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看護基礎教育におけるトランスレーショナル教育の試み
浅野
キーワード

トランスレーショナル

美知恵
学習の転移

科学的思考

看護学

教育

Ⅰ．生活者の視点を重視し健康を科学する看護

り、教育方法の主な問いは、ａ.知識や技術を

学教育の新たな試み

着実に修得するにはどのような方法があるか、

超高齢社会の我が国において、厚生労働省は

ｂ.他の分野の学問をつなげて活用できるよう

地域包括ケアシステムの実現、および、病院完

になるにはどのような方法があるか、ｃ.看護

結型の医療から地域完結型医療への移行を推進

学の基盤となる教養教育科目および専門基礎教

している。高齢者の健康問題、虐待・いじめ、

育科目とのつながりをいかに教えるか、であっ

がん・難病体験者の就労・修学支援など多様な

た。これらの問い、および教育理念とディプロ

健康問題・健康ニーズに対応できる看護職者の

マ・ポリシーの達成に向けた教育目標を、開設

役割発揮が期待されている。

前の社会情勢に関する情報を収集・分析しなが

大学の看護基礎教育に関しては、文部科学省

ら検討を重ねていった。そして、トランスレー

(2017a)による「学士課程においてコアとなる

ショナルという概念を中心に据え科学的思考の

看護実践能力と卒業時到達目標」の策定（大学

定着を図る教育、すなわち、トランスレーショ

における看護系人材養成の在り方に関する検討

ナル教育、という教育方法を導き出した。

会）が行われ、質保証の推進・強化および多様
な健康問題へ対応する看護実践力の育成が喫緊

Ⅱ．東邦大学健康科学部におけるトランスレー

の課題となっている。

ショナル教育

このような情勢の中、東邦大学健康科学部

「トランスレーショナル」という用語は、医

は、本学5番目の学部として看護学科1学科で

療のなかでは“基礎から臨床への橋渡し(Bench

2017年4月に開設された。超高齢社会の健康問

to Bedside)”の意で用いられており、文部科

題の変化および千葉県の深刻な看護職不足へ対

学省（2018a）は、トランスレーショナル・

応するという使命をもち、千葉県にある佐倉看

リサーチ事業を2004年に開始し、橋渡し研

護専門学校を発展させる形で薬学部・理学部の

究を推進している。2017年度から第3期に入

ある習志野キャンパスに設置された。

り、日本全体で橋渡し研究を推進する体制をさ

健康科学部に所属する看護学科は、社会の多

らに強化・発展させ、日本発の革新的な医薬品

様な健康支援に対する要請に応えるべく、生活

・医療機器等をより多く創出することにより、世

者の視点を重視し、健康科学の視座から健康の

界一の健康長寿社会の実現に貢献することを目

本質と健康支援の実践および看護学を探究する。

指している。

そのため、科学的思考などの科学力も重視し、

「translational」
（形）は、
「translation」
（名）

リーダーシップを発揮できる看護の専門家育成

の派生語であり、トランスレーションには、位

に貢献する。

置や領域などの移動、移転、転換の意味がある

そこで、看護学において科学的思考を着実に

(プログレッシブ英和中辞典）。

身につけるにはどのような教育方法があるか、

一方、心理学、特に認知心理学においてtransfer

吟味した。主なキーワードは「科学的思考」

(転移)とは、「ある状況で獲得した知識が後の

「つなげる」「活用する」「着実に」などであ

状況での問題解決や学習につながる現象」を

東邦大学健康科学部
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意味する。知識が蓄積されれば転移が起こると

