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【研究報告】

保健師教育課程の選択制導入前後における
「保健師教育の技術項目と卒業時の到達度」の学生自己評価の比較
Undergraduate Students’Self-assessment of“Skill Items and Achievement Levels
in Public Health Nursing Education”: A comparison of before and after course selection
大

宮

朋 子 1） 丸 山 美知子 2） 鈴 木 良
中 島 梨枝子 3） 津 野 陽 子 4）

美 1）

Tomoko OMIYA1），Michiko MARUYAMA2） ，Yoshimi SUZUKI1）
Rieko NAKAJIMA3），Yoko TSUNO4）
要

旨

【目的】本研究は、保健師教育課程選択制導入前後の目標到達度の比較をすることを目的とした。
【方法】2013 年度（10 日間・5 日間）および 2014 年度（選択制）に地域看護学の講義および保健所等実習を終了した A 大学
の学生 2013 年度 4 年生 113 名、2014 年度 4 年生 20 名を対象とし、厚生労働省の示した「保健師教育の技術項目の卒業時
の到達度」の項目について、無記名自記式質問紙調査を行った。回答を得た 2013 年度 98 名（有効回答率 86.7%）
、2014 年度
20 名（有効回答率 100％）を分析対象とした。
【結果】実習体制により到達度に有意な差が見られたのは 7 項目であり、いずれも 2014 年度選択制が高い値を示した。その項
目は「地域の人々の持つ力を見出す」といったエンパワメントに関する項目や「施策化」に関連した技術項目であり、少人数で 4
週間、濃密な実習を行ったことにより学生の学びが深まった可能性が考えられた。
【考察】教員間で実習の重点項目を継続的に討議し、到達度の低い技術項目を明らかにしたうえで、より深い学びにつながる教
育を検討していく必要がある。
キーワード：保健師

技術項目

到達度評価

選択制

比較

Ⅰ．緒言

れていた保健師国家試験受験資格の取得に必要な教育年
限が 2009 年の保健師助産師看護師法の改正により、6 ヵ

我が国は少子高齢化が進み、価値観やライフスタイル

月以上から 1 年以上となった 1）。さらに、文部科学省が看

が多様化する一方で、健康格差や虐待、自殺、介護問題、

護系大学学士課程の卒業要件から保健師教育課程を外す

エボラ出血熱やデング熱などの感染症や災害といった健

ことは可能であるとの見解を示したことを受け、看護系

康危機管理への対応など様々な課題を抱えている。より

大学での保健師教育課程の選択制（以下、保健師選択制）

複雑化、困難化するヘルスニーズに対応できる人材の育

を導入する大学は 83％に達している 2）。これにより保健

成が求められることを背景に、これまで 6 ヵ月以上とさ

師養成数はピーク時の 1 万 5 千人から 7 千人へと半減す
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る 3）。また、2011 年には保健師助産師看護師学校養成所

とする。これらの結果を踏まえ、A 大学における地域看

指定規則の一部改正により、保健師教育課程における臨

護学の講義と実習の教育評価および今後のカリキュラム

地実習はこれまでの 4 単位から 5 単位になるなど、実践

改訂に資することとする。

能力の強化に向け、教育内容の充実が図られることになっ
た。多くの大学ではカリキュラム改正が行われ、保健師

Ⅱ．対象と方法

教育は大きな変革期を迎えている 2）。
東京都 23 区では、2014 年からの保健所等実習は期間が
延長され 4 週間（20 日間）となるが、各校 20 名程度を上

