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1. はじめに 

今日の看護行政では、2025年問題を重要課題とし、在宅医療・看護によりシフトした施策を打ち出し、

地域包括ケアシステムの推進にむけて、多職種の協働が不可欠としている。 

看護職が他職種と連携・協働して役割を果たすには、看護学生と他職種の学生の双方の学習内容につ

いての理解や、体験的に学ぶなどの相互交流が出来る教育環境、カリキュラムの工夫等が必要である。 

当協議会では、平成 26 年度に「看護教育課程調査」を実施し、その結果を踏まえ、「社会のニーズに

応える看護師教育の教育課程試案」についてまとめた。その中で、「チーム医療、保健・医療・福祉の協

働を考える科目の必修化」を提案し、平成 27年度からは、看護師教育課程の開発及び新しい教育方法・

評価について検討を続けている。 

今回、当協議会の会員校における平成 27年度の看護学生と他職種学生の合同教育に関する実情を把握

することを目的に、“看護学生と他職種学生の合同教育に関する実態調査”を実施した。本報告は、その

集計結果および結果に基づく考察をまとめたものである。 

今後、本報告掲載情報を踏まえ、地域包括ケアシステムの基盤となる合同教育が推進力を増すよう取

り組んで行く。 

     一般社団法人日本看護学校協議会 

会長 荒川眞知子 

2016年 6月 10日 
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2. 総括 

本調査から得た主たる知見を、以下にまとめる。 

1. 他職種を志す学生と共同で学習する機会が「ある」と回答したのは、講義 23．3％、演習は 14％、

実習においては 2.3%と少なかった。 

2. 他職種の有資格者から教育を受ける機会が「ある」と回答したのは、講義 83.7%、演習は 55.8%、

実習においては 53.2%あり、学生同士の共同で学習する機会に比して、他職種の有資格者から指

導を受ける機会は多かった。 

3. 教育内容で、保健・医療・福祉に関する他職種の役割や機能の学習の機会の有無について、「ある」

55.8%、「少しある」27.9%を合わせて 83.7%であった。これは、多職種の養成を行っていない養

成所でも高いことが推測できる。しかし、多職種の養成を行っている養成機関では、看護学概論、

各専門領域で学ぶ以外にも、専門基礎分野に、東洋健康科学やリハビリテーション論、社会福祉

論などを科目立てして、各施設の特徴を出すようにしていることがわかった。 

4. 教育内容で、保健・医療・福祉に関する他職種との連携の学習の機会については、「ある」46.5%

と「少しある」37.2%を合わせて 83.7%であった。役割や機能の学習の機会と比して他職種との連

携についての学習の機会を設けている養成所は少なかった。地域包括ケアシステムにおいては、

協働・連携が不可欠で、今後、連携に関する学習の機会を積極的に導入する必要性が示唆される。 

5. 他職種の役割や機能と他職種との連携を学ぶ機会についての具体的に例示をみると、概ね同じ講

義科目であった。役割や機能を教え、同時に連携についても考えさせているということであろう。 

6. 実習目標に他職種との連携に関連するものはあるかという設問に対して、「ある」の回答は 95.3％

であった。今後、この目標の達成に向けての教育を充実させていく必要性があろう。 

7. 貴校の看護学科（看護科）のカリキュラムに他職種の学生と一緒に受けるワークショップがある

かを問う設問に「ある」と回答したのは 14.0%のみであった。教科外活動（サークル・行事など）

を他職種の学生と一緒に行うことがあるかについては、「ある」が 88.4%であった。毎日の学生生

活の中での他職種学生との交流は、「ある」が 39.5%、「ない」が 27.9%、「どちらとも言えない」

が 32.6%であった。全体に、自然発生的な学生の交流や行事やサークル活動等を通しての交流は

あるようだが、教育プログラムの中に意図的に他職種学生間の交流を目的とする内容を盛り込む

ことができている養成所は少ないことがわかった。 

8. 合同教育の成果と課題について自由記載で尋ねた結果、「その必要性や意義は理解する」、「取り組

んでいることの明確な評価はできていない」という回答が多く、教育課程上の課題や「指定規則

で合同教育が認められていない為に難しい」という記述もあった。これは、「授業科目をについて

同時に行う学生の数は 40 人以下（指定規則の一）」の人数の規定があるため、一方の学科の講義

等を一緒に聴講するということを指しているのであろう。2 つ以上の学科が合同で作りあげる授業

は認められるものであろう。 

9. 合同教育の実施・実現のための工夫として、チーム医療論の導入や他職種学生の合同授業をして

いるなど、カリキュラムに位置づけて取り組んでいる養成所もあった。また、学校組織として教

員の交流や講師派遣などは行われていた。教科外の学校行事での交流の機会を設定するような工

夫もみられた。 

これから地域完結型医療、地域包括ケアシステムを推進していく上で、他職種との協働は不可欠であ

り、まずは多職種養成を実施している養成所がその範を示すことが重要であろう。本調査結果で、現在、
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他職種を養成している養成所においてどのような合同教育が実施されているかを具体的に示すことが出

来た。今後は、実施した合同教育の評価を継続的に行い、広くその結果を伝え、多くの養成所における積

極的な導入につなげることが必要であろう。 

 

