京都府医師会看護専門学校
平成２８年度

自己点検・自己評価

Ⅰ．教育理念・教育目標・人材育成
（１）教育理念・目標

教育理念・目標

上段：28年度
下段：27年度

・各課程の教育目標・育成人材像は、学生・
・各課程の教育目標・育成人材像は、学生・保護
保護者・保証人に周知している
者・保証人に周知している
・教育理念・教育目的・育成人材像・特色な
どは学生・保護者・保証人に周知している
・教育理念・教育目的・育成人材像・特色などは、
学生・保護者・保証人に周知している
・学校における看護教育の特色は明確である
・学校における看護教育の特色は明確である
・教育理念・教育目的・育成人材像は定めて
いる
・教育理念・教育目的・育成人材像は定めている
0%
適切

20%
ほぼ適切

自己評価

40%
やや不適切

60%
不適切

80%

100%

わからない

外部評価

教育理念・目標の周知については、全体に「適切」、 ・看護大学や 4 年生が推奨される中で、
「ほぼ適切」との回答合わせて 70％以上で、
「やや不

看護専門学校としてのメリットや

適切」
「不適切」が約 30％であるが、課程によってば

特色や違いなどをプラスにアピール

らつきがある。学生には入学後も学校ガイダンスに

できることも大事だと思います。

基づき指導する機会があり、その他ＨＰや入学時や

・保証人会は学生の日頃の様子がわか

オープンキャンパス、保証人会など、周知してもら

り、学校を知る良い機会だと思いま

う機会もあるが、保護者や保証人には参加者が限ら

す。活用されると良いと思います。

れている。今後も保護者・保証人に向けて意図的に
発信していく機会を増やしていくことや方法の検討
が必要である。また、新人教員をはじめ、教員間の共
通理解をさらに深めていくことも必要と考えられ
る。
看護教育の特色については昨年と同様 80％以上と
高評価であるが、これを十分とせず、一層の取り組
みの充実を図っていきたい。
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Ⅱ組織運営
（１）学校運営

学校運営

上段：28年度
下段：27年度

・情報システム化（キャンパスアベニュー）
・情報システム化（キャンパスアベニュー）等によ
等による業務の効率化を図っている
る業務の効率化を図っている

・教育活動に関する情報公開を、学生・保護
・教育活動に関する情報公開を、学生・保護者・保
者・保証人に行っている
証人に行っている
・学校運営会議・教務会議などを、定期的に
・学校運営会議・教務会議等を、定期的に開催して
開催している
いる

・教務および事務の組織を整備している
・教務および事務の組織を整備している

・運営組織は、学則などにおいて明確に示し
ている
・運営組織は、学則等において明確に示している

・教育目的に沿った運営方針のもとに事業計
画を明確化して運営している
・教育目的に沿った運営方針のもとに事業計画を明
確化して、運営している
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20%

適切

ほぼ適切

自己評価

40%
やや不適切

60%
不適切

80%

100%

わからない

外部評価

『情報システム化（キャンパスアベニュー）など ・教務及び事務の組織整備をしてい
による業務の効率化を図っている』
『教務および事務

る「やや不適切」の改善について

の組織整備』について、65％の職員が「適切」
「ほぼ

検討はいかがでしょうか。

適切」と回答している。キャンパスアベニューは情 ・会議の開催については、適切に行
報管理を確実に合理的に行えるが、使用方法が複雑
であったり、個人の権限が限られるため適時に変更
ができないなど難点も多い。また、事務との業務整
理も改善しているが教員に周知するまでには至って
いないこともあり、今後、朝礼や合同会議を通じ教
員全員に業務整理の徹底を続けることで改善できる
と考えられる。
各会議の開催などについては 97％以上の教員が
「適切」
「ほぼ適切」と回答しているため学校運営の
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われている。

根幹となる組織については良好と感じていると推察
できる。
『運営組織の周知や事業計画の明確化』について
は約 10％に「やや不適切」と回答していることから、
学校運営の基盤である組織運営の理解が十分である
とは言えない。学校運営の決定機関から定期的な情
報発信をすることにより教員全体が、主体的に学校
運営に関心をもち参画することで改善することが今
後の課題である。
（２）学修成果
上段：28年度
下段：27年度