1．対象
2013 年度および 2014 年度に地域看護学の講義および保

限とすることが 2010 年 1 月に通知された。これを受け、

健所等実習を終了した A 大学の学生 2013 年度 4 年生 113

A 大学では 2011 年度入学生から保健師選択制が導入され

名、2014 年度 4 年生 20 名（選択制）を対象とした。尚、

た。A 大学では、すべての病棟実習を終えた 3 年次の秋

2013 年度は、東京都 23 区からの通達により保健所等実習

学期に、学生自身の保健師への志向性を踏まえ選考が行

10 日間と 5 日間の 2 形態の実習を実施した。2013 年度と

われることになった。保健師課程を選択できるのは、入

2014 年度の実習及び保健師教育課程関連科目の内容を表 1

学定員 102 名に対し、20 名である。

に示す。先行研究により、実習日数による到達度の違い

A 大学では、厚生労働省が示した「保健師教育の技術
項目と卒業時の到達度」4） の基となった研究結果の項目

も明らかにされていることから 7）、2013 年度は実習日数
別の分析も行った。

を用い、2008 年度から保健所等実習終了後に調査を実施

回答を得た 2013 年度 98 名（有効回答率 86.7%、10 日

し、その結果をもとに教育評価を行い、講義・実習の改

間実習 56 名、5 日間実習 42 名）、2014 年度 20 名（有効

5）

「保健師教育の技
善に活用している 。A 大学以外でも、

回答率 100％）を分析対象とした。

術項目と卒業時の到達度」を用いた調査は行われてきた

2．方法

が、そのほとんどが単年度に限定して行われたものであった

2）

6）

調査は無記名自記式質問紙調査とした。保健所等実習

。保健師選択制導入という、極めて大きな変革期におけ

が終了し、学内での地域看護に関する講義・演習が終了

る教育のアウトカムを評価するためには、変革期の前後

した時点で調査を実施した。学内で手渡しにて配票し、

2）

を含めた経年的な調査が必要である 。

調査票の回収は回収箱を設置した。調査期間は、2013 年

以上より、本研究では、厚生労働省の示した「保健師
4）

教育の技術項目と卒業時の到達度（2010 年）
」 の項目に

7 月～ 2014 年 7 月であった。
3．調査内容

基づき、学生の自己評価によって保健師選択制導入前で

質問紙の内容は、厚生労働省（2010 年）が示した「保

ある 2013 年度と導入後の 2014 年度の到達度の比較をす

健師教育の技術項目と卒業時の到達度」の項目である 4）。

ることで、導入前後の保健師教育評価を行うことを目的
表1

2013 年度ならびに 2014 年度 保健師教育課程関連科目一覧
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2013 年度の実習については、10 日間保健所等実習（以下、

は不可能であり、プライバシーは保護されること、回答

10 日間実習）と 5 日間保健所等実習及び地域包括支援セ

内容は科目の評価等に一切関係なく、学生に不利益はな

ンター等実習（以下、5 日間実習）のどちらの実習を行っ

いことを説明したうえで、調査票の回収をもって研究へ

たかについても尋ねた。

の同意とみなした。

「保健師教育の技術項目と卒業時の到達度」の技術項目
は、大項目・中項目・技術の種類（小項目）の枠組みで
構成されている。大項目「1．地域の健康課題を明らかに
する」に技術の種類（小項目）11 項目、
「2．地域の人々

Ⅳ．結果
1．実習年度別の技術項目の到達割合（表 2）
大項目 1 の「地域の健康課題を明らかにする」において、

と協働して、健康課題を解決・改善し、健康増進能力を

2013 年度と 2014 年度で到達度に有意差がみられた項目を

高める」に技術の種類（小項目）28 項目、
「3．地域の人々

表 2 に示した。個人／家族では、「26．法律や条例等を踏

の健康を保障するために、生活と健康に関する社会資源

まえて活動する」「27．危機状態（DV・虐待・災害・感

の公平な分配を促進する」に技術の種類（小項目）22 項

染症等）への予防策を講じる」
「28．危機状態（DV・虐待・

目が分類されている。また、保健師活動は、個人から地

災害・感染症等）に迅速に対応する」の 3 項目において、

域までを幅広く対象とするため、技術項目は、
「個人／家

いずれも 2014 年度のほうが 2013 年度よりも有意に達成

族」を対象とした技術の種類（小項目）37 項目と「集団

割合が高かった（p=0.045, p=0.014, p=0.049）。

／地域」を対象とした技術の種類（小項目）61 項目から
構成されている。到達度は、
「Ⅰ : ひとりで実施できる」
「Ⅱ : 指導のもとで実施できる」
「Ⅲ : 学内演習で実施でき

