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はじめに 

 

共立高等看護学院（以下、本校）は公益社団法人山梨勤労者医療協会（以下、山梨勤医協）

が設置、運営する 3年課程の看護師養成所である。 

甲府診療所（1955）から出発した山梨勤医協は 1960 年代、医療事業の急速な拡大をはかり看

護婦（当時呼称）確保の課題に直面した。そこで准看護学院（1967‐77）を開校し 1975 年に

准看護婦資格を持つ人たちが働きながら学べるよう進学コース 2年課程（3年修学）を開設し

た。2年課程は 4期生（1978）まで延べ 68 名の卒業生を送り出し、代わって 79年 4月、3年

課程（定員 25名）レギュラーコースをスタートさせた。現在、行事のたびに歌われる学院歌

「青春は雑草
あらぐさ

のように」は准看護学院第 2期生、第 3期生の音楽クラブの活動の中から生まれ

定着したものである。 

3 年課程を開設し４年目（1983）の春、山梨勤医協が倒産し「山梨から民主医療運動の火を

消してはならない」と願う人々が一丸となって再建にむかった。また「和議成立をめざす県民

大集会」（1983.12）で本校の学生自治会代表は 

「看護婦として、人間として真に患者の立場に立つことを学んだ。山梨勤医協の後輩として頑

張りたい」 

と述べ、本校の存続に対する学生、父母の会の強い要望は山梨県にも届けられた。 

1997 年 4月、和議再建が成し遂げられ山梨勤医協は「貧富の差によって医療が差別されて

はならない」という創設時の精神を原点に、病院(3 施設)診療所(5 施設)訪問看護ステーショ

ン(5施設)など医療・福祉・介護事業を展開している。再建計画では、共立高等看護学院の運

営は資金面での負担は大きいが看護婦確保は最重要課題であると存続を決め、39年目（2014）

の今日までに 1128 名の卒業生を送り出した1。 

 

さて、今回の自己点検・自己評価は学校教育法改正（2007）により学校関係者評価の実施・

結果の公表が努力義務化されたことによる。改正された保健師助産師看護師法（2009）では、

看護師国家試験の受験資格の1番に4年制大学において必要な学科を修めて卒業したものが挙

げられた2。一方、看護師養成所は地域に存在する貴重な専門人材養成機関であり、さらに看

護養成機関での学びなおしを希望する社会人経験者、大学教育修了者にも門戸を広げ、看護師

養成の教育に多様性を活かすことが期待されている。 

本校のこれまでの看護教育の実践を「看護師等養成所の教育活動等に関する自己評価指針」

3にもとづき、自己評価したことは、看護師の養成は憲法に保障された人権・健康の守り手を

育てる社会的使命であるという役割を再認識する機会となった。 

                                      
11 山梨勤医協 50 年史編纂委員会（2013）：いのちの平等をかかげて 山梨勤医協 50 年のあゆみ 

[改訂新版],合同出版. 
2 看護行政研究会編集（2014）：○保健師助産師看護師法，看護六法平成 26 年版，新日本法規.10. 
3「看護師等養成所の教育活動等に関する自己評価指針作成検討会」報告書（2003）： 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/07/s0725-5.html 
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 その役割を果たすべく、さらに教育活動の質を向上さるための課題を明らかにしようとまず

は全職員と外部評価委員によって到達点を確認し、第 1段階の報告書を作成した。 

 

Ⅰ 教育理念・教育目的 

 

点検 1 教育理念・教育目的は養成所の教育上の特徴を示しており、かつ、法との整合性があるか 

点検 2 教育理念・教育目的は学生にとって学修の指針となるように具体的に示されて、 

実際の指針になっているか。 

点検 3 養成する看護師等に質を保障するために、どのような教育内容、教育方法、教育環境を 

整えようとしているかを述べているか。 

点検 4 看護、看護教育、学生観について、教師の教育活動の指針となるように明示し、実際の指針と

なっているか。 

点検 5 養成する看護師等が卒業時点において、どのような資質を有するべきかを明示し、その資質は、

社会に対する看護の質を保障するのに妥当であるか。 

 

【本校の設立の趣旨】 

1975 年、山梨勤医協は誰もが健康で安心して暮らせる地域社会の形成・発展に寄与する事業

を担う看護実践者の育成を目的に本校を開校した。 

 

【教育理念の考え方】 

看護師等養成所の自己点検・自己評価指針4（以下、指針）では、教育理念について 

「科学技術が高度化・細分化し、価値観が多様化するなかで、看護の質をどのように担ってい

くのかの意識のもとに、看護師等の教育は行われなければならない。これらのことを捉え、各

養成所の教育に対する考え方、教育活動全般に関する指針を示したものが教育理念・教育目的

である。」 

と述べている。 

本校ではこのような視点からは教育理念を明確に表現しておらず、学生便覧5の＜設立の趣

旨及び理念＞の項に「患者の立場に立ち、いつでもどこでも安心して受けられる医療」をすす

めている山梨勤労者医療協会の理念を直接、社会に実践するために、これからの医療・看護を

担う、優れた人材の育成を目的として設立された、と表している。 

 

本校が述べる｢患者の立場にたつ看護｣とは健康の障害を生物的要因のみならず、「生活と労

働の場でとらえる」疾病観、「人間は変革し、発達する存在であるという」人間観、「いのちの

重さに差はない」という患者観によって構成された概念である。 

 

                                      
4 看護教育問題研究会監修（2005）：看護師等養成所の自己点検・自己評価指針,メジカルフレンド社,p10.   
5 共立高等看護学院学生便覧（2014）：p2. 
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また本校の役割は、「看護は、あらゆる年代の個人、家族、集団、地域社会を対象とし、健

康の保持増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和を行い、生涯を通してその最期まで、そ

の人らしく生を全うできるように援助を行うことを目的としている。（中略）その社会的な責

務を果たすため、看護の実践にあたっては、人々の生きる権利、尊厳を保つ権利、敬意のこも

った看護を受ける権利、平等な看護を受ける権利などの人権を尊重することが求められる」6と

した実践者の育成である。 

今後、これら本校の役割認識と教育に対する考え方を明文化し、教育活動全般の指針となる

よう教育理念に表現しなければならない。 

 

【教育目的】 

本校の教育目的は、いのちの平等を掲げ地域に貢献できるすぐれた看護実践者の育成のため

に「看護師としての必要な知識及び技術を習得させると共に、その人間性と人格の全面発達を

促すこと」である。図 1に示した共立高等看護学院「学院宣言」(2004)はそれまでの本校の教

育実践と教育理念・教育目的を全教職員の討議により整理したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
6 日本看護協会（2003）：看護者の倫理綱領,看護者の基本的責務，社団法人日本看護協会,2003 年 

10 月 15 日第 1版第 2刷発行,p09. 
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共立高等看護学院は 1967 年に准看護学院開設から歴史が始まります。その後、教育過程の変遷を経た後、

1979 年レギュラーコースの看護師養成所としてスタートしました。以来今日まで 800 余名の卒業生を送り出

し、常に次代の医療・看護の発展をになう後継者を育成し、「患者の立場に立った看護」を目指しながら、学

び発展させてきました。1983 年の山梨勤医協の倒産時は本校も存続の危機に見舞われましたが、多くの県民

の願いや、父母の会、全国の民医連の仲間に支えられ今日まで歩いてくることができました。 

この間、看護教育をめぐる状況も変わり、医療改悪、介護保険導入を前提としたカリキュラムの改定へも対

応してきました。それは「ゆとりある教育」や「疾病中心から看護中心」と言われてはいましたが、患者を症

状別、治療、処置別にとらえるものであり、患者さんをはじめとする看護の対象を人間として総合的にとらえ

ることが困難になる内容への改訂でもありました。また、医療･医学の進歩、それに伴う高度医療等に対応し

うる人材養成の必要性という社会背景から、看護短大、大学が急増する一方、専門学校は統廃合、縮小せざる

を得ない状況が生まれています。 

そんな、看護教育をめぐる情勢の影響を受けながらも、当学院は「患者の立場に立ち、いつでも、どこでも、

だれでも安心して受けられる医療」を基本理念に、患者を総合的にとらえ「正しい患者観、医療観、社会観を

養うこと」が教育目標として貫ける様、カリキュラム上の工夫や、臨床の力もお借りして臨地実習指導に努力

してきました。今後は民医連の綱領と教育理念に基づく教育内容の充実をはかり、その特徴を生かしながら、

如何に質の高い看護師を育てられるかが大きな課題となっています。 

 わたし達はもう一度、教育理念、民医連綱領に立ち返り、実践と見直しを繰り返しながら、次代の看護を発

展させる後継者作りに取り組んでいくことを宣言いたします。    

2004 年 8 月 2日 

1 生命のすばらしさと尊さを実感でき、人間が健康に生きようとする営みに働きかける看護の意義を 

深められるよう援助します。 

2 世の中の動きに関心を持ち、誰もが人間として大切にされ、安心して生活できる平和な社会を願う心を 

育てます。 

3 患者さんをはじめとする看護の対象と対象を取り巻く社会の事実をありのままにとらえる力を育てます。  

4 事実を「何故」「どうして」と考え、筋道を立て追求していく力を育てます。 

5 安全な看護を提供できる知識、技術、態度を習得できるよう援助し、専門職として自ら学び続ける姿勢を 

育てます。 

6 患者さんをはじめとする看護の対象に寄り添い、共感できる豊かな感性を育てます。 

7 学生が自己の考えを自由に表現でき、互いの価値観を認め合い、仲間と共に成長していくことを援助します。 

8 保健・医療・福祉・教育の諸機関と連携し、学生と共に学ぶことを土台に看護教育の専門家として研鑽を 

積み教育実践力を高めます。 

9 学院の教育活動が、父母の会や地域の人々によって支えられてきたことを忘れずに、今後も住みよい 

街づくりに取り組みます。 

10 誰もが仲間と共に成長できる民主的な職場を作る様に努力します。 

図 1 共立高等看護学院 学院宣言（2004） 

共立高等看護学院 学院宣言 
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1．法的整合性と独自性   

 

本校は学校教育法の 124 条に規定された専修学校である（図 2）7。 

憲法 26 条、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じ、ひとしく教育を

受ける権利を有する」を前提に、教育基本法 1条、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民

主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期し

て行われなければならない。」が中心規定となっている。 

  

また本校の運営には学校教育法の専修学校に関する規定（124 条～133 条）、保健師助産師看

護師法（以下、保助看法）の 21 条に定める国家試験受験資格、保健師助産師看護師学校養成

所指定規則第４条にしめす指定基準の遵守が求められる。 

 

 

2010 年 7月、関東信越厚生局の指導

調査において改善事項として指摘さ

れた 7項目、①会議・管理規定の見直

し、②専任教員の看護教員養成講習未

受講者の受講計画、③実施時間数不足

学科目（精神看護学）の補講、④学則

に規定する入学定員数の遵守、⑤校舎

用途の変更申請、⑥在宅看護実習室の

整備、⑦教育内容に合わせた設備・備

品の整備8について改善をはかった。 

 本校の教育方法と内容の独自性に

は、地域に貢献できる看護実践者の育

成プログラムの展開に山梨勤医協の

医療・介護・福祉事業のネットワーク

の活用と健康友の会（以下、友の会）

の協力を得られることがあげられる。   

学生は地域医療の最前線である診

療所や障がい児通園施設での実習、高

齢者とのレクリエーション（グランドゴルフ等）の体験、農繁期を迎えた農家での農業体験な

どによって「患者を社会の中で労働し、生活している社会的存在ととらえる」ことができる。 

                                      
7 本校と各法規との関連 （杉森みど里 2009：看護教育制度の現状と各法規の関連,看護教育学,医学書院所

収,p.34）に法改正に従い修正および改変. 
8 関東信越厚生局長（2010）：社団法人山梨勤労者医療協会理事長殿 保健師助産師看護師養成所に係る指導

調査の結果について（通知）,関厚発 0712 題 43 号,平成 7月 12 日. 

憲 法

第124条に該当する看護専門学校

設置基準のレベル

*看護師養成所の運営に関する
指導要領（健政発5号）

専修学校設置基準
（文省令第2号）

法のレベル

*保助看法（法律第203号）
*保助看法施行令（政令第386号）

*保助看法施行規則（厚省令第34号）

*保助看学校養成所指定規則
（文・厚省令第1号）

認可のレベル

共立高等看護学院と各法規の関連

教育基本法（法律第120号）

学校教育法（法律第26 号）
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表 1 専門職の特質 

また病院の医療相談員の支援をうけた社会福祉科目のフィールドワークでは、人々のくらし

や健康は「いのちの平等」が保たれる状況にあるのかという問題意識をもち、その現状と課題

について考察している。 

 

 

健康友の会（友の会） 

「安心して住み続けられるまちづくり」をテーマに掲げ、地域で健康づくりや助け合いの運動を進

める住民組織。民医連の事業と運動に主体的に参加し、医療をともに考え、経営をまもり、医師を

はじめとした職員の成長にも大きな力を発揮している。 

 

2．教育理念・教育目的の意義と周知 

患者の立場に立った看護実践者の育成を掲げた本校の教育理念・目的は学生便覧、学校紹介

パンフレット、学生募集要項、ホームページ等で公開し、「学院宣言」は玄関正面に掲示して

いる。学校見学に訪れる入学希望者には「学院宣言」の内容を具体的に説明し、学生には入学

式・卒業式・戴帽式などの行事や実習前のオリエンテーション時、その取り組みの意義と関連

させ説明をしている。 

 

3.看護専門職についての考え方   

看護職は①患者と接する時間が最も長い、②患者の生活場面に直接かかわっている、③患者

の情報をより多く持っている、④家族とのかかわりが多い、⑤患者と他者とのパイプ役となっ

ている、などのことから患者の 24時間の生活を支える専門性をもち、チーム医療の要である

と言われる9。 

 一方、川嶋(2011)は「看護師は 24時間患者のそばにいる」という幻想は捨てるべきであり、

チーム医療のなかで主体的な役割を発揮するためには、看護に何ができて何ができないかを、

常に他のチームメンバーに情報提供すべきだし、看護実践によって起きた患者の変化を客観的

に説明できなければならないという10。 

このように看護の専門性についてはさまざまに議

論11されており、本校においてもその考え方はまだ

整理されていない。 

 

表 1 は研究者の間でおおむねの合意を得ている専

門職の特質である12。 

 

                                      
9   飯島文子他(1998)：摂食・嚥下障害患者へのチームアプローチ,看護技術,44(1),p67-72 
10  川嶋みどり(2013)：チーム医療と看護,看護の科学社,2011 年,4 月 5 日第 1版第 1刷.p34 
11  上泉和子（2010）：看護専門職の機能と活動,看護管理概説,日本看護協会出版会,p72-84. 
12  勝原裕美子(2013)：看護の専門職化,看護サービス管理,医学書院,第 4版第 1刷,p196. 