学修成果
・退学率の低減に向けた取り組みを図ってい
る・退学率の低減に向けた取り組みを図っている

・資格取得率（国家試験・資格試験）の向上
・資格取得率（国家試験・資格試験）の向上に向け
に向けた取り組実を図っている
た取り組みを図っている
・就職率の向上に向けた取り組みを図ってい
る
・就職率の向上に向けた取組を図っている
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20%

ほぼ適切

40%
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自己評価

60%

80%

100%

不適切

わからない

外部評価

学校全体での大きな課題は、学習課題および精神的

・退学率低減について、入学前の聞取

事由による退学者や原級留置学生への対応であった。

りやアンケート調査などで対応で

教員対応やスクールカウンセラーの介入は前年度同

きないでしょうか。ゼロは無理で

様になるべく早期に対応を心掛けており、教員間の情

も、減少は目指せるのではないか

報交換や共通認識への意識も高い状況にある。しか

と思います。

し、年々増加傾向にある学生対応への教員の疲労、疲

・全体に、
「適切」
「ほぼ適切」の数値

弊も比例して高くなってきている。解決策としては、

が高くないと思われる。退学率の

継続した基礎学力向上への学習支援を日々行うこと

低減に向けた取組みをお願いした

に加え、臨地実習や学校生活で社会人としての思考や

い。

行動力の向上に向けての学生サポートを強化するこ

・退学率の低減については、昨年度

とである。

よりも若干改善は見られるが、入

資格取得までの道のりは各学科で試験対策、外部模
擬試験の実施、
外部講師への講義依頼など例年通り実
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学当初の対策が大きな鍵を握って
いるのではないかと思う。

施している。特に、教員が学生の学習段階に応じた学
習対策を工夫していることや臨地実習での体験から
学習内容の選定をし、興味関心のある内容をきっかけ
に学習支援をするよう努力している。資格取得や就職
においてもこれらの成果として、准看護学科では資格
試験 100％の合格率、助産学科、看護学科では全国平
均を上回る国家試験合格率であった。就職率も進学を
除きほぼ 100％を誇っている。

（３）学生支援
上段：28年度
下段：27年度

学生支援
・学生の安全管理（災害共済保険加入等）を
・学生の安全管理（災害共済保険加入等）を行って
行っている
いる
・高校等との連携をとり、看護教育の取組を
・高校等との連携をとり、看護教育の取組を行って
行っている
いる
・就業経験のある社会人のニーズを踏まえた
教育環境を整備している
・就業経験のある社会人のニーズを踏まえた教育環
境を整備している

・卒業生を支援するための取組を行っている
・卒業生を支援するための取組を行っている

・保護者・保証人に、定期的に情報提供を行
・保護者・保証人に、定期的に情報提供を行ってい
っている
る
・課外活動に対する支援体制は整備している
・課外活動に対する支援体制は整備している

・学生の経済的側面に対する支援制度の周知
・学生の経済的側面に対する支援制度の周知を図っ
を図っている
ている
・スクールカウンセラーの配置など、学生の
・スクールカウンセラーの配置など、学生の健康管
健康管理や学生相談に関する体制は整備し
理や学生相談に関する体制は整備している
ている
・進路・就職に関する支援体制は整備されて
いる
・進路・就職に関する支援体制は整備されている
0%
適切