かと指摘し、ちょっとハードルが高いと思える

は限らないこと、日常に関わる例示が転移を

ことは、使う場面から入っていくという方法の

引き起こすことが明らかとなっている。白水

有効性を示唆する。

(2012）は、学習科学的な転移研究の課題とし

看護学を学習する場合、学習と転移のプロセ

て、知識の性質について、学習（学校で教えら

スに着目すること、ラーニングとアンラーニン

れる一般的知識）外の状況に持ち運べるか、後

グという学び方があることなど、参考になる考

から必要に応じて編集できるか、あたらしい問

え方である。

題に活用できるかという視点での評価の必要性

本学部では、移転、転換という意味に着目

を示唆した。そして、日常生活の中では学んだ

し、トランスレーショナルという用語を、知

知識を使って様々な情報を活用して問題の解決

識・技術の移転という意味で用いる。ここでい

を図っていることから、学習者の学習と転移の

う知識・技術には、リテラシー（読み書きの能

プロセスに着目した事例を蓄積することで新た

力、表現されたものを理解・分析し活用する能

な理論構築の可能性を言及している。

力、応用力）と、論理思考・批判的思考（クリ

また、学習の転移（transfer of learning）

ティカル・シンキング）の能力の発揮も含む。

という用語は、心理学および教育学で用いられ

すなわち、知識・技術の移転は、知識をそのま

ている。転移とは、前の学習が後続の学習に影

ま活用することのみならず、状況に応じてその

響を及ぼすことをいい、学習の促進などプラス

内容を判断し応用することのどちらも重視する

の影響を及ぼすことを正の転移、学習の阻害な

のである。この概念を中核に据え教育課程を構

どマイナスの影響を及ぼすことを負の転移とい

築していくことで、論理的思考力とそれに基づ

う。一般に、技能学習では正の転移は見られる

く判断力の育成、看護学のエビデンスについて

が負の転移は見られにくいという。この負の学

の研究への志向性、看護実践に必要とされる知

習転移が為される場合は、アンラーニングによ

識・技術・態度の基礎的な能力の育成を目的と

る学び方がある。

する。

アンラーニング（unlearning）とは、行動心

看護学におけるトランスレーショナルは、関

理学の用語で、学習棄却と訳され、いったん学

連の知識・技術の転移が、基礎看護から臨床看

んだ知識や既存の価値観を批判的思考によって

護へ、看護学の専門領域内で、他学問から看護

意識的に棄て去り、新たに学び直すことをいう

学へ行われる。トランスレーショナル教育は学

（デジタル大辞泉、Cambridge Dictionary +Plus）。

内での授業や実習などで積極的、意図的、反復

ビジネス基本用語集のアンラーニングの項では、

的な教育を行うことを特色とする。

さらに、「継続的な成長のためには、2種類の

この方法自体は、「活用」という言葉でこれ

一見相反する行動、いわゆる学習（learning）

までも取り組まれていることであるが、敢えて

と学習棄却（unlearning）のサイクルを回して

「知識・技術の移転」という事象にスポットラ

いくことが必要とされる。このアンラーニング

イトを当てることで特にその意味を意識するこ

とは、個人のレベルにとどまらず組織学習の議

とを強化し、基盤とする知識・技術を認識して

論の中で注目されている概念で、組織が不確実

意図的な活動につなげることを期待する。

な環境の中で継続的にイノベーションを実現し

看護基礎教育において「トランスレーショナ

ていくためには不可欠の学習行動とされる。」

ル」に着眼する理由は主に３つある。これは大

と説明している。

学で看護学を学ぶということとも大いに関連す

また、市川（2001）は、「基礎から積み上げ

る。

る学び」と「基礎に降りていく学び」というこ

①看護学という学問が実践の科学であることか

とのバランスがこれまでは悪すぎたのではない

ら、看護学実習において、学んだ理論など学問
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を現場の実践活動に適用、応用している。この