1．高等教育機関で教育を受け、独自の 

知識体系に基づいた高度で専門的な 

知識を有する 

2．自律性を有する 

3．専門性に独占的権限が伴う 

4．独自の倫理綱領を備えている 

5．専門職業団体が存在する 
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 21 世紀に求められる看護学教育(2000)では７つの「期待される看護専門職像」をあげている

13。「①多様にしかも急速に変化しつつある社会情勢を認識し、生涯をとおして、最新の知識、

技術を学習し続ける。②未知の課題に対しては、自ら幅広く多様な情報を収集し、創造性を発

揮して、積極的にその解決に向けて取り組む。③医療全般にわたり広い視野と高い見識をもつ

ことが必要であり、看護学の基礎を確実に習得し、科学的・倫理的判断のもと適切なケアを行

う。④対象者の生活習慣や生活環境など日常生活全体をその視野の中に含めながら看護アセス

メントを行い、そのアセスメントを基にケアを行う。⑤人間性豊かで温かく、生命に対して深

い畏敬の念を持つ。対象者やその家族についてはよく理解しながら、対象者が自立して自己実

現できるよう援助する。⑥一人の専門職として社会的責任を自覚する。また、その社会が求め

る建設的発展に対して積極的に貢献する。⑦他の医療従事者と連携を取りながら、看護の役割

を分担する。そして必要に応じ、そのチームのリーダーとして活躍する。」というものである。 

「看護基礎教育はこうした資質・能力を身につけた看護職員に成長していく上での基礎的資

質・能力を身につけることを重視すべきである」14とされることから、本校では今日的な学生

の状況や卒業生の臨床での実践能力を踏まえ、「看護職員に成長していく上での基礎的資質・

能力」の育成課題と教育プログラムをさらに見直すことが課題となる。 

 

4．看護教育についての考え方  

 本校がこれまで看護教育の実践において目指してきたことは15以下の 5点である。 

① 事実をつかむ力をつける 

・ 現象を作りだす原因を、その本質に迫って科学的に認識する力を養う. 

・ 人間の命をつかさどる総合的な身体の仕組みや働きがわかる 

・ 疾病と病態を正確につかみ、生命運動がどの様に阻害されているのかを事実に 

基づいて科学的に明らかにする 

② 患者を丸ごととらえる力をつける 

・ 発症その経過を、患者の暮らしや労働との関係でとらえる 

③ 患者のニーズに応えるために、確実な看護技術を修得する 

④ 学習・演習をとおして、人間の素晴らしさを学ぶ 

⑤ 学校生活全般をとおして、民主的主権者としての自覚を持つ 

 

2007 年に発表された「看護教育の充実に関する検討会報告書16」で示された看護師教育の基本

的な考え方は「看護師等養成所の運営に関する指導要領」（最終改正平成 21 年 2月 19 日）の

別表に 6項目があげられている（図 3）。 

                                      
13  日本看護系大学協議会・学部長会：21 世紀に求められる看護学教育,2000 年 2 月 20 日. 

http://www.juaa.or.jp/images/publication/pdf/21_century_nurse.pdf 
14  厚生労働省（2008）：看護基礎教育に関する懇談会論点整理.p6. 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/s0731-8.html 2013.10.23 確認 
15  三浦昭子ら（2008）：臨地の医療実践を意識した統合分野のカリキュラム構築,看護展望,メジカルフレン

ド社,2008-8,p24. 
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看護師教育の充実にむけた見直しのため本校ではまず、各教員のわが国の看護師教育の現状

と課題に対する認識を共有することが必要である。そこで 2014 年は「看護教育の内容と方法

に関する検討会報告書（2011）」にもとづき討議をすすめ、講義・演習・実習の効果的な教育

方法の検討を開始し、2015 年のシラバスの改訂に備えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．学習・教育観と学生観   

「看護教育の内容と方法に関する検討会報告書（2013）17」では『学生と教育環境の課題』に

ついて次のように述べている。 

 

若い世代においては生活体験が乏しくなっている。そのため看護師養成機関で学ぶ学生も

全体的に生活体験が乏しく、教育を行う上では教員の丁寧な関わりが必要となっている。一方、

丁寧な関わりが学生の主体性や自律性が育ちにくくしている側面もあり、教員は葛藤を感じて

いる。 

○ 社会人経験のある学生も増えてきており、学習状況や生活体験など様々な面で学生間の差

が広がっている。そのため、個々の学生のレディネスに合わせた教育が難しくなっている。 

                                                                                                                
16 厚生労働省（2007）：看護教育の充実に関する検討会報告書

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000013l0q-att/2r98520000013l4m.pdf 2013.10.25 確認 
17 厚生労働省（2013）：看護教育の内容と方法に関する検討会報告書

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000013l0q-att/2r98520000013l4m.pdf． 2013.10.26 確認 

（平一三・一・五 健政発 五）（最終改正 平二一・二・一九） 

別表 3 看護師教育の基本的考え方、留意点等 

教育の基本的考え方 

1 人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として、幅広く理解する能力を養う。 

2 人々の健康と生活を、自然・社会・文化的環境とのダイナミックな相互作用等の観点から理解する 

能力を養う。 

3 人々の多様な価値観を認識し専門職業人としての共感的態度及び倫理に基づいた看護を実践できる 

とともに、最新知識・技術を自ら学び続ける基礎的能力を養う。 

4 人々の健康上の課題に対応するため、科学的根拠に基づいた看護を実践できる基礎的能力を養う。 

5 健康の保持増進、疾病予防と治療、リハビリテーション、周松木など、健康や障害の状態に応じた 

看護を実践するための基礎的能力を養う。 

6 保健・医療・福祉制度と他職種の役割を理解し、チーム医療を実践するとともに、人々が社会的資源 

 を活用できるよう、それらを調整するための基礎的能力を養う。 

 
(図 3) 看護師等養成所の運営に関する指導要領 別表 
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○ 限られた時間の中で学ぶべき知識が多くなり、カリキュラムが過密になっている。そのた

めに学生は主体的に思考して学ぶ余裕がなく、知識の習得はできたとしても知識を活用する

方法が習得できないことがある。 

○ 臨地実習では、在院日数の短縮化により学生が実習期間を通して一人の患者を受け持つこ

とができなくなっている。 

 

上記に示された学生を取り巻く環境と課題は本校においても共通したものである。学生が自

己教育力を身につけ、自ら積極的に看護を追求していく姿勢を育成するために、本校では今日

の学生を取り巻く環境と状況すなわち学生観と「学院宣言」18にのべた教育観をとらえ直して

みることが課題となる。 

 

6．教育理念・教育目的の評価 

本校の教育目的は、いのちの平等を掲げ地域に貢献できるすぐれた看護実践者の育成であり、

そのために必要な知識・技術の習得と、その人間性と人格の全面発達を促すことである。 

高度医療や専門分化の進展は看護の専門化が求める一方、医療費抑制政策や社会の経済状況、

不十分な原発事故対策など健康権・生存権が脅かされている現状を踏まえれば、憲法 25条に

もとづく「いのちの平等」の理念をかかげた看護者の育成は現代社会の要請といえる。 

本校の教育理念・目的を「もっとも困難な立場の人びと」の立場にたつ人間性と人格の全面

発達を促すものとして表現し、学生を取り巻く環境と今日的課題から点検することが必要であ

る。 

 

 

Ⅱ教育目標 

 

点検 1 教育理念・教育目的と教育目標が一貫しているか。 

点検 2 教育目標は、設定した教育内容を網羅し、かつ、最上位の目標として教育活動のゴールが 

読み取れるものとして示しているか 

点検 3 教育目標において、目標内容と到達レベルが対応し、具体的で実現可能な目標として 

明示しているか。 

点検 4 看護実践者としての能力を育成する側面と、学習者としての成長を促すための側面から 

教育目標を設定しているか。 

点検 5 卒業後の継続教育の考えを示した上で、看護基礎教育として教育目標を設定しているか。 

 

1．教育理念・教育目的との一貫性 

本校の教育目標は以下に述べる 3 点である。 

                                      
18 本報告 p2. 
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1）「患者の立場に立つ看護」を基本理念とした、患者観、医療観、社会観を養う。 
2）「患者の立場に立つ看護」を行う専門職業人として、必要な知識と技術を身につけ、 

実践の場で個別に応用できる能力を培う。 
3）多面的で高度な要求に応えるチーム医療の推進において、看護職として職務に誇りと 

責任を持ち、自主的、創造的に行動できる豊かな人間性を育てる。 
     
「患者の立場に立つ看護」の実践を支える患者観は｢患者は健康に生きる権利を持った主体者

であり、働き、生活している社会的存在である｣という捉え方と「いのちの重さに差はない」

という信念である。 
したがって教育の目的は「いのちの平等を掲げ地域に貢献できるすぐれた看護実践者の育成

のために必要な知識及び技術を習得させ、その人間性と人格の全面発達を促す」ことである。

そのための教育は看護の対象である人間のとらえ方、患者観などの主要概念の理解、疾病を労

働と生活の視点でとらえる医療観、看護実践に必要な知識・技術・応用能力の獲得、さらに創

造的に実践できる豊かな人間形成をはかることが目標となる。 
 
2 目標内容の側面と到達レベルの側面 

【目標１】「患者の立場に立つ看護」を基本理念とした患者観、医療観、社会観を養う 

本校では人間を理解する基礎知識として、人間社会の諸現象を科学的に捉え、その見方考え

方について学ぶことをねらいに基礎分野（人間と生活、社会の理解）科目に心理学、社会学、

哲学を設定している。 

また、社会発展の歴史と関連させて人間や健康、患者の要求、医療・看護の歴史と現代的課

題について考え、さらに患者の要求を権利として認め患者とともに健康回復の取り組みや安心

して健康回復が出来るための看護の役割を考えることをねらい、専門基礎分野（健康支援と社

会保障制度）科目に保健医療論、社会福祉を設定している。 

 

【目標 2】「患者の立場に立つ看護」を行う専門職業人として、必要な知識と技術を身につけ、 

実践の場で個別に応用できる能力を培う 

知識と技術を実践の場で個別に応用できる能力とは医療安全を確保し、看護ケアに関する患

者への十分な説明と患者の選択を支援するための働きかけ、家族への配慮や助言などを踏まえ

た的確な看護判断と適切な看護技術を提供できることである。 

看護実践を支える看護学概論と看護技術は専門分野Ⅰ（基礎看護学）で学び、人間のライフ

サイクルに応じた成長発達段階と健康問題の特徴、疾病・障害を有する人々の看護は専門分野

Ⅱの各領域（成人・老年・小児・母性・精神）看護学にて修得する。 

またおもに果樹農家での労働体験（成人看護学）や高齢者とのレクリエーション、高齢者疑

似体験（老年看護学）社会福祉演習（専門基礎分野）により「患者の立場に立ち」「生活と労

働の視点を持った」看護実践能力の育成をねらっている。 
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【目標 3】多面的で高度な要求に応えるチーム医療の推進において、看護職として職務に誇りと 

責任を持ち、自主的、創造的に行動できる豊かな人間性を育てる   

チーム医療の実践における看護職の役割の理解、リーダー・メンバーシップの理解、多職種

との連携と調整が出来るための基礎的能力を養うため本校では統合分野のカリキュラムの構

築している。 

地域看護学では地域住民の要求を知り、地域保健医療福祉機関や他職種との連携・協働の実

際から健康ニーズと状態に応じた看護を学ぶ。 

統合実習では 3年生と 1年生による 1組のペアが一人の患者を担当し 1年生の実習展開を3

年生が支援する。3年生はこの体験により看護チームにおける指導的役割を学び、さらに病院

の看護管理者やリーダー看護師に同行し病院組織と看護チームの運営など看護管理の実際を

学ぶ。 

また「自主的、創造的に行動できる豊かな人間性の育成」においては基礎分野（保建体育）

に位置づけている 2泊 3日のキャンプまたはスキーと芸術（音楽と美術の選択科目）を設定し

ている。キャンプ・スキーは集団での行動力や協調性を身につけることをねらい、芸術はゆた

かな感性・創造性・表現力を養うことを意図としている。 

 

以上、３つの目標にそった 3年間の学びの集大成として学生は臨床指導者・教員の指導のも

とにケーススタディに取り組み、「患者の立場に立つ看護」の実践と自己の学習課題を考察し

発表する。卒業研究発表と位置付けたこの発表会は、学生と教員による教育目標の到達状況の

確認の場となる。 

 

3．設定意図とその明確性、実現可能性 

「教育課程の考え方」「主要概念の定義」「各分野の考え方」「各領域の考え方」はシラバスに

明記し、教育目標にむけた道筋は教育内容の構造図（図 4）によって表現している。例えば、

基礎分野については次のように説明し、教育目標の設定と意図を学生と共有している。 

「対象である人間について理解していくための根幹となる部分である。（中略）人間理解の視

野を広げ、患者をより深く尊重し、その心の動きにも目を向けることができることを目指して

いる。学習進度は学生の成長や体験にそって段階的に教授していく。」19 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
19 共立高等看護学院：授業概要（シラバス）2014 
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4．教育目標の評価 

教育目標の見直しはカリキュラム改定毎に行っている。これまでは学生の卒業時の到達目標

は達成されていると評価できたことから、用語の一部を修正する程度であった。しかし、今日

の医療費適正化計画の推進は医療の受け手にも提供する側にも変化を求めており、看護養成機

関には看護の質を確保するために教育のあり方に関する報告20とともに指導要領の改正21がな

されている。 

一方、看護教育の大学化や多様化、社会経済の影響から学生の学習状況や生活体験などの差

が広がっている。教育目標は個々のレディネスに合わせた教育のあり方が課題となる基礎教育

の場と臨床側が期待するものとの齟齬がないのか捉えなおしてみることが必要である。 

 

                                      
20  ・看護基礎教育の充実に関する検討会報告書：厚生労働省,平成 19 年 4月 16 日. 