20%
ほぼ適切
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40%
やや不適切

60%

80%

100%

不適切

わからない

自己評価

外部評価

『学生の健康管理や学生相談に関する体制』は昨年 ・保護者、保証人への情報提供につい
同様 90％が、また『学生の安全管理』
『高校との連携』

て強化できないでしょうか。こまめ

『卒業生支援』
『学生の経済的側面に対する支援体制』

な情報提供で学校側の誠意や早期の

の各項目についてはほぼ 80％が「適切」
「ほぼ適切」

支援介入へ繋がるのではないかと思

との結果が得られている。これらは、スクールカウン

います。

セリングの利用も年々増加し、
カウンセラーとの連携

・スクールカウンセラーの設置はとて

を図りながら、
学生の精神的サポートが適時行われて

も良いと思う。学生のメンタルヘル

いる結果である。また、毎年実施される健康診断の結

スが必要だと思われます。

果をもとに学生の健康面のサポートが行われている

・入学当初のガイダンスやオリエンテ

ことと、感染症対策により看護者を目指すものとして

ーションでしっかり説明しないと、

の感染予防に対する指導が強化されている結果と言

つまずく原因にもなる。最初の対応

える。

が大切。

一方、
『社会人のニーズを踏まえた教育環境』につ
いては、昨年同様、
「適切」
「ほぼ適切」が 60％台に留
まっている。社会人入試で入学する学生が増加してい
る中で、その社会経験を学校生活で生かす教育環境が
少ないのであろう。
就業経験のある学生のニーズをつ
かみ、
またその経験を活かしながら専門職業人として
の自覚と責任を高めていきたい。
『保護者・保証人への情報提供』については昨年と
ほぼ変化なく「適切」
「ほぼ適切」が 70％にとどまっ
ているが、学科差が大きい。学力面・精神面・経済面
など多方面で多くのサポートを必要とする学生が多
い中、保護者・保証人の協力のもと、一人ひとりの学
生を資格取得までサポートする体制が望まれる。

カムバックスクール
平成 28 年 8 月 5 日（水）13 時 30 分～15 時
講演テーマ：
「認定看護師への道－訪問看護について－」
講 師：徳山晴子

先生

京都岡本記念病院訪問看護ステーションひまわり
訪問看護認定看護師
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（４）教育環境
ア 環境設備
上段：28年度
下段：27年度

環境整備
・学内外における研修や実習に必要な教育
・学内外における研修や実習に必要な教育体制を整
体制を整備している
備している
・施設・設備は、教育上必要な対応ができる
よう整備している
・施設・設備は、教育上必要な対応ができるよう整
備している
0%

20%
適切

40%
ほぼ適切

自己評価

60%
やや不適切

80%

100%

不適切

外部評価

『学内外における研修や実習に必要な教育体制の整 ・図書室の閉室時間の延長(17 時→
備』については、本校での新人専任教員指導や、公開

18 時)ありがとうございました。

授業などを通じ、教員の研修に取り組んでいるため約

ただ、1 冊の本が大きく重たい物

77％が「適切」であると回答している。しかし、約 23％

であれば、学校で自習する時間を

が「やや不適切」
「不適切」とあり、業務多忙により、

増やしてあげたいものと思い更な

負担感を感じることもあるのではないかと思われる。

る時間延長を希望します。

また、自己研鑽を高め、教員個々の資質能力の向上を ・努力されており問題ないと思いま
目的とした校内研修会も実施しており、今後は各教員

す。

が積極的に取り組めるよう、時期や回数を考えていく ・学生の意見を取り入れてやられてい

るのであれば良いと思います。

必要がある。
『施設、設備整備』については、約 72％が「適切」
「ほぼ適切」と回答しており、学内演習の教材を定期
的に購入するなど、学習環境は概ね整備されていると
考える。
授業に当たっては、学生の学習環境として、学生数
に応じた教室であるか常に観察し、空調などの工夫も
していく必要がある。また、廊下やエントランス、階
段などでも事故が起こらないように照明の管理など
も気をつけて行っていきたい。
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イ