者は、学んだ理論・技能を実社会で適用、応用

過程において、トランスレーショナルは実行さ

して生活している。この過程において、トラン

れている。ここに着眼することで、根拠が明確

スレーショナルは実行されている。ここに着眼

となると考える。

することで、着実に身につける事が明確となる

②生活／暮らしを重視する看護学教育を実践し

と考える。

ている本学部では、健康支援の対象について、

各授業科目の関連は、授業科目構造図（図2）

個人の健康、集団としての家族の健康、地域全

に、学年間の関連はディプロマ・ポリシーに基

体の健康に焦点を当て(図1)、生活者の視点

づく学年別学修目標を定め一覧表（表1）にし

に立って、対象者中心の質の高い看護の実践を

て東邦大学健康科学部履修要覧(2019a､2019b)

目指す。焦点を当てた対象を理解し支援する場

に掲載し、学生への周知を図っている。

合、他の対象とのつながりも含めた理解と支援
が必要となる。その過程でトランスレーショナ

Ⅲ．トランスレーショナル教育の実際

ルが実行されている。図１に示す個人の健康に

後期中等教育から高等教育へのトランスレー

焦点を当てる看護領域の名称は、トランスレー

ショナル教育は、専門性の高い知識・技術・倫

ショナル看護領域となっている。初めて聞く人

理を学び理論と実践を身につけていく準備とし

には違和感や意外性をもつかもしれない。看護

て、1年次春学期開講の「生物学入門」、「化

学の専門分野の基礎看護学と成人看護学との連

学入門」、「倫理ことはじめ」、「文章表現入

携による一貫した教育を臨床看護学として教え

門」などの自由科目を設けた。

ようという試みであり、この名称には、本学部

１年次春学期は、「自然科学概論」、「健康

のトランスレーショナル教育の象徴としての意

科学概論」、「トランスレーショナルへの挑戦」

味が込められたのである。

などを介して看護と自然科学系学問分野の知識

③リベラルアーツ教育を基盤にするリテラシー

との結びつきを学ぶ。例えば、「トランスレー

の能力、倫理観の醸成による人間力、社会の一

ショナルへの挑戦」ではトランスレーショナル

員として自律して活動できる社会人力を育成す

の体験をとおして学ぶ。1つ目は、身の回りか

るのが大学教育である。この大学教育を受けた

ら採取した菌の観察や身体に関する生理学的実

図1

東邦大学健康科学部における看護学の専門領域編成
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験で得たデータを、健康な生活の場面や看護と