・今後の看護教員のあり方：厚生労働省,平成 22 年 2月 17 日. 

・看護教育の内容と方法に関する検討会報告書:厚生労働省,平成 23 年 2月 28 日.   
21  ・看護師等養成所の運営に関する指導要領(平成 13 年 1月 5日健政発 5号)：最終改正,平成 24 年 7月 9

日, 医政発 0709 第 11 号.   

（図 4）共立高等看護学院教育課程の構造図  共立高等看護学院授業概要 2014 より一部改変 
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スタッフ
会議

管理
会議

教員
会議

※医療費適正化計画 

医療費の伸びを抑えるため国と都道府県が策定する医療費の抑制計画。2006 年の医療改革で導入

が決まり、国が基本方針を示しこれを受けた都道府県が具体的な「適正化計画」をつくる。5年ご

とに実績を評価し目安となる目標が実現しなかった場合は、次の計画に反映させる。また、実績評

価の結果診療報酬について都道府県の特例を設けることもできる。 

 

5．継続教育との関連 

本校では卒業後の課題が学生自らで見えてくるよう、卒年次生が複数の受け持ち患者を通

してケアの優先度・時間管理を考えた看護の校内演習を行っている。新人看護師研修の努力義

務化（2009）に伴い、各病院での研修制度が整備された現在、学生の卒後の課題を明確にして 

自己教育力を促すためには卒業時の実践能力の到達度を臨床や他の養成機関とも共有できる

評価方法が課題である。 

 

Ⅲ  教育課程経営 

 

点検 教育課程編成者と教職員全体は、教育課程と授業実績、教育評価の関連性を明確に理解した

上で、教育理念・教育目標の達成に向けて一貫した活動を行っているか。 

 

1．教育課程経営者の活動 

本校の教育課程経営は、副学院長、教務主任、実習調整者、教

育活動調整者で構成される教務主任スタッフ会議(以下、スタッ

フ会議)がその中心的な役割を担っている。 

 

スタッフ会議では教育計画、内容の進行に関すること、学科、

実習指導、授業内容の調整、教材・教具等の整備・保全など教

育活動全般にわたる具体的な事案を審議し22、管理会議におい

て学院長に報告をする。 

各科目の学習総括、各領域の実習総括、教育活動月報にもとづく分析など、教育活動を評価

し課題を明らかにするのは教員会議である。教員会議で明らかにした課題はスタッフ会議で検

討し、スタッフ会議の方針（案）は管理会議の協議を経て教員会議へ提案または決定事項とし

て示す（図 5）。 

社会福祉演習、グループダイナミクスセミナー、国試対策、戴帽式、看護技術演習など全教

員が総力で取り組む課題は各分野の担当教員が取り組み方針を提案し、終了後は次年度の取り

組みに継続できるよう振り返りの討議を組織し文書を残す。これら継続することに重点をおい

                                      
22  共立高等看護学院：規程集,p6. 

（図 5）教育課程経営の組織 
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ている演習・行事は取り組みの意義を固定化して捉えずに毎年、意義を確認し今日的な状況を

踏まえた内容になっているのかを点検している。 

 授業単元ごとに行う授業者の総括レポートと学生による授業評価の結果は教員間で共有し

ておらず、授業内容の改善を担当教員の努力のみに依拠している。急がれる改善課題である。 

 

2．教育課程編成の考え方とその具体的な構成 

 

点検 看護学の内容、求める学修の到達および学生の成長について明確な考え方と根拠をもって 

教育課程を編成しているか。 

 

 学修の到達目標は教育目標である「①患者の立場に立つ看護を基本理念とした、患者観、医

療観、社会観を養う、②「患者の立場に立つ看護」を行う専門職業人として、必要な知識と技

術を身につけ、実践の場で個別に応用できる能力を培う、③多面的で高度な要求に応えるチー

ム医療の推進において、看護職として職務に誇りと責任を持ち、自主的、創造的に行動できる

豊かな人間性を育てる」ことである。 

看護師を目指す学生たちは時代とともに変化し、最近の学生の特徴は一言でいうと多様性で

あり、教育をする立場にはこの多様性をどのように受け入れるかが、問われている23。 

学生のそれぞれの能力を引き出し、「いかなる状況に対しても知識、思考、行動というステッ

プを踏み、最善な看護を提供する」24ことができるように、本校では体験実習（当事者授業、

労働体験、社会福祉演習など）を重視している。 

 

3 年生の社会福祉演習の 2013 年の発表会で「私たちの身近にある、見えない貧困」をテー

マに取り組んだグループは次のように報告している 

 「私たちは貧困が身近にあることを現実として受け入れていなかった。（中略）現実は同じ

日本の国の中で本当に生活に困っている人たちがいる。私たちは貧困を知っているようでまっ

たく理解していなかったことに気がついた。（中略）看護者にとって求められる役割は偏った

見方で対象者を捉えてはいけない。その人の生活や病気にいたってしまった背景を考えて関わ

っていくことが大切である。貧困を考えた時に足りないものを常に考え、行動することによっ

て人権を守れるように社会に対して問題提起していくことが重要なのではないかと考えた。」 

 このように本校では学生のそれまでの社会・価値観を揺さぶり、それは何を意味したのか、

講義で学ぶ本質や原理原則などと照らして学生が自らの力で理解・体得できるプロセスが重要

と考えている。 

 

 

                                      
23 坂本すが(2009)：看護の「信用」―へこたれない看護師を育てる基礎教育,看護展望, メディカルフレン

ド社.Vol.34 No.6 p11.  
24 16 に同じ 
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3．教育内容の階層的関連性と配分の考え方 

本校のカリキュラムは講義 2050 時間、実習 1035 時間（講義割合 66％、実習割合 34％）を

設定している（表 2）。     

1 年次には看護に関する主要概念

と看護学の基礎分野を学び、11 月に

行う戴帽式に向けて各自が役割をも

って準備にあたることを通して看護

をめざす意思を深める。 

本校では戴帽式の準備過程をクラ

スの仲間に信頼を寄せ、自分とは異

なる意見にも耳を傾け、自分の果たすべき役割を捉え、行動するという民主性・自律性、対人

関係能力などを育成する機会と捉えている。 

2 年次は専門分野の講義と病院での臨地実習に集中し、知識と体験と統合させながら看護の

道を歩む自分に確信をもたせる。 

3 年次は地域看護学、精神看護学の実習など看護が求められる領域を広く学び、さらに知

識・技術・行動を統合し看護実践者への資質を鍛えていく。 

 

4．科目・単元構成 

 

点検 1 科目と単元の構成にあたって、明確な考えと根拠があり、その考え方は教育理念・教育目的 

教育目標との整合性があるか。 

点検 2  構成された科目と単元は看護師等を養成するのに妥当であり、かつ養成所の特徴をあらわし

ているか。 

 

 本校では科目と単元は 2009 年のカリキュラム改訂時に見直し、その考えと根拠をシラバスに

著している。地域の人たちや関連施設の協力をいただき、学生が看護の対象となる患者や支援

が必要な当事者の理解を深めることができることを目的に当事者による授業をカリキュラム

に構築してきた（表 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 学年講義・実習 時間数 

学年 講義(講義比%) 実習（実習比%） 

1 年次 1035 時間(88%) 135 時間(12%) 

2 年次 565 時間(54%) 450 時間(46%) 

3 年次 450 時間(50%) 450 時間(50%) 

合計 2050 時間(66%) 1035 時間(34%) 
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表 3 当事者授業一覧(2014) 

領域 時期 内容目的 当事者 

基礎看護学      

（コミュニ

ケーション） 

1 年次前期 
自己のコミュニケーションの傾向と自己の姿

勢・態度を振り返る。 

摸擬患者 10 名 

患者経験のある 

健康友の会員  

小児看護学 ２年次後期 

実習前に重症心身障害児･知的障害児を抱えた父

母の思いや、施設が出来るまでの経過と施設に関

わる保育士の願いを知る。 

重症心身障害児･知的障害児に対する理解と障害

児を取り巻く地域・社会の現状、医療従事者の果

たす役割を考える機会とする。 

重症心身障害児の 

保護者と保育士 

老年看護学 1 年次後期 
個人の生活史に社会の出来事が影響することを

理解し、その生き方を学ぶ。 

戦争体験をもつ 

高齢者 

老年看護学 2 年次後期 

当事者と一緒に（昔の遊びや生活体験のお話、グ

ランドゴルフ）を体験し、高齢者の健康や生活の

実際など看護の対象理解を深める。 

老人クラブ会員 

10 名～20 名 

成人看護学 2 年次前半 
成人期における看護の対象の特徴を生活史と労

働（労働体験）の観点から理解する。 

・自営農家  

・自営業  20 件位 

成人看護学 2 年次前半 

当事者の方のお話から、テーマに沿ったグループ

ワークと発表することにより「現代社会の労働者

の労働問題 ～事例から健康・社会・労働をみる

～ 」を深める。 

夫の労災認定のため 

13 年間闘ってきた妻 

専門基礎 

分野     

（社会福祉） 

3 年次前期 

当事者の生活実態や思いを聴き、社会福祉制度の

実態を学び、人間の生きる権利とそれを保障する

看護師の役割を考える。 

病院ＭＳＷの 

介入事例 ５例 

精神看護学 3 年次前期 

精神疾患を持ちながら、社会復帰に向けて生活し

ている方に、地域で生活してみて感じること、苦

労、夢、希望などを語っていただき、実習前に看

護の対象理解を深める。 

精神障害者地域生活

支援施設 

・利用者および施設 

職員 7～8名 

 

 

 

 

 



17 

5．教育計画 

 

点検 1 単位履修の方法とその制約について、教師、学生の双方がわかるように明示し、その方法は 

学生の単位履修の支援となっているか。 

点検 2 点検 2 単位履修制の考えを踏まえつつ、看護師等になるための学修の質を維持できるように 

科目の配列をしているか。 

 

1）単位履修の考え方 

 本校の単位履修の考え方は学則（第21条単位の授与、第22条入学前の既修得単位等の認定、

第 23条追試験、再試験、第 24条卒業）25に定め、学生には入学時オリエンテーション時に「単

位の授与について」26説明をしている。また学生が学習計画に活かせるようカリキュラム進度

表、評価科目および評価方法をシラバスに掲載し27、試験１ヶ月前には、クラス担任が試験科

目と評価方法を説明している。  

 

2）科目の配列  

 1 年次に看護に関する主要概念と看護学基礎分野、2年次は看護学に関する専門分野、3年

次は専門基礎分野（社会学・統計学・教育学・保健医療論・公衆衛生・社会福祉）を設定し 

それまでの学びを統合しながら人々の健康上の課題に対応する基礎的能力を養う。 

 

6．教育課程評価の体系 

 

点検 1 単位認定の基準および方法は、看護師等に必要な学習を認めるものとして十分に根拠があり、

また、妥当であるか。 

点検 2 他の高等教育機関と単位互換が可能な体制を整えているか。 

点検 3 課程を評価する体系が整っており、また結果の活用における倫理規定が、明確になっているか。 

 

1) 単位認定の考え方 

 看護の基礎教育では質の高い医療サービスの提供者としての心構えと、生涯にわたる継続的

な資質・能力の向上の基礎を築くことが求められる。そのため本校では単位取得の要件を５つ

定めている。 

①総授業時数の 2/3 以上の出席、②臨地実習総時数 4/5 以上の出席、③筆記試験は 60 点以

上の得点、④レポートは優・良・可のいずれかの評価、⑤総合評価科目では出席時数、授業へ

の参加態度で合格の判定を得ること28。 

                                      
25 共立高等看護学院：学則（2009）,2014 年度学生便覧,p10. 
26 共立高等看護学院：単位の授与について,2013 年度学生便覧,p36. 
27 共立高等看護学院：授業概要（2014）, p9－15. 
28 26 に同じ. 
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また、他の高等教育機関の卒業者が単位互換を希望する場合は修学単位取得証明書およびシ

ラバス(授業概要)の提出を求め、管理会議で審査判定する29。 

 

2）評価の体系 

 本校の教育課程の評価については、授業の学生の到達状況や単位認定の結果を総括している

段階にあり、学生による授業評価の数的データを分析し活用することが課題である。 

 また教育活動への示唆を得るため、学生のレポート等を研究データとして活用する場合には

研究者が研究目的を対象学生に文書で説明し承諾を得たうえで、山梨民医連看護部門の倫理審

査委員会での審査を受けている。 

 

7．教員の教育・研究活動の充実 

 

点検 1 教員の担当科目と担当時間数は、専門性を発揮できるよう配分し、かつ、授業の準備をする 

時間がとれる体制を整えているか。 

点検 2 教育課程の実践者である教員が、自ら成長できるための自己研鑽、相互研鑽のシステムを 

整えているか。 

 

1) 教員の専門性を高める 

教員の専門分野は臨床で経験した領域を基本とし、臨床経験をもつ教員がいない精神看護学

では実習病院での臨地研修を積んだ教員の領域とした。また母性看護学の担当教員であっても

成人看護学の臨地実習指導にあたるなど、新たな分野での教育実践力が必要な場合にも臨地で

の研修を組んでいる。日々変化する臨床の場と教育機関との連携をはかるうえでも日常的に教

員が臨床で研修するシステムを整えることが課題である。 

 

2）教員の自己研鑽を保障するシステム 

 本校の研修費用は教員一人当たり換算で 10 万円程度（2014）を予算化し、研修・研究に関

する規程30にもとづき運用している。 

しかし予算化された費用が自己研鑽に有効に活用できているという教員各個人の実感は得に

くい状況がある。各自が自己の教育力を発揮し、学会・セミナー・研修等の参加計画をもち、

教員会議でその意義を検討し、研修の成果は共有するという前提での予算執行とその成果を共

有するための組織化が課題である。 

 

 

 

 

                                      
29 共立高等看護学院：規程集,p75. 
30 規定集,p92－94. 
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3）教員の相互研鑽を保障するシステム 

＜授業の準備時間確保の課題＞ 

 教員は授業以外に臨地実習での指導、クラス運営、個別の学生指導、学校運営に関連した業

務遂行を優先せざるを得ない状況から、授業の準備時間は確保しにくい状況である。学校運営

に関連した業務を見直すなど改善するべき課題を整理し、授業の準備時間を確保する工夫と管

理が必要である。 

 