防災管理

防災管理

上段：28年度
下段：27年度

・火災などの予防及び防災訓練など、防災教育を
・火災等の予防及び防災訓練など、防災教育を実施
実施している
している

・地震・火災等発生時の対応マニュアルなどを整備
・地震・火災発生時の対応マニュアルなどを整備
している
している

・防災管理規定を整備している
・防災管理規定を整備している
0%
適切

ほぼ適切

やや不適切

20%

40%

不適切

60%

80%

100%

わからない

自己評価

外部評価

90％前後で「適切」にされていると回答があった。
定期的に訓練を行い、防災管理の実際を教員、学生と
も今後も意識して行っていきたい。

（５）学生受け入れ募集

学生の受け入れ募集

上段：28年度
下段：27年度

・授業料などは妥当なものとなっている
・授業料等は妥当なものとなっている

・学生の募集活動において、資格取得・就職
・学生の募集活動において、資格取得・就職状況
状況などは正確に伝えている
等は正確に伝えている

・学生の募集活動（オープンキャンパス・高
・学生の募集活動（オープンキャンパス・高校訪
校訪問等）は、適正の行っている
問等）は、適正に行っている
0%
適切

ほぼ適切
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20%

40%

やや不適切

不適切

60%

80%

わからない

100%
無回答

自己評価

外部評価

授業料に関しては、83％が「適切」
「ほぼ適切」と
回答しており、ほぼ妥当であるとの認識と推察でき

・努力されており問題ないと思います。
・オープンキャンパスはとても良いと

る。学生の募集活動については、受験生にとって適

学生から聞いています。病院によって

切と考えられる時期にオープンキャンパスを、年４

は准看の就職ができない病院も増え

回実施している。また、教育顧問による高校訪問の

ています。進学に力を入れて頂きた

結果の報告などから、全員の教員が「適切」
「ほぼ適

い。

切」としている。また、資格取得・就職状況の伝達に
ついても学校案内やホームページへの掲載とオープ
ンキャンパスで説明していることで 89％の教員が
「適切」
「ほぼ適切」としている。それに加え、本年
度よりマイナビを広報媒体として活用し、学校情報
やオープンキャンパスの情報を掲載することで、本
校を知ってもらい、学生募集に繋げたい。また、准看
護科、２年課程の学生が減少している現在、優秀な
学生を確保するため、今後も継続して具体的な方法
を検討していく必要がある。

（６）経営管理
ア

財務

経営管理
・事業報告を適時行っている

・財務状況の情報を、教員に公開
している
0%
適切

20%

ほぼ適切

40%

やや不適切

自己評価

60%
不適切

80%

わからない

外部評価

事業報告については 17％が「やや不適切」、9％が
「わからない」としている。また、財務状況の報告に
ついて 26％が「やや不適切」
「不適切」としている。
これらは合同会議で報告されているが、合同会議に出
席できなかった教員がいることも一因と考えられる
が、教員の経営や財務会計といった分野の興味・理解
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・問題ないと思います。

100%
無回答

不足も要因であろう。今後は組織人として興味関心を
持って学校経営管理に関しても理解が深められるよ
う、研修等にも取り組んでいく必要がある。

イ

法令遵守
上段：28年度
下段：27年度

法令等の遵守
・学校の自己点検・自己評価を実施し、その
・学校の自己点検・自己評価を実施し、その結果を
結果を公開している
公開している

・教職員に対して自己点検・自己目標の実施
・教職員に対して自己目標・自己評価の実施及び問
及び問題点の改善に努めている
題点の改善に努めている
・個人情報に関し、その保護のための教育対
・個人情報に関し、その保護のための教育対策を
策を行っている
行っている
・法令、専修学校設置基準等を厳守し、適正
な運営をしている
・法令、専修学校設置基準等を遵守し、適正な運営
をしている
0%
適切

ほぼ適切

20%
やや不適切

自己評価

40%

60%

不適切

わからない

外部評価

自己点検・自己評価の実施および結果の公開は定着
し、
「適切」
「ほぼ適切」が 8 割以上を占め、認識はで
きている。しかし 28 年度新入職の職員がいないにも
関わらず「不適切」
「わからない」という回答があり、
継続して周知徹底を図る必要がある。また改善策が具
体的でないため、その方法について具体的に検討し実
施していく必要がある。
個人情報に関しては、比較的意識も高く、今後も継
続して学生の認識を確認し十分な指導をしていくこ
とが必要である。
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80%

100%
無回答

28 年度は、京都府より定期調査を受け大きな問題は
なく法令の遵守についても高評価であるが、「わから
ない」との回答が 10％あり、法令や設置基準等を理解
し、関心がもてるように説明や情報交換等を行う必要
がある。
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Ⅲ.教育活動
（１）教育推進活動

