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ご　挨　拶

看護実践教育研究センター長　金城　祥教

　名桜大学看護実践教育研究センターは平成 25 年 4 月より本格始動となり、地域の看護系人材の看

護実践能力 (資質 )の向上を図ることを目的に多くの講座・研修を実施してまいりました。

講演会・研修会等には、この 3 年間で述べ 2,700人余の参加者がありました。平成 27 年度は、この 3

年間の活動の評価を年度目標として掲げてやってまいりました。巻末にその評価アンケートを記載し

ましたが、まだまだ地域の関係者には周知がなされていないことが明らかになりました。しかし、本

年度の最大の成果は ｢ 北部地域看護・介護実践報告会 ｣ を開催できたことかと思います。北部の看護

管理者懇談会 ( ユンタク会 ) での継続した話し合いや北部地区医師会の後援を得て実現できたものと

思います。地域包括ケアの時代を迎えるにあたり、急性期医療機関と老健施設や在宅ケアセンターな

どとの有意義な連携が求められる時代に、これからも本センターでは、看護職の実践・教育・研究の

地域の拠点として発展させていきたいと思います。

平成 27 年度　看護実践教育研究センター運営委員の皆さん
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Ⅰ.公立大学法人　名桜大学看護実践教育研究センター概要

1　設置概要　

名桜大学をとりまくやんばる北部地域は高齢化が進んでおり、人々が健康に暮らせる地域づくりは名桜

大学の使命のひとつです。人間健康学部看護学科では平成 19 年の開設以来、北部地域の住民や看護職を対

象として、健康相談活動や、看護系人材育成に係る研修会、講演会などを数多く開催してまいりましたが、

平成 22 年に公立大学となり、より地域に貢献できる大学づくりをめざして、看護実践教育研究センターの

設置準備に取り組んできました。この地域における保健・医療・福祉施設の看護系の人的資源はこの地域

の人々がうける「ケアの質」に大きな影響をもたらします。これらのことから、看護実践教育研究センター

は地域の看護系人材の看護能力（資質）の向上を図り、やんばるの地に根ざしたケアの実践と研究、なら

びに地域の人々の健康づくりを継続的に行うことを目的に平成 25 年 4 月より発足いたしました。

2　事業概要
看護系職員の実践能力を高めるために、新らしい看護実践モデルの紹介や、看護師等の看護系職員と保

健師を対象とした個別支援や事例検討会・研修会・研究会等の集合教育など、看護職の生涯学習の支援の

場を提供します。すなわち、この地域における看護の資質（看護力）の向上を図り、やんばるの地に根ざ

したケアリング文化ならび社会の発展に貢献する看護系人材養成を目的とした事業を行います。

また地域住民に対しても在宅看護・介護力を高める為の技術支援や健康教育など、より効果的な支援が

出来るよう地域の人々と協働して学びあい交流するための「場づくり」を企画し運営します。

3　看護実践教育研究センター運営委員　

委員区分 氏　　名 職　　名

1号委員
(センター長 ) 金　城　祥　教 名桜大学人間健康学部　看護学科

教授

2号委員
(副センター長 ) 比　嘉　憲　枝 名桜大学人間健康学部　看護学科

地域看護領域　上級准教授

3号委員 金　城　壽　子 名桜大学人間健康学部　看護学科
母性看護領域　上級准教授

3号委員 安　里　葉　子 名桜大学人間健康学部　看護学科
基礎看護領域　准教授

3号委員 玉　井　なおみ 名桜大学人間健康学部　看護学科
成人看護領域　准教授

3号委員 遠　矢　英　憲 名桜大学人間健康学部　
スポーツ健康学科　上級准教授

3号委員 八木澤　良　子 名桜大学人間健康学部　看護学科
高齢・在宅看護領域　助教

3号委員 鬼　頭　和　子 名桜大学人間健康学部　看護学科
精神看護領域　助教

3号委員 八　田　早恵子 名桜大学人間健康学部　看護学科
小児看護領域　助教

4号委員 大　城　真理子 名桜大学国際学群　経営情報教育研究学系
診療情報管理専攻　上級准教授
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4　看護実践教育研究センター運営委員会　(平成27年度 )

第 1回　看護実践教育研究センター運営会議

回数 年　月　日 議　　題

1

平成 27年 4月 22日 (水)

14:00 ～ 15:15

平成 27 年 5 月 8 日 (金)

9:00 ～ 10:00

1. 平成 27 年度運営委員会の進め方

2. 平成 27 年度事業の確認

臨時

平成 27 年度　臨床で活かす看護研究―ケアの質向上をめざしてー

2
平成 27年 5月 27日 (水)

14:00 ～ 15:00

1. 前回議事録の確認

2. テキスト ｢看護研究ハンドブック ｣の取り扱いについて

3. 平成 27 年度年次報告書の作成に向けて

4. 看護実践教育研究センターの将来構想委員会の設置に向けて

3
平成27年 6月 24日 (水 )

14:00 ～ 14:30

1. 前回議事録の確認

2. 生活支援技術セミナーの役割分担について

3. 看護実践教育研究センター企画の年次報告書について

4. 北部地域保健福祉医療施設代表者 (看護管理者 )懇談会について

4
平成 27年 7月 22日 (水)

14:45 ～ 15:45

1. 前回議事録の確認

2. 業務分担 (継続審議 )

3. アンケートなど評価フォーマットについて

4. 予算関連事項 (看護研究 )について

5. 議事記録 (書記 )の輪番について

6.「看護研究」( 第 1 回・第 4 回 )、｢ 生活支援技術セミナー ｣ の　　

報告書担当について　

7.「生活支援技術セミナー中級編」と「口腔ケア援助論」について

5
平成 27年 9月 30日 (水)

15:00 ～ 16:00

1. 前回議事録の確認

2. 生活支援技術セミナー中級編および口腔ケアセミナーの担当者・　

役割について

3. 介護職等による技術研修　沖縄県事業委託について

4. 全国保育園保健師看護師研究会第 17 回大会の事務受付 (TEL・FAX

　使用 )について

6
平成27年10月28日(水)

14:00 ～ 15:00

1. 前回議事録の確認

2. 次年度計画の策定に向けて

3. 平成 27 年度　評価と年次報告書の作成について

4. 次回運営委員会への北部地域の看護管理者の出席依頼について

5. 口腔ケアセミナーについて

7
平成27年11月25日(水)

14:30 ～ 15:30

1. 前回議事録の確認

2. 次年度企画について

3. 年次報告書について

4. 北部地域看護管理者懇談会の開催について

5. 北部地域ナースオブザイヤーの表彰企画について
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8
平成 27年 12月 9日 (水)

12:15 ～ 13:30

1. 前回議事録の確認

2. 次年度企画について・アンケート調査進捗状況

3.12 月 26 日 (土）北部看護管理者懇談会・特別講演会について

4. 北部地域看護研究発表会 (看護・介護実践報告会 )の企画について

5.12 月 26 日 ( 土）北部看護管理者懇談会の開催について

　①次年度の看護実践教育研究センター企画

　②北部地域看護研究発表会 (看護者実践報告会 )

　③北部地域ナースオブザイヤーの表彰企画について

9
平成 28年 1月 27日 (水)

14:45 ～ 15:45

1. 前回議事録の確認

2. 平成 27 年度　看護実践教育研究センター年次報告書について

3. 平成 28 年度　パンフレット作成について

4. 北部地域看護・介護実践報告会並びに表彰の役割分担について

　　（プログラム・案内チラシ作成・進行　当日司会進行など）

　①看護・介護実践報告会　　②表彰　担当者

10
平成 28 年 2 月 24 日（水）

14:45 ～ 15:45

1. 前回議事録の確認

2. 年次報告書の作成について (最終確認 )

3. 次年度案内の作成について (最終確認 )

4. 地域看護・介護実践報告会の運営について

5. 次年度運営委員会への申し送りについて

11

平成 28年 3月 15 日 (火)

15:30 ～ 16:30

1. 前回議事録の確認

2. 3 月 4 日 ( 北部地域看護・介護実践報告及び表彰の評価について

3. 次年度計画案内の最終確認について

4. 年次報告書の作成の進捗状況について

5. 記念撮影 (年次報告書用 )

6. 平成 28 年度「臨床における看護研究」担当者について (案 )

12
平成 28 年 3 月 18 日（金）

12:45 ～ 12:55

臨時

1. 第 11 回運営委員会議事録の承認

2. 看護実践教育研究センターの HP の URL の英語表記について

3. 記念撮影 (年次報告書用 )
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企画名 :臨床で活かす看護研究～ケアの質向上をめざして～第 1回

実施日 :平成 27 年 5 月 16 日（土）13:00 ～ 17:00

講　師 :金城やす子、清水かおり　

企画実施組織 (者）: 看護実践教育研究センター 

企画の目的と概要 

臨床で看護師が行う研究の必要性や意義、研究がもたらす効果としての看護の質向上との関連について

理解を促すこと、さらに研究に対する苦手意識、壁を取り払い、研究に主体的に取り組めることを目的に

開講した。

看護実践の場における気づきや疑問、現状、看護実践による変化等を理解し、看護の方向性を探索して

いくことは難しい。そこで本研修では、臨床で活かす看護研究として、研究とは何か、研究疑問、研究デ

ザイン、研究方法から成果発表までの一連の看護研究の基礎を学ぶ。そのうえで看護研究の実際につなげ

るための方法を提示し、研究支援につなげる。

企画実施報告

1. 場　　所: 看護学科棟 1階　講義室 1

2. 参 加 者:計 44 名（北部地区医師会病院 12 名、沖縄県立北部病院 11 名、沖縄愛楽園 13 名、沖縄県立

中頭病院 2 名、名護市役所 1 名、那覇市医師会那覇看護専門学校 3 名、浦添看護学校 1 名、

ぐしかわ看護専門学校 1名）

3. 参 加 費 :受講料 1,000 円　

4. 実施内容 :実施内容テーマ　「看護研究とは何か、看護研究の基礎を学ぶ」

【内　容】

1. 開講挨拶 &講師紹介　　　　　　　　　　　　　　13:00 ～ 13:10

2. 臨床における研究的取り組みの意義について　　　13:10 ～ 14:45　　担当 :金城やす子

　　1）テキストの活用方法

　　2）看護研究とは

　　　　①看護研究の意義、必要性　　②看護研究のすすめ方

　　　　　　看護研究のテーマの設定・絞り込み・研究の概念図

　　　　③研究方法　　④研究計画とは、　看護研究の計画書の意味と書き方

3. 文献検索の方法とレビュー　　　　　　　　　　　15:00 ～ 16:00　　担当 :清水かおり

　　　　①文献とは何か　　②なぜ、文献を使用するのか

　　　　③文献レビューの方法 (演習 )

4. 研究倫理

　　　　①研究倫理とは

5. 個別指導　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16:00 ～ 16:30　　担当 :全員

6. 質疑応答　終了　　　　　　　　　　　　　　　　16:30 ～ 16:45　　担当 :金城
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実施評価と参加者の感想

講義では、研究疑問の絞り込み、テーマ設定、研究デザインの決定、データ収集と処理の方法、結果の

読み込み、論文作成、学会発表のプロセスを説明し、4 回の講義終了時には看護研究の取り組めるように

なることを説明した。さらに、文献について、文献検索と文献の使用の必要性を伝え、文献検索の実際に

ついて演習を取り入れ、講義した。

　3 ～ 4 時間と長時間の講義であることから、受講生に集中してもらえる講義内容、方法を工夫した。文

献検索ではスマホを使用した検索の方法を演習するなど、実際に“自分でもできる”体験を組み入れなが

ら進めた。

　また、臨床では指導者がいないために研究が十分にできないという意識をもつ看護師がいることから、

本講座が支援を行うことを伝え、研究をより身近に感じてもらえるような配慮をした。

　受講生からは、わかりやすい講義であったこと、実際に取り組んでみたいと思うようになった、などの

意見があり、第 1回目の講義としてはほぼ満足のいく講義であったことがうかがえる。臨床看護師にとっ

て、研究者としての視点での講義は受け入れ難い、なじめない部分が多いと感じる。

　そのため、臨床現場での看護研究の取り組みの実際を理解したうえでの講義をすることで、受講者がよ

り身近に感じる講義となり、満足につながったと考えられる。

今後の取組み

今後検討したい内容として以下にまとめた。

1. 看護研究のリーダー育成を視野に入れた研修内容の検討

　これまで、3 年間にわたって看護研究の基礎理論の講座を行ってきた。毎回、受講者が変わることから

同じ内容での講義の必要性は感じるが、受講者が臨床で指導的な立場となって、看護研究を引っ張ってい

けるような研修になればよいと考えている。受講者だけが知識を持つのではなく、伝達講習をしながら、

チームとして研究に取り組み、臨床の研究の質を向上できればと思う。その意味を含めて研修内容を検討

したい。

2. 指導者向け研修の開催

　臨床で研究指導を担当する主任や看護師長に対する研修会の必要性を感じている。看護師が行う研究を

指導する際に、どのような指導がよいのか、どの点を指導するのか、また研究成果をまとめていく段階に

おいて、適切なアドバイスをするためにはどのようにすればよいかなど、指導者のための講座開設、「研

究指導者のための研究指導のあり方」などの研修開催について検討したい。

3. 若手教員の講師登用

　本講座は毎年ほぼ同様のメンバーで行っているが、看護学科の若手教員にも講師として参画してもらえ

るように、講師の幅を広げていけるような取り組みが必要ではないかと感じる。教えることでの学びは大

きい。研究は大学教員の業務であることから、教える行為をとおして、教員自身の研究力を向上させられ

るような研修会があってもいいかなと考える。
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企画名 :臨床で活かす看護研究

～ケアの質向上をめざして～第 2・3回 :量的研究～

実施日 :平成 27 年 5 月 30 日（土）/ 6 月 6 日（土）　13:00 ～ 16:30

講　師 :金城やす子、伊礼優　　サポート :鶴巻陽子　

企画実施組織（者）:看護実践教育研究センター

企画の目的と概要	

看護実践の場における気づきや疑問、現状、看護実践による変化等を理解し、看護の方向性を探索して

いくことは難しい。看護研究テーマの設定も思うように焦点化されない場合が多く、苦手意識を持ちやすい。

そのため、少しでも研究を身近に感じ、主体的に取り組めることを目的とした。(平成 27年度看護実践

教育研究センターパンフレットにより抜粋 -一部改編 -)

2回目の概要は、質的研究の理論と方法および量的研究の理論と方法について演習を通して学んだ。

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟 3階　講義室 5

2. 参 加 者 : 5 / 30 : 20 名　6 / 6: 20 名（※事前に事務局で半分ずつのクラス分けを行った）

 計 40 名 ( 2 日間合計 )

 （北部地区医師会病院看護師 16名、北部病院看護師 7 名、沖縄愛楽園 8 名、中頭病院 2 名、

那覇看護専門学校 4名、名護市役所 1名、ぐしかわ看護専門学校 1名、浦添看護学校 (学生 )

　　　　　　 1名）

3. 受 講 料 :受講料 : 1,000 円　

4. 実施内容 : 研修内容は、統計ソフト SPSS の立ち上げからデータ入力等の基本的なことから開始した。

その後、検定手法として、クロス集計表の作成とカイ二乗検定を行い、比率の違いの分析

を伝達した。平均値の比較では t 検定とノンパラメトリック検定を行い、検定に関する基

礎的意識と統計方法の基礎技術を提供した。

実施評価と参加者の感想

受講生は、初めて SPSS を操作することで戸惑いもあったが、実際に SPSS を用いて検定を行うことで統

計の楽しみを感じている様子であった。今回は 1台のパソコンに 2名が参加できるように準備していたた

め、焦らずじっくりと SPSS を用いた検定に取り組めて様子であった。

【参加者の感想】

研修終了後のアンケートには、「実際にソフトを使ってみて楽しかった」「統計ソフトを使った分析で様々

な分析ができるので驚いた」「2 人で 1 台のパソコンが使用できて学びやすかった」との記載があり、楽

しみながら統計の学びを深めることが出来たと考えられる。

今後の取組み

　参加者の受講中の反応や表情、アンケート評価も良好であった。「看護研究への意欲が高まった」との

記載もあったことから、楽しみながら統計を学べたことに加えて、看護研究に対するモチベーションを高

める研修が実施できたと捉えている。今後も同様の研修会を企画する必要性を感じた。
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企画名 :臨床で活かす看護研究

～ケアの質向上をめざして～第 2・3回 :質的研究～

実施日 :平成 27 年 5 月 30 日 / 6 月 6 日（土）　13:00 ～ 16:30

講　師 :金城祥教、玉井なおみ　サポート :5/30 西田涼子、八田早恵子　6/6 野崎希元、新里美智子

企画実施組織（者）:看護実践教育研究センター 

企画の目的と概要 

看護実践の場における気づきや疑問、現状、看護実践による変化等を理解し、看護の方向性を探索して

いくことは難しい。そこで本研修では、臨床で活かす看護研究として、研究とは何か、研究疑問、研究デ

ザイン、研究方法などの一連の看護研究の基礎を学ぶ。（平成27年度看護実践教育研究センターパンフレッ

トより抜粋 -一部改編 -）

第 2・3回目は量的研究と質的研究について研究手法を学ぶ。質的研究では、質的研究デザインと種類、

カードメソッド・内容分析の方法について講義および演習を展開した。

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟 3階　講義室 4

2. 参 加 者 : 5/ 30 : 23 名　6 / 6 : 20 名（※事前に事務局で半分ずつのクラス分けを行った）

 計 43 名（ 2日間合計）

 （北部地区医師会病院 17 名、沖縄県立北部病院 5 名、沖縄愛楽園 11 名、沖縄県立中頭病院

2名、名護市役所 1名、那覇市医師会那覇看護専門学校 3名、浦添看護学校 1名、ぐしかわ

看護専門学校 1名、院生 2名）

3. 参 加 費 :受講料 1,000 円　

4. 実施内容 : 研修は二部構成で行った。第一部はカードメソッドの講義および演習を行い、第二部では

質的研究のデザインや分析の種類、内容分析について講義および演習を行った。演習は、

第一部二部ともに 5～ 4グループ（5～ 6名）編成し、グループワーク方式で展開した。質

的研究の演習では逐語録からコード化およびカテゴリー抽出までの手順についてグループ

ワークを行い、発表することで学びを共有した。発表後は、分析の例を提示し分析の要点

をまとめた。

実施評価と参加者の感想

これまで質的研究をしたことがない受講生が多く、質的研究に関心を持ち意欲的に講義および演習に取

り組んでいることが伺えた。演習の開始当初は、コーディングに戸惑いを感じている様子であったが、助

言をすることで徐々に分析手法を理解し、活発にグループワークに取り組んでいた。対象者から質問も多

くあり、また研修終了後に各自の研究テーマに関する相談もあったことなど、質的研究を臨床に活かす

意欲につながったものと考える。研修終了後のアンケートには、「対象の言葉から分析していく、カテゴ

リー化していくことは奥が深いなと感じた。」「主観的な意見が入ってしまい、抽象度が高くなりすぎまし

た。」「グループワークではカードを用いた話し合いや演習事例を用いたグループワークはとても良かった

です。」との記載があり、演習は概ね意欲的に取り組んだと考えられる。

　参加者の受講中の反応や表情、アンケート評価も概ね良好であった。「量的研究と質的研究についてもっ

と時間をかけていただきたい」「難しかった」との意見もあったことから、今後は演習時間を増やすなど

の工夫が必要である。
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【第 1回　全体の様子】 【第 1回　センター長あいさつ】

【量的研究】 【量的研究】

【量的研究】

【質的研究】

【質的研究】

【質的研究】
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企画名 :臨床で活かす看護研究～ケアの質向上をめざして～		第 4 回