＜新人教員の教育活動を支える仕組み＞ 

 新人教員が担当するクラス運営には副担任が支援的に関わり、授業研究の取り組みには担任

会議、臨地実習では相談窓口の教員を明確にして、新人教員の悩みや課題を共有し教育活動を

支えるという実践がすすめられ、新人教員の成長する仕組みとして定着してきた。 

 また教育実践研究者の指導のもとに 2011 年より行っている授業リフレクションは県内看護

専門学校４校の教員相互の研鑽を目的に、2012 年から公開授業の形で実施している。 

 

8．学生の看護実践体験の保障 

 

点検１ 臨地実習施設は、各看護師養成所の個別の教育理念・教育目的・教育目標を理解し学生の 

看護実践の学習を支援する体制を整えているか。 

点検２ 臨地実習指導における学生の学びを保障するために、臨地実習指導者と教員がそれぞれの 

役割を明確にし、協働体制を整えているか。 

点検３ 学生からケアを受ける対象者の権利を尊重するための考え方を明示し、学生への指導を計画

的に行っているか。 

点検４ 臨地実習において学生が関係する事故を把握、分析し、安全教育、安全対策を計画的に行っ

ているか。 

 

1）実習施設の選択と開拓 

 本校の設置母体である山梨勤医協は 3病院、5診療所、6訪問看護ステーションを運営して

おり、実習場所の確保は安定している。入院病棟を持っていない精神科領域は山梨勤医協の病

院と連携している精神科病院等に実習の受け入れを依頼している。保健・医療・福祉・介護の

役割と連携を学ぶために山梨勤医協の施設以外に重心障害児施設、市内の保育園、通園障害児

施設、保健所、自治体役場、通所介護施設の協力をいただいている。 

 実習を受け入れる病棟では、臨床看護師が学生の実習指導に専従できる体制を保障するため

に専任の実習指導者を配置している。実習病院の看護職員には本校の卒業生が多く在籍してい

ることから本校の教育理念・目標を理解した職場風土の中で実習が展開できる。 

 実習施設の課題として①患者の高齢化に伴い、成人期の患者の受け持ちが困難であること。

②医療内容の変化から手術件数が減少し、急性期看護を学ぶことが困難になっている。そのた

め成人看護学実習地の開拓や実習期間の検討が必要である。 
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2)実習目標達成のための実習施設との協力体制 

山梨勤医協は看護師の養成を後継者の育成と位置づけている。そのため実習環境の整備は病

院と養成所の共通の課題として取り組んでいる。3病院の看護管理者と本校の実習調整者・管

理者との定期的な会議（3回／年）、本校が主催する実習指導者会議（1回／月）、各病院の看

護管理者が主催する各病院での実習指導者会議（1回／月）などを組織し、学生状況と実習環

境の情報共有、実習方針、実習要項、学生配置などを臨床側と協議している。 

臨地実習では専任指導者の配置によって学生指導の窓口が明確にされており、臨床現場では

学生指導と日常看護実践者との役割分担が進んでいる。患者にとっての看護学生は看護チーム

の一員であることから、専任指導者以外の職員からの指導環境づくりが課題である。 

 

3）臨地実習指導者と教員との協働 

山梨勤医協の実習指導者は病院長より任命され、指導者手当が支給される。指導者と教員

の役割は「実習指導の手引き」31で明確にしており、新任の実習指導者には半日のオリエンテ

ーションを実施している。毎月の実習指導者会議では、学生指導事例の検討を行い指導方法の

検討をしている。また本校が主催する実習指導者会議では指導事例、実習目標の確認および実

習指導上の課題等を検討している。さらに年に 2～3回、教育力の向上にむけた教員と指導者

の合同研修には外部講師を招いている。 

 

4）学生からケアを受ける対象者の権利の尊重 

 学生からケアを受ける患者の権利を尊重するため臨床では予定患者または家族に対し、実習

前に実習同意書による説明を行い、承諾を得ている。学生には実習前オリエンテーション時に

患者情報の取り扱いと USBメモリの取り扱い基準を示し32、①個人が特定されない表記の仕方、

②実習記録物の取り扱い方法、③対象者の知り得た情報を漏洩しないこと、④電子媒体の使用

基準による個人情報の保護について説明している。また実習記録物は機密文書として取り扱い、

記録物の管理方法を指導している。 

 

5）臨地実習における安全対策 

 本校では①患者側に起因する事故、②学生側に起因する事故、③物品の破損・紛失、④患者

情報の漏洩などをアクシデントとし、ベッド柵・センサーマットの設置忘れ、報告の忘れ、指

導者不在の学生単独の看護技術の実施をインシデントとしている。リスクの予防と発生時に統

一した対応ができるよう「実習便覧」にアクシデント・インシデントの予防策33を示し、学生、

実習指導者、病棟・病院の管理者への周知をはかっている。また学生の学習進度に合わせた看

護技術の実施ができるよう「看護基礎教育における技術教育のあり方に関する検討会報告書」

                                      
31 共立高等看護学院（2014）：実習指導の手引き,p8. 
32 共立高等看護学院（2014）：実習便覧,p26－28. 
33 同上 p33. 
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（2003）にしめされた基本的な看護技術の水準にもとづく「看護技術実施基準」34を実習病棟

へ提示している。 

実習中の地震発生時の学生の行動35を基準化し、実習施設、学生に示し、2014 年は臨床の災

害対策本部の協力の下、実習中の防災訓練を実施した。今後も臨時の避難訓練などを行い、常

に災害に備えた安全対策を整備することが課題である。 

また学生の傷病・第三者に対する賠償責任、実習中の感染事故など不慮の事故に備え、学校で

は障害保険及び賠償責任保険の加入を推奨している。 

 

Ⅳ 教授・学習・評価過程・評価過程 

 

点検 1 当該授業の内容は、教育課程との関係において当該学生のための授業内容として設定して 

いるか 

点検 2 授業内容のまとまりの考え方は、教育目的との整合性を踏まえて明確に述べているか 

点検 3 授業内容のまとまりは、看護学の教育内容として妥当性がある内容となっているか 

点検 4 当該授業の内容と他の授業内容との関連において、重複や整合性、発展性等について明確

になっているか 

 

1．授業内容と教育課程との一貫性  

 授業科目 100 単位、3085 時間の授業内容・構成は、2009 年度の新カリキュラム改訂に向け、

教育理念・教育目標を基に体系的な授業内容となるよう再構築した。専門領域の専任教員が教

育課程に沿って講義、実習の目標、プログラム、評価方法を組み立て、スタッフ会議や実習担

当師長連絡会議、領域担当者会議などを経て最終的に教員会議で決定する。学生には科目間の

関連や発展性を理解し既修得の学習が活用できるよう、授業時や領域実習前の実習ガイダンス

を通して繰り返し説明している。 

 

2．看護学としての妥当性 

 本校では従来医師が担ってきた人体の構造と機能に関する講義を全て専任教員が行なって

いる。このことによって看護実践に必要な知識を精選し、看護学に求められる専門的な解剖生

理学の内容を学生のレディネスに合わせて教授することが出来ている。 

専門分野を学ぶための基礎となる基礎分野、専門基礎分野の講師は、大学教員や臨床の医師

看護師はじめ各領域に関連する専門職者に依頼している。各講師には授業内容と教育課程が一

貫するよう授業依頼時にシラバスを提示し、課題や学生のレディネスなどを説明している。 

 

 

 

                                      
34 同上 p36. 
35 同上 p52－53. 
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3．授業内容間の関連と発達 

 授業者間による授業内容の関連性と重複・整合性の確認、授業者と実習調整担当教員による

授業と実習のねらい、評価の関連を確認するしくみを整えることは今後の課題である。 

 

4．授業の展開過程 

 

点検１ 授業内容に応じた授業形態（講義、演習、実験、実習）を選択しているか。 

点検２ 授業展開に用いる指導技術についての考え方を授業計画等に明示し、実践しているか。 

点検３ 当該授業の展開過程の他に、学生の学習が深化、発展するための方法を意図的に選択し、 

学習を支援しているか。 

点検４ 学生に対し効果的な教育・指導を行うために、教員間の協力体制が明確になっているか。 

 

1) 授業形態の選択 

 授業形態は授業者のねがいのもとに講義、演習、実習を組み合わせ、学内演習では、地域に

根ざしたフィールドの活用や模擬患者の導入など共同組織の協力をいただき、学生にとって臨

場感のある内容になるよう工夫している。また、学生の対象理解と共感を深めるために各領域

では、当事者授業を積極的に取り入れ、各看護学の講義や演習により教授した内容を、統合し

実践するための実習は 3年次に取り入れている。 

教育方法の考え方や具体的な授業内容・方法はシラバスに明記し、さらに、担当教員が科目

ごとの講義・演習計画を学生に提示している。 

 

2) 授業の対象学生の構成と指導方法 

 授業の対象学生は 3学年、各学年 40名クラスに編成され、授業は、学年単位で実施してい

る。 

演習は、1年次は専門分野の基礎看護学、2年次は各専門領域、3年次には臨床での実践を

想定した内容とし、一人一人の技術習得や知識を深められるようグループを編成し、担当教員

の配置による指導体制をとっている。演習内容によりグループ編成には性別・学生の課題等を

配慮している。 

臨地実習のグループの編成にあたっては学生個々の役割やグループメンバーとの協調的態

度が学べるよう学生の個別的な課題を配慮している。各領域の専門分野の教員を中心に、グル

ープとしての学びを深めることが出来るよう専任の臨地実習指導者と連携した指導や学生

個々に合わせた指導を適宜、選択している。 

母性看護学実習では男子学生の受け持ち患者(妊産婦)に対し、異性からの介入が負担となら

ないよう男女１名ずつのペアを組み、実習を展開している。 
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3) 指導技術の工夫 

担当教員は、シラバスに沿って講義や演習の計画を作成し、その計画は授業の開始時に授業

者が、さらにクラス担任がホームルームの時間を活用し説明する。授業の展開では、学生の理

解や学習意欲の向上、課題の追求を支援するために講義・討議を組み合わせ、同時に学生のグ

ループダイナミクスを活用し、互いに学び合う態度を育成している。 

演習では、学生が自ら考え、技術を追求することを目指すために「まずはやってみよう」体

験やリアリティな体験から学びが深まるようにコミュニケーション演習など共同組織の協力

を得て模擬患者を活用する工夫をしている。 

臨地実習では、1人の教員が 4～5人程度の学生を受け持ち、各フィールドの臨床指導者と協

力し指導にあたっている。特に実習目標に向けた課題の遂行が困難な学生に対しては、学生の

学びを支援できるよう教員会議で集団的に指導方法を検討し指導の方針化をはかっている。 

また授業リフレクション（振り返り）は山梨看護教育研究協議会の研究授業に位置付け、他

校の看護専任教員との交流もはかりながら授業展開や教授方法の力を向上させる機会として

いる。 

 

4) 教材・教具の活用と開発 

 人体モデルや視聴覚教材の他、臨床で活用している診療材料など身近な素材を使って、学生

の理解を深められるような教材を開発し続けている。教材・教具の購入計画は各領域担当の教

員からの提案を受け年間予算に組み込み、執行にあたっては教材担当教員が業者との窓口とな

っている。スピードアップする臨床での技術革新と基礎教育とのギャップを埋める工夫として

IT の活用や eラーニングなどの導入が検討課題である。 

 図書環境は、教職員と自治会の担当者による図書委員会を組織し運営をしている。図書館管

理ソフトを導入し書籍の管理をし、文献検索に関しては、医学中央雑誌 Web 版が自由に利用で

きる。図書館の司書が配属されておらず、書籍のたな卸しや整理、新刊の入れ替え等の業務が

延滞することがあり図書管理の委託業務の導入を検討課題としている。 

 

5．目標達成の評価とフィードバック 

 

点検１ 評価計画を立案、実施し、評価結果に基づいて実際に授業を改善しているか。 

点検２ 学生および教育活動を多面的に評価するために、多様な評価の方法を取り入れ、目標の達成

状況を明確に捉えているか。 

点検３ 評価の方法について、特に単位認定のための評価については、学生に公表（認定基準等） 

公平性があるか。 

 

 評価基準と評価方法は、科目授業担当者や各担当領域で計画立案し、学生への周知はシラバ

スや実習要綱に掲載し、担当者が説明することで図っている。評価の結果は学生個別に返却し

不合格者や何らかの理由により評価を受けることができなかった学生に対しては、担当教員や
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担任による学習支援を行った上で、学則・細則に準じ、再試験や追試験を実施している。また、

再試験者が多く発生した科目については、授業内容や方法、評価方法の検討を行っている。 

 実習評価は、実習評価表、実習記録内容、出欠席日数等に基づき、担当教員と臨地実習指導

者による評価と学生の自己評価をふまえ、担当教員による個別面接によって実習課題を相互に

確認し評価を返している。 

実習評価表は教務室の学生個人ファイルに保存し、教員間で課題や情報を共有し、指導方法

に活用できるようにしている。課題が多い学生については、教員会議で様々な視点から検討し

絶対的評価と相対的評価を組み合わせている。実習不合格者に対しては、その理由により再臨

地実習の機会を設けている。 

 各単元の教授・学習過程を評価し、授業展開を修正・改善するために行っている授業評価は、

学生個人が特定されないように無記名で実施している。外部講師に対する学生の意見は教務主

任が確認し、必要時に授業担当者にその内容を伝え、学内教員の授業評価は、その内容を授業

担当者が直接確認し、授業の修正、改善に活用している。 

 今後は授業評価のデータを統計的に分析し、活用することが課題である。 

 

6．学習への動機づけと支援 

 

点検１ シラバスの指示や学習への指導は、養成所全体としての一貫性をもち、学生の学習への 

動機づけや支援になっているか。 

 

1) シラバスの提示 

 シラバスは各授業者が授業内容、事前学習や自己学習のポイントを記載し学びやすいよう記

述している。しかし記述内容は各授業者任せになっている。本校としての一貫性のチェックや

自己学習を推進するための参考文献や推奨図書の記載などが課題である。 

 

