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山梨県立大学　看護実践開発研究センターの目的
　山梨県立大学看護実践開発研究センターは、保健医療福祉の看護の質的向上を目指して、看護実践に携わ

る看護職のために開設しました。近年少子高齢社会の加速により、ケアを受ける対象は急増し、人々の求め

るニーズも複雑多様となってきております。急性期病院では、在院日数がますます短縮し、看護職のより専

門的な知識・技術が求められております。また、医療の場と療養の場との緊密な連携を求められ、在宅ケア

のいっそうの拡充が期待されているところです。質の良い看護サービスを提供するために、看護職は、あら

ゆる場において、自らの専門性を高め、最新の知識・技術でケアすることが求められています。

　本センターは、大学の保有する人的・物的環境を広く地域に開放することによって、県内を中心とした看

護職者がさらなる看護実践の質的向上を目指し、専門知識・技術の習得や研究活動を行うために支援をする

ことを目的としました。具体的には、認定看護師の育成・支援、看護継続教育の支援、看護実践の開発と研

究支援、高度専門職業人の支援、情報発信の５つの機能を備えました。

　皆様からお寄せいただくご意見を基に、学習者の利便性、効率性、成果向上を考え運営してまいります。

山梨県立大学　看護実践開発研究センターの機能図
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　山梨県立大学は創立15年目を迎えています。グローカルな知（地）の

拠点形成をめざして、徹底した地域貢献を使命に教職員、学生が一致団

結してさまざまな活動を展開してきました。地域を愛し、地域を育て、

地域を繋げることを大学のスローガンに掲げ、その中で、地域貢献、社

会貢献の中核的な機能を有する看護実践開発研究センターは、認定看護

師の需要を見極めながら、その育成・支援に積極的に取り組むとともに、

県内外における保健医療福祉の実践現場に携わる看護職の学び続ける場

を提供しています。

　21世紀は生涯学習社会とも特徴づけられています。生涯学習社会の構

築は、就学前教育に始まる学校教育から大学教育、さらには家庭や社会

の領域を含めてひとつの大きな学習体系を確立するところにねらいがあ

ります。人生100年時代と言われる中で、これからは生涯にわたって学

び続けることが求められてきています。かつて、大学（ユニバーシティ）

は、人間を知性、品性、道徳において理想的な人間に仕立てることを目

的としていました。今日なお、こうした全人的教育は大学教育の場にお

いても生きており、看護実践開発研究センターの各種教育事業の基本的

な方針ともなっています。つまり、単なる専門的な技術・技能の修得の

みならず、人間として専門職人としての教養を身につけることをベース

に置いています。その意味で、大学教育に続く生涯学習のセカンドステー

ジとしてのセンターでもあります。

　本センターにおける長年にわたる継続教育は、社会のニーズや時代の

要請に応えるものであり、その活動は広く県内外から高い評価を得てい

るところです。これからも本学の使命を果たし、センターの基本目標を

達成するために邁進していきたいと考えています。引き続きセンターの

活動への温かいご支援をよろしくお願い申し上げます。

公立大学法人
山梨県立大学学長（理事長）

清水　一彦

学 長 挨 拶
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　年号も令和となり、山梨県立大学看護実践開発研究センターは、令和元
年度に開設10年目を迎えました。皆さまのご支援の賜物であると考え、感
謝申し上げます。
　９月には、山梨県立大学看護実践開発研究センター開設10周年記念講
演を「看護の原点と未来を見据えた看護実践への視座」のメインテーマの
もと開催できました。一般社団法人日本看護系大学協議会常任理事である
岡谷恵子先生をお迎えして「看護師のキャリア形成―2040年に向けた展望
―」というテーマで講演していただきました。当センター認定看護師教育
課程の修了生、県内の管理者の皆さまなどご参加をいただき、有意義な討
論ができたことをご報告いたします。
　今年度、緩和ケア分野は22名、認知症看護分野は26名が修了しました。
さらに認定看護師の審査において、緩和ケア分野８期生15名、認知症看護
分野５期生28名が合格しました。当センターを修了した緩和ケア認定看護
師は157名であり、そのうち県内で活躍している緩和ケア認定看護師は61
名（39％）となりました。同じく当センターを修了した認知症看護認定看護
師は139名で、県内で活躍している認知症看護認定看護師は54名（39％）
となりました。認知症看護教育課程はA課程として引き続き開講しますが、
緩和ケア認定看護師分野は、今年度をもって休講しますので、最後の修了
生を送りだしました。
　認定看護師の育成・支援を行うことは、山梨県の看護の質向上に寄与し、
看護実践開発研究センターの責務であると考えます。認定看護師フォロー
アップ研修、緩和ケアセミナー、認知症看護研究会については、水準の高
い看護技術や知識による看護実践の成果がみえるよう、研究開発に努めま
した。
　認定看護師育成・支援以外の看護実践開発研究センター事業は、今年
度も県より委託を受け、新人看護職員研修事業多施設合同研修、教育担
当者研修を行いました。統計学講座は、「看護職のための研究活用講座　
統計学基礎編」として臨床の問題解決に焦点を合わせた講座内容になり好
評をえております。専門看護師資格試験のためのコンサルテーションも９名
の受講生に支援できました。看護研究支援事業は、2つのテーマの応募が
あり、学会報告を目指し研鑽しております。
　松野かおる先生、望月弘子先生のご寄付による看護研究支援事業は4年
目になりますが今年度の応募者はありませんでした。
　看護実践開発研究センターの安定的な運営は、ひとえに運営委員の皆様
の自律的な活動によるところが大きく、こころより感謝申し上げます。今後
とも、皆さまからのご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

看護実践開発研究センター
センター長

山田　光子

センター長挨拶
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　山梨県立大学看護実践開発研究センターは、今年度で開設10年を迎え

ました。その間の運営につきましては、山梨県内外の多くの皆様からのご

支援、ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。

　看護実践開発研究センターの目的は、看護職者のキャリアアップ、スキ

ルアップであり、そのための事業の１つとして認定看護師の養成がありま

す。本センターでは緩和ケア認定看護師教育課程、認知症看護認定看護師

教育課程を有し、多くの修了生を輩出してきました。

　看護学部が看護実践開発研究センターを併設している意味は、看護基礎

教育の後にさらに現任教育を継続的に実施する組織として機能する点に

あります。看護学部の学生は看護実践開発研究センターで学ぶ先輩学生た

ちに接し、また看護図書館でともに学修することで、看護者としてのキャ

リアを考えるモデルにしていることでしょう。また看護実践開発研究セン

ターで学ぶ学生は、大学という環境に身を置くことによって日ごろの業務

から離れ、さまざまな知的刺激をうけることができます。志を同じくして

いる仲間とともに自分の看護を振り返り、専門力を向上させてこれからの

看護を創造する力を獲得することもできます。他の事業としては、新人看

護職員研修事業や看護職のための研究活用講座、看護研究支援、高度看護

専門職業人支援等、多彩な内容の企画を実施し、看護職者の生涯学び続け

る拠点として運営されてきました。

　次年度から日本看護協会では、特定行為を含む新認定看護師教育課程を

スタートさせます。それを踏まえて、本センターの方向性を決定していく

時期に来ています。大きな課題はありますが、看護職者のキャリアアップ

や看護の質向上のため、皆様からのご意見を頂戴しながら看護実践開発研

究センターを運営していきます。今後ともご支援、ご協力をお願い申しあ

げます。

看護学部長

名取　初美

学 部 長 挨 拶
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令和元年度看護実践開発研究センターの運営について

令和元年度　山梨県立大学 看護実践開発研究センター
《 運 営 組 織 》

公立大学法人 山梨県立大学

看 護 学 部 教 授 会

看 護 実 践 開 発 研 究 セ ン タ ー

センター長

センター運営委員会

外部機関との調整（山田・名取）
・日本看護協会
　認定看護師教育機関連絡会
・山梨県看護協会との連絡協議会
・山梨県福祉保健部医務課との調整
・その他

管

理

部

門

財政部門
◎山田　名取　佐藤悦　倉田
　深田　佐藤杏　河野　水野

施設・環境部門
◎山田　佐藤悦　深田　水野

松野・望月看護研究費助成審査
◎山田　名取　佐藤悦　深田　佐藤杏

広報部門
◎本間　中込　水野　深田

センター事業 企画検討グループ

山梨県立大学看護学部全教職員（実施委員会）
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※ ◎印：責任者　〇印：副責任者

　本センターの運営は、山梨県立大学看護実践開発研究センターの運営規程（平成22年４月１日制定看護8401
号）並びに運営委員会要項（平成22年４月１日制定看護8401-1号）を基に運営されます（資料 P54‐P55）。今
年度は、全10回の運営会議を開催しました。
　運営図を示すと共に、今年度の委員を図中に示し、活動についてご報告いたします。
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山梨県立大学 看護実践開発研究センター 開設10周年記念講演

　山田光子センター長　挨拶の言葉

　2010年に山梨県立大学看護実践開発研究センターが開設し、今年で10年がたちました。センターの開

設から、現在までに約7,150名の看護職者の方が、センターで開催する研修や講座を利用しております。

2011年には認定看護師教育課程が開講し、当センターを修了した緩和ケア・認知症看護認定看護師は、

全国で250名、そのうち山梨県内では約100名が看護の現場で活躍しています。さらに、山梨県立大学大

学院看護学研究科では専門看護師教育課程を持ち、当研究科を修了した31名の専門看護師は県内外で活

躍しています。2020年、特定行為研修を含む認定看護師教育課程や APN、NP など新しい資格認定が始ま
ろうとしています。山梨県の看護の質向上に寄与し、教職員一丸となって当センターの機能向上に向け、

精進していきたいと存じます。

Ⅰ．講演概要
　1．日時　令和元年9月14日 ㈯　13：20～16：30
　2．場所　山梨県立大学看護学部 池田キャンパス 講堂
　3．内容
　　1）特別講演

　　　　「看護師のキャリア形成 － 2040年に向けた展望 －」
　　　　　　　講師：岡谷恵子先生（一般社団法人 日本看護系大学協議会　常任理事）

　　2）シンポジウム

　　　　「認定看護師は看護の質向上にどう貢献するか？」

　　　　　シンポジスト

　　　　　　　古屋　玉枝氏（公益社団法人 山梨県看護協会 看護協会長）

　　　　　　　望月まゆみ氏（山梨県福祉保健部 医務課 看護指導監）

　　　　　　　飯野みゆき氏（地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 副院長・看護局長）

　　　　　　　渡邊　　優氏（国民健康保険 富士吉田市立病院 緩和ケア認定看護師）

岡谷恵子先生 シンポジウム
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　記念講演会は、「看護の原点と未来を見据えた看護実践への視座」をテーマに9月14日（13：30～16：30）

に開催し、県内外から115名が参加しました。所属施設では、58％が病院で、訪問看護ステーション、介護福

祉施設は14％でした。有資格者は、認定看護師が71％、専門看護師が3％でした。

　岡谷恵子先生による特別講演として「看護師のキャリア形成－2040年に向けた展望－」、さらに「認定看

護師は看護の質向上にどう貢献するか？」をテーマにしたシンポジウムを開催しました。シンポジストは、

県内の看護職者の古屋玉枝氏（公益社団法人山梨県看護協会長）、望月まゆみ氏（山梨県福祉保健部医務課看

護指導監）、飯野みゆき氏（地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立中央病院副院長・看護局長）、渡邊

優氏（国民健康保険富士吉田市立病院緩和ケア認定看護師）の4氏でした。シンポジウムでは、それぞれの立

場から、今後の認定看護師の在り方、看護実践についての視座や方向性について意見を交わしました。

　10周年記念講演会とシンポジウムのねらいは、ほぼ達成でき、看護職のキャリア形成の一つである認定看

護師や認定看護管理者にも大学院教育が望まれること、地域包括支援を担う看護のスペシャリストが育成で

きていない現状の課題があることが問題提起されました。

参加者の意見【アンケート結果から】
　1．講演について

　　・ジェネラリスト、スペシャリストの在り方、関係性を改めて学ぶことができた。

　　・自分の認定看護師としての自覚と覚悟を改めて持つことができた。

　　・キャリア開発に必要な基本的な力を知り、大学院で学ぶ価値について考えるきっかけになった。

　2．シンポジウムについて

　　・現状に満足せず、常にスキルアップを目指すことを個人、組織、行政全てが取り組んでいく必要性を

感じた。

　　・看護協会、県、施設、個人それぞれの立場での活動が良くわかりとても参考になった。もっと認定看

護師を活用していけるよう取り組んでいくことが重要であり、課題であると感じた。

　　・認定看護師はゴールではなくスタートだという事がわかった。
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　山梨県立大学看護実践開発研究センターにおいては、平成23年度より開講の緩和ケア認定看護師教育課
程の1～8期生165名、平成26年度より開講の認知症看護認定看護師教育課程の1～5期生139名を輩出し
ています。

　現在、日本看護協会に登録している全国及び山梨県の緩和ケア分野・認知症看護分野の認定看護師数は

表1のとおりです。

　　 表1　全国および山梨県内の認定看護師の登録数

　緩和ケアを必要とする患者や認知症の人の増加は、今後も長期的に続くことが予測されており、看護現

場における看護ケアの広がりと質の向上を図るため、認定看護師の育成がさらに求められています。当セ

ンターでは、このような専門性の高い認定看護師を１人でも多く育成できるよう努めてまいります。

Ⅰ．令和元年度の認定看護師教育課程　履修生の背景
　今年度は、６月から12月までの７ヶ月間の教育課程を経て、緩和ケア分野９期生22名、認知症看護分野
５期生１名６期生25名が修了し、令和２年５月に行われる第28回認定看護師認定審査の合格を目指します。
　２分野の履修生48名の背景は表２の通りです。

　　 表2　履修生の基本属性

担当者／松土はつみ　中込洋美　　狩野英美　橋本晶子　山田光子　水野沙織　河野美希　若林美香

日本看護協会 HP 参照（2020年1月31日現在）

緩和ケア分野 認知症看護分野

履修生数 22名 26名

男女別 男性２名　女性 20名 男性４名　女性 22名

平均年齢・標準偏差 38.4±7.0歳 40.3±7.4歳

所属施設の
所在地
（入学時）

山梨県内
山梨県外

3名 6名

19名
新潟県１名　　東京都４名　
神奈川県１名　千葉県１名
長野県１名　　静岡県３名
群馬県２名　　大阪府１名　
愛知県３名　　高知県１名
大分県１名

20名
北海道１名　　石川県１名
埼玉県２名　　東京都２名　
神奈川県２名　静岡県６名　
長野県２名　　岐阜県１名
愛知県１名　　高知県１名
大分県１名

所属機関別（入学時）
病院 22名 病院23名　診療所１名

地域包括支援センター１名
介護老人保健施設１名

緩和ケア 認知症看護

全国 2,438 名 1,564 名

県内 63 名 60 名
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Ⅱ．認定看護師教育課程カリキュラム
　認定看護師教育課程のカリキュラムは、認定看護師の水準を均質にするため、公益社団法人日本看護協会