実施日 :平成 27 年 7 月 4 日（土）13:00 ～ 17:00

講　師 :永田美和子・金城やす子・清水かおり

企画実施組織（者）:看護実践教育研究センター

企画の目的と概要

○研究の倫理について :永田美和子

○研究のまとめ方について :金城やす子

○発表方法について :清水かおり

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟 3階　講義室 4

2. 参 加 者 :計 39 名

 参 加 者 :〇北部地区医師会病院 12名 〇沖縄県立北部病院 8 名 〇沖縄愛楽園 11名 〇中頭病院 2 名

         〇那覇看護専門学校 3 名 〇ぐしかわ看護専門学校 1 名 ○名護市役所 1 名

3. 実施内容 :「研究の倫理について」（永田美和子）では研究を進めるに当たり、最も重要な手続きとして研

究対象者（協力者）の同意とそのプライバシーの保護と人権を擁護することの重要性について

具体的な手続きについて説明があった。ややもすると臨床の看護の場では患者さんの同意を得

ていると錯覚しがちな状況や立場にあることから研究倫理の手続きを通して改めて患者さんの

人権を擁護することの意味について考える機会となった。

　　　　　　　「研究のまとめ方」（金城やす子）では学会発表や論文投稿など、公表の仕方や手続きについ

て説明した。学会などで研究の成果を文章化して発表するまでのまとめるプロセス、あるいは

論文としてまとめる際の形式について説明があった。なぜ論文には形式があるのかについては

公の文書（知的な財産）、あるいは学術的な価値という観点から、そのルール性（規則）があ

ることを話した。書き言葉、文章にするということは臨床の方にとっては最も苦手意識のある

ところであり、書くことの大切さを伝えた。

　　　　　　　「発表方法について」（清水かおり）では、効果的なプレゼンテーションスキルを紹介した。

内容は①プレゼンテーションの目的、②プレゼンテーションの達人、③パワーポイントの活用、

④プレゼンテーションの実例、⑤学会発表の準備と実際について話した。プレゼンテーション

は「人前で発表すること」、パブリック・コミュニケーションであり聞き手と十分にコミュニケー

ションが取れるようになることが大切である。また、プレゼンテーションの目的は、情報の提

供、問題の分析、新たな提案であり、聴衆の時間をいただいているからには、目的を充分に果

たせる内容であることが求められる。いわゆる「プレゼンテーションの達人」といわれる、ス

ティーブ・ジョブズの聴衆を魅了するプレゼンテーションの7つのコツ、池上彰のわかりやす

さの3つのルールを紹介した。パワーポイントの活用では、プレゼンになれていない発表者が

陥りやすいスライドについて、聴衆を魅了しないプレゼンとして例を挙げ実際に示した。パワー

ポイントによるプレゼンテーションの注意点は、具体性を持たせた（枚数が多すぎないか、字

数が多すぎないか、読むことと聞くことは両立しない、字が小さすぎないか、会場が暗すぎな

いか、互換性はあるか（windowsと Mac）、操作は大丈夫か）等を伝えた。今回は、実際に学会

発表したスライドを用いて、工夫した点、上手くいった点、反省した点等を示した。

　　　　　　　最後に、パブリック・コミュニケーションとしてのプレゼンテーションとは、話をしている

場面が公の場であること、内容に公共性を持っていること、高い倫理性が要求される、そして

話しては手を抜かずに全力で準備をし、聞き手も神経を集中し、協働的態度で聴くことが肝要

であるとして締めくくった。

（清水 かおり）
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実施評価

　この回は、看護研究シリーズの最終回であり、全 4回の出席者には修了証が手渡された。毎回の研修終

了後に個別指導が行われているのであるが、今回は最終日とあって、また職場にて実際に取組んでいる方

にとって少し不安が残されていた感もあるが、終了後も引き続き教員による個別指導を希望している方が

多かった。近くの病院などからはできるだけ学会の発表までの指導をお願いしたいとのことで、それぞれ

の教員との個別指導の継続の相談が行われることになった。

　当初 70 人近くの申込があり、お断りをした方も数人あったが、勤務の調整が難しかったのか全ての講

義が受講できないとの声もあり、結果的には 25 人が修了書を受け取ることとなった。

今後の取組み

　看護研究シリーズは臨床の方には大変好評であり、継続して実施していく必要があることがアンケート

結果からも明らかになった。沖縄県の看護学会や各施設の院内発表の期日にあわせるように日程を組んで

いるが、年度始めではなく 2月 3月の頃からの開始を希望する声もあり、今後の検討課題となった。

【第 4回　研究の倫理についての説明】

【第 4回　発表方法についての説明】

【第 4回　研究のまとめ方についての説明】

【第 4回　研究会全体の様子】
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ナーシングバイオメカニクスに基づく ｢生活支援技術 ｣セミナー (初級編 )

実施日 :平成 27 年 7 月 17 日（金）　18日（金）　

講　師 :紙屋克子（筑波大学名誉教授）　

企画実施組織（者）:看護実践教育研究センター（担当　安里葉子　金城壽子）

　　　　　　　　　 北部地区医師会病院看護部（柴山順子　金城）

企画の目的と概要

　遷延性意識障害のある患者さんへの専門的な看護リハビリテーションを紙屋克子先生はバイオメカ二クス

の理論を用いて生活援助技術として確立してきました。開発されてきた多くの生活援助技術は意識障害のあ

る患者さんのみならず、急性期の看護の場においても応用ができる　いわゆるユニバーサルな看護技術とし

て臨床のあらゆるベットサイドでも活用できるようになりました。今回は初級編として看護や介護の場にお

いてすぐに活用できる内容として準備されました。

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟　基礎看護実習室

2. 参 加 者 :計 23 人　　

3. 実施内容 :プログラム内容は以下の通り。

9:00

10:30

12:00

13:00

14:30

17:00

講義　「ナーシングバイオメカニクスの概念」　筑波大学名誉教授　紙屋克子 氏

1.Physical assessment

下肢・下肢帯へのリラクセーションハンドケア（ハンドケア前・後の身体状況を確認）

両足の触診、重さの確認、右足のハンドケア→両足の触診、重さの確認

2. 身体の理解（基礎理論編） 

簡単起き上がり（作用・反作用）　早期離床

腰臀部の拳上（てこの原理）　下肢筋力の低下予防 

慣性モーメント（交差腕組みと僧帽筋、両下肢の交差など）、　頭部コントロール　　

3. 体位変換

①仰臥位　→　右側臥位・シートを使用　☆膝を立てる場合

②仰臥位　→　右側臥位・シートを使用　☆膝を立てない場合

③仰臥位　→　左側臥位　☆柵を活用する場合

④仰臥位でバランスボールを活用したエクササイズ（大 2個、小 1個）

⑤枕もとへの移動　　協力が得られる場合 (シートの活用　ベッドを踏む方法 )

　　　　　　　　　　協力が得られない場合 (シートの活用　タオルを使用する方法方法 ) 

2 日目　8 時 45 分開場　9時 00 分迄に受付を終了し動きやすい服装に着換

☆バランスボールを活用したストレッチ

①起きあがり（健側を活用する） → 端座位（側臥位経過）

②起き上がり（呼吸法と座位バランスの獲得方法）

③端座位でバランスボールを活用したエクササイズ

④移乗　2人でシートを活用する方法　端座位 → 移乗

⑤仰臥位⇔腹臥位　2人で行なう方法

⑥用手微振動　基本部位 8ヶ所
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復習タイム　　　★右側臥位　　左側臥位　　　　★枕元への移動

中級技術紹介 :左側臥位（ワンケア・ワンギフト・ワンリハビリ）,　パジャマの着用

実施評価

　北部地域の看護職員に対するアンケート調査の結果では生活技術支援セミナー含め看護実践教育研究セン

ターについてはよく知らないという数が多かったが、受講経験者の 83% 近くの方が本セミナーについては今

後の研修継続を希望するという回答があった。名桜大学大学院看護学研究科の選択科目である看護技術科学

論（紙屋克子）の受講生が毎年参加しており（今年は 4人の院生からも）高い評価をうけている。しかし　

残念ながら看護技術科学論はカリキュラム改正により次年度からは無くなったことから看護実践教育研究セ

ンター企画としてプログラムを予定しなればならなくなりました。このプログラムを継続するかどうかは地

域の病院・施設のニーズによって決定されていくもので今後の検討課題である。看護の質の向上はほかなら

ずこの地域の施設や病院に入所されている高齢者や人々の生活の質の向上に直接つながることから看護管理

者の意識によるところは大きい。紙屋先生の生活援助技術がこの地域の人々の生活の質の向上に役立ってい

ることは疑う余地がない。

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

紙屋克子先生の講義 原川さん（ＮＣＣ）の指導によるバランスボールの演習

最終日には紙屋先生から研修の初級編修了証書が受講者に手渡された。紙屋先生とＮＣＣのメンバー
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企画名 :～生活支援技術に基づく口腔ケアの理論と実際～

実施日 :平成 27 年 11 月 3 日（火）10:00 ～ 15:30

講　師 :紙屋克子 (筑波大学名誉教授・名桜大学非常勤講師 )

　　　　黒岩恭子 (村田歯科医院　歯科医師 )　

企画実施組織（者）: 名桜大学看護実践教育研究センター (金城祥教、安里葉子、玉井なおみ )

　　　　 　　　　　 北部医師会病院 (柴山順子、成田奈緒子 )

企画の目的と概要 

意識障害患者のほとんどが廃用症候群を伴っており、肺炎や褥瘡。尿路感染症等の 2次的合併症のリス

クが高くなっています。また生活の再構築に向けて ADL の拡大が必要になっていつことから栄養管理が重

要視されています。このたび筑波大学名誉教授の紙屋克子先生、歯科医師黒岩恭子先生をお招きし、生活

支援に基づく口腔ケアについてご講演を頂くことになりました。また、高齢者の死亡原因第一位は肺炎で

す。体力の低下に伴う口腔機能の低が原因です。黒岩先生（歯科医師）は従来の清潔を目的にする口腔ケ

アではなく、口腔機能の維持・回復を目指した独自の口腔ケアを考案され、食べられる口づくりを目指し、

くるりーナブラシ・モアブラシを開発されました。今回はモアブラシによる誰にでもできる口腔ケア・口

腔リハビリを教えて頂きます。

企画実施報告

1. 場　　所 :北部地域看護系医療人材育成支援施設 (名桜大学看護学科棟 2F　基礎看護実習室 )

2. 参 加 者 :計 28 名（北部地区医師会病院 16 名、ユカリア沖縄かんな病院 6名、老人ホーム風雅 2名、

 勝山病院 2名、中頭病院 2名）

3. 参 加 者 :受講料 10,000 円　

4. 実施内容

　  ①講　演「長期意識障害・寝たきり（廃用症候群）患者の生活行動回復技術」～食べる喜び・生きる力～

 講　師 :紙屋克子（筑波大学名誉教授・名桜大学非常勤講師）

　  ②講　義・演　習「口腔ケア・口腔リハビリ」

 講　師 :黒岩恭子（村田歯科医院　歯科医師）

 演習は 2 名一組になり指定の物品を使用し、口腔ケアを互いに行った。口腔内にオブラー

トや、　菓子などにより、口腔内残渣物や痰などに見立て、口腔内の汚れた状況を再現し、

口腔ケアを実践した。

実施評価と参加者の感想

【アンケートより】

・最後のその時まで食べていただけるケアを心がけていきたいと思います。心強い研修をありがとうござ

いました。

・今回の研修で、また初心にかえり頑張る気持ちをもらう事ができました。

・実践的な内容の講義をありがとうございました。臨床で取り入れ生かしたいと思いました。

・とても良い体験ができました。実際の患者さんのケアに活用させていただきます。

・今回は、演習のモデルになれたので、すごく良く分かり、利用者側の気持ちが良く分かりました。今後

のケアに生かしたいと思います。
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今後の取組み

年末に実施された北部地域の看護職者へのアンケート結果からも、この研修は継続してほしいとの声が

多く寄せられている。高齢者施設が増えてきて、口腔ケアのニーズが高まることや更には、看護・介護ケ

アの質の向上には欠かせないケア技術であることから継続しての実施が望まれる。

紙屋先生の講義

研修生同士での演習

黒岩先生の講義

黒岩先生による口腔ケアの実践

黒岩恭子先生と口腔ケア受講者の皆さん
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企画名 :臨床教育力の向上めざしたケアリング CSD（Clinical	Staff		Development）

実施日 :平成 27 年 7 月19日（日）13:00 ～ 16:00

講　師 :安酸史子（防衛医科大学看護学科教授）

企画実施組織（者）:看護実践教育研究センター 

企画の目的と概要

 医療機関と連携して臨地実習指導者および臨床スタッフの教育力の向上のためのプログラムを企画す

る。ケアリング理論に基づいて研修会を継続することで、臨床スタッフが学生指導および看護実践の改

善・充実を図り、この活動のプロセス・成果を通してケアリングサイクルを広げていくことを目的とする。

企画実施報告

1. 場　　所:名桜大学総合研究所　研修室

2. 参 加 者 :計19名（愛楽園、北部地区医師会病院、県立北部病院、名桜大学教員、大学院生）

　運営担当 :看護実践教育研究センター運営委員(金城祥教、金城壽子、安里葉子 )、清水かおり

 　　　　大学院生 (松田めぐみ、島袋あやこ、鬼澤宏美 )

3. 参 加 費 :無料

4. 実施内容 : 今回は、安酸史子先生に「ケアリング理論に基づいた実習指導」に焦点をあてて、具体的

な内容でわかりやすく説明をして頂いた。看護教育のパラダイムが大きく変化してきた時

代にもっとも注目されているケアリング理論を紹介され、臨床における学生と指導者双方

がケアリングにもとづく関わりの中で「教授―学習」過程が展開され、双方が成長してい

く経験型実習教育の具体的な技法が紹介された。その後に沖縄愛楽園の安里史子さん、平

良明子さんから今年の 2 月に福岡大学で開催された CSD 研修会「質の高い看護の提供を支

える臨床・教育間の連携と協働」松月みどり（日本看護協会常任理事）の報告が行われ、

引き続き実習教育における臨床と教育機関（大学など）との有機的な連携の在り方につい

て討論が行われた。安酸先生からは、臨床指導者はじめ管理者と大学教員との信頼関係を

基盤として、「患者さんにどうすれば良い看護ができるのか」を基本的な目標であることの

共通認識ができれば協働が実現できるし、基本目標を学生と共に考えていくことも臨床と

大学との連携をつくり出す方法であるとのコメントを頂いた。

実施評価と参加者の感想

アンケートからは以下のような内容が記述されていた。

○ケアリングサイクルの導入には多くのつながり、交流があって成り立つのでこのような知識をもっと広

げたい。

○学生への関わりの中でお互いの考えている事は表出しなければわからないことが印象的でした。学生と

関わる際の重要なことであることを学ことができました。

○臨床と大学とのケアリングの交流がスムーズに行なえるように現場でも務めていきたいと思います。

今後の取組み

　学生が最も成長する場ともなる実習教育について、今後は「経験型実習教育」が有効であるかどうかの

実証的、研究的な取り組みが求められており、事例検討会などを通して今後多くの教員と臨床との交流の

場ができることが期待されている。
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ＣＳＤ研修会（福岡大学）の伝達講習（報告）会総合研究所研修室

安酸史子先生の「ケアリング理論」講義
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企画名 :北部地域保健医療福祉施設代表者会議（懇談会）9月例会

実施日 :平成 27 年 9 月 26 日（土）16 時～ 17 時 30 分

講　師 :徳森　朝子　(中部医師会立　ぐしかわ看護専門学校長 )

企画実施組織（者）:看護実践教育研究センター

企画の目的と概要

 我が国は 2025 年問題を視野にいれた地域包括ケアシステムの導入を検討している。高齢者社会を迎えて北部

地域においても急性期医療を担う病院や慢性の疾患群そして高齢者の療養生活を支援する介護保険施設などが

増えておりますが、北部地域全体での包括的なケアの視点から多くの医療機関・施設の有機的な連携が強く求

められております。多職種の連携もさることながら看護職の果たす役割はますます拡大し、その機能も多様な

取り組みが求められております。このような社会状況の中で北部地域の広域保健医療福祉施設の現在どのよう

な課題に取り組まれているのか、看護や介護の質の向上にむけてどのような取り組みがなされているのかを情

報交換や情報共有を行うことを目的に開催いたします。あわせて北部地域の看護の質の向上に向けて沖縄県看

護協会や北部地区医師会や行政との連携をも模索していくことを目的に懇談会を企画します。

企画実施報告

1. 場　　所 :北部生涯学習推進センター（エクステンションセンター）

2. 参 加 者 :計 20 名（名桜大学教員、北部病院、北部地区医師会病院、中頭病院、国立療養所愛楽園、勝山病院、

名護市、今帰仁村、県立北部病院 )

3. 実施内容 : 7 月に開催予定であった名桜大学看護学研究科修士課程修了生の研究報告が台風のため開催で

きなかったことから今回は徳森朝子さんの「有能な看護師長の行動特性とコンピテンシー」に

ついて発表をしていただき質疑応答を行った。

　　　　　　　本研究の背景にはこれまで病院看護管理の課題として看護師長等の昇任にあたっては客観的

な評価指標がないことから昇任人事等の選考の際に役立つようなコンピテンシ―モデルなどの

指標が求められていた。今回修士論文としてまとめられた徳森さんはこのような臨床現場の課

題に正面から向き合い、沖縄の中南部地域の看護師長を対象として、自由記述による質問への

回答から得られた結果を内容分析によりカテゴリ化したものであった。その結果、同僚評価に

よる有能な看護師長としてのコンピテンシーは以下の 12 の指標が①スタッフを育成する力②

良好な対人関係を構築する力③患者中心とし客観的に判断する力④スタッフの生活環境を考慮

する力⑤問題解決を共同して取り組む力⑥組織のビジョンを明確化できる力⑦他部門と調整で

きる力⑧率先して行動する力⑨行動に責任をとる力⑩目標管理が実践できる力⑪情報を収集す

る力⑫自信をもって看護する力、が抽出されたことを報告された。その中でこれまでのコンピ

テンシー研究との相違は④スタッフの生活環境を考慮するという項目がこの沖縄の特定の地域

における看護管理者の特徴的行動として述べられていた。

実施評価

　この数年の間に看護実践能力についてはコンピテンシー概念の導入により、より具体的な能力評価として

実践され本の出版なども行われており、今回の徳森さんの発表も参加された看護管理者の興味や関心の的と

なった。しかし、まだまだ臨床現場においては同僚評価などの文化が根づいてなく、実際の運用にあたって

は課題が残されている。

研究成果を発表する　徳森朝子さん北部生涯学習推進センター（エクステンションセンター）
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企画名 :北部地域保健医療福祉施設代表者会議（懇談会と講演会）12 月例会

実施日 :平成 27 年 12 月 26 日（土）13 時～ 17 時 30 分

講　師 :舟島なをみ（千葉大学教授）

企画実施組織（者）:	看護実践教育研究センター

　平成 19 年に名桜大学人間健康学部看護学科が開設された時から、看護学科として北部地域の看護管理

者との懇談会を毎年開催してまいりました。看護管理者はじめ多くの看護職者が集い、互いの施設の情報

交換などを通して親睦を深め、時には課題解決に向けて研修会を行い、この地域の看護の質の向上に取り

組んでまいりました。平成 25 年度からは看護実践教育研究センターの企画として北部地域の看護管理者

懇談会はこれまで同様に看護の質向上に向けて取り組んできたところです。今回は懇談会に引き続き、千

葉大学教授の舟島なをみ先生をお招きして「看護職者として生涯学び続けるためにー看護教育学研究の成

果を活用して」と題して講演会を開催させて頂きます。

企画実施報告

1. 場　　所 :北部生涯学習推進センター（エクステンションセンター）

2. 懇 談 会 :参加者 10 人

 1. 名桜大学看護実践教育研究センターへの要望

 2. 平成 27 年度北部地域看護実践報告会　　

 3. 平成 27 年度「やんばる・ナ～ス・オブ・ザイヤー」の表彰について

　　　　　　　懇談会では、国立琉球病院、県立北部病院、勝山病院、もとぶ野毛病院、北部地区医師会

病院の看護部長らが出席されて、北部地域において最初となる地域包括ケアシステムの構

築にむけた看護・介護実践報告会と表彰について話し合いが行われ、実現にむけて取り組

むことが決定された。

3. 講 演 会 :参加者 : 58人

 「看護職者として生涯学び続けるためにー看護教育学研究の成果を活用して」

 講師　舟島なをみ先生（千葉大学看護学部教授）

 　講演会においては、千葉大学大学院教授舟島なをみ先生（看護教育学）が長年にわたり

携わってこられた看護教育学にける教育や研究成果を話された。看護教育学とは「看護学

各領域の教育に共通して普遍的に存在する要素を研究対象として、看護学生を含む看護職

者個々人の発達の支援を通して看護の対象に質の高い看護を提供することをめざす学問で

ある」と話され、生涯にわたって成長し続けることを支援するのが看護教育学であること

強調された。更に、看護専門職として求められる条件として 5 つのことを説明された。①

理論的知識に基づいた技術を必要とし、その獲得のために専門化された長期間にわたる教

育訓練が必要とされる、②その職業に従事するためには国家ないしそれに関わる団体によっ

て行われる厳密な資格試験をパスすることが要求される。③同一の職業に属するものの職

業団体を結成し、その組織の統一性を維持するため、一定の行為規範が作られる。④サー

ビスの提供は営利を第一の目的にするのではなく、何よりも公共の利益を重視しなければ

ならない。⑤雇用者・上司・クライエントなどから、職業活動上の自律性をもちまた職業

団体としてのメンバーの養成・免許などについて一定の自己規制力を持つ。（天野正子 : 看

護婦の労働と意識　社会学評論、1972）。そして日本看護協会の看護者の倫理綱領（2003 年）

から「看護者は常に個人の責任として継続学習による能力の維持・開発に努める」「看護者

はより質の高い看護を行うために看護実践、看護管理、看護 教育、看護研究の望ましい基

準を設定して実施する」そして「看護者は研究や実践を通して、専門的知識・技術の創造

と開発に努め、看護学の発展に寄与する」ことを話されて、看護職であるかぎり生涯学び

続けることの意味とその成長していくための方法としての研究についてわかりやすく講演

された。
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実施コメント

　今回の北部地域看護管理者懇談会では看護・介護実践報告会を開催することの意義について共通理解す

ることができたこと、また看護職者は何を目指していくのか、看護職として生きる目標は何か、というこ

とを考えていくために、千葉大学の舟島なをみ先生（看護教育学）を名桜大学にお招きしご講演をお願い

した。名桜大学における舟島先生の講演は今年で4回目となるが、今回は初めて看護実践教育研究センター

予算にてお招きした。名桜大学では最後のご講演となる可能性もあり、看護職者にとっての研究の意義や

成長の為の看護評価方法論についてご教示していただいた。舟島先生のこれまでの講演テーマは「看護の

質的研究」「研究は国境を超える」「看護の概念創出法」そして今回が「看護職者として生涯学び続けるた

めにー看護教育学研究の成果を活用して」であった。

　舟島なをみ先生が、この北部地域のみならず、沖縄県の看護職者への支援と看護の質の向上に果たした

貢献は大きく、改めて感謝を申し述べたい。

舟島 なをみ先生ご講演　北部生涯学習推進センター（エクステンションセンター）
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企画名 :キネステティクで学ぶ　お互い楽になる介助法