2) 学習の支援体制 

学習の動機づけを行うため、学生便覧に学習への取り組み方を提示し、学生が理解しやすい

ように説明、指導している。初学者が最も学習方法を獲得しにくい解剖生理学は、事前学習課

題を提示し自己学習の方法を指導している。学習支援が必要な学生については、担当教員を決

め学習計画や学習方法、学習習慣の形成などの個別指導を行っている。国家試験対策の学習支

援として、補講やグループ学習を実施している。模擬試験の結果は自己分析を行い、定期的に

担当教員と面接を行うことで自己の課題を明確にし、学習方法の見直しの支援を行っている。

学生の学習上の問題は、教員会議、スタッフ会議、管理会議等で協議し連携を図り学習支援体

制を整えている。 

 定期試験対策として、クラスで学生自身が講師役となり、学習会の開催ができるよう組織、

支援を行っている。学習環境を自ら整えられず、学習に集中することが難しい学生には、同時

に生活指導も行っている。 
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また、学生が学校生活を充実させるための自治会活動は社会人としての基礎力を養う機会であ

ると捉え、担当教員が自主運営を支えている。 

学習の支援体制については、教員の指導が学習支援対象者に集中せざるを得ない状況を脱し

ておらず、すべての学生の学習支援のための仕掛けができているとはいえない。また、多様な

背景をもつ学生の学力差に対し看護を学ぶための基礎学力の不足をいつ、どのようにつけるの

かを模索している段階である。 

経済的な問題や生活基盤の脆弱さなど複数の課題を抱え、学習に集中できない学生は、学習

の継続に対するモチベーションも揺らぎがちになる。家族を含めた個別対応と専門家によるカ

ウンセリングの体制を保障している。しかし支援体制は十分に活用されておらず、当事者が主

体的に学習環境づくりに向き合えるような情報提供や教職員の関わりの工夫が必要である。 

 

Ⅴ 経営・管理過程 

 

1．設置者の意思・指針 

 

点検 養成所の設置、教育理念・教育目的、教育課程経営、教育評価、および養成所の管理運営に

関する管理者の考え方について、設置者の意思との一貫性を持って明示し、かつ、教職員はそ

れを理解しているか。 

 

山梨勤労者医療協会と山梨民医連では「患者の立場に立ち、いつでもどこでもだれでも安心

して受けられる医療」の理念のもとに、医師をはじめとする医療・介護の担い手の確保と養成

を重点課題に掲げている36。 

本校は地域に貢献できるすぐれた看護実践者の育成を使命とし、「共立高等看護学院運営規

程37」にもとづき管理運営がなされ、教育方針および運営方針は理事会につぐ議決機関として

共立高等看護学院評議員会で協議する（図 6）38。 

評議員会は設置者である山梨勤医協の経営・人事・看護の責任者および本校の管理部メンバ

ー等で構成される。職員配置は山梨勤医協の人事方針にもとづき実施し、ひとりひとりの職員

にとってみずからの役割は十分に認識されている。本校の教育実践と教育理念・教育目的をし

めした共立高等看護学院「学院宣言」(図 1)は校内の掲示と学生便覧、ホームページで明示し

ている。 

 

 

 

 

                                      
36 山梨県民主医療機関連合会（2014）：山梨民医連定期総会決定集,2014 年 4 月 20 日,ｐ21. 
37 共立高等看護学院運営規程（平成 14 年 3月 1日改定）：山梨勤労者協会規定集,p7021. 
38 共立高等看護学院評議委員会規程（昭和 59 年 3月 9日改正）：山梨勤労者協会規定集,p7031. 
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2．組織体制 

 

点検１ 組織体制は養成所の教育理念・教育目的を達成するために意思決定のシステムや権限、 

役割機能が明確であり、かつ組織の意思の反映や決定事項を周知できるように整えているか。 

点検２ 組織の構成と教職員の任用、および、教職員の資質の向上についての考え方と対策は、教育

理念、教育目的を達成するために整合性を持っているか。 

 

1)意思決定機関・意思決定システムの明確性 

 

本校の意思決定のシステムや権限、役割は共立高等看護学院学則（平成 21 年 11 月 1 日改定）

および共立高等看護学院運営規程（平成 14年 3月 1 日改定）、共立高等看護学院評議員会規程

（昭和 59年 3月 9日改正）に示している39。学則（平成 21 年 11 月 1 日改定）「学院の組織及

び職員」第 11 章 36 条において、学院運営の適格、円滑の確保は学院運営規程によること、学

院長は管理会議を招集し管理運営について議論をしなければならないと定めている。また学院

運営の基本方針や学則など重要事項は評議員会で決定し、評議委員は山梨勤医協の理事会が委

                                      
39 山梨勤労者協会：規定集,p7001-7009,p7021-7022,p7031. 

図 6 共立高等看護学院 組織図（2014） 



嘱する。したがって本校の意思決定の上位は理事会、理事会に次ぐ議決機関は評議員会

管理会議は日常的な管理運営の課題を審議する。

2）組織の構成と教職員の任用の考え方

本校の職員定員は 13 名である（図

ことから看護職の副学院長を配置し、

課 2 人である。看護実践・教育・研究の取り組みを向上させるために教務主任と実習調整者お

よび専任教員のサポートを役割とする教育活動調整者

おける総合的な判断が要求され、庶務

務・学生関係）がある（図

事務長は管理の補佐、会計責任、事務部門の統括を担う

42。 

教員の任用は看護教員養成課程の受講を前提とし

いる。山梨勤医協看護教員養成に関する方針（

山梨民医連看護教員養成・異動方針（

看護教員の要件」、「養成課程派遣者選考の具体的要件」

にもとづき、各事業所の管理会議

会議において山梨勤医協の看護職員から教員

山梨勤医協において看護教員養成課程へ看護職員を派遣する目的は

の充実発展、2）臨床における指導力の向上、

の条件づくりである。 

非常勤講師は、臨床の専門看護師・認定看護

野の授業は看護師等養成所の運営に関する手引き

している教員を選任している。講師依頼時には、本校の目指す教育に理解と協力が得られるよ

う、教育理念、教育目的、目標

 講師団会議などを開催し、学生

議する場を持つことが課題である。また臨床においては専門分化が進み、１科目を複数の講師

が分担し授業を行う科目もあり、統合性を持った理解しやすい授業のあり方に向けての検討が

必要である。 

実習指導者は実習病院の管理者が任命し、本校は実習指導者との連携および指導力の向上にむ

け、実習指導者会議を定例化し、臨地実習における

討などに取り組んでいる。 

 

40 看護師等養成所の運営に関する指導要領（最終改正：平成
41  教育活動調整者の業務分掌（2008
42  事務長の業務分掌（2004）：上記
43 看護師等養成所の運営に関する手引き
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嘱する。したがって本校の意思決定の上位は理事会、理事会に次ぐ議決機関は評議員会

管理会議は日常的な管理運営の課題を審議する。 

 

）組織の構成と教職員の任用の考え方 

名である（図 6）。学院長は看護資格を有さない他職務との兼務である

ことから看護職の副学院長を配置し、8人以上の配置を要件40とされる専任教員は

人である。看護実践・教育・研究の取り組みを向上させるために教務主任と実習調整者お

よび専任教員のサポートを役割とする教育活動調整者41を配置している。事務職員は学内外に

おける総合的な判断が要求され、庶務・経理・労務の専任業務と教員との協働業務（行事・教

務・学生関係）がある（図 7）。 

事務長は管理の補佐、会計責任、事務部門の統括を担う

教員の任用は看護教員養成課程の受講を前提として

山梨勤医協看護教員養成に関する方針（1994）、

山梨民医連看護教員養成・異動方針（2006）「望まれる

看護教員の要件」、「養成課程派遣者選考の具体的要件」

各事業所の管理会議および代表看護管理者

会議において山梨勤医協の看護職員から教員養成機関への派遣人事を検討している。

山梨勤医協において看護教員養成課程へ看護職員を派遣する目的は 1）看護学生の基礎教育

）臨床における指導力の向上、3）看護教育経験者と臨床看護師とのローテート

非常勤講師は、臨床の専門看護師・認定看護師をはじめ各専門分野の専門職が担い、基礎分

野の授業は看護師等養成所の運営に関する手引き43にもとづき、大学において当該分野を担当

している教員を選任している。講師依頼時には、本校の目指す教育に理解と協力が得られるよ

目標、学生の状況、当該科目の獲得目標などを詳しく伝えている。

講師団会議などを開催し、学生認識の共有、教育理念にそった教育目標、教育方法などを討

議する場を持つことが課題である。また臨床においては専門分化が進み、１科目を複数の講師

が分担し授業を行う科目もあり、統合性を持った理解しやすい授業のあり方に向けての検討が

実習指導者は実習病院の管理者が任命し、本校は実習指導者との連携および指導力の向上にむ

け、実習指導者会議を定例化し、臨地実習における目標・内容についての確認、指導事例の検

                                      
看護師等養成所の運営に関する指導要領（最終改正：平成 24 年 7月 9日医政発 0709

2008）：共立高等看護学院規定集,p112. 

）：上記 p117. 

看護師等養成所の運営に関する手引き43（最終改正平成 23 年 3月 29 日）第 4「教員に関する事項」

看護教員

看護学生の育成・支援・環境整備

教務関係

学生関係

行事関係

庶務関係

図７ 看護教員と事務職員との関係

嘱する。したがって本校の意思決定の上位は理事会、理事会に次ぐ議決機関は評議員会であり、

）。学院長は看護資格を有さない他職務との兼務である

専任教員は 10 人、事務

人である。看護実践・教育・研究の取り組みを向上させるために教務主任と実習調整者お

を配置している。事務職員は学内外に

経理・労務の専任業務と教員との協働業務（行事・教 

養成機関への派遣人事を検討している。 

）看護学生の基礎教育

）看護教育経験者と臨床看護師とのローテート

師をはじめ各専門分野の専門職が担い、基礎分

にもとづき、大学において当該分野を担当

している教員を選任している。講師依頼時には、本校の目指す教育に理解と協力が得られるよ

当該科目の獲得目標などを詳しく伝えている。 

の共有、教育理念にそった教育目標、教育方法などを討

議する場を持つことが課題である。また臨床においては専門分化が進み、１科目を複数の講師

が分担し授業を行う科目もあり、統合性を持った理解しやすい授業のあり方に向けての検討が

実習指導者は実習病院の管理者が任命し、本校は実習指導者との連携および指導力の向上にむ

目標・内容についての確認、指導事例の検

0709 第 11 号） 

「教員に関する事項」 

事務職員

看護学生の育成・支援・環境整備 

教務関係 

学生関係 

行事関係 

庶務関係 

看護教員と事務職員との関係 



3．財政基盤 

点検１ 養成所の財政基盤をどのように

維持・向上につながるようになっているか

点検２ 教職員は養成所がどのような

から財政についての意見

 本校の運営経費は年間１億３千万円である。法人の総会（

置者の繰入金額はおよそ 4,000

運営費の財政基盤の内訳は学生納付金５割、設置者収益事業繰入３割、県と国の補助金２割

である（図 8）。 

カリキュラムの変更により授業科目が増えたことによる費用、

医療現場の急激な変化と学校教育が乖離しないよう医療現場

からの人事異動を積極的に進め

する費用、老朽化した設備と教育環境の整備など費用

避けることができない。しかし、

は困難な状況にあり、2003 年、

金を見直した。2014年度現在の学生の納付額は表

 入学金 

1 学年時 200,000 円 

2 学年時 － 

3 学年時 － 

設置者である山梨勤医協の予算編成方針をもとに

備備品の整備について検討する。こうして

認を得て運営費は管理される。

法人の財務状況から本校の運営においてはより効率的・効果的な財政運用が期待されている。

しかし施設の老朽化、備品類の劣化に対する費用と教員人件費は教育活動の質と魅力ある学校

づくりの観点から重要であり、特に設備投資計画を作成するためには本校運営に関する中長期

計画の策定が急がれる。 

4．施設整備の整備 

点検１ 学習・教育環境について

その考え方に基づいて整備計画
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をどのように確保するかについて明確な考え方をもち、学習

につながるようになっているか。 

がどのような財政基盤によって成り立っているのかを理解し

意見を経営・管理過程に反映できるようになっているか

 

本校の運営経費は年間１億３千万円である。法人の総会（6月開催）において決定される設

4,000 万円前後である。 

運営費の財政基盤の内訳は学生納付金５割、設置者収益事業繰入３割、県と国の補助金２割

カリキュラムの変更により授業科目が増えたことによる費用、

医療現場の急激な変化と学校教育が乖離しないよう医療現場

からの人事異動を積極的に進めるための教員養成機関に派遣

する費用、老朽化した設備と教育環境の整備など費用の増加は

しかし、設置者からの繰入金額の増額

年、2006 年、2011 年に学生の納付

年度現在の学生の納付額は表4に示した。 

 

表 4 学生の年間納付額（2014 年） 

年間授業料 実験実習費 施設整備費 

 340,000 円 100,000 円 110,000 円 

340,000 円 100,000 円 － 

340,000 円 100,000 円 － 

  

の予算編成方針をもとに管理会議および職員会議で

する。こうして全職員の総意にて作成した予算案は法人総会にて承

る。 

法人の財務状況から本校の運営においてはより効率的・効果的な財政運用が期待されている。

しかし施設の老朽化、備品類の劣化に対する費用と教員人件費は教育活動の質と魅力ある学校

づくりの観点から重要であり、特に設備投資計画を作成するためには本校運営に関する中長期

 

 

 

について、管理者としてどのような考え方をもって整備しようとしているかを

整備計画を立案し、実施できているか。 

法人

繰入

30%

国県

補助

20%

図8 運営費の財政基盤

学習・教育の質の 

し、それぞれの観点 

できるようになっているか。 

月開催）において決定される設

運営費の財政基盤の内訳は学生納付金５割、設置者収益事業繰入３割、県と国の補助金２割

 年間合計 

 750,000 円 

440,000 円 

440,000 円 

職員会議で年間予算と設

全職員の総意にて作成した予算案は法人総会にて承

法人の財務状況から本校の運営においてはより効率的・効果的な財政運用が期待されている。

しかし施設の老朽化、備品類の劣化に対する費用と教員人件費は教育活動の質と魅力ある学校

づくりの観点から重要であり、特に設備投資計画を作成するためには本校運営に関する中長期

しようとしているかを示し、

学生

納付
50%法人

繰入

30%

国県

補助

20%

運営費の財政基盤
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点検２ 看護の専門職教育に必要な施設整備を計画的に整備し、また、医療・看護の発展や学生層の 