が定める教育基準カリキュラムに則って構成されています。日本看護協会が定めた認定看護師教育基準カリ

キュラムは、各分野に共通している「共通科目」と各分野の専門的知識を学ぶ「専門科目」に分かれています。

修了要件として、「共通科目」「専門科目」のすべての教科目を修了し、かつ修了試験に合格することです。

1．共通科目及び担当講師
　共通科目では緩和ケア分野・認知症看護分

野の履修生が合同で講義・演習を行う時間を

設けています。当センターでは選択共通科目

として「対人関係」の講義・演習を行ってい

ます（表3）。

　今年度の担当講師は、表4の通りです。

授業科目 時間
医療安全学：医療倫理 15

医療安全学：医療安全管理 15

医療安全学：看護管理 15

臨床薬理学：薬理作用 15

チーム医療論（特定行為実践） 15

相談（特定行為実践） 15

指導 15

医療情報論 15

対人関係 15

計135

氏　　名 所属／職位

松土はつみ

中込　洋美

狩野　英美

橋本　晶子

認定看護師教育課程〈緩和ケア〉主任教員（緩和ケア認定看護師）

認定看護師教育課程〈緩和ケア〉専任教員（緩和ケア認定看護師）

認定看護師教育課程〈認知症看護〉主任教員（認知症看護認定看護師）

認定看護師教育課程〈認知症看護〉専任教員（老人看護専門看護師）

池田　充裕

（認知症看護）

稲葉　一人

井上　貴美

佐藤　　弥

陣田　泰子

丹沢　早苗

藤森　玲子

細川　泰博

（緩和ケア）

本間　隆之

前澤美代子

松本　香織

望月まゆみ

文珠紀久野

山田　光子

依田　純子

若林　　進

（認知症看護）

公立大学法人 山梨県立大学 人間福祉学部 人間形成学科 教授

中京大学 法務総合教育研究機構 教授

医療法人慈光会 甲府城南病院 看護師長（緩和ケア認定看護師）

国立大学法人 山梨大学大学院総合研究部 医学域 地域医療学講座 教授

淑徳大学 客員教授 看護現場学サポーター

公益財団法人 山梨厚生会 山梨厚生病院 看護部長（認定看護管理者）

学校法人看護学園 甲府看護専門学校 非常勤講師

社団法人 山梨医療安全研究会理事

クラフト株式会社 薬局事業部 地域連携グループ

人事育成チーム 緩和ケア領域担当

公立大学法人 山梨県立大学 看護学部 看護学科 看護関連科学領域 准教授

公立大学法人 山梨県立大学看護学部 看護学科　

成人看護学領域 准教授（がん看護専門看護師）

地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 薬剤部 主任薬剤師

山梨県福祉保健部医務課 看護指導監

公立大学法人 山梨県立大学 名誉教授

公立大学法人 山梨県立大学 看護学部 看護学科 看護管理学領域 教授

看護実践開発研究センター センター長

公立大学法人 山梨県立大学 看護学部 看護学科 地域看護学領域 准教授

杏林大学医学部付属病院 薬剤部 薬剤課長補佐

　表3　共通科目

　　 表4　共通科目担当講師

敬称略
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2．緩和ケア分野専門科目及び担当講師
　本教育課程では、①緩和ケアを受ける患者とその家族の QOL 向上に向けて、水準の高い看護を実践する能

力を育成する、②緩和ケアの領域において、看護実践を通して他の看護職者に対する指導、相談ができる能

力を育成することを目的としています。専門基礎科目75時間、専門科目195時間、学内演習60時間、臨地実

習195時間（表5）を設けています。

　　 表5　緩和ケア分野　専門基礎及び専門科目

専門基礎科目 専門科目 学内演習及び実習

授業科目 時間 授業科目 時間 授業科目 時間

緩和ケア総論 15 症状マネジメントと援助技術Ⅰ 15 総合演習Ⅰ 30

がんとがんの

集学的治療
15

症状マネジメントと援助技術Ⅱ
（消化器症状のマネジメント）

15 総合演習Ⅱ 30

症状マネジメント

総論
15

症状マネジメントと援助技術Ⅲ
（呼吸器症状のマネジメント）

15 臨地実習 195

喪失・悲嘆・死別 15
症状マネジメントと援助技術Ⅳ
（リンパ浮腫のマネジメント）

15 　

がんの医療

サービスと

社会的資源

15
症状マネジメントと援助技術Ⅴ
（皮膚・粘膜・口腔トラブルのマネジメント）

15 　

症状マネジメントと援助技術Ⅵ
［精神症状（不安・せん妄・抑うつ、睡眠障害）の

マネジメント］

15 　

症状マネジメントと援助技術Ⅶ［倦怠感・悪液質の
マネジメント（マッサージ、リラクゼーションなど）］

15 　

緩和ケアを受ける患者の心理社会的ニーズとケア 15 　

スピリチュアルケア 15 　

緩和ケアにおけるチームアプローチ 15 　

緩和ケアを受ける患者の家族・遺族ケア 15 　

臨死期のケア 15 　

緩和ケアにおける倫理的課題 15 　

計75 計195 計255 

総合時間675時間（共通科目含む）
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　　 表6　緩和ケア分野専門科目担当講師

氏　名 所属 /職位（認定看護分野に関する資格）
松土はつみ

中込　洋美

認定看護師教育課程〈緩和ケア〉主任教員 （緩和ケア認定看護師）

認定看護師教育課程〈緩和ケア〉専任教員 （緩和ケア認定看護師）

阿部　文明 地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 緩和ケア科

緩和ケアセンター統括部長

飯嶋　哲也 山梨大学医学部附属病院 病院教授

飯野　昌樹 地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 内科系第一診療部 統括部長

泉宗　美恵 公立大学法人 山梨県立大学 看護学部 看護学科 地域看護学領域 准教授

井上　貴美 医療法人慈光会 甲府城南病院 看護師長（緩和ケア認定看護師）

牛山　京子 広島大学医学部客員講師 山梨県歯科衛生専門学校 非常勤講師 歯科衛生士

大垣　麻里 株式会社 沙羅 代表取締役・湯灌士

大栗　実彦 地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 放射線部 放射線治療科 医長

神谷みゆき 公立福生病院（緩和ケア認定看護師）

小林　　薫 公立阿伎留医療センター 緩和医療科部長

佐藤　悦子 公立大学法人 山梨県立大学 看護学部 看護学科 地域看護学領域 教授

山梨県立大学 大学院 看護学研究科 研究科長

佐山　順子 医療法人社団協友会 彩の国東大宮メディカルセンター 科長（緩和ケア認定看護師）

志真　泰夫 公益財団法人 筑波メディカルセンター

筑波メディカルセンター病院 代表理事・在宅ケア事業長

志村　友紀 地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 

副看護師長 ( 皮膚・排泄ケア認定看護師 )

須田さと子 公益財団法人 筑波メディカルセンター

筑波メディカルセンター病院 看護師長（緩和ケア認定看護師）

高橋　知子 公益社団法人 山梨勤労者医療協会 甲府共立病院（がん性疼痛看護認定看護師）

田中美奈子 がん・感染症センター 東京都立駒込病院 （緩和ケア認定看護師）

茅根　義和 国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 緩和ケア内科 部長

徳竹　秀子 特定医療法人 新生病院（緩和ケア認定看護師）

土地　邦彦 医療法人 どちペインクリニック 院長

中込智重子 地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 副看護師長（緩和ケア認定看護師）

中込　　舞 地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院（緩和ケア認定看護師）

中澤　一弘 竜王ファミリークリニック 院長

中嶋　君枝 山梨大学医学部附属病院 看護師長（緩和ケア認定看護師）

中瀬　　一 北杜市立甲陽病院 副院長

中山　彰博 帝京科学大学 医療科学部 理学療法学科 学科長 教授

西川　圭一 公益財団法人 山梨厚生会 山梨厚生病院 呼吸器内科 診療部長

浜野　　淳 国立大学法人 筑波大学医学医療系 病院教授

原　　　敬 日本赤十字社 さいたま赤十字病院 緩和ケア診療科 部長

半田　美保 医療法人慈光会 甲府城南病院（老人看護専門看護師）

広瀬　寛子 医療法人社団東光会 戸田中央総合病院 カウンセリング室 室長 ナース・カウンセラー

細川　泰博 クラフト株式会社 薬局事業部 地域連携グループ 人事育成チーム 緩和ケア領域担当

前澤美代子 公立大学法人 山梨県立大学 看護学部 看護学科 成人看護学領域 准教授（がん看護専門看護師）

松本　啓子 東京北医療センター（緩和ケア認定看護師・家族支援専門看護師）

水野　照美 佐久大学 看護学部 成人看護学 教授



認定看護師の育成・支援

13

氏　名 所属 /職位（認定看護分野に関する資格）
宮崎　高行 公益財団法人 山梨厚生会 山梨厚生病院 歯科・口腔外科 医長

村田　久行 ＮＰＯ法人 対人援助・スピリチュアルケア研究会 理事長

望月　和子 公益社団法人 山梨県看護協会 貢川訪問看護ステーション（緩和ケア認定看護師）

許山　美和 地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 

がん支援センター センター長・緩和ケア科 部長

山縣然太朗 国立大学法人 山梨大学大学院 総合研究部医学域社会医学講座 教授

渡邊　　優 国民健康保険 富士吉田市立病院（緩和ケア認定看護師）

3．認知症看護分野専門科目及び担当講師
　本教育課程の目的は、下記のとおりです。

1．認知症者とその家族の支援に関する最新の知識と技術を習得し、水準の高い看護実践ができる能力

を育成する。

2．培った認知症看護の専門的な知識と技術を活かし、看護職に対して指導・相談対応できる能力を育

成する。

3．あらゆる場において、認知症者の生命、生活の質、尊厳を尊重したケアを看護職や他職種と協働し

て提供できる能力を育成する。

　「専門科目」では、表7のとおり、「専門基礎科目」90時間、「専門科目」150時間、「学内演習」90時間、

「実習」200時間、計530時間を設けています。

　　 表7　認知症看護分野専門科目

専門基礎科目 専門科目 演習及び実習

授業科目 時間 授業科目 時間 授業科目 時間

認知症看護原論 15 認知症看護倫理 15 学内演習 90

認知症基礎病態論 15 認知症患者とのコミュニケーション 15 臨地実習 200

認知症病態論（認知
症の原因疾患と治療）

45 認知症看護援助方法論Ⅰ（アセスメントとケア） 45

認知症に関わる保健・
医療・福祉制度

15 認知症看護援助方法論Ⅱ（生活・療養環境づくり） 30

　 認知症看護援助方法論Ⅲ（ケアマネジメント） 30

　 認知症者の家族への支援・家族関係調整 15

計90 計150 計290

敬称略

総合時間665時間（共通科目含む）
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氏　名 所属／職位（認定看護分野に関する資格）
狩野　英美 認定看護師教育課程〈認知症看護〉主任教員（認知症看護認定看護師）

橋本　晶子 認定看護師教育課程〈認知症看護〉専任教員（老人看護専門看護師）

岩本由美子 医療法人社団あおい會 森山リハビリテーションクリニック
副院長 看護師長（認知症看護認定看護師）

上野　武彦 笛吹脳神経外科内科 院長

乙顔　正美 日本赤十字社 山梨赤十字病院（認知症看護認定看護師）

川喜田恵美 学校法人 天理よろづ相談所学園 天理医療大学 医療学部 看護学科 准教授

（老人看護専門看護師）

木下喜美子 認知症の人と家族の会（オリーブの会）

久保田正春 社会医療法人 加納岩 日下部記念病院 院長

小林　友美 公益社団法人 山梨県看護協会 荒川訪問看護ステーション（認知症看護認定看護師）

小林由紀子 山梨県 福祉保健部健康長寿推進課 副主幹

小山　幸代 北里大学 看護学部 生涯発達看護学 教授

佐々木　香 日本赤十字社 成田赤十字病院 看護係長（認知症看護認定看護師）

佐藤　悦子 公立大学法人 山梨県立大学 看護学部 看護学科 地域看護学領域 教授
山梨県立大学 大学院 看護学研究科 研究科長

佐藤　　啓 昭和大学横浜市北部病院（認知症看護認定看護師）

澁谷　彰久 公立大学法人 山梨県立大学 国際政策学部 総合政策学科 教授

鈴木みずえ 国立大学法人 浜松医科大学 医学部看護学科 臨床看護学講座 教授

田中　靖代 ナーシングホーム気の里 施設長

田村　智美 医療法人社団 薫風会 山田病院 看護師長（認知症看護認定看護師）

永関　慶重 医療法人 斐水会 ながせき頭痛クリニック 院長

永松　正明 医療法人 仁明会 ながまつ医院 理事長

藤原麻由礼 社会福祉法人 浴風会 浴風会病院（認知症看護認定看護師・老人看護専門看護師）

守口　恭子 学校法人 富士修紅学院 健康科学大学 名誉教授 専門作業療法士（認知症） 認定作業療法士

森山　幹夫 国立看護大学校 元教授

山口　晴保 社会福祉法人 浴風会 認知症介護研究・研修東京センター センター長

山下　清子 山梨県 福祉保健部健康長寿推進課 介護保険指導監

行俊　可愛 学校法人 北里研究所 北里大学東病院 主任（認知症看護認定看護師）

依田　純子 公立大学法人 山梨県立大学 看護学部看護学科 地域看護学領域 准教授

渡邊　裕子 公立大学法人 山梨県立大学 看護学部看護学科 老年看護学領域 教授

　　 表8　認知症看護分野専門科目担当講師

敬称略
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開講式・オリエンテーション【6月3日】

　緩和ケア分野・認知症看護分野の履修生および、来賓や所属施設の上司、大学教員が参加し開講式を行い

ました。履修生を代表し、安藤由紀さん（認知症看護分野）が、7か月にわたる研修の宣誓を行いました。

Ⅲ．教育課程の実施状況
1．緩和ケア分野・認知症看護分野共通（6月～8月）

　【事前学習講座】

　緩和ケア分野

　開講後の授業の導入として、令和元年４月16日㈫ 17日㈬ ５月30日㈭ の3日間、看護過程（基礎編）の事
前講座を開催しました。講座では、看護過程の講義および事前課題で示した事例について、グループワー

クによる看護過程の展開を行いました。

　＜参加者のコメント＞

・アセスメントができず苦労した。病態を理解し、認定看護師として先を見据えた看護が必要であるこ

とを学べた。

・グループワークにより、自分の不足部分が明確になった。

・自分の知識が再確認できた。

　認知症看護分野

　開講前に事前課題として、事例に基づく看護展開と自己の看護観のレポートを提示しました。また、５

月23日㈭に事前学習講座を開催しました。参加者は、看護理論並びに看護過程の基本的な考え方、情報の
分析方法について講義を受け、知識の確認と事例を基に情報の分類と意味づけについて、グループワーク

を行い理解を深めました。

　＜参加者のコメント＞

・改めて看護過程について学ぶことで、知識を再確認すると共に、自己の学習課題が明確になった。

・グループワークで、他者の様々な意見交換から、1人では気づけない視野を拡げることができた。
・根拠に基づいたアセスメントの重要性を学び、学習への意欲が高まった。
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主な予定
分野ごとの日程

緩和ケア 認知症看護

開講式・オリエンテーション 6月 3日㈪

講義・演習 6月～ 8月

学外研修
病棟見学：新生病院

6月 20 日㈭

校外講義

6月 26 日㈬

実習打合せ会　第 1回指導者会議 7月 24 日㈬ ８月 2 日㈮

科目試験

7月 19 日㈮ 共通科目

7月 29 日㈪
8月 15 日㈭

8月 14 日㈬～

8月 15 日㈭　

再試験（科目試験） 8月 26 日㈪ 8月 26 日㈪　

実習 9月～ 10 月

ケースレポート発表会　第 2回指導者会議 11月 ８ 日㈮　 11月 12 日㈫　

修了試験
11月 19 日㈫～

11 月 20 日㈬　
11 月 20 日㈬～

11 月 21 日㈭　

再試験（修了試験） 11月 25 日㈪　 11 月 25 日㈪　

振り返り会 12月 17 日㈫　 12 月 17 日㈫　

修了式 12月 19 日㈭

　表9　令和元年度 認定看護師教育課程 年間スケジュール

2．緩和ケア認定看護師教育課程

講義・演習【6月～8月】

　6月から8月までの3か月間は、座学による講義・演習を行いました。学内演習では、緩和ケア認定看護師

として修得すべき専門的援助技術を、講師の指導を受けながら学びました。

緩和ケア病棟見学【6月20日】

　特定医療法人 新生病院（長野県上高井郡小布施町大字小布施851）緩和ケア病棟の施設見学を行いました。

緩和ケア病棟や入院患者の生活を知るなかで緩和ケアへの理解を深めました。

新生病院　緩和ケア病棟見学
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エンゼルメイク

リンパ浮腫ケア演習

呼吸理学療法の演習

授業の一場面 認知症看護分野との合同授業

第１回実習指導者連絡会・実習打ち合わせ会【7月24日】

　緩和ケア病棟・在宅緩和ケア実習に向けて、緩和ケア病棟および訪問看護ステーションの実習指導者と、

実習の打ち合わせを行いました。
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緩和ケア病棟実習 在宅緩和ケア実習