実施日 :平成 27 年 9 月 26 日（土）14:00 ～ 16:00

講　師 :中本里美（ケアプログレスジャパン代表・キネステティクスアドバンス教師）

企画実施組織（者）:大城凌子、伊波弘幸

企画の目的と概要

キネステティクスとは、行動サイバネティクスの理論に基づく動きの学問と言われている。人間の「自

然な動き」｢ 動きの感覚 ｣ を人と人との関わり ( コミュ二ケーション手段 ) に応用する概念として、1980

年代から、欧州の看護教育に広く取り入れられ、日本では 2000 年以降に導入された比較的新しい技術で

ある。平成 24 年、キネステティクスの認定プラクティショナーコースを受講し、これからの医療・介護

職者だけではなく、「動く」ことの意味を体験的に学ぶことは、介助される側にとっても有益であること

を実感した。今回、キネステティクを日本に導入したアウェアネス介助論の著者である澤口裕二氏が日本

で唯一公認するケアプログレスジャパンの代表中本里美氏をお招きし、キネステティクスを体験的に学ぶ

機会を開催したことで、地域の医療・看護・介護職のケアの向上に貢献できたと考える。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学　北部地域看護系医療人材育成支援施設　精神看護実習室

2. 参 加 者 :計16名(沖縄愛楽園看護師3名　介護員1名、主婦 1名、漢那病院看護師 1名　介護員 5名

 浅茅の里介護職員 2名、本部町役場ケアマネ 1名、鍼灸師 1名、介護施設看護師 1名　

 介護員 1名、名桜大学看護学科教員 1名）

3. 参 加 費 :無料　

4. 実施内容 :キネステティクの6つの概念「インタラクション(かかわり)」、｢機能からみた解剖｣、

　　　　　　「人の動き」、「力」、「ひとの機能」、「環境」の言葉の意味を学び、体感しながら動きの学習をした。

実施評価と参加者の感想

講座に参加した人は殆どが医療従業者であった。日々、看護・介護を実施する中で、対象者を介助する

際持ち上げたり、抱えたりして腰痛を患っている受講生が殆どでああった。講座では、まず、自分の動き

を学習し、キネステティクの概念の意味を一つ一つ理解しながら動きを体験した。パラレルな動き、スパ

イラルな動きを実際に体感したことで介助者を支えたり、持ち上げなくても移動することができることを

学習した。受講生は、目から鱗で学習したことを実際の現場でいかしていきたいと目を輝かせながら感想

を述べていた。キネステティクの技術は、今後」、医療・介護現場で益々必要不可欠な技術となることか

ら今後も講座を企画してキネステティクの技術を広めて行きたい。

【参加者の感想】

1. 講座の総合評価 16 名中 16 名参加して良かったと回答。2. 次回参加したいかの問いに対し、16 名中 16

名が参加したいとの回答であった。自由記述に関してキネステティクの講座を継続的に企画してほしい。

勉強会を企画して技術の振り返りができるようにしてほしいとの要望が殆どであった。

今後の取組み

●キネステティクパーソナルレベル、サポーターレベルは、講師の中本里美氏と調整の上、継続的に企

画していく。今後の予定　平成 28 年 12 月 3 日パーソナルレベル 1回目は調整中

●キネステティク学習会　毎月第 2日曜日 10:00 ～ 12:00

　名桜大学　北部地域看護系医療人材育成支援施設　精神看護実習室にて開催中
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企画名 :第 1回保育園で働くナースのためのやんばる研究会

実施日 :平成 27 年 5 月 28 日（木）　15:00 ～ 17:00

企画実施組織（者）:金城やす子　松下聖子　鯉淵乙登女　八田早恵子

企画の目的と概要

一人配置の多い保育園看護師、また保育保健に関わる方が、安心してよりよい保育保健を実践できるよ

う、保育園看護職や関係者間のサポートとネットワーク作りを目的としている。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学看護学科棟　小児母性看護実習室

2. 参 加 者 :名護市内 2保育園看護師、主任保育士、園長計 4名、元保育園看護師 1名、

 名桜大学 4名　計 9名

3. 参 加 費 : 無料　

4. 実施内容 : 平成 27 年度 1 回目ということで、挨拶および 今年度の予定を説明した。次に金城やす子

教授より「保育園に働く看護師―全国の保育園看護師の配置の実態―」について話があり、

続いて元八重瀬港川保育園看護師で現名桜大学 3 年次編入生の山城枝梨子さんから、「八重

瀬町保育園看護師会の活動紹介」があった。その後、各園の状況や問題について、意見交

換を行った。

実施評価と参加者の感想

・金城先生や山城さんのお話など、有意義な情報共有ができました。せっかくの機会なので、多くの人が

会に参加できるといいと思います。

・いろいろなお話を伺って、これからの保育に生かしていきたい。保育士にとっても重要な内容なので、

保育園看護師のみではなく、保育保健の会のようにしてはどうか。

・笑顔で仕事ができるような会に繋げたいです。

今後の取組み

　参加者の方の提案を受け、名称を「保育園ナースのためのやんばる研究会」から「やんばる保育保健の

会」に変更する予定である。本年度も参加者の皆さんにとって有意義で、日々の仕事のモチベーション向

上につながるような会を実施していきたい。
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企画名:子どもの発達　講演会

『乳幼児期の発達の魅力をとらえた保育・子育て

-子どもたちの「言葉にならない言葉」を受けとめる』

やんばる保育保健を考える会（保育園で働くナースのためのやんばる研究会）主催講演会

実地日 :平成 27 年 7 月 11 日（土）13 時 30 分～ 16 時 30 分

講　師 :田中真介（京都大学国際高等教育院准教授）

企画実施組織 :やんばる保育保健を考える会

協力実施組織 :風の子保育園

企画の目的と概要

　一人配置の多い保育園看護師、また保育保健に関わる方が、安心してよりよい保育保健を実践できるよ

う、保育園看護職や関係者間のサポートとネットワーク作りを目的としての活動

　子どもの発達について理解を深めるための講演会を実施した。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学　学生会館 SAKURAUM　3 階大講義室 B

2. 参 加 者 :計 107 名

北部地域保育園看護師 87 名（所属 17 園）

北部地域外保育園看護師 7名（所属 3園）副施設長 1、保育士 5、看護師 1

名護市市役所 :就学前教育専門指導員 1

うるま市役所 :保健師 1、相談員 2

名桜大学 :学生 3、教員 6

3. 実施内容

　　当日10時より、会場設営開始。12 時講師到着。受付 4名で参加者確認、資料配布、小冊子販売を行う。

　　13時30分より講演開始。資料にそって、PP、DVD 使用し、細かく発達についての講義。2回ほどグルー

　　プワークを実施。講師の采配で、2回休憩（5～ 10分/ 回）実施。

　　16時 30分終了。会場片付け実施。

実施評価と参加者の感想

アンケート 84 名回収。

集計結果より、未記入を除き「大変満足」「ほぼ満足」の回答であった。

【参加者の感想】

・子どもの特長のとらえ方を又改めて見直すきっかけとなった。

・聴講することができてとても良かったと思っています。日頃の子育てに役立てていきたいと思いました。

普段の親や先生方、周りの様々な環境が、子どもの発達に重要な意味をもっていると気付かされました。

・やんばる保育保健を考える会では、他にどのような内容で勉強会をしているのですか ? 保育の現場では

様々なニーズがあり、日々勉強が必要だと思っています。うるま市ではまだまだ充実していないので、

勉強になりました。今日は本当にありがとうございました。

・孫が 5 名いまして、0 歳～ 7 歳までいるのですが、年齢による心の発達は大変勉強になりました。今日

の講話を子育て中の娘にもお話してあげたいと思います。

園長 6 保育士 70

看護師 6 調理員 6

事務員 1 フリー 1

保護者 1
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今後の取組みと参加者の感想

・田中先生の発達についての研修会は、大変評判がよく、南部では 3日間のコースで開催されている。

　今後、風の子保育園の城田先生とも相談して、北部で田中先生の研修が実施できればと考える。

・やんばる保育保健を考える会としては、北部地域の保育園看護師また保育園の保健担当保育士が集まれ

る通常の定例会を、確実に定着させていきたい。

田中先生講演会の様子
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企画名 :第 3回やんばる保育保健の会

実施日 :平成 27 年 11 月 12 日（木）　15:00 ～ 17:00

企画実施組織（者）: 金城やす子　松下聖子　鯉淵乙登女　八田早恵子

企画の目的と概要

一人配置の多い保育園看護師、また保育保健に関わる方が、安心してよりよい保育保健を実践できるよう、

保育園看護職や関係者間のサポートとネットワーク作りを目的としている。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学看護学科棟　　小児母性看護実習室

2. 参 加 者 : 名護市内 5 保育園看護師、主任保育士、園長計 8 名、本部町保育園看護師 1 名、宜野座村

保育園看護師 2名、名護市役所 1名、名桜大学 4名　計 16 名

3. 参 加 費 :無料　

4. 実施内容 : 金城やす子教授より「保育園に働く看護師―全国の保育園看護師の配置の実態―」と「保育

園の感染症」についてプレゼンテーションがあり、参加者は手袋の脱ぎ方などを演習した。

続いて八重瀬町の「保育園看護師情報交換会・研修会の取り組み」を八田が代理で紹介した。

その後、各園の状況や問題について、意見交換を行った。

実施評価と参加者の感想

・この場に来ると、またがんばろうという気持ちになれます。どうもありがとうございます。

・八重瀬町の連携には、いつも素晴らしくまたうらやましく思います。ラインや連絡網などがあれば、今

後の活動のスタートに繋がるのでは ?と思いました。

・今回のように、実際の他園の現場の状況をざっくばらんに聞けたらと思います。

・初参加でした。色々な園の情報が聞けて良かった。名桜大学の先生方がとても熱意を持って行っている

様子が感じられて、何かあった時の相談もしてもいいのかなぁ～と心強く思いました。

・「やんばる保育保健の会」で、いろんな職種が参加しやすくなりました。

・タイムリーに聞きたいことがたくさん聞けて、本当にためになる会になりました。看護師が保育園で何

ができるのか…といつも悩んでいる所がありましたが、研修発表などを見て、なるほどな～と刺激も受

けました !とても楽しかったです。

・専門の方の情報交換の場があると、その担当が持つ悩みを共有でき、また方法や対策も知ることができ

るという事は、とても心強いと思います。子どもに関わる一人として、保育園 + 保育士 + 看護師の連携

は不可欠なので、専門講師による講話が、保育に関わる人みんなが聴けるような講演会はありがたいです。

今後の取組み

今後、北部でも小児科医を招いての勉強会や、実際のアレルギーアナフィラキシー対応、感染症につい

てなど知りたいとの希望があった。また八重瀬町が町をあげていろいろな取り組みをまとめてもらってい

るのを聞いたので、名護も少し横の連携がとれると良い、対応に関する基本的な統一がとれると助かると

の意見もあり、この会で話し合っていければと考える。
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嘔吐や下痢の処理に使用した手袋の外し方を学ぶ参加者

やんばる保育保健の会の様子
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企画名 :全国保育園保健師看護師連絡会　第 27 回保育園保健研究大会

第 4回やんばる保育保健の会とし共催

実施日 :平成 28 年 1 月23日（土）13:00 ～ 20:00   24日（日）09:00 ～ 16:00

企画実施組織（者）: 金城やす子　松下聖子　鯉淵乙登女　八田早恵子

企画の目的と概要

一人配置の多い保育園看護師、また保育保健に関わる方が、安心してよりよい保育を実践できるよう、

保育園看護職や関係者間のサポートとネットワーク作りを目的としている。

企画実施報告

1. 場　　所:名桜大学　多目的ホールおよび学生会館サクラウム 6階スカイホール

2. 参 加 者:全国保育園看護師、保育士、医師、大学教員他　220 名

3. 参 加 費:学会参加費 5,000 円（2日間）、3,000 円（1日）

4. 実施内容 :名桜大学において、金城やす子教授大会長の全国第27回保育園保健研究大会が実施された。

その実施にあたり、やんばる保育保健の会のメンバーおよび八重瀬看護師勉強会のメンバー

が協力して行った。初日は、午前中に日本赤十字沖縄支部による「子どもの救急法」講義

と全国の保育園保健師看護師協議会メンバーによる「健康教育」ブースがあり、13 時より

大会開演で厚生労働省児童保育課長朝川智明氏による「保育行政について」の特別講演、

大会長講演「子どもが子どもらしく生きるための支援とは」、「保育園における感染症対策」

シンポジウムが行われた。18 時より交流会が行われ、名桜大学看護学科 4 年次生による三

味線、琉舞等が披露された。2日目は、名桜大学嘉納英明教授による「子どもの貧困問題」、

筑波大学徳田克己教授による「発達が気になる子どもの支援」、県立北部病院副参事宮城雅

也先生による「医療的ケアを必要とする子どもの就園・就学問題」の3題の教育講演が行われ、

午後にはアトラクション「名桜エイサー」、7題の研究発表が行われた。

実施評価と参加者の感想

沖縄では〇十年ぶり ?のみぞれが舞うような天候の中、事前申し込み約 100 名、当日参加約 120 名、計

220 名の参加があった。参加者の内訳は北海道、東京、神奈川、埼玉、大阪、九州などで、県内は当日参

加は元より事前申し込みも多かった。保育園の感染症や子どもの貧困問題、発達や医療的ケアを必要とす

る子ども等、様々な視点から具体的に知りたい内容の講演が行われ有意義な会となった。本部（東京）の方々

による事前準備から当日までのきめの細かい学会運営もさることながら、八重瀬ややんばる保育保健の会

のメンバー、名桜大学の仲栄真由香さん、先生方、実践センターの知念恵さんにも大変助けられた。深謝

いたします。

研究大会には、北部 12 市町村広域圏事務組合比嘉勝雄氏、国頭村教育長園原實氏の参加もいただいた。

保育について情報を提供することで、北部地域の待機児童問題や認定こども園の設置に向けた動きに多少

貢献できたのではないかと考える。
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稲嶺名護市長祝辞

金城やす子大会長講演

保育園の感染症シンポジウム

交流会　三味線演奏
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企画名 :第 5回やんばる保育保健の会

実施日 :平成 28 年 2 月 16 日（火）15:00 ～ 16:30

企画実施組織（者）: 金城やす子　松下聖子　鯉淵乙登女　八田早恵子

企画の目的と概要

一人配置の多い保育園看護師、また保育保健に関わる方が、安心してよりよい保育を実践できるよう、

保育園看護職や関係者間のサポートとネットワーク作りを目的としている。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学看護学科棟　講義室 3

2.参 加 者 :名護市内保育園看護師2名、保育士5名、本部町保育園看護師1名、宜野座村保育園看護師2名、

名護市役所 1名、名桜大学 4名　計 15 名

3. 参 加 費 : 無料　

4. 実施内容 : 金城やす子教授より、第 27 回保育園保健研究大会の報告と振り返りがあった。それを聞き

に初めて参加された方々が 3 名いらしたので、大会のビデオも見ていただいた。その後、

全国保育園保健師看護師連絡会の「保育園における感染症対策 DVD」の基礎編を視聴し、感

染症に対するディスカッションを行った。そして各園の状況やインフルエンザの登園基準

や手洗い時の使用石鹸の種類、職員の抗体価についてなどの質問や意見交換が見られ、活

発な情報交換が行われた。

実施評価と参加者の感想

参加者の意見のまとめ

・はじめて参加させていただきました。今回、感染症についての話を聞く機会を得られた事はとても勉強

になりました。・感染症のビデオ参考になりました。保育園でも購入したいです。

・初めての参加で、看護師の代理だったので専門外なので難しい研修と思って参加しましたが、保育士に

も関わる大事なこと基礎的な事を勉強できてよかったです。ありがとうございました。

・インフルエンザ明けの登園基準を確認することができ、安心しました。忙しい中先生方が頑張っている

のを感じ、もっと頑張らなければいけないなと思います。

・他園との意見交換ができて、とてもよかったです。

・感染症についてザックバランに話せ、話が聞けて楽しかった。参考になる話もたくさんありました。

今後の取組み

次年度も保育保健の集まりを続けていくという合意を得た。今後のテーマや内容では、気になる子（発

達障害）についてもっと深く学びたい、健康教育についてテーマを決めて各園で行っている内容を紹介し

ながら意見交換する、看護師の業務内容について、熱性けいれんを園で起こした時の対応、アレルギーに

ついて講師を招いて勉強したい、感染症対策について保育士間で統一したい等様々な要望があった。また

各園の課題を話し合える会にしたいという意見もあり、次年度は、毎回各園の状況について情報交換し、

異なるテーマを決めて学べるような保育保健の会を実施していきたいと考える。
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企画名 :沖縄県母性看護研究会　第 1回　産後ケア事業の展開

実施日 :平成 27 年 5 月 15 日（金）18:30 ～ 20:30

講　師 :川満多枝子（経営コンサルタント）

企画実施組織（者）:小西清美、島田友子、金城壽子、鶴巻陽子、長嶺絵里子

企画の目的と概要 

企画の目的としては、妊産褥婦にかかわる助産師、保健師、看護師や専門職者が母性看護に関連するテー

マでディスカッションを行い、情報交換の場とする。さらにケアに関わるコメディカルの知識の洞察、意

識づけに関与し、助産ケアに還元すること。

概要は、産後ケア事業を展開している株式会社デルタエムの医療コンサルタントである川満多枝子氏（看

護師・保健師、保健看護学修士）による産後ケアのデイサービス事業より、産後ケアの事業の必要性、妊

産婦を取り巻く社会環境、出産育児事情、政府の対策から日本の出産、育児を取り巻く環境からどのよう

に訪問看護ケア事業を展開していったのか、事業が軌道に乗るまでの過程と現在の状況の説明である。産

後ケア事業が助産師の開業という一方向ではなく、事業として展開していくために必要な理念、人材確保、

マーケティングリサーチ、運営計画、リスク管理などの必要性や海外では、台湾の産後事業の取り組みの

説明がされた。産後ケア訪問の乳房ケアの中で鍼灸を実施する場合もあり、スタッフである助産師よりお

灸の実演がされた。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学北部地域看護系医療人材育成支援施設（看護学科棟 3階　講義室 4）

2. 参 加 者 :計16名（北部地域産婦人科1名(施設)、本島内2名(経営者1名、看護部長1名)、県外助産師

　　　　　　 1名(東京)、名桜大学4年次学生5名、名桜大学看護学科教員2名+母性看護領域5名）

3. 参 加 費 :無料

4. 実施内容 :配布資料 1枚、講義 +ポスター掲示

実施評価と参加者の感想

看護師・保健師の資格の他に医療コンサルタントである川満多枝子氏による産後ケアのデイサービス事

業がどのように展開されているのか具体的な説明（地域のニーズ調査、組織づくり、人材バンク、助産師

による訪問サービス）で知ることができた。平成 26 年には、「妊娠出産包括支援事業」が予算化され、出産・

育児のしやすい環境の模索と法令化がされて今後需要が増えることが想定される。そのために、企業とし

て経営するために必要なマーケティングの必要性を今回の講話講師の話で知ることができた。北部地域は

産科も少ないため、産後の支援が必要であることは承知していたが、需要者の北部地域の現状をリサーチ

し、対象者のどこに焦点をあてて運営していくのかが事業では重要であることを知り得た。北部地域の状

況に特化した支援の必要性を今後検討していく必要がある。今年度は小西教授の科研申請が受理されたた

め、やんばる地区の育児支援を検討するための情報収集としても貴重な話を聞く機会となった。

今後の取組み

北部地域における切れ目のない妊娠と出産支援の強化のために、さらに産後ケアなどの情報を大学が発

信していくことは意義がある。研究会を通しコメディカルの連携が円滑に出来るようなパイプ役を担って

いくためには、他職種の北部地区で活動をしている方との連携をとるためにも、広報を行い、母性看護研

究会の参加人数を確保していく必要がある。
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企画名 :沖縄県母性看護研究会　第 2回　分子栄養学講座　女性のための栄養

