46 名中、１名が進級できなかった。「100％進級」の目標は達成できなかったが、  

この１名をクラス全員が応援する気持ちはその学生に 100％届いたはずだ。学年は変

わっても同じ仲間としてこれからも支え合っていくだろう。  

３人の担任はクラスの自主性を信じ、任せてきた。担任同士のコミュニケーショ

ンだけは密に取り合って、現状が把握できるように心掛けた。手をかけず、目をか

けての指導がこのクラスのカラーに合っていたのだと思う。学生たちにはこのクラ

スで良かったといえる１年になってほしいと願っていたが、自分自身も担任をさせ
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ていただいて良かったと深く思う。               （担当：竹田）  

  

（２）２年次 

  ２年次は１年次に学んだ看護の基礎的な知識や技術を土台として、看護過程の思

考など看護実践につなげるより専門的な学びをすすめていく年次である。加えて、

学校行事の中心として周囲と連携し、リーダーシップを発揮していく事を求められ

る。 

 平成 27 年度は進級者 35 名と原級留置者２名の計 37 名でスタートした。既卒者６

名に加え、全員が成人式を迎えることとなる年次であり、大人の学習者として主体

的に学び、一人の人としてもさらなる成長が期待される年となる。クラス目標とし

て「とことん楽しむ、とことん勉強、みんなで進級」を掲げ、学生一人ひとりが妥

協せず、何事にも意欲的に取り組もうというパワーが感じられるスタートとなった。 

  ５月には戴帽式があり、看護師の象徴でもあるナースキャップを戴き、改めて看

護の道を歩んでいく決意を固める機会となっていた。戴帽式当日を迎えるまでは、

どんな式典にしたいかをクラスで話し合い、これまで支えて下さった方々に感謝の

気持ちを表したいとスローガンを決めた。練習を重ね、思い通りにいかない部分も

クラスでまとまり乗り越えていくことができ、素晴らしい式典にすることができた。 

  ７月には「看護過程実習Ⅰ」があり、初めて看護過程の思考を用いて患者様が必

要としている看護を見出すプロセスを、実際の患者様との関わりを通して学んでい

った。そこでは、看護を実践していくために不可欠となる知識・技術の重要性を痛

感した学生も多く、これまでの学習姿勢を見直す機会ともなっていた。  

国家試験対策としては、７回の模擬試験と２回の国試対策セミナーが実施された。

加えて、模擬試験の振り返り方法や試験結果の読み取り方を確認する時間を設け、

効果的に国試対策の学習を進めていけることを期待した。国試対策として指定した

時間は集中して学習に取り組める学生が多いものの、それ以外の学習習慣として主

体的に継続して学習ができた学生はわずかであり、今後の課題となっている。  

10 月には桂花祭や自治体立看護学校球技大会と大きな行事が続いた。それぞれが

自分の役割を意識しつつ、全体にどのように働きかけて連携していくか、難しさも

感じながらチームワークや調整する力を養う機会となっていた。その後の「老年看

護実習Ⅰ」や２月の「看護過程実習Ⅱ」では、さらに自分自身とも向き合い、それ

ぞれの課題解決や目標達成に向けて、どのように取り組んでいくか考える機会とな

っていた。 

自分自身を大切にしつつ、身近なところから、さらに他者へ向けて関心を広げ、信

頼関係を築いていくことができる看護師となっていくことを期待している。これま

で培ってきた感じる力・考える力・伝える力・振り返る力をさらに磨き、その力を

発揮して、この先の３年次に控える臨地実習や国家試験を乗り越えていって欲しい

と願っている。                        (担当：片山) 
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（３）３年次 

今年度の３年次生は 43 名でスタートした。４月のはじめに決めたクラスのスロー

ガンは、「全員で看護師になる～日々一歩前進  学習せざる者ここにいる資格なし～」

であった。今年度の３年次の特徴は「明るく  元気」が強みであったが、反面「こ

れから社会人となっていく意識がやや低い学生が多い」ことが課題として４月当初

あげられていた。課題となっていることについては、強みを活かしながら日々の学

校生活や家庭生活、そして実習の中で患者さんや指導者さん、との関わりを通して

改善し、さらには大人としての成長を遂げられるよう一人ひとりの学生に丁寧に関

わっていった。 

前半３クールの実習が終了し、残念ながら３名の学生が実習不可となり、うち２

名は後半の実習を休学することとなった。また、一人ひとりの課題もあるが、グル

ープ単位での課題も明らかになってきた。それらの課題に対し自分のことであると

いうことを自覚しながら、半年後には看護師になるという覚悟を持って前向きに実

習を進められるよう支援をしていった。実習の合間に行われている国家試験模試に

ついても、合格圏内に到達していない学生は多々おり、後期の実習では、国家試験

に結び付けられるような深い学習も必要となってきた。そのためには、看護実習で

の経験と関連付けて学習を計画的に進めていくことが大切になってくることを意識

しながら実習を進めていった。このような多くの課題に直面している学生達であっ

たが、後期の各論実習から統合実習まで、チーム力をうまく活用しながら、自己の

モチベーションもあげ、看護師になる自分をしっかりイメージし、貪欲に自ら学び

とっていく姿勢が少しずつみられるようになっていった。  

また目先のことに精一杯になってしまい、実習期間中に組み入れた国家試験対策

もなかなか進まず、両立の難しさが浮き彫りとなっていた。先々の予測をし、必要

性は分かるものの先を見据えた行動ができず、目先のことだけにとどまっていた。

そのため、無理に両立することに重きを置かず、混乱を招かないよう、一つずつを

集中して取組ませ、確実に進んでいくこととした。実習が終了し、１月に行われた

客観的臨床能力試験（ OSCE）では、試験で求められていることが十分理解されない

まま試験に臨む学生や、これまで積み重ねてきた学習をパフォーマンス（試験）の

中に表現することができない学生など様々な課題をかかえていることが多かった。  

実習が終了し１月に入り、国家試験対策へと切り替えをしていった。国家試験対

策委員を中心として、合格という目標に向けて一心不乱に学習をしていった。クラ

ス全員で合格したいという思いが強く、誰一人取りこぼすことがないよう、クラス

全体で声を掛け合っていた。また小グループを作って放課後までグループ学習を繰

り返し、教え合う姿が日に日に増えていった。これは、教員から指導されて行う行

動ではなく、各々が進んで行う行動であった。国家試験が近づくにつれ、クラスが

一つになって国家試験に向かっていることが、ひしひしと伝わってきた。しかし、

国家試験模試の結果に効果が表れても、「自分たちはできない。まだ足りない。」と

自信のない様子が見受けられた。努力が結果に表れていることを十分伝え、一人ひ

とりが自信を持てるよう支援をして、国家試験へと向かった。３月 25 日には、第 105
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回看護師国家試験に無事全員合格した。今年も校舎から「看護師国家試験全員合格」

の垂れ幕を掲げて、志太地域の皆様に御報告することができた。学校としましても

嬉しさがこみ上げるとともに安堵する瞬間でもあった。国家試験が終わり、卒業ま

で間近となった時期に、３年次は、国家試験の勉強をどのようにやってきたか自分

たちの学習の軌跡を見せたり、国家試験を乗り越えるためにはどのような心構えが

必要か、１、２年次の後輩たちに伝える時間を設けた。これは教員が依頼したもの

ではなく、学生達が自主的にそのような取り組みをし、国家試験を乗り越えてきた

からこそ、伝えられることを後輩たちに残していきたい、そして頑張ってほしい、

という温かいエールも込められているようにも感じた。  

   ４月に皆で考えた「全員で看護師になる～日々一歩前進  学習せざる者ここにい  

  る資格なし～」という目標は、達成することができた。本来持つ力を自分たちの力   

  で発揮できるに関しては、ここぞという場面で自分たちの力を十分発揮できたとい  

える。その力を実践の場で生かしていってほしいと願っている。  

（担当：福與）  

 

２．入学前オリエンテーション  

 入学前オリエンテーションは、学生が入学後に学修を継続できる支援体制を整え

る一環として、入学前に行っている。内容としては入学準備に関することと臨地実

習を行う病院の紹介と奨学金についての説明である。  

 入学準備に関しては、入学時に必要な書類や感染症検査についての説明、入学後

に必要となるテキストや電子辞書・基礎看護セット・看護技術教材の購入、ユニフ

ォーム類の購入である。病院紹介と奨学金についての説明に関しては、保護者も希

望があれば参加していただいている。詳しい説明を希望されるご家族もおり、個別

で対応した。 

 入学準備に関する内容もできるだけわかりやすく対応したこと、病院紹介も丁寧

に行ったこともあり、時間的には予定時間を 30 分ほど超過した。しかし、しっかり

と理解してもらうことが入学後の準備として大切であるため、来年度は時間配分を

検討していきたい。                      （担当：木島） 

 

３．入学前プログラム 

  入学前の段階として「入学前プログラム」を推薦入学生は５回、一般入学生は３

回行っている。看護学の基盤となる生物、化学、日本語力、数学、物理などの基本

的知識の確認と、学習習慣の継続という目的で始めた。業者とのやり取りで採点し

返却されるパターンが多い中、あえて教員が採点し、やり取りをしている（その効

果については『看護教育』2014 年 12 月号に掲載された）。正確な解答の仕方、字の

書き方、封書の書き方、切手の貼り方などのアドバイスや、頑張れていること、頑

張れていないことへの応援メッセージなどを送った。次第に常識的なことが修正さ

れ、取り組み姿勢にも変化がみられた。ただ採点だけのやり取りでは生まれない、

人間同士のやり取りのなかで生まれてくる効果にも期待が大きい。入学前プログラ
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ムの学習過程で気になる学生は、入学後も学習姿勢が気になる。具体的には、学習