集団／地域では、7 項目において 2014 年度のほうが
2013 年度よりも到達度が有意に高かった。具体的な項目
は、
「10．地域の人々の持つ力（健康課題に気づき、解決・

る」
「Ⅳ : 知識としてわかる」の 4 段階で設定されており、

改善、健康増進する能力）を見出す」
（p=0.002）、
「19．訪問・

各技術項目について達成できたかの有無を尋ねた。

相談による支援を行う（集団を対象とした訪問・相談に

4．分析方法

は、施設や事業所の訪問等を含む）
」
（p=0.041）、「44．施

保健師教育の技術項目の到達度に関する A 大学の学生
の全体傾向を把握し、年度ごとの到達度の比較をするた
2

策化のために、関係する部署・機関と協議・交渉する」
（p=0.007）、「45．地域の人々の特性・ニーズに基づく施

めに、2013 年度と 2014 年度別にクロス集計及びχ 検定

策（事業・制度等）を立案する」（p=0.033）
、
「49．施策

を行った。続いて、実習体制によって到達度の差異が無

や活動、事業の成果を公表し、説明する」（p=0.007）
、
「56．

いかについてより詳細に検討するため、1．2014 年度選択

地域の人々や関係する部署・機関の間にネットワークを

制、2．2013 年度 10 日間実習、3．2013 年度 5 日間実習

構築する」
（p=0.049）、
「57．広域的な健康危機管理体制（感

の 3 群についての比較検討を行った。全国保健師教育機

染症・災害時等）を整える」（p=0.014）であった。

関協議会の調査基準

8）

ならびに A 大学における先行研究

5）7）

2．実習体制別（3 群）の技術項目の到達数（表 3）

、
「到達できている」とした回答割合が 80％

技術項目の到達数について、2014 年度、2013 年度 10

以上の項目数および 50％未満の回答数を集計した。さら

日間、2013 年度 5 日間の 3 群について集計した。学生の

に、3 つの実習群における、各調査項目の到達度について

80％が到達していると回答した技術項目は、
「個人／家族」

にならい

2

χ 検定を行い、各群ごとの多重比較についてはボンフェ

の 37 項目中、2014 年度は 16 項目（43.2％）、2013 年度に

ローニの補正を行い検討した。有意水準は 5％未満とした。

ついては 10 日間で 10 項目（27.0％）、5 日間は 7 項目
（18.9％）

分析には IBM SPSS Statistics 22.0 を用いた。

であった。
「集団／地域」の 61 項目では、2014 年度は 30
項 目（49.2 ％）、2013 年 度 に つ い て は 10 日 間 で 12 項 目

Ⅲ．倫理的配慮

（19.7％）、5 日間は 11 項目（18.0％）であった。
3．実習体制別（3 群）にみた到達度の平均値の比較（表 4）

本研究は、東邦大学看護学部倫理委員会の承認（承認

1．2014 年度選択制、2．2013 年度 10 日間、3．2013 年

番号 24037（23015）
）を得て実施した。調査の趣旨説明

度 5 日間の 3 つの実習群の比較において、各群間で有意

と調査協力依頼については、口頭および書面にて行った。

差があった技術項目は全部で 7 項目であった。個人／家

回答はあくまで学生の自由意思に基づくものであり参加

族では「26．法律や条例等を踏まえて活動する」
「27．危

の任意性は保障されること、調査は無記名で個人の特定

機状態（DV・虐待・災害・感染症等）への予防策を講
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表4