実施日 :平成 27 年 7 月 17 日（金）18:30 ～ 20:30

講　師 :崎浜慶（株式会社ケイショウカイ）　　

企画実施組織（者）:小西清美、島田友子、金城壽子、鶴巻陽子、長嶺絵里子

企画の目的と概要 

企画の目的としては、妊産褥婦にかかわる助産師、保健師、看護師や専門職者が母性看護に関連するテー

マでディスカッションを行い、情報交換の場とする。さらにケアに関わるコメディカルの知識の洞察、意

識づけに関与し、助産ケアに還元すること。

概要は、株式会社ケイショウカイの崎浜慶先生による講演で、分子栄養学では人間は (生物 )の集合体

とするとらえ、細胞は全て分子（栄養素）によって構成されるため、食 (栄養 )の重要性をもっと理解す

る必要がある事をこどもの成長期、有経女性を例に具体的な説明がされた。さらに、「鉄」に焦点を当て、

血液データから栄養状態を生化学的に分析し、一般的なヘモグロビンの値ではなく、フェリチンに注目す

る必要性検や検査データから栄養状態を確認する見方、造血のための必須栄養素の説明など、鉄分をより

吸収するためのとり方の工夫など科学的なデータをもとに説明がされた。

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟 2階　講義室 3

2. 参 加 者 :計 18 名

3. 参 加 費 :無料 

4. 実施内容:配布資料、講義

実施評価と参加者の感想

鉄分の重要性は女性の生理に関与することであり、自分自身のヘルスケアを実践するためにも興味深い

内容であった。子どもの成長期の栄養の取り方や初経を迎える思春期の身体に必要な栄養素や不足するた

めに起こる症状など女性のライフサイクルにかかわるケアをする女性は保健指導をするうえで正確な情報

は不可欠である。マタニティサイクルを健全に過ごすためには、身近な食事指導が妊娠前から必要である。

さらに、妊娠を希望する女性や思春期のダイエットなど、鉄不足から起こる多彩な愁訴があることを認識

し、ヘルスケアの支援をしていく必要があることをこの講義を通して、大学から発信できたのではないか。

今後の取組み

栄養、特に鉄についてという内容で講義をおこなったが、身近な問題であったためか、参加者人数も多

く、講義終了後も講師への質問が途切れなかった。参加者が興味、関心を持てる内容を企画していくこと、

開講して欲しい講座の要望を参考にし、女性のライフサイクルに着目した内容も取り入れていく。今後と

も妊娠と出産支援の強化のために、情報を大学が発信していくことは意義がある。そのためにも母性看護

研究会の参加人数を確保していくために、広報の仕方を検討していく必要がある。



─ 32 ─

企画名 :沖縄県母性看護研究会　第 3回　産科施設の災害看護

実施日 :平成 27 年 10 月 23 日（金）16:30 ～ 20:00

講　師 :渡邉みなみ（助産師）

企画実施組織（者）:小西清美、島田友子、金城壽子、鶴巻陽子、長嶺絵里子 

企画の目的と概要

企画の目的としては、妊産褥婦にかかわる助産師、保健師、看護師や専門職者が母性看護に関連するテー

マでディスカッションを行い、情報交換の場とする。さらにケアに関わるコメディカルの知識の洞察、意

識づけに関与し、助産ケアに還元すること。

概要は、病院勤務助産師の渡邉みなみ氏から、産科施設における災害看護について、平成 23 年に起き

た東日本大震災の看護活動と災害に備えての施設の取り組みの報告であった。渡辺氏は、宮城県出身の為、

震災時は TMAT( 非特定営利法人 )による活動に参加している。それらの現状から、災害発生時の妊産婦の

身体的・精神的反応、新生児の反応、PTSD についての医療者としての対応や、災害に備えての対応とし

て産科施設ののマニュアル作り、避難経路についてなど施設における取り組みの報告。また、シュミレー

ションワークとしてアクションカード作成し産科施設での災害時の持ち出し物品についてをグループで検

討し発表を行った。

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟　講義室 1

2. 参 加 者 :計 12 名（教員 5名、名桜大学 4年次学生 7名）

3. 参 加 費 :無料　

4. 実施内容 :配布資料 4部。講義 +グループワーク

実施評価と参加者の感想

災害看護について、日本大震災の地域病院における被害状況など具体的な内容であった。妊産婦の身体

的・精神的反応、新生児の反応、PTSD についての医療者としての対応、災害に備えての対応として産科

施設のマニュアル作り、避難経路についてなど施設における取り組みから、改めて日常おける備えが必要

であることを再認識する機会となった。講義を聴講するだけでなくシュミレーションワークを通して、医

療チームの一員としての担う役割を検討することにもなった。

【参加者の感想】

「災害時の状況がリアルに伝わる講義であった」、「日頃から災害について頻繁に考える機会が必要」な

どの災害看護を意識し考える機会で参加者は、講義内容を満足とする内容であった。

今後の取組み

北部地域における切れ目のない妊娠と出産支援の強化のために、さらに産後ケアなどの情報を大学が発

信していくことは意義がある。研究会を通しコメディカルの連携が円滑に出来るようなパイプ役を担って

いくためには、他職種の北部地区で活動をしている方との連携をとるためにも、広報を行い、母性看護研

究会の参加人数を確保していく必要がある。

〇次回開催 12 月 18 日（金）18:30 - 20:00 第 4 回　「妊産婦の腰痛」　講師 :神田佳代氏
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企画名 :沖縄県母性看護研究会　第 4回　妊産婦の腰痛・骨盤低筋群と呼吸について

実施日 :平成 27 年 12 月 18 日（金）18:30 ～ 20:30

講　師 :神田佳代（理学療法士）　　

企画実施組織（者）:小西清美、島田友子、金城壽子、鶴巻陽子、長嶺絵里子 

企画の目的と概要 

企画の目的としては、妊産褥婦にかかわる助産師、保健師、看護師や専門職者が母性看護に関連するテー

マでディスカッションを行い、情報交換の場とする。さらにケアに関わるコメディカルの知識の洞察、意

識づけに関与し、助産ケアに還元すること。

正しい姿勢は女性のライフサイクルにおいて重要な意味を持つ。妊娠期の姿勢は腰痛を招き、産褥期の

姿勢は妊娠期の姿勢をそのまま維持することになり、更年期には、自律神経の機能異常を招くことから更

年期障害を起こしやすいことの説明がされた。産後の尿漏れのケアとして骨盤底筋群の運等が推奨されて

いるが、言葉で理解することが難しい。今回は、骨盤モデルを使用し、骨盤底筋の動きを解剖学的に理解

し、参加者で骨盤底筋群の動きを体験した。さらに授乳や日常生活での肩こりを解消するための呼吸筋を

意識した呼吸の実施、骨盤底筋群の動きを意識した動作などの実施を行った。普段の姿勢を講師が観察し、

正しいとされる姿勢について参加者へ丁寧なアドバイスを行った。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学北部地域看護系医療人材育成支援施設（看護学科棟 2階　母性実習室）

2. 参 加 者 :計 8名（一般 1名、名桜大学 4年次学生 3名、名桜大学看護学科教員　母性看護領域 4名）

3. 参 加 費 :無料　

4. 実施内容 :配布資料 2枚、講義 +ポスター掲示

実施評価と参加者の感想

参加者の意見としては、「姿勢をよくすることで、今後に関わってくることを知り、気をつけていきたい」

「自分の姿勢のどこが悪いかがわかり、どのように直せばよいかが分かった」「楽しく体をうごかすことが

できた」「肩こりなどの不調が続いていたので、ストレッチや自分の姿勢を知ることで勉強になった」な

どの意見があった。また、研究会の総合評価において、内容、時間帯、形式は、「適切であった」とおお

むね好評であった。実際に自分の身体を動かしながら、筋肉の動きを意識しながらの講義は少人数であっ

たため、参加者一人一人の姿勢に対しての助言もあり、和やかな楽しい雰囲気で参加者が参画出来ていた。

姿勢を意識することの重要性を理解することが出来る講義であり、自分自身の姿勢を意識する動機付けに

出来る内容であった。

今後の取組み

妊産婦から更年期までと女性のライフサイクルへあわせた内容であったことと、広報が不足していたこ

ともあり、医療関係者の参加がなかった。北部地域における切れ目のない妊娠と出産支援の強化のために、

さらに産後ケアなどの情報を大学が発信していくことは意義がある。他職種の北部地区で活動をしている

方との連携をとるためにも、広報を行い、母性看護研究会の参加人数を確保していく必要がある。
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企画名 :沖縄県母性看護研究会　第 5回　母性看護領域における地域活動の報告

実施日 :平成 28 年 2 月 19 日（金）18:30 ～ 20:30

講　師 :母性看護領域 5名

企画実施組織（者）:小西清美、島田友子、金城壽子、鶴巻陽子、長嶺絵里子 

企画の目的と概要 

企画の目的としては、1 年間を通して母性領域教員が活動した内容の報告を行い、教員の活動状況を視

覚化すること。鶴巻は今年度全国助産師教育協議会ファーストステージ研修の概要について説明を行った。

島田は、切れ目のないケアとして育児支援について、名護市市営市場の 2階を利用し、出産前、産後 6ヶ

月の母親を対象にハンドメイドで育児用品の作成や出産について、母乳についての相談などを行い、アン

ケート調査を行い、今後得た情報を論文として発表する予定である。長嶺は、紀要に投稿した日本の産後

ケア施設（2 施設）の視察報告をおこなった。パワーポイントで産後ケアハウスの利用状況や施設の活用

状況、写真を取り込みわかりやすいプレゼンテーションを行った。産後 1ヶ月以内の養生の必要性につい

て説明がされた。小西は調査報告として紀要に投稿した、台湾における産後ケア施設（3 施設）の視察報

告を行った。金城は、調査報告として紀要に投稿した台湾における産後ケア事情の詳細について説明をお

こなった。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学北部地域看護系医療人材育成支援施設（看護学科棟　講義室 4）

2. 参 加 者 :計 7名（北部地域元教員 1名、自営業 1名 (東京 )、名桜大学母性看護領域教員 5名）

3. 参 加 費 :無料　

4. 実施内容 : 配布資料 1枚、講義、プレゼンテーション

実施評価と参加者の感想

ファミリーサポートの費用についての質問があった。ファミリーサポートの参加者は、県外出身の方

が参加し、県内の参加者は少ないという意見が聞かれた。北部の産後ケアについて情報交換をおこなっ

た。問題としては産後ケア施設の必要性はあるが、費用の控除がないと浸透しにくいのではないかとの意

見も聞かれた。現在の妊婦健診で使用する無料券を産後も継続して使用できるようなシステムや地域での

サポートとして食事の支援など北部に特化した方法を模索していく必要があるのではないかという意見も

あった。

また今後行政と大学の連携をどうしていくのか。例えば名護市役所などの行政と大学教員との連携とし

て、報酬が発生しない孤立している母親をどうサポートしていくかなど活発な意見が交換された。　

今後の取組み

北部地域における切れ目のない妊娠と出産支援の強化のために、さらに産後ケアなどの情報を大学が発

信していくことは意義がある。研究会を通しコメディカルの連携が円滑に出来るようなパイプ役を担って

いくためには、他職種の北部地区で活動をしている方との連携をとるためにも、広報を行い、母性看護研

究会の参加人数を確保していく必要がある。
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企画名 :保健師スキルアップ研修会

実施日 :平成 27 年 12 月 26 日（土）9:30 ～ 12:30

講　師 :岡本玲子（岡山大学大学院保健学研究科教授）　　

企画実施組織（者）:永吉ルリ子、比嘉憲枝、本村純、島袋尚美、松田めぐみ 

企画の目的と概要 

保健師の置かれている現状と、保健師現任教育研修の要望から「公衆衛生看護の現状と課題」を踏まえ。

保健師の質向上をめざし、保健師活動の基盤であるコア（みる・つなぐ・うごかす）を発展させることの

技術を習得する機会とする。

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟 1階　講義室 1

2. 参 加 者:県内保健師等　計 57 名（保健所 17 名、市町村 (地域包括含む )20 名、県庁 2名、他大学 4名、 

 看護協会等その他 9名、地域看護領域教員 5名）

3. 参 加 費 : 無料

4. 実施内容 :基調講演テーマ「保健師活動を見える化する ! ―保健師活動の質の担保に向けて―」

 　岡本氏は、『活動の必要性と成果を住民と意思決定者に「見せる公衆衛生看護技術」の構築』

や、『保健師の専門職としての継続的発展のための教育プログラム』等、保健師の質の担保

および住民との協働に関する多数の研究で、科学研究費助成金を受けている。本研修会では、

保健師活動の質向上の重要性および保健師活動を見える化し伝える具体的な方法について

講演された。研修会は、講師の希望により、所属先別および経験年数別にディスカッショ

ンができるように、席を指定して着席してもらった。また、研修会前に、事前学習用とし

てスライド資料とウェブサイト資料の提示があったため、ほとんどの参加者は、資料を用

いた事前学習を行い参加した。研修は、基調講演に短いディスカッションを交えて行われ、

始終和やかで、時折笑い声が聞こえるリラックスした雰囲気であった。参加者は、リラッ

クスしながらも、活発なディスカッションを行い、講演後は保健師業務に直結する質疑応

答を行った。

実施評価と参加者の感想

企画通りに実施することができた。また、前年度と同様に、沖縄県に後援の同意をいただいたことによ

り、研修会の広報が広範囲で可能になった。

参加後のアンケート結果は、日程・時間帯・講演型式等は約 9割が適切と回答された。自由記載は、保

健師活動の振り返りと見える化する必要性が再認識できたこと、保健師業務について理論的に言語化され

て理解が深まった、今後の保健師活動につながる貴重な講演であった等であった。今後開催してほしい内

容は「引き続き保健師活動を見える化する講演」「今回のような実践につながる内容の講演」「保健師魂を

話し合う研修」等であった。

今後の取組み

今回の基調講演は、沖縄県の現任保健師の質向上に寄与できると考える。今後は、参加者からの要望で

ある「保健師活動の実践につながる研修」について、講演内容および講演者を検討したい。
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企画名 :北部広域保健師事例検討会　第 1回

「衰弱していく高齢者と同居家族の支援拒否の中での家庭訪問継続」

実施日 :平成 27 年 10 月 6 日（火）18:30 ～ 20:00

講　師 :北部市町村保健師 1名

企画実施組織（者）: 永吉ルリ子、比嘉憲枝、本村純、島袋尚美、松田めぐみ 

企画の目的と概要 

保健師の受け持ち事例や事業などを通して、地域担当保健師が住民に対して、より良い支援ができるよう、

支援の方向性を検討する。また、事例のまとめや情報交換することで、保健師の力量形成を図ることとする。

第 1 回目は、「衰弱していく高齢者の母と同居娘の支援拒否の中での家庭訪問継続～自己決定の尊重と

生命の危機の判断の狭間で～」をテーマに事例検討を行った。

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟 3階　演習室 1

2. 参 加 者 :計15名（保健所保健師 3名、市町村保健師 (地域包括含む )8名、地域看護領域教員 4名）

3. 参 加 費 :無料

4. 実施内容:検討事例は、事例提供保健師が日頃の個別支援事例の中で、支援方針やこれまでのかかわり方等

について検討したい事例とし、事前に検討資料を作成して企画担当者へ送付してもらった。

 事例検討会は、参加者の自己紹介から開始し、事例提供保健師による事例紹介（事例提供理由、

事例の概要、支援経過、検討したい事項等）、情報等の確認と質疑、今後の支援の方向性について

の討議、最後に参加者全員の感想の発表と情報交換を行った。

実施評価と参加者の感想

本検討会の実施にあたっては、事前に各所属機関の保健事業主幹課長等へ参加依頼文書を送付した。文

書には日程と事例のテーマおよび種別を明記した。事例検討用資料の様式は特に指定せず、それぞれの職

場や業務等で使用している様式を使用してもらい、事例提供保健師の日常業務への負担が軽減できるよう

に工夫した。資料等は、企画担当者が参加予定人数分のみ一括印刷して、検討会当日参加者へ配布し、余っ

た場合はシュレッダーにて処分するか、事例提供保健師が回収を行い、個人情報保護を徹底した。事例提

供保健師から事例の決定や資料をまとめる際の負担等については、特に意見はなかった。また、前年度と

同様に、県立北部福祉保健所地域保健班班長にスーパーバイザーを担ってもらった。

参加者は、高齢者虐待事例の分離措置に至るまでの支援や、同居家族への支援の必要性、支援を拒否し

ている事例本人と家族の自己決定を、どこまで尊重するべきか等について、活発な質疑応答を行った。また、

高齢者虐待対応向上事業について学びを深めた。事例提供保健師の感想として、支援経過を整理し報告す

ることで、自分自身の支援の振り返りが深まったことや、他市町村や保健所の保健師からの助言で新たな

支援のポイントを考えることが出来たと述べていた。参加者は、地域で支える個別支援の重要性と、自己

決定を支える難しさおよび支援の基本になること等を再認識できたと述べていた。

今後の取組み

本企画は、事例提供保健師の協力のもと実施ができるため、事前の日程等の調整と負担軽減の工夫が必

須である。また、事例提供保健師だけではなく参加者全員が、本検討会に参加しやすい調整が必要である。

事例提供保健師からの負担についての意見や参加者からの事前調整等の意見は、特にないため、今後も今

回と同様の方法で実施していきたい。

また、事例提供保健師と参加者からは、個別支援の方法や考え方、社会資源の活用、法律の解釈、保健

師としての姿勢等の学びが深まるとの意見があった。今後も学びあう事例検討会を実施したい。
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企画名 :北部広域保健師事例検討会　第 2回

「社会的・経済的に問題を抱える妊婦の支援について」

実施日 :平成 27 年 12 月 8 日（火）18:30 ～ 20:00

講　師 :市町村保健師 1名

企画実施組織（者）:永吉ルリ子、比嘉憲枝、本村純、島袋尚美、松田めぐみ

企画の目的と概要 

保健師の受け持ち事例や事業などを通して、地域担当保健師が住民に対して、より良い支援ができるよ

う、支援の方向性を検討する。また、事例のまとめや情報交換することで、保健師の力量形成を図ること

とする。

第 2回目は、「社会的・経済的に問題を抱える若年妊婦の支援について」をテーマに、母子保健（若年妊婦）

についての事例検討を行った。

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟 3階　演習室 1

2. 参 加 者 : 計 17 名（保健所保健師 5名、市町村保健師 (地域包括含む )9 名、地域看護領域教員 3名）

3. 参 加 費 : 無料　

4. 実施内容:保健師の受け持ち事例や事業などを通して、地域担当保健師が住民に対して、より良い支

援ができるよう、支援の方向性を検討する。また、事例のまとめや情報交換することで、

保健師の力量形成を図ることとする。

 第 2 回目は、「社会的・経済的に問題を抱える若年妊婦の支援について」をテーマに、母子

保健（若年妊婦）についての事例検討を行った。

実施評価と参加者の感想

実施にあたっては、前回と同様に、依頼文書の発送と検討資料等の事前調整を行った。

参加者は、若年妊婦が、妊娠出産と出産後の生活についてイメージできるためには、どのような支援が

必要であったのか、自己決定を支えつつ母子ともに健康で安全な出産を迎えるための支援や、関係職種と

の連携協働の在り方等について、活発な質疑応答が行われた。また、要保護児童対策協議会について学び

を深めた。

事例提供保健師の感想として、これまでの自分の支援内容や関係機関との連携に葛藤があったが、経過

を整理し報告することで、振り返ることができた、参加者からの助言により、これからの具体的な支援の

内容や時期等のポイントを考えることが出来たと述べていた。参加者からは、事例の思いに寄り添うこと

も大事だが、保健師として事例本人の力がどの程度なのか見立てて支援を行うことが重要であること、関

係機関との共通理解と協働の重要性等を再認識できたと述べていた。

今後の取組み

事例提供保健師と参加者からは、個別支援の方法や考え方、社会資源の活用、法律の解釈、保健師とし

ての姿勢等の学びが深まるとの意見があった。今後も学びあう事例検討会を実施したい。
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企画名 :北部広域保健師事例検討会　第 3回

「アダルトチルドレンのアルコール依存症女性への関わりについて」

実施日 :平成 28 年 1 月 18 日（月）18:30 ～ 20:00

講　師 :市町村保健師 1名　

企画実施組織（者）:永吉ルリ子、比嘉憲枝、本村純、島袋尚美、松田めぐみ 

企画の目的と概要 

保健師の受け持ち事例や事業などを通して、地域担当保健師が住民に対して、より良い支援ができるよう、

支援の方向性を検討する。また、事例のまとめや情報交換することで、保健師の力量形成を図ることとする。

第 3回目は、「アダルトチルドレンと言われたことのあるアルコール依存症女性への関わりについて」を

テーマに事例検討を行った。

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟 3階　演習室 1

2. 参 加 者:計 8名（保健所保健師 1名、市町村保健師 (地域包括含む)3 名、地域看護領域教員 4名）

3. 参 加 費 : 無料　

4. 実施内容 : 検討事例のテーマは、事例提供保健師が日頃の個別支援事例の中で、支援方針やこれまで

のかかわり方等について検討したい事例とし、事前に検討資料を作成して企画担当者へ送

付してもらった。事例検討会は、参加者の自己紹介から開始し、事例提供保健師による事

例紹介（事例提供理由、事例の概要、支援経過、検討したい事項等）、情報等の確認と質疑、

今後の支援の方向性についての討議、最後に参加者全員の感想の発表と情報交換を行った。

実施評価と参加者の感想

実施にあたって、前回と同様に、依頼文書の発送と検討資料等の事前調整を行った。

事例は、10 数年前にアルコール依存症とアダルトチルドレンを診断され、離婚後、居酒屋で勤めるシ

ングルマザーであった。職業上、飲酒しやすい環境にあり、昼間の訪問時に酔っていることが多かった。

さらに健康診断結果に精密検査が必要な項目が出ていた。参加者は、信頼関係をつながるかかわり方のポ

イントや、飲酒行動についての詳細な情報取集、さらに学校事業や地域事業の機会を捉えた支援等につい

て、活発な質疑応答を行った。

事例提供保健師の感想として、これまで関わるきっかけがつかめずに困っていた事例への、具体的な支

援方法が分かったことや、子どもの学校での様子や実母との関係性、育児支援等の情報収集をさらに行う

必要性を実感できたこと、また「島立ち」までの数年間のうちに、アルコール依存症から脱却し、自己決

定できるための支援が必要であると考えることが出来たと述べていた。参加者は、信頼関係づくりのため

の細く長いアプローチ方法や、地域の状況によって支援目標の時期が異なる場合があること等を再認識し、

学びが深まったと述べていた。

今後の取組み

　事例提供保健師と参加者からは、個別支援の方法や考え方、社会資源の活用、法律の解釈、保健師とし

ての姿勢等の学びが深まるとの意見があった。今後も学びあう事例検討会を実施したい。
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企画名 :北部広域保健師事例検討会　第 4回目「精神障がい者家族の生活支援」