習慣が身につかない、小テストなどの点数が低い、主体的に授業に参加できないな

どである。このように、入学後の学生の把握の一つの材料にもなっていている。  

  入学後のアンケートからは、「丁寧にコメントしてくれるのでやる気につながった」

「コメントがあるだけでやりがいを感じられた」「すごくよく見てくれて嬉しかった」

「やる気が出た」などの感想があった。また、「入学後の学習姿勢や看護学生として

の心構えに役立った」という学生がほとんどであった。今後も入学後の学習の取り

組みなどを観察し、入学前プログラムの内容や成果とつなげていきたい。  

（担当：伊藤）  

 

４．国家試験対策 

  昨年度まで国家試験対策は３年次主担当が３年次を中心に行ってきた。しかし、

今年度「国師対策」は昨年度の国家試験不合格を受けて、学習姿勢の育成を目指し

各年次主担当をメンバーとして全学年が意図的に取り組むこととなった。  

１年次について：学習習慣の確立「勉強の仕方が分からない」という学生もあるが

「自宅では殆ど学習しない、宿題しかしない」という学生も多い、本年度が入学前

プロジェクトなどの様子からも学習習慣がない様子がうかがわれる者があった。ま

た、講義を受ける際もノートやテキスト、資料の活用が同時にはできにくく、自宅

での内容整理の復習が必要である。そのため、学習グループを作り、メンバーが互

いに刺激し合って学習する環境を作り、担任が定期的に提出された学習ノートの点

検を行い、学習の定着化を図った。教員の点検は年間通してコンスタントに実施す

ることが難しいようだった。しかし、自己学習を継続できた学生も多くあった。国

家試験模試も後半に実施し、振り返りの学習を行った。  

２年次について：２年次では、学校の中心になって催事の運営等もあり忙しい状態

ではあるが、国家試験模擬試験の振り返りの方法を指導した。模擬試験の為の学習

準備は行いにくいが、採点結果に関わらず、できない部分をいかに意識的に克服す

るか自覚が持てるよう促した。学習集団としての共有はできにくい傾向がある事も

踏まえ、各個々人が自分の学習を基本として、クラス全体が学習するよう促した。  

３年次について：国家試験対策は、主に３年次担当や教育係長、副校長など在校教

員により実施した。これまで同様、定期的な国家試験問題への取り組みと振り返り

の実施、後半は外部講師による対策講義の実施、休日の校舎使用などは例年どおり

実施した。また、小グループでの担当制も継続した。今年は２年終了時の模擬試験

の結果が芳しくなかった。特に低い位置の学生をアップさせる必要がった。前半は

実習との並行になるが、実習中に国家試験に関連する問題や経験を意図的に促し、

学内期間となったグループでは国家試験問題への取り組みを進め、在校教員が担当

となって支援した。夏季休暇中も課題テストなどを行い、セミナー参加を促した。

後半はクラスの国家試験委員の協力も促しクラスでグループ学習する時間を作った。

互いに教え合う時間の確保と個人学習の時間を別にし、計画的に学習に取り組んだ。

これらの結果、全員合格できた。                （担当：亀澤） 
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５．健康診断  

平成 27 年度健康診断は４月 21 日に実施した。結果は及び対応は以下のとおりである。  

（１）健康診断実施人数  

  １年次 46 名  ２年次 37 名  ３年次 43 名   計 126 名 

（２）実施項目：胸部Ｘ線撮影、血液Ⅰ、検尿、視力検査、身長、体重、血圧  

（３）健康診断結果  

 ・胸部Ｘ線検査での右下肺野胸膜肥厚１名、胸椎変形１名は経過観察とした。  

 ・血液検査での Hb 低値２名、白血球高値４名は、受診を勧め、その結果を踏まえて

生活指導を行った。  

 ・尿検査での尿蛋白陽性１名、尿潜血陽性 11 名は校内でテステープによる再検査を

実施。そこでも異常値の６名に受診を勧め、その結果を踏まえて生活指導を行っ

た。 

・BMI 高値１名に対しては日常生活の見直し、自己管理方法を再確認の促しと指導を

行った。 

・視力検査結果 0.7 未満の学生 18 名に対しては、検査結果についての自己分析と自

主的行動のレポートを提出させた。  

（竹田） 

 

６．カウンセリング  

 目的：学生生活において学習が継続できるよう心身共に健康を守るよう支援する。  

    精神的ストレスに対しては、専門職による相談の場を設け、健康管理の一助

とする。 

 講師：池谷信子（静岡カウンセリング研修センター所属   

         全日本カウンセリング協議会第１級カウンセラー）  

 日程：毎月１回 土曜日（日程は不定期）９:００～（原則）  

 平成 27 年度 実施状況は以下の通りである。  

（１）月別実施状況  

月 人数 月 人数 月 人数 月 人数 

4 月 ２名 7 月 １名 10 月 １名 1 月 １名 

5 月 １名 8 月 ０ 11 月 １名 2 月 １名 

6 月 ２名 9 月 ０ 12 月 ０ 3 月 １名 

                                        

計 11 名 

（２）年次別実施状況（述べ人数）  

1 年次 ０ 2 年次 6 名 3 年次 ５名 
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（３）評価 

  カウンセリングの実施に関する説明は、学年が始まる入学時、履修ガイダンスに

て行い、年２回発行の学校便り「桂花」にもお知らせをしている。学生への周知は

できていると考えられる。また、次回カウンセリング予定日は、前回終了後に掲示

版に表示し、クラス担当からも告知を行っている。希望締め切りは実施前日の正午

までと猶予がある。このような状況だが、希望学生は 11 名と前年よりも減少してい

る。述べ 11 名の学生のうち、２名は継続的に実施してフォローを受けた。  

  相談内容は守秘義務により守られるが、学校として、本人またはご家族の相談も

受け付け、直接的に学習に関係しなくても、学生の学習の継続が行いやすいために

必要な相談は制限をしていない。  

相談者はカウンセリングを受けたことで、自身の考えに気付き、整理され、気持ち

が前向きになっている様子である。  

  教員が聞ける話もあるが、教員や家族には言えない事もある。様子が気になる学

生には、躊躇うことなくカウンセリングが受けられるよう支援していきたい。  

       （担当：亀澤）  

 

７．図書管理の状況 
（１）蔵書数 

 ア．書籍   

項目  

分野別 

H27 年度 参考 

昨年度蔵書数 最終蔵書数 新規受入数 

基礎分野  3,606 冊 ９冊  3,600 冊 

専門基礎/専門分野   6,728 冊 76 冊  6,684 冊 

合計 10,334 冊 85 冊 10,284 冊 

 イ．視聴覚資料        769 点（新規受入数 5 点） 

 ウ．年間定期購読誌      20 誌 

 エ．有料データベース契約状況    １件（最新看護索引検索 Web） 

 

（２）紛失図書 

 ア．紛失図書数 

蔵書点検の時期  紛失図書数 

7 月 4 冊 

12 月 2 冊 

3 月 0 冊 

 イ．紛失図書の推移（12 月蔵書点検時）  

年度 21 22 23 24 25 26 27 

紛失図書数  97 冊 22 冊 38 冊 8 冊 5 冊 1 冊 2 冊 

  昨年度に続き、本年度も年間を通して少ない紛失図書数の推移であった。図書委
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員、図書当番による日々の図書の整理や管理の効果が表れ、紛失図書削減に繋がっ

たと考える。新図書システムが学生へ浸透し、図書室で学習する学生が増えた。学

習環境を整えることを継続し、学校図書室以外に各クラスや実習病院へ図書を設置

する等、より学生が図書を使いやすいように取り組みを続けている。ただ、未だに

貸出手続きをしないで図書室外へ持ち出すケースがあるので、引き続き図書委員や

図書当番とともに紛失図書削減に取り組みたい。  

 

（３）本年度の取り組み  

 ・蔵書点検３回（長期休暇前）  

 ・図書室の防虫（衛生環境の改善）  

・学級文庫の増設（現在の設置状況：１年次７冊、２年次 21 冊、３年次 11 冊） 

・実習病院へ図書の設置（現在の設置状況：焼津市立総合病院；計 39 冊、藤枝市立総合

病院；計 39 冊、榛原総合病院；計 35 冊、藤枝駿府病院； 1 冊） 

・図書当番による図書室の開放と貸出・返却手続きの実施（紛失図書削減に向けて、

平成 22 年度より引き続き実施。）              （担当：庶務課）  
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第５節 学校評価委員会 

平成 17 年度の 10 月に組織化された学校評価委員会は、平成 27 年度の７月３日に第 20

回、２月８日に第 21 回を開催した。 

委員の交替については、有識者として佐野満昭教授が名古屋女子大学を退官され３年

が経過したため、今年度より一言哲也教授に依頼し承諾をいただいた。山崎準二教授に

引き続き委員を継続依頼した。しかし、山崎委員は本業がご多忙のため今年度までで委

員を退かれることになった。平成 28 年度には本委員会発足から長くお世話になった２名

の有識者の委員全てが交替となる。候補に挙げられている１名の有識者の委員は、長年

にわたり本校の非常勤講師をしていただいているベテランの先生である。 

学校評価委員会は、大きくは学校運営と教育活動の評価および学校の将来構想につい

ての検討という、３つの大きな使命を持つ委員会である。 

平成 27 年度の学校評価委員会の大まかな内容を示す。 

① 学生の状況報告 

② 平成 26 年度教育方針と教育事業実施計画 

③ 職業実践専門課程（文部科学大臣認定）について 

④ 平成 27 年度教育事業実施状況及び学生の動向について 

  ④ 職業実践専門課程（文部科学大臣認定）に向けて経過報告 

以上の点についての報告と意見交換がなされた。ご意見をいただき、今後に向けて検

討すべき事項を以下に述べる。 

 