到達度で有意差があった技術項目 実習群ごとの比較

じる」の 2 項目で、いずれも 2014 年度選択制が 2013 年

明らかにする」においては、2014 年度、2013 年度ともに

5 日間より到達度が有意に高かった。
（26．p=0.011, 27．

高い到達度であり、特に「情報を収集しアセスメントする」

p=0.006）
。

に関連した項目において顕著であった。鈴木らは、地域

地域／集団では、「10．地域の人々の持つ力（健康課題

に出て環境を見、住民への聞き取りや保健活動への参加

に気づき、解決・改善、健康増進する能力）を見出す」

からの体験による学びが基盤となることで、保健師活動

（1>2, p=0.004：1>3, p=0.005。1>2 とは、1．2014 年度選

の展開の理解につながり、地域診断と健康課題の抽出プ

択制の方が 2．2013 年度 10 日間よりも、
「到達できてい

ロセスの理解を深めるとしている 9）。A 大学においても、

る」と回答した人数の比率が有意に高いことを示す。1>3

3 年生後期の後半に地域診断の講義および演習を行い、直

とは、1．2014 年度選択制の方が 3．2013 年度 5 日間より

後の 4 年生前期で保健所等の実習を行っている。学内で

も、
「到達できている」と回答した人数の比率が有意に高

の講義と演習での集中的な学びが、その後に続く地域看

いことを示す。以下同じ）
、
「19．訪問・相談による支援

護学実習における保健活動への参加を通して深められた

を行う（集団を対象とした訪問・相談には、施設や事業

と考えられる。

所の訪問等を含む）
（1>3, p=0.014）
」
「44．施策化のために、
、

大項目 2・3 において高かったのは、先行研究と同様に
「目

関係する部署・機関と協議・交渉する」
（1>2, p=0.014）、

的・目標を設定する」
「活動を記録する」
「信頼関係を築く」

「49．施策や活動、事業の成果を公表し、説明する」
（1>2,

「個人情報を適切に管理する」「尊厳と権利・プライバシー

p=0.009：1>3, p=0.013）
、
「56．地域の人々や関係する部署・

を守る」といった項目であった。これらは、病棟での臨

機関の間にネットワークを構築する」
（1>2, p=0.013）の

床実習時にすでに修得している基礎的な技術であり、こ

5 項目において、各群間に有意な差がみられた。

れらが地域看護学実習において発揮された結果であると
考えられる 7）。

Ⅴ．考察

一方、
「22．活用できる社会資源、協働できる期間・人

1．全体の技術項目到達度の特性

材について、情報提供をする」の項目において、2014 年

本研究における保健師教育の技術項目の自己評価は、A
5）

度及び 2013 年度の到達率は 50％以下であった。2013 年

大学で 2008 ～ 2009 年度に実施した調査結果 と比べると、

度のみならず選択制を導入した 2014 年度においてもこの

技術項目の修正等はあったが、2014 年度および 2013 年度

項目の到達度が低かったことは、少なくとも A 大学にお

ともに高い値を示した。大項目 1 の「地域の健康課題を

いて、今後この項目に関連した教育内容を検討する必要
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性があることを示している。この項目（22）の到達基準