実施日 :平成 27 年 2 月 17 日（水）18:30 ～ 20:00

講　師 :北部地区保健師 1名

企画実施組織（者）:	永吉ルリ子　比嘉憲枝　本村純　島袋尚美　松田めぐみ

企画の目的と概要

保健師の受け持ち事例や事業などを通して、担当保健師が住民に対して、より良い支援ができるよう、

支援の方向性を検討する。また、事例のまとめや情報交換することで、保健師の力量形成を図ることとする。

第 4回目は、「精神障がい者家族の生活支援～ライフラインを整える関わりの中から見えたこと～」をテー

マに事例検討を行った。

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟 3階　演習室 1

2. 参 加 者 : 15 名（保健所保健師 7名、市町村保健師（地域包括含む）4名、地域看護領域教員 4名

3. 参 加 費 :無料　

4. 実施内容:検討事例のテーマは、事例提供保健師が日頃の個別支援事例の中で、支援方針やこれまで

のかかわり方等について検討したい事例とした。事例検討会は、参加者の自己紹介から開

始し、事例提供保健師による事例紹介（事例提供理由、事例の概要、支援経過、検討した

い事項等）、情報等の確認と質疑、今後の支援の方向性についての討議、最後に参加者全員

の感想の発表と情報交換を行った。

実施評価と参加者の感想

実施にあたって、前回と同様に、依頼文書の発送を行った。また、希望のある参加者へはメールによる

告知を行った。事例は、十数年前から関わっている精神障がい者家族で、支援拒否の時期にも声掛け等の

支援を続けており、現在は、長子の自立に向けた支援を中心に、精神障がいの同居家族員へも継続支援を

行っている事例であった。

参加者は、キーパーソンの有無や地域とのつながり、家族の力量、ライフライン等を整える際の関係課・

職種等について活発な質疑応答を行った。事例提供保健師の感想は、今後の家族支援について検討したい

との思いから、これまでの支援経過をまとめたが、家族全体の経過をまとめたことによって、自分自身が

支援の振り返りができたこと、異なる視点からの質疑応答やアドバイス、ディスカッションを通して、今

後の課題がより明確になったこと、長子への自立支援を中心とした支援方針でよいのだという確認もでき

て良かった、と述べた。参加者は、支援拒否の時期があっても、諦めずに細く長く支援を続ける姿勢や、

生活の基本であるライフラインを整える生活支援の重要性、家族員の関係性に注目しながらも、個々の気

持ちの変化に対応した家族支援の方法、対象者との信頼関係を深めるかかわり方のポイント等について再

認識し、学びが深まったと述べていた。

今後の取組み

　事例提供保健師および参加者からは、家族支援の在り方や生活支援の重要性、社会資源の活用、関係課

や他職種との連携、保健師としての姿勢等の多くの学びが得られたとの意見があった。次年度も学びあう

事例検討会を実施したい。
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企画名 :平成 27 年度　第 1回　高齢者・在宅ケア情報交換会

―平成 27年度の情報交換会年間計画と高齢者施設（在宅）における感染防止対策―

実施日 :平成 27 年度 5月 16 日（土）14:00 ～ 16:00

講　師 :九津見彩子（本大学の大学院生であり、また感染管理認定看護師でもある）　　

企画実施組織（者）:永田美和子、佐和田重信、八木澤良子、吉岡萌、安仁屋優子

企画の目的と概要

「医療関連感染」を予防するために、高齢者施設での感染管理の重要性について学ぶと同時に、その具体

的な対策について検討する。実際にノロウイルス感染症を想定して、嘔吐物処理の演習をおこなう。

企画実施報告

1. 場　　所:名桜大学　看護学科棟 2階　講義室 3

2. 参 加 者:計 13 名（病院関係者 3名、高齢者施設関係者 4名、大学院生 1名、教員 5名 ）

3. 参 加 費:無料

4. 実施内容: 1 回目の今回は、現在本大学の大学院生であり、また感染管理認定看護師でもある九津見彩

子さんを講師にお招きし、「高齢者施設（在宅）における感染防止対策」について講義をい

ただき、演習では、ノロウイルスによる感染性胃腸炎で嘔吐されたものをどう処理したらい

いか、実際に使われる物品と嘔吐物（これはニセモノ）を準備してロールプレイが行われ、

その後活発な意見交換がなされた。

実施評価と参加者の感想

参加者は、病院や介護施設の看護師、管理者の方で、皆さん真剣に耳を傾けておられ、生活介護に重点

を置いた高齢者施設での感染管理はどのようにしたらよいのだろうか ?安価で安全性が高くスタッフが

使いやすい物品はあるのだろうか ?等、参加された施設の方々からの率直な疑問が次から次へと出されて

いった。

今回は特に高齢者施設（在宅）が対象ということで、療養している高齢者にとっても介護スタッフにとっ

ても、日常生活に負担のない程度の物品の使用や予防対策を検討していくことは、生活の質を重視する意

味でも意義のあることと感じた。また、感染予防の基本はやはり標準予防策であることを再確認すること

ができた。

今後の取組み

今年で情報交換会は 3年目となる。前年度は施設側のご協力により、施設見学と事例検討などを同時に

行うことができ、地域や現場の背景を知ることの大切さを実感した 1年間であった。今年はそうした成果

も踏まえ、施設側との境界線を柔軟にしながら、さらに学生の学びや共同研究も含めた情報共有の場を創っ

ていきたいと考えている。　

　次回は 7月中旬ごろに、ご協力いただける施設での情報交換会を予定。

【感染者の嘔吐物の処理の仕方を演習】 【施設で使える物品も関心のあるところ】



─ 41 ─

企画名:第2回	高齢・在宅ケア情報交換会「有料老人ホームにおける医療ケア・看取りケア」

実施日 :平成 27 年 7 月 18 日（土）14:00 ～ 16:00

企画実施組織（者）:永田美和子、佐和田重信、八木澤良子、吉岡萌、安仁屋優子 

企画の目的と概要 

豊かな老後とは何か ?高齢者ケアの質の向上とは何か ?沖縄県（やんばる地域）の高齢者・在宅ケアを

誰がどのように関わり、担っていくのか ?沖縄県（やんばる地域）に特化したケアはあるのか ?等々、あ

りとあらゆる角度から情報交換を行い、高齢者・在宅ケアについて示唆を得ることを目的とする。今回は、

有料老人ホームでの医療ケアと看取りケアに焦点を当て、実際に施設に出向いて、そこでの具体的な事例

を通して参加者との意見交換を行う。

企画実施報告

1. 場　　所 :有料老人ホーム「てぃだかん館」、ディサービス「てぃださん」

2. 参 加 者:計 27 名（沖縄愛楽園　看護師 5 名、結の里訪問看護　看護師 1 名、浅茅の里ディサービス

介護職 2名、小規模多機能さざなみ　看護師 1名、北斗園　介護職 1名、高齢者ハウスりゅ

うしん相談員 1 名、もとぶ記念病院　医師 1 名、コスモエンジェル代表 1 名、てぃだかん

館　看護師 1 名二見の里ディサービス 2 名 ( 看護師 1、介護職 1)、訪問介護日廻り　介護

職 2名、名桜大学 4年次学生 1名、名桜大学大学院生 3名、名桜大学教員 5名）

3. 参 加 費 :無料

4. 実施内容 :〇自己紹介　〇施設紹介　〇施設見学　〇タイトルについて情報交換・意見交換

 今回は、名桜大学から車で 5分くらいの為又の住宅地にある「てぃだかん館」さんのご協力

を得て、施設紹介・見学と共に、有料老人ホームでの貴重な看取りの事例を紹介していただき、

意見交換を行った。

 施設紹介では、合同会社・コスモエンジェルの北島代表が、まず施設理念である尊厳について

説明し、DVDで日々 の取組みの紹介を行い、実際に施設内居室も見学させていただいた。

実施評価と参加者の感想

今回のテーマである「有料老人ホームにおける医療ケア・看取りケア」について、看護師の翁長さんよ

りまず事例の紹介があり、実際に看取りを行っている参加者の方々から意見を伺っていった。積極的な医

療・処置を行わない有料老人ホームで、もし医療・処置を行うことになったら・・・。そこから見えてき

たことは、まず法的な基準の確認、看取りに関する施設方針の必要性、揺れ動く家族や親族の思いの確認、

医師や専門分野の人への相談、ケアマネのコーディネート力の発揮などで、新たな課題をも含ませ、多職

種ならではの奥深さ、幅広さを感じる意見内容となった。そしてまた、認知症の人の看取りケアとして、

事前意思だけでなく日々の関わりの中から見えてくる利用者の思いを汲み取ったケア、その後の家族への

グリーフケアに至るまで、参加者の看取りへの繊細な思いと日々の取組みの成果が集結し、いずれ我が身

のこととしても真摯に向き合える場となった。

【参加者の感想】

・「みんなで話し合えてよかった。」「今後どうしたら良いのかが見えてきた。」

・「とても良い会だとおもった。」「継続して参加していきたい。」

今後の取組み

　「次回」平成 27 年 9 月 26 日（土）14:00 ～ 16:00　名桜大学予定
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企画名 :第 3回　高齢・在宅ケア情報交換「パーソンフッドを高めるケアを考える」

実施日 :平成 27 年 9 月 26 日（土）14:00 ～ 16:00

企画実施組織（者）:永田美和子、佐和田重信、八木澤良子、吉岡萌、安仁屋優子、大津山優葵

企画の目的と概要 

パーソン・センタード・ケア（その人を尊重したケア）の理念であるパーソンフッド（その人らしさ）

とは何か、また、そのパーソンフッドを高めるケアについて、在宅ケア実習を終えた学生の記録の分析結

果から、地域の方と一緒に考える。

企画実施報告

1. 場　　所 :看護学科棟 2階　講義室 3

2. 参 加 者 :計 16 名（もとぶ記念病院　医師 1名、宮里病院　介護職 1名、小規模多機能さざなみ 2名（看

護師 1、介護支援専門員 1）、ひかり病院　看護師 1 名、北斗園　介護支援専門員 1 名、与

勝高校 3年生 1名とその母 (付き添い )、名桜大学大学院生 2名、名桜大学教員 6名）

3. 参 加 費 : 無料

4. 実施内容: 14:00 ～自己紹介と久津見さん (看護学研究科大学院 )の笑いヨガ体験

 14:30 ～佐和田先生からタイトルについて、pp にて情報提供

 15:00 ～意見交換　16:00 ～まとめ・感想

実施評価と参加者の感想

本大学の看護学科の学生は、講義で「パーソンフッドを高めるケア」、「低めるケア」について学んでお

り、在宅ケア実習でも、学生自身が観察した施設ケアについて記録するようになっている。今回、その観

察記録した内容の分析結果から見えてきた施設ケアの状況についてまとめ、地域・施設の方にフィードバッ

クし、意見交換する機会をもった。

参加者は、講義や実習でお世話になっている医師や看護師、施設管理者、介護支援専門員など多職種で、

馴染の顔ぶれとなった。さらに今回は、HP を見て参加希望したという高校生と親御さんもいらして、パー

ソンフッドが施設スタッフだけでなく、幅広い社会・年齢層でも理解されることが期待できる場となった。

意見交換では、参加者それぞれが体験してきたケアの現状について話され、業務中心型に動ける職員が

「できる職員」としてみられる価値観があること、管理者とスタッフとの認識の違い、文化や環境の違い

からくる価値観の違いなど、認知症を持つ高齢者のその人らしさをケアするうえで、むしろ家族や施設職

員それぞれのその人のもつ価値観や背景などの違いが気になる要素としてあぶり出されてきた。また、今

回の結果をケアスタッフにフィードバックし、「パーソンフットを高めるケア」を皆で考え実践できるよ

うにしたいとの声も聞かれた。

ケアの評価については、様々な経験や専門知識をもつ第三者評価や本人・家族評価も重要であるが、パー

ソンフッドがもともと「人としての」価値観を重要視しているケアであるならば、学生はもちろんのこと、

誰でも意見交換できることが望ましいと考えられた。今回高校生も参加されたが、子供の時から、大人の

行っているケアの方法を一緒に考えていくことは「人として」自然なことであり、教育的な観点からも有

意義なことと感じられた。

【参加者の感想】

・「内部の職員だけでなく、外部の人からの意見がきけるようになるとよい」「今回の意見交換はとても参

考になった」「ケアスタッフにフィードバックしていきたい」

今後の取組み

　【次回】平成 27 年 11 月 28 日（土）「ケアリング文化実習」発表会　名桜大学予定
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企画名 :平成 27 年度　第 5回　高齢・在宅ケア情報交換会

「お泊りディサービス」の現状と課題

実施日 :平成 28 年 1 月 23 日（土）14:30 ～ 16:00

講　師 :仲宗根亘（ディサービス久志交じり代表）　　

企画実施組織（者）:永田美和子、佐和田重信、八木澤良子、吉岡萌、安仁屋優子 

企画の目的と概要 

昨今注目されている「お泊りディサービス」。介護保険で日中の通所介護（デイサービス）を高齢者が

利用し、夜間そのままそこに泊まるサービスのことである。今回は実際にお泊りのサービスも提供してい

る「ディサービス　久志交じり」を訪問し、現状や課題について意見交換を行った。

企画実施報告

1. 場　　所 :合同会社しん和「ディサービス　久志交じり」

2. 参 加 者 : 計 17 名（ディサービス久志交じり 2名、北斗園指定居宅介護支援事業所 1名、北部ケアサー

ビス 1 名、北斗園ディサービス 1 名、乙羽園ディサービス 2 名、介護老人保健施設「もと

ぶふくぎの里」1 名、NPO 法人「浅茅の里」2 名、小規模多機能「いっしん」1 名、ちゅう

ざん病院 1名、名桜大学教員 5名）

3. 参 加 費 :無料　

4. 実施内容 :今回は、名護市三原にある「ディサービス　久志交じり」の場所を訪問し、「お泊りディサー

ビス」の現状と課題について意見交換を行った。参加者は通所介護関連の管理者や職員で、

在宅ケア実習でもお世話になっている馴染の方が多かった。最初に簡単な自己紹介を行い、

施設見学では日中のディサービスが実際に行われているホールと、その奥にある夜間の宿

泊空間（個室になっている）を見学させていただき、その後、管理者の比嘉さんより、会

社の設立概要、自主事業「お泊りサービス」の内容、「お泊りサービス」を始めた理由の個

別の事例などの説明・紹介があった。意見交換では、法的基準はどうなっているのか、経

営的に採算が合うのか、夜間での救急対応はどうするのかなどの質問や、地域では施設も

人員も不足していて「住み慣れた地域で生活したい」という利用者のニーズに追いついて

いけない現状があること、さらにそうした現状ではケアの質も向上させることが難しいな

どの課題も見えてきた。

実施評価と参加者の感想

参加の皆さんは、高齢者おひとりおひとりの思いを組み込んだ生活を真剣に考えており、その熱い思い

が十分に伝わる意見交換であった。介護スタッフの不足については、どこの施設も深刻な課題であるが、

大学教員の方から、看護学科の学生にボランティアやアルバイトとして要請してはどうかという提案があ

り、あらたな連携の希望も見いだされた。

昨今注目されているサービスだけに、皆さん熱心に耳を傾けられ、質問内容も具体的なものや互いの施

設の状況など、有意義な意見交換会となった。

今後の取組み

　次回は 3月に、看護学科 4年生の「高齢者・在宅看護領域の卒業研究」発表会（名桜大学）を予定。

【個室の「お泊り」空間を見学】 【比嘉管理者より施設の紹介】
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企画名 :平成 27 年度　第 6回　高齢者・在宅ケア情報交換会

卒業研究発表会

実施日 :平成 28 年 3 月 12 日（土）13:30 ～ 17:00

講　師 :

企画実施組織（者）:高齢者在宅看護領域 :永田美和子、佐和田重信、八木澤良子、吉岡萌、安仁屋優子

企画の目的と概要

高齢者・在宅看護領域で卒業研究に取り組んだ 4年生 9名と院生 2名の論文発表会を行った。参加者と

研究結果について共有し、施設の実際についても意見をもらいながら、情報交換を行った。

企画実施報告

1. 場　　所:北部生涯学習推進センター　研修室 1

2. 参 加 者 : 計 26 名（ディサービス久志交じり 1 名、グループホームかるすと 1 名、北斗園指定居宅介

護支援事業所 1名、乙羽園ディサービス 1名、介護老人保健施設「もとぶふくぎの里」1名、

小規模多機能「さざなみ」1 名、ちゅうざん病院 1 名、さくらの里 1 名、沖縄愛楽園 1 名、

北部看護学校 1名、学部生 9名、院生 1名、名桜大学教員 5名、聖泉大学教員 1名）

3. 参 加 費 : 無料

4. 実施内容 : 今回は、今年度卒業研究に取り組んだ 4年生 9名と院生 2名、計 11 名の論文発表会を行っ

た。研究テーマは沖縄の文化に関するケア、高齢者入所施設の男性利用者の余暇活動のニー

ズ、高齢者の看取りとエイジズムの関連、グループホームスタッフの看取りの認識と死生

観の関連、認知症高齢者とのコミュニケーションの検討、離島在住高齢者の認知症へのイ

メージ、高齢者の看取りへの想い、笑いヨガの身体的・心理的影響、沖縄出身者の病気の

経験についてであった。発表一つ一つに質疑応答の時間を設け、参加者との意見交換を行っ

た。最後に笑いヨガを行い、会場が一体となって笑顔で会を締めくくった。

実施評価と参加者の感想

　質疑応答の時間では、研究成果と施設での実際を関連させた意見が飛び交っていた。参加者の感想から、

「色々な情報収集ができた」「研究成果を自身の看護観へ活かしたい」「学びを仕事に活かしたい」と研究成果

が参加者の学びに繋がっていた。また、研究成果に関して、後どのようなケアをしたら良いのかという質

問に対し学生自身の言葉で伝えることができており、学生の学びや経験になっていた。「事前に抄録は欲

しかった」との意見もあったことから、次年度は事前に PDF で抄録を送付するなどの対応を検討したい。

今後の取組み

次年度も開催を計画している。次年度第 1回目は 5月で、名桜大学にて開催予定である。

【参加者と意見交換】 【緊張しながら発表しています】
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企画名 :43 回「シリーズ　メンタルヘルス ･精神看護事例検討　第 1回」

実施日 :平成 27 年 4 月 25 日（土）13:30 ～ 15:30

講　師 :山﨑千鶴子（平安病院・精神専門看護師）　　

企画実施組織（者）:鈴木啓子、平上久美子、鬼頭和子 (名桜大学人間健康学部看護学科 )、外真直樹、新

里美智子 (名桜大学看護学研究科 )、遠藤洋子 (もとぶ記念病院 )、吉岡美智子 (琉球病院 )、その他学

生ボランティア 

企画の目的と概要 

精神科に限らずメンタルヘルスの問題や精神的健康障害を抱える人々とその家族の支援について、特に

臨床で対応困難な事例に焦点を当て事例検討会として 5 回シリーズで研修会を開催する。臨床における

様々な困難な事例 (自傷他害事例、入退院を繰り返す統合失調症の事例、隔離拘束の長期化している事例、

長期入院事例、在宅生活における危機対応事例など )やスタッフのメンタルヘルス (うつや依存症の事例

など )の様々な事例についての検討会をもつ予定である。毎回、看護を実施する中でスタッフが直面した

“ためらい・戸惑い・ゆきづまり体験”事例をプレゼンテーションしてもらい、現場の活動から浮かび上

がるリアルな看護現象を共有し、共に検討したいと考えている。講師には平安病院・精神専門看護師の山

﨑千鶴子先生をお招きして、専門看護師の立場から、助言をいただく予定である。事例検討を通じて、看

護者としてのケア提供能力を高めると同時に参加者相互の連携をはかり、自身の実践を多角的に評価し前

向きに臨床実践に取り組むことができるように支援することを目指す。

企画実施報告

1. 場　　所:名桜大学看護学科棟 3階　講義室 4

2. 参 加 者:計 21 名（看護師 9名、看護教員 3名、保健師 1名、学部生 8名）

3. 参 加 費:無料　

4. 実施内容:もとぶ記念病院看護師の新城芳光から、臨床での困難事例を報告していただき、臨床実践者、

大学院生、学部生とディスカッションを行った。また、講師には平安病院・精神専門看護

師の山﨑千鶴子先生からも、専門看護師の立場から助言をいただいた。

実施評価と参加者の感想

普段は看護業務が多忙で、客観的に事例を検討することが困難であるが、どのように患者にアプローチ

したら良いのか、職員の関わり方など適切にアドバイスを頂き、とても有意義な研究会となった。研究会

終了後のアンケートでは、今回の内容は、参考になったという意見が多く、満足度についても高い評価で

あった。自由記載では、「沢山の意見をもらい参加できてよかった。現場に帰って患者さんと向き合う場、

自分が何かできると感じた」「コミュニケーションの大切さがわかった」「病識がない患者さんの服薬につ

いて知りたい」「距離が遠いが参加したい」などがあった。

今後の取組み

次回開催（計画がある場合）平成 27 年 5 月 16 日 ( 土曜日）13:00 ～ 16:00

「看護職の心身の緊張をほぐすリラクセーション～呼吸法の基礎を学び自身のリラックスまた患者さんの

リラックスに役立てよう～」を予定している。
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企画名 :45 回「シリーズ　メンタルヘルス ･精神看護事例検討　第 2回」