3. 調査概要 

①調査時点：平成 27年 9月 1日 

②回収期間：平成 27年 9月 30日から 10月 14日（水）まで 

③調査対象：当協議会の会員校のうち、多職種を養成する 58施設 

④回答者：対象校の教務主任等、実情を把握するもの 

⑤回答方法：エクセルシートへの入力回答、メールにファイルを添付し返送する。 

⑥設問概要：【1】～【15】の設問 

【1】 設置主体 

【2】 設置課程 

【3】 看護学科（看護科）以外の養成学科 

【4】 看護学科（看護科）の学生は、保健・医療・福祉に関する他職種を志す学生と共同で学

習する機会があるか。 

【5】 看護学科（看護科）の学生は、保健・医療・福祉に関する他職種の“役割や機能”につ

いて学習する機会があるか。 

【6】 【5】で、「ある」または「少しある」と回答した場合、保健・医療・福祉に関する他職

種の“役割や機能”について学習する機会はどれか。 

例示）領域毎に、主な機会（講義科目等）と時間数（分単位）を各 1 例示 

【7】 看護学科（看護科）の学生は、保健・医療・福祉に関する他職種との“連携”について

学習する機会があるか。 

【8】 【7】で、「ある」または「少しある」と回答した場合、保健・医療・福祉に関する他職

種との“連携”について学習する機会はどれか。 

例示）領域毎に、主な機会（講義科目等）と時間数（分単位）を各 1 例示 

【9】 看護学科（看護科）の実習目標の中に、“他職種との連携”に関連するものがあるか。 

【10】 看護学科（看護科）のカリキュラムに、“他職種の学生と一緒に受けるワークショップ”

があるか。 

【11】 看護学科（看護科）の学生は、“他職種の学生と一緒に教科外活動”を行うことがあるか。 

【12】 看護学科（看護科）の学生は、毎日の学校生活の中で“他職種の学生と交流”をしてい

るか。 

【13】 【12】で「はい」と回答した場合、どのような交流の場か。 

【14】 合同教育の成果及び課題についての意見。 

【15】 その他、合同教育の実施・実現のために工夫していること。 

⑦その他：本調査は、看護師のみならず、多職種を養成する会員校の教務責任者に、合同教育につい

て問い合わせた結果である。したがって、単科の看護師養成所に比べて、他職種との合同

教育は実施しやすい環境にあることを想定して調査したものである。 
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4. 集計結果 

Ａ：回収状況 

調査票依頼数：58 校 

調査票回収数：43 校 

回収率：74.1 % 

有効回答率：100.0 % 

 

Ｂ：回答者の職位 

学科長 15 34.9 % 

教務主任 12 27.9 % 

副校長 8 18.6 % 

教務部長 3 7.0 % 

科長代理 1 2.3 % 

専門課程教頭 1 2.3 % 

教授 1 2.3 % 

教務課長 1 2.3 % 

学校長 1 2.3 % 

合計 43 人 100.0 % 

表 1：回答者の職位 
  

 

Ｃ：設問の集計結果 

【1】．貴校の設置主体 

ク.学校法人  36 

イ.都道府県  3 

キ.社会福祉法人  2 

カ.医療法人   1 

無回答 1 

合計 43 

表 2：回答校の設置主体 

 

【2】．貴校の設置課程（複数併設は、複数回答） 

イ. 3 年課程     23 

ウ. 3 年課程（定時制）      4 

エ. 3 年課程（修業年限 4 年）     3 

オ. 2 年課程     3 

カ. 2 年課程（定時制）      1 

キ. 2 年課程（通信制）      1 

ケ. 5 年一貫教育     1 

イ. 3 年課程 ウ. 3 年課程（定時制）  ク. 准看護師養成所 1 

イ. 3 年課程 オ. 2 年課程   1 

ア. 統合カリキュラム エ. 3 年課程（修業年限 4 年）   2 

ア. 統合カリキュラム イ. 3 年課程   1 

無回答     2 

合計    
 

43 

表 3：回答校の設置課程 
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【3】．貴校にある看護学科（看護科）以外の養成学科はどれですか？ 

介護福祉学科（介護福祉科） 18 41.9% 

理学療法学科（理学療法士科、理学療法士学科、理学療法士養成学科） 17 39.5% 

作業療法学科（作業療法士科） 11 25.6% 

歯科衛生科（歯科衛生学科、歯科衛生士学科） 8 18.6% 

医療秘書科（医療秘書学科、医療秘書情報科） 8 18.6% 

言語聴覚学科（言語聴覚療法学科、言語聴覚士科、言語聴覚士学科） 7 16.3% 

臨床工学科（臨床工学学科、臨床工学技士科、臨床工学技士学科、臨床工学専攻科） 7 16.3% 

臨床検査学科（臨床検査技師科、臨床検査技師養成科） 6 14.0% 

はりきゅう学科（鍼灸医療科、鍼灸学科） 6 14.0% 

保育学科（こども学科、保健保育科、子ども未来学科） 5 11.6% 

診療放射線学科（診療放射線技術学科、放射線技師科） 5 11.6% 

社会福祉科（社会福祉学科、社会福祉専攻科） 4 9.3% 

児童福祉学科（福祉保育学科、こどもかいご福祉学科） 3 7.0% 

精神保健福祉科（精神保健福祉学科） 3 7.0% 

視機能療法学科（視能訓練士科、視能訓練士学科、視能訓練士特科、視能療法学科） 3 7.0% 

柔道整復学科 3 7.0% 

歯科技工学科 3 7.0% 

医療事務学科（病院事務診療情報学科、医療事務ドクター秘書学科） 3 7.0% 

医療情報管理科（診療情報管理学科、診療情報管理専攻科、医療マネジメント科） 3 7.0% 

リハビリテーション学科 2 4.7% 

東洋医療学科（東洋医療総合学科） 2 4.7% 

救急救命学科（救急救命士科、救急救命士学科） 2 4.7% 

スポーツ医療学科 1 2.3% 

くすり調剤事務科 1 2.3% 

総合福祉科 0 0.0% 

管理栄養科 0 0.0% 

メディカルシステム科 0 0.0% 

薬業学科 0 0.0% 

その他 8 18.6% 

のべ 139 
 

表 4：看護学科（看護科）以外の養成学科 [列記] 
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【4】．貴校の看護学科（看護科）の学生は、保健・医療・福祉に関する他職種を志す学生と共同で学習

