
63 / 施設（愛媛県看護協会会員施設）

＊施設規模・種類別

保健所・保健センター

【受講していない理由】

・eラーニングを活用しているから。

・施設内で講師による研究課題ごとの指導を受けている。

・教員資格取得時の教育内容に履修している。

・希望者がいない。（2名）

・「研修を行う」という認識が低い。

・看護研究することが今ないので。

・日常の業務を安全にこなす事で精一杯。自分たちで研究して考え看護を行うほどの力がない。

・研究レベルに達していない。

・修士取得者が多いため。時間的にも困難。

・松山までの距離と時間。体制がきびしい。他の研修で精一杯。

・勤務の都合。看護研究に対する熱意不足。

・対象が外来のみとなった為。診療所の無償化に伴い看護計画立案。

・全ては該当年に研究発表してもらうが、発表時期までに間に合わない。
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1-1）　看護研究研修の受講について

クリニック 5 / 35 訪問看護ステーション
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1-2）　看護研究研修の方法（複数回答可）　

【その他の研修】

・日本精神科看護協会にて

・県立病院看護職員研修

・大学・大学院

・看護研究グループまたは個人は、年に数回、院外講師より個別指導を受けている。

2-3）　看護研究の取り組みについて

(施設）

(％）

(施設）

(％）

〇施設内で発表：40施設

〇学会で発表：34施設

・日本慢性期医療学会・緩和ケア研究会
・旭川荘内の医療福祉学会

・慢性期医療学会

2-4）　看護研究の発表について

・昨年度までは上記の研修に加えて、実践編として（3～4回シリーズ）愛媛大学医学部看護学
科の先生に依頼して研修を行っていた。

4.個別でのeラ－ニング

5.愛媛県看護協会主催の研修

6.他施設主催の研修

7.その他

2.施設内で講師による研究課題ごとの指導

3.施設内でeラーニングによる集合研修 3
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5

77.8

・看護協会の研修やナーシングスキル等で看護研究の基礎を学び、大学にて分析方法について個別
指導を受けています。
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3-5）　愛媛県看護協会研修の活用について

【活用しない理由】

・施設内で講師による研究課題ごとの指導を受ける予定。

・施設内でのeラーニング研修を利用できる。（2名）

・院内講師やeラーニングによる研修を実施していく予定。

・施設内で講師の指導を受けている。（ただし自己研鑽は別）

・日精看の研修会に参加しているので、今後参加する予定はありません。

・看護協会での研修は自主参加としている為に希望者は参加すると思える。

・できるものはしている。

・外来の診療の補助が日々の主な業務となっており、外来での看護計画立案に至っていない。
・希望者がいない。
・今のところ活用できない。看護研究に興味がある又はしたいと考える職員が一人でもいれば研修を受ける。
・研究を行なう予定がないため。

・不明。活用するように体制を整えていきたいが、現在確実性がない。

・できれば活用したいが、余裕がない。費用等（交通費、駐車場代）、研修→優先順位が低くなる。（看護研究）

・時間的に参加むずかしい。

・平日の場合業務との調整がとれないなど。

3-6①　受講したい看護研究の研修内容（複数回答可）

【その他の研修】

・職員個々のニーズに応じて受講。

3-6）②　ラダーへの位置付けについて

（施設）

（％）
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3-7）　その他ご意見

＜研修内容について＞

・1～2年かけて指導者育成コースがあればよい。

・研究者同士での意見交換や他施設との交流など取り入れると、よいのではないか。

・全国学会など、多学会の申込時の方法や注意点を教えて頂きたいと思います。

・小規模病院でも参加しやすい研究会であってほしいと思います。

＜研修運営について＞

・地区別や少人数での研修であれば、質問しやすい。

・研修費用をもう少し安くしてほしいと思います。

＜現状について＞

・医療安全、感染など先に取り組まなければならないことが多く先延ばしになっています。

・ラダーの位置づけについて、看護研究の位置付けはあるが、協会限定にしていない。

＜今後の施設側の課題について＞

・今後、ラダーに位置づけを考えている。（2）

・看護師の養成校である為、学生への指導方法（教育研究）にも取り組んで行きたいと思っております。

・できれば研究にとりくみ発表することで、力を高めていきたいとは思いますが、現状で研修に出てその後研
究を行なっていくのは時間的に厳しいです。ただ、できないといっていてもできないので、とにかく1年に1回で
もやってみようとは思います。

・最低、可能な研修は、業務扱いで費用も負担して参加させているが、半日の研修→松山では負担が大き
い。体制もきびしい中、研修に参加する内容を選択しないといけない現状があります。