教育推進活動

上段：28年度
下段：27年度

・先端的な知識、技術等を習得するための研
・先端的な知識・技術等を修得するための研修
修や教員の指導力育成など、資質向上のた
や教員の指導力育成など、資質向上のための取
めの取組を行っている
組を行っている
・人材育成目標に向け授業を行うことができ
・人材育成目標に向け授業を行うことができる
る要因を備えた教員確保に努めている
要件を備えた教員確保に努めている
・資格取得に向けた指導体制並びにカリキュ
・資格取得に向けた指導体制並びにカリキュラ
ラムの中での体系的な位置づけはある
ムの中での体系的な位置づけはある
・成績評価・単位認定の基準は明確になって
・成績評価・単位認定の基準は明確になってい
いる
る
・外部関係者（実習施設等）からの評価を取
・外部関係者（実習施設等）からの評価を取り
り入れている 入れている
・授業評価を実施している
・授業評価を実施している
・専門分野における実践的な看護教育を体系
的（講義・演習・実習）に位置付けている
・専門分野における実践的な看護教育を体系的
（講義・演習・実習）に位置づけている
・実習施設との連携により、実践的な看護教
・実習施設との連携により、実践的な看護教育
育の視点に立ったカリキュラムや教育方法
の視点に立ったカリキュラムや教育方法の工
の工夫・開発などを行っている
夫・開発などを行っている
・課程等のカリキュラムは体系的に編成して
・課程等のカリュキュラムは体系的に編成して
いる
いる
・教育機関として修業年限に対応した教育到
・教育機関として修業年限に対応した教育到達
達レベルや学習時間の確保は明確にしている
レベルや学習時間の確保は明確にしている
・教育理念に沿った教育課程の編成・実施方
・教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方
針などを適正に定めている
針等を適正に定めている
適切

ほぼ適切

0%
やや不適切

20%
不適切

自己評価

40%
60%
わからない
無回答

80%

100%

外部評価

各課程のカリキュラム編成や資格取得にむけた指

・平成 28 年度評価について「不適切」

導体制、成績評価・単位認定の基準は明確化について

が多いアンケート内容は、個々の

は前年度と同様に、約 70％～80%が「適切」
「ほぼ適切」

不満が反映されており、この不満
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となっている。新人研修をはじめ各課程での取り組み

