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11．看護キャリア支援センター11．看護キャリア支援センター

11.1　看護キャリア支援センター運営委員会11.1　看護キャリア支援センター運営委員会

　委 員 長：林 一美　教授（附属看護キャリア支援センター長）

　委　　員：石垣学長、川島教授（学長補佐）、西田事務局長

　活動内容：

　＜今年度の目標・年度計画＞

　 　新型コロナウイルス感染症拡大にともなう教育課程の運営について、大学のコロナ対策措置

に沿いながら、適切な教育課程の運営の判断をおこなう。

　＜今年度の活動実績・評価＞

　　教育課程の運営の判断・決定にあたり、5回の運営会議を開催した。主な内容は以下であった。

　　　1． 新型コロナウイルス感染症拡大状況から、「看護管理者教育課程(サードレベル)」は開

講せず「感染管理認定看護師教育課程」開講のみとする。

　　　2．「感染管理認定看護師教育課程」開講時期や開講後の教育体制

　　　3．次年度の「感染管理認定看護師教育課程」募集人数増員

　　　4． 次年度の「感染管理認定看護師教育課程」と「看護管理者教育課程(サードレベル)」

の2教育課程開講

　　　5．令和3年度予算

　＜次年度以降に向けた課題・発展＞

　 　新型コロナウイルス感染症拡大状況にともない、随時委員会開催をおこない迅速に課題に対

応できた。感染症拡大は予断を許さない状況にあるため、今年度と同様に即時性のある委員会

対応をしてゆきたい。

11.2　感染管理認定看護師教育課程11.2　感染管理認定看護師教育課程

　＜今年度の活動実績＞

　1．受講生の受講・修了状況

　　 定員 入学者数 修了者数

令和2年度 30 32 32

　2．入学試験・入試説明会

　　1）入学試験実施

　　　募集人員増員にともない、金沢市内のホテル会場において入試を実施した。

　　開催日時：令和3年2月27日

　　2)入試説明会

　　 　Web 会議システムで3回開催した。募集人員増にともない、追加開催として第2回・第3回

説明会を実施した。

　　第1回　 令和2年10月10日・第2回　令和2年12月20日・第3回　令和2年12月25日（石川県内看

護管理者向け）
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11.2.1　感染管理認定看護師教育課程入試委員会