施
　
　
設
　
　
名

医療法人 愛和会 愛和病院

医療法人 社団協友会 彩の国東大宮メディカルセンター

医療法人 社団協友会 吉川中央総合病院

岡谷市民病院

がん・感染症センター東京都立駒込病院

公益財団法人 筑波メディカルセンター

　筑波メディカルセンター病院

JCHO東京新宿メディカルセンター

国立大学法人 東京医科歯科大学医学部附属病院

地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院

特定医療法人 新生病院

富岡地域医療企業団 公立富岡総合病院

医療法人 愛和会 訪問看護ステーション愛和

医療法人 どちペインクリニック 

　　　　 　　玉穂訪問看護ステーション

NPO法人パウル会 訪問看護ステーション希望

公益財団法人 筑波メディカルセンター

　　　　　　 訪問看護ふれあい

公益社団法人 山梨勤労者医療協会

　　　　　　 甲府訪問看護ステーションすずかけ

公益社団法人 山梨県看護協会

　　　　　　 貢川訪問看護ステーション

公益社団法人 山梨県看護協会

　　　　　　 富士北麓訪問看護ステーション

公益社団法人 山梨県看護協会

　　　　　　 訪問看護ステーションほっとほっと韮崎

公益社団法人 山梨県看護協会

　　　　　　 ゆうき訪問看護ステーション

社会福祉法人 やまなし勤労者福祉会　

　　　　　　 訪問看護ステーションいけだ

株式会社ななすみ 訪問看護ステーションすみ

ケースレポート発表会【11月8日】

　ケースレポートでは、グループワークを中心に、臨地実習で受け持った患者や家族へのかかわりと実践し

た看護をふりかえりました。グループワークでは、履修生が受け持った事例を共有し意見交換をすることで、

履修生は、実習中には気づかなかった患者や家族の言動の意味とケアの根拠を、より深く考えることができ

ました。

　ケースレポート発表会には、実習先の実習指導者、所属施設の上司、修了生である緩和ケア認定看護師、

認知症看護分野の履修生など、大勢の皆さまにご参加いただきました。

　表10　令和元年度　臨地実習施設一覧

科目試験【7月29日・8月15日】

　3か月間、座学で学んだ後、科目試験を実施しました。今年度は、２日間で科目試験を実施しました。

臨地実習【9月・10月】

　今年度は、緩和ケア病棟11施設、訪問看護ステーション11施設で実習を行いました。実習では、緩和ケア

認定看護師などから指導を受け、教育課程の座学で学んだ知識・技術をいかし看護を実践しました。実習を

とおし、組織で活動する認定看護師としての自己の課題を明らかにすることができました。
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修了試験【11月19日・20日】

　2日間にわたり修了試験を行いました。修了試験を終え、認定看護師認定審査に向けた学習計画の修正を行

い、自己の課題の強化を図りました。

振り返り会【12月17日】

　振り返り会は、７か月間の認定看護師教育課程での学びと、自らの成長および修了後の自施設での活動の

目標を発表しました。発表を通して、履修生は、修了後の決意を新たにしました。

緩和ケア認定看護師教育課程のまとめ

　3か月の座学において、著名な講師からの講義・演習を受け、履修生は、より専門的な知識や技術を習得しまし

た。また、緩和ケア認定看護師に特に必要とされる「対人関係：コミュニケーション」「口腔ケア」「呼吸理学療法」

「エンゼルメイク」「アロママッサージ」「リラクセーション」「リンパ浮腫ケア」の演習では、根拠に基づいた実践的

な技術を習得しました。

　9期生は、山梨県立大学池田キャンパスで行われたリレーフォーライフin甲府（8月30日31日）に、チームで参加し、

がん征圧のチャリティーイベントに協力しました。

　今年度、緩和ケア認定看護師教育課程は９期生が修了しました。現場で活躍している緩和ケア認定看護師が、

教育課程の講師や実習指導者として後輩である履修生の教育に関わってくれました。次年度、緩和ケア認定看護

師教育課程は休講となります。今後は、先輩や仲間同士の絆やつながりをいかし、緩和ケア認定看護師として実

践や指導力を高め、活躍することを期待しています。

授業の一場面

3．認知症看護認定看護師教育課程

講義・演習【6月～8月】

　3か月間の講義や演習を通して、認知症看護の専門的な知識を習得し、認知症の人を総合的にアセスメント

できる力を養いました。認知症の人が住み慣れた地域で、安全かつ安心して生活できるための援助方法や環

境調整、家族への支援、認知症に関わる各種制度、多職種連携、さらに認知症の人を尊重し、権利を擁護で

きる倫理的な姿勢を身につけました。
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科目試験【8月14・15日】

　3か月間の講義で学んだ知識を確認するための科目試験を行いました。

臨地実習（200時間）【9月～10月】

　認知症者への理解を深め、認知症看護認定看護師として、根拠に基づいた実践力と専門的ケアを共有する

ためのスタッフへの指導・相談対応の技術を身につけるために、山梨県内外の14施設にご協力を頂き、５週
間の病院実習を行いました。

　また、住み慣れた地域で生活する認知症の人の支援を学ぶために、高齢者施設と訪問看護ステーションに

おける見学実習を計３日間行いました。

　開講から3週間後に山梨県北杜市シミック薬用植物園で、校外研修として認知症看護援助方法論Ⅱの授業を
行い、自然環境がもたらす人への快刺激について体験的に学ぶ機会を得ました。校外研修は、リラクセーショ

ンにつながると共に、履修生同士や教員との交流の機会となりました。

　認知症を持つ高齢者の理解を深める「高齢者疑似体験」では、老化により、運動機能や感覚機能が衰える

中で生活をしている高齢者の困難を体感しました。

第1回実習指導者連絡会・実習打合せ会【8月2日】

　９月から始まる病院実習に向けて、病院実習の指導者と教員による第１回実習指導者連絡会を実施しまし

た。その後、履修生は、各施設の実習指導者と具体的な実習の打ち合わせ会を行いました。

演習の場面

校外研修 高齢者 疑似体験
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表11 令和元年度　臨地実習施設一覧

１．病院実習 ２．認知症関連施設・事業所実習

施
　
　
　
設
　
　
　
名

地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院

市立甲府病院

武蔵野赤十字病院

医療法人社団 慶成会 青梅慶友病院

医療法人社団 薫風会 山田病院

東邦大学医療センター 大橋病院

国民健康保険 富士吉田市立病院

社会医療法人 加納岩 日下部記念病院

韮崎市国民健康保健 韮崎市立病院

医療法人 八香会 湯村温泉病院

順天堂大学医学部附属 順天堂東京江東高齢者医療センター

国立大学法人 山梨大学医学部附属病院

東邦大学医療センター 大森病院

日本赤十字社 成田赤十字病院

公益社団法人 山梨県看護協会　

　　　　　　　　　荒川訪問看護ステーション

公益社団法人 山梨県看護協会　

　　　　　　　　　ゆうき訪問看護ステーション

公益社団法人 山梨県看護協会　

　　　　　　　　　ますほ訪問看護ステーション

なごみ訪問看護ステーション 中野本店

社会福祉法人 大三島育徳会　

　　　　　　　　　特別養護老人ホーム 博水の郷

社会福祉法人 練馬区社会福祉事業団　

　　　　　　　　　上石神井特別養護老人ホーム

ケース・レポート発表会【11月12日】

　臨地実習での自己の課題と受け持ったケースへの看護を振り返り、ケーススタディをまとめることにより

認知症の人の看護実践を客観的かつ論理的に考察しました。

　さらに、ケース・レポートの発表会における意見交換から、自身の認知症看護の看護観を深めることがで

きました。当日は、病院実習指導者の方々や履修生の所属施設の上司にもご参加を頂き、充実した発表会と

なりました。

発表終了後の晴れやかな笑顔で写真撮影発表会の様子

第2回実習指導者連絡会【11月12日】

　ケース・レポート発表会と同日に、第2回実習指導者連絡会を行い、病院実習指導者と教員により、実習の
評価及び次年度の課題について話し合いました。

修了試験【11月20・21日】

　2日間にわたり修了試験を行いました。修了試験後、認定審査に向けた準備として、模擬試験や学習会を行
いました。
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振り返り会【12月17日】

　7か月間の認定看護師教育課程での学びを通して、各自が改めて認定看護師としての役割を振り返り、自己
の成長を確認し今後の活動の課題を明らかにしました。

認知症看護認定看護師教育課程のまとめ

　開講後3ヶ月の座学では、認知症医療やケアに携わる第一人者である講師の方々から、最新の知見と多くの
知識の教授を受け、視野が広がり学習意欲の向上につながっていました。また、認知症看護認定看護師によ

る教授では、認定看護師としての実践を交えた講義により、知識とともに思考過程を学ぶことができました。

グループワークが重なるにつれて、共に学ぶ楽しさや一体感が増し、前向きに取り組む原動力になっていき

ました。履修生からは、「講師の熱い思いが伝わる講義により、自身の意欲につながった」、「実践に即した内

容で、どの授業も丁寧に講義して頂き、興味深く臨むことができた」との意見があり、学習への意欲を深め

ることができたと思います。

　7か月間の教育課程を通して、認知症看護認定看護師としての知識・実践の向上とともに今後の自己の課題
と役割を再認識することができたと考えます。

4．修了式（緩和ケア分野・認知症看護分野共通）

修了式【12月19日】

　来賓・外部講師・実習指導者・履修生の所属施設の方々・学内教員が

参列し、修了式が行われました。修了生を代表して、佐藤史隆さん（緩

和ケア分野）が挨拶しました。

　学業優秀かつ履修生の模範と認められる者として、緩和ケア分野で

は、小池由梨佳さん、佐藤史隆さん、杉浦あかねさん、認知症看護分野

では、大野盛子さん、峯田慶太さんが表彰を受けました。

緩和ケア分野

認知症看護分野
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切さとケアの根拠を学ぶことができました。課題やグルー
プワーク、試験勉強に追われながらも、充実した日々を
過ごすことができ、あっという間の３ヵ月間でした。
　その後の緩和ケア病棟での実習は、一人の患者にじっ
くりと関わり、寄り添うとは何かということを考え続けた
実習でした。不安を怒りとして表出する患者を受け持ち、
慣れない環境の中で、どのようにかかわればよいのかわ
からなくなり悩みました。しかし、実習指導者や先生の
助言を受けながら、講義で学んだトータルペインを踏ま
えて、患者の持つ苦しみを理解し、かかわることができ
ました。私は実習を通して、苦しみを抱えた患者に対し、
看護師の行うケアで患者の苦しみを緩和することができ
るという看護の素晴らしさを実感しました。
　ケースレポートでは、患者の言動にはどのような意味
があったのかを振り返り、実施した看護の意味を文献を
もとに言語化することで、患者との信頼関係を築くこと、
患者の傍にいること、タッチングの大切さを改めて学ぶ
ことができました。
　緩和ケア認定看護師教育課程での７ヵ月間を振り返る
と、課題や試験、実習といった大変なことも多くありま
した。しかし、同じ志を持つ仲間と出会い、支え合い、
お互いに高め合うことができたとても充実した時間でし
た。このような充実した７ヵ月を過ごすことができたのは、
職場の上司や同僚、周囲の支えと協力があったおかげで
あり、本当に感謝しています。今後は教育課程での学び
を生かし、患者・家族の苦しみを少しでも和らげること
が出来るよう、日々努力を続けていきたいと思います。

7ヵ月間の学びを振り返って

緩和ケア認定看護師教育課程9期生
浜松医科大学医学部附属病院

小池由梨佳　

　私は、急性期病院の一般病棟で勤務しています。就職
し配属された消化器内科病棟にはがん患者の入院が多
く、その中には、耐えがたい疼痛や嘔気に苦しめられる
など、様々な苦痛をもった患者がいました。患者の苦し
みに対し、自分は看護師として何かできることがないか、
死にゆく過程を生きる人とその家族に対して、苦痛を和
らげ「その人らしさ」を尊重した看護がしたいと思いまし
た。私は専門的な知識や技術を学び、より個別性のある
看護介入ができるよう、自身のスキルアップにつなげた
いと考え、緩和ケア認定看護師教育課程を受講しました。
　３ヵ月間の座学では、自分自身の勉強不足や知識不足
を痛感しながらも、新しい知識を得る楽しさを感じ、多
くのことを学ぶことができました。それまで、全人的苦
痛という言葉は理解していましたが、スピリチュアルペイ
ンとは何かわからず曖昧でした。座学を通し、全人的苦
痛についての学びを得て、患者のもつ苦しみを理解する
こと、そしてその苦しみを少しでも緩和できるような知識
と技術を学ぶことができました。年齢も経験も異なる仲
間とのグループワークでは、お互いに知識を深め、様々
な考え方を知ることができ、広い視野で考えることの大

7カ月間の教育課程で考えたこと

緩和ケア認定看護師教育課程9期生
小牧市民病院

佐藤　史隆

　私は、新卒後に一般病棟で勤務をしていました。ある終末
期患者の「俺は先生に見捨てられたな」という言葉が、今で
も胸に残っています。その時私はその患者に、言葉を返すこ
とができず、ずっと無力感を抱えていました。私は医師に対
しても、なぜ患者にそのようなことを言わせてしまうのかと
いう怒りを感じていました。看護師としてできることはない
のか、私と同じように無力感を抱く看護師の力になりたいと
考え、緩和ケア認定看護師教育課程を受講しました。
　緩和ケア認定看護師教育課程での講義が始まると、根拠
を曖昧にしたまま、その場の対応に終始していた自らの看護
に自責の念と無力を感じ、自分自身を見つめ直す日 と々なり
ました。患者の言動の意味を深く考えず、自らの限界を医師
のせいにして、私の行った看護と向き合ってこなかったこと
に気づきました。
　緩和ケア病棟での臨地実習において受け持った患者は、
緩和ケア病棟に至るまでの経過において、医療者への不信
感を募らせていました。病気の進行と共に様々な喪失体験
を重ね、治療を断念せざるを得ない状況のなかで家族とと
もに苦しんでいました。患者は思い通りにならないことを怒

りとして医療者に向けましたが、医療者が患者を理解しよう
とする姿勢が、その患者の怒りを鎮めました。次第に患者
は医療者に身を委ねるようになり、家族もまたその様子を
見て、これまで過ごした時間に価値を見いだすことができる
ようになりました。私は、実習中に怒りの背景にある苦しみ
に気づくことはできませんでした。しかし、仲間との意見交
換を行い、ケースレポートで振り返ったことで、怒りの背景に
あった患者の孤独を理解することができました。緩和ケア
認定看護師を目指すきっかけとなった終末期患者のことを改
めて振り返ると、その患者も医療者との関係性において孤独
がありました。医師はキュアの限界に至り、苦しみがあった
と考えられます。しかし、キュアの限界を越えて、医療チー
ムによるケアが可能であったと考えられます。医療者のかか
わりは、ときに患者を孤独という苦しみに陥れることを常に
意識し続け、患者が生きる意味を見失わないように、その方
にとってのQOLとは何か、尊厳を保ち生活を護るために私
たちに何ができるか、深く考え続けることが大切であること
を患者や家族、仲間から教えていただきました。
　私にとって、緩和ケア認定看護師教育課程で過ごした7カ
月間は、看護師として、人として成長する貴重な時間になり
ました。心が揺らぐときもありましたが、支えてくださる方々
の力添えがあり、私もまた自己の存在と向き合うことがで
きました。支えてくださった全ての方々に感謝をしています。
これからは、患者、家族、医療者の言動の意味を深く考え、
苦しみを抱える方々を支えられる存在になりたいと思いま
す。