変化に合わせて、整備・改善されているか。 

 

1）整備の考え方と計画性 

学生の学ぶ環境と教職員の働きやすい環境の整備は教育活動の質を向上させるうえで重要な

課題であり、2013 年に策定した「学生と教職員が学び・働きやすい教育環境整備計画」（図 9）、

にもとづき、実行している。 

築 35年の本校（建築時 30 人定員）は建物の老朽化が著しく、また床面積は 40 人定員の学生

が学べるぎりぎりであり、特に ITの活用環境の整備、校内実習環境の整備、屋上の防水対策

などは急がれる。 

 現在は次年度の予算作成時に安全性の観点からの補修や授業環境の整備など緊急性の高い

事案から順次、整備している。今後は新築等の根本的な検討も視野に入れた中長期の整備計画

の策定が課題である。 

 

 

 

 

 

 

図 9 2013 教育環境整備計画 
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2）学生および教職員のための福利厚生の整備 

 教職員の福利厚生は山梨勤医協の共済制度によって医療費の補助、傷病休業時の見舞金制度、

職員旅行や忘年会費の補助、文化・スポーツ活動への交付金、慶弔金支給等がある。 

学生の福利厚生については、休養室の設置、学生休憩室の設置、無料インターネット利用サー

ビス、医学中央雑誌の文献検索サービス、障害保険への学校による一括加入がある。また、運

動スペースの確保、自動販売機の増設、学内でのパン販売許可等がある。 

施設利用に関する学生自治会からの要望書は管理会議で対応を検討し、回答案は教員会議で確

認している。 

今後は学生自治会も参加した学校評価を繰り返し、学生の立場から福利厚生の充実をはかる

取り組みが必要である。 

 

3）看護学の発展や医療・看護へのニーズ、学生層の変化に対応する整備 

 現状は老朽化した教材・備品を随時更新している。日々、改良が図られる診療材料や介護用

品等を関連事業所と連携し演習室に展示するなどの工夫や図書の充実、ＩＴ環境の整備、滅

菌・沐浴室の環境整備が急がれる。 

 

5．学生生活の支援 

 

点検１ 学生が入学後に学修を継続できる支援体制を多角的にかつ、学生が活用しやすいように整え、

実際に学生生活の支援になっているか。 

 

1）学修継続への支援体制 

学生が安心して学業が継続できるよう経済的な安定を図る観点から、入学時に各種奨学金制

度の説明会を開催している。利用希望者には本校の事務職員が申し込み窓口となり手続きの援

助を行い、法人の奨学金制度を利用する学生には法人担当者が手続きを支援している。学費納

入の困難な学生は申請により分納、延納ができる。 

教員による学生の定期面接時には、アルバイトや奨学金利用状況を把握し、経済的な実情を

把握するよう努めている。長期的な経済不況にある現在、学費免除制度の検討を行うことも視

野に入れる必要がある。 

 

2）学習困難への支援体制 

 基礎学力、モチベーション、対人関係能力、学習時間の不足などの理由で単位修得が困難な

学生に対しては、学習方法や学習計画の確認など個別の指導を重視している。看護を学ぶこと

に対するモチベーションが低い学生には個別面接を行い、その背景を把握し必要時は専門職に

よるカウンセリングにつなげるなど学生の状況に応じ支援している。 

また学習環境に課題がある場合は、家族と相談しながら学習支援の方法を模索している。 
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3）社会的活動への支援体制 

 学校所在地の地域清掃・地域のおまつり行事への参加、原水爆禁止世界大会・平和祈念式典

への参加を呼び掛け、財政面からも支援している。過密なカリキュラムの中にあっても社会参

加に対する学生の自主性を引き出すことに教職員の指導性が問われる。 

 

4）卒業への進路選択への支援対策 

進路選択に向けての基本的な考え方を理解し、具体的な行動計画が立てられることを目的に

２年次は 5月、3 年次は４月にキャリアガイダンスを行っている。医療機関からの看護師募集

案内の窓口は副学院長、学生からの進路相談窓口は担任・副担任が担当し、窓口担当者は情報

の収集と募集要項の提示、進学・就職をめぐる動向と対策の情報を提供し学生の意思決定を支

援している。また面接試験の対策を希望する学生には副学院長と事務長が面接官となり模擬面

接の場を設定し支援をしている。 

 

6．養成所に対する情報提供 

 

点検１ 教育・学修活動に 関する関係者（保護者等）への情報提供を行うことによって、その支持を 

得ているか。 

点検２ 広報活動は、看護師等を養成する機関として、その存在を十分にアピールし、かつ 

社会的説明責任を果たす内容と方法になっているか。 

 

1）教育活動に関する関係者への情報提供 

 本校においては 2006 年より保護者同席の下に入学前オリエンテーションを開催し、本校の

教育理念・方針・特徴、学則、カリキュラム全般、年間行事、学習計画、学ぶ心構えや入学後

の学校生活全般にわたって説明している。これらを学生と保護者、学校側が共通理解をするこ

とにより三者の目標の共通化がはかれる。そこで主体的に学ぶ学生に対し、保護者の見守りサ

ポートが得られ、保護者と本校がおなじ目標の実現にむけて学生に関わっていくことができる。 

 また、保護者で組織されている「父母の会」があり、役員会は学校側と協議をしながら運営

され、年間計画に沿って、学年部会、学院祭への出店、国家試験応援イベントなどの活動をし

ている。 

 各学年部会では学校の現況を報告し、教員と保護者同士が懇談することを通じて学生への支

援方法を考える機会になっている。個別に学習指導、生活指導を必要とする学生には、保護者

への電話連絡や面接を行い、課題に応じた教育・学習活動への支援方法を相互で確認できるよ

うにしている。 
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2）広報活動 

地域への情報発信はホームページのタイムリーな更新、学校案内パンフレット・学生募集ポ

スター、学院ニュース（あらぐさ）の発行などである。2010 年に専門業者によって充実をは

かったホームページへのアクセス数は月平均 6000～7000 件である（図 10）。 

 

7．養成所の運営計画と将来構想 

 

点検１ 養成所の運営においては明確な将来構想のもとに運営の中・長期計画、短期計画、 

年間計画を立案し、その実施、評価は将来構想との整合性をもっているか。 

 

1）年間の運営計画と短期計

画の評価 

 本校の方針・計画は管理会

議および職員会議で討議を

深め、4月に管理会議が最終

案をまとめ、6月の評議委員

会で決定する（図 11）。 

行事、委員会活動、予算（備

品購入・図書購入・設備補修

計画）、学生募集活動の方針

などもここで承認される。 

 上半期の運営の振り返り

は 10月に、年間の運営総括

は 3月に行う。3月は法人の

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2012年度 5949 6646 6092 7017 6335 7281 9881 7307 7115 12626 7283 6285
2013年度 7176 6843 6311 7636 7172 7050 9447 6417 8319 11601 7294 7096
2014年度 6888 6310 6628 8289 7060 6979 9365 5775 5735 9921 5162 5813
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13000

ア
ク
セ
ス
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図10 ホームページアクセス件数

図 11 年間方針・計画・総括のサイクル 

【3月】

法人：方針・予算案提示

本校：方針・予算検討

【4月】本校

・年度方針(案）

・年度計画作成

・職員役割分担
【6月】

法人：

・年度方針、

・予算決定

本校：

・年度方針決定

【10月】

本校

上半期総括

【12月】

本校

・年間活動総括

・次年度方針討議

管理会議
↓↑

職員会議

＊法人総会
＊学院評議員会
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全事業所で取り組んでいる「個人総括」レポートの記載を本校でも全職員に求め、個人と本校

の目標達成状況、残された課題とあらたな課題を確認している。 

 

 

2）中・長期計画 

 再建計画にもとづき経営改善を図ってきた山梨勤医協は再建後を見据えた中長期計画の 
論議を 1989 年に開始し、現在までに 4 次の長期計画を確定した（表 5）。その経過において

本校では長計委員会を立ち上げ、山梨民医連の将来構想の議論に主体的に参加してきた。 
現在(2014)、看護養成課程をもつ大学数は 218 となり看護学教育に占める大学の割合が増加

している。また 18 歳以下の人口が減少する時代(表 6)にあって、専門学校では高校新卒の受験

者の確保は課題となっている。しかし山梨の看護大学卒業生の県内就職率は 50％に満たない

状況が続き、各医療機関の看護師の充足率は 98%程度である。 
 
また大学卒業者や一旦社会へ出てから再び看護学校へ入学して学ぶことを希望する 

社会人経験者の受け入れなど、地域に貢献する看護職の育成を使命とする本校の役割はまだ大

きいものと考える。 
 

 
 

表 5 法人・本校の中長期計画の論議過程 

山梨勤医協・山梨民医連の課題 本校の課題 

１次 

1989 

再建７年目、経営改善にとどまらない総合的な 

再建計画 

カリキュラム改訂 

1993. 定員増加 30→40 

2 次 

1996 

再建後を見据えた 

「21 世紀に向けた山梨の民医連運動の長計計画」 

今後の教育形態の在り方の 

模索 

 

3 次 

2003 

1997 年.和議返済完了 1998 年. 山梨民医連結成 

2002 年.センター病院新設 

2000 年.介護保険制度の導入 

「医療、介護・福祉の複合体としての総合的な発

展」を掲げ、組織のあり方や医療・介護の内容に

関わる課題とそれを担う人づくりを重視 

・教員のレベルアップ 

・教育内容の充実 

・施設のリニュアール 

・学校形態の方向性を探る 

・教員定員増による体制強化  

 

4 次 

2013 

・貧困と格差、超高齢社会に立ち向かい地域住民

のいのちと健康、暮らしを守る・医師の確保と

医療活動の継続・介護分野での到達の再確認と

更なる展開 

・身の丈の設備投資による投資と発展・人づくり 

・民主的な経営活動・あらゆる分野との連携 

・旺盛な募集活動と的確な選考 

・勉学条件の充実  

・組織全体で育てる学生 

（看護実践能力と人権意識の）  

・看護師社会的需要の高まり 
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国家試験の高い合格率や設置母体と連携した 
実習地の確保と指導者の安定的な配置など、 

本校のこれまでの実績と学習に有利な条件を生

かし、看護者としての資質を備え学ぶ意欲のある学

生に選ばれる魅力ある学校づくりは今後とも重要

な課題である。 
 

8．自己点検・自己評価体制 

 

点検１ 自己点検・自己評価の意味と目標を理解し、実際に自己点検・自己評価を行うための知識と

方法を明確にもっているか。 

 

2002 年 3月の「専修学校設置基準」の改正により、専修学校は教育活動等の状況について

自己点検及び自己評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならないと定められた。

また、2011 年 3 月には「看護師等養成所の運営に関する指導要領」の改正により、養成所は

教育活動その他の養成所運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表することとな

った。 

本校では 2003 年 7月、全職員で「自己評価・点検についての基本的な理解」と「看護教育自

己評価指針」についての学習を行ない「自己点検・自己評価」の目的を確認した。 

しかし、本校の具体的な取り組みは進まないまま 2007 年、学校教育法の一部改正では専修学

校、初等教育における自己点検・評価及び結果公表が義務化された。そこで実施にむけた動き

を加速化させ第 1ラウンドである組織の立ち上げ、データ収集、自己評価指針にもとづく全職

員による現状の文章化と討議（2012 年 8月～2013 年 12 月）に取り組んでいる。第二ラウンド

は自己点検・自己評価の継続、評価結果の公表、第三者評価導入に向けた取り組みである。 

 

点検２ 養成所の自己点検・自己評価体制を整え、運用し、その機能は、養成所のカリキュラム運営、

授業実践にフィードバックし、養成所の教育理念・教育目的、教育目標を維持・改善するものと

なっているか。 

 

2012 年に立ち上げた自己点検・評価委員会は委員会規定に基づき運営し、評価実務の進捗

状況はほぼ予定どおりである。本報告書の公表後は委員会機能を十分発揮し、特に「Ⅲ教育課

程経営」および「Ⅳ教授・学習・評価過程」の評価精度を高め、教育目標との整合性の点検を

課題としたい。また改善課題を可視化するための数的評価の実施を急ぎたい。 

 

 

 

 

表 6 山梨県の 0～19 歳人口数  

―5歳階層別国調人口より― 

平成 12 年 189,753 人 

平成 17 年 175,699 人 

平成 22 年 160,355 人 



35 

入学者に期待する要件

2013年8月29日
管理会議

看護学を学ぶために

必要な基礎学力を

備えている人

自ら進んで

意欲的に学ぶ

ことが

出来る人

自分の考えを

筋道立てて適切に

表現できる人

人に関わることが好きで

相手の気持ちを尊重し、

適切な人間関係を保つ

ことが出来る人

看護に関心を持ち、

看護職として

社会に貢献する

意欲がある人

1．看護を学ぶ基礎学力と向学心を持ち、
主体的に学び続けられる人

2．自己の表現と他者の理解が的確にでき、
積極的に人間関係が作れる人

3．グループ学習、学校行事、
学生自治活動等に積極的に参加し
集団的な向上を目指せる人

4．科学的で論理的な思考により、
知識と体験を統合して本質を深く
とらえようとする人

5．看護の対象を高い人権意識と地域での
生活の視点からとらえようとする

6．社会の動きに常に目を向け、医療、
看護を社会的視野からとらえようとする人

Ⅵ 入学 

 

点検１ 教育理念・教育目的との一貫性から入学者選考についての考え方を述べているか。 

点検２ 入学者状況・入学者の推移について、入学者選抜方法の妥当性及び教育効果の視点から 

分析し、検証しているか。 

 

1．入学者の選抜の考え方と教育理念・教育目的との一貫性 

本校では、「いのちの平等を掲げ、地域に貢献できるすぐれた看護実践者の育成のため看護

師としての必要な知識及び技術を習得させると共に、その人間性と人格の全面発達を促す」と

いう教育目的から「入学者に期待する要件」(2013)を定め、2014 年度の入学要項に明記した(図

12)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

入学志望者には学校長推薦を受けた現役高校生と社会人のための推薦・社会人入学試験と一

般入学試験の 2種類の選抜試験を実施している。 

看護を学ぶために必要な基礎的学力の程度と看護者として必要な資質とコミュニケーショ

ン能力および意欲の程度を審査する。 

 