【第 20 回】 

学校の状況について 

○今年度１年次は「46 名」と定員の超過について質問があった。 
辞退者を見込んでの合格者を確保したが、辞退者が少なかったため、定員超過した。定 

員割れした場合は補欠合格者で調整が可能ではという意見もあったが、補欠の合格ライン
があり、それ以下では入学後の学習についていくのは厳しく課題が大きい。やはり、より
多くの受験生から選抜して質を確保しながら選抜していく必要がある。今後は定員厳守に
努めるよう選抜時の工夫が必要であり、本校を多くの人に知ってもらい質の良い受験生の
確保に努めたい。 

 平成 27 年度教育事業計画について 

○人と接する力がない人を、看護師以外の道をどのタイミングで選択させるかを、真剣に考 
えないと、本人も就職先の病院も不幸になってしまう。今後の検討課題としてほしいとい 
う意見をいただいた。 

学校としては、入学したからには、看護師として地域に貢献してもらうのが大前提であ
る。その為に保護者も含め、学校全体で対応している。委員の意見も理解できる。看護師
としての資質に課題がある場合、指導の難しさを痛感している。本人の強みや良さを出せ
る仕事に就く事も必要かと思う。アルバイトなど様々な社会経験を積むことにより他の職
業も視野に入れて進路を考えることを指導している。人は変わる存在であることを信じて
とにかく粘り強く関わること。対処法にこれといった決め手はないと感じている。 

  本来はこういった状況にならないよう、入試で選抜すべきではあるが、出来ない場合は病 
院の試験で判断することも可能ではないかと考える。 

職業実践専門課程（文部科学大臣認定）について 

○委員より将来的には大学を目指したいという意識を持っているなら前向きな話だが、名称

の格好良さだけであれば、認定をもらったは良いが２つの省の狭間で苦労することになる

のでは。杞憂かもしれないが、中途半端でなくしっかり詰めていったほうがよい案件だと
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意見をいただいた。 

   現在、試行的制度であるため直接的なメリットはない。しかし、大学教育は「研究機関」 
から「職業教育機関」へと変化している。専修学校もその職業教育の枠組みの中に入り、 
職業実践専門課程の申請をしていけば、その課程を持っている質の高い学校であるという 
認定がされる。学校運営の自己点検・自己評価を実施することでさらに学校運営や・教育 
活動の質を高めていくことが可能となる。それにより質の良い学生の確保につなげること 
が可能になる。 

学識者の委員からは、認定を受けることにより「職業実践専門課程を持っている質の良
い学校である」とアピールすることが出来るようにはなる。社会的にも「安心できる学校
である」という認定が得られる。看護に限らず、専門的な職業に特化した大学を作りたい
という動きはあり、今後、２つの省からの影響を受けることが出てくると思うと意見をい
ただいた。現在はまだ準備段階であるが、今後は申請に向けて意見を伺いながら準備を進
めていきたいと考える。 

その他の意見 

○「問題のある学生の情報提供」、看護師としての適性や資質の査定と指導の強化、榛原地域

の就職者数の促進などの意見があった。いただいたご意見は今後も継続して取り組んでい

く内容であり、経過を報告させていただく。 

 

【第 21 回】 

平成 27 年度教育事業実施開花および学生の動向について 

○関連地域からの入学生の確保について意見があった。 

学校としても関連地域を重点的に考えている。静岡市との受験の併願が可能となり、静岡

市の受験生が増えていることも事実である。少なくとも島田市立との併願は避けたいことも

あり、調整が困難な現状である。また、関連地域の受験生も静岡市を受験しているため、本

校を選んでもらえる学校となるよう引き続いて PR していく。 

○「指導困難学生」への指導体制について質問があった。 

「指導困難学生」という言葉自体が解決策がないように思えしまう。しかし、学生の情報

や課題の共有、教員間での情報共有と一貫した指導体制の構築、保護者との面談と状況の報

告と共有、第三者によるスクールカウンセリングの実施や専門機関への相談など支援体制を

整えていくことが必要であると認識している。そのような支援により学生にあった適切な方

法を見つけていきたいと考える。 

職業実践専門課程に向けて経過報告 

○委員からは職業実践専門課程のしくみや認定によるメリットがわからないという意見があ

った。 

これについては、病院機能評価のように予算がとれるという直接的な利益は得られない。

しかし、学校の経営や教育活動を第三者により客観的に評価してもらうことで教育の質の改

善が図られることはメリットであると考えれば必要なことである。委員の方は慎重論が多い

が、今後も経過報告をさせていただきながら進めていきたいと考える。認定されることによ

り選ばれる学校となり、質の良い学生の確保につなげることを目指していきたいと考える。 

入試試験問題取り違えについての報告 

○適切なご意見ご指示をいただいた。今後再発防止に努めたい。 

 

以上の意見を参考に、①入学定員 40 名を確保できるような対策を講じること。②指導困

難な学生を引き続き粘り強く支援を継続していく。③職業専門課程の申請に向けて学校関
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係者評価委員会と教育課程編成委員会を行い、準備を進めていく。④卒業後も主体的に行

動できる人材に育てるため工夫を継続し、結果を評価していく。⑤学校の将来構想につい

ては、「学校運営協議会」を組織化し、今後も継続的に検討をしていく。 

委員会での意見を今後に生かしていきたいと考える。 

(担当:金子) 

 

第６節  講師会議 

１．目的 

 １）自己点検自己評価の一環として非常勤講師からの意見を伺い、今後の教育活動や教

育内容の改善を図る。 

２）非常勤講師に本校の教育方針の理解を深めていただくとともに、学校職員との親睦

を図る。 

 

２．出席者 

非常勤講師 15 名  

   学内の職員 13 名 合計 28 名 

 

３．議題 

１）平成 26 年度事業報告および平成 27 度教育方針・教育計画について 

２）当校の考える看護実践を支える４つの力と年次別学習目標 

３）非常勤講師からのご意見・ご要望（アンケート結果）の紹介 

４）質疑・応答・意見交換 

 

４．総括 

 まず、各年次の特徴とクラス方針を伝えることは、学生のレディネス把握の一つとな

り、授業に活かしていけると考える。また、毎年の教育課程検討会においての取り組み

や授業評価などの報告をすることは、本校の教育内容や方法それに対しての評価、改善

という自己点検・自己評価の報告である。講師個々も、学校経営の参画者としての意識

を高めていくことにもつながっていると考える。実際、看護教育の現状や当校の教育方

針、学生の特徴や傾向など把握して授業に臨もうとしてくれていることが伝わってくる。

本当に有難いことである。 

 講師会議は講師同士の意見交換の場として定義し、一人ひとりの講師の考えや意見を

伺うことができた。講師からも直接、他の講師の考えや意見がとても刺激になっている

ことも聞いた。毎年出席していただいている講師もおり、教職員を含め 30 人前後の少人

数の会議ではあるが、参加してくださっている講師の大きな力を感じる。参加できなか

った講師からも、紙面にていろいろな考えや意見を伺うことができている。講師の貴重

な意見に対し丁寧に返信していくことを大事にしていきたい。毎年講師の方々に支えら

れていることを実感させられる会議である。 

（担当：伊藤） 
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第６章 入学 

第 1 節 入学試験 平成 27 年度(平成 28 年度入学生)入試状況について 

１．入学試験の日程と試験内容 

（１）入学試験は、推薦入学試験と一般入学試験である。 

（２）日程: 推薦入学試験 11 月 9 日  

学科試験（国語総合、コミュニケーション英語Ⅰ、数学Ⅰ） 

        面接、集団討議 

         面接時間は一人 10 分 

      一般入学試験  1 月 13 日 学科試験（推薦入試と同様） 

               1 月 14 日 面接、集団討議 

（３）合格者の決定は「入学試験選考基準(推薦・一般)」に基づいて行う。 

 

２．平成 28 年度入学試験の実際 

（１）推薦入学試験 日程、内容は予定通り 

  ①選考基準は、入学試験選考基準に基づき、出願書類、学科試験、面接・ 

集団討議の結果により総合的に選抜する 

 ②結果:志願者数 37 名、受験者数 37 名、合格者数 19 名、入学者数 19 名 

（２）一般入学試験 日程、内容は予定通り 

  ①選考基準は、入学試験選考基準に基づき、出願書類、学科試験、面接・ 

集団討議の結果により総合的に選抜する 

②結果:志願者数 72 名、受験者数 72 名、合格者数 25 名、繰上げ合格者数 7 名、 

入学者数 21 名 

 