する機会はありますか。 

 ○他職種を志す学生との共同学習について 

 
ある   ない   

ア．講義 10 23.3% 33 76.7% 

イ．演習 6 14.0% 37 86.0% 

ウ．実習 1 2.3% 42 97.7% 

エ．実習カンファレンス 2 4.7% 41 95.3% 

表 5 :他職種を志す学生との共同学習（n＝43） 
  

 

 

 

 ○他職種（有資格者）から教育を受ける機会について 

 
ある   ない   

ア．講義 36 83.7% 7 16.3% 

イ．演習 24 55.8% 19 44.2% 

ウ．実習 23 53.5% 20 46.5% 

エ．実習カンファレンス 14 32.6% 29 67.4% 

表 6 :他職種（有資格者）から教育を受ける機会（n＝43） 

 

 

  

4.7% 

2.3% 

14.0% 

23.3% 

95.3% 
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【5】．貴校の看護学科（看護科）の学生は、保健・医療・福祉に関する他職種の“役割や機能”につい

て学習する機会はありますか。 

 

ある 24 55.8% 
36 83.7% 

少しある 12 27.9% 

あまりない 5 11.6% 
  

全くない 2 4.7% 
  

わからない 0 0.0% 
  

全回答数 43 100.0% 
  

表 7: 他職種の“役割や機能”について学習する機会の頻度 

 

 

 

 

 

【6】．上の設問で 「ある」または「少しある」と回答した方にお伺いします。（36件） 

①保健・医療・福祉に関する他職種の“役割や機能”について学習する機会としてあてはまるもの

に☑をご記入ください（複数回答可）。 

1）講義 34 79.1% 

2）演習 10 23.3% 

3）病棟実習 17 39.5% 

4）地域実習 24 55.8% 

5）実習カンファレンス 12 27.9% 

6）その他 4 9.3% 

全回答数 43 100.0% 

表 8: 他職種の“役割や機能”について学習する機会：場面 

 

 

  

ある 

55.8% 少しある 

27.9% 

あまりない 

11.6% 

全くない 

4.7% 

わからない 

0% 
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②上の領域毎に、主な機会（講義科目等）と時間数（およそで結構ですので分単位でお願いします）

を各 1ずつ例示ください 

 1）講義 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

東洋健康科学 90 分×7 回 

①看護概論 

②治療論Ⅱ 

③保健学  

④社会福祉学 

⑤看護管理 

⑥各専門領域別概論 

①1 年生 90 分×3 コマ＝270 分 

②2 年生 90 分×2 コマ＝180 分 

③2 年生 90 分×3 コマ＝270 分 

④2 年生 90 分×4 コマ＝360 分 

⑤3 年生 90 分×2 コマ＝180 分 

⑥1～3 年生 各 90 分×1 コマ程度＝90 分 

①看護学概論 

②社会福祉 

①②90 分×15 コマ＝135 分 

①基礎看護学概論 

②在宅看護論 

①90 分×１コマ程度＝約 90 分 

②90 分×１コマ程度＝約 90 分 

チーム医療概論 90 分×3 コマ 

リハビリテーション 90 分×15 コマ 1350 分 

リハビリテーション、ME 機器 90 分×5 コマ＝450 分 

リハビリテーション論 90 分×7 コマ＝630 分 

リハビリテーション論 90 分×4 コマ＝360 分 

リハビリテーション論 90 分×15 コマ＝1350 分 

栄養学 90 分×15 コマ=1350 分 

栄養学・現代医療論・関係法規・看護学概論 各 30 分程度 

各看護学の科目 150 時間 

看護学概論 90 分×3 コマ＝270 分 

看護学概論 90 分×1 コマ=約 90 分 

看護学概論 

在宅看護論概論 

精神看護学概論 

90 分×0.5 コマ程度 

90 分×1 コマ 

90 分×1 コマ 

看護学概論 

精神看護学Ⅲ 

在宅看護論Ⅰ 

看護学概論：90 分 

精神看護学Ⅲ:30 分 

在宅看護論:90 分 

看護学概論・関係法規 90 分×3＝270 分程度 

看護学概論・老年看護学概論 30 分＋30 分 

関係法規 ― 

関係法規 

在宅看護論 

栄養学 

医の倫理 

公衆衛生 

社会福祉 

90 分×3 

90 分×1 コマ 

90 分×1 コマ 

90 分×1 コマ 

90 分×1 コマ 

90 分×1 コマ 

基礎看護概論 50 分×2 コマ程度=100 分 

基礎看護学 90 分×2 コマ程度=180 分 

在宅看護援助論 50 分×2 コマ＝100 分 

在宅看護概論 90 分×3 コマ＝270 時間 

在宅看護概論 90 分×1 コマ程度＝90 分 

在宅看護概論 90 分×2 コマ程度＝約 180 分 

在宅看護方法論 90 分×8 コマ＝720 分 
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在宅看護方法論Ⅱ 60 分程度 

社会福祉 

在宅看護概論 

90 分×7 コマ程度＝約 630 分 

90 分×2 コマ程度＝約 180 分 

社会福祉概論 90 分×8＝720 分 

社会福祉論 90 分×2 コマ＝約 180 分 

成人特論 90 分×4 コマ＝360 分 

臨床栄養学 90 分×12 コマ＝1080 分 

表 9: [講義で]保健・医療・福祉に関する他職種の“役割や機能”について学習する機会 

 