１．緩和ケア分野

修了生からのメッセージ
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認定看護師教育課程での 7 か月
間を振り返って

緩和ケア認定看護師教育課程9期生
社会福祉法人聖霊会　聖霊病院

杉浦あかね

　私は、これまでがん看護に長く携わってきました。最期まで

治療をしながら亡くなっていく患者に対し、患者らしい最期を

過ごせるような支援を行える看護師になりたいと思うように

なりました。そして、緩和ケアに興味をもつようになり、現在

のホスピスで働いています。ホスピスで働く中で、苦痛症状が

取り切れず苦しみながら亡くなっていく患者や、死を目前に揺

れ動く患者の気持ちに対し、何ができるのか悩むことが多くあ

りました。そこで、緩和ケアに関する専門的な知識やスキルを

身に付けたいと考え、緩和ケア認定看護師教育課程を受講す

ることを決めました。

　教育課程での初めの3ヶ月は、座学で症状マネジメントや理
論、スピリチュアルケアなどについて学びました。症状マネジ

メントの講義では、事例検討を行い、患者がこれまで送ってき

た人生や、大切にしてきた価値観についてグループメンバーと

意見交換をし、最期までその人らしさを支える為のケアについ

て考えていきました。危機理論や悲嘆の講義では、死に直面す

る患者や家族の心理について学び、これまで自分が行ってきた

看護の“勘違い”に気づき、自信を大きく喪失したことを覚え

ています。新たな知識や考え方を持つためには、これまで行っ

てきた看護を振り返り、できていなかった自分に気づき、考え

方を修正しなければならず、辛い作業でしたが、共に学ぶ同期

と支え合い乗り越えることができました。

　臨地実習では、実習に一緒に行った同期生と、毎日お互い

の患者について情報共有を行い、患者の言葉の意味、行動の

意味について意見交換をしながら患者の理解を深めていきま

した。私の受け持ち患者は、病的骨折による疼痛が生じてお

り、自分でベッドから動く事のできない状態になっていました。

これまで人の世話をして生きてきた患者にとって、身体的な自

立を喪失し人の世話を受けなければならない状況は、これま

で築いてきた自分の存在価値が揺らぐ辛い体験になっていま

した。患者の苦しみに関心を寄せてかかわり、残されている能

力を認めるかかわりを行っていくことで、患者は今の自分を受

け入れ、自分に残された能力を発揮するようになっていきまし

た。患者の抱える苦痛を全人的に捉え、患者の抱える苦しみ

に関心を寄せてかかわり、自律を尊重したかかわりを行なうこ

とで、喪失体験を繰り返す終末期の患者であっても、自分らし

さを保ち最期まで生きる力を発揮できることを学びました。

　この７カ月間では、緩和ケアに関する知識やスキルを身に付

けるだけでなく、認定看護師教育課程を受講しなければ経験

できない多くの経験をすることができました。そして、同じ志

をもつ多くの仲間と出会い、困難を共に乗り越えた経験は、今

後の私の人生を支える大切な経験になってゆくと思います。こ

の貴重な経験を忘れずに、日々の看護を丁寧に考え実践でき

る緩和ケア認定看護師になりたいと思います。
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7ヵ月間を振り返って

認知症看護認定看護師教育課程6期生
社会福祉法人農協共済
中伊豆リハビリテーションセンター

峯田　慶太

　私は現在、回復期リハビリテーション病棟に勤務して
います。日々の看護実践の中で、リハビリテーションによ
り身体機能の改善が得られても、様々な環境的要因から
発症する認知症者の BPSD（行動・心理症状）によって、
本人の希望する生活の場への退院が困難となってしまう
ケースが多くありました。そのような場面に直面するたび
に、自分が行っている支援や援助の方向性はあっていた
のか、もっと適切な援助方法があったのではないかと多
くの葛藤を抱えていました。そこから、認知症看護を実
践するために必要な知識や技術、倫理観などを基礎から
身に付けたいと思うようになり、認知症看護認定看護師
を目指しました。
　開講当初３ヵ月間の座学では、多くの著名な講師によ
り、認知症の病態や援助方法論、認知症看護倫理など
幅広い知識を得ることができました。演習では、グルー
プワークを通し、いろいろな考え方に触れ、共に考えて
いくことで自分の視野を広げることができました。個人
学習や短期間の研修では得られない貴重な学びの機会
となりました。
　臨地実習では、その人らしさを支えていくために、ど

のような支援や援助が必要か、日々自身の知識と技術の
未熟さと向き合うことになり、辛く感じることもありまし
た。しかし、その人の持つ価値・信念を大切に関わって
いくことの重要性を実感したことが、大きな学びとなり
ました。また、実習指導者の、認定看護師として認知症
者の力になりたいという思いや、認知症者を取り巻く地
域社会と向き合う姿勢を見て、私自身多くの刺激を受け
ました。そして、自施設だけではなく、生活の場である
地域社会でも認知症者の生活を支える看護を実践してい
きたいという新たな目標もできました。
　この７ヵ月間で、“その人らしさ”を支える看護につい
て理解を深めることができました。まだまだ、知識、技
術も足りない状況ですが、一歩ずつ、本人の意思を尊重
し、持てる力を生かして価値・信念を支えていける理想
の看護に向けて、頑張っていきたいと思います。また、
外部講師の方 、々実習指導者の方 、々教育課程の先生方
そして、認知症看護認定看護師を目指し共に学んできた
仲間たちの認知症者や看護に対する思いに触れ、一人の
人として心の面でも成長できた7ヵ月間となりました。
　そして、知らない土地で不安のなか生活をはじめ、課
題や試験、実習と忙しい日々の中、同じ目標を持つ仲間
と励まし合い、支え合いながら過ごした日々は楽しく、
これまでにない大切な思い出となりました。これまで培っ
てきた経験とこの課程で学んだ知識と技術を統合し、今
後の認知症看護の発展に貢献できる認知症看護認定看
護師として、活動していきたいと思います。

２．認知症看護分野

7 カ月間を振り返って
　　～環境調整の大切さ～

認知症看護認定看護師教育課程第6期生
医療法人あさお会　あさおクリニック

大野　盛子

　私が所属する透析外来においては、近年、認知症を有する
透析患者が増加し、体調の変化や治療に伴う苦痛から混乱を
きたし、対応に戸惑うことが少なくありません。また、家族が
抱える問題もさまざまで私自身、不甲斐なさを感じる日々が続
いていきました。そこで、認知症者への看護を深めて、目の前
の患者や家族に必要なケアの視点を学びたいという気持ちが
高まり、認知症看護認定看護師を目指しました。
　前半の座学では、学習を深めるごとに認知症者に対し、正
しい理解や対応が不十分であったことを痛感しました。特に認
知症ケアでは本人や、家族の想いを置き去りにせずに、まず、
本人の話を聞いてくことから始めることの大切さが欠けていた
のだと自覚することができました。その上で、本人の抱える
様々な問題の解決やニーズを満たしていくために、援助方法を
個々にアセスメントして考えていくというオーダーメイドである
べきだと学びました。
　後半の病院実習は、記憶障害により、今がわからない所在の
不確かさを常に抱えている患者を受け持ちました。その不確か
さからくる不安を解消するために、私は、何度も繰り返し見当
識や記憶を補う援助を行い、安心できる人的環境作りが認知
症者に大切であることを実感できました。患者が表出している

サインを見逃さず、意思を発信できるような機会を設け、今、
何に困っているのかに着目することが重要だと学びました。認
知症者にとって安心できる環境作りとは、困り事に対する思い
を受け止めて、対応を先延ばしにせず、安心できる心地よい快
の時間を作っていくことでした。そうすることで、患者に笑顔
が戻り、居心地の良い環境調整を行うことができました。この
患者に関われたことは、改めて自分自身の看護を見直し、認
知症者への看護を追求できた貴重な経験になりました。
　認知症看護認定看護師教育課程を山梨で受講するにあた
り、私は家庭の事情から、毎日片道1時間半の通学を選択しま
した。山梨は私の故郷で、古くからの友人がいることや、何よ
りも私の両親が健在に暮らしていることで、時に両親の力を借
りることで教育課程を無事に終えることができました。通学の
苦労から、時間を大切にして、提出課題や試験に対しては余裕
をもって計画的に取り組むように心がけ、そして達成できたこ
とで自信が深まりました。また、毎日の講義や志を同じくする
仲間と苦労や看護観を分かち合う時間が楽しく、有意義な時
間を過ごすことができました。
　本教育課程の受講期間は、認知症看護の基盤を学ぶと共
に、無意識に行っていた自身の思考や感情や今後の看護師と
しての方向性とじっくり向きあう貴重な時間になりました。自
分の強みと、弱みを認め明文化していくことで、客観的に自分
自身の課題が明確になりました。この学びや経験を自施設の
チームに伝え、異なる人的環境下でもオーダーメイドのケアを
構築し，実践できるよう初心を忘れず日々自己研鑽し目標とす
る認知症看護に向かっていきたいです。
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Ⅳ．認定看護師教育課程修了生の育成・支援
　本センターでは、認定看護師としてのキャリア形成を目的に継続的に修了生の支援をしています。

１.　緩和ケア分野企画　フォローアップ研修

　研修の目的

　認定看護師としてのキャリア形成のための知識・技術・態度を修得する。

　今年度は、「事例分析」と「更新審査に向けた準備」のほか、非がん患者の緩和ケアとして、「認知症患

者の緩和ケア」の特別講演を行いました。

開　催　日　時 研 修 内 容 ・ 講 師
参加者

総数（名）うち修了者数（名）

第
１
回

令和元年

4月 26 日 ㈮
9:00～16 :30

事例分析　実践と理論の統合・実践の評価

　山梨県立大学　看護学部准教授

　前澤美代子（がん看護専門看護師）
54 46

第
２
回

9 月 14 日 ㈯ 9:00～12 :00
事例分析　

　山梨県立大学　看護学部准教授

　前澤美代子（がん看護専門看護師）
44 37

第　
３　
回

令和 2年
2月 7日 ㈮

9:00～12 :00
事例分析　倫理調整の視点も含めて

　山梨県立大学　看護学部准教授

　前澤美代子（がん看護専門看護師）
61 61

13 :30～16 :30
特別講演「認知症患者の緩和ケア」

　医療法人　慈広会　甲府城南病院

　半田　美保（老人看護専門看護師）
60 60

16 :40～17 :30
更新審査に向けた準備

　山梨県立大学　看護実践開発研究センター 主任教員

　松土はつみ（緩和ケア認定看護師）
42 42

敬称略

表1　緩和ケア  フォローアップ研修概要

事例分析
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２.　緩和ケア認定看護師更新審査のための研修
　緩和ケア認定看護師育成・支援として、今年度、認定看護師認定更新審査を受ける緩和ケア認定看護師

を対象に更新審査に向けた支援を行いました。認定看護師は認定資格取得後、認定看護師としてのレベル

保持のために、5年目に1回目の更新審査を受け、その後も５年ごとに資格を更新することが日本看護協会に

よって定められています。1回目の更新では、①看護実践時間が2000時間以上に達していること　②実践活

動の実績および学会等への参加や研究発表など自己研鑽実績が合わせて50点以上あること　③認定看護師

としてかかわった事例の実践報告書の提出が求められます。研修では、審査に提出する「実践報告書」と「研

修実績およびの研究業績等申告表」の書類に関する指導・相談を行いました。

開催日 研　修　内　容　・　講　師 参加者
数（名）

のべ人
数（名 )

Ａ
日
程

令和元年

5月23日 ㈭
6月 4日 ㈫

実践報告書の指導

　市立甲府病院　

　　丹沢　千晶（緩和ケア認定看護師）

　　根津　弘美（緩和ケア認定看護師）

21 46

Ｂ
日
程

5月24日 ㈮
6月 6日 ㈭

実践報告書の指導

　松本市立病院　

　　上條　佳子（緩和ケア認定看護師）

　公益社団法人 山梨県看護協会 富士北麓訪問看護ステーション

　　重光さつき（緩和ケア認定看護師）

最
終
日

6月19日 ㈬
6月20日 ㈭

実践報告書の指導

　山梨県立大学　看護学部准教授

　　前澤美代子（がん看護専門看護師）

研修実績およびの研究業績等に関する書類の相談

　山梨県立大学　看護実践開発研究センター　専任教員

　　中込　洋美（緩和ケア認定看護師）

敬称略

認知症患者の緩和ケア

表 2　緩和ケア認定看護師更新審査のための研修概要
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開　催　日　時 研 修 内 容 ・ 講 師 参加者数（名）

令和元年

5月17日 ㈮
13:30～16:30

事例研究に向けての勉強会

山梨県立大学 看護実践開発研究センター 主任教員

　狩野英美（認知症看護認定看護師）

12

10月18日 ㈮ 13:30～16:30

事例分析

　医療法人慈光会 甲府城南病院

　　半田美保（老人看護専門看護師）

事例提供者2名（認知症看護認定看護師）
　　髙野順子（1期生：リハビリテーションセンター医療法人
　　　　　　　石和温泉病院）

　　藤原智恵（1期生：独立行政法人地域医療機能推進機構　　　
　　　　　　　JCHO 山梨病院）

　山梨県立大学 看護実践開発研究センター

　　専任教員 橋本晶子（老人看護専門看護師）

11

令和2年
2月13日 ㈬

13:30～16:30
認定更新審査に向けての取り組み

山梨県立大学 看護実践開発研究センター 主任教員

　狩野英美（認知症看護認定看護師）

20

　参加者は、講議とグループワークのディスカッションを通して、所属施設における認定看護師としての活

動を明確にしていました。また、修了生同士が交流を深め、それぞれの活動について、情報を交換する機会

となりました。

事例研究に向けての勉強会

事例分析のグループワーク 更新審査に向けての取り組み

半田美保先生

３．認知症看護分野企画　フォローアップ研修

研修の目的

１．事例研究の意義と方法について知ることができ、実践事例を研究的にまとめる力を養う。

　２．認知症の人の困難事例の分析を通して、認知症看護のアセスメント力を深め、エビデンスに基づいた

看護実践力を養う。 

３．認定看護師更新審査に向けて、手続きや事例のまとめ方などについての知識をえることができる。

敬称略

表3　認知症看護　フォローアップ研修概要
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Ⅴ . 修了生の研究活動の実績
　今年度の修了生の研究実績は以下のとおりです。

　１．緩和ケア分野

２期生
・望月和子　中込洋美　患者の語りを促した心理的ケア　第22回日本ホスピス協会全国大会 in 山梨 2019

３期生
・松土はつみ　前澤美代子：がん終末期の母親が子どもを遺して逝く苦悩へのケアとその子どもへの悲嘆ケア　

第22回日本在宅ホスピス協会全国大会 2019
・三谷野聰子　小林博子 : 最期まで自宅で過ごしたいと希望した患者と娘を支えた多職種の連携
第22回日本在宅ホスピス協会全国大会 2019 
・三谷野聰子　前澤美代子 :「この腕を差し上げます」といった創外固定中の患者のアロマを活用したケア
　日本死の臨床研究会 2019