は生徒が感じ思っている事と一致

が効果的であったと考えられる。

するのではないでしょうか。人工

教員の資質向上のための取り組みに関しては前年

知能ロボット(ＡＩ)が看護・介護

度と同様に本校の研修計画に基づいて行われている。

職に参入されるのも未来の話では

また各教員が外部研修に参加し、合同会議での報告や

ない時代に、人と人との温かさを

伝達講習により研修内容の共有を図っていることに

感じられる様な看護師であってほ

変わりはない。しかし「やや不適切」
「不適切」
「無回

しいと切に願います。

答」があることに関して、日々の業務の繁忙さや日程

・教員環境は教育の根幹となるので、

の調整も難しく時間を確保することが厳しい状況で

引き続き意識して努めなければな

あることが伺われる。『人材育成目標に向け授業を行

らないと思います。これは臨床で

うことができる要件を備えた教員確保に努めている』

も同様ですが、評価内容にある様

に関して、回答が「適切」
「不適切」がほぼ半数に分か

に各々が納得できる仕事への働き

れている。各教員の力量や、仕事量の違いがこの結果

かけとして、教員への承認が重要

となっているとも考えられる。各教員の資質向上のみ

であると思います。

ならず、納得し仕事のできる環境整備も必要であると

・教員の確保については、難しい問

考えられる。

題ではあるが、引き続き努力をし

評価に関しては、外部関係者からの評価や授業評価

ていただきたい。

に関しては昨年よりも「適切」
「ほぼ適切」が増えてい

・授業評価についてもその有用性

る傾向にはあるが、引き続きより効果的な授業、実習

を理解し、積極的な活用を望む。

を行えるよう適切な時期に振り返り、自己研鑽してい

・看護学校は、一般の学校とは違

く必要がある。また実習施設との連携を図り臨床での

うものと思っていたが、人間性や

評価を学内での教育方法の改善に繋げていけるよう

コミュニケーション能力が大切と

工夫する必要があると考える。

知り、どこも同じだと実感した。
アクティブラーニングという言
葉は消えたが、能動的な学習機会
が増え、実状は理解度や参加につ
いて、差が出来てしまう。低学年で
は基礎・基本を身につけてほしい。
方向性を定めても、ついて行けな
い学生をどうするか、いかにやる
気を起こさせるかが大切である。
・キーワードは【発表】である。全
員が発表出来る機会が与えられる
ように。瞬発力を発揮出来るよう、
質問されたらすぐに答えられるよ
うな対応が求められる。
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Ⅳ.社会貢献・地域貢献・国際交流

社会貢献・地域貢献

上段：28年度
下段：27年度

・学生ボランティア活動を奨励し、支援して
いる
・学生のボランティア活動を奨励し、支援している

・学校の教育資源や施設を活用して社会貢献・
地域貢献に努めている
・学校の教育資源や施設を活用して社会貢献・地域
貢献に努めている
適切

0%
ほぼ適切

20%
40%
60%
80%
100%
やや不適切 不適切 わからない 無回答

自己評価

外部評価

本校では、学生のボランティア活動を奨励し、支援
している。具体的には、日々の朝の立ち当番での挨拶
運動、学校玄関前での花の整備、清掃活動などを通し
て地域の人々との交流に努めている。又、学校祭での
バザーや古本市は地域の方々にとって恒例行事の一
つとなっている。その他、看護の日の行事に併せた活
動、献血、夏祭り等のお手伝い、出張授業（性教育実
践）など積極的に行っている。このような実績を踏ま
え、教員評価では、ほぼ 8 割が「適切」
「ほぼ適切」と
しているが、3 年課程において「やや不適切」との回
答がみられる。詳細を聞き取り、是正することがある
ならヒントを得る必要がある。『学校の教育資源をつ
かっての社会・地域貢献』では、地元の高校の校外実
習を計 4 回の受け入れ、学校主催の看護職対象の研修
会 3 回を開催している。そのほか、京都府看護協会・
京都府助産師会等の団体の役員、理事、講師等を引き
受けそれぞれが任務を遂行している。しかし、教員評
価では、約 6 割強が適切、ほぼ適切としている反面、
助産学科以外の 3 課程においてやや不適切との回答が
みられる。地域に向けての活動は、教員個人の活動で
終始することなく、学校の活動として全教員に周知し
ていく必要がある。

洛東高校健康福祉コース 実習受け入れ
2 年生→准看護科

2回
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・継続されることで問題ないと思い
ます。
・近隣への活動が継続されているので
良いと思います。

3 年生→2 年課程
洛東高校 性教育

2回
助産学科

1回

【講師派遣】
実習指導者（看護師）講習会

平成28年10月～12月

看護論

奥山幸子

2年課程の教育制度

渕見美佐江

母性看護学臨地実習 秋山寛子
実習指導の実際演習 神農節子
看護協会短期研修 ＜准看護師＞実践に活かせる看護過程と看護記録

渕見美佐江

京都武田病院 特別講演

奥山幸子

職業倫理について

【学会/職能関係】
京都母性衛生学会 副編集委員長

秋山寛子

京都府助産師会教育委員

秋山寛子

京都府看護協会 推薦委員委員長

橋戸好美

京都府看護協会准看護師制度特別委員会

奥山幸子

山科保健センター運営協議会委員

奥山幸子

第 14 回関西看護学生看護研究大会実行委員

奥山幸子

Ⅴ.研究・研修

研究・研修

上段：28年度
下段：27年度

・学外研修に参加する体制を整えている
・学外研修に参加する体制を整えている

・研究活動を教員相互で支援しあう環境が
・研究活動を教員相互で支援しあう環境がある
ある

・教員の研究活動を助言・検討する体制を
・教員の研究活動を助言・検討する体制を整えてい
整えている
る
・教員の研究活動を保障（時間的・財政的
・教員の研究活動を保障（時間的・財政的・環境
・環境的）している
的）している
・教員等の能力開発のための研修等が行わ
れている
・教員等の能力開発のための研修等が行われている