「老年看護学実習Ⅰ」の臨地実習を順次履修す

関連づけてレポートにまとめる。2つ目は、身

ることで、看護展開の思考過程を基礎から応用

体を活用した実験を体験する。さらに、3つ目

へと積み上げて学べるように編成している。こ

は事例を読み解く。これらの過程をとおして、

れらの学修を通して、臨床現場における対象者

知識の移転が体験できる仕組みになっている。

の理解及び生じている事象を科学的に捉え、対

2年次に「看護実践の基礎」、「臨床実践Ⅰ」、

象者への看護援助（ケア）を論理的に思考し説

学 位

到達度試験

＜保健師専門科目＞

プレ・プロフェッショナル看護領域
公衆衛生看護学の技術

公衆衛生看護学の臨地実習

統合科目の臨地実習

各看護学の理論

看護研究入門

看護管理論

看護研究

看護哲学

看護の役割と実践の探究

チーム活動論

臨床実践技術の探究

チーム医療演習

看護安全論

看護実践の探究

学校保健・産業保健
公衆衛生看護管理論

看護の基本技術

各看護学の理論

発達看護論

公衆衛生看護学実習Ⅰ

公衆衛生看護学の理論

公衆衛生看護学実習Ⅱ

ファミリーヘルス看護領域
各看護学の臨地実習

公衆衛生看護学活動論

コミュニティヘルス看護領域
各看護学の臨地実習

母性看護学方法論

コミュニティヘルス看護概論

公衆衛生看護学概論

ファミリーヘルス看護論 看護の基本技術Ⅵ

コミュニティヘルス看護展開論

看護の基本技術Ⅸ

援助的人間関係論

精神看護学概論

国際保健論（災害看護論を含む）

老年看護学実習Ⅰ

小児看護学概論

精神看護学方法論

ターミナルケア

老年看護学実習Ⅱ

小児看護学方法論

小児看護学実習

老年看護学概論

老年看護学実習Ⅲ

看護の基本技術Ⅴ

母性看護学実習

看護の基本技術Ⅶ

看護入門実習Ⅰ

母性看護学概論

精神看護学実習

在宅看護概論

在宅看護実習

看護の基本技術Ⅷ

コミュニティヘルス看護実習

看護の基本技術

各看護学の理論

←
トランスレーショナル看護領域
臨床看護学の臨地実習
看護学概論

看護の基本技術

看護展開論

臨床看護学概論

機能障害のある患者の看護

看護倫理学

周手術期看護・急性重症患者看護

看護理論

がん看護・緩和ケア

トランスレーショナルへの挑戦 感染看護

臨床看護学の理論

看護の基本技術Ⅰ

看護実践の基礎

看護の基本技術Ⅱ

臨床実践Ⅰ

看護の基本技術Ⅲ

臨床実践Ⅱ

看護の基本技術Ⅳ

臨床実践Ⅲ

看護入門実習Ⅱ

＜専門教育科目＞

＜専門基礎教育科目＞
人体の構造と機能Ⅰ

臨床栄養学

疾病と治療Ⅲ

薬剤学

保健医療福祉行政論

疫学と公衆衛生

人体の構造と機能Ⅱ

微生物学

疾病と治療Ⅳ

リハビリテーション論

社会保障制度

健康生活支援論
政策形成過程論

人体の構造と機能Ⅲ

疾病と治療Ⅰ

疾病と治療Ⅴ

臨床遺伝学

研究方法の基礎

生化学

疾病と治療Ⅱ

薬理学

臨床心理学

保健統計と情報処理

＜教養教育科目＞
自然科学概論 情報科学概論

化学

生物学

看護のための物理学 実用英語ⅠＡ

実用英語ⅠＢ

実用英語Ⅱ

実用医療英語 ドイツ語入門

フランス語入門

中国語入門

健康科学概論

コミュニケーション論

プレゼンテーション論

スポーツ健康科学 スポーツ健康科学実技 心理学

人類学

哲学

倫理学

社会学

法学（日本国憲法を含む） 文学

医療英語ⅠＡ

入 学

図2

東邦大学健康科学部における授業科目構造図

医療英語ⅠＢ 実用英語Ⅲ 実用英語Ⅳ 医療英語Ⅱ
教育学

組織論

経済学
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表1

東邦大学健康科学部における学年別学修目標
DP

CP

１年次

２年次

３年次

４年次

看護実践力

看護学の専門的知識と
技術の修得

看護専門職としての
ケア志向力

チームで有機的に
活動する資質の獲得

チームワークおよび
リーダーシップ力

異文化理解

他者尊重と健康を支援する実践力の修得

・看護実践に必要とされる基 ・看護実践に必要とされる基 ・さまざまな健康レベル・発
礎知識を身につける
礎的な専門知識・技術・態度 達段階を考慮した看護を展開
を身につけ、看護を展開する する力を修得する。
力を修得する。
・臨地実習の現場で、援助的
・臨地実習を通し、援助的人 人間関係の構築にむけて取り
間関係の形成方法がわかる。 組める。

・既習の学習を統合して看護
を展開する力を身につける。
・看護専門職としての自覚と
態度を身につける。
・看護の質の向上のための研
究的視点を身につける。

・自分を取り巻く文化や価
値、信念について省察できる
・他者を取り巻く文化や価
値、信念の差異を発見し、
人々の価値の多様性について
認識することができる。

・自分と他者の文化的な差異
に基づき、人々の健康的な生
活に向け調整ができる。
・文化や価値、信念の差異に
より起こる問題に対する解決
法を提示することができる。