４期生
・近藤美希　前澤美代子 : 笑顔を大切にし、信念としてきた A氏が選択した持続的鎮静と希望
第43回 日本死の臨床年次大会 2019 
・松下倫子：90歳女性の意思決定支援と、娘・孫の予期悲嘆の看護
第22回 日本ホスピス協会全国大会 in 山梨2019 
・松下倫子　大上永利子：沖縄本島と離島の病院で治療した患者の意思決定支援

第43回日本死の臨床研究会年次大会 2019 
・滝内章子：家族の方針により使用する薬剤が限られ十分な苦痛緩和を図ることが困難だった1例
第32回日本サイコオンコロジー学会総会 2019 
・水野恵美　立川奈津子　高野嘉子　神長貴子　福島慶子　郡司洋美　菊池範江　高橋美知子：栃木県県北医療

圏でがん看護を実践する看護職のがん看護研修ニーズ　第33回日本がん看護学会学術集会 2019
・君島汐美　大場利子　高野嘉子：精神疾患を有する介護者に関わる訪問看護師による意思決定支援

第50回日本看護学会 在宅看護学術集会 2019
・高野嘉子：事例で考える！がんの緩和ケア倦怠感「肝細胞がんで肺転移のある患者さん」

web マガジン ナース専科 plus 2019
・堀華乃子：診断後から終焉まで長期ストレス状態にあったがん患者の死の受容過程とケア

日本死の臨床研究会 2019

５期生
・中村浩美　外川仁美：終末期患者の家族に対して電話相談がコーピング手段になった関わり－ストレス・コー

ピング理論を用いてー 第50回日本看護学会　慢性期看護 2019
・伴野治美　和田美保　中込洋美　「天罰」という苦しみを抱える A氏へのかかわり

第22回日本ホスピス協会全国大会 in 山梨 2019

６期生
・今村しのぶ　高橋友子　川瀬徳子：急性期病棟における退院後訪問ー患者が安心して在宅療養するための継続

支援の在り方についてー 第68回日本農村医学会学術総会 2019
・今村しのぶ　高橋友子　川瀬徳子：急性期病棟における退院後訪問ー患者が安心して在宅療養するための継続

支援の在り方についてー：日本農村医学会雑誌　第68巻 第3号 P289 2019
・跡部雅子　堀川寿美　小林清香　前澤美代子 : 外国人妻と未成年男児2人の夫・父親としての維持を可能にした
症状コントロールとケア 第22回 日本在宅ホスピス協会全国大会 2019
・新田幸：30歳代の終末期がん患者である娘をもつ母の予期的悲嘆への介入と母と娘のつながり
第43回 日本死の臨床研究会年次大会 2019
・堀口明香：在宅で望ましい死を達成できた子宮頸がん終末期患者へのケア 

第22回日本在宅ホスピス協会全国大会 in 山梨 2019
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　２．認知症看護分野

１期生
・藤原智恵：急性期病院で治療を受ける認知症者のその人らしさを大切にした看護―入院後に BPSD が出現した1
事例への看護実践から― 

第19回日本認知症ケア学会大会 2018
・藤原智恵：急性期病院の看護師が認知症者の生活史を意識して実践していることと今後の課題～中堅看護師へ

のインタビューから～ 

第20回日本認知症ケア学会大会 2019

２期生
・上條昭子：食べない認知症高齢者が食べれるようになった要因～療養病棟入院中のA氏への食事支援を通して～
第20回日本認知症ケア学会大会 2019
・土屋晴子：認知症者の食事支援～1ヵ月以上拒食症状が続いた1事例の看護実践～
第20回日本認知症ケア学会大会 2019

７期生
・小木曽綾子　鴻池紗耶　山田祐司　萬谷摩美子　小坂麻利　小林真弓　吉岡玲子　渡邉真理子：キーパーソン

により患者への治療や医療的介入に難渋した事例～キーパーソンとの関わりからみえたこと～

第32回日本サイコオンコロジー学会 2019 
・小木曽綾子　鴻池紗耶　山田祐司　萬谷摩美子　小坂麻利　小林真弓　吉岡玲子　渡邉真理子：キーパーソン

により患者への治療や医療的介入に難渋した事例～キーパーソンとの関わりからみえたこと～

第16回長野県緩和ケア医療研究会 2019　
・成田由紀　平方眞　山田祐司　小坂麻利　小林真弓　小木曽綾子　渡邉真理子　松村さおり　汐碇直美　萬谷

摩美子：がん終末期の母親を看取る児童のケア　第16回長野県緩和ケア医療研究会 2019
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Ⅰ．緩和ケアに関する研修
　緩和ケアに対する知識と技術の普及を行い、緩和ケアの質向上を目指すことを目標に、平成23年度から緩
和ケアに関する研修を開催しています。

1.　緩和ケアセミナー
　今年度は、現場ですぐに実践できる技術として、リンパ浮腫に対するセルフケアとリンパマッサージ、エ

ンゼルメイクを行いました。また、身近な事例から全人的苦痛の考えを学び、理解を深めました。

　　 表1　緩和ケアセミナー概要

開　催　日　時 研 修 内 容・講 師 参加人数（名）

令和元年
7月13日 ㈮

 9：00～12：00

リンパ浮腫のケア

　市立甲府病院　

　　嶋田やよい（がん看護専門看護師 /

　　　　　　　 医療リンパドレナージセラピストラピスト）

　山梨大学医学部附属病院

　　中嶋　君枝（緩和ケア認定看護師 /

　　　　　　 　医療リンパドレナージセラピストラピスト）

31

11月28日 ㈬ 14：00～17：00
全人的苦痛

　国民健康保険 富士吉田市立病院

　　渡邊　　優（緩和ケア認定看護師）

14

令和２年

1月23日 ㈭
 9：00～12：00

エンゼルメイク

　公益社団法人山梨県看護協会 ゆうき訪問看護ステーション

　田中　美江（緩和ケア認定看護師）

4

リンパ浮腫のケア

エンゼルメイク

全人的苦痛

敬称略
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２．ELNEC-J（The End-of-Life Nursing Education Consortium 日本語版 in 山梨研修）
　本研修は、2000年米国看護大学協会によって設立され、世界74ヵ国で開催されているプログラムです。「病

や老いなどにより、人が人生を終える時期に必要とされるケア」を提供できる実践者を育成するためのプロ

グラムです。今年度は、令和元年度４月27日㈯に実施し39名が受講しました。本センターでは平成25年度か

ら開催し本年度までに562名が受講しました。

表 2　ELNEC-J講師・ファシリテーター 一覧

氏　　　名 所　属　施　設

講　
　
　
師

前澤美代子（がん看護専門看護師） 公立大学法人 山梨県立大学 看護学部

清水　和美（緩和ケア認定看護師） 公益社団法人 山梨勤労者医療協会 甲府訪問看護ステーションすずかけ

山岸　良治（緩和ケア認定看護師） 地方独立行政法人 山梨県立病院機構 山梨県立中央病院

半田　美保（老人看護専門看護師） 医療法人慈光会 甲府城南病院

重光さつき（緩和ケア認定看護師） 公益社団法人 山梨県看護協会 富士北麓訪問看護ステーション

上條　佳子（緩和ケア認定看護師） 松本市立病院

花岡　雅子（緩和ケア認定看護師） ＪＡ長野厚生連 北信総合病院 訪問看護ステーションなかの

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー

梶原　　瞳（緩和ケア認定看護師） 公立大学法人 山梨県立大学 看護学部

堀　華乃子（緩和ケア認定看護師） 安曇野赤十字病院

嶋田やよい（がん看護専門看護師） 市立甲府病院

松下　倫子（緩和ケア認定看護師） 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

中川恵里子（緩和ケア認定看護師） 社会医療法人 札幌清田病院

中込　洋美（緩和ケア認定看護師） 公立大学法人 山梨県立大学 看護実践開発研究センター

敬称略

Ⅱ．認知症看護に関する研修
1.　認知症看護の理念と実践研修
　認知症看護の基盤となる理念の普及と、実践力の向上を目的とした研修を実施しました。

　今年度は、認知症の人と家族が、地域でその人らしい生活を継続するために必要な、地域連携を見据え

た認知症の人の多角的なアセスメントの視点について、地域包括ケアシステムの実践に向けた支援体制づ

くりの実際を含めてご講義していただきました。
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開催日 研 修 名 ・ 講 師 参加人数（名）

令和元年

8月27日 ㈫

「認知症の人がより良く暮らす日々を共につくるために

　～地域包括ケアシステムの実践に向けて～」

　　永田久美子（認知症介護研究・研修東京センター研究部長）

26

2．認知症看護アセスメントと対応力向上研修
　認知症看護の実践力の向上を目的として、平成27年度から看護職等を対象として、認知症をもつ人の中核
症状や BPSD（行動・心理症状）に関するアセスメントと対応方法について学ぶ研修を実施しています。令和
元年度の概要は以下の通りです。

　表5　認知症看護アセスメントと対応力向上研修概要

開催日 研 修 内 容 ・ 講 師 他 参加人数（名）

令和元年

10月4日 ㈭

困難事例を通して学ぶ認知症看護
　事例提供者：独立行政法人国立病院機構 甲府病院
　　　　　　　久保田千恵（認知症看護認定看護師）

10

11月14日 ㈭

即実践！明日から活かせる認知症者のせん妄と
　　　　　　　　　　　　　　BPSD の対応力強化研修
　山梨県立大学 看護実践開発研究センター 主任教員 
　　狩野英美（認知症看護認定看護師）
　社会医療法人 加納岩 日下部記念病院
　　望月崇弘（認知症看護認定看護師）
　公益社団法人 山梨県看護協会 荒川訪問看護ステーション
　　吉田悦子（認知症看護認定看護師）

18

令和２年

2月21日 ㈮

困難事例を通して学ぶ認知症看護
　山梨県立大学看護実践開発研究センター 主任教員 

　　狩野英美（認知症看護認定看護師）
14

敬称略

敬称略

　　 表4　認知症看護の理念と実践研修概要

1) 困難事例を通して学ぶ認知症看護
　認知症の人を理解するための基礎知識の講義の後、認知症者の事例検討により、認知症の原因疾患の特

徴や中核症状からのアセスメント、個別的な支援の導き方について学び、実践へのヒントを得ることがで

きました。また、事例提供者として参加した、当センター教育課程を修了した認知症看護認定看護師も、

認知症看護の実践を客観的に振り返る機会となっていました。

永田久美子 先生
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Ⅲ．大学院公開
　大学院で開講している特別講義を看護職者へ公開講座として実施いたしました。今年度は在宅看護学分野

と基礎看護学分野の講義が公開されました。

事例検討会

アセスメントと対応力向上研修

2) 即実践！明日から活かせる認知症者のせん妄と BPSD の対応力強化研修
　認知症のせん妄及び BPSD（行動・心理症状）が生じる原因及び誘因を、認知症の人の視点からの多角的
にアセスメントや、発症や悪化を予防するための援助の実際について、様々な事例をもとにした講義から

学びました。また、ロールプレイを通して、認知症の人の内面的世界を体感的に理解し、実践に活かせる

コミュニケーションについて学びました。当センター教育課程を修了した認知症看護認定看護師2名に協力
していただきました。

開催日 研 修 名 ・ 講 師 参加人数（名）

令和元年

4月26日 ㈮
「訪問看護事業の機能に応じたステーションの生き残り策を考える」

　内田恵美子（日本在宅ケア教育研究所　代表取締役・研究所長）
31

12月6日 ㈮
「健康とは　SOC による健康評価と課題」

　戸ヶ里泰典（放送大学大学院教授）
20

内田恵美子 先生 戸々里泰典 先生

敬称略
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　教育担当者は、看護部門の新人看護職員の教育方針に基づき、施設内の各部署で実施される新人看護職員

研修の企画、運営を中心となって行うもので、実地指導者への助言および指導、新人看護職員への指導、評

価を行うものです。本研修は、山梨県の委託事業であり、今年度で3回目の開催となりました。
　研修は、6日間（30時間）で、県内外の講師による講義や演習を行いました。演習後半では、新人看護職員
を対象とした教育計画を立案し、最終日には全体発表による共有を行いました。受講者は、研修を通して教

育担当者の役割を理解し、役割発揮のための方略を見いだせていました。

　今年度は、現場で活躍する教育担当者を対象としたフォローアップ研修を開催しました。 

Ⅰ．教育担当者研修
　１．研修の概要
　１）研修目的

　教育担当者の役割を理解するとともに、各部署における新人看護職員に対する指導体制を整えるこ

とができる能力を修得することを目的とする。

　２）研修目標

①　新人看護職員研修における教育担当者の役割を理解できる。

②　新人看護職員と実地指導者のメンタルサポートの重要性を理解し実践にいかせる方法がわかる。

③　新人看護職員臨床研修計画の立案と評価について理解できる。

④　新人看護職員が職場の環境に適応するための周囲の環境調整の方法を考えることができる。

　３）研修プログラム概要

日付 研　修　内　容 講　　師

令和元年

11月27日7㈬
講義

新人看護職員臨床研修体制について
　新人看護職員研修に関する政策的動向と背景

山梨県福祉保健部医務課
　看護指導監　望月まゆみ

看護部理念と部署における新人看護職員に求める能
力の明確化
　新人看護職員臨床研修における教育担当者の役割

関東信越厚生局　山梨事務所
　保険指導看護師
　雨宮久子

12月12日㈭
講義
演習

成人学習者に対するコーチング

株式会社オーセンティックス
　代表取締役　高田　誠

12月13日㈮
講義
演習

リーダーシップを発揮するために
　実地指導者が対応困難な新人看護職員への対応
　教育担当者が感じる新人看護職員臨床研修上の
　問題とその解決方法

令和２年

1月9日㈭
演習

所属部署の新人看護職員臨床研修計画と課題
　授業デザイン①

藤沢市教育文化センター
　主任研究員　目黒　悟

1月16日㈭ 講義
所属部署の新人看護職員臨床研修計画と課題
　授業デザイン②

獨協医科大学ＳＤセンター
　永井睦子

2月5日㈬
演習
発表

教育担当者としての自己の課題

山梨県立大学看護学部
　准教授　横森愛子
看護実践開発研究センター
　専任教員　中込洋美

敬称略
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２．受講者の内訳

Ⅱ．教育担当者フォローアップ研修
　１．研修の概要
　１）　研修目的 教育担当者として、新人看護職員と実地指導者が共に成長できる環境を調整する力を養う。

　２）　研修目標

　　　①　新人看護職員と実地指導者のメンタルサポートの具体的方法がわかる。

　　　②　新人看護師が職場の環境に適応するための周囲の環境調整の具体的方法がわかる。

参加施設数 受講者数 職　　位 臨床経験年数 教育担当者として
の経験年数：人数

13施設
16名
（修了者16名）

スタッフ：7名
主任：2名
副看護師長または係長：3名
師長または課長：4名

18.75±7.3年
（3年～32年）

1年未満：3名
1～3年：3名
3～5年：5名
5年以上：5名

日　付 研　修　内　容 担当者（敬称略）
12月11日
㈬

講義・演習
・メンタルヘルスのサポート
・環境調整のための交渉術

株式会社オーセンティックス代表取締役

高田誠

参加施設数 受講者数 職　　位 教育担当者としての経験年数

16施設 25名

スタッフ：9名
副主任：3名
主任：4名
副看護師長または係長：5名
師長または課長：4名

1年未満：8名
1～3年 ：6名
3～5年 ：7名
5年以上：4名

　２．受講者の概要

３．受講者のアンケート結果（n=15）
　受講者は、教育担当者研修（6回）の内容に満足度していました。研修は、専門分野の講師からの講義や、
グループワークによる演習を中心に企画しました。最終日は、研修で取り組んだ授業デザインおよび教育担