 

図 12 入学者に期待する要件  
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2．選抜の公平性  

入学者の選抜は入学者選考規程44にもとづき学科点数、面接評価、書類の審査を行い、学院

長は入学を許可する者の決定にあたり入試判定会議を招集し諮問しなければならない。本校で

は入試に関する独自の機能をもつ組織はなく管理会議が方針を提案し、実務の責任を担ってい

る。学科試験は試験問題の作成を学外の教育者に依頼し、採点は出題者が学外で行う。 

面接試験は 2014 年度入学者選考から試験官の主観的評価は免れないものであることを前提

に得点の比較は行わず、コミュニケーションおよびモチベーション尺度を設定し、入学者に期

待する要件の充足程度をとらえるようにした。 

 また成文化が急がれる情報管理の手順は受験者の資料、試験問題の保管は事務長が保管庫に

て施錠管理し、試験問題の印刷は特定の職員が行う。 

成績データの管理は管理者のみがアクセス可能なサーバーに保管している。 

 

3．選抜方法の妥当性の視点から分析し、検証しているか 

 毎年、入学者の入学時筆記試験と入学後の基礎科目の成績との関連、面接試験結果と入学後

の学業生活の分析を行うことにより、入学選抜方法の検討を重ねてきた。入学後に学生が学業

の継続が困難な状況に陥るケースは①看護を学ぶ者として不適切な学習・生活態度②メンタル

ヘルス不全③学力不足④経済的困難⑤友人・家族等の人間関係などである。そこで 2014 年度

の入学者選考では基礎学力の程度と面接の評価を区別し、書類・学科・面接のチェック項目を

明確にした。 

 

4．入学希望者の開拓への取り組み 

 学生募集の活動ではオープンキャンパス、学校説明会、法人内の各病院で行う一日看護体験

参加者への学校案内、業者主催の進学ガイダンス、高校訪問、地域のイベントでの進路相談な

どに取り組んでいる。オープンキャンパスと学校説明会への参加者は近年増加傾向にあり、特

にオープンキャンパスへの参加は本校受験の動機づけになっている。受験生が得る情報源は高

校からの情報提供と、ホームページの情報がほぼ同数であり、ホームページの更なる充実と高

校訪問時の進路担当教師への特徴あるアピールが課題となる。 

また看護職志望者の大学志向により専門学校への入学希望者は現役高校生以外に社会人経

験者、大学卒業者、他分野の専門学校卒業者など多様化しており、さらに専門学校の一般入学

試験の受験者のほとんどは他の養成機関と併願している。最近の辞退者の動向（表 7）はこれ

まで本校が打ち出してきた「アットホームな学校の雰囲気と話しやすそうな先輩」「少人数の

クラス運営」「熱心な教員と指導」「患者の立場に立った看護を学ぶ」などの特性は学生に選ば

れる学校としては不十分であることを示している。 

建物・設備などハード面の改善以外に、看護師国家資格取得後のキャリア開発の見通しなど

本校で看護を学ぶ意義とキャリアアップの展望を明確に伝える工夫が必要である。 

                                      
44 共立高等看護学院：入学者選考規程,規程集,p65. 
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Ⅶ 卒業・就業・進学 

 

点検１ 卒業時の到達状況を捉える方法が明確であり、それを計画的に行っているか。 

点検２ 卒業時の到達状況・就業・進学状況を分析した結果は、教育理念・教育目的との整合性が 

あるか。 

 

1．進路選択の状況と教育理念・教育目的との整合性   

 本校の「いのちの平等を掲げ、地域に貢献できるすぐれた看護実践者の育成」という教育目

的に対する到達状況をとらえる指標はまだ確立していない。 

表8に同一年度に入学した学生数の推移を示した。2011年度の入学者は5.7%が退学し14.3%

の学生が留年・休学、20％が学業の

継続に課題を抱えた。 

このことを重視し、2011 年度入学

者選考資料と退学者、留年・復学し

た学生の個別状況を検討し 2014 年

度の入学者の合否判定方法を見直

した45。 

 

一方、国家試験の合格率は高く維持しており（表 9）、国家試験を合格した卒業生は就職

（96.7％）、進学（3.3％）しており、本校は看護養成機関としての教育水準を確保し、国家資

                                      
45 本報告 p28-29 
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格受験資格を付与し、地域の医療・看護の担い手として送り出すという本校の役割は果たして

いるものと考える。なお、卒業生の 90%以上が県内の医療機関を選択している。 

 

2．卒業時の看護実践能力及び卒業後の活動状況の評価 

 

点検３ 卒業生の就業先での評価を把握し、問題を明確にし、教育を改善するために、就業先との 

情報交換や調査の実施ができる体制を整えているか。 

点検４ 卒業生の活動状況を把握し、統計的に整理し、教育理念・教育目的、授業の展開に活用して

いるか。 

 

本校での学びの集大成として「患者の立場に立つ看護」を基本理念とした学生の患者観、医

療観、社会観の発表の場は卒業研究発表である。また専門職業人として必要な知識と技術を個

別に応用できる能力の到達状況は「基礎技術習得チェック表」46にもとづき確認し、さらに複

数の受け持ち（模擬）患者を通してケアの優先度・時間管理を考えた演習によって評価してい

る。 
卒業生の 60%が就職する山梨勤医協の医療機関とは基礎教育と新人看護師教育のシームレ

スな研修制度を保障するために、本校の教員も卒後研修委員として卒後研修の運営に携わりな

がら、卒業生の活動状況や課題を把握している。 
看護職の継続教育の観点から本校では、他の医療機関とも共有できる卒業時の実践能力到達

度の評価方法を検討すること、卒業者の動向を経年的に把握し教育活動に生かすことが課題で

ある。 
 

Ⅷ 地域社会/国際交流 

 

点検１ 社会との連携に向けて、地域のニーズを把握し、看護教育活動を通して地域社会への貢献を

組織的に行っているか。 

点検２ 養成所の教育活動について、地域社会のニーズを把握する手段、養成所から地域社会への

情報を発信する手段を持っているか。 

点検３ 地域の特徴を把握し、地域内における諸資源を養成所の学習・教育活動に取り入れているか。 

 

１．地域社会と交流するための体制 

1）地域社会への貢献とニーズの把握と情報の発信 

本校では、学生が地域の人々の生活とそれを支える社会に高い関心が寄せられるよう様々な

機会を捉え取り組んでいる。 

                                      
46 共立高等看護学院:2014 年度実習便覧,p42. 
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地域のこども夏祭りでの健康教室や商店街のお祭りではアロママッサージの提供、本校が立

地する地域の自治会主催の河川清掃への参加、学園祭の案内チラシの配布とポスターの掲示、

反核平和活動への募金協力のお願い訪問、夏季・冬季休暇前の近隣道路の清掃などである。 
 情報発信の面では、行政や看護協会が主催する「看護の日」や高校に出向き、進路相談と模

擬授業を行うなど、年間およそ 800 人の高校生に対し看護の仕事と看護学校の学業生活を紹介

している。これらの活動はその意義を職員会議で確認し、全職員で役割を分担して取り組んで

いる。 

 また地域の住民の方々に本校の活動にご理解・ご協力をいただけるよう、自治会の各世帯へ

学校ニュースを配布している。山梨勤医協と協力共同の関係にある「健康友の会」の班会には

本校の職員も参加し、会員の方がたと健康やくらしの問題等を交流している。 

 

2）社会における資源の活用 

成人・老年・精神・小児看護学の授業の一環として農家での演習や老人クラブのレクリエー

ションへの参加、当事者参加の授業、学内演習での患者役等地域の人たちの協力をいただき、

学習・教育活動に効果的に結びつけている。 

 

2．国際交流のための体制 

 

点検１ 国際的視野を広げるために授業科目を設定しているか。 

点検２ 国際的視野を広げるための自己学習に適した環境を整えているか。 

点検３ 海外からの帰国学生や留学生の受け入れ体制があるか。 

点検４ 留学や海外において看護職に就くこと等を希望する学生に安心できる体制があるか。 

 

1）国際的視野を広げるための環境づくり 

国際社会へ対応しうる能力を養うことをねらいとし、基礎分野の外国語は 4単位を設定して

いる。英語（外国語Ⅰ～Ⅲ）は看護の場面で活用できるよう、各学年 30 時間ずつ合計 90時間

を段階的に学ぶ。さらに異なる文化に触れ、国際的視野及び自らの視野を拡げるためにスペイ

ン語・中国語・韓国語の中から 1科目選択し（外国語Ⅳ）、各語学の基礎を学びつつ、代表的

な料理を作り、各講師の母国の文化と食文化について学ぶ。 

また、統合分野に設定している国際看護は海外での看護活動を経験された方からの授業で国境

を越えた看護の役割と課題について学んでいる。 

山梨県においては保険証を持たない外国人労働者の健康問題や公的教育機関で学べない外

国人のこどもの健康管理が課題となっている。県内の大学ではボランティア組織が活動してお

り、本校の学生も国際的な視野を広げ、健康を守る役割に関心を持ち、参加できる環境づくり

が課題である。 
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2）留学生受け入れについて 

本校では留学生受け入れや海外留学の体制はまだ整えていない。帰国子女や外国国籍者の入

学に関しては受験者に不利益が生じないよう文部科学省、厚生労働省に法的整合性を確認し、

受け入れ実務を進めた。 

 

Ⅸ研究 

 

点検１ 教員の研究活動を保障（時間的、経済的、環境的）にしているか 

点検２ 教員の研究活動を助言・点検する体制が整っているか 

点検３ 研究に価値をおき、研究活動を教員相互で支援しあう文化的素地が養成所にあるか 

点検４ 留学や海外において看護職に就くこと等を希望する学生に対応できる体制があるか 

 

１．教員の研究的姿勢の涵養 

本校では、教員が看護実践や教育活動を客観的に分析し、評価・考察し発表することは看護

学教育の発展に寄与するものとし、学会発表の費用（参加費・旅費・宿泊）を保障している。

また山梨民医連、山梨県看護協会、山梨県看護教育研究協議会などに所属する看護・教育職者

の研究活動の推進をはかるために、各組織の委員会活動等に教員を派遣している。現在、教員

が個人的に所属しているおもな学会は日本看護学教育学会、日本看護科学学会、日本看護研究

学会、日本難病看護学会、日本野外教育学会、産業・組織心理学会などである。 

研究結果や研修内容を教育活動に活用し、教育や看護の探究に結びつけ自己研鑚に努めてい

る教員の実績を「紀要・研究業績」に収録し発行することが課題である。 

 

2．教員の研究活動の保障と評価 

1) 研究活動の保障 

本校が教員の研究活動の保障について規定した「教員の研修・研究に関する規程」「研究活

動を進めるにあたって」47では「教育活動や学校運営の充実強化と各教員の教育力量向上を目

指し、自主的学習活動を奨励するとともに、学会及び研修会の参加を保障する。その際、設置

母体の上部組織である山梨民主医療連合会の『看護部門院外研修派遣内規』に準じて参加を保

障する」としている。 

教員は、教務の日常業務を優先しているため、就業時間内で研究活動を実施することは困難な

状況にあり、教員各自が時間調整をはかり就業時間内外で活動している。また研究費用の保障

や教員の研究室の確保が課題である。 

 

 

 

                                      
47 共立高等看護学院：規定集,ｐ92－94. 
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2）研究活動の評価 

本校が属する山梨民医連の看護委員会では看護職員の研究活動を助言・検討する機能とし

て「看護研究倫理審査委員会」を設置している。本校の教員の研究計画も看護研究倫理審査委

員会での審査検討を経て研究の質と妥当性の確保をしている。 

 発表後、校外で受けた評価は発表者だけの情報となっており、教員全体で共有していく仕組

みが必要である。 
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おわりに 

 

思い起こせば、私が学院長に就任したのは 2004 年 7 月であるが、その頃から「学校評価」

が問題になっており、ある管理会議に「ISO」の業者が来てレクチャ－してくれていた。その

業者に委託すれば、簡単にもっと早くできたかもしれないが、かなりの高額だったこともあり 

結局そのままになってしまった。 

あれからはや 10 年、毎年当学院の課題としての「自己点検・自己評価」ではあったが、長い

足踏み状態が続いた。 

この間、全国的には看護師養成所の自己評価活動が着々とすすみつつあり、当学院でこの課

題の中心的役割を果たしてきた三浦副学院長も多少の危機感を抱いていた。そんな中、2012

年 8 月職場研修会で「学校評価に向けての経過と段取り」を論議し、教職員全体の共通理解を

深めた。そして 2013 年度での実行を誓った？のであった。 

2012 年 11 月ついに第 1回自己点検・自己評価委員会が開催された。学外有識者の委員を含

め、今後の活動方針を議論し、2013 年の成文化を目標に具体的な活動に入っていった。実際

の活動は全教員が分担しながら、本来業務の合間をみながらすすめていった。 

2013 年 7月には職場合宿「仕上げるぜ！学校評価！」をもち、長時間をかけて議論をすす

めた。2013 年 8月 31 日の第 3回委員会で「報告書」がまた中途版ではあったが、はじめて形

あるものとして示され一定の達成感を味わったのであった。その後、完成版づくりは雨宮副学

院長に引き継がれ教員論議が重ねられた。 

2014 年 1月の第 5回委員会で「報告書第 2版」が出され、これを元に意見を集約し予定よ

り遅れることにはなったが、この完成版発行に至ったのである。 

長い道程であったし、御苦労いただいた委員、教職員に厚く感謝します。もちろん、この「学

校評価」活動はこれで終わりではありません。むしろやっと第一歩を踏み出したばかりといえ

ます。 

報告書でしめされた様々な課題の解決もありますし、第 2ラウンドつまり「学校関係者評価」、

さらには「第三者評価」へと進むとともに自己評価を見直していくというものです。したがっ

て延々と続く活動、終わりのない活動と言えます。 

皆様には、今後ともご協力をお願いするとともに、なにはともあれこの報告書発刊にいたった

喜びを分かち合いたいと思います。 

 

 

 

2015 年 3月   

共立高等看護学院 

学院長 上嶋准嗣 
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共立高等看護学院 自己点検・自己評価委員 

（アイウエオ順） 

 

 