適切

0%
ほぼ適切

20%
やや不適切
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40%
不適切

60%
80%
100%
わからない
無回答

自己評価

外部評価

研究・研修は、２、３年前の評価では各項目 8 割近

・研究活動への支援は、時間や

くのものが「適切」
「ほぼ適切」としていた。しかし、

環境だけでなく、精神的支援

昨年より肯定意見の割合が低くなり本年度はそれに

(実行への承認)でもう少し

比して概ね「適切」に転じているものの肯定評価は全

改善できるのではないかと思

体の 6 割前後に過ぎない結果であった。中でも、研究

います。

活動に関する項目の評価が低く、『研究活動を教員相

・全体に「適切」
「ほぼ適切」が低

互で支援しあう環境』
『研究活動を保障（時間的・財政

い数値になっている。校外研修

的・環境的）
』の 2 項目は特に評価が低かった。特定

の機会を増やしていかれた方

の教員に負担がかからないように研究活動できる時

が良いのではないか。

間的な保証が必須であると考えられる。研修に関して

・教員相互の支援について、

は概ね適切と思われた。なお、研究発表、研修参加の

日々の地道な意識付けにより

実績は別紙に示すとおりである。

全体の文化として定着させて
いただきたい。

【学校内】
第 1 回研修会 「看護職としての社会人基礎力の育て方～効果的な実習指導をめざして～」
講師：箕浦とき子先生
第 2 回研修会 「課題解決に向けて主体的に、協働的に取り組める学生をどう育てるか？」
講師：野津有司先生
新人教員研修 8 月 5 日（金）12 名
研究授業 28 年 10 月～28 年 3 月 3 名
公開授業 28 年 4 月～29 年 3 月 2 名
シンポジウム 12 月 26 日（月）7 演題
研究発表

3 月 24 日（金）9 演題

長期研修報告会 3 月 24 日（木）滋賀県専任教員養成講習会 2 名
【学校外】
1．学会発表
日本看護学校協議会学会（静岡）
「A 校助産学科卒業生の就業状況－離職を考える要因」
橋戸好美・秋山寛子・増田よし美・守屋嘉奈子
日本看護技術学会第 15 回学術集会（群馬）
「看護学生の採血技術の習得を促す教育法―静脈採血モデルの可視化を試みて」
奥山幸子
日本精神科看護学学術集会専門Ⅱ（新潟）
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「精神看護学実習における学生企画レクリエーションが対象に及ぼす影響と今後の課題」
橋本登喜子・殿川賢太郎
２．学会・研修会等参加
滋賀県専任教員養成講習会 4 月～12 月（滋賀）2 名
日本看護倫理学会第 9 年次大会（京都）1 名
日本看護学校協議会学会（静岡）3 名
日本看護学会学術集会：看護教育（滋賀）3 名
日本看護技術学会第 15 回学術集会（群馬）1 名
日本精神科看護学学術集会専門Ⅱ（新潟）2 名
京都府立医科大学 講演会 1 名
京都大学大学院医学研究科人間健康科学系専攻退官記念最終講義 1 名
京都府立医科大学助産師会研修 1 名
京都橘大学看護学部研修会 1 名
京都府助産師会研修 2 名
京都母性衛生学会学術集会 2 名
京都府食育協議会 研修 2 名
京都府看護協会 短期研修

27 名

大阪府看護協会 フォローアップ研修 1 名
京都府看護学校連絡協議会 2 名
日本精神看護協会（京都）2 名
e-NUS 看護セミナー（大阪）5 名
e-NUS 看護セミナー（名古屋）1 名
照林社 看護教員実力アップセミナー（大阪）1 名
３．論文・執筆等
岡田弘美監修：看護学生「成人看護：循環器」．メジカルフレンド社．Vol.64 No4．2016．
橋戸好美他：A 校助産学科卒業生の就業状況－離職を考える要因-．日本看護学校協議会雑誌
47 巻;175-176.2016
橋本登喜子：看護師のための認知行動療法入門講座に参加して．日精看京都支部広報新聞．
2017 年 1 月
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