当者としての自己の課題を発表し、全体で共有しました。

　受講者は、受講をとおして教育担当者として求められる役割を再認識し、役割を発揮するための能力を高

めることができていました。

　３. 受講者のアンケート結果
　  演習を中心とし、受講者の満足が高い研修でした。受講者から、｢伝える力を高めることで、人の心

を動かせるようになる｣「上手く相手に伝える方法が具体的に理解できた」「ストレスコントロールの方

法について、他者の意見をきくことで自分自身も上手につきあいたい」という意見がありました。

敬称略
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担当者 / 狩野英美　松土はつみ　野澤由美　須田由紀　橋本晶子
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　「保助看法と人材確保の促進に関する法律」の一部が改訂され、新人看護職員の研修制度が努力義務化となっ

て10年が経とうとしています。その間、医療の高度化や在院日数の短縮化、医療安全に対する意識の高まり

など国民のニーズの変化を背景に、臨床現場で必要とされる臨床実践能力と看護基礎教育で習得する看護実

践能力との間に乖離が生じたため、新人看護職員が臨床実践能力を高めるための新人看護職員研修の実施内

容や方法、普及方策が検討され、平成26年に新人看護職員研修ガイドライン改定版（厚生労働省）が作成さ

れました。

　今年度は、17施設32名の新人看護職員を迎え、全6回（36時間）の研修を行いました。看護基礎教育で

学んできたことを土台にして、看護技術のエビデンスと臨床実践能力を高めるための講義や演習を行いまし

た。また、看護過程の演習では、プリセプターとともに思考する学習を行いました。最終日の成果発表会では、

1年間の看護実践から『私の考える看護』と2年目に向けた課題を発表し合い、看護観を深め、課題を明確化

しました。

　1年間の成長は大きく2年目に向けた課題を各自明確にして研修は修了しました。また、プリセプターの

意見交換会には、17施設27名のプリセプターが参加し、新人を教育していく上での悩みの共有や施設間での

情報交換の場となりました。研修生の皆様が、看護師として成長するために、知識や技術の習熟また看護研

究の拠点として、これからも当センターを活用されることを願っています。

Ⅰ．研修の概要
１．研修目的
　新人看護職員の臨床実践能力を養う。すなわち初心者から中堅、エキスパートまでの段階を歩むため

に必要な基礎段階としての知識と技術を修得し、倫理的態度を育成し、さらに成長することの実感を通

して看護の質の向上に寄与する資質を育む。

２．研修目標
１）　看護実践に必要な基礎段階としての知識と技術を修得できる。

２）　個別性を重視した看護過程が理解でき、実践にいかすことができる。

３）　医療安全の視点に基づいた行動をとることができる。

４）　専門職業人としての倫理観や基本的態度を修得できる。

５）　医療チームの一員としての役割を自覚し、責任ある行動をとることができる。

６）　ストレスマネジメントの技術を修得することができる。

７）　将来目指す看護師像を描くことができる。

８）　多施設の新人看護師との交流ができる。
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３．研修プログラム概要

日　付 研　修　内　容 教授方法 担当者（敬称略）

第1回
5月21日

オリエンテーション

　今後の学びをスムーズにするために

　演習中の事故対応について

１．専門職業人として必要な基本姿勢と態度

　１）倫理と接遇

　２）生涯学習について

　３）研修ノートの使い方

２．看護倫理（看護者の倫理綱領について）

３．情報管理　①

　４）文献の検索方法

　　　　図書館の使い方

　　　　図書館利用カードの作成

　５）自己の目標の明確化

講義

演習

山梨県立大学看護学部

　准教授　前澤 美代子

　講　師　須田 由紀

センター専任教員　

　狩野 英美　

　松土 はつみ

　橋本 晶子

山梨県立大学看護図書館

　司書　山本 遥

第2回
7月31日

４．与薬の技術

　１）経口薬の与薬

　２）筋肉・皮下注射

　３）点滴静脈注射

　４）輸液ポンプ・シリンジポンプを使用した与薬

５．症状・生体機能管理技術 ①

　５）静脈血採血と検体の取り扱い

６．安全管理

　１）インシデントとアクシデント

　　　①患者誤認防止策

　　　②転倒転落防止策

　　　③誤薬防止の手順に沿った与薬

７．感染予防の技術

　１）スタンダードプリコーションの実施

　２）必要な防護用具の選択

　３）医療廃棄物規定に沿った適切な取り扱い

　４）針刺し事故防止対策の実施と針刺し事故後

　 　 の対応

講義

デモンストレーション

演習

・採血：モデル

講義

山梨県立大学看護学部

教授　平尾 百合子

教授　山田 光子

講師　新藤 裕治

講師　高岸 弘美

センター専任教員

　狩野 英美

　松土 はつみ

　橋本 晶子　

峡南医療センター 富士川病院

　看護師　望月 里紗

　看護師　井上 果歩

韮崎市国民健康保険

韮崎市立病院

　看護師　内藤 美樹

医療法人 慈光会 甲府城南病院

　看護師　宮脇 瑞希

医療法人 どちペインクリニック

玉穂ふれあい診療所

　看護師　天野 江里香

第3回
9月10日

５．症状・生体機能管理技術 ②

　１）心電図モニター

　２）パルスオキシメーターによる測定

８．救命救急処置技術

　１）急変時の対応

　２）BLS

９．ストレスマネジメントとリラクセーション

全体のまとめ　新人看護職員研修ノート記入

講義

デモンストレーション

演習

講義

演習

山梨県立大学看護学部

　准教授　野澤 由美　

　助教　　高取 充祥　

センター専任教員

　狩野 英美

　橋本 晶子

　松土 はつみ

医療法人 慈光会 甲府城南病院

　看護師　西海 久美子

特定医療法人 山角会 山角病院

　看護師　須田 和哉

地域医療振興協会 

上野原市立病院

　看護師　石井 牧子

JCHO 山梨病院

　看護師　小澤 美和子
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Ⅱ．受講者の内訳

日　付 研　修　内　容 教授方法 担当者（敬称略）

第4回
10月31日

10. 看護過程
　１）看護記録の目的

　２）事例に基づいた看護過程の展開

３．情報管理②：情報リテラシー（患者への適切な

　　情報管理）

＊プリセプターの情報交換会

講義

演習

山梨県立大学看護学部

　准教授　前澤 美代子

　准教授　野澤 由美

　講師　　須田 由紀

センター専任教員　

　橋本 晶子

第5回
11月1日

前日の続きの看護過程の展開

11．看護倫理・コミュニケーション技術
　１）看護者の倫理綱領について

　２）ロールプレイ・コミュニケーション

講義

ロールプレイング

山梨県立大学看護学部

　准教授　前澤 美代子

センター専任教員

　狩野 英美

　松土 はつみ

第6回
2月4日

12．成果発表
　自己の成長を明らかにする

　次年度に向けた目標の設定

グループワーク

「研修を終えて、目指す看護師像と

明日からできること」

閉講式

発表

グループワーク

センター長

　山田 光子

山梨県立大学看護学部

　准教授　野澤 由美

　講師　　須田 由紀

センター専任教員

　狩野 英美

　松土 はつみ

　橋本 晶子

女　性 男　性

受 講 者 数 32名 25 名 7名

所属施設数 17施設 － －

計 36時間
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Ⅲ．プログラムの達成状況
１．専門看護職業人として必要な基本姿

勢と態度（n=32）

　〈専門看護職業人として必要な基本姿勢と態度〉

� 資料・講義を通し専門職業人として基本的な態度
について理解を深めることができた。

２．与薬の技術（n=31）

①経口与薬の技術：講義

� 薬効と副作用、何故その薬が必要なのか理解
して与薬する重要性を学んだ。

� 内服しやすい環境調整や、副作用の観察をしっ
かり実施したい。

②筋肉・皮下注射：講義

� 曖昧だった知識を確実に習得することができた。
� 神経などの解剖整理を復習して実践していきた
い。

③点滴静脈注射：講義

� 業務に追われ、副作用について深く考えていなか
ったが、これからは余裕をもって実践していきたい。

� 投与時の本人確認や副作用の観察を確実に行っ
ていきたい。

④輸液ポンプ・シリンジポンプ：講義・演習

� シリンジポンプを扱う機会が少ないので体験
できてよかった。

� 重大事故に繋がる可能性を学べた。

⑤静脈血採血：講義・演習

� 真空管採血は初めてだったため、良い経験にな
った。

� 採血に伴う合併症の予防の重要性を学んだ。

３．安全管理（n=31）

� 改めて気を付けなければと思った。
� 十分に振り返り、患者や自分のために実践し
ていきたい。

４．感染予防の技術（n=31）：講義

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

59.4％ 37.5％ 3.1％

53.1％ 46.9％

50.0％ 50.0％

34.4％ 50.0％ 15.6％

56.3％ 43.2％ 0.5％

よく理解できた 理解できた あまり理解できなかった

専門職業人として
必要な基本姿勢と態度

倫理と接遇

情報管理・
情報リテラリー

文献検索の方法・
図書館の利用

自己の目標の明確化

よく理解できた 理解できた

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

67.7％ 32.3％与薬の技術：
経口薬の与薬

よく理解できた 理解できた

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

67.7％ 32.3％与薬の技術・輸液ポンプ
シリンジポンプを使用した与薬

よく理解できた 理解できた

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

67.7％ 32.3％静脈血採血

よく理解できた 理解できた

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

61.3％ 38.7％安全管理

よく理解できた 理解できた

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

64.5％ 35.5％与薬の技術：
点滴静脈注射

よく理解できた 理解できた

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

64.5％ 35.5％与薬の技術：
筋肉・皮下注射

よく理解できた 理解できた

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

67.7％ 32.3％感染予防の技術
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� 清潔・不潔に対する意識を高く持とうと感じ
た。

� 無自覚な曝露の意識化を今後の課題として取
り組んでいきたい。

５．症状・生体機能管理技術（n=30）

①心電図・パルスオキシメーター：演習

� 原理がわかった。
� 臨床では、心電図は検査技師が行うため、新
鮮だった。

６．救命救急処置技術（n=30）

� 実践実習だったのが良かった。
� 数値価して評価できたので、わかりやすかっ
た。

７．ストレスマネジメントとリラクセー
ション（n=30）

� 自分の体と向き合う時間ができた。
� ゆっくりとリラックスすることができた。

８．看護過程・情報管理（n=29）

〈看護記録の必要性や意義〉
� 初心に戻り、看護記録の基本を学べた。
� 何気なく看護記録に書いていた時もあった為、
今後は必要性や意義を考えながら書くように

したい。

〈看護過程の思考のステップアップ〉
� 病態をきちんと理解した上で、患者さん一人ひと
りに合わせた看護が必要であることがわかった。

� グループワークすることで、他の人の意見を聞き、
自分にはなかった気づきが得られた。

〈情報整理とアセスメント〉
� たくさんの情報の中から、何が一番の問題な
のか、しっかりと整理することが大切である

と感じた。

� もう一度復習して現場でいかしていきたい。

〈関連図と問題点の明確化〉
� 関連図を書くことで曖昧だった問題が見えや
すくなった。

� 関連図を久しぶりに考えることで、問題点が
見えやすくなった。

〈看護計画の立案〉
� グループで考えられ、いろいろな意見を知る

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

79.3％ 20.7％

69.0％ 31.0％

65.5％ 34.5％

65.5％ 34.5％

62.1％ 37.9％

よく理解できた 理解できた

看護記録の
必要性や意義

看護過程の
思考のステップアップ

情報整理と
アセスメント

関連図と
問題点の明確化

よく理解できた 理解できた

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

70.0％ 30.0％心電図モニター
パルスオキシメーター

よく理解できた 理解できた

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

70.0％ 30.0％救命救急処置技術

とてもリラックスできた リラックスできた

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

とてもそう思う そう思う

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

80.0％ 20.0％

83.3％ 16.7％

ストレスマネジメントと
リラクゼーション

ストレスマネジメントと
リラクゼーションの演習は

今後に役立ちそうか

看護計画の立案
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ことができてよかった。

� 看護計画は個別性をいかし、患者さんに合っ
たものを実施していきたい。

９．看護倫理・コミュニケーション技術

（n=29）

〈倫理的課題〉
� 倫理的な問題は意外に身近なところにあるとい
うことがわかった。

� この研修で取り入れた分析方法を現場でも利用
していきたい。

〈ロールプレイングを通した今後の対処方法〉
� 他の研修生のいろいろな意見が聞けて楽しかっ
た。

� わかりやすかった。

〈医療情報〉
� わかりやすかった。

Ⅳ．研修全体をとおしての研修
目標の達成状況（n=29）　

回答率100%

Ⅴ．プリセプター交流会
（参加者のアンケートから）

� 普段、他のプリセプターの方の意見をゆっく
り聞く時間がなかったので、他の病院の方々

の意見が聞けて良かった。プリセプターとし

ての焦りや悩みから、しだいに放り投げたい

気持ちになってしまっていたが、改めてやっ

てみようと思った。

� 他病院でどんな指導をおこなっているかを知
ることができた。また、同じような内容で悩

んだり、困ったりしていることを知ることで

対応策がわかった。

� さまざまな状況の中で新人を育てていること
を知った。私は恵まれた環境の中、プリセプ

ターとして関わることができている。経験は

長くても新卒者を育てていくには、とても重

圧で力不足を感じている。みんなが頑張って

いることを知り、私も新卒者と共に成長して

いけるように一緒に学びたい。

� 新人はプリセプターが育てるのではなく、チ
ームで育てるものである。看護も共有するこ

とが大切である。

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

24.1％

31.0％

24.1％

27.6％

31.0％

27.6％

51.7％

51.7％

65.5％

55.2％

72.4％

69.0％

58.6％

62.1％

44.8％

48.3％

10.3％

13.8％

3.4％

3.4％

10.3％

10.3％

3.4％

充分達成できた 達成できた あまり達成できなかった

基礎段階としての知識・
技術の修得

個別性を重視した看護過程
の理解と実施

医療安全の視点に基づい
た行動

専門職業人としての倫理観・
基本的態度の修得

医療チームの一員としての役
割の自覚・責任ある行動

ストレスマネジメントの技
術修得・活用

将来の看護師像を描く

施設間のネットワークを活
用した支え合いの基盤形成

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

75.9％ 24.1％

65.5％ 34.5％

58.6％ 37.9％

よく理解できた 理解できた あまり理解できなかった

3.4％

ロールプレイングを通した
今後の対処法

倫理的課題

医療情報
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【全体評価と次年度に向けての課題】

Ⅰ．プログラム全体の評価と課題
（研修生のアンケートから）

　研修生29名、回答29名（回答率100%）
目標の達成度

〈全体として〉

　「十分達成できた」24.1％、「達成できた」65.5
％であり、9割の研修生が1年間の研修目標を達
成できたと答えていた。自由記載は、“看護の基

本的な、知識・技術について学ぶことができた”

“学んだことを振り返り、臨床で活かすことがで

きた”“看護観を深めることができた”などであ

った。研修生は、知識や技術を深め学ぶことがで

き、自己の目指す看護師像の明確化から実践への

意欲の向上につながっていた。また、他の施設の

研修生との意見交換が、視野を拡げ、今後の交流

の礎となっていた。

〈目標ごとの評価〉

１．看護実践に必要な基礎段階としての
知識と技術を修得できる。

　「十分習得できた」24.1％、「習得できた」65.5
％と、多くの研修生が達成できたと答えていた。

「あまり習得できなかった」が10.3％だった。自
由記載には、“知識・技術を再確認することで、

より正確に技術の習得ができた”“演習で技術を

実践することで病棟での実践のイメージがしやす

かった” “病棟で実践、いかすことができた”と

いう意見があった。また、“技術が未熟な部分も

あり、もう少し技術を磨いていきたい”という意

見もあった。

→昨年度の課題から、各担当の専門分野の先生方

による講義および演習を強化した。そのため、

根拠のある看護実践をするための知識・技術の

習得につながった。次年度も引き続き臨床現場

に即した講義や技術演習を継続していく。また、

臨床で継続的に知識・技術が習得できるよう「研

修ノート」を活用していく。

２．個別性を重視した看護過程が理解で
き、実践にいかすことができる。

　「十分達成できた」31％、「達成できた」55.2％と、
9割弱が達成できたと答えていた。「あまり達成で
きなかった」が13.8％だった。達成できた研修生
の意見は、“他施設の方とグループワークを行う