周りで生じている事象を客観
的に捉え、状況を分析する力
を身につける。
・健康の観点から看護の対象
者の暮らしについて知ること
ができる。

・文化や価値、信念の差異に
より起こる問題に対する解決
法について、考える力を身に
つける。
・人々が健康な生活を送るこ
とができるよう、その人の暮
らしを考えることができる。

・人間の営みや身体・精神・ ・人間の健康生活を支援する ・ 既 習の 看護 学の 知識 ・技 ・対象を多面的に捉え、その
社会の健康について基礎知識 ための専門知識・技術・態度 術・態度を用いて、対象を人 人にとってより良い状態を目
を身につける。
を身につける。
格のある人としてケアする姿 指して看護を実践することが
できる。
・人間理解を深め、対象者を 勢を身につける。
ひとりの人として尊重する態 ・対象の意志を尊重し、その ・看護の役割と実践を探求し、
人の健康生活を支援する方法 自分の看護観を言語化できる
度を身につける。
を考えることができる。
・他者の言葉を聴き、理解し
たことを確認する姿勢を身に
つける。
・自分の考えをわかりやすく
伝えるための方法を模倣し、
表現力やプレゼンテーション
力を身につける

・ チ ーム にお ける リー ダー
シップやメンバーシップを理
解する。
・チームにおける自分の役割
を自覚し、協調する態度を身
につける。

・メンバーを尊重し、かつ自
分の役割を意識して行動する
態度を身につける。
・チームの一員として目標達
成に向けてチームで問題解決
する方法を知り、活用する力
を身につける。

・チームの一員として、自分
の立場と役割を自覚し、自律
して他者と協働する態度を身
につける。

倫理観

倫理的判断力と行動力の獲得

科学的思考力
自己教育力

科学的探究心と自己教育力の獲得

・他者を尊重する態度とはど ・多様な価値を認め、他者を
のような態度かを認識できる。尊重する態度を身につける。
・倫理的問題（課題）に着目 ・倫理的問題（課題）に気づ
する必要性が理解できる。
くことができる。
・大学生活において基本的な ・倫理的問題（課題）を他者
人間関係を構築できる。
と話し合うことができる。

・ケア対象者の尊厳と人権の ・ケア対象者に最適なケアと
擁護を基本としたケアを実践 は何かを考えることができる
できる。
・倫理的問題(課題）に気づ
・倫理的問題（課題）に対し くための自分なりの方法を見
て分析し、望ましい行動を説 出すことができる。
明できる。
・看護専門職者としての倫理
・倫理的行動・活動について 観を言語化することができる。
考え、他者と話し合うことができる。

・科学的に考えるための拠り所 ・物事を事実や知識・理論に
となる基礎知識を身につける。基づき考え、論理的に結論を
・様々な学問分野におけるも 導きだすことができる。
のの見方・考え方を学び、考 ・生命の尊厳を基盤に物事を
える力を身につける。
分析する力を身につける。

・自分の考えを他者に論理的
に説明することができる。
・生命の尊厳・他者の尊重を
基盤に、物事の本質を捉え、
発言することができる。

・自分が伝えたい考えや結論
を、根拠に基づいて論理的に
言語化できる。
・生命の尊厳を基盤に、根拠
に基づいて活動する姿勢や課
題を解明する力を身につける

・自分にあった学習スタイル ・自分にとって必要 な学習課
を身につけ、主体的に学ぶ姿 題を発見することができる。
勢を身につける。
・自己の学習課題に対して積極
的に取り組むことができる。

・自分を育む課題を主体的に
設定することができる。
・自己の学習課題に対して、
知識や情報、人的資源を選択
活用しながら解決する姿勢を
身につける。

・自分の個性を自覚し、建設
的な人間関係を築く力と困難
に挑む力を身につける。
・状況に沿った課題を発見し
解決する力を身につける。
・生涯を通して成長し続ける
姿勢を身につける。