　委 員 長：林 一美　教授（附属看護キャリア支援センター長）

　委　　員：石川准教授、池田特任准教授、日向特任講師、

　　　　　　 野田洋子（金沢医科大学病院）、青木雅子（富山大学附属病院）、

　　　　　　真鍋照美（福井赤十字病院）、鍛冶佳美（地域医療機能推進機構金沢病院）

　活動実績：入試にともない2回の開催を行った。

11.2.2　感染管理認定看護師教育課程教員会

　委 員 長：林 一美　教授（附属看護キャリア支援センター長）

　委　　員：川島教授(学長補佐)、池田特任准教授、日向特任講師、

　　　　　　 飯沼由嗣(金沢医科大学病院)、小藤幹恵（石川県看護協会）、

　　　　　　中瀬美恵子（浅ノ川総合病院）、嶋田由美子（公立つるぎ病院）

　活動実績：教育課程の開始・修了(判定)にともない2回の開催を行った。

11.3　石川県委託事業の開催11.3　石川県委託事業の開催

11.3.1　石川県看護教員現任研修事業

　＜今年度の目標・年度計画＞

　 　Covid-19感染症の感染対策として、病院実習を最小限にした看護学実習の再構築と、それに

伴い、臨地により近い学びを得るためのオンライン授業の工夫を石川県内の看護教員で共有す

る。

　＜今年度の活動実績＞

日時 内容 実施者 備考：

10/10（土）

10:30 ～ 12:00

（Zoomにて）

20名程度

石川県内看護教員との共有

1. オンラインで行う多重課題SR学習モ

デルの紹介

2.実際に体験した学生の学び

3.実際に指導した教員の意見

4.意見交換

進行：石川倫子

紹介：寺井梨恵子

　　　三輪早苗 

教員：田村幸恵

　　　瀬戸清華

参加人数:26名

2020.10.10 ～

　　2021.3.31

（支援期間）

オンラインで行う多重課題SR学習モデ

ルの利用

1．学生への学習資料の提供

2． オンラインで行う多重課題SR学習モ

デルの活用方法の支援

担当：石川倫子 教育機関から相

談があった場合
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日時 内容 実施者 備考

10/24（土）

10:30 ～ 12:00

（Zoomにて）

20名程度

石川県内看護教員との共有

1.実習内容・方法の構築

１）統合実習編

２）基礎看護学実習編

2.意見交換

進行：池田富三香

紹介：石川倫子

　　　寺井梨恵子

　　　田村幸恵

　　　瀬戸清華

　　　三輪早苗

参加人数：20名

11.3.2　専門的看護実践力研修「看護管理者経営研修」

　＜今年度の目標・年度計画＞

　 　地域包括ケア時代における看護管理者の役割を果たすうえでの知識を修得し、自らの行動を

明確にする。

　＜今年度の活動実績＞

日  時 研修内容 講  師

11 月 26 日（木）　　参加人数：46 名

10:00 ～ 「Zoom」の活用方法と演習 石川県立看護大学

　池田 富三香

13:00 ～ 16:00 地域包括ケア時代における看護管理と

リーダーシップ①

石川県立看護大学

　特任教授　丸岡 直子

11 月 27 日（金）　　参加人数：46 名

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

地域包括ケア時代における看護管理と

リーダーシップ②

看護管理者のための病院経営

データを活用した看護管理

自部署の課題への取り組み

石川県立看護大学

　特任教授　丸岡 直子

滋賀医科大学医学部附属病院

副院長 看護部長　西村 路子

12 月 4 日（金）　　参加人数：46 名

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

組織課題の達成にむけて

－組織分析の意義と手法－

看護管理上の課題達成にむけた戦略

　－交渉術－

金沢医科大学病院　

　キャリア支援センター課長

高見 知世子
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12 月 5 日（土）　　参加人数 :120 名

9:30 ～ 12:00

13:30 ～ 15:30

組織における倫理的課題

【公開講座】シンポジウム　

with コロナ時代における看護管理

常磐大学

　特任教授　吉田 千文

金沢市立病院

　看護部長　中西 容子

浅ノ川総合病院　

　感染管理認定看護師 上島 雅子

千木病院　

　看護部長　高田 千嘉

白山つるぎ訪問看護ステーション

　管理者　澤 久美子

公立つるぎ病院　

　感染管理認定看護師　嶋田 由美子

11.3.3　専門的看護実践力研修「分野別実践看護師養成研修:皮膚排泄ケア研修」

　＜今年度の目標・年度計画＞

　　皮膚・排泄ケア看護に関する専門的知識、技術を身に付け、看護実践力の向上を図る。

　＜今年度の活動実績＞

日時 分野 科目・講師

令和 2年 11 月 7 日（土）参加人数 :31 名

9:10 ～ 9:30 −

看護の動向について

石川県健康福祉部 医療対策課 管理・看護グループ主任技師

　室屋 みゆき

 9:40 ～ 10:30 Wound
褥瘡のリスクアセスメント

　石川県立看護大学　教授　紺家 千津子 

10:45 ～ 12:00 Wound
体圧管理

　金沢大学 新学術創成研究機構 教授　須釜 淳子

13:00 ～ 14:15 Wound
創傷治癒と DESIGN-R

　石川県立看護大学　教授　紺家 千津子

14:30 ～ 15:45 Wound
褥瘡の外科的・物理的療法

　金沢医科大学　名誉教授　川上 重彦

11 月 22 日（日）参加人数 :31 名

9:00 ～ 9:45 Ostomy
ストーマケアの基礎

　石川県立看護大学　教授　紺家 千津子
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10:00 ～ 11:15
Ostomy/