 2）演習 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

臨床栄養学 90 分×2 コマ＝180 分 

成人特論 90 分×4 コマ＝360 分 

失語症 90 分×2 コマ=180 分 

歯科保健 90 分×2＝180 分 

災害看護と国際協力 90 分×4 コマ＝約 360 分 

看護管理 90 分×2 コマ程度＝約 180 分 

看護学概論 90 分×1＝90 分 

リハビリテーション論 90 分×2 コマ＝180 分 

リハビリテーション論 90 分程度 

チーム医療概論演習 90 分×7 コマ 

看護管理 （関連職種連携演習） 3 年生 90 分×2 コマ＝180 分 

LHR→90分×3 コマ＝270 分 

看護学概論 15 分 

表 10: [演習で]保健・医療・福祉に関する他職種の“役割や機能”について学習する機会 

 

 3）病棟実習 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

老年看護実習Ⅰ 60 分×1 コマ=60 分 

老年看護学実習Ⅰ 7.5 時間×2 日＝15 時間 

統合実習 30 分程度 

統合実習 実習内容にはあるが、そのための時間は出せ

ない 

統合実習 60 分×2 コマ程度＝約 120 分 

地域包括病棟 90H（7.5 時間×12 日） 

総合実習 90 時間(8 時間） 

精神看護学実習 60 分 

成人看護学実習 

老年看護学実習 

母性看護学実習 

小児看護学実習 

精神看護学実習 

各 60 分程度（連携とあわせて） 

成人看護学実習 60 分×2＝約 120 分 

成人看護学・老年看護学実習 計算できかねます 

基礎看護学実習と成人看護学実習 30～40 分×2 回＝約 60～80 分 

看護学実習全般 適宜 

看護の統合と実践実習Ⅰ 30 時間 
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看護の統合と実践実習 30 分程度 

各看護学実習 ― 

医事業務について 90 分×15 コマ＝1,350 分 

基礎看護学実習Ⅰ 

精神看護学実習 

成人看護学実習 

老年看護学実習 

小児・母性実習 

基礎看護学実習Ⅰ:40 分 

他の領域は、ケースにより時間は異なる 

表 11: [病棟実習で]保健・医療・福祉に関する他職種の“役割や機能”について学習する機会 

 

 4）地域実習 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

老年看護学実習Ⅰ 60 分×2 コマ程度＝約 120 分 

老年看護学実習 90 時間 

特別養護老人ホーム 

訪問入浴 

8 時間×4 日＝32 時間 

8 時間×4 日＝32 時間 

小児看護学実習Ⅰ 30 時間 

在宅実習 15 時間 

在宅看護論実習・老年看護学実習Ⅰ 90 時間×4 週間＝360 時間＝21600 分 

在宅看護論実習・統合実習 各 60 分程度（連携とあわせて） 

在宅看護論実習 30 分程度 

在宅看護論実習 90 分 

在宅看護論実習 90 時間（16 時間） 

在宅看護論実習 30 分×2 回程度＝60 分 

在宅看護論実習 90 時間×2×60 分＝10,800 分 

在宅看護論実習 30 分程度 

在宅看護論実習 50 分×7 コマ＝350 分 

在宅看護論実習 60 時間 

在宅看護論実習 90 時間（540 分） 

在宅看護論実習 60 分×1 コマ=60 分 

在宅看護論実習 60 分×2＝約 120 分 

在宅看護論 8 時間×3 日程度＝約 240 時間 

在宅看護実習（消防署） 7.5 時間×2 日＝15 時間 

在宅看護学実習 30 分 

サービス担当会議 在宅看護論実習 出席→30～90 分程度（施設

状況にて） 

①在宅実習 

 

②保健センター実習 

①第 1 看護学科 60 時間（7.5 時間×8 日） 

第 2 看護学科 30 時間（7.5 時間×4 日） 

②7.5 時間×1 日 

表 12： [地域実習で]保健・医療・福祉に関する他職種の“役割や機能”について学習する機会 
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 5）実習カンファレンス 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

老年看護学実習 30 分 

母性看護学実習 60 分 

特別養護老人ホーム  1 時間 

統合実習 60 分×2 コマ程度＝約 120 分 

全領域でチャンスあり 確実に全学生に学べるとは限らない 

小児看護学実習保育園実習・見学実習 7 時間×6 日=42 時間 

在宅看護論実習 

精神看護学実習 

学習する時間はあるが何分まではわからない 

30 分×3 回＝90 分程度 

在宅看護論実習 30 分×4 コマ＝120 分 

在宅看護論実習 約 180 分 

看護学実習全般：ケースカンファレンス時の参加 30～60 分程度 

基礎看護学実習Ⅰ 

精神看護学実習 

成人看護学実習 

老年看護学実習 

在宅看護学実習 

小児・母性実習 

ケースにより時間は異なる 

表 13: [実習カンファレンスで]保健・医療・福祉に関する他職種の“役割や機能”について学習する

機会 

 

 6）その他 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

小児看護学実習 ― 

教科外授業 ― 

教科外活動（学校行事・研修・特別活動） ― 

課外授業(グループワーク） ― 

キャリア形成論（学会参加） ― 

表 14: [その他]保健・医療・福祉に関する他職種の“役割や機能”について学習する機会 
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【7】．貴校の看護学科（看護科）の学生は、保健・医療・福祉に関する他職種との“連携”について学

習する機会はありますか。 

ある 20 46.5% 36 83.7% 

少しある 16 37.2% 

あまりない 5 11.6%   

全くない 2 4.7%   

わからない 0 0.0%   

全回答数 43 100.0%   

表 15: 他職種との“連携”について学習する機会の頻度 

 