2013 年度 10 日間、5 日間よりもそれぞれ有意に高かった。

は「I：ひとりで実施できる」である。実習区の社会資源

小林らは、短い期間の実習よりも長期間の実習のほうが、

や事業に関する情報収集を行い、理解を深め、家庭訪問

学生は住民やその家族の持つ強みに着目し、保健師が住

や健診などの場面を通して学生が住民に情報提供できる

民自身の問題解決能力を高めるような支援をしているこ

よう、実習施設とも連携して教育内容の改善に努めてい

とに気付くと報告している 11）。本研究においても、長期

くことの重要性が示唆された。

間様々なケースや事業に参加することで、住民をケアす

2．実習年度及び実習体制別の技術項目の達成数

る対象として見るだけでなく、自ら気づき、改善してい

この到達度は、保健師教育機関の卒業時点で 80％以上

くことのできる存在であると認識すること、住民の強み

の学生が到達できていると思われる程度を基準として設

を見出し、エンパワメントするという着眼が修得できる

定されている

8）10）

。本研究では、個人／家族において、

可能性を示している。

2014 年度は 16 項目（37 項目中 43.2％）が到達度 80％以

「56．地域の人々や関係する部署・機関の間にネットワー

上であり、2013 年度よりも項目数は多かった（10 日間 10

クを構築する」においては、2014 年度が 2013 年度 10 日

項目、5 日間 7 項目）
。集団／地域についても、2014 年度

間よりも高い到達度であったが、2013 年度 5 日間と有意

は 30 項目（61 項目中 49.2％）であり、個人／家族と同様、

差はなかった。これは、2013 年度 5 日間実習において、

2013 年度よりも 80％を達成した項目数が著しく増加し

保健所実習は 5 日間であるが地域包括支援センター等で

た（10 日間 12 項目、5 日間 11 項目）
。また、2014 年度の

も実習を行っていたためである可能性がある 7）。地域包括

80％達成項目数は、津野らが A 大学で行った 2010 年度及

支援センターでは保健師等と社会福祉士、主任ケアマネ

7）

び 2011 年度の調査より増加していた 。その理由として、

ジャーの 3 職種がチームアプローチで高齢者の総合相談

2014 年度は 4 週間にわたり 2 名あるいは 3 名という少人

支援や制度横断的支援の展開を実施している 9）。このよう

数で実習に臨み、丁寧な指導を受けたことが可能性とし

な場での実習が、関係機関ネットワークの構築を経験す

て考えられる。2013 年度までの実習は 10 日間あるいは 5

る機会となった可能性を踏まえ、今後、地域包括支援セ

日間で、1 施設の実習人数が 3 ～ 6 名であったことを考え

ンター等での実習を地域看護学実習の一端として位置づ

ると、2014 年度は少数精鋭の濃密な実習であったと思わ

けていくことを検討する価値があるだろう。

れる。さらに、2014 年度は学内選抜を行い、志望者約 40

施策化に関する 2 項目（44．49．
）については、2013 年

名から 20 名が選抜された。そのため、意欲と志向性が高く、

度 10 日間・5 日間のいずれよりも、2014 年度選択制の

学力の高い学生が実習に臨んでいたたことも理由として

ほうが高い到達度を示した（ただし、44．については、

考えられる。

2014 年度と 2013 年度 5 日間の比較で、補正後の p 値は 0.090

3．実習体制別（3 群）における到達度の多重比較

であり、有意傾向である）。その理由として、A 大学の

個人／家族で有意差がみられた「26．法律や条例等を

2014 年度選択制実習では、新たに施策化や事業化に焦点

踏まえて活動する」
「27．危機状態（DV・虐待・災害・

化した実習目標を設定したことが考えられる。先行研究 7）

感染症等）への予防策を講じる」の 2 項目は、2014 年度

では、A 大学における施策化に関する項目の到達度は低

のほうが 2013 年度 5 日間よりも到達度が高かった。選択

かった。この結果と、保健師としての施策化能力の重要

制となった 2014 年度は実習期間の延長により、これま

性を踏まえ 11）、A 大学では、2014 年度の実習目標の一つ

での 10 日間や 5 日間では十分にできなかった個別ケース

に「事業の管理・運営と事業化の必要性と実際を理解する」

への継続的な支援の学習が可能となった。また、複雑化

を新たに設定し、実習期間中の学内カンファレンスに事

する社会の中で、保健師が個別に関わるケースの大半は