Continence

泌尿器ストーマと失禁の管理

　金沢医科大学 氷見市民病院 泌尿器科　教授　森山 学

11:30 ～ 12:10 Wound
スキン -テア

　石川県立看護大学　教授　紺家 千津子

13:00 ～ 14:15 Ostomy
消化器ストーマと術後管理

　金沢医科大学 一般・消化器外科学　准教授　藤田 秀人

14:30 ～ 15:45 Ostomy
瘻孔管理

　小川医院　院長　小川 滋彦

12 月 5 日（土）参加人数 :31 名

9:00 ～ 10:15 Ostomy
ストーマ周囲皮膚障害のスキンケア

　金沢赤十字病院　皮膚・排泄ケア認定看護師　小西 千枝

10:25 ～ 11:00 Ostomy
ICT を活用したストーマケア計画

　石川県立看護大学　教授　紺家 千津子

11:10 ～ 12:10
Wound/ 

Ostomy

がん薬物療法時のスキンケア

　公立小松大学 保健医療学部 看護学科　教授　松井 優子

13:00 ～ 14:15 Wound
栄養管理とアセスメント

　芳珠記念病院 栄養管理室　　管理栄養士　坂下 理香

14:30 ～ 15:45 Continence IAD（失禁関連皮膚炎）とスキンケア

　金沢大学 医薬保健研究域保健学系　教授　大桑 麻由美

12 月 20 日（日）参加人数 :31 名

9:00 ～ 10:15 Continence
失禁対策

　公立松任石川中央病院　皮膚・排泄ケア認定看護師　遠藤 瑞穂

10:30 ～ 11:45 Wound
下肢の潰瘍のアセスメントとケア

　石川県済生会金沢病院　皮膚・排泄ケア認定看護師　細田 夕子

13:00 ～ 14:15 Wound
スキンケアとドレッシング材の選択

　JCHO 金沢病院　皮膚・排泄ケア認定看護師　山下 美樹

14:30 ～ 15:45 Wound 褥瘡のリハビリテーション

　あっとほーむな訪問看護ステーションやまと　理学療法士　神野 俊介

令和 3年 1月 23 日（土）参加人数 :31 名

9:00 ～ 9:50 Wound
糖尿病のフットケア

　金沢大学 医薬保健研究域保健学系　教授　大江 真琴
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10:00 ～ 10:50 Wound

MDRPU( 医療関連機器圧迫創傷 )

　金沢医科大学 看護学部　准教授　皮膚・排泄ケア認定看護師　

　木下 幸子

11:00 ～ 12:00 Wound

褥瘡のケア計画　1

　皮膚・排泄ケア認定看護師　 

　山下 美樹、小西 千枝、遠藤 瑞穂、細田 夕子、紺家 千津子

13:00 ～ 14:00 Wound

褥瘡のケア計画　2

　皮膚・排泄ケア認定看護師　

　山下 美樹、小西 千枝、遠藤 瑞穂、細田 夕子、紺家 千津子

14:15 ～ 15:00

Wound/ 

Ostomy/ 

Continence

困っている事例の検討

　皮膚・排泄ケア認定看護師　

　山下 美樹、小西 千枝、遠藤 瑞穂、細田 夕子、紺家 千津子

15:15 ～ 15:45

Wound/

Ostomy/

Continence

皮膚・排泄ケア看護の近未来

　東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻 

　老年看護学 /創傷看護学分野  

　教授　真田 弘美

11.3.4　教材作成

　＜今年度の活動実績＞

　　1）高齢者施設等における感染防止対策事業

　　目　　的： 全国の高齢者施設や障がい者施設で深刻なクラスターが発生したことから、これ

らの施設における感染予防対策や感染時の初動対応について支援する。

　　事業概要： 石川県の補正予算をうけ、看護大学教員や感染管理認定看護師教育課程の非常勤

教員らとともに高齢者施設等における感染防止対策に関する動画作成をおこない

HPにアップした。

　　2）新型コロナウイルス感染対策マニュアル(冊子)作成

　　 　高齢者施設・障がい者施設のための新型コロナウイルス感染対策マニュアルとして、看護

大学教員や感染管理認定看護師教育課程の非常勤教員らとともに冊子作成をおこなった。そ

れらは石川県内及びかほく市の関係施設に配布された。