ことで自分にはなかった考えに気がつくことがで

き、それを病棟業務の中でいかすことができた”

“研修で行った看護過程を病棟でいかすことがで

きた”であった。達成が不十分な研修生は “日々

の業務に追われて看護課程が展開できていない”

“考えるのみで実践できなかったことが多く十分

とは言えない”という意見であった。

→急性期病院や回復期病院、訪問看護等のさまざ

まな施設間での視点から全人的にアセスメント

ができ、個別性をいかした看護計画の作成がで

きた。次年度も病院機能が違う研修生のグルー

プ編成で、グループワークを中心に看護過程の

展開を実施していく。

３．医療安全の視点に基づいた行動をと
　　ることができる。

　「十分できた」24.1％、「できた」72.4％と、ほ
ぼ全員が医療安全の視点に基づいた行動がとれた

と答えていた。「あまりできなかった」が3.5％だ
った。自由記載には、“患者の安全だけでなく自

分の身を守るための行動がとれるようになった” 

“講義により安全に対する意識を高めることがで

きた”、“確認を怠らず、わからないことは聞くこ

とができた” “報告を心がけるようになった”と

いう意見もあった。

→医療安全は、感染および医療事故の現状と対応

について臨床現場に即した内容を教授したた

め、研修生は、医療安全を意識した行動をとる

ことができた。研修を受けたことで、上司やス

タッフ、他職種への報告・連絡・相談の重要性

を再認識し、実践につながっていた。次年度も

継続していく。

４．専門職業人としての倫理観や基本的
　　態度を修得できる。

　「十分達成できた」69％、「達成できた」27.6％と、
9割が達成できたと答えていた。「あまり達成でき
なかった」が3.4％だった。自由記載は、“倫理綱領
を用いて事例を考えたことが勉強になった”“仕事

をしている中で、倫理的に疑問に思ったことを受

講者と話し合うことができて、自分の視野が広が

った”“現場の中でも研修後、患者との関係を築く

うえで意識することができた”などであった。

→テキスト「看護者の倫理綱領」を確認し、事例

を通して倫理と責務を繰り返し考えたことが効

果的であったため、継続していく。
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５．医療チームの一員としての役割を自覚
　　し、責任ある行動をとることができる。

　「十分できた」 31％「できた」58.6％であり、89.6
％が達成できたと答えていた。「あまりできなか

った」は10.3％であった。自由記載には、“報連
相を大切に必要なコミュニケーションをとった”

“困った時は先輩に相談して、事前に危険因子を

無くすことがチームの一員として大切であると学

んだ”“多職種と連携できた”、達成が不十分な研

修生は“新人という身から積極的に発言できない”

“自分で対処しようという考えがまだ抜けない”

という意見であった。

→9割近い研修生は、自分の行動が患者の心身に
影響することを考え行動できていた。今後もチ

ームの一員としての責任・責務の強化を継続し

ていく。

６．ストレスマネジメントの技術を修得する
　　ことができる。

　演習では、「とてもリラックスできた」80％、「リ
ラックスできた」20％と回答した。また、この演
習が今後に役立ちそうかとの設問には、「とても

そう思う」 83％、「そう思う」17％と回答し、自
由記載には“ゆっくりとリラックスすることがで

きた”“ストレスコーピングについて考える機会

になり、実践できた”“自分の体と向き合う時間

がとれた”などの意見があった。

→研修内のプログラムで自分自身がリラックスで

き、今後の生活の中で自身のストレスマネジメ

ントのための技術を修得することができた。来

年度も、新人看護師が自分の心と体に向き合う

時間をつくり、ストレスマネジメントする技術

を教授していく。

７．将来目指す看護師像を描くことができる。

　「充分できた」51.7％、「できた」44.8％、「あ
まりできなかった」3.5％と回答した。自由記載
には“レポートで自分の看護観を再構築でき、理

想の看護師像も描けた”“他者の意見を取り入れ

ることで2年目になる自分のなりたい像を明確に
することができた”などの意見があった。成果発

表会では、自己の成長や目標について全員が個々

の言葉で発表し、その後のグループワークでは、

「目指す看護師像と明日からできること」につい

て、活発かつ和やかな雰囲気の中で意見交換がで

きた。

→成果発表に向けて、レポートを記載する中で自

己の成長や目指す看護師像を明確にできた。ま

た、今年度から取り入れた成果発表会後のグル

ープワークでは、自分の考えを深める機会にな

った。さらに、他施設の研修生と就職2年目に
向かう仲間としての関係作りの機会にもなって

いた。次年度も継続していく。

８．多施設の新人看護師との交流ができる。

　「十分できた」51.7％「できた」48.3％で全員
が達成できたと答えていた。自由記載には“多施

設の人と情報交換ができ、とても良い経験だった”

“自分を客観的に見ることができた”“大変なのは

自分だけではないと頑張ることができた” “ライ

ン交換した”などの意見があり、“グループワー

クを通して交流できた”と複数の研修生が答えて

いた。この研修が新人看護師間の交流の場だけで

なく、自分を内省し、頑張ろうという前向きな気

持ちの変化につながっていた。

→次年度もグループワークや演習を通して、交流

ができるように継続していく。

Ⅱ．各プログラムの評価と課題
１．第１回

　研修の導入と専門職業人としての基本的な姿勢

と態度を考える動機づけになっているため、研修

内容を継続していく。テキストの「新人看護職員

研修のノート」は継続して活用していく。

　グループワークを通して交流が深まったとの意

見が多かったため、次年度は早い時期にグループ

ワークを取り入れた演習を検討していく。

２．第２回

　静脈血採血や筋肉皮下注射などの侵襲的な看護

技術について、注射技術のエビデンスの講義と演

習を行ったことで、研修生は、患者により安全に

実施するための知識・技術の再確認ができた。注

射や採血の技術を習得するためには、臨床現場で

繰り返し実践する必要がある。今年度、演習では

真空採血管での静脈採血を実施したが、真空採血

管での採血を実施している施設が少ないため、次

年度は、シリンジでの採血も考慮し演習内容を検

討していく。

３．第３回

　１）心電図やパルスオキシメーターの測定では、

原理を踏まえた演習を行ったことで、正確で

安全な測定技術の理解につながっていた。ま
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た、今年度、救命救急処置技術は、救急蘇生

法の技術の効果をデーターとして可視化でき

るモデルを活用した。自分の技術を数値化し

て評価できたことが、正確な技術習得につな

がっていた。今後も継続していく。

　２）今年度、「ストレスマネジメント」は、スト

レスやコーピングの実際について講義を行

い、その後、研修生自身のリラクゼーション

のための演習を取り入れた。入職後、半年が

経過したこの時期は、臨床で自立して業務に

つく機会が増えることから、ストレスを抱え

る研修生も少なくなかった。この時期に、ス

トレスに向き合う方法や自分の体と向き合う

ための研修を行ったことは、効果的だったた

め継続していく。

４．第４回・第５回 
　１）看護過程は、提示した事例について、急性期

病院や回復期リハビリ病院、訪問看護ステー

ションなどに所属するグループメンバー間で

意見交換を行った。他者の意見を聞くことで、

自分の考えが深まり、身体的側面だけでなく、

心理・社会的側面の全人的な視点でアセスメ

ントと問題の抽出ができたため、効果的であ

った。次年度も実施していく。

　２）看護倫理は、臨床現場での身近な症例を用い

て講義・演習を行ったことで、臨床現場の倫

理的な課題に気付けていた。次年度も継続し

ていく。

５．第６回

　成果発表にあたり、「自分の考える看護」のレ

ポートを課題とした。研修生は、発表会で看護実

践の事例をもとに、自分の言葉で看護に対する想

いと今後の決意を語り、自己の看護観を深めるこ

とができた。今年度は、目指す看護師像を具体化

し、実現に向けた自己の課題を明確にするための

グループワークを行った。自己の目標および、具

体的な取り組みについて、研修生同士の意見交換

から、実践可能な課題を明確にし、効力感を高め

ることにつながっていた。次年度も継続していく。



看護継続教育の支援

看護継続支援・看護職のための研究活用講座
担当者 / 本間隆之　前澤美代子　狩野英美
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　前年度の受講者のニーズに基づき、今年度は、4年ぶりに「統計学基礎講座」を中心とした講座を開講し、

19名が受講しました。統計学に改めて取り組む人に向けて、データ集計の意味や表現の仕方、統計的仮説検

定の用語と考え方、Excel を使った基礎的な集計方法の理解から、実践や研究的視点につながることを目的と

して開講しました。

　講座終了後のアンケート結果によると、講義内容や講師の教授方法については、全員が「満足～ほぼ満足」

していました。「分かりやすく丁寧な説明だった」「研修毎に前回の復習があった」「理解度を確認しながら進

めていた」など、理解しやすい教授と繰り返しの説明による強化、理解度を確認しながらの進行が満足感に

つながっていました。本講座の受講目的の達成度については、全員が「達成した～やや達成した」と回答し

ていました。「統計に対する苦手意識が軽減した」「専門用語がわかるようになった」「数字の背景が見えるよ

うになった」など統計に対する意識の変化や理解の深まりをその理由とし、効力感についても全員が「得ら

れた～やや得られた」と回答していました。「エクセルの使い方をもっと知りたい」「検定の種類について更

に詳しい内容を知りたい」など継続した学習への意欲を示す意見もありました。本講座を人に勧めたいかと

いう質問では全員が「勧めたいあるいは場合（人）により勧めたい」と回答しており、今後の講座の希望で

はステップアップした具体的な内容の記述も多く、本講座の今後の開催継続への期待が伺えました。

「看護職のための研究活用講座」開催概要

講師：山梨県立大学 看護学部 准教授　本間隆之（看護関連科学領域）

　　　山梨県立大学 看護学部 准教授　前澤美代子（成人看護学領域）

開催：全 10 回コース（1日 2回：18：30 ～ 20：00、20：00 ～ 21：30/5 日間）

参加者数／19名

開会日　講師 講　義　内　容

令和元年

9月4日 ㈬
本間講師

第１回 統計学概論：標本の抽出と偏り、データの種類と尺度

第２回 データの要約と表現：質的尺度の集計

9月25日 ㈬
本間講師

第３回 データの散らばりを表す：散布度の指標

第４回 演習：エクセルを使った集計（ピポットテーブル）

10月9日 ㈬
本間講師

第５回 質的 2変数の関係の表現：データの種類とまとめかた、クロス集計

第６回 量的 2変数の関係の表現：相関係数の意味の理解

10月30日 ㈬
本間講師

第７回 統計学的仮説検定①

第８回 統計学的仮説検定②

11月13日 ㈬
前澤講師

本間講師

第９回 質的研究概論

第 10 回 質的研究の演習



高度看護専門職業人の支援

高度看護専門職業人支援
担当者 / 前澤美代子　橋本晶子　佐藤悦子

47

専門看護師資格試験のためのコンサルテーション
　山梨県立大学大学院看護学研究科 専門看護師（CNS）コースの修了者9名の受講者に対して CNS 認定資格

取得に向けた支援を行いました。今年度から審査方法が変更となり、事業担当者で指導方法を検討するため、

企画会議を5回実施しました。講師は、梶原絢子さん（急性・重症患者看護 CNS：自治医科大学附属埼玉医

療センター）、並木奈緒美さん（在宅看護 CNS：公益社団法人山梨県看護協会ゆうき訪問看護ステーション）、

前澤美代子さん（がん看護 CNS：本学准教授）に加え、菅原亜有美さん（精神看護 CNS：船橋市立医療センター）、

佐藤直子さん（在宅看護 CNS：中央パートナーズ株式会社東京ひかりナースステーション）に依頼し、支援

体制の強化を図りました。支援内容は、受講者各々のCNS 実践レポートに対するアセスメントの強化や介入

の評価についての助言、CNS としての活動の助言、筆記試験にむけて模擬試験と解説、レポートのまとめ方

についての指導を行いました。今年度は7名が受験し、うち5名（がん看護1名、精神看護1名、在宅看護3名）

が CNS 認定資格試験に合格しました。

　受講者からの満足度は高く、「講師からの助言を受けて CNS としての課題が明確になった」「自分の実践の

良いところを評価してもらい自信がついた」「修了後もこのようなフォローしてもらえる体制があって有り難

かった」などの意見がありました。

　（令和元年12月21日現在）

キャリア・カウンセリング
　次年度、緩和ケア認定看護師教育課程は休講となります。今年度、認知症看護認定看護師教育課程の受験

対策講座・相談会に36名が参加しました。

表 1　本学修了者の CNSの人数

がん看護専門看護師  　 4 名

精神看護専門看護師  　 5 名 

慢性疾患看護専門看護師   　８名

急性・重症患者看護専門看護師  　11 名

在宅看護専門看護師  　 6 名 

感染症看護専門看護師  　 ３名 

計  　36 名 



看護実践の開発と研究支援

看護研究支援
担当者 / 稲垣順子　野澤由美　中込洋美
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　看護研究支援事業では、次の条件を満たす者を対象に研究支援を実施しております。

　看護研究は、看護の質向上のために、新たな知見を生み出すことを目的としています。研究成果はその施

設だけではなく、全国の施設で役立てていただくために学会発表をしています。そのため、看護研究支援事

業では学会発表まで継続して支援いたします。

１．看護研究支援事業の実施状況
　令和元年度の受講者は2名で、下表の通り各担当教員の指導のもとに研究を進めています。

　 表1　看護研究支援概要

＜ご案内＞
来年度も研究支援事業を実施いたします。この報告書をご覧の皆様も、一緒に研究しませんか？
詳しくは、看護実践開発研究センターのホームページやチラシのお知らせをご覧ください。

受講者（所属） 【研究テーマ】と進捗状況 担当教員

日澤けさ美

（社会医療法人 加納岩 

加納岩総合病院）

【在宅療養支援チームの一員としての外来看護師
の役割意識】→ 研究計画書作成中です。

山梨県立大学 看護学部 

准教授

依田純子（地域看護学領域）

高木英俊

（公益財団法人 

山梨厚生会 山梨厚生病院）

【慢性期頚髄損傷患者が抱える入院生活への思い】
→ 研究計画書を作成し、データ収集を致しました。

山梨県立大学 看護学部 

助教

高取充祥（成人看護学領域）

敬称略

① 看護研究研修を実施した経験があり、研究について基礎的知識を持っている者

② 研究テーマを持っている者

③ 研究支援 5回すべて受講可能な者

面談中の日澤けさ美さんと依田純子准教授



情報発信

情報発信
担当者 / 本間隆之　中込洋美　水野沙織　深田仁美
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　本年度は、看護実践開発研究センターホームページにおいて広報活動、管理・運営、認定看護師教育課程