３．平成 27 年度入学試験の結果評価 

今年度の入試全体を振り返ると、推薦入試では昨年より受験者数が減った。県

立大学の短期大学部の看護学科の閉科に伴う定員の増員により受験生にとって選

択肢が広がる状況であった。一般入試においては、昨年と同様に静岡市との併願

が可能となり、昨年に比べ、受験者数が増えた。また、例年通り大学との併願者

が多かった。 

推薦入学試験の受験者は、過去数年間は継続的に増加していたが、平成 27 年度

は 37 名の出願者・受験者となり昨年度より 15 名少なかった。本校は指定校制度

は導入していないが、関連地域の複数の高校と安定したパイプを確保している本

校では、推薦入試での高校生の確保が学校の質を左右すると考えられるため、推

薦入試の出願者の量と質を確保することが重要課題である。平成 27 年度は、成績

評定値が 3.0 以下の受験生はいなかった。推薦入試は出身高校の校長推薦である

ため、やはり学業・人物共に質の高い生徒の推薦を願いたい。 

一般入学試験では 72 名の志願者があり 72 名が受験した。(昨年度:65 名志願が 

あり、63 名受験、28 名が合格、入学生 22 名) 結果をみると、推薦応募者は昨年
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度より 15 名減、一般９名増で計６名減になった。減少の理由は、一般入試におい

て静岡市立の看護学校との併願が可能か否かと県立大学の定員増が考えられる。 

今年度の一般入試における、関連市町の受験生の割合は、今年度 84.7％、昨年

度 76.9％、一昨年度 58.2％である。関連市町に絞った意図的な受験生確保対策が、

高い数値につながったとも考えられる。評価として静岡市立看護２校、特に静岡

看護と併願可能な状況より、静岡市の受験生が確実に増加傾向となることは確か

である。関連市町の学生も静岡市内をはじめ県内を受験する数も多い。また榛原

地域では本校より静岡市の方が交通の利便性があり、静岡市を選択する生徒がい

ることも事実である。併願可能か不可能かで年度による差が生じている。今年度

静岡市在住の合格者は３名である。過去のデータでは、静岡市在住の入学生は静

岡市の病院への就職率が高く、本校の設立の趣旨に反する結果を招いている。し

かし、実習などを通して関連地域病院への就職を推奨したい。県内から広く学生

を確保したいとの意図により積極的に入試選抜方法を変えている静岡看護と島田

看護との調整では両校と併願できない日程の調整はむずかしいと考える。本校の

特徴や魅力を積極的に伝え、選ばれる看護学校になるよう検討が必要な課題であ

る。 

結果として入試選考において、推薦入試で 19 名の合格、一般入試の 25 名の合格、

７名の繰上げ合格により 40 名の定員確保ができた。 

 入試全体での県内大学の看護学部の影響についての評価であるが、平成 28 年度よ

り県立大学の定員増も受験生が減少する一因となっている。一昨年は新設した私立大

学への学生の流れがあり、近隣の高校の推薦者数が減少する事態があった。しかし、

昨年度から今年度では以前の状況に戻り、安定した受験生の確保が可能になっている。

高校によっては「専門学校の合格を勝ち取るほうが難関」という複数の関係者の意見

もある。今年度はその新設大学の学生の完成年度であり、国家試験の合格状況により

新たな評価が加わると考えられる。それによって学生の確保がさらに困難になる

ことも予想される。今後も、本校の看護専門学校の特色を前面に出しながら、受験

生の数と質の確保に努力が必要である。 

一昨年、学生の基礎的な計算力が医療安全の意味でも重要視され、国家試験問

題としても出題されるため、学科試験科目を２科目からの選択から数学Ⅰの必須

化にした。社会人の基礎力として態度、対人関係などから看護師としての適性を

見るため個人面接時間を一人７分から 10 分に延長した。３分間の延長について面

接方法や技法の検証し評価する必要がある。３年が経過し、科目変更も面接時間

の延長も、受験生の数の変動には影響していないと評価できる。看護師に求めら

れる能力の変化という時代の要請に対応した適切な判断であったと評価し継続し

ていく。今後は、入学生の質の評価を継続して検討していく必要がある。 
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第２節 入試委員会開催状況 

平成 27 年度(平成 28 年度生)の入試委員会の開催状況 

回数 日時・場所 議   題 入試委員 

1 

平成 27 年 

11 月 2 日(月) 

16:00～ 

応接室にて 

 

 

 

１ 平成 28 年度生 推薦入試要領 

２ 平成 28 年度生 出願状況 

３ 平成 28 年度生 推薦入試試験要領  

４ 推薦入試の日程及び担当者 

５ 集団討議・面接要領 

６ ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、集団討議ﾃｰﾏ、入試事務 

入試委員会の構成 

会議要領より 

 

◎委員長 

校長 原 宏介 

 

副校長兼教務課長 

  金子 秀子 

庶務課長  

  伊藤 俊 

教育係長 

  伊藤 みどり 

主幹兼庶務係長 

  水田 龍之介 

実習調整者 

  亀澤 ますみ 

ｶﾘｷｭﾗﾑ担当補佐 

木島 忍 

 

 

 

2 

平成 27 年 

11 月 16 日(月) 

14:00～ 

応接室にて 

１ 平成 28 年度生 推薦入試の結果 

２ 平成 28 年度生  

合格者の選考について 

 

3 

平成 28 年 

1 月 6 日(水) 

14:00～ 

応接室にて 

 

１ 平成 28 年度生 一般入試要領 

２ 平成 28 年度生 出願状況 

３ 平成 28 年度生 一般入試選考基準 

４ 一般入試の日程及び担当者 

５ 集団討議・面接要領 

６ ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、面接事前調査用紙 

 

4 

平成 28 年 

1 月 25 日(月) 

15:00～ 

応接室にて 

一般入学試験において試験問題の取り

違えがあり、受験生の合否への影響が考

えられたため予定を繰り上げて入試委

員会を実施した。 

１ 平成 28 年度生 一般入試の結果 

２ 平成 28 年度生  

合格者の選考について 
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第３節 入学生の状況 

１．平成 28 年度入学生の男女比(平成 27 年度入学生) 

 全体数 男子 女子 

平成 28 年度 

入学生 

40 名 

(100%) 

2 名 

(5%) 

38 名 

(95%) 

対比 平成 27 年度入学生は、45 名中男子 5 名（11.1％） 

平成 26 年度入学生は、37 名中男子 4 名 (10.8%) 

２．平成 28 年度入学生の地域別内訳 

 全体数 
圏域内 圏域外 

県内 

県外 

 焼津市 藤枝市 牧之原 吉田町 計 

平成 28 年度 

入学生 
40 名 19 名 10 名 1 名 1 名 31 名 8 名 1 名 

（％） 100% 47.5% 25% 2.5% 2.5% 77.5% 22.5% 

  対比 平成 27 年度入学生は、45 名中圏域内 43 名(95.6%) 

平成 26 年度入学生は、37 名中圏域内 32 名(86.5%) 

 

３．平成 28 年度入学生の現役・既卒別内訳 

 全体数 現役生 既卒者 

平成 28 年度 

入学生 

40 名 

(100%) 

34 名 

(85%) 

6 名 

(15%) 

         対比 平成 27 年度入学生は、45 名中既卒者 7 名(15.6%) 

平成 26 年度入学生は、37 名中既卒者 6 名(16.2%) 

 

４．入学生の推移からの評価 

 平成 27 年度、静岡県養成施設指導調査の実施があり、「恒常的な定員超過」という厳

しい書面での指摘があり、定員遵守を優先し慎重な入学選考を行った。結局、１年次生

は原級留置生も含め 41 名となり定員を１名上回る結果となった。静岡市との併願が可

能な状況と近隣進学高校の大学併願により一般入試の受験生が多かったことから辞退

者があったが入学者が 40 名となった。このように読み込みが難しい現状で入学生の数

を県の指導の通りに調整することは、至難の業である。男子と既卒の構成は、男子が２

名、既卒が６名であり男子入学生が少ない。男子学生の入学者を今年度も１割の確保を

目指したが結果２名の辞退があり、昨年よりも少ない結果となった。入学生の圏域内の

学生が 77.5％と例年より 18 ポイントほど低い。また、昨年は榛原地域の学生を多く確

保できたが今年度は少ない。高校訪問等でも榛原地域の訪問範囲を広げて行ったがバラ

ンスの改善は難しい。今後の推移を追いながら、バランスを改善する努力は継続する。 

 入学生の質については、入試と入学前プログラムの情報のみでは推測できず、今後入
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学後の状況を確認していくことが必要である。入学前プログラムでは導入後初めて課題

提出ができない学生が推薦・一般合わせて６名ほどいた。また、学習の取り組み姿勢と

しての学習習慣や継続する力など課題が見えてくる学生もいたので今後の指導の参考

にしたい。 

 

第４節 入学・退学・留年者の状況 

１．入学生および 1 年次生の状況 

 平成 27 年 4 月 8 日に保護者、管理者、副管理者、来賓および関係者を迎えて、入

学式が挙行され 45 名の入学生の入学が、原宏介校長により許可された。平成 27 年

度１年次生は、入学生 45 名に加え、原級留置１名が加わり 46 名で新年度が開始さ

れた。定員からすると、６名の定員超過の状況でのスタートとなった。 

 