実施日 :平成 27 年 6 月 20 日（土）13:30 ～ 15:30

講　師 :山﨑千鶴子（平安病院・精神専門看護師）　　

企画実施組織（者）:	鈴木啓子、平上久美子、鬼頭和子 (名桜大学人間健康学部看護学科 )、外真直樹、

新里美智子 (名桜大学看護学研究科 )、遠藤洋子 (もとぶ記念病院 )、吉岡美智子 (琉球病院 )、その他

学生ボランティア

企画の目的と概要 

精神科に限らずメンタルヘルスの問題や精神的健康障害を抱える人々とその家族の支援について、特に

臨床で対応困難な事例に焦点を当て事例検討会として 5 回シリーズで研修会を開催する。臨床における

様々な困難な事例 (自傷他害事例、入退院を繰り返す統合失調症の事例、隔離拘束の長期化している事例、

長期入院事例、在宅生活における危機対応事例など )やスタッフのメンタルヘルス (うつや依存症の事例

など )の様々な事例についての検討会をもつ予定である。毎回、看護を実施する中でスタッフが直面した

“ためらい・戸惑い・ゆきづまり体験”事例をプレゼンテーションしてもらい、現場の活動から浮かび上

がるリアルな看護現象を共有し、共に検討したいと考えている。講師には平安病院・精神専門看護師の山

﨑千鶴子先生をお招きして、専門看護師の立場から、助言をいただく予定である。事例検討を通じて、看

護者としてのケア提供能力を高めると同時に参加者相互の連携をはかり、自身の実践を多角的に評価し前

向きに臨床実践に取り組むことができるように支援することを目指す。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学看護学科棟 3階　講義室 4

2. 参 加 者 :計 14 名（看護師 6名、臨床心理士 1名、教員 4名、名桜大学 4年次学生 2名）

3. 参 加 費 :無料　

4. 実施内容: 沖縄中央病院の東江努さんから、臨床での困難事例を報告していただき、臨床実践者、大

学院生、学部生とディスカッションを行った。また、講師には平安病院・精神専門看護師

の山﨑千鶴子先生からも、専門看護師の立場から助言をいただいた。

実施評価と参加者の感想

普段は看護業務が多忙で、客観的に事例を検討することが困難であるが、どのように患者にアプローチ

したら良いのか、職員の関わり方など適切にアドバイスを頂き、とても有意義な研究会となった。研究会

終了後のアンケートでは、今回の内容は、参考になったという意見が多く、満足度についても高い評価で

あった。自由記載として、難しいケースは事例検討をとおしていろいろな可能性を探る機会が大切で、参

加者の意見がとても役に立つとあった。また、訪問看護の看護師さんから、精神疾患患者への訪問看護の

研修制度が義務化し、このような研修を探していたところこの研修会を知り参加しとても有意義であった

との意見も頂いた。

今後の取組み

平成 27 年 7 月 25 日（土）13:30 ～ 15:30、ケア対象者の認知と行動にはたらきかける技法を学び実践

に生かそう～認知行動療法初級編～を予定している。
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企画名 :「シリーズ　メンタルヘルス ･精神看護事例検討　第 3回」

実施日 :平成 27 年 8 月 15 日（土）13:30 ～ 15:30

講　師 :山﨑千鶴子（平安病院・精神専門看護師）　　

企画実施組織（者）:鈴木啓子、平上久美子、鬼頭和子 (名桜大学人間健康学部看護学科 )、外真直樹、

新里美智子 (名桜大学看護学研究科 )、遠藤洋子 (もとぶ記念病院 )、吉岡美智子 (琉球病院 )、その他

学生ボランティア 

企画の目的と概要 

精神科に限らずメンタルヘルスの問題や精神的健康障害を抱える人々とその家族の支援について、特に

臨床で対応困難な事例に焦点を当て事例検討会として 5 回シリーズで研修会を開催する。臨床における

様々な困難な事例 (自傷他害事例、入退院を繰り返す統合失調症の事例、隔離拘束の長期化している事例、

長期入院事例、在宅生活における危機対応事例など )やスタッフのメンタルヘルス (うつや依存症の事例

など )の様々な事例についての検討会をもつ予定である。毎回、看護を実施する中でスタッフが直面した

“ためらい・戸惑い・ゆきづまり体験”事例をプレゼンテーションしてもらい、現場の活動から浮かび上

がるリアルな看護現象を共有し、共に検討したいと考えている。講師には平安病院・精神専門看護師の山

﨑千鶴子先生をお招きして、専門看護師の立場から、助言をいただく予定である。事例検討を通じて、看

護者としてのケア提供能力を高めると同時に参加者相互の連携をはかり、自身の実践を多角的に評価し前

向きに臨床実践に取り組むことができるように支援することを目指す。

企画実施報告

1. 場　　所:名桜大学看護学科棟 3階　講義室 4

2. 参 加 者:計 13 名（看護師 6名、臨床心理士 1名、教員 4名、名桜大学 4年次学生 2名）

3. 参 加 費:無料　

4. 実施内容:平上准教から教育現場での事例を報告していただき、臨床実践者、大学院生、学部生とディ

スカッションを行った。また、講師には平安病院・精神専門看護師の山﨑千鶴子先生からも、

専門看護師の立場から助言をいただいた。

実施評価と参加者の感想

よりよい看護実習について、どのように学生にアプローチしたら良いのか、職員の関わり方などでスカッ

ションした。適切にアドバイスを頂き、とても有意義な研究会となった。

研究会終了後のアンケートでは、今回の内容は、参考になったという意見が多く、満足度についても高

い評価であった。自由記載として、難しいケースは事例検討をとおしていろいろな可能性を探る機会が大

切で、参加者の意見がとても役に立つとあった。また、訪問看護の看護師さんから、精神疾患患者への訪

問看護の研修制度が義務化し、このような研修を探していたところこの研修会を知り参加しとても有意義

であったとの意見も頂いた。

今後の取組み

　平成 27年 9 月26日（土）13:30～ 15:30、「災害現場におけるこころのケア、災害派遣精神医療チーム

（DPAT）を知る!」を行う予定である。
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企画名 :「シリーズ　メンタルヘルス ･精神看護事例検討　第 4回」

実施日 :平成 27 年 10 月 31 日（土）13:30 ～ 15:30

講　師 :山﨑千鶴子（平安病院・精神専門看護師）　　

企画実施組織（者）:鈴木啓子、平上久美子、鬼頭和子 (名桜大学人間健康学部看護学科 )、外真直樹、

新里美智子 (名桜大学看護学研究科 )、遠藤洋子 (もとぶ記念病院 )、吉岡美智子 (琉球病院 )、その他

学生ボランティア 

企画の目的と概要 

精神科に限らずメンタルヘルスの問題や精神的健康障害を抱える人々とその家族の支援について、特に

臨床で対応困難な事例に焦点を当て事例検討会として 5 回シリーズで研修会を開催する。臨床における

様々な困難な事例 (自傷他害事例、入退院を繰り返す統合失調症の事例、隔離拘束の長期化している事例、

長期入院事例、在宅生活における危機対応事例など )やスタッフのメンタルヘルス (うつや依存症の事例

など )の様々な事例についての検討会をもつ予定である。毎回、看護を実施する中でスタッフが直面した

“ためらい・戸惑い・ゆきづまり体験”事例をプレゼンテーションしてもらい、現場の活動から浮かび上

がるリアルな看護現象を共有し、共に検討したいと考えている。講師には平安病院・精神専門看護師の山

﨑千鶴子先生をお招きして、専門看護師の立場から、助言をいただく予定である。事例検討を通じて、看

護者としてのケア提供能力を高めると同時に参加者相互の連携をはかり、自身の実践を多角的に評価し前

向きに臨床実践に取り組むことができるように支援することを目指す。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学看護学科棟 3階　講義室 4

2. 参 加 者 : 計 13 名（看護師 6名、臨床心理士 1名、教員 4名、名桜大学 4年次学生 2名）

3. 参 加 費 : 無料　

4. 実施内容: 崎琉球病院、平田仁美さんから、臨床での困難事例を報告していただき、臨床実践者、大

学院生、学部生とディスカッションを行った。また、講師には平安病院・精神専門看護師

の山﨑千鶴子先生からも、専門看護師の立場から助言をいただいた。

実施評価と参加者の感想

病識のない患者に対して看護アプローチの方法について参加者で検討した。病院職員ではない様々な職

種のメンバーで客観的に事例を検討することで、どのように患者にアプローチしたら良いのか、職員の関

わり方など適切にアドバイスを頂き、とても有意義な研究会となった。

研究会終了後のアンケートでは、今回の内容は、とても参考になったという意見が多く、満足度につい

ても高い評価であった。自由記載として、難しいケースは事例検討をとおしていろいろな可能性を探る機

会が大切で、参加者の意見がとても役に立つとあった。

今後の取組み

次回は 2015 年 11 月 28 日 ( 土曜日 ) 地域生活センターウエーブ安村勤所長、当事者の方にお越しいた

だき。精神の病についてのお話や入院の経験など様々なお話を聞き、デスカッションを行う予定である。
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企画名 :看護職の心身の緊張をほぐすリラクセーション

～呼吸法の基礎を学び自身のリラックスまた患者さんのリラックスに役立てよう～

実施日: 平成 27 年 5 月 16 日（土）13:00 ～ 16:00

講　師:又吉真記（エムズフィットネス主宰）

企画実施組織（者）: 鈴木啓子、平上久美子、鬼頭和子 (名桜大学人間健康学部看護学科 )、外真直樹、

新里美智子 (名桜大学看護学研究科 )、遠藤洋子 (もとぶ記念病院 )、吉岡美智子 (琉球病院 )、その他

学生ボランティア

企画の目的と概要 

メンタルヘルス対策にも実施されるリラクセーション技法である呼吸法を学ぶことを通して、看護職が自

分の心身の緊張をほぐす方法を習得し、実際に活用することを目指します。また、リラクセーション技法を

学ぶ体験を通して、ケア対象者である患者さんのリラックス支援のための基礎的知識を獲得することを目指

します。

概要:看護職はストレスにさらされ、知らず知らずのうちに心や体に影響をうけています。薬物療法も大

切ですが、疾患に関する正しい知識を得ることや、ストレスへの対処法を身につけることは、病気を予防す

るという意味でとても大切なことです。ストレス対処法には、軽い運動や作業をしたり、リラクセーション

をはかったり、趣味の仲間を作ったり、コミュニケーション法を身につけたりと、さまざまなものがありま

す。また、強いストレスによって、交感神経と副交感神経のバランスがくずれると、体だけでなく、心（精神）

にも症状が現れ、「不安」「うつ気分」、「情緒不安定」「不機嫌」などの状態をみとめるようになります。リラ

クセーションは、副交感神経を刺激することで、このような症状を和らげてくれます。今回、副交感神経を

刺激する自分自身で行える呼吸法を学び、リラクセーションを体験します。この体験を通して、ケア対象者

である患者さんやご家族のリラックスを促進する支援にも活用して頂くことができるものと考えます。

企画実施報告

1. 場　　所: 名桜大学看護学科棟 2階　地域精神実習室

2. 参 加 者 : 計 17 名（北部市役所 1名、看護師 2名、名桜大学生 11 名、名桜大学看護学科教員 3名）

3. 参 加 費 : 無料

4. 実施内容 : リラクセーション技術の実践方法について、又吉真記さんから実技演習をしていただいた。

実際に参加者が体験し、リラクセーションを感じることができた。

実施評価と参加者の感想

今回の精神看護研究会は、看護実践センターの多くの研修と重なり、昨年度に比べ参加者が少なかった。

今後は、外の領域での研修日時を確認し実施したい。参加者の感想としては、昨年も参加してとてもリラッ

クスすることができ今年も参加した。「思わず眠ってしまった。」などリラックスする機会となり、また、

呼吸法の意義が実践を通して体感できる機会となっていた。

今後の取組み

平成 27 年 6 月 20 日（土）13:30 ～ 15:30「シリーズ　メンタルヘルス ･ 精神看護事例検討　第 2 回」

を予定している。
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企画名 :「ケア対象者の認知と行動にはたらきかける技法を学び実践に生かそう

～認知行動療法」

実施日 :平成 28 年 2 月 20 日（土）13:30 ～ 15:30

企画実施組織（者）: 鈴木啓子、平上久美子、鬼頭和子 (名桜大学人間健康学部看護学科 )外真直樹、新

里美智子 ( 名桜大学看護学研究科 )、遠藤洋子 ( もとぶ記念病院 )、吉岡美智子 ( 琉球病院 )、その他学

生ボランティア

企画の目的と概要

認知行動療法は、近年発達してきた情報処理モデルないしは認知モデルを基盤にした支援方法です。一

般的に、人は強いストレスを受けるなど特別な状況下では、判断に偏りが生じ、非適応的な反応を示すよ

うになってきます。その結果、抑うつ感や不安感が強まり、非適応的な行動が引き起こされ、さらに認知

の歪みが強くなるという悪循環が生じることになります。認知行動療法はこうした認知の歪みにはたらき

かけることにより、抑うつ感や不安感を改善する支援方法であり、近年、急速に広まってきています。特に、

うつの回復、再発予防には有効な支援方法です。国内でも、看護師が行う認知行動療法が広がりつつあり

ます。臨床の看護師の皆さんが認知行動療法の知識・技術を学ぶことにより、ケア対象者である人々の抑

うつ感や不安感の改善や、看護師自身のメンタルヘルスのために活用できることを目指しています。今回

は初級編として基本的知識と技法について学びます。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学看護学科棟 3階　講義室

2. 参 加 者 :計 43 人

　　　　　　参加者の所属別人数 : 看護師 13 名、保健師 3 名、コメディカル 3 名、教員 4 名、精神保健 

　福祉関連 4名一般 6名、10 名　

3. 参加費用 :無料

4. 実施内容 :認知行動療法の基礎編として、認知行動療法の特徴や構成要素、目指すものなどの講義を行った。

実施評価と参加者の感想

　研究会終了後のアンケートでは、今回の内容は、とても参考になったという意見が多く、満足度につい

ても高い評価であった。自由記載では、「以前より認知行動療法にとても興味があった。」「目に見えない

もの、漠然としたものではなく、具体的な考え方や行動に直接アプローチする考え方はとても参考になっ

た」という意見があった。また、中級編以降期待しているなどの声も多く、次回の認知行動療法の研究会

に期待する意見も多かった。

今後の取組み

　次回は 2016 年 4 月 23 日（土）13:00 ～ 15:30 日 ( 土曜日 ) に、名桜大学大学院修士課程の新里美智子

さんから、修士論文のテーマである、沖縄県における自死遺族の現状と課題から―地域において何ができ

るのかを考えようについて、デスカッションを行う予定である。
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企画名 :「災害現場におけるこころのケア、災害派遣精神医療チーム (DPAT) を知る !」

実施日 :平成 27 年 9 月 26 日（土）13:30 ～ 15:30

企画実施組織（者）: 鈴木啓子、平上久美子、鬼頭和子 (名桜大学人間健康学部看護学科 )外真直樹、新

里美智子 ( 名桜大学看護学研究科 )、遠藤洋子 ( もとぶ記念病院 )、吉岡美智子 ( 琉球病院 )、その他

学生ボランティア

企画の目的と概要

　DPAT（Disaster Psychiatric Assistance Team）とは、大規模災害などで被災した精神科病院の患者

への対応や、被災者の PTSD を初めとする精神疾患発症の予防などを支援する専門チームの事です。

DPAT は都道府県によって組織され支援活動を行っています。特に東日本大震災以降、こころのケア

チームとしてその役割と機能が明確化し、社会からの期待と要請が高まっています。

沖縄県では、昨年度から琉球病院が DPAT の体制を整え活動されています。そこで、琉球病院 DPAT チー

ムから奥浜伸一看護師さんをお招きして、DPAT 活動の実際をお聞きし、参加の方々と情報交換やディ

スカッションを行いたいと考えています。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学看護学科棟 3階　講義室 4

2. 参 加 者 :計 31 名

　　　　　　 参加者の所属別人数:〇看護師　12 名　○市役所職員などの一般参加者　4名　○教員4名

　　　　　　 〇名桜大学 4年次学生　15 名　○大学院生　1名

3. 参 加 費 :無料

4. 実施内容 :琉球病院 DPAT チームから奥浜伸一看護師さんをお招きして、DPAT 活動の実際や

研修内容などお聞きし、参加の方々と情報交換やディスカッションを行った。

実施評価と参加者の感想

沖縄県琉球病院のこころの災害医療チームの活動状況、研修状況などを知ることができた。デスカッ

ションでは沖縄県で災害がおきたときの問題点や課題など、様々な立場の方とデスカッションができと

ても有意義な研究会となった。

研究会終了後のアンケートでは、今回の内容は、参考になったという意見が多く、満足度についても

高い評価であった。自由記載として、DPAT は、立ち上がったばかりの組織であり、今後どんどん変化

していく可能性があることから今後も進捗状況を知りたいとので是非今後もこのテーマで研修を行って

ほしいとの意見があった。

今後の取組み

平成 27年 10月31日（土）13:30 ～ 15:30、「シリーズ　メンタルヘルス ･ 精神看護事例検討　第 4 回」

を行う予定である。
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企画名 :「こころの病を持つ人と暮らすということ」

～精神障がい者の家族支援について考えよう～ 
実施日 :平成 28 年 1 月 25 日（土）13:30 ～ 15:30

企画実施組織（者）: 鈴木啓子、平上久美子、鬼頭和子 (名桜大学人間健康学部看護学科 )外真直樹、新里

美智子 ( 名桜大学看護学研究科 )、遠藤洋子 ( もとぶ記念病院 )、吉岡美智子 ( 琉球病院 )、その他学生

ボランティア

企画の目的と概要

家族会は、統合失調症などの精神疾患のある患者さんを抱えるご家族が互いに悩みを分かち合い、励ま

し合う集まりです。現在、全国各地に約 1,700 程度の家族会があるといわれていますが、沖縄県北部地域

には、家族会は 1つのみであり、医療機関において個別的に家族支援が行われています。そのため、家族

だけで悩みや不安を抱えている人も少なくありません。本企画では、精神科医であり、実母が統合失調症

で精神障害の家族である夏苅郁子先生をお招きし、家族の思いや精神科医としての立場からの両方からご

講演をいただきます。患者の背後に隠れてしまう家族の問題に焦点を当て、看護師、保健師など精神科医

療に携わる皆さんとディスカッションを行い、精神科医療に携わる看護職の家族支援について学びの場と

なる機会にしたいと考えています。夏苅先生ご自身は 30 年の経験のある医師でありますが、母親が統合

失調症であったことを公表してからの 3年間の方がはるかに充実した人生であったことを告白されていま

す。先生ご自身の一人の生きる人として回復された経験をお聞きすることを通して、看護者がどうあると

よいのか深く考える機会を提供して頂けると思います。

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学看護学科棟 3階　講義室 1

2. 参 加 者 :計 100 名

 参加者の所属別人数:一般32名、名桜大学学部生38名、教員9名、精神保健関連6名、他大学・

専門学校生 5名、看護師・保健師 10 名

3. 参加費用 :無料

4. 実施内容: 夏刈郁子先生からご自身の体験と精神疾患患者を支える家族の思いなどをご講演をいただ

き、参加の方々と情報交換やディスカッションを行った。 

実施評価と参加者の感想

研究会終了後のアンケートでは、今回の内容は、とても参考になったという意見が多く、満足度につい

ても高い評価であった。自由記載では、当事者のご家族の立場として、「とても参考になった」、「人生のとっ

て貴重な体験となった」「講演会に参加してとても役に立ちました」と言う意見があった。看護師の立場

としては「今日の話参考になった」「介護者、当事者、家族の声を聴いて学びを深めることができてよかっ

た」「今後も企画を続けて下さい」「本人ばかりをみるのでは、その家族を観ることが大事と日々思うよう

になりました。ぜひ、家族の声が聞きたいと思った」などの意見があった。

今後の取組み

次回は 2016 年 2 月 20 日 ( 土曜日 )に「ケア対象者の認知と行動にはたらきかける技法を学び実践に生

かそう～認知行動療法」について 琉球大学教育学部・准教授、伊藤義徳先生先生からお話を聞き、デスカッ

ションを行う予定である。
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企画名 :「沖縄の文化に根ざした医療・看護・教育」講座　シリーズ 1