DP:ディプロマポリシー
CP:カリキュラムポリシー

明できる能力を育成する。その後、理論や研究

現象を研究の視点で捉え整理することで、専門

成果を根拠として活用する方法やエビデンスの

家としての見方を育成する。これらは看護実践

蓄積方法についての体験学習を積み重ねること

力の育成とも関連することになる。

で科学的思考や発想力を養い、根拠に基づいて
看護を実践する力をつけていく。そして3年次
に「研究方法の基礎」、「看護研究入門」、
4年次に「看護研究」で研究手法を学び、看護
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第3巻

学習指導要領の変遷
改定

授業時間

授業時間

(小学校6年間)

(中学校3年間)

特徴

第
1
次

昭和33(1958)
～35年

教育課程の基準としての性格の明確化（道徳の時間の新設、系統的
な学習を重視、基礎学力の充実、科学技術教育の向上等）

1958：5,821

第
2
次

昭和43(1968)
～45年

教育内容の一層の向上（「教育内容の現代化」）（時代の進展に対応し
た教育内容の導入（算数における集合の導入等））

1971：5,821

第
3
次

昭和52(1977)
～53年

1980：5,785
1981：3,150
ゆとりのある充実した学校生活の実現＝学習負担の適正化（各教科等
の目標・内容を中核的事項にしぼる）
「教育の大衆化」高校進学率90%､いじめ・校内暴力

第
4
次

社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成
・生活科の新設：小学校1・2年、道徳教育の充実、高等学校家庭科の
男女必修化

1992：5,785

平成元年(1989)

第
5
次

平成10(1998)
～11年

基礎・基本を確実に身に付けさせ、自ら学び自ら考える力などの「生き
る力」の育成(教育内容の厳選)
･総合的な学習の時間の新設、情報科を新設：高等学校 (実施：小学
校・中学校平成14年度、高等学校平成15年度)

2002：5,367

第
6
次

第
7
次

1949：3,780
1958：3,325
1972：3,535

1993：3010

「新学力観」個性を生かす教育
2002：2,940
「ゆとり・生きる力」

平成20年(2008)

基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力の育成、
2011：5,645
2011：3,045
言語活動の充実
・小学校第5・6学年に外国語活動を新設
（実施:小学校平成23年度、中学校平成24年度、高等学校平成25年度）
平成27年一部改正:道徳の「特別の教科」化（実施は小学校平成30年
ゆとり教育是正、生きる力の継続
度、中学校平成31年度）

平成29(2017)
～30年

「確かな学力、健やかな体、豊かな心」を総合的にとらえて構造化：育
成すべき資質・能力の三つの柱「どのように社会・世界と関わり、よりより
人生を送るか（学びに向かう力、人間性など）、何を理解しているか、何
ができるか（知識・技能）、理解していること・できることをどう使うか（思
考力・判断力・表現力等）」
・何ができるようになるかを明確化
・主体的・対話的で深い学びの実現：「アクティブラーニングの視点から
の授業改善」
・社会に開かれた教育課程：各学校で「カリキュラム・マネジメント」の実現
(小学校：2020年度～ 中学校：2021年度～ 高等学校：2022年度～ )

2020：5,785

2020：3,045

引用：
学習指導要領「生きる力」 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/1304372.htm
これまでの学習指導要領の変遷 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/idea/index.htm
文部科学省：小学校学習指導要領(平成29年3月告示) https://www.mext.go.jp/content/1413522_001.pdf
文部科学省：中学校学習指導要領(平成29年3月告示) https://www.mext.go.jp/content/1413522_002.pdf