２．退学者の状況 

  平成 27 年度の退学者は表１に示すとおり２名であった。昨年度も２名、一昨年度

は３名と近年は非常に減少傾向にあり、大変ありがたい結果となっている。10 年程

前までの退学者は、年平均６～７名であった。「入学した学生を丁寧に育てる」とい

う原校長の方針もあり、学校全体で粘り強く育てる努力をしている。今年度の退学

者は看護実習の単位が取れず、原級留置した学生である。１名の学生は学習も継続

的に行い、努力ができる学生であったが、看護実習では知識の統合ができず実践に

つなげることが困難であった。看護師としての適性や今後の学習への継続が限界で

あると進路変更を希望した。もう１名も看護実習に再チャレンジしたが基礎知識の

不足により単位が取れず、学業の継続困難から進路変更を希望し退学した。保護者

との面談を実施し課題を共有し、学内での個人ワークや担当教員による学習指導及

び主担当による定期的な面談を行い支援を継続した。学校として学生の課題の大き

さに支援の限界や難しさを感じたことも事実である。しかし、今後も校長の意思を

強く受け止め、入学した学生を一人でも多く看護師として養成し、地域医療を担う

人材として輩出するのが本校の大きな役割であることを再認識し、今後も丁寧かつ

愛情をかけて、学生一人ひとりを支援していきたい。 

 表 1 

学年 １年次  46 名 ２年次  37 名 ３年次  43 名 

退学者数 0 2 0 

 

３．原級留置生および休学者の状況 

  平成 27 年度の原級留置生数を表２、休学者数を表３に示す。平成 27 年度の原級

留置者は、１年次１名、２年次２名の計３名であった。昨年度は３名、一昨年度４

名、その前の年が６名と年々減少している。退学者も原級留置者も減少しているこ

とから評価すると、単純に学生の質は確実に良くなっていると考えられる。学校側

から考えると、入学の時点での学生の質の見極めの改善に加え、臨時教員の導入に
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よるマンパワーの強化と、学校全体として手厚く粘り強く支援している点がある。

具体的には学生個々の課題に対して学生本人、ご家族、学校と共有し、教員間でも

課題を共有し継続的に一貫した指導ができるように個々の背景に応じた指導を工夫

している。さらに教授方法の改善による学生の主体性の強化が、それぞれに関与し

ていると考えられる。 

学生個々の原因としては、看護実習の単位が取れないことである。基本的生活習

慣が確立されておらず倫理的な行動がとれない、自分の課題の認識が甘く自己と向

き合えない、対人能力不足等であった。ここでしっかり自分に向き合い課題を克服

していくことは、安易に先に進むことより意味があることは、これまでの学生から

明らかになっている。該当の学生個々に合わせた課題達成の道を学生と共に模索し、

個別の支援をしていきたいと思う。またご家族の理解と協力が得られたほうが、確

実に学生の課題達成に繋がりやすいと思われる。 

   休学者は、３年次の２名であった。休学者２名はそれぞれの課題を克服するため

にバイトなどを通して社会経験から自分の進路と向き合っている。原級留置者３名

に対しては、個々の課題達成ができるよう主担当を中心に支援の輪を広げ、皆で丁

寧に育てていきたい。 

 表 2 

学年 １年次  46 名 ２年次  37 名 ３年次  43 名 

原級留置者数 1 2 0 

 表 3 

学年 １年次  46 名 ２年次  37 名 ３年次  43 名 

休学者数 0 0 2 

(担当:金子) 
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第５節 学生募集・広報活動 

１．一日体験入学  

  地域に貢献する看護専門職を目指す質のよい学生を確保するため、多くの高校生

や社会人に当校の魅力を知ってもらうことが必要である。そのため、８月１日(土)

に、学生募集事業の一環として一日体験入学を実施した。平成 27 年度は、昨年度の

検討から高校生や社会人の方にも時間の都合がつけやすいよう土曜日の午前、午後

の２回実施することになった。 

【参加者の内分け】 

対 象 
今年の人数 

（午前+午後＝合計） 
昨年の人数 昨年との比較 

高校生 46＋22＝68 名 75 名     7 名減 

社会人 8＋12＝20 名 15 名 5 名増 

不明 アンケート未提出２名 1 名 1 名減 

合 計  54 +34 =88 名 91 名 3 名減 

【実施内容】 

（１）時 間・午前：8:30～11:30   ・午後：13:30～16:30 

（２）内 容：講話(中部看護学校の特色と魅力) 

模擬授業（形態機能学＜話す＞） 

      卒業生体験談 

校内案内 

看護技術の見学・体験（血圧測定・ベッドメイキング・手洗い） 

 在校生との懇談会 

個別相談 

【参加者のアンケートから】回収率 97.7％ 

・講話や模擬授業に関しては殆どの参加者が「とても良い」「よい」として熱心に聴

いていた。特に講話では本校の特徴、模擬授業では新たな事を知って驚いている

参加者が多く、看護学校での形態機能学の講義の様子を新鮮に受け止めていた。 

・卒業生の体験談は、専門学校での学びの大切さや先輩や仲間の存在の大切さ等が

聞けたことで、看護学校でのイメージができた。また卒業後の実際に臨床で働い

ている看護師と責任や遣り甲斐、難しさ等を感じ働く姿がイメージでき看護師へ

の意志が新たになったという参加者もあった。 

・１・２年次の先輩学生との看護技術体験では、実際に学生と一緒にシーツを掛け

ることや、血圧をスムースに測定されたことに「すごい」と感じ、優しく教えら

れたことにも看護学生らしいとか、先輩の雰囲気がいいなどの印象を持っていた。 

・懇親会は在校生、高校時代の先輩などの直接話ができ、学生らしい質問や意見交

換ができた様子で「ためになった」「受験の参考にする」などの意見が多くあった。

在校生が参加者に対し「優しく気遣い、声を掛けてくれた」ことや、「とても丁寧

で優しかったことが嬉しかった」などの言葉があった。 
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【次年に向けて】 

  平成 27 年度、午前、午後の 2 回に変更したが参加者数は増加しなかった。次年度

は日程を変えて金曜日の午後と土曜日の午前に実施する。また、例年保護者の方の

参加が増えているため、保護者への対応もできるよう検討したい。   

                 (担当：亀澤) 

 

２．学校見学会  

学校見学会は、一日体験入学に参加できない本学進学希望者に本校の概要・特色 

等をＰＲし、学生募集を補完すること。又、看護職を希望する人の多くが比較的低

年齢期にその希望を持ち始めることなどを考慮して、一日体験入学の対象とならな

い中学生以上まで対象を広げて実施をした。前年と同様に８月の夏休み期間中に２

日間（午前･午後計４回）と９月・11 月・12 月の３回、合計７回実施をした。所定

の日には都合のつかない人のため随時の学校見学にも応じた結果、参加者総勢 127

名であった。学校見学会では本校の概要、特色を口頭及びビデオやパワーポイント

で紹介した後、校内の各施設の見学をし、最後は個別の相談の応答を行なった。 

＜実施日＞   

平成 27 年 ８月 18 日（火）：（午前・午後） 

平成 27 年 ８月 19 日（水）：（午前・午後） 

平成 27 年 ９月 18 日（金)：（夕方） 

平成 27 年 11 月 19 日（木)：（夕方） 

平成 27 年 12 月 18 日（金)：（夕方） 

 

 

３．進路相談・高校訪問等  

（１）進路説明 

地区 月日等 会場 担当 相談件

数 中 部 27 年 7 月 4 日

13:00-16:00 

グランシップ 

静岡県看護協会会館 

伊藤・木田・亀澤・福與  56 

 
 

（２）高校訪問    ※高校訪問担当 副校長・庶務課長 

① 夏季 13 校 

月日 地区 高校名 月日 地区 高校名 

6 月 22 日 志太地区 

 

焼津水産高等学校 6 月 22 日 榛原地区 榛原高等学校 

6 月 27 日 焼津高等学校 6 月 22 日 相良高等学校 

6 月 22 日 焼津中央高等学校 6 月 26 日 島田地区 島田商業高等学校 

6 月 22 日 藤枝西高等学校 6 月 26 日 島田高等学校 

6 月 19 日 藤枝北高等学校 6 月 26 日 静岡地区 

 

常葉学園高等学校 

6 月 22 日 清流館高校 6 月 26 日 静岡大成高等学校 

― 

 

― ― 6 月 26 日 菊川市 常葉学園菊川高等学校 



- 89 - 

② 冬季  ４校 

月日 地区 高校名 

 

11 月 28 日 

 

志太地区 藤枝西高等学校 

清流館高等学校 

その他 池新田高等学校 

 常葉学園菊川高等学校 

 

（３）進路相談会 

期日 会場 主催 出席者 相談人数 

 4 月 28 日 グランシップ 昭栄広報 金子副校長 27 

 4 月 29 日 東京ｱｶﾃﾞﾐｰ静岡校 東京ｱｶﾃﾞﾐｰ 金子副校長 21 

 5 月 13 日 島田市地域交流ｾﾝﾀ

ｰ 

昭栄広報 金子副校長 1 

 5 月 19 日 藤枝北高等学校 さんぽう 金子副校長 7 

 5 月 21 日 清流館高等学校 

 

昭栄広報 伊藤教育係長 31 

 6 月 19 日 藤枝北高等学校 さんぽう 金子副校長 5 

 6 月 27 日 

 

焼津高等学校 さんぽう 金子副校長 4 

 10 月 06 日 藤枝市文化ｾﾝﾀｰ 

 

ﾗｲｾﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 金子副校長 14 

12 月 04 日 本校 さんぽう 伊藤教育係長 3 

2 月 17 日 藤枝市文化ｾﾝﾀｰ 

 

ﾗｲｾﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 金子副校長 14 

2 月 12 日 焼津水産高等学校 昭栄広報 木島教員 

係長 

8 

3 月 11 日 清流館高等学校 

 

ﾗｲｾﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 伊藤教育係長 58 

3 月 11 日 ﾂｲﾝﾒｯｾ静岡 ﾗｲｾﾝｽｱｶﾃﾞﾐｰ 金子副校長 12 
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第７章 卒業・就職・進学 