沖縄の巫女 (ノロ )の世界観と人々の精神世界　―ニライカナイからのマブイ信仰―

実施日 :平成 27 年 6 月 24 日（水）15:00 ～ 17:00

講　師 :高江洲義英（いずみ病院理事長）

企画実施組織 (者）:沖縄の文化に根ざした看護「実践と教育」研究会 

企画の目的と概要 

沖縄県において沖縄の文化に根ざした看護教育は広く実践されてまいりましたが、特に在宅看護や高齢

者看護学において、それぞれの教育機関において、また訪問看護ステーションなどの臨床の場において

さまざまな展開が行われ、経験の知が蓄積されてきたかと思います。しかし、実践における豊かな経験が

いまだ共有されておらず、体系化も進んでいない現状があります。このような中で平成 24 年に日本看護

研究学会第 38 回学術集会において宇座美代子琉大教授によって「沖縄の文化に根ざした看護教育と研究」

が提唱されました。そして同年に開催された日本看護歴史学会第 25 回学術集会で沖縄県の看護実践や看

護教育の歴史に関する報告が行われ、沖縄の文化に根ざした看護「実践と教育」の研究は本格的に取り組

まれる機運が高まってきました。このような活動の一環として「沖縄の文化に根ざした医療・看護・教育」

講座のシリーズが企画されました。

企画実施報告

1. 場　　所:名桜大学学生会館　SAKURAUM　講義室 B

2. 参 加 者:計 45 名（沖縄愛楽園、北部看護学校、浦添看護学校、大宜味村、今帰仁村、名護市、那覇市

　　　　　 琉球大学、名桜大学、名桜大学大学院、浅茅の里）

3. 参 加 費:無料

4. 実施内容:沖縄のノロの世界観と人々の精神世界―ニライカナイからマブイ信仰―

 講師の高江洲義英先生は精神病理学を専門とされている精神科医です。うるま市の「いずみ

病院」においてこの地域の精神科医療と老健施設「いずみ苑」における多くの高齢者の人々

との深い交わりと 30 年近い時間の流れの中で、入院されている患者やご家族ばかりでなく、

地域全体をも包含する癒しの場（トポス）づくりとして「いずみ病院」「いずみ苑」を運営

されて来られた。また日本をはじめアジアなど広範な地域における芸術療法を含めた文化的、

学術的な研究を実践されており、今回はこれまでの高江洲先生の精神科医療の実践と研究成

果を踏まえた講演が行われた。講演の内容は次の 3 つの項目から構成されていた。1. 何島

の風土と歴史、2. 何島の狂気観と信仰、3. 何島巫女の 2 系列―ノロとユタ。琉球王朝時代

やさらにそれ以前の沖縄の人々の精神世界を理解する上で必要とされる歴史や民俗文化の話

など高江洲先生の幅広い学識から写真・資料などを用いて講演が行われた。沖縄芝居の語り

口などでは笑いを誘い、会場を和やかにつつんでいた。後半で琉球王朝時代に誕生したノロ

の系譜やユタ誕生の話、沖縄の人々の暮らしの中で魂の迷いや、狂気をも受容する沖縄のコ

ミュニテイ【ユイマール】について、学術的な説明があった。時間をオーバしたが、質疑応

答も活発であった。

実施評価と参加者の感想

●沖縄の文化との関わりが少ない世代なので知識が少なく、沖縄の文化を知る機会となり、とても良かっ

たです。これから高齢者を理解するひとつの方法としていきたい。(30代女性 )

●方言についての講座もあったらいいなと思いました。医療や看護に関するものだけでいいので・・・。

●沖縄の肝心 ( チムククル ) について勉強になりました。自然がみな神様であるのは、幼い頃を思い出

しました。(60 代女性 )

●沖縄の歴史や芸能などが知れたので良かったです。言葉はわかるが、沖縄の唄は難しいです。(50代女性)

●ひとときのやすらぎを持たせてもらいました。ありがとうございました。(50 代女性 )
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今後の取組み

参加者は 20代が大学院生であった。また、多くは 50代 60代で女性が多かった。愛楽園から多くの看護

師の参加があり、看護教員も大勢参加していたことから本企画の第 1回の講演会としては目的にかなった

かと思う。文化の伝承はどのようにして行われていくのか、今後の研究会の方向性が得られた講演であった。

シリーズ第１回は高江洲義英先生（いずみ病院理事長）

琉球王朝時代のノロの話からユタや沖縄芝居まで沖縄の歴史と民族文化について講演された。
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企画名 :「沖縄の文化に根ざした医療・看護・教育」講座　シリーズ 2

ユタと沖縄の民間信仰ー病院におけるヌジファ等についてー

実施日 :平成 27 年 7 月 11 日（土）13:00 ～ 15:00

講　師 :浜崎盛康（琉球大学法文学部教授）

企画実施組織(者）:沖縄の文化に根差した看護「実践と教育」研究会

企画の目的と概要 :前掲

企画実施報告

1. 場　　所 :名桜大学北部生涯学習推進センター　研修室 1）

2. 参 加 者 :計 30 名（名護市、宜野湾市、今帰仁村、沖縄市、恩納村、那覇市、名桜大学、琉球大学、

 沖縄県立看護大学、北部看護学校）

3. 参 加 費 : 無料

4. 実施内容 :ユタと沖縄の民間信仰―病院におけるヌジファ等について―

 ユタは、サーダカンマリ ( 霊能能力の高い生まれ )、多くの場合一種精神病かと思われるカ

ミダーリ ( 神がかり ) 状態を経て自らのチヂガミ ( 指導神霊）を得、ユタの活動を始める。

ユタの活動内容 ( 相談内容 ) は、先祖供養から位牌の継承、マブイグミ、ヌジファ、家族

の健康や人間関係、商売など多義にわたる。また、ユタは部落の神を祀った御嶽 ( ウタキ )

への祈願なども行っている。沖縄の民間信仰において人が死んだ場合、そのマブイ ( 霊魂 )

は、身体を離れて死後も存続すると考えられている。しかし、身体を離れたマブイの中には、

その死んだ場所にとどまってしまうものがいるとされる。病院で亡くなると霊魂がにその

まま留まってしまうことがあることから、霊魂(マブイ)は、グソー(あの世)に行けない(成

仏できずにいる )ことから、ユタは、その霊魂 (マブイ )をグソーへ導き成仏させるウグァ

ン ( 御願 ) を依頼される。このことをヌジファ ( 抜霊 ) と呼ばれている。一方、事故や病

気などした場合にマブイが身体から離れてしまっていることから、マブイを身体に戻すこ

と ( マブイグミ ) もユタの仕事である。浜崎盛康先生の講演の概要は、上記の通りであっ

たが、その後、参加者からは、南部病院、北部病院に勤務されておられる看護師からは数

年前の実例が報告されて、沖縄の文化として祖霊を救うことが重要であること、また韓国

においてもユタと類似の文化があり、歴史的にも弾圧されてきた現在は社会からもその地

位が認められるようになったとの報告があり、このような地域の民俗文化の評価について

優劣をつけるのは歴史的にみて政治的政策によるものであり、間違いであることなどが議

論された。一方、宗教学的な進化論で言えばアニミズムからキリスト教やイスラム教など

の一神教とは違って沖縄の人々は、自然の神々が宿る御嶽や火のカミ様 ( ヒヌカン ) のよ

うに多神教を生きている。と、浜崎先生は、講演を閉じた。時間をかなりオーバーしたが、

その後の関係者による茶話会では「沖縄の文化に根ざした看護」について引き続き、語り

合う場を広げていくことや文化の伝承の意義についてもさらに検討することが重要である

ことが話し合われた今回は、本研究会の発起人でもある宇座美代子(琉球大学教授 )と嘉手

苅英子(沖縄県立看護大学学長 )の出席もあり、大変有意義な会となった。

実施評価と参加者の感想

●スピリチュアルケアやグリーフケアという言葉は知っていたが、意味がおぼろげだったが、今回、講座

を聞いて理解することができて良かったです。

●沖縄の文化、信仰を知ることが出来て、しばしばヌジファの場面に遭遇していましたが、今後は、スピ

ルチュアルケア、グリーフケアを視野にいれて対応しようと思いました。

●将来ナースとして働く際に（沖縄で）とても必要な知識であると感じた。まだまだ分からない沖縄の文

化について学ぶ必要があると思いました。今後の沖縄の文化を尊重した看護について考えていきたい。

●世代的にこのような特有な儀式を知る機会が少なく働くうちに学んでいった分野である。私のように

　“知らなかった”人が多いのではないでしょうか ? 最近は先生の話にあったように自分の育った文化を

見直して受け入れようと（取り入れようと）する人は増えていきと思う。
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沖縄の人々は霊魂（マブイ）を大事にされていると浜崎盛康先生

今後の取組み

●病院で行えるスピリチュアルケアについて講座をお願いします。

　臨床の看護師や介護教員などが増えてきている。文化に根ざした看護の必要性をアンケートの中からも

読み取れることができる。



─ 57 ─

企画名 :「沖縄の文化に根ざした医療・看護・教育」講座　シリーズ 3

先祖崇拝と沖縄のとーとーめー (位牌・信仰・ユタの役割 )

実施日 :平成 27 年 4 月 25 日（土）13:00 ～ 15:30

講　師 :山入端津由（沖縄国際大学教授）

企画実施組織 (者）:沖縄の文化に根ざした看護「実践と教育」研究会 

企画の目的と概要 : 前掲

企画実施報告

1. 場　　所 : 名桜大学北部生涯学習推進センター　研修室

2. 参 加 者 : 計 20 名（名桜大学 4 年次学生 2 名、名桜大学看護学科教員 6 名、北部看護学校、浦添看

護学校保育園、北部地区医師会病院、名護市、今帰仁村、宜野湾市、国頭村）

3. 参 加 費 : 無料

4. 実施内容: 沖縄社会の祖先祭祀に見られる生者と死者との関係は互恵的な関係にある。「死者は自分

が祀られている場所や特別な場所に子孫や親戚を訪ねる。訪ねた死者に対して生者たちは

敬愛、宥和、感謝の念を捧げる。死者に対する生者たちの祭祀に対して死者は生者の要求

に応える形で子孫の面倒を見ると信じられている」【饒平名 1972】。人々は子や孫の身に悪

いことが起こるとこれが祖先からの祟りなどとは考えない。むしろ後生で何か不都合なこ

とが起こっているのではないかという「シラセ（予兆）」と解される。子孫はこれが何か

と類推、勘案し修復の儀礼を行い、問題を解決する。この類推、勘案の過程で「ユタ」を

活用する。ユタこそあの世とこの世の媒介者であり、後生のことはユタしか知らないと人々

には観念されている。つまりこの世とあの世を繋ぐのがユタである。山之端先生の研究テー

マである①人々はユタのハンジをどのように使いそして自らの問題をどのように解決する

のか、②ユタヌやー（巫女の家）を訪ねる人々は何を問題として考え（自己の仮説）これ

をどのように処したいと考えているのか③人々の仮説や「解決のオプション（儀礼など）

はユタのハンジ場面でどのように展開され、方向づけされるのかという課題について研究

成果を交えて話された。またユタの社会的な機能についてもユタの成り立ちや、実際の働

き、社会存在論的な視点から解説がなされ、ユタを訪れる人々の相談内容についても事例

を用いて具体的に説明された。ユタと依頼者の織りなす語りは、自分に起こった様々な現

象を自分にとって意味あるものとして作り上げる営みであり、語りは共有する文化を背景

にした行為を意味づける仕組みである。語りや物語はその個人が納得するためのものであ

り、同時に自分を取り巻く人々にも納得させたいものである。語りが周りの人々の共感を

得ることとなると個人の体験が皆で共有され、これが個人に自信を与え安らぎとなり個人

の存在する意味や価値もこれによって高められる。ユタと依頼者が協働して作るハンジは

現在の悩みや不安を体現する「語り」である。またその語りは祖先祭祀に係る規範からの

逸脱を物語の内容に入れ込んで登場人物にかつての原家族で今は死者となった者を登場さ

せて逸脱や例外的なものを許容する一連の装置として機能しているように思われる。人々

の問題解決過程であの世とこの世の関連を通して解決の道筋が得られるとすればあの世と

この世の媒介者としてのユタは祖先祭祀を拠り所とする人々のこれからも必要とされるだ

ろう。
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ユタは生者と死者（先祖）とのつなぎ役と話される山入端津由先生

実施評価と参加者の感想

●ユタのハンジの内側に依頼者が情緒的に受け入れられるエピソードを作って受け入れやすくするよう

に届けているということを知り、病院で患者の悩みに応えられる時の手がかりになりそうだと思った。

●霊となって家族と共に生活をしているという考えは自然に身についていたが、死者を祀ることによっ

て祖先になり、恐れではなく家族の幸せのための先祖を大切にしているという文化が伝承されている

という考えがしっくり理解できた。死んだらみんな神さまになる、だから分け隔てなく尊いのだとい

う思想が改めて素敵だなと思った。

●ユタの家に行ったことが無いのですが、ムンチュウ屋の次男嫁でお盆の行事で経験していたことなの

でとても興味のある話でした。霊魂の話では亡くなった母の魂は残っているのだと思いを新たにしま

した。
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企画名 :「沖縄の文化に根ざした医療・看護・教育」講座　シリーズその 4

沖縄の文化と終末期医療

実施日 :平成 27 年 9 月 26 日（土）13 時 30 分～ 16 時 30 分

講　師 :宮城 航一（オリーブ山病院理事長）

企画実施組織（者）: 沖縄の文化に根ざした看護「実践と教育」研究会

企画の目的と概要　　前掲

企画実施報告

1. 場　　所 :北部生涯学習支援センター（エクステンションセンター）

2. 参 加 者 : 計 20 名　参加者の所属

　　　　　　 〇名桜大学学生　　○名桜大学教員　　○国立療養所愛楽園　○勝山病院　　　

3. 実施内容 :宮城航一先生は　資料をもとにして諸外国の看取りの場所についてスウエ―デン、オランダ、

フランスと日本と比較をされながらまた、関連させてドイツや北欧に数日前出かけられたこ

とから土産話として北欧でのターミナルケアについてスライドを用いてお話された。最近の

北欧では緩和ケアにしても薬などは極力使わずにできるだけ自然な姿で終末を迎えるとのこ

とで、安らかな死を地域において迎える体制や環境が整えられていると以下のようなまとめ

で話された。1.高齢者の福祉は行政の責任で行われている。このため福祉の職員は公務員で

ある、そこでは高齢者は人間性が尊重されている。生は永遠ではない、死の質を考え穏やか

に人生を閉じる環境を整えている。2.在宅介護（高齢者ナーシングホームなど）を重視して、

入院は限定的である。在宅介護の専門家を育成し地域に理解してもらう活動を展開している。

家族教育に力をいれている。高齢者ナーシングホームにナイトケアを開設している。ナーシ

ングホームでは時間がかかってもできることは本人にやらせている。高齢者の社会活動を重

視し支援している。これには多数のボランテイアの協力がある、3.栄養チューブ、胃ろうは増

設せず、自然な死、尊厳死が広く受け入れられている、4.認知症治療薬は限定的に使用して

いる、5.老人医療病棟の平均在院数が短い。などの報告がなされた。「旅たちのとき」（ホス

ピス財団冊子）からの引用として、終末期患者に寄り添うことの意味として、死は人生の最

後の段階であり、人の運営の到達点なのです。この段階において人は皆誰かがそばにいてほ

しいと望みます。寄り添い手助けをし、人生の最後の日々を安らかなものとしてくれる、そ

んな誰かを必要とする。多くの場合支援する人は医療従事者のほかに近親者がおります。寄

り添ってくれる人がいることで人はどんなに弱っていようとも、その唯一無二の存在を確認

し、価値を見出すことができます。その人の信念、秘密、沈黙、引き際に深い敬意を払うこ

とでその人の人間としての価値を見守ることになる。と話された。

　 　 　　　　ご自身のクリスチャンとしての歴史や人との出会いなどもお話されて、キリスト教の立場

から終末期の医療に携わってこられた経緯や、日頃の診療や患者さんとのこころのふれあい

などの重要性、魂の救済などやすらかな死をどのように迎えるのかは看護の大きな役割であ

ると述べられた。また沖縄の文化に触れてユタなどには頼らないで自己決定の医療の重要性

について述べられた。講演後の討論では、病院でヌジファなどを体験されてこられた臨床の

看護師からは、沖縄の人々の死生観では文化を切り離せないこと、ユタは特に医療の中では

重要ではなくても沖縄の文化のひとつとして人々の心理には色濃く影響していることなどが

論議された。

　　　　　　　最後に宮城先生からは沖縄の人々は苦難な歴史にもかかわらず沖縄人としての誇りをもっ

ていること、しかし、ユタに操られて自分の人生を非主体的に生きてはないか。終末期の患

者はグソーを恐れているのではないか、祖先崇拝儀礼だけでは終末期の患者や遺族に生きる

根源的な力を与えるものではないので「真の人生の完成を目指す思想や「自我の統合」の観

点からも議論する必要があるのではないかと述べられた。



─ 60 ─

実施評価

　北欧の話は予想していなかったので参加者には大変興味深い話であった。今回は終末期ケアについての

テーマであったが、北欧の情報も文化を意識する結果となり、またキリスト教の立場からの話も参加者に

は沖縄の文化を客観的にみる機会とった。

　沖縄の終末期の医療は病院で死を迎えることが多くなっている現在、高齢者のエンドオブライフをいか

にして迎えるのか、第 3回のユタの話であった、後世と現生との自由な往来に関する沖縄の死生観などは

キリスト教の死生観とは全く異なるがいすれにしても、やすらかな死を実現することに変わりないことが

確認できた。それぞれの人のやすらかな死にむかってどのようなアプローチをとるかはその人の死生観や

宗教などいわゆる文化的な視点からの検討が必要であろう。

やすらかな死はその人が大事にしている死生観が大事と宮城航一先生。
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企画名 :「沖縄の文化に根ざした医療・看護・教育」講座　シリーズその 5

「看取りの旅立ち」のカルテから

実施日 :平成 27 年 10 月 15 日（木）15 時～ 17 時

講　師 :天願　勇（統合医療センタークリニックぎのわん院長）

企画実施組織（者）: 沖縄の文化に根ざした看護「実践と教育」研究会

企画の目的と概要　　前掲にて省略

企画実施報告

1. 場　　所 :北部生涯学習推進センター（エクステンションセンター）

2. 参 加 者 :計 23 人　

3. 実施内容 :天願勇先生は日頃からエッセイなど文筆活動をなされていて、その一遍から「看取りと旅

立ちのかるて」と題してお話された。まず統合医療センター　クリニックぎのわんの紹介

から始められた。「私のクリニックでは生活習慣病の栄養指導と運動療法を実践してきた

が、患者の多くが女性で、自分の意志で通ってくる男性は少ない、奥さんなどに促されて

通ってくる人が多い」、統合医療の実践についての説明では「これまでは健康管理は専門家

への過度の依存だったが、これからの時代は個人が自己責任で選ぶ時代になってきた。そ

の流れで登場したのが統合医療である」と話され、また「統合医療は患者中心の医療であ

り、医師と患者との対話と協調が求められ、あらゆる医療の中から患者自身が最良の方法

を選択し、病気の治療のみならず健康、予防、社会環境を考慮した本質的な実践活動であり、

豊かな経験と確かな根拠に基づく究極の医療である」と述べられた。PPT を用いながら事例

を紹介して頂いた。奄美の Iさん（89 歳 / 女性）は、約 2カ月前に腹部が脹れて病院に行っ

たところ胆のうがんの肝転移、肺転移が見つかった。担当医から本人には胆のう炎と説明、

家族には末期がんで余命 3 カ月と告知された。永年住み慣れた自宅に戻り長男夫妻と近く

に住む娘や孫が介護した。「今年は孫が二人結婚するので 元気になりたい」と話していたが、

私が往診に行くと、「もうすぐ 90 歳なので いつお迎えが来ても覚悟は出来ています。でき

るだけ楽に逝かせて下さいね」と哀願された。孫に看護師や整体師がいるので最期まで自

宅で過ごしたいと望み、往診に伺う度に両手を合わせて感謝を表した。家族によると通帳

の整理や遺言も 済ませたという。モルヒネの貼り薬でお腹の痛みは抑えられ、すやすや眠っ

た。そのうちに食事が摂れなくなり、意識がもうろうとなった。長男の嫁が自ら”おくり

びと“を任命されていると名乗り出た。亡くなる 2週間前に撮った記念写真には自宅のベッ

ド上に座った I さんと私の後方に、3 名の女性が笑顔で写っており、目を凝らすと、I さん

の胸には 3 年前に亡くなった夫の遺影が抱かれていた。後方に写っている 3 名の女性は介

護士と長男の嫁である。I さんは亡くなる前日の夜中まで嫁とこれまでの人生で楽しかっ

た思い出話をし「お迎えが来るのであの世へ持っていくお土産を準備してね」と言い残し、

数時間後には息を引き取った。死んだ後もあの世で懐かしい誰かと会える『お迎え現象』

は死の恐怖や不安を和らげ、冥途への希望の光となる。沖縄では昔からニライ・カナイと

いう海の彼方に楽土があると言い伝えられているが、実際にはもっと身近なところに祖先

の霊がいて現世の人々と交流している。生きている人の心には死者の魂が宿っており、墓

の前庭で清明祭を行う。子宮の形をした亀甲墓と呼ばれる墓には広い前庭がある。清明祭

では墓の掃除と墓参を行い、墓庭ではピクニックのような雰囲気で親類が集い、祖先と共

に食事（餅や豚肉料理、お菓子、果物）を楽しむ風習がある。多くの墓地（霊園）は空と

海を見渡す高台にあり、あの世はこの世と重なりあって死者は祖先と自由に交流できる。

 　奄美大島で生まれ育ったIさんが遺した『私の生い立ち』によると『死は後生（グソー）への旅立

ち』と考えるので、自分で使う愛用品と亡くなった祖先と会った時の土産を準備して棺におさめ

る風習が残っている。
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 ウチカビと呼ばれる冥途の金もある。