 

 

 

【8】．上の設問で、「ある」または「少しある」と回答した方にお伺いします（36 件）。保健・医療・

福祉に関する①他職種との“連携”について学習する主な機会としてあてはまるものに☑をご記

入ください（複数回答可）。 

1）講義 32 79.1% 

2）演習 9 23.3% 

3）病棟実習 22 39.5% 

4）地域実習 24 55.8% 

5）実習カンファレンス 13 27.9% 

6）その他 3 9.3% 

全回答数 43 100.0% 

表 16: 他職種との“連携”について学習する機会：場面 

 

  

ある 

 46.5% 
少しある

37.2% 

あまりない

11.6% 

全くない 

4.7% 
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   ②上の領域毎に、主な機会（講義科目等）と時間数（およそで結構ですので分単位でお願いしま

す）を各 1ずつ例示ください。 

 1）講義 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

リハビリテーション 90 分×15 コマ＝1350 分 

①看護概論 

②治療論Ⅱ 

③保健学  

④社会福祉学 

⑤看護管理  

⑥各専門領域別概論 

①1 年生 90 分×3 コマ＝270 分 

②2 年生 90 分×2 コマ＝180 分 

③2 年生 90 分×3 コマ＝270 分 

④2 年生 90 分×4 コマ＝360 分 

⑤3 年生 90 分×2 コマ＝180 分 

⑥1～3 年生 各 90 分×1 コマ程度＝90 分 

①社会福祉 

②在宅看護概論 

③看護概論 

①②③90 分×15 コマ＝1,350 分 

チーム医療概論 90 分×3 コマ 

チーム医療論 90 分×5 コマ＝450 分 

医療概論 

在宅看護論 

90 分×1 コマ＝90 分 

90 分×3 コマ＝270 分 

各看護学 － 

各看護学の科目 150 時間 

看護学概論 90 分×3 コマ 

看護学概論 90 分×1＝90 分程度 

看護学概論 

精神看護学Ⅲ 

在宅看護論Ⅰ 

看護学概論：90 分 

精神看護学Ⅲ:30 分 

在宅看護論:90 分 

看護学概論 

総合医療論 

治療論Ⅱ 

全体で 

30 分×3＝90 分程度（？） 

看護学概論・成人看護学概論 

老年看護学概論・母性看護学概論 

小児看護学概論・精神看護学概論 

在宅看護学概論 

各 30 分程度 

看護管理 90 分×1 コマ 

関係法規 

在宅看護論 

栄養学 

医の倫理 

公衆衛生 

社会福祉 

90 分×3 コマ 

90 分×1 コマ 

90 分×1 コマ 

90 分×1 コマ 

90 分×1 コマ 

90 分×1 コマ 

基礎看護学 90 分×2 コマ程度=180 分 

基礎看護学概論 約 30 分 

在宅看護概論 90 分×1 コマ程度＝90 分 

在宅看護概論 90 分×2 コマ程度＝約 180 分 

在宅看護方法論 90 分×1 コマ 

在宅看護論 50 分×4 コマ=200 分 

在宅看護論 90 分×１コマ程度＝約 90 分 

在宅看護論 90 分×1 コマ＝90 分 

在宅看護論 90 分×1 コマ程度＝約 90 分 
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在宅看護論・看護管理 90 分×2 コマ＝180 分 

在宅看護論方法論Ⅱ 60 分程度 

社会福祉 

在宅看護概論 

90 分×7 コマ程度＝約 630 分 

90 分×2 コマ程度＝約 180 分 

成人特論 90 分×4 コマ＝360 分 

精神看護学概論 90 分×2 コマ＝約 180 分 

特別講義 90 分×2 回＝180 分(作業療法士、理学療法士） 

老年看護学・成人看護学・在宅看護論 90 分×3＝270 分 

表 17: [講義]保健・医療・福祉に関する他職種の“連携”について学習する機会 

 

 2）演習 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

看護管理（関連職種連携演習） 3 年生 90 分×2 コマ＝180 分 

LHR→90分×3 コマ＝270 分 

チーム医療概論演習 90 分×7 コマ 

看護学概論 90 分×1＝90 分 

看護管理 90 分×2 コマ程度＝約 180 分 

災害看護と国際協力 90 分×4 コマ＝約 360 分 

在宅看護論 90 分×1 コマ程度＝約 90 分 

成人特論 90 分×4 コマ＝360 分 

母性看護学 80 分×2 コマ＝180 

老年看護の実際 50 分×6 コマ＝300 分 

表 18: [演習]保健・医療・福祉に関する他職種の“連携”について学習する機会 

 

 3）病棟実習 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

基礎看護学実習Ⅰ 

精神看護学実習 

成人看護学実習 

老年看護学実習 

小児・母性実習 

基礎看護学実習Ⅰ:40 分 

他の領域は、ケースにより時間は異なる 

各看護学実習 ― 

看護の統合と実践実習 30 分程度 

看護の統合と実践実習Ⅰ 30 時間 

看護学実習全般 適宜 

基礎看護学実習と成人看護学実習 10 分×2 回＝約 20 分 

在宅看護実習 60 分 

成人看護学・老年看護学・精神看護学 受け持ち患者に応じて 

成人看護学・老年看護学実習 計算できかねます 

成人看護学実習 約 120 分 

成人看護学実習・老年看護学実習・母性看護学実

習・小児看護学実習・精神看護学実習 

各 60 分程度（役割、機能とあわせて） 

精神看護学 60 分程度 

総合実習 90 時間(８時間） 

地域包括病棟 7.5 時間×12 日＝90H 

統合実習 30 分程度 

統合実習 7 時間（1 日）程度（医療安全関連・感染管理
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活動・NST 活動等への参加含めて） 