業化に関する発表を取り入れた。各実習グループで 1 つ

高度な知識や専門的な技術を要する対応困難なケースと

の事業を選定し、
「事業化の経緯、目的、対象、方法、予算、

2）

なっている 。このようなケースへの家庭訪問などを通し、

保健師の役割」「事業化した事業に参加してわかった対象

法律や制度を踏まえた支援や、危機的状況への予防的対

者の意見、事業の必要性や意見」、「事業化における学び

応について学生は経験できた可能性がある。

を通じて分かった事業化における保健師の役割」につい

集団／地域における有意差は 5 項目で見られ、特に、

てまとめ、発表した。石井らは、施策化・事業化などの

「10．地域の人々の持つ力（健康課題に気づき、
解決・改善、

政策形成能力に基づく保健師の技術を学生実習において

健康増進する能力）を見出す」については、2014 年度が

経験し学ぶことは、指導者側の経験を考慮する必要性も
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あり、難しいと述べている 2）。しかし、
「事業化」
「施策化」は、
地域集団や組織のしくみと機能を理解し、地域集団の人々
や関係職者との関係性に基づき、主体的かつ大局的に行
動することが求められる、保健師において重要な地域マ

と卒業時の到達度」の自己評価と地域看護実習の課題．和歌山県立
医科大学保健看護学部紀要 , 9: 51-62, 2013．
3）斉藤しのぶ : 保健師教育実態調査報告平成 25 年度版 . 一般社団法人
全国保健師教育機関協議会

平成 26 年度第 4 回理事会内講演会資

料 . 文部科学省高等教育局医学教育課 .2014 年 11 月．

ネジメント能力の一端であり 10）、これらを実習で学ぶこ

4）厚生労働省 :「保健師教育の技術項目の卒業時の到達度」について（平

との意義は極めて大きい。A 大学では、これらについて

成 20 年 9 月 19 日付医政看発第 0919001 号厚生労働省医政局看護課

目的意識的に実習に組み入れることによって学びを深め
ることができたということが本研究の結果から示された。
鈴木らは、学生が重点的に学ぶべき知識・技術を教員間
で再検討して共有化し、意図的に関わっていくことで学
生の学びを促進できる可能性を述べている 5）。今後も、こ
の調査を継続して実施し、重点項目や到達度の低い項目
を明らかにし、より深い学びにつながる教育を検討して

長通知）
．
5）鈴木良美 , 新井優紀 , 津野陽子他 : 学生による「保健師教育における
技術項目と卒業時の到達度」に基づく自己評価．東邦看護学会誌 , 8:
36-42, 2011．
6）林知里 , 横山美江 , 藤村一美他 :「保健師に求められる実践能力と卒
業時の到達度」における学生の自己評価―実習形態の違いによる到
達度の比較―．大阪市立大学看護学雑誌 , 10：1-10, 2014．
7）津野陽子 , 丸山美知子 , 鈴木良美他 :「保健師教育における技術項目
と卒業時の到達度」の学生自己評価による実習日数別の到達度の検
討．東邦看護学会誌 , 11: 1-7, 2014．

いく必要がある。
4．本研究の限界と今後の示唆
本研究により、A 大学における保健師選択制導入前後
の「保健師教育の技術項目と卒業時の到達度」の違いと
して、保健師選択制によって到達度が有意に高くなるこ
とが明らかになり、保健師教育の在りかたを検討する上
で重要な意義があると考える。しかし、1 大学のみの学生
を対象としているため、4 年制大学教育における結果とし
ての一般化には限界がある。また、現場の指導者や教員
の客観的評価はされていない。大学側と実習施設側に卒
業時の到達度を調査した研究では、施設側のほうが大学
側よりも卒業時の到達度の認識が高い状況にあり、特に
「家庭訪問」
「面接相談」
「健康教育」
「グループ支援」「他
職種及び住民との連携・協働」の項目において差が大き
かったと報告している 6）。今後、実習指導者および教員の
評価も反映させる工夫が必要であろう。また、本研究は
実習体制別（3 群）の到達度の比較検討であったが、教育・
実習内容の検討のためには、実習前後の講義・実習の到
達度や、実習地での経験内容など技術項目到達度の関連
要因の検討が必要であろう 7）。
また、2014 年度の回収率は 100％であり、学生に対す
る倫理的配慮は十分に行ったが、学内演習終了後の教室
で調査を行ったことや、調査時期が回収率に関与したこ
とは否定できない。今後はより一層の倫理的な配慮を検
討することが望ましい。
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