・当ステーションは看護師数8名だけなので、当研修受講すみのものと未受講者がおりますが、事例検討会の
形式で所内指導をしています。

・教育（研究）体制の整った組織で働く職員と、開業医院の職員では、レベルの差や環境の差が大きく、看護
研究まで手が届いていないのが現状かと思います。末端のクリニック等の看護師のレベルアップをいかに計る
かが愛媛全体のレベルアップに繋がるのではないかと考えます。

・研究に関する内容を年度はじめ頃にまとめてもらうと参加しやすい。又、データ分析の所を具体的なSPSSソ
フトの使い方なども少し説明してもらうと参加者は参考になると思う。

・研究の分析方法については、集合研修の学びでは難しく、大学講師の指導に頼っています。看護協会の研
修で、個別指導を3～4回/年程予定していただけると助かります。

・看護研究の基礎知識に関する研修は継続してほしい。実際的には、研究実践の過程での指導により、学ぶ
事が大きいので、個別指導が重要である。（質の向上）しかし、協会の様々なキャパシティを考えると、研修で
は難しい。

・今治でも看護研究の発表会が年一回行われていますが、それに出席させてもらう事から始めて、だんだん
慣れて行っている状況です。松山だけでなく、時々は規模の小さいのでもよいので、地元であれば参加しや
すいです。まずは、発表を聞く事をつみかさねて行きたいです。研修は次の段階のように思っています。（当
院にとっては）

・毎年受講してもらいたいが、人員不足の部署では、休みがとれない場合もある。知りたい事だけピンポイント
で受講できればという意見もあります。東予地区開催を希望する声も多いです。

・当院では研究者の決定が3月ですぐ研究に取りかかっている為、研究の研修が追いついておらず、計画が
不十分なまま実施しているのが現状です。学びたい時期に学べるeラーニングの導入を検討しています。



【結果】

・回答施設の7割が何らかの研究に関する研修を受けていた。

・回答施設の8割が看護研究に取り組んでおり、その内の7割が施設内外で発表していた。

・大規模病院は回答全施設が研究に関する研修を受講し、研究に取り組んで発表まで行っていた。

・受講したい研修内容の項目については当協会の研修内容と一致していた。

・ラダーへの位置付けについては7割が「位置付けていない」と回答していた。

・研修内容の希望については以下の通りであった。

具体的なSPSSソフトの使い方、1～2年かけての指導者育成コース、個別指導、

研究者同士での意見交換や他施設との交流、他学会の申込時の方法や注意点

【考察および今後の課題】

　

・看護研究研修の方法は、1.当協会の研修、2.施設内で講師による研究課題ごとの指導、3.個別での
eラーニングによる集合研修の順に多かった。

・当協会での研修の活用については7割が活用すると回答していた。活用しない理由としては、eラー
ニング研修を活用する、講師の指導を受ける、研究の予定がない、時間的に研修を受ける余裕がない
などであった。

・研修の運営については、年度はじめ頃にまとめてもらうと参加しやすい、地区別や少人数での研修
が質問しやすい、研修費を安くしてもらいたいなどの意見があった。

・課題については、今後ラダーに位置付けを考えている、eラーニングの導入を検討している、学生
への指導方法（教育研究）にも取り組んで行きたいなどの意見があった。

・大規模病院は看護研究研修も受講しており、看護研究も取り組んでいる。小規模病院やクリニック
などの小規模施設は、日々の業務をこなすので精一杯で、研修を受講したり、研究に取り組む余裕が
ない現状が分かった。

・大中規模病院に対しては、研修希望内容が現行の研修内容と一致しており、参加者数は減少してい
ても継続する必要があると考える。また、それに加えて個別指導についても検討する必要がある。ま
た、大中規模病院で働く看護師は小規模施設で働く看護師に比べ、研修を受けたり研究に取り組める
現状がある。今後も研究を取り組んでいる施設への支援を継続させる必要があり、大・中規模病院か
らの研修参加者を増やしていく。そのためには、研修の時期については委員会でも毎年協議を重ねて
いるが、看護師が参加しやすい時期や場所についても委員会で引き続いて検討していく。

・小規模施設に対しては、研究に取り組んだり研修に参加する施設は少ないが、継続して研究の支援
や看護研究研修の開催は必要である。看護の質向上に向けて、研究の意義や必要性を理解してもらう
ために、業務の負担が増強しない方向での研修参加を促すなどの何らかの働きかけが必要である。

・看護研究の研修方法についてはeラーニング研修の普及により今後も参加者数減少の可能性がある
が、講師との直接指導を受けたり、グループワークなどで理解を深めたりするなど、集合研修のメ
リットを生かした魅力ある企画について検討すると共に、Webを活用するなどの研修形態を検討して
いくことも課題の一つである。

・施設別で見ると、大中規模病院は看護研究研修の受講割合や看護研究の取り組む割合が大きかっ
た。

・現状については、職員のレベルに差があり研究まで手が届いてない、時間的に厳しいなどの意見が
あった。