統合実習 実習内容にはあるが、そのための時間は出せ

ない 

統合実習 60 分×2 コマ程度＝約 120 分 

領域実習（成人・老年・小児・母性・精神・統合） 90 時間×6＝540 時間 

老年看護学 ― 

老年看護学実習 60 分×2＝約 120 分 

老年看護学実習Ⅰ 7.5 時間×2 日＝15 時間 

表 19: [病棟実習]保健・医療・福祉に関する他職種の“連携”について学習する機会 

 

 4）地域実習 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

①在宅看護実習 

②保健センター実習 

①7.5 時間×8 日＝60 時間 

②7.5 時間×1 日＝7.5 時間 

サービス担当会議 在宅看護論実習 出席→30～90 分程度（施設

状況にて） 

公衆衛生看護学 60 分×5 コマ程度＝300 分程度 

在宅看護学 ― 

在宅看護学実習 30 分 

在宅看護論 90 分 

在宅看護論 8 時間×3 日程度＝約 240 時間 

在宅看護論 4 日×7.5 時間＝30 時間 

在宅看護論実習 90 分 

在宅看護論実習 90 時間 

在宅看護論実習 3 時間 

在宅看護論実習 30 分程度 

在宅看護論実習 60 時間 

在宅看護論実習 約 120 分 

在宅看護論実習 90 時間（540 分） 

在宅看護論実習 20 分 

在宅看護論実習 60 分×2 コマ 

在宅看護論実習 60 分×2＝約 120 分 

在宅看護論実習 

精神看護学実習 

学習する時間はあるが何分まではわからない 

21 時間(3 日間） 

在宅看護論実習・統合実習 各 60 分程度（役割、機能とあわせて） 

在宅看護論実習・老年看護学実習 90 時間×４週間＝360 時間＝21600 分 

訪問看護・訪問入浴・特別養護老人ホーム・保健

所 

98 時間 

老年看護学実習Ⅰ 60 分×2 コマ程度＝約 120 分 

表 20: [地域実習]保健・医療・福祉に関する他職種の“連携”について学習する機会 
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 5）実習カンファレンス 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

基礎看護学実習Ⅰ 

精神看護学実習 

成人看護学実習 

老年看護学実習 

在宅看護学実習 

小児・母性実習 

ケースにより時間は異なる 

①老年看護学実習 

②母性看護学実習 

①60 分 

②60 分 

各実習終了時 30 分×8＝240 時間 

看護学実習全般 ケースカンファレンス時の参加 

30～60 分程度 

在宅看護論実習 31 分程度 

在宅看護論実習 30×4 コマ＝120 分 

在宅看護論実習 約 180 分 

在宅看護論実習 

精神看護学実習 

90 分×2＝180 分 

30 分×3＝90 分 

成人看護学実習 約 120 分 

成人看護学実習・在宅看護論実習 30 分＋30 分 

全領域でチャンスあり 確実に全学生に学べるとは限らない 

統合実習 60 分×1 コマ 

統合実習 60 分×2 コマ程度＝約 120 分 

老年看護学実習 60 分程度 

表 21: [実習カンファレンス]保健・医療・福祉に関する他職種の“連携”について学習する機会 

 

 6）その他 

機会（講義科目等） 在学中、総計、約何分ほどか 

キャリア形成論（学会参加） 1 日 

課外授業(グループワーク） 90 分×4 

学園祭 1 日 

教科外活動（学校行事・研修・特別活動） 約 200 時間程度 

教科外授業 90 分×2 コマ 

特別養護老人ホーム実習 7.5 時間×8 日＝60 時間 

表 22: [その他]保健・医療・福祉に関する他職種の“連携”について学習する機会 
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【9】．貴校の看護学科（看護科）の実習目標の中に、“他職種との連携”に関連するものがありますか。 

ある 41 95.3%  

ない 1 2.3%  

どちらでもない 1 2.3%  

全回答数 43 100.0%  

表 23： 看護学科（看護科）の実習目標の中に、“他職種との連携”に関連するものがあるか 

 

 

 

【10】．貴校の看護学科（看護科）のカリキュラムに、“他職種の学生と一緒に受けるワークショップ”

がありますか。 

ある 6 14.0% 
 

ない 34 79.1% 
 

どちらでもない 3 7.0% 
 

全回答数 43 100.0% 
 

表 24： 看護学科（看護科）のカリキュラムに、“他職種の学生と一緒に受けるワークシ

ョップ”があるか 
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【11】．貴校の看護学科（看護科）の学生は、“他職種の学生と一緒に教科外活動”を行うことがありま

すか。 

ある 38 88.4% 
 

ない 5 11.6% 
 

どちらでもない 0 0.0% 
 

全回答数 43 100.0% 
 

表 25： 看護学科（看護科）の学生は、“他職種の学生と一緒に教科外活動”を行うことがあるか 

 

 

 

【12】．貴校の看護学科（看護科）の学生は、毎日の学校生活の中で“他職種の学生と交流”をしてい

る印象ですか。 

ある 17 39.5% 
 

ない 12 27.9% 
 

どちらでもない 14 32.6% 
 

全回答数 43 100.0% 
 

表 26： 看護学科（看護科）の学生は、毎日の学校生活の中で“他職種の学生と交流”をしているか 
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【13】．上の設問で「はい」と回答した場合、どのような交流の場がありますか？ 