第１節 卒業・就職・進学状況 

 １．平成 25 年度入学生の３年間の在籍状況 

平成 27 年度卒業生の主な構成要員である平成 25 年度入学生の３年間の在籍状

況を表１に示す。 

表１  平成 25 年度生の３年間の在籍状況  

在籍者 女 男 原級留置 休学（再掲） 退学 

1 年次 

  47名 

25 年度 

入学生 

38 名 

 

6 名 

 

2 名 

 

1 名 

 

1 名 

 

24年度生 2 名  2 名   

23年度生 1 名   1 名 1 名 

2 年次 

  45名 

25年度生   35名   6 名    1 名        

24年度生   4 名     1 名   

3 年次 

  43名 

25年度生   34名   6 名       1 名 2 名  

24年度生   3 名     

卒業 

  40名 

25年度生 32 名 5 名  

 24年度生   3 名    

平成 27 年度の卒業生は、主に平成 25 年度入学生である。入学からの在籍状況を

追跡すると、44 名の入学生は３名の原級留置学生と合わせて 47 名でスタートした。

44 名の入学生のうち２名が対人関係能力やコミュニケーション力の不足、学習不足

などにより原級留置となったが１名は退学した。また１名は看護師への意欲が低下

し、進路変更を視野に休学に入った。 

この年度の入学生は入学前プログラムを導入しての初めての入学生である。基礎

学力の強化と学習習慣の定着を目的とし実施した。諦めず、粘り強く頑張ることは

できたが、未修得単位があり次年度の履修となった学生もいた。しかし、２年次で

は全員が未修得単位を修得することができた。学生のやればできる力も評価される

が、教員による学習サポート体制が効果的だったと評価できる。２年次では専門的

な科目となり看護実践の根拠となる知識と看護実践の統合力を学ぶが、看護実習で

単位修得ができず１名が原級留置となった。３年次になり看護実習では社会人とし

てのルールやマナーに関する倫理観が重要になるが、基本的生活習慣が整わず看護

実習での目標が達成できず課題となる学生もいた。コミュニケーション能力が不足

しており対人関係能力の不足が課題となり原級留置となった。３名の学生が休学や

原級留置となったが、保護者と課題を共有することと学生個々の状況を考慮した面

談を行い課題に応じた休学期間の過ごし方について支援を行った。今後の学生の成

長を見守りたい。社会人としての力はつけていかなければ、大人としての自立が困

難となる。広く社会人を育てるという心構えを持ちつつ支えながら、そのことも含

めて本校の評価につなげていく必要がある。 
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 ２．平成 27 年度卒業生の就職・進学等の結果 
                                        

表２  平成 27 年度卒業生の就職・進学状況  

進  路 卒業生 40 名     内  訳   

就 職 40 名 

焼津市立総合病院 15 名（2 名） 
38 

（95％） 
藤枝市立総合病院  20 名（3 名） 

榛原総合病院  3 名 

その他県内医療機関 2 名 2 

(5％) 県外医療機関 0 名  

参考）他の県内病院 2 名 (静岡県立こども病院、静岡市立静岡病院) 県外の病院  0 名  

     ＊( )は男子学生数 再掲 

  平成 27 年度の関連病院への就職者は、95.0％と高率で昨年と同様で本校の使命である

地域医療の貢献という点で使命を果したと考える。今年度は 38 名の卒業生が関連病院

へ就職している。これは他校と比較するとかなりの高率である。今後は、関連３病院へ

の就職者のバランスができる限り均衡化するよう、学校としての努力も必要であろうと

考える。したがって、関連市町のバランスを保った受験生の確保ができるよう、高校訪

問等での可能な限りの努力が必要であろうと考える。 

第２節 進路選択への支援 

１．進路調査状況 

月 内  容 結   果 

4 月 

 

就職、進学希望の調査実施

（アンケート） 

奨学金を受けていない学生は、就職先 

等決定していず迷っている。 

6 月 

 

就職試験後、発表後調査用

紙に記入（試験・面接内容） 

就職試験が近く、現実的になっている。 

迷っていた学生もほぼ進路は決定した。 

9 月 ほぼ就職内定 

 

 

２．就職説明会の実施 

  ２年次の看護過程実習Ⅰ前６月に１回と３年次の本格的な実習開始前４月の１回

の就職説明会を実施した。１年次には入学前のオリエンテーションの際、３病院の

奨学金を中心にした説明を行っている。今年度は特に保護者の参加も可能とした。

10 名ほどの参加があった。本校の就職説明会は、関連市町の病院である焼津市立総

合病院、藤枝市立総合病院、榛原総合病院の看護部より担当者を招いて実施してい

る。特に３年次は、就職が現実的となり、特に熱心に各ブースでの個別相談に参加

していた。事前には必ずオリエンテーションを行い、就職先は自分の将来を決める

鍵、なりたい看護師像を描き慎重に選択してほしい旨を伝えている。 

                               (担当:金子) 



- 92 - 

第８章 地域社会等との交流、後援会 

第１節 桂花（学校便り） 

保護者や実習施設、非常勤講師など学校関係者に、学校の情報提供を目的として学校

便り「桂花」を年２回（春号・冬号）発行している。家庭でも学生から学校の様子を聞

いていると思われるが、改めて学校の様子を知る機会となる。内容は、職員の紹介や学

校行事の様子、各年次の様子、保護者の皆様のご意見の紹介などである。当校では、各

年次の保護者の皆様に学校へのご意見を定期的に伺っている。その中には学校へのご質

問もある。学校便りに学校からの返信を載せることで、保護者の皆様のご意見やご質問

に対してお応えする努力をしている。自己点検・自己評価の一環として、外部評価とし

て保護者の意見は貴重であるため、大切にお応えしたい。毎回同じような内容ではある

が、楽しんでいただけるように、そして学校を身近に感じていただけるような学校便り

にしていきたい。  

（担当：木島）  

 

第２節 戴帽記念講演会および卒業記念講演会 

１．戴帽記念講演会  

平成 27 年 5 月 1 日、宝塚市立病院 緩和ケア病棟でチャプレンとカウンセラーとして活

躍されている沼野尚美先生をお迎えして、戴帽記念講演会を開催した。戴帽記念講演会

は戴帽式に先立ち自分の歩む道について考える機会にすると共に、当校の育てたい学生

像につながる看護者としての感性を磨くことを目的としている。 

沼野先生は、30 年以上チャプレンとカウンセラーとして多くの患者様の死への旅立ち

に寄り添ってきた経験を、「 共に支え、共に生きる 」というテーマで語っていただい

た。先生の明るい、そしてユーモアを交えた語りで、学生たちは楽しく、そしてじんわ

りと染み入るような感動を感じているようであった。特にマザーテレサが一人の方のそ

ばにいるのはごく短時間であるのに、その時の関心の全てをその方に注ぐことで、その

方は一人の尊厳をもった人として旅立てるという語りがあった。学生たちは、自分たち

の日常を振り返り、五感の全てを駆使して関わっていきたいという思いを持ったようで

ある。戴帽式の練習をすることで看護師になりたいという気持ちを固めつつある学生に

とって、看護の豊かさにつながる戴帽式にふさわしい講演であった。  

        （担当：木島）  

 

２．卒業記念講演会 

  卒業記念講演会は、「専門職業人として広い視野を持ち、看護師としての感性を豊かなも

のとする。夢に向かって看護の道を進んでいく意欲を高める。」という目標のもと３月に開

催している。  

平成 27 年度の卒業記念講演会は、長野県看護大学の名誉教授であり、看護倫理や保健

師や看護学生に対する放射線防護の教育にも携わられている小西恵美子先生をお招きし
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た。小西先生は看護倫理を中心に看護教育の第一線で活躍されてきた先生であり、先生

の経験を交えながら看護の原点とも向き合う「看護倫理 ～育もう看護の力～」という

テーマでお話をいただいた。看護倫理について、先生のご経験や学生の事例に基づいて、

わかりやすくお話して下さり、人間にとって根源的に大切なものに価値をおいて看護実

践することの重要性を教えて頂いた。また、医師中心の看護から患者中心の看護への歴

史のお話や映画の視聴により、学生達は、改めて患者中心の看護をしていきたいという

思いを強くしたようである。「徳」の大切さを感じられるような先生の温かなメッセージ

は、学生達の心に響いたと思う。卒業生は勿論のこと在校生にとっても、看護の道を進

んでいく意欲が高まるような素晴らしい講演会となった。  

                 （担当：木田）  

 

第３節 自治体立看護学校球技大会 

10 月３日 秋空の下、自治体立看護学校第 23 回球技大会が静岡北部体育館にて開催

され、１・２年次が出場した。大会までの間、各学年とも多くの学科試験が予定されて

いたが時間を作って練習に取り組む姿があった。バレー、バスケは各サークルが中心と

なり、チーム一丸となって初戦突破を目指し頑張っていた。長縄や山越え谷越えでは２

年次が１年次にコツを伝え、作戦を練り日々工夫していた。 

大会当日、バレーではサービスエース 

やバックアタックが決まり、接戦を繰り 

返した。バスケでは１年次２年次がそれ 

ぞれチームを組み、思わず「うまい！」 

と唸るような連係プレーが見られた。残 

念ながらバレー、バスケともに惜しくも

初戦敗退であったがみんなの応援にも

熱が入り、良いチームプレイができた戦

いであった。そして長縄では２年次チー

ムが安定感のある縄回しとジャンプで

優勝、１年次もこれまでの自己最高回数を更新する結果であった。山越え谷越えでは２

年次チームがミスのないボール渡しで見事優勝を果たした。１年次チームも先輩に負け

じと大健闘し、練習の成果が発揮されてい

た。また、裏方として審判やスコア係、昼

食のゴミ集めに至るまで楽しんで役割を果

たし、主体的に行動できていたのも立派で

あった。 

大会までの練習の積み重ねの大切さ、リ

ーダーシップ、メンバーシップの必要性な

ど多くのことをこの大会を通じて学べた。 

                               