雨宮信二  山梨県革新懇事務局次長（元高校教員） 

雨宮久子  共立高等看護学院副学院長 

伊藤夏子  社会福祉法人「笹の葉会」ケアプラザ昭和施設長（元巨摩共立病院総看護師長） 

上嶋准嗣  共立高等看護学院長 

押領司民  共立高等看護学院専任教員 

河西光子  共立高等看護学院専任教員 

梶原奈津子 共立高等看護学院専任教員 

合田和彦  公益法人山梨勤労者医療協会副専務 

丸山陽子  共立高等看護学院専任教員 

三浦昭子  一般社団法人日本看護学校協議会常任理事（元共立高等看護学院副学院長） 

水上和貴  共立高等看護学院事務長 
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資料                     

研究・学術活動一覧（2009～2014） 

 

和文論文 

・田草川 貴子,今村 久美,望月 桂子,児玉 なな絵,押領司 民「助産師の経験年数によるお産の比較 お産の経

過と産婦及び児の健康状態に関して」 日本看護学会論文集: 母性看護43 号,Page72-75,2013 年 

・平山 綾蘭,市川 英加,長田 貴子,押領司 民「ペア実習の人間関係と実習満足度との関係」日本看護学会論

文集: 看護教育 42 号, Page46-48,2012 年 

・細田 江里,押領司 民,成島 美里「管理実習(成人看護学実習III と基礎看護学実習I-2)における指導する学

生の学びに関する研究」 日本看護学会論文集: 看護教育42 号,Page61-64,2012 年 

・押領司 民,佐藤 みつ子「看護学生が精神看護学実習で体験した倫理的課題と学び」看護教育研究学会誌4 

巻2 号,Page23-29,2012 年 

・森本 美智子,押領司 民,成島 美里,大村 美央,田辺 文憲「足浴における皮膚保湿度の経時的変化に関する

検討」 山梨大学看護学会誌10 巻1 号,Page43-46,2011 年 

・押領司 民, 望月 富士穂「看護師が重要であると考える看護師長からの承認行為と実際に受けている承認行

為」日本看護学会論文集：看護管理(1347-8184)40 号,Page237-239,2010 年 

・押領司民,望月富士穂,佐藤みつ子「看護師長の承認行為に対する看護師の考えとその要因」看護教育研究学

会誌2 巻2 号,ｐ3-12,2010 年 

・押領司 民,佐藤 みつ子「脊髄小脳変性症療養者の主観的QOL の因子分析」 看護教育研究学会誌 1 巻2 

号,Page35-41,2009 年 

著書/総説/解説 

・新井英靖,荒川眞知子,池西靜江,石束佳子,梶原奈津子,他「考える看護学生を育む授業づくり～意欲と主体

性を引き出す指導方法～」第1 版メヂカルフレンド社,Page179-191,2013 年 

・田中彰子,雨宮久子,武田真弓,笠井英美,角田千春,他「現場を活かす看護マネジメント」医歯薬出版株式会 

社,p24-31,194-198．2014 年 

・河西 光子,三浦 昭子「実習や学生生活でつまずきがちな学生のメンタルサポート～再履修学生への実習指 

導気づきと自己肯定感を重視した指導～」看護人材教育 6 巻2 号,Page97-103,2009 年 

学会発表 

・押領司民,宮川江里,岩波美和「研究授業における臨地実習指導者の学び ベッドメーキングの校内実習後の 

アンケート結果の分析」第40 回日本看護研究学会,2014 年 

・井出克明,加々見一枝,外川忍,渡辺なおみ,森川三郎,茅野久美,押領司民,河西光子,中込英莉香,小俣たか子,

磯野千江,原口真樹,国代匡純「看護師養成所の専任教員の研究活動に関する課題 ―関東甲信越において―」
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平成24 年度山梨県看護学会,2012 年 

・宮川江里,押領司民「看護管理実習における学生の学び～実習終了後の学生の記録の分析から～」第44 回日

本看護学会（看護管理）,2013 年 

・笠井英美,穴水美和,上田美穂,内田一美,押領司民,手塚とみ江,池田直子「A 県内における看護研究活動に関

する実態調査」第44 回日本看護学会（看護管理）,2013 年 

・根津あき子,大澤葉子,佐々木あゆみ,押領司民「受け持ち患者に対するパートナーシップナーシングシステ

ムを導入して」第44 回日本看護学会（看護管理）,2013 年 

・岩波美和,永井睦子「看護教員の授業リフレクションに関する研究～看護教育学実習での学びを支援する～」 

日本看護学教育学会第23 回学術集会,2013 年 

・押領司民,宮川江里「複数受け持ち実習における学生の学び～実習終了後の学生の記録の分析から～」日本 

看護学教育学会第23 回学術集会,2013 年 

・成島美里,押領司民「保健・医療施設で生活している軽度認知症高齢者の思い」第38 回日本看護研究学会学

術集会,2012 年 

・押領司民,浅川和美「脊髄小脳変性症の自律神経障害に関する研究の動向–日常生活への影響に焦点を当てた

国内文献レビュー-」第38 回日本看護研究学会学術集会,2012 年 

・河西光子,押領司民,中込英莉香,茅野久美,森川三郎,磯野千江,小俣たか子,原口真樹,田代匡純,井出克明,

加々美一枝,外川忍,渡辺なおみ「専任教員の研究発表の有無による研究活動に関する意欲，実践，環境の比

較」第24 回日本看護学校協議会学会,2012 年 

・小俣たか子,磯野千江,田代匡純,原口真樹,外川忍,井出克明,加々美一枝,渡辺なおみ,森川三郎,茅野久美,

長田理恵,押領司民,河西光子,中込英莉香「看護師養成所3 年課程と2 年課程の専任教員における研究活動

状況の比較」第24 回日本看護学校協議会学会,2012 年 

・細田江里,押領司民,目黒悟「看護教員の授業リフレクションに関する研究～教員全員で授業リフレクション

の経験を交流することと意義～」第22 回日本看護学教育会学,2012 年 

・中込英莉香,押領司民,河西光子,茅野久美，森川三郎,磯野千江,小俣たか子,井出克明,加々美一枝,外川忍「専

任教員の研究発表に影響を及ぼす要因」第22 回日本看護学教育会学,2012 年 

・茅野久美,森川三郎,河西光子,中込英莉香,押領司民,磯野千江,小俣たか子,井出克明,加々美一枝,外川忍,

渡辺なおみ「看護師養成所専任教員の研究活動に対する意識調査」,第22 回日本看護学教育会学,2012 年 

・押領司 民,細田 江里「精神科デイケア実習における学生の対象理解」第22 回日本看護学教育会学,2012 年 

・河野朝呼,細田江里,押領司民「Ａ看護学校における母性看護実習の学生の学び～生命の尊さに焦点を当てて

～」第22 回日本看護学会学術集会（母性看護）,2012 年 

・雨宮久子「目標管理および看護職の対象特性が内的モチベーションと職務特性に及ぼす影響」第43 回日本 

看護学会（看護管理）,2012 

・長田貴子,市川英加,平山綾蘭,押領司民「ペア実習の実習満足度に関連する学生の人間関係」第39 回日本看

護学会（看護教育）,2011 

・原田有佳,樋口美幸,押領司民「行動計画発表に関する学生と看護師の評価の差異」第39 回日本看護学会（看 

護教育）,2011 

・成島美里,押領司民「Ａ看護専門学校における卒年次の学生の看護観～ケーススタディの考察の分析から～」 



46 

第39 回日本看護学会（看護教育）,2011 年 

・細田江里,押領司民「管理実習（成人看護学実習Ⅲと基礎看護学実習Ⅰ‐２）における指導する学生の学び 

に関する研究」第39 回日本看護学会（看護教育）,2011 年 

・樋口美幸,原田有佳,押領司民「臨地実習の行動計画発表に関する学生と看護師の評価の実際とその差異」第

23 回日本看護学校研究協議会学会,2011 年 

・坂本縁,押領司民「小児の療養生活を支えるための指導に関する学生の学び～小児実習のまとめのレポート 

の分析～」第23 回日本看護学校研究協議会学会,2011 年 

・中込英利香「モラル・ハラスメントの現状～文献から看護教育への活用を考える～」第23 回日本看護学校 

研究協議会学会,2011 年 

・押領司民,細田江里「戴帽式の取り組みにおける学生の学び「戴帽式前の私と戴帽式後の私」のレポート分 

析」第20 回日本看護学教育学学会,2010 年 

・細田江里,押領司民「戴帽式後の学生の自己肯定意識と時間的展望の変化」第20 回日本看護学教育学 

会,2010 年 

・成島美里,押領司民「老年看護学実習において学生が生活史を聴取する意義」第20 回日本看護学教育学 

会,2010 年 

・藤本未央,押領司民「成人看護学労働体験演習の学生の学び」第20 回日本看護学教育学学会,2010 年 

・成島美里,藤本未央,押領司民「手浴における皮膚角質水分率の経時的変化」第41 回日本看護学会（看護教 

育）2010 年 

・森本 美智子,押領司 民,成島 美里,大村 美央,田辺 文憲「手浴および足浴後の皮膚保湿度の経時的変化の

検討」第11 回山梨大学看護学会,2010 年 

・丸山陽子,三浦昭子「事例から学ぶ人権を尊重する看護者の姿勢～社会福祉演習のレポートの分析から～」 

第22 回日本看護学校協議会学会,2010 年 

・押領司民,望月富士穂,佐藤みつ子「看護師長が重要であると考える看護師長からの承認行為と実際に受けて

いる承認行為」第35 回日本看護研究学会,2009 年 

・森本美智子,内田幸子,田辺文憲,押領司民「ナースウエアの現状と課題～アンケートによる調査研究～」第 

10 回山梨大学看護学会,2009 年 

・押領司民,望月富士穂,佐藤みつ子「看護師長が行っている承認行為と看護師が実際に受けとめている承認行

為」第40回日本看護学会（看護管理）,2009 年 

・森本美智子,押領司民,成島美里,大村未央「足浴における皮膚保湿度の経時的変化」第10 回山梨大学看護学

会,2009 年 

・内田幸子,田辺文憲,押領司民,三浦昭子「看護師のナースウエアに対する意識調査」第10 回山梨大学看護学

会,2009 年 

全日本民医連看護介護活動研究交流集会,学術・運動交流集会 

・押領司民,宮川江里,岩波美和「研究授業における臨地実習指導者の学び ベッドメーキングの校内実習後の 

アンケート結果の分析」第12 回全日本看護介護活動研究交流集会,2014 年 

・望月富士穂,雨宮久子「A 病院における子育て支援策～多職種による保育プロジェクトチームの取り組み」 

第12 回全日本看護介護活動研究交流集会,2014 年 
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・成島美里,押領司民「A 看護専門学校における卒年次の学生の看護観～ケーススタディの考察の分析から～」 

第11 回全日本民医連学術・運動交流集会,2013 年 

・押領司民,武田真弓「A 県連における看護研究の倫理的配慮に関する現状と課題」,第11 回全日本看護介護 

活動研究交流集会,2012 年 

・ 宮川江里,押領司民,成島美里「管理実習における指導する学生の学びに関する研究」第11 回全日本看護介 

護活動研究交流集会,2012 年 

・成島美里,押領司民「A 看護専門学校における卒年次の学生の看護観」第11 回全日本看護介護活動研究交流

集会,2012 年 

・上原あゆみ,細田江里,押領司民「特定健診の保健指導対象者の健康促進に及ぼす影響」第11 回全日本看護 

介護活動研究交流集会,2012 年 

・田草川貴子,押領司民「ペア実習の実習満足度に関連する学生の人間関係」第11 回全日本看護介護活動研究

交流集会,2012 年 

・丸山陽子,澤井真「社会福祉制度の実態を学ぶ社会福祉ゼミナール～今年度の取り組み～」第9 回全日本民 

医連学術・運動交流集会,2009 年 

・細田江里,押領司民「戴帽式前後の学生の自己肯定意識と時間的展望の変化」第10 回全日本民医連看護介護

活動研究交流集会,2010 年 

山梨民医連看護介護活動交流集会,学術・運動交流集会 

・雨宮久子「看護基礎教育におけるキャリアガイダンスの実際と学生による評価」第26 回学術運動交流集

会,2014 年 

・梶原奈津子「統合実習で学生が学んだリーダー看護師の役割」第26 回学術運動交流集会,2014 年 

・押領司民,武田真弓「Ａ県連における看護研究の倫理的配慮に関する現状と課題～倫理審査委員会の倫理審 

査報告書の分析から～」第24 回山梨民医連学術運動交流集会,2012 年 

・ 細田江里,押領司民,目黒悟「看護教員の授業リフレクションに関する研究～教員全員で授業リフレクショ

ンの経験を交流することの意義～」第24 回学術運動交流集会,2012 年 

・河野朝呼,細田江里,押領司民「Ａ看護学校における母性看護実習の学生の学び～生命の尊さに焦点を当てて

～」第24 回学術運動交流集会,2012 年 

・成島美里,押領司民「老年看護学実習において学生が生活史を聴取する意義」第9 回山梨民医連看護・介護 

活動交流集会2011 年 

・中込英利香「モラル・ハラスメントの現状と看護現場における今後の課題」第9 回山梨民医連看護・介護 

活動交流集会,2011 年 

・丸山陽子「看護職を目指す初学者を理解する」第9 回山梨民医連看護・介護活動交流集会,2011 年 

・梶原奈津子「地域看護学実習Ⅰ（診療所実習）における学生の学びの報告」第23 回山梨民医連学術運動交 

流集会,2011 年 

・ 成島美里,押領司民「Ａ看護専門学校における卒年次の学生の看護観～ケーススタディの考察の分析から～」 

第23 回山梨民医連学術運動交流集会,2011 年 

・押領司民,望月富士穂「看護師が重要だと考える看護師の承認行為」第10 回山梨民医連看護介護活動交流集

会,2009 年 
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・ 細田江里「訪問看護師が職務を継続している要因とその関連」第10 回山梨民医連看護介護活動交流集

会,2009年 

・長幡安也子「実習記録様式に｢関連図｣を導入して」第21 回山梨民医連学術・運動交流集会,2009 年 

・三浦昭子,水上和貴「今後の看護専門学校に求められる課題～共立高等看護学院入学者アンケートから～」 

第 21 回山梨民医連学術・運動交流集会,2009 年 
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