サークル活動 校舎共有 

サークル活動や学生祭、体育祭 

学園祭、研修旅行など 

学園祭、入学式、卒業式など 5 学科 1～3 年生全員出席している。部活動がある。図書館や食堂は

共有施設である。 

学校行事（オープンキャンパス・学生募集委員会・ブログ通信・ニューズレター発行・学年別各々

委員会活動・入学前 OR・各試験・入学式・戴帽式・卒業式） 

研修および特別活動（生活安全教育・研修・FD 勉強会・合同運動会・防災訓練・学院祭・交流会・

特別講演・研究・同窓会 

サークル活動（ボランティア・ガーデニング・フットサル・バレーボール・野球・バスケットボー

ル） 

学校行事（入学式、卒業式）、新入生歓迎レクリエーション、クラスマッチ、学校祭、敬老感謝の

集い、ボランティア活動 

学校行事：学園祭、体育祭、講演会 

学校行事である学校祭や体育祭、医療セミナー、クラブ活動などで交流をしております。 

学校行事全般に企画、運営を協力して行っています。 

学生交流学習会（看護学科・理学療法学科・作業療法学科・介護福祉学科）の２年生が集まって、

混成グループで一つの事例の検討会を行っている。 

スポーツ大会（運動会）は各学科混合編成として開催している。 

学園祭は各学科から担当係を選出し、開催している。 

フットサルのチームがあり、興味のある学生が学科を超えて参加している。 

学生自治会活動および委員会活動  部活動  昼休み   

活発にしているとは言えないが学校祭は共同で開催している。クラブ活動は両科合同で行ってい

る。 

宮崎県専修学校各種学校連合会の集まりやスポーツ大会等 

合同学園祭 

自治会活動（ボランティア・学院祭り・新人歓迎会など） 部活動 

新入生交流会、学園祭、スポーツフェスティバル 

図書室・学生ホール等で実習終了後、帰校した際に話していたりしている。 

体育祭、学園祭、ボランティア活動、研究発表会 

地域との連携を図るうえでお仕事体験などの活動実施の際、他職種との連携の場がある。 

入学時親睦会を開催しています。企画運営を学生同士で行っています。また、保健体育やレクリエ

ーションの教育で、地域の行事ウォークラリーに参加しています。 

入学式、卒業式、球技大会、学院祭、特別講義、全体オリエンテーション、オープンスクール、防

災訓練 

年１回、介護福祉科との交流会（スポーツ、ゲームなどを行う）という行事がある。 

部活動、教科外活動（学園祭、新入生歓迎行事、宿泊研修等）等において、それぞれの役割等で活

発に意見交換をしている。 

文化祭・球技大会 

表 27: 毎日の学校生活の中での“他職種の学生と交流”の場の具体例 
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【14】．合同教育の成果及び課題についてご意見をご記入ください。 

カリキュラムが異なるので、一緒に何か企画しようとした場合、日程調整が困難である。学生同士

の事前の打ち合わせなども時間を合わせられないことが多い。各学科間の連携に対する感覚の温度

差（職員も含めて）があると感じている。 

コ・メディカルとして学生のときから親しく拘ることで、お互いの職種、仕事内容について学ぶこ

とができると思います。 

コ・メディカルの各職種の役割を理解することができるようになる。 

それぞれの専門を知ることで、自分の分野の専門性を自覚し、看護とは何かを探究できる機会とな

る。しかし、現在のカリキュラムでは、その時間を確保し、じっくりと探究することが難しい状況

である。 

課題：時間の確保 

各学科の学生に共通し、内容の難易度が学生にあっている内容を考えることに苦慮している。 

各学科の交流をもつ機会はありますが、次につなげていくためにどうすべきかといった評価をしっ

かり行っていくことが必要だと考えています。また、限られた時間の中で運営・企画をしているた

め学科の時間割調整が必要です。 

学生会を通して学校行事や、ボランティア活動は他科の学生と共同して取り組む活動は多く、交流

しているが、お互いのカリキュラの理解や職種内容についての理解までは及んでない状況であるた

め今後検討していく。 

学生間の交流、意見交換を通して、互いの職種について理解できる。 

現在は統合科目の中に「リンパドレナージの基本」を配置しているが、マッサージや指圧などの技

術に興味や関心が湧き、看護に活かせる技術として学べるように講師の相互乗り入れや単位互換が

できるようにしできたらと考えている。 

互いの職種の内容について理解を深めたが、具体的な活動に結びついていない。ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの発問・

発表の仕方など工夫させていく。それぞれのカリキュラムの見直しが必要。 

合同学習が実施できていないのが現状 

理由：地域で、保健、医療、福祉の学校が少ない 

   カリキュラムが過密で、実施するのが難しい 

合同教育の成果と言えるかどうかわかりませんが、学科をこえての活動は、学生は自分の所属する

学科以外の学生への配慮、気配りができる印象があります。しかし、互いに意見を出し合い検討し

あえる状況にはまだまだ至っていないと考えます。学科を超えて学生が相互に学びあえる教育環境

を整えることが課題です。 

指定規則上カリキュラムでの授業科目は合同でできないので、専門学校での合同教育を許可してほ

しいと思います。 

自己点検・自己評価の指標に繋がっており、学校運営において、教育課程（再評価）および 5 学科

専任教員の教育力の向上に反映しているが、3 学科からなる委員会開催や業務担当・各係の構成員

としての会議開催および学生委員会との調整に従事することになるため、時間管理において過重な

負担が課題となっている。 

十分合同学習はできていないので、今後の課題である。 

成果：他科の学生とコミュニケーションを図る中で、学習内容の違いからそれぞれの専門性への自

覚が高まる。 

課題：教員間の意見交換や打合せを行っていても、専門性の違いから、重要度の伝え方等に食い違

いが生じ、学生指導の際に学生を混乱させることがある。 

成果：多様な視点から学ぶことができる。 

課題：他学科との日程調整が難しい。 

専門職種の教員による授業は実施している学科が一部であり、学校全体としたプログラムができて

いない。カリキュラムにおいて多職種があるメリットが明確になるとよいと考えるが、教員の質の

統一ができないこともあり、カリキュラムに反映できていない現状がある。（他学科は、看護教員

養成まで実施されていない。） 
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卒業後、現場でそれぞれの専門性の理解に役立っていると思うが、教育目標等をさらに明確にして