の受講生募集のための専門誌への広告掲載などを行いました。

１．看護実践開発研究センターホームページ

　ホームページでは、センターで開催する事業の当日や終了後の状況を「センター日記」において、随時

情報を発信しています。写真や参加者の声を多く掲載してセンター活動の雰囲気をリアルタイムで伝える

ことによって、年間を通して多様な事業を実施している実践開発研究センターに、興味を持ってもらえる

内容としています。 2019年（2019年1月1日から2019年12月31日）の携帯端末（iOS と Android）からのア
クセスは総アクセス数の52. ５％となっており、昨年の51.8％を上回りました。2019年の1年間（2019年1月
1日から2019年12月31日）のアクセス数（セッション数）は、15,5319件。そのうち、新規アクセスの割合
は43.4％でした。これまでのサイトは、センターの内容を説明することを主な目的としてきましたが，新
年度に向けて，認定看護師教育課程に興味がある人や研修会等に興味がある人といった利用者視点でのリ

ニューアルを検討しており，利便性向上に向けて取り組んでいます。

２．認定看護師教育課程

　認知症看護認定看護師教育課程の広報用リーフレットを作成して、20都県の看護協会(計1120部)に郵送，
日本認知症予防学会に80部持参して配布しました。

３．看護専門誌への広告掲載

　看護専門誌への掲載広告では、認定教育課程の受講を検討している人たちへ的を絞った必要最小限の情

報量で目に留まるデザインとしました。紙面広告上でより多くを伝えるよりも、目に留まった人がホーム

ページを閲覧して十分な情報にアクセスしてもらうよう促す広告デザインを作成しました。
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令和元年度　事業一覧・１年間のあゆみ
年 月 日 事　　　業　　　名

令　
　
和　
　
元　
　
年

4月

4月
～3月

キャリア・カウンセリング（随時）

26㈮
緩和ケア認定看護師教育課程修了生 フォローアップ研修
「事例分析：実践と理論の統合・実践の評価」

27㈯ ELNEC-J in 山梨

5月

 17 ㈮
認知症看護認定看護師教育課程修了生 フォローアップ研修
「事例研究に向けての学習会」

21㈫ 新人看護職員研修事業多施設合同研修（1回目）

23 ㈭ 緩和ケア認定看護師認定更新審査のための研修 (1回目 )

24 ㈮ 緩和ケア認定看護師認定更新審査のための研修 (2回目 )

25 ㈯ 専門看護師資格試験受験のためのコンサルテーション（1回目）

6月

3㈪ 認定看護師教育課程 開講式

4㈫ 緩和ケア認定看護師認定更新審査のための研修 (3回目 )

6 ㈭ 緩和ケア認定看護師認定更新審査のための研修 (4回目 )

13 ㈭ 専門看護師資格試験受験のためのコンサルテーション（2回目）

19 ㈬ 緩和ケア認定看護師認定更新審査のための研修 (5回目 )

20 ㈭ 緩和ケア認定看護師認定更新審査のための研修 (6回目 )

7月

6㈯ 専門看護師資格試験受験のためのコンサルテーション（3回目）

13 ㈯ 緩和ケアセミナー（リンパ浮腫のケア）

31 ㈬ 新人看護職員研修事業多施設合同研修（2回目）

8月

3 ㈯ 専門看護師資格試験受験のためのコンサルテーション（4回目）

27 ㈫
認知症看護の理念と実践研修

「認知症の人がよりよく暮らす日々を共につくるために～地域包括ケアシステムの実践にむけて～」

9月

9 月
～ 3月

看護実践者の研究支援活動（5回程度）

4 ㈬ 看護職のための研究活用講座（第1回・第2回）

7 ㈯ 専門看護師資格試験受験のためのコンサルテーション（5回目）

10 ㈫ 新人看護職員研修事業多施設合同研修（3回目）

14 ㈯
緩和ケア認定看護師教育課程修了生 フォローアップ研修

「事例分析」

14㈯
看護実践開発研究センター開設10周年記念講演
「看護の原点と未来を見据えた看護実践への視座」

25㈬ 看護職のための研究活用講座（第3回・第4回）
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年 月 日 事　　　業　　　名

令　
　
和　
　
元　
　
年

10月

4 ㈮
認知症看護アセスメントと対応力向上研修

「困難事例を通して学ぶ認知症看護 第1回」

5 ㈯ 専門看護師資格試験受験のためのコンサルテーション（6回目）

9㈬ 看護職のための研究活用講座（第5回・第6回）

18 ㈮
認知症看護認定看護師教育課程修了生 フォローアップ研修

「事例分析」

30 ㈬ 看護職のための研究活用講座（第7回・第8回）

31 ㈭ 新人看護職員研修事業多施設合同研修（4回目）

11月

1 ㈮ 新人看護職員研修事業多施設合同研修（5回目）

13 ㈬ 看護職のための研究活用講座（第9回・第10回）

14 ㈭
認知症看護アセスメントと対応力向上研修

「即実践！明日から活かせる、認知症者のせん妄と BPSD の対応力強化研修」

27 ㈬ 新人看護職員研修事業教育担当者研修（1回目）

28 ㈭ 緩和ケアセミナー（全人的苦痛）

12月

11 ㈬ 新人看護職員研修事業教育担当者フォローアップ研修

12 ㈭ 新人看護職員研修事業教育担当者研修（2回目）

13 ㈮ 新人看護職員研修事業教育担当者研修（3回目）

19 ㈭ 認定看護師教育課程 修了式

令　
和　
２　
年

1月

9 ㈭ 新人看護職員研修事業教育担当者研修（4回目）

16 ㈭ 新人看護職員研修事業教育担当者研修（5回目）

23 ㈭ 緩和ケアセミナー（エンゼルメイク）

2月

4 ㈫ 新人看護職員研修事業多施設合同研修（6回目）

5 ㈬ 新人看護職員研修事業教育担当者研修（6回目）

7 ㈮
緩和ケア認定看護師教育課程修了生 フォローアップ研修
「事例分析～倫理調整の視点も含めて～」「特別講演 認知症患者の緩和ケア」　
「更新審査に向けた準備」

13 ㈭
認知症看護認定看護師教育課程修了生 フォローアップ研修

「認定更新に向けての取り組み」

21 ㈮
認知症看護アセスメントと対応力向上研修

「困難事例を通して学ぶ認知症看護 第2回」

3月
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看護実践開発研究センター 各種講座・研修会 参加人数
認定看護師教育課程 各種講座

緩和ケア 認知症看護 公開講座
教育課程
受講者

フォローアップ研修
（特別講演含）

更新のための
相談事業

教育課程
受講者

フォローアップ研修
（特別講演含）

緩和ケア
セミナー

認知症
看護研修 大学院関連

平成22年度 － － － － － － － 268

平成23年度 30 － － － － 111 － 76

平成24年度 29 61 － － － 183 － －

平成25年度 25 178 － － － 380 285 52

平成26年度 16 219 － 24 － 337 160 122

平成27年度 17 465 － 28 114 325 305 －

平成28年度 19 523 － 30 48 207 199 50

平成29年度 11 322 － 30 71 － 194 43

平成30年度 21 341 25 30 63 53 99 39

令和元年度 22 261 21 27 43 49 68 51

合　　計 190 2,370 46 169 339 1.645 1.310 701

各種講座 委託事業
合計

ELNEC プレCNSコンサ
ルテーション

看護
研究支援 統計学講座 研究活用

講座
研修責任者
研修

教育担当者
研修

実地指導者
研修

多施設
合同研修

平成22年度 － － － 28 － 50 － － － 346

平成23年度 － 5 5 24 － 33 － － 30 314

平成24年度 － 5 6 17 － － － 51 38 390

平成25年度 181 4 3 18 － － － 33 29 1,188

平成26年度 127 6 3 16 － － － 35 43 1,108

平成27年度 137 6 1 25 － － － 35 50 1,508

平成28年度 78 9 2 15 － － － 31 37 1,248

平成29年度 － 6 4 － 18 － 16 25 49 789

平成30年度 － 5 5 － 24 － 15 － 41 761

令和元年度 39 9 2 － 14 － 16 － 29 651

合　　計 562 55 31 143 56 83 47 210 346 8,303

※ 委託事業は研修修了人数　1月 20日現在



53

１．令和元年度就業環境改善アドバイザー派遣実施状況

２．外部機関からの依頼による地域貢献実績（アドバイザー派遣事業を除く）

病院名 アドバイス内容 決定
回数 実施日 到達目標 教員名

1
特定医療法人

山角病院

看護倫理

看護研究
2

7/20
9/18

・看護職員以外の病院職員も含めて、実際に倫理事例検

討ができる。

・看護研究発表会で先生より講評をいただき、より研究

を深める。

山梨県立大学

看護学部

准教授

前澤美代子

（成人看護学

領域）

2
北杜市立

甲陽病院

看護研究

アサーティブ

コミュニケーション
3

7/30
9/3
10/8

・山梨県看護協会研究倫理委員会の審査を受け承認される。

・看護研究を日々の看護に役立てることが出来る。

・コミュニケーション技法を学び意見の食い違いや協力し

て当たらなければならない困難な業務に活用できる。

3
JCHO

山梨病院
ELNEC-J 3

9/20
10/1
11/26

・ELNEC-J 研修の学びから、エキスパートナースの看護の
質を高め、実践に活かすことができる。

4
国民健康保険

富士吉田

市立病院

記録監査の知識と

監査方法・監査結

果の活用
2

7/9
11/8

・看護の質を評価できる記録監査について理解できる。

・講義を踏まえ記録監査方法の見直しができる。

・記録監査から現在の看護記録の質を評価できる。

地域貢献活動

敬称略

表 1　就業環境改善アドバイザー派遣実施状況

表 2　実績概要

項　　目 内　　容 件　　数

看護職への教育・研究支援
看護職への教育 22

32（32.7％）
看護職への研究指導 12

看護職を含む多職種への教育 21（20.2％）

学会・研修会運営 7（6.7％）

学生への教育

看護系大学院 0

21（20.2％）

看護系大学・短大 7

看護専門学校 1

中学・高校 12

小学生（保護者含む） 1

看護職以外の専門職への教育・支援

司法系（裁判所職員） 0

11（10.6％）
福祉系（介護支援専門員他） 4

教育系（保育士・教員） 2

防災系（消防職員） 2

その他（栄養士、産業保険関係） 3
9（9.6％）

一般市民への看護実践・教育 一般市民への教育 10

合　　計 104（100％）

2020年 1月 20日　現在
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山梨県立大学看護実践開発研究センター運営規程
（平成22年4月1日制定　看護8401号）

　（趣旨）

第１条　この規程は、公立大学法人山梨県立大学基本規則第29条の規定に基づき、山梨県立大学看護実践開
発研究センター（以下「センター」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

　（目的）

第２条　センターは、看護学部の全教員が構成員となり、看護職者がさらなる看護実践の質向上のための専

門知識や技術の習得、また研究活動ができるための専門職支援を行うことを目的とする。

　（業務）

第３条　センターは前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

⑴　認定看護師の育成・支援

⑵　高度看護専門職業人の支援

⑶　看護実践の開発と研究支援

⑷　看護継続教育の支援

⑸　情報発信

⑹　その他必要な業務

　（組織）

第４条　センターに、次の職員を置く。

⑴　センター長

⑵　センター専任教員

⑶　事務職員

⑷　その他必要な職員

２　センター長は教員の中から、看護学部長（以下「学部長」という。）が任命する。

３　学部長は、必要と認めるときは、その他必要な教職員を任命する。

　（任期）

第５条　センター長の任期は２年とし、再任を妨げない。

２　センター長が任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期

間とする。

　（センターの委員会）

第６条　センターの円滑な運営を図るため、センターに次の委員会を置く。

⑴　センター運営委員会

⑵　センター実施委員会

２　前項の委員会に関し必要な事項は、別に定める。

　（センター専任教員）

第７条　センター専任教員（以下「専任教員」という。）の選考は、前条第１項第１号の委員会の推薦に基づ

き、看護学部教授会の議を経て、理事長が行う。

２　専任教員の任期は３年とし、再任を妨げない。

３　専任教員の労働条件、服務規律その他就業に関し必要な事項は、公立大学法人山梨県立大学教

職員就業規則に定めるところによる。

　（委任）

第８条　この規程に定めるもののほか、必要な事項は、学部長が定める。

附　則

　この規程は、平成22年4月1日から施行する。

附　則

　この規程は、平成23年3月4日から施行する。
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山梨県立大学看護実践開発研究センター運営委員会要項
（平成22年4月1日制定　看護8401－1号 )

　（趣旨）

第１条　この要項は、山梨県立大学看護実践開発研究センター運営規程第６条第２項の規定に基づき、山梨

県立大学看護実践開発研究センター運営委員会（以下「委員会」という。）に関し必要な事項を定める。

　（業務）

第２条　委員会は、山梨県立大学看護実践開発研究センター（以下「センター」という。）の円滑な管理・運

営を図るため、次の各号に掲げる事項を審議する。

　⑴　センター運営に係る方針・計画等の策定

　⑵　業務の実施に係る方針・計画等の策定

　⑶　センターの運営及び業務の企画等

　⑷　センターの運営及び業務の企画・実施に必要な学内外の調整等

　⑸　その他委員会が必要と認める事項

　（組織）

第３条　委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。

⑴　看護学部長（以下「学部長」という。）

⑵　看護学研究科長

⑶　センター長

⑷　センター専任教員

⑸　看護学部から選出された教員

⑹　池田事務室長

⑺　その他センター長が指名する職員

　（委員長）

第４条　委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

２　委員長は、委員会の会務を総理し、これを代表する。

３　委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

　（会議）

第５条　委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２　委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

３　委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

　（委員以外の者の出席）

第６条　委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

　（施設の使用）

第７条　センターは、その業務を実施するにあたり、学内の各施設を、学生の教育に支障のない範囲で使用

することができる。

　（委任）

第８条　この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附　則

　　この要項は、平成 22 年４月１日から施行する。
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◆ 公立大学法人山梨県立大学看護学部　教職員一覧（令和元年度）
（教員） 看護関連科学 小田切陽一 阿部美穂子 川元克秀 武田清

本間隆之

基礎看護学 稲垣順子 西村明子 大久保ひろ美 新藤裕治

地域看護学 佐藤悦子（看護学研究科長）村松照美 泉宗美恵 依田純子

渡邊輝美 小尾栄子 須田由紀 横内理乃

精神看護学 野澤由美 清水智嘉 三澤みのり

母性看護学 名取初美（看護学部長）平田良江 萩原結花 飯嶋玲奈

神山とき江 渡邊由香

小児看護学 宗村弥生 横森愛子 山下恵子

成人看護学 遠藤みどり 平尾百合子 米田昭子 前澤美代子

渡辺かづみ 井川由貴 高岸弘美 山本奈央

高取充祥

老年看護学 渡邊裕子 小山尚美 橋本晶子（兼務） 茅野久美

看護管理学 山田光子（看護実践開発研究センターセンター長）中込洋美（兼務）

外国語 長坂香織

看護実践開発研究センター 中込洋美 松土はつみ 狩野英美

橋本晶子

（事務局） 神宮司易 倉田洋和 深田仁美 野中浩 上野裕幸

若林祐太 佐藤杏 岡本瑞希 河野美希 新美早也佳

土屋純子 水野沙織 若林美香 渡邉学

（保健センター） 山中寛美 比志真美

（看護図書館） 三枝恵美子 牛山由美子 深澤由紀子 山本遥

（看護実践開発研究センター運営委員会）

山田光子（委員長：看護実践開発研究センター長） 名取初美（看護学部長） 佐藤悦子（看護学研究科長）

稲垣順子 野澤由美 本間隆之 前澤美代子 横森愛子

須田由紀

松土はつみ（看護実践開発研究センター主任教員） 狩野英美（看護実践開発研究センター主任教員）

中込洋美（看護実践開発研究センター専任教員） 橋本晶子（看護実践開発研究センター専任教員）

深田仁美（池田事務室長） 佐藤杏（事務局） 河野美希（事務局） 水野沙織（事務局）
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