（担当：竹田）                        
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第４節 桂花祭（学校祭） 

 

平成 27 年 10 月 10 日の初秋の快晴の中、桂花祭が開催された。今年度の桂花祭のテーマ

は「つなげよう 広げよう 地域の輪～あたたかい看護～」でした。看護は人との関わり

が大切です。メインテーマには、自分たちがこれまで育ってきた過程の中で家族や地域の

方々など、さまざまな人たちに支えられてきたこと、この桂花祭を通してふれあい、親交

を深めたいという思いが込められていました。また、サブテーマである「あたたかい看護」

には患者様一人ひとりに思いやりのこころを持って関わっていきたいという思いが込めら

れていました。クラス全員で決めたこのテーマの中には学生の思いが込められていました。 

平成 27 年度は地域を意識して、地域のゆるキャラであるやいちゃん、フジえさん、おか

べぇに来ていただき、一緒に写真撮影を行うコーナーを設けました。近くで見るゆるキャ

ラに来場者の子どもから大人まで笑顔が溢れていました。また、今年は津軽三味線と泰樹

節の方々にきていただき、日本の伝統楽器や踊りに触れる貴重な機会となりました。 

講堂のステージでは、学生自作の短編のスライドの上映、２年次有志による男装女装に

よるファッションショー、バンドによる演奏を行いました。今年度は講堂に人を呼ぼうと

実行委員が企画を行い、その結果多くの来場者がステージ発表を観覧して、大成功となり

ました。 

コミュニティ毎に看護学校ならではの血圧測定や身体測定では健康相談をする来場者も

おり、また足浴に癒されていた来場者の方々の笑顔に嬉しく思いました。他にもおにぎり、

ワッフル、黄金まんじゅう、からあげなどの食品販売も行いました。学生たちはみんな明

るい笑顔で来場者に元気を届けていたようです。ゲームコーナーは学生の手作りで来場者

を楽しませてくれていました。毎年恒例のバザーの品は職員、学生から募り、朝からバザ

ーにたくさんの人が集まり大盛況でした。そのため、短時間の内に商品がなくなってしま

うため、急遽２回に分けて実施しました。 

３年次は実習中のために１・２年次が中心となり、コミュニティ毎の準備が進められて

いましたが、当日は３年次も協力してくれていました。２年次も実習前後に桂花祭の準備

に追われましたが、メリハリをつけて主体的に取り組むことができていました。１年次は、

来年は自分たちが主体になるという視点で２年次の様子を見ていたようです。コミュニテ

ィのメンバーは、この桂花祭で学年を超えたつながりが深まったようです。 

桂花祭の年次別目標としては、１年次はコミュニティ毎役割意識を持ってメンバーシッ

プのとれた行動ができていました。２年次は桂花祭の主体となる学年であり、実行委員を

中心にクラス全員で協力し、リーダーシップ・メンバーシップが発揮され、１年次３年次

にも自分たちから協力要請ができており、責任を持った行動がとれていました。３年次は

先輩として助言など後輩育成のために関わってくれていました。どの学年も来場者に対し

て暖かな笑顔、優しい心をもって迎えることができていました。また今回のテーマでもあ

る学生の家族の方にも多く来場していただき、また地域の方々へも学生のこれまでの感謝

が伝わるおもてなしができ、「つなげよう 広げよう 地域の輪～あたたかい看護～」に込

めた思いが皆さまに届けられたのではないかと思います。 

               （担当：吉田）  
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第９章 教員の教育・研修活動・研修参加 

 

 看護基礎教育において看護教員の資質向上が求められている。看護教員は各専門領域の研

修や学会参加、各看護学校主催の研修、県主催の継続研修、看護師養成機関連絡協議会主催

の研修、教務担当者研修会などへの参加を通し自己研鑚に努めている。看護教員は日々、講

義や実習指導及び学生の生活指導など多忙を極めている現状ではあるが、常に先進な知識と

情報を得ながら指導に当たる責任があると考える。以下に示した表は教務課看護教員が参加

した研修である。また、所属研究会や学会についても示した。 

第１節 公費での研修状況 

１．平成 27年度（１人１回の研修） 

参加者 日 程 学会・研修名 開催地 

金子 秀子 ９月８･９日 第 46回日本看護学会学術集会（看護管理） 福岡市 

木島 忍 ８月８･９日 日本災害看護学会第 17回年次大会 仙台市 

伊藤みどり ８月 18･19日 日本看護学教育学会第 25回学術集会 徳島市 

亀澤ますみ ９月５･６日 日本家族看護学会第 22回学術集会 小田原市 

木田 文子 12月５･６日 第 35回日本看護科学学会学術集会 広島市 

竹田 直子 ６月 13･14日 日本老年看護学会第 20回学術集会 横浜市 

櫻井 恵真 ６月 13･14日 
日本老年看護学会第 20回学術集会 

横浜市 

若森 陽子 ８月６・７日 第 46回日本看護学会学術集会（看護教育） 奈良市 

後藤 治美 ８月６・７日 第 46回日本看護学会学術集会（看護教育） 奈良市 

片山 聖治 ６月 12・13 日 
第 17回日本医療マネジメント学会学術総

会 
大阪市 

福與 彩子 ９月２･３日 
第 46回日本看護学会学術集会 

（慢性期看護） 
郡山市 

吉田五百枝 

７月 31日～ 

１月 29日 

e ラーニング、集

合研修、実習等 

平成 27年度訪問看護師養成講習会 静岡市 

竹田 直子 

後藤 治美 
８月 25～27 日 

平成 27年度静岡県看護教員継続研修 

（成長段階別研修） 
静岡市 
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第２節 看護教員の自己研修参加状況 

１．学会・研修 

金子秀子 

月日 学会･研修名 開催地 

4 月 29日 
教員のための国家試験対策セミナー 

東京アカデミー 
静岡市 

6 月 12日 

静岡県看護師等養成機関連絡協議会講演 

「看護倫理をどう教えるか」 

講師：小西恵美子先生 鹿児島大学医学部客員教授 

静岡市 

8 月 6 日 日本看護学校協議会 学会 大阪市 

8 月 18・19日 日本看護学教育学会第 25回学術集会 徳島市 

8 月 25～27日 

看護教員継続研修 成長段階別 

「教える人としての私を育てる」 

～授業デザインと授業リフレクション～ 

講師：目黒悟先生 藤沢教育文化センター主任研究員 

静岡市 

9 月 5 日 

静岡県看護教員継続研修 トピックス研修 

「多様な背景を持つ学生の理解と教育指導」 

講師：原清治先生 佛教大学教育学部 

静岡市 

9 月 12日 
認定看護管理者会 

第 3回東海地区ブロック研修会 
静岡市 

11月 14日 

静岡県看護師等養成機関連絡協議会講演 

「協調的学習を展開するために」 

～看護学生の多様化にどのように対応するか～ 

講師：三浦真琴先生 関西大学教育推進部 

静岡市 

1 月 9 日 
認定看護管理者会 

第 4回東海地区ブロック研修会 
名古屋市 

2 月 6 日 

静岡県看護師等養成機関連絡協議会講演 

「看護理論を活用した実習指導Ⅱ」 

～実践編～ 

講師：古川文子先生 静岡県立大学看護学部 

静岡市 

3 月 12日 静岡県看護協会志太榛原地区支部研修会 牧之原市 

伊藤みどり 

月日 学会･研修名 開催地 

4 月 7 日 国試対策セミナー 東京アカデミー静岡校 静岡市 

5 月 9 日 
浜松市立看護専門学校教員研修 「看護実践力の評価」茨木大

学教育学部准教授 新井英靖先生 
浜松市 
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6 月 7 日 
静岡県看護師養成機関連絡協議会研修会 「看護倫理をどう教

えるか」鹿児島大学医学部客員研究員 小西恵美子先生 
静岡市 

8 月 7 日 

富士市立看護専門学校 監護教育研修会 「起きていることを

大切にした実習指導について ～授業リフレクションの基本

的な考え方～」 川崎市立看護短期大学 永井睦子先生 

富士市 

8 月 5 日 
看護教員継続研修（トピック研修） 「多様な背景を持つ学生

理解と教育指導」 佛教大学教育学部 原清治先生 
静岡市 

11月 14日 

静岡県看護師等養成機関連絡協議会研修会 「協調的学習を展

開するために～看護学生の多様化にどのように対応するか～」  

関西大学教育推進部教授 三浦真琴先生 

横浜市 

木島 忍 

月日 学会･研修名 開催地 

4 月 29日 教員対象看護師国家試験対策セミナー（東京アカデミー） 静岡市 

5 月 9 日 看護実践能力の評価 浜松市 

7 月 18日 
日精看静岡県支部研修会 

発達障害・精神科で働くための法律 
静岡市 

8 月 23日 
日精看研修 

異和感の対自化・プロセスレコード 
東京都 

11月 22日 パフォーマンス評価の導入と活用の決めて 東京都 

12月 12日 認知行動療法 浜松市 

1 月 23日 退院支援に関する社会資源を知ろう 静岡市 

竹田直子 

月日 学会･研修名 開催地 

5 月 9 日 
浜松市立看護専門学校教員研修「考える看護学生を育む授業づ

くり 意欲と主体性を引出す指導方法」 
浜松市 

6月 13日 14日 日本老年看護学会 第 20回学術集会 横浜市 

8 月 7 日 

富士市立看護専門学校 監護教育研修会 「起きていることを

大切にした実習指導について ～授業リフレクションの基本

的な考え方～」 川崎市立看護短期大学 永井睦子先生 

富士市 

8 月 9 日 「老年看護学」の授業展開と演習・実習の進め方 東京都 

8 月 17日 

 