いくことが必要と考えている。 

他学科とのカリキュラムの調整は非常に難しく、実施は困難である。 

他職種と合同による講演会などを実施することで親睦を深め、医療、福祉、保健等の活動を理解し、

視野を深めることができるので取り組みたいと考えている。 

他職種への先入観が修正され、理解が深まる。また、どのように関われば理解できるかも経験でき

る。連携とはどうすることかを考えることが出来る。 

多職種の学習をしている学生と交流することで、看護師を目指して努力している自分を見つめる機

会にできている。少ない時間の中で、実施に向けての調整や準備が課題。 

当学院は２つの学校があるが別々に機能をしている為合同教育の成果は、あまりないと思います。

看護師以外の他職種の先生から講義を受けることで連携を取りチーム医療の必要性は理解できて

いると思います。 

同じ学園内で他校の学生と触れ合いがあるのはコミュニケーションの機会ともなり他職種の理解

につながるが一時的なものであり継続性がないのが課題 

表 28： 合同教育の成果及び課題についての意見 
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【15】．その他、合同教育の実施・実現のために工夫されていること等をご回答ください。 

カリキュラムの中に「チーム医療論」を設定し、学内の他学科（作業・理学・言語・介護）と 1 つ

の事例をもとに、ケースカンファレンスを行い、保健・医療・福祉チームを構成する職種の学習者

同士で、それぞれの理解を深め、協働する基礎的能力を養う。 

もっと交流を深めそれぞれの職種について理解しあうことやチーム医療の理解を深めるような実

習が出来ればよいと思います。 

リハ学科の教員から講義をしてもらうなど交流があります。 

学科を越えて縦割り班を作っています。歓迎会、三年生を送る会等、行事の中身は学科を越えたゲ

ーム企画や交流会ができるような工夫をさせています。 

学校組織運営として、他学科連携は一人一人の専任教員の人材育成にもつながっており、全教員参

加型の運営方針や教員主動での委員会開催を実施している。そのため各学科の運営方針・年間計画

を充実させ、会議録回覧と時間管理を工夫しつつ、個々人が目標管理の上で能力を発揮し、成熟し

た組織を実現できる環境を整える努力も必要であり、「自職種が他職種に何が貢献できるか」、縦

横のコミュニケーションを大切にできるように、まずは教員間の連携を重視した教育の実践者であ

ることが望ましいと考える。  

＊看護学科教員による他学科への講義を実施している。 PT：看護の役割機能 9 分 1 コマ・OT：

看護の役割機能 9 分 1 コマ、吸入吸引（演習）18 分 2 コマ・ORT：看護の役割機能 9 分 1 コマ、

バイタルサイン測定演習 9 分 1 コマ、無菌操作 9 分 1 コマ・ST：看護の役割機能 9 分 1 コマ、研

究法 18 分 2 コマ 

学生が合同授業を実施している。教えることの難しさや専門性を考えるよい機会とはなっている。

（一部の学科間での実施である） 

学生数が多くなるために日程、場所の確保、学科間の連携 

看護科が新設されたばかりにて、合同教育の場がカリキュラムに組み込まれていない。学校の特徴

を生かす上でも今後は他学科との交流が蜜となるカリキュラム編成を検討中。 

教員間の相互理解（専門性に対する）のための学習会 

教科外活動（例：学園祭など）において、交流できるよう考えている。 

教職員の学習会から始めた。教員がまず他職種理解し、交流することでコミュニケーションが良く

なった。次年度の授業計画・日程調整などは前年度後期から行う。 

現在、どのようなことが合同教育としてできるか教務委員会で検討中 

自治会活動、寮自治会などでの交流できる環境つくりの工夫をしていきたい。 

全学科で混在してチームを作成し、スポーツ大会を開催している。さらに、健康フェア・未来創造

展等のイベントを企画、実施させている。 

日程調整はできるだけ早めに、行い、各学科で配慮できるようにする。 

入学ガイダンス時に学生合同での行事をいれ、医療セミナーで他学科の学生とともに学習する機会

を設けています。学生は図書室，食堂、中庭、ホールなどで交流しています。 

入学時オリエンテーションでは両方の学科の相互理解がすすむように両科紹介を行っている。学校

祭のイベントにおいて、東洋医療総合学科の学生がマッサージをし、前の血圧測定を看護学科学生

が行うなどの方法をとっている。 

入学時オリエンテーション時に４学科の学生が学科の枠を超えて、レクリエーション感覚を持ちな

がら、仲間づくりや１年間の目標の明確化と共有を行っています。今後は、各学科の実習での学び

の報告会や卒業年次の学生の研究発表を４学科で開催し、学生たちが意見交換できることを検討し

てきたいと考えています。 

年度はじめの計画調整、 

本校グループの特性を活かして、リハ系学校とも教科外活動を通した他業種間連携の基礎作りに努

めている。 

臨地実習で他の職種に関わる機会を、臨地実習指導者と調整していく。 

表 29: その他、合同教育の実施・実現のために工夫していること 

 