Ⅳ．トランスレーショナル教育の潮流の中にあ
る看護基礎教育

学習指導要領は、文部科学省が初等・中等教
育における教育水準を保つために、教育課程

大学生の特徴および大学教育の将来、看護教

（カリキュラム）編成の基準として定めるもの

育の現状を概観し、将来への展望について述べ

である。1958年（昭和33年）大臣告示という形

る。

で法的拘束力を持つようになり、概ね10年毎に
改訂が行われている。現在まで第７次改訂が行

１. 入学生の学びの背景（学習指導要領）

われている。これは科学技術の発展や生活の多

どんな大学生が入学してくるのか。大学入学

様化、家族の小規模化、価値観の多様化などの

時の学習レディネスには、どのような特徴があ

社会情勢や社会のニーズを反映したものであ

るのか。初等中等教育を受けた学校によって教

り、その特徴は表2に示す。

育方針や内容に違いはあっても、共通している

2017年（平成29年）入学生（19歳）の場合、

ことがある。それは、文部科学省から提示され

小学校入学が2005年であるとすると、学習指

ている学習指導要領である。この学習指導要領

導要領の第5次改訂「ゆとり教育」として授業

が入学生の学習レディネスに大きな影響を及ぼ

時間数が500時間程度減少された内容で教えら

している。

れ、中学校では第6次改訂「ゆとり教育の是

浅野 美知恵：看護基礎教育におけるトランスレーショナル教育の試み 9

図3

高大接続改革

※学力の3要素は、中央教育審議会「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的改革
について～全ての若者が夢や目標を芽吹かせ、未来に花開かせるために～（答申）」
（平成26年12月22日）で示されたもの。文科省：高大接続改革
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/koudai/index.htm