 歴史や文化は、人々の思いを言葉だけでなく目に見える行動の記録として残った「物語」であり、

各地方によって異なる。特に、高齢の女性（オバー）は強く逞しい。オバーの人生は先祖から子孫

へと連なる遺伝子の帯であり、家族が安心立命する”願い“を唱える役目でもある。沖縄では今でも、

旧暦一日・十五日のヒヌカン（火の神）とトートーメー（祖先の位牌）の祈願はオバーの役目とし

て習慣化している。

 I さんは『私の生い立ち』を小冊子にして残されていた。大正 9 年生まれの I さんは奄美大島で 7 名

姉妹の長女として生まれ、子供の頃から信心深く家族思いだった。昔、奄美地方では、改葬（人の死後、

死体を埋葬し三年から五年後に掘り起こし、洗骨して甕に納めなおす風習）があったという。お盆

の時期になると、早朝から墓参りをして先祖の霊をお供して、夜は門前に提燈を灯してご先祖を迎

えた。家の中には屏風を立て、中にご先祖様が本当におられるようだったと書かれていた。

 奄美大島の大家族のおおらかな四季折々の様子が『島の暮らし』として記録され、『青春』『結婚・出産・

暮らし』『沖縄へ』『子供の進路・仕事への情熱』『孫達の誕生・母逝く・慶事』『孫達の結婚・夫逝く』

で終わっていた。O 家の仏壇に祭られた I さん夫妻の遺影は今でも子孫の果報（カフー）を見守って

いる。（天願勇、看取りのカルテから一部引用）そして天願先生ご自身のご家族（奥様）のがんに向

き合った生き方、看取りのお話などは多くの受講者にとって深く身に染み入るような感銘深い内容

でした。

実施評価と参加者の感想

　これまでのシリーズで沖縄の文化、特にノロやユタなど宗教的な、あるいは学問的な内容が主であった

が今回の天願先生のお話はこの沖縄の地で終末期を生きる人々が、どのようにして家族や地域の人々と共

に過ごし、またどのようにすれば安らかな旅立ちを迎えることができるのか、そして医療者としてはどの

ように支えることが出来るのかを具体的に学ぶことができた貴重な講演だったと思います。数多くの事例

を交えてのお話は大変わかりやすく、より身近なテーマとして受講者一人ひとりにとって深い学びができた。

　沖縄の文化に根差した看護実践は、沖縄の地で生きそして死んでいく人々の魂 <ちむぐくる >の癒しと

してとらえることができるかと思う。このような意味ではケアリングの概念からも説明や解釈が可能とな

ることが明らかにされた。言葉のひとつひとつに反応する身体は、音や光や皮膚の感触など生活を取り巻

くすべてがその人の記憶の中をめぐり思いを通して自分を意識して（自己と向き合い）その人の人生を統

合することから、看護者や医療者はその人の自己実現のお手伝いをする役割をもっていることを今回の天

願先生の講演から改めて学ぶことができた。

　今回は木曜日という期日を設定して地域の医院（クリニック）の看護職者の方にもできるだけ多く参加

してほしいと期待して実施された。しかし、クリニックからの参加者はなく北部地区医師会などへの広報

の仕方について課題が残された。

ご講演される天願勇先生 天願先生の具体的なお話は大変わかりやすくまた

身近なテーマだけに深い学びになりました。
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企画名 :「沖縄の文化に根ざした医療・看護・教育」講座　シリーズその 6

総括フォーラム「沖縄の文化と看護教育・研究」

実施日 : 平成 28 年 2 月 27 日（土）13 時 30 分～ 16 時 30 分

講　師 :宇座美代子　　天願空乃　　金城祥教　　嘉手苅英子　

企画実施報告

1. 場　　所 :北部生涯学習推進センター（エクステンションセンター）

2. 参 加 者 :計 15 人

3. 実施内容 :シリーズの総括として沖縄の文化と身体性というテーマで名桜大学の金城祥教先生がプレ

ゼンを行い続いて琉球大学の宇座美代子先生が「病院における沖縄方言研究」と題して学

生の卒業研究「患者と看護師の方言使用に関する研究」の報告を行った。看護の場におけ

る患者とのコミュ二ケション困難経験の調査を通して、患者の立場から沖縄方言のもつ意

味を明らかにした。患者のニーズを捉えるためにもまた精神的な安楽を提供するためにも

看護師は方言を理解することが必要であることを明らかにした。続いて名桜大学 4年生の

天願空乃さんが「拝みの影響―地域高齢者へのインタビューから」と題して卒業研究を報

告した。天願さんは研究の動機として「沖縄の伝統文化として祖先崇拝があり清明祭やお

盆など 1年を通じて位牌などへ向かう高齢者の「拝む」ことの体験世界がその人の健康に

どのような影響をもたらしているのか、明らかにしたい」と述べ、　位牌や火の神への拝み

は生活に密着したもので高齢者の健康に影響をもたらし、家族や地域のための拝みは高齢

者への自己肯定感や幸福感をもたらし QOL を高めることにつながっていると研究の成果を

発表した。その後　沖縄県立大学の嘉手苅英子先生の司会で沖縄の文化に根ざした看護教

育の必要性や、どのように教材化していくかなど包括的な討論が行われた。

　　　　　　　フロアーからは吉川安一先生（名桜大学名誉教授）や比嘉佑典先生（元名桜大学理事長）、

シリーズ 3「先祖崇拝と沖縄のとーとーめ」の講演者、山入端津由先生（沖縄国際大学）や

医学書院の「看護教育」編集者の大野学氏などからの質疑があり、医療・看護の場におい

ても人々の生活文化が色濃く反映されており、沖縄の文化に根差した看護が求められてい

ることが改めて理解された。今回のシリーズでは高齢者の行動特性として文化が語られた

のであるが、出産や子供に関する沖縄の文化・習俗については十分な議論ができなかった。

看護研究としては学生の卒業研究を題材として取り上げられたのであるが、現在の看護学

生がどの程度沖縄の文化に関心をもっているのかという視点で今回の学生の研究は大変興

味あるものとなった。また広島から来られた北野先生から発表内容についての素朴な質問

があり、異文化の視点が入ることにより沖縄の文化がより鮮明になることも興味を引いた。

実施評価と参加者の感想

　総括フォーラムとして参加者は少なかったが、内容としてはより深められ、沖縄の人々の暮らしの中で

かいまみられる、祈りや自然との対話としての拝み（ウガン）、そして後生（グソー）と現生とを往来す

る意識の在り様は、南島文化の特色でもあろうか。人々はこのような文化の中で生をうけ、そして死んで

いくのであるから、その生死に関わる医療者や看護者は　自身の内なる文化を意識してのケア行動が求め

られている。今回のシリーズでは看護の具体的事例を交えての学習が不十分であったことから、次年度に

向けて「沖縄の文化に根差した看護実践の具体的な事例検討を行うことが話し合われた。日々の看護実践

の中にケアリングの概念で照射（再定義）してみることも面白い取りくみとなるであろう。今後とも沖縄

の文化に根差した看護実践をより豊かにしていく取組として継続されていくことが期待されている。
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第一部 発表者 : 宇座美代子先生（琉球大学）と天願空乃さん（名桜大学）

山入端津由先生（沖縄国際大学） 大野学さん（医学書院）

吉川安一先生と比嘉佑典先生 佐和田重信先生（名桜大学高齢者看護学）

第二部 総括フォーラム座長 :嘉手苅英子先生（県立看護大学学長）
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企画名 :第 1回　北部地域看護・介護実践報告会・表彰

実施日と場所 :平成 28 年 3 月 5 日（土）13 時 30 ～ 17 時（名桜大学学生会館 SAKURAUM　3 階講義室 B）

企画実施組織（者）: 看護実践教育研究センター

企画の目的と概要

【実践報告会】

趣　　旨 :地域包括ケア時代を迎えるにあたり北部地域の保健・医療・福祉施設に勤めている看護職が一

同に会して、看護（介護）実践に関する情報交換を行い、互いに理解を深めながらケアの質

の向上と地域包括ケアシステムづくりを促進することを目的として開催する。

実施要領 : 1. 各施設の研究発表会（実践報告会）の中から、1 ～ 3 題をもちより報告を行う。以前に施

設内で発表した演題でも構わないこととし、発表資料は各施設での発表会等で用いた資料などを

用いる。

 2. 実践を持ち寄って、情報交換を目的としているため、内容は、実践者同士の質疑応答を主

とし、査読（審査）や報告内容についての優劣をつけることはしない。

 3. 看護または介護実践の報告とするが、医療安全や医療情報管理など看護・介護実践に関連

する事柄の報告でもよい。

【表　　彰】

趣　　旨 :北部地域の看護・介護施設において頑張っている看護職員を勇気づけ、元気づけ、そして職場

を明るくすることを目的として「ナーシング・オブ・ザ・イヤー」表彰を実施する。

実施要領 : 当該施設において最も頑張った方々を表彰し、労を讃えると同時に、職場の同僚にとっても活動

の励みになることが期待されることから、職場単位で職場長または同僚評価で候補者を（1～ 2人）

推薦してもらい、所定の様式にて申請する。名称（ネーミング）はその人の功労にふさわしい楽

しく自由な名称とし、表彰には物語を添える。毎年全体で5～ 10人程度の表彰を行う。尚、職

種は看護・介護いずれも該当することからナーシングオブザイヤーとした。

企画実施報告

平成 27 年度北部地域看護・介護実践報告会プログラム

総合司会 :玉井　なおみ

開会の挨拶　　　　　　　　　　　　　　　 名桜大学看護実践教育研究センター長　　金城　祥教

　来賓挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北部地区医師会会長　　上地　博之

1. ナーシング・オブ・ザ・イヤー表彰の部　　　　　　　　　　　　　         進行 :八木澤　良子

	【表彰名及び表彰者】	

* ハンセン病看護の達人で賞 :国立療養所沖縄愛楽園准看護師　岸本　ちか子

*「愛楽園内の ｢お・も・て・な・し ｣No1 で賞 :国立療養所沖縄愛楽園介護員　玉城　恵子

*チームワークで取り組み頑張ったで賞 :独立行政法人国立病院機構琉球病院　外来看護師チーム

*ママさんナースも戻って頑張っているで賞 :医療法人野毛会もとぶ野毛病院看護師　村上　愛

*諸配り賞 :仲村小児科 ･内科 ･皮フ科医院准看護師　具志堅　秀子

*ひそかにとても頑張っているで賞 :医療法人琉心会勝山病院介護福祉士　島袋　真希

看護・介護実践報告の部　

Ⅰ部　座長 :沖縄愛楽園　松川　民子

1. 体圧分散用具の評価～体圧分圧測定器を導入して～ : 医療法人野毛会　もとぶ野毛病院 2 病棟看護師

金城　真琴

2. アルコール依存症外来の通院状況における調査～カルテベースでの後ろ向き調査より治療継続群から

の考察～ :国立病院機構　琉球病院看護師　高良　朋子

3. 続・プライマリーナースと連携して快適な生活環境を! ～長期入院患者の受け持ち担当制を導入して :

国立病院機構　琉球病院看護助手　岳原　亜矢
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4.B 施設における問題飲酒状況の把握と対策への取り組み～節酒に向けての介入を通して～ : 北部地区医

師会病院健康管理センター保健師　澤岻千晶

5. 便秘の患者さんへの生活支援技術を取り入れて～用手的微振動を用いて～ : 北部地区医師会病院整形

外科病棟看護師　島袋ちあき

Ⅱ部　座長 :北部地区医師会病院　猪股啓子

6. 経管栄養チューブ挿入手順の検討 :沖縄県立北部病院看護部　　副看護部長 崎浜礼子　宮城泉　

7. 入所者が考えるエンド・オブ・ライフ :国立療養所沖縄愛楽園　第二不自由病棟看護師　上地舞子

8. 入所者参画型の津波訓練実施報告 :国立療養所沖縄愛楽園　医療安全管理室看護師長　翁長稔

9. 人工呼吸器を装着している ALS 患者の在宅療養におけるコミュニケーションと訪問看護～他業種連携に

ついて考える～ :医療法人琉心会りゅうしん老人訪問看護ステーション看護師　宮城由美恵

10. 偏見や差別に悩むA氏の里帰りへの取り組み:国立療養所沖縄愛楽園　第三不自由病棟介護員　深松真由美

11.「終末期看護の充実に向けて」～看護師の意識調査から実践へ～ :沖縄県立北部病院 5階東病棟看護師

大嶺孝子

実施評価と参加者の感想

　北部地域の看護職者が一堂に集まり、お互いの看護・介護実践を理解しあうという集いは今回が初めて

の試みであったが新聞への広報などもあり、さらに北部地区医師会の後援をうけての開催となったことか

ら多くの関係者に参加して頂いた。このような企画には臨床の側の医療・福祉制度の改革などが急速に行

われ地域包括ケアシステムの構築（急性期医療機関などと地域在宅施設との連携）が叫ばれており、待っ

たなしの危機感もあったことから共通認識のもとで実現できたものと言える。北部地域のすべての保健・

医療・福祉施設が参加できたわけではないが、今後の地域連携の在り方として関係者の関心を喚起して、

連携や協働に向けての第一歩を踏みだすことができたものと思われる。

　また看護職のみならず、介護職にとってもこのような実践の発表の場ができたことは大いに仕事への情熱と

専門職としての意識の向上、意欲の向上をもたらし　そしてケアの質の向上に繋がっていくものと思われる。

平成 28 年 3 月 6 日（日）琉球新報に掲載された
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金城祥教　看護実践教育研究センター長の挨拶 来賓挨拶 :上地博之北部地区医師会長
地域包括ケアシステムにおける北部地域の施設連
携の重要性を説明。

表彰式　北部地区医師会長上地博之先生と金城祥教センター長、功労表彰された方々（個人 4人、団体 1）

前半発表の部 :座長の松川民子さん（国立療養所
愛楽園看護部）

医療関係者のみならず一般市民も参加され、北部
地域の看護・介護の実情について理解を深めた
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新築したばかりの学生会館ＳＡＫＵＲＡＵＭは
とても良い学習の場でした。

看護助手の新たな役割について

施設における飲酒問題について後半発表の部 :座長の猪股啓子さん
（北部地区医師会看護部）

終末期看護に向けての看護師の意識調査から 用手微振動による便秘改善の実践報告

質疑応答も活発に行われた。 実践報告は自信につながりました。
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図３　居住地別割合(n=401)

平成 27 年度 看護実践教育研究センターの活動に関する調査結果報告

１．調査の概要

①調査実施期間：平成 27 年 12 月 3 日～12 月 22 日

②配布施設 ：北部地域の総合病院等 10 箇所

③配布数 ：510

④回収数 ：401（回答率 78.6％）

⑤有効回答数：401

2．回答者の職種と年齢区分について

職種は看護師 92・0％であった。年齢区分は 40 歳代 34.2％、30 歳代 29.2％であった。

3．回答者の居住地と職場の所在地について

回答者の居住地は、名護市が 51.6％、名護市以外の北部地域が 18.7％であった。

職場の所在地は、名護市が 50.6％、名護市以外の北部地域は 32.2％であった。

4．研修会等への参加状況について

参加経験者は 28.7％、参加したことがない者は 52.4％、プログラムを知らないは 16.7％で

あった。
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5．センター企画研修会等への参加の有無および参加回数について

参加したことがない者は 66.1％であった。参加回数 1 回は 43.6％であった。 

6．センター企画研修会参加経験者の研修会ごとの参加者数について（複数回答）

「臨床に活かす看護研究」は 13.7％と最も高く、次に「ナーシングバイオメカニ

ズムにもとづく生活支援技術セミナー」は 12.5％であった。 

7．センター企画研修会参加者の各研修への評価について（複数回答）

企画ごとに「よかった」と回答した者の割合を示した。 

8．研修会参加者のセンター企画研修会への継続希望について

継続してほしいと答えた者は、CSD は 100％、口腔ケアは 95.0％、看護研究は 87.8％、

ナーシングバイオメカニズムにもとづく生活支援技術セミナーは 83.3％であった。 
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5．センター企画研修会等への参加の有無および参加回数について

参加したことがない者は 66.1％であった。参加回数 1 回は 43.6％であった。 

6．センター企画研修会参加経験者の研修会ごとの参加者数について（複数回答）

「臨床に活かす看護研究」は 13.7％と最も高く、次に「ナーシングバイオメカニ

ズムにもとづく生活支援技術セミナー」は 12.5％であった。 

7．センター企画研修会参加者の各研修への評価について（複数回答）

企画ごとに「よかった」と回答した者の割合を示した。 

8．研修会参加者のセンター企画研修会への継続希望について

継続してほしいと答えた者は、CSD は 100％、口腔ケアは 95.0％、看護研究は 87.8％、

ナーシングバイオメカニズムにもとづく生活支援技術セミナーは 83.3％であった。 

66.1％

27.7％

6.2％

図6 参加の有無(n=401)

ない

ある

未記入

43.6

25.7

10.9 11.9
5.0 2.0 1.0

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

１回 2回 3回 4回 5回 6回 7回

図7 参加回数(n=111)

％

100.0

95.0

87.8

83.3

71.4

0.0 

5.0

12.2

16.7

28.6

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

CSD

口腔ケア

看護研究

看護技術

懇談会

図10 研修会ごとの継続希望の有無

継続を望む

わからない

96.3 95.9 100.0 100.0

71.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

看護研究(n=55) 看護技術(n=50) 口腔ケア(n=28) CSD(n=22) 懇談会(n=7)

図10 各研修会の評価（よかったとの回答数）

％

13.7(55人)
12.5(50人)

7.0(28人)
5.5(22人)

1.7(7人)

0.0

5.0

10.0

15.0

看護研究 看護技術 口腔ケア CSD 懇談会

図9 参加経験者の各研修会への参加者数

% 

（n=7）

（n=50）

（n=55）

（n=28）

（n=22）

９.調査施設の研修会参加状況について 
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名桜大学看護実践教育研究センター

（Practical Nursing Education and Research Center of Meio University）規程

（平成25年3月21日制定）

（趣旨）

第1条　この規程は、名桜大学看護実践教育研究センター (Practical Nursing Education and Research 

Center of Meio University )（以下「センター」という。）の組織運営等について、必要な事項を定める。

（目的）

第2条　センターは、名桜大学の付属機関として北部地域の保健・医療・福祉施設におけるケアの質の向上を

目的とした看護系職員の継続教育・研究の支援を行う。あわせて関係自治体や機関等と連携し、少子・高

齢化社会に対応する ケアの“実践・教育・研究”の地域の拠点（Center of Community）をめざすものである。

（活動）

第3条　センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。

⑴　保健・医療・福祉関連施設の従事者を対象としたケアの質の向上を目的とした教育・研究等に係る支

援を行う。

⑵　その他目的達成に必要と認められる活動に関すること

（構成）

第4条　センターは、センター長、副センター長、センター運営委員で構成する。

2　センターの下に学生による支援団体を配置できる。設置に関しては、別に定める。

（センター長）

第5条　センター長は、センターを代表し、センターの活動を統括する。

2　センター長は、本学の専任教員の中から学長が任命する。

（副センター長）

第6条　副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代

行する。

2　副センター長は、センター長が運営委員の中から指名し、学長が任命する。

（センター長及び副センター長の任期）

第7条　センター長及び副センター長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2　センター長又は副センター長に事故あるとき又は欠けたときの後任者の任期は、前任者の在任期間とする。

（運営委員会）

第8条　センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。

2　運営委員会は、次の者をもって組織する。

　⑴　センター長

　⑵　副センター長

　⑶　人間健康学部から推薦された専任教員若干人

　⑷　その他、センター長が特に必要と認める者

3　委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4　運営委員会は、必要に応じてセンター長が招集し、その議長となる。

5　運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。

6　運営委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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（審議事項）

第9条　運営委員会の審議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

　⑴　センターの管理運営に関すること

　⑵　センターの事業計画に関すること

　⑶　センターの予算に関すること

　⑷　その他センターに関する重要事項

（改廃）

第10条　この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て、学長が行う。

（補則）

第11条　この規程に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、

センター長が別に定める。

　　　附　則

　この規程は、平成25年4月1日から施行する。
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あ　と　が　き

看護実践教育研究センターは、平成 25 年の設立時から、看護の“実践・教育・研究の地域の拠

点“として、北部地域の看護系職員の継続教育や研究支援のほか、看護専門職としてのスキルアッ

プを目指した様々な研修会や講演会を企画・実施してきました。平成 27 年度も看護研究を始め、

生活支援技術や口腔ケア、メンタルヘルス関連研修会の他、母性看護や小児看護、地域看護、等

に関する研修および講演会が実施されました。

センター企画の一つである「臨床で生かす看護研究」研修会には、今年も多くの方にご参加い

ただきました。研修会終了後も、継続して看護研究指導をさせていただく機会があり、院内研究

発表会では、堂々と自信をもって発表している姿が、頼もしく印象的であったとの嬉しい報告も

ありました。また、生活支援技術や口腔ケア研修会は、「明日からケアに活かせる」「自信をもっ

てケアを提供できる」と受講者に非常に好評で、北部地域で開催する意義の大きさを感じました。

他の企画においても、担当した看護学科教員および事務職員のご協力とご尽力のお蔭で、参加者

から高い評価をいただいています。

本年次報告書は、各企画の実施評価および今後の取り組み等の実施報告の他、北部地区の 10 施

設を対象に実施した「平成 27 年度看護実践教育研究センターの活動に関する調査結果報告」を巻

末に掲載いたしました。調査結果から、当センターが企画する看護研究や生活支援技術等の研修

会の開催について、約 80% 以上の方が継続を希望していることが分かりました。しかし、参加施

設が偏っていること、回答者の約 50% は、これまで参加したことがなく、プログラムを知らない

と答えた人は約 17% でした。今後も、委員の先生方や担当の看護学科教員はもちろん、学内外の

協力を得て、継続的な広報活動を推進する必要性を感じています。

本報告書は、金城祥教センター長をはじめ、看護実践教育研究センター運営委員の先生や、看

護学科の企画担当教員、原稿整理や印刷担当業者との連絡調整等を担当してくださった事務の知

念恵さんのご苦労の賜物です。お忙しい中ご協力ありがとうございました。

最後に、平成 27 年度看護実践教育研究センター年次報告書の発行にご協力いただきました看護

学科教員の皆さま、職員の皆さまに御礼申し上げます。

平成 27 年 3 月吉日

名桜大学看護実践教育研究センター

副センタ―長　比嘉憲枝
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