静岡県自治体立看護学校協議会 教務担当者研修会 

「ルーブリック評価について」 

「看護教育における協同学習の意義」 

静岡市 
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8 月 25～27日 
静岡県看護教員継続研修「教える人としての私を育てる 

～授業デザインと授業リフレクション～」 
静岡市 

1 月 31日 
看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム in静岡 ～考えよう‼ 

「わがまちの医療・介護・福祉の未来」～ 
浜松市 

2 月 6 日 
静岡県看護師等養成機関連絡協議会 第３回研修会「看護理論

を活用した実習指導Ⅱ」 
静岡市 

3 月 8 日 
第２回静岡県看護協会・看護連盟合同研修会「政策（新オレン

ジプラン）と看護」～“暮らし”の場での認知症看護～ 
静岡市 

亀澤ますみ 

月日 学会･研修名 開催地 

4 月 12日 抗加齢医学会  指導者講習 東京都（大手町） 

4 月 29日 
教員のための国家試験対策セミナー 

東京アカデミー 
静岡市 

5 月 24日 「腸内フローラについて」藤田先生 静岡市 

7 月 25日 女性心身医学会 発表 東京都(御茶ノ水) 

8 月 6・7 日 日本看護学校協議会 学会 発表 大阪市 

8 月 8 日 
意志ある学び‐未来教育プロジェクト全国大会 

「アクティブラーニングを超えて・・・」 
横浜市 

 

8 月 17日 

 

静岡県自治体立看護学校協議会 教務担当者研修会 

「ルーブリック評価について」 

「看護教育における協同学習の意義」 

静岡市 

10月 25日 第 13 回 更年期と加齢のヘルスケア学会 東京都（中野） 

11月 1日 抗加齢医学会 指導者講習 東京都（大手町） 

11月 22日 パフォーマンス評価の導入と活用の決めて 東京都 

1 月 31日 抗加齢医学会 指導者講習 東京都（大手町） 

木田文子 

月日 学会･研修名 開催地 

 

8 月 7 日 

 

富士市立看護専門学校 監護教育研修会 「起きていることを

大切にした実習指導について ～授業リフレクションの基本

的な考え方～」 川崎市立看護短期大学 永井睦子先生 

富士市 

 

8 月 17日 

 

静岡県自治体立看護学校協議会 教務担当者研修会 

「ルーブリック評価について」 

「看護教育における協同学習の意義」 
静岡市 

9 月 5 日 

静岡県看護教員継続研修 トピックス研修 

「多様な背景を持つ学生の理解と教育指導」 

講師：原清治先生 佛教大学教育学部 

静岡市 

12月 5日・6日 第 35 回 看護科学学会 学術集会 広島市 
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片山聖治 

月日 学会･研修名 開催地 

4 月 29日 
教員のための国家試験対策セミナー  

東京アカデミー静岡校 
静岡市 

5 月 9 日 看護実践能力の評価 浜松市 

8 月 7 日 

富士市立看護専門学校 看護教育研修会 

「起きていることを大切にした実習指導について 

～授業リフレクションの基本的な考え方～」 

川崎市立看護短期大学 永井睦子先生 

富士市 

8 月 8 日 

意志ある学び‐未来教育プロジェクト全国大会 

シンクタンク未来教育ビジョン 

「アクティブラーニングを超えて・・・」 

横浜市 

8 月 17日 

静岡県自治体立看護学校協議会 教務担当者研修会 

ルーブリック評価について」 

「看護教育における協同学習の意義」 

静岡市 

2 月 6 日 
静岡県看護師等養成機関連絡協議会 第３回研修会「看護理論

を活用した実習指導Ⅱ」 
静岡市 

福與彩子 

月日 学会･研修名 開催地 

4 月 29日 
教員のための国家試験対策セミナー 

東京アカデミー 
静岡市 

8 月 8 日 未来教育全国大会 シンクタンク未来教育ビジョン 横浜市 

8 月 17日 

富士市立看護専門学校 看護教育研修会 「起きていることを

大切にした実習指導について ～授業リフレクションの基本

的な考え方～」 川崎市立看護短期大学 永井睦子先生 

静岡市 

9 月 2、3 日 日本看護学会学術学会 慢性期看護 学術集会 福島市 

11月 14日 

静岡県看護師等養成機関連絡協議会講演 

「協調的学習を展開するために」 

～看護学生の多様化にどのように対応するか～ 

講師：三浦真琴先生 関西大学教育推進部 

静岡市 

吉田五百枝 

月日 学会・研修名 開催地 

7 月 31 日～ 

1 月 29 日 
平成 27 年度訪問看護養成講習会 静岡市 

5 月 9 日 看護実践能力の評価 浜松市 

8 月 7 日 
「起きていることを大切にした実習指導に向けて」 

～授業リフレクションの基本的な考え方～ 
富士市 
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8 月 17 日 
「ルーブリック評価について」 

「看護教育における協同学習の意義」 
静岡市 

8 月 21 日 在宅看護論担当者意見交換会 焼津市 

11 月 14 日 
協調的学習を展開するために 

～看護学生の多様化にどのように対応するか～ 
静岡市 

11 月 22 日 第 5 回日本在宅看護学術集会 東京都 

1 月 31 日 
看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム in 静岡 

～考えよう！「わが町の医療・介護・福祉の未来」～ 
浜松市 

2 月 6 日 「看護理論を活用した実習指導Ⅱ」～実践編～ 静岡市 

櫻井恵真 

月日 学会･研修名 開催地 

5 月 9 日 看護実践能力の評価 浜松市 

6 月 13・14 日 
日本老年看護学会 

第 20 回学術集会 
横浜市 

8 月 7 日 
「起きていることを大切にした実習指導に向けて」 

～授業リフレクションの基本的な考え方～ 
富士市 

8 月 17 日 
「ルーブリック評価について」 

「看護教育における協同学習の意義」 
静岡市 

11 月 14 日 
協調的学習を展開するために 

～看護学生の多様化にどのように対応するか～ 
静岡市 

1 月 31 日 
看護がつなぐ地域包括ケアフォーラム in 静岡 

～考えよう！「わが町の医療・介護・福祉の未来」～ 
浜松市 

2 月 6 日 「看護理論を活用した実習指導Ⅱ」～実践編～ 静岡市 

若森陽子 

月日 学会･研修名 開催地 

5 月 9 日 
浜松市立看護専門学校教員研修 「看護実践力の評価」茨木大

学教育学部准教授 新井英靖先生 
浜松市 

6 月 7 日 
静岡県看護師養成機関連絡協議会研修会 「看護倫理をどう教

えるか」鹿児島大学医学部客員研究員 小西恵美子先生 
静岡市 

8 月 22日～ 

25 日 
日本看護学校協議会研修「看護技術の授業案作成」 東京都 

後藤治美 

月日 学会･研修名 開催地 

8 月 6・7 日 
第 46 回 日本看護学会－看護教育－学術集会 

奈良県 
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8 月 8 日 
意志ある学び‐未来教育プロジェクト全国大会 

「アクティブラーニングを超えて・・・」 
横浜市 

8 月 17日 
静岡県自治体立看護学校協議会 教務担当者研修会 

「看護教育における共同学習の意義」 
静岡市 

8 月 23日 
日本精神科看護協会 研修 

「異和感の対自化・プロセスレコード」 
東京都 

8 月 25～27日 
静岡県看護教員継続研修 

「教える人としての私を育てる 

～ 授業デザインと授業リフレクション ～」 

静岡市 

11月 14日 
静岡県看護師等養成機関連絡協議会 第 2 回研修会 

「協調的学習を展開するために 

～ 看護学生の多様化にどのように対応するか ～」 

静岡市 

12月 12日 
日本精神看科護協会 静岡支部研修 

「認知行動療法」 
浜松市 

2 月 6 日 
静岡県看護師等養成機関連絡協議会 第 3 回研修会 

「看護理論を活用した実習指導Ⅱ」～実践編～ 
静岡市 

 

 

２．研究会所属・学会会員 

氏 名 研究会所属・学会会員 

金子 秀子 
認定看護管理者会 

日本看護学教育学会 

木島 忍 
集団災害医学会 

日本精神科看護協会 

伊藤 みどり 

日本母性衛生学会 

日本看護学教育学会 

性と健康を考える女性専門家の会 

女性の健康とメノポーズ協会 

片山聖治 日本医療マネジメント学会 

木田文子 

日本難病看護学会 

日本看護科学学会 

日本赤十字看護学会 
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亀澤ますみ 

公益社団法人小児保健学会 

抗加齢医学会 

一般社団法人 日本サプリメント学会 

日本心身健康科学学会 

NPO法人 更年期と加齢のヘルスケア学会 

 

３．その他 

日本看護協会    12名入会 

日本看護連盟     ８名入会 

（担当:伊藤） 
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