正」内容で教えられた。教育の主なねらいは、

再整理され、カリキュラム・マネジメントの取

「生きる力」の育成、基礎的・基本的な知識・

り組みが推進される。

技能の習得、思考力・判断力・表現力の育成で

これら学力の３要素の確実な育成は「変化の

あり、特徴として総合的な学習の時間、情報

激しい時代において、新たな価値を創造してい

科、外国語活動、小学校の習熟度別指導や小・

く力の育成」、ひいては「生きる力」の育成を

中学の補充・発展学習があった。

具現化するものである。初等中等教育の先にあ

将来の入学生は、さらに改訂された学習指導

る高等教育との連動は必至となる。

要領で教えられてくる。2015年（平成27年）一
部改正により「特別の教科」としての道徳（道

２. 大学教育質的転換の真っ只中（高大接続改

徳教育の要として道徳性を養う授業）が入り、

革と2040グランドデザイン）

第7次改訂により社会に出てからも学校で学ん

文部科学省(2020)は、高等学校と大学との連

だことを生かせるよう、三つの力（学力の３要

動・一貫性のある教育ができるように、高等学

素）「実際の社会や生活で生きて働く知識及び

校教育と大学教育、大学入学者選抜を一体にし

技能」「未知の状況にも対応できる思考力、判

た高大接続改革を推進している。これは、中央

断力、表現力等」「学んだことを人生や社会に

教育審議会答申(2014年12月)、高大接続システ

生かそうとする学びに向かう力、人間性等」を

ム改革会議の最終報告(2016年3月)等を踏まえて

柱とする。バランスよく育成するために、全て

策定された高大接続改革の実施方針等（2017年

の教科等を、①知識及び技能、②思考力、判断

7月）に基づいて進めれている（図3）。大学教

力、表現力等、③学びに向かう力、人間性等で

育においては、３ポリシー（ディプロマ・ポリ
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第3巻

シー、カリキュラム・ポリシー、アドミッショ

文部科学省の大学における看護系人材養成の

ン・ポリシー）の策定と運用（学校教育法施行

在り方に関する検討会は、「学士課程において

規則第百六十五条の二2019.4月1日施行）、教

コアとなる看護実践能力と卒業時到達目標」を

育の質保証のためのPDCA（Plan：目標の具体

策定し、学士課程で養成される看護系人材が共

化、Do：入学者選抜、教育の実施、学位授与、

通して身に付けるべき５つの能力群と20の看護

Check：自己点検・評価、Action：改善・改革）

実践能力を明示した(報告書、2011年）。この

機能に重点を置く認証評価制度への移行を推進

内容を確認した上で、2017年に「看護学教育モ

している。大学入学選抜に関しては、2021年大

デル・コア・カリキュラム～学士課程において

学入学共通テストの実施が予告された。

コアとなる看護実践能力」の修得を目指した学

2018年になると「2040年に向けた高等教育の

修目標(2017.10)を策定し活用について提言し

グランドデザイン」により社会の変化を見据え

た。プロフェッショナリズム、看護学の知識と

た「学修者本位の教育への転換」が提言され

看護実践、根拠に基づいた課題対応能力のほか

た（中央教育審議会答申、2018年11月）。社会

6つの看護系人材として求められる基本的な資

が情報化社会(Society 4.0)に続く社会(Society

質・能力を明示した。自校のコア・カリキュラ

5.0)へ変化する状況において、大学教育は、ま

ムとの一致状況は、チェックシートを活用して

すます学びの質保証、および、個別性を尊重す

チェックできる。

る多様で柔軟性のある教育が求められる。

また、国家資格受験資格に必要な教育内容

これらの教育改革は、東邦大学健康科学部開

は、保健師助産師看護師学校養成所指定規則

設準備期から開設期という時を同じくして進行

（以下、指定規則と称す）により定められてい

していた。大学教育改革および大学入学選抜改

る。そのため、看護系大学では、指定規則を包

革の波を感じながら学部教育を慎重に検討した

含する教育内容で運営している。

結果、一例として大学の入口（入学選抜試験）

2018年に厚生労働省の看護基礎教育検討会

のみならず、出口（卒業時の到達状況評価）、

は、｢看護職員を取り巻く状況の変化及び現在

そして、その先の看護専門家へのつなぎ（プ

の教育実態を踏まえ、将来を担う看護職員を養

レ・プロフェッショナル看護領域）も重視する

成するための看護基礎教育の内容と方法につい

プログラム作成となったのである。さらに、科

て、具体的な検討を行うことを目的｣に、文部

学的思考を確かなものにするために採用してい

科学省とも情報共有しながら検討を進め、指定

るトランスレーショナル教育という教育方法

規則および看護師等養成所の運営に関する指導

は、自ら課題を発見し主体的に解決していく力

ガイドラインの改正案を看護基礎教育検討会報

の育成にもつながる。

告書（2019.10.15）にまとめ提言した。

このことは、卒業後も社会人として、かつ、

これにより、指定規則改定が施行される2022

看護専門家として働き続けられる人材育成に貢

年4月に向けて、ほぼ全国の看護系大学はカリ

献する。

キュラム改定に取り組むこととなった。特長は、
総単位数が5単位増え、対象や療養の場の多

３. 看護基礎教育の転換期（コア・カリキュラ

様化に対応できるよう地域・在宅看護の内容を

ムと指定規則の改定と分野別認証評価）

充実させる、領域毎の実習単位数を一定程度自

看護界も変革の時を迎えている。看護学教育

由に設定ができる、などとなっている。

モデル・コア・カリキュラムによる看護実践能

一方、看護系大学教育の質保証に対して、日

力の育成に関わる教育内容等の見直し、国家試

本看護系大学協会は2002年から取り組みを始

験受験資格に関わる教育内容等の見直し、第三

め、2016年設立準備委員会を経て2018年10月に

者評価による教育の質評価が同時に到来している。

日本看護学教育評価機構の設立となった。日本
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看護学教育評価機構では、2020年度試行評価、

ダーシップを発揮できる看護職者に成長す

2021年度本評価(10校程度)、2022年度から本格

ることを期待している。

的な本評価開始が予定されている。なお、専門
職大学院で教育を始めた助産学分野は2008年に
評価機構を設置し評価を始めており、薬学教育

Ⅵ．利益相反
本報告における利益相反は存在しない。

が2013年、医学教育が2017年に開始している。
これからの時代、看護系大学は、教育研究活

引用文献

動の充実と向上を図るために、大学の認証評価
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