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九州・沖縄高度実践活動促進協議会の
代表としての活動

星槎大学大学院教育学研究科修士課程

松枝美智子



老年期

成人期

青年期

学童期

少女パレアナ
に憧れて一生
懸命勉強に
励んだ日々

幾多の挫折を
経て現実に立
ち向かわざる
を得なかった

日々

やっと目指す
べき看護の道
を見つけ邁進
した日々

星槎で今まで
の自分を振り
返りつつ今後
の方向性を
日々発見中

松枝美智子の作り方

自己紹介（縦断的に見た時の自分）



自己紹介(横断的に見た時の自分)

私的な自分

半公半私
の自分

公的な自分

• 母親の子どもとして
の自分

• 介護者としての自分

• 妻としての自分

• 協議会代表としての
自分

• 研究代表者、共同研
究者としての自分

• 教員としての自分

• 委員としての自分

• 共同研究の代表者と
しての自分

Life Work



九州・沖縄高度実践看護師活動促進協議会の紹介

ホームページ https://www.apnsince20210328.com/

高度実践看護師の実践能力の強化
看護管理者をはじめとする看護職者の高度実践についての知識の普及
活用する側とされる側の相互理解の促進



図 高度実践看護師の活動や活用の課題

看護管理者の知識不足？

新しい職種に対する抵抗？

組織内で理解を得る調整が
不十分？

適切な配置ができていな
い？

適正な報酬が与えられて
いない？

APNへの支援が不十
分？

専任での雇用

組織横断的な活動の保証

組織内での合意形成

適正な報酬

役割開発・成長の支援

保健・医療・福祉政策決
定者のAPN制度への知
識不足

資格認定が一本化されてい
ない

役割の法的規定がない

臨床や教育機関への経済的
支援がない

医療機関への経済的支援

診療報酬の裏付け

法律でのAPNの配置と役割の規定

教育機関への経済的支援

教員の数、教員の質の確
保困難?

実践より研究重視の文化
の影響？

継続教育の機会が不十分？

臨床との連携が不十分？

APNの活動成果を示す研究
の不足

APNへの継続教育

臨床と連携したAPNの育成

看護管理者への知識の提供
APNの活動や活用につながる研究

役割開発能力の強化

看護管理者との良好なコ
ミュニケーションと支援を求
める力の強化

APNとしての臨床能力の強
化APN活動の成果の発信

組織のニーズとAPNの機
能のミスマッチ？

看護管理者の知識不足？

APNの役割開発能力の不
足？

病棟所属で夜勤もしなが
らAPNの仕事も兼務

中間看護管理者をしなが
らAPNの仕事も兼務

活動時間の不足と過重労
働に悩んでいる

現状への影響要因 現状 望ましい姿 結果の予測(将来像)

患者・家族の満足度の向上、患者の心身の

状態の改善、セルフケアの向上、入院期間の

短縮、再入院の減少

看護師のエンパワメント、チームパフォーマ

ンスの向上

ケアの質、医療の質の向上、組織の発展

国民の健康の増進

国民の保健医療福祉政策への満足度の向上

医療費の削減

高度実践看護師教育の質の向上

教育の充実

安定的なAPNを目指す学生の確保

臨床と大学院の交流による知識と現実の

ギャップの減少

APNについての研究の発展

役割開発能力の向上

APNとしての臨床能力の向上

活用する側からの承認と活用の促進

モチベーションの向上

自己実現

学ぶ機会の提供

実態把握

実態把握

実態把握 相談する場の提供交流の場の提供

活

用

促

進

の

た

め

の

方

略

実態把握

実態把握



高度実践を巡る課題への具体的な打開策

1.九州・沖縄のAPNを対象にした実態や本協

議会に求めることを把握するための研究

2.九州・沖縄のAPNを雇用している看護管

理者を対象にした活用実態や高度実践看護

師へのニーズを把握するための研究

3.九州・沖縄のAPN教育課程を対象にした

実態を把握するための研究

4.APNの活動成果に関する共同研究

1.役割開発能力の強化のための実践的な研修

1)組織分析

2)看護管理者との交渉

3)役割開発のケース・カンファレンス

2.APNとしての実践能力の強化のための実践

的な研修

1)ケース・カンファレンス

2)看護介入技術の向上につながるプログラム

3.モチベーションを低下させない研究指導のコ

ツを伝授

する研修

4.外部で行われている学ぶ機会の情報提供

5.理想的な配置と活用をされている看護管理

実態把握のための研究 学ぶ機会の提供

1.研究成果の発信(学会だけでなく、九州・沖

縄の医療機関等への発信)

2.APNを雇用している臨床の看護管理者への

活用方法、配置に関する知識の提供、コンサル

テーション

3.APN活用・活動促進フォーラムの開催

4.県レベルの看護協会との連携や働きかけ

5.教員の役割として学生が就職する組織に一

緒に出向いて説明

6.管理者同士がAPNの配置や活用を学ぶ機

会の提供

7.人的資源マップを作り、県レベルの看護協会、

大学、医療機関への働きかけ

8.ホームページやニュースレターを活用した発

信

1)事例を蓄積し情報の発信

2)地域と医療機関が連携した退院前カンファ

レンス、デスカンファレンスなどの情報の発信

3)どのような活動をしているのかの発信

9.COVID-19で疲弊した看護職者の総合的

支援事業

10．APNの役割が見えるような事例検討会

11.地区の看護部長会などでのAPNの活動紹

介

12.高度実践看護師の活用・活動促進フォーラ

活用促進のための方略

1.メーリングリストを

活用して、

会員同士が交流でき

る場を設け、お互いに

情報発信ができる仕

組みづくり

交流の場の提供

1.メーリングリストを活用し

て、会員同士が交流できる場

を設け、お互いに相談や情報

発信ができる仕組みを作る

2.研究お助けラボの開設

3.スーパービジョンを受けら

れる仕

組みづくり

1)個別のスーパービジョン

2)公開スーパービジョン

相談する場の提供

☆12の専門代議員会のアジェンダ
1.高度実践看護師の活動や活用における課題
2.高度実践看護を巡る課題の解決策

社会貢献活動



COVID-19大規模災害で疲弊した看護職者の総合的支援
九州沖縄高度実践看護師活動促進協議会＆各種連携団体

COVID-19大規模災害で疲弊した看護職者の総合的支援COVID-19大規模災害で疲弊した看護職者の総合的支援事業

九州沖縄高度実践看護師活動促進協議会＆各種連携団体

福祉医療機構 2022年度WAM助成事業（通常助成）

事業のホームページ



WAM助成 COVID-19大規模災害で疲弊した
看護職者への総合的支援事業のメンバー

大川嶺子
沖縄県立看護大学

教授

増滿誠
福岡県立大学

(准教授)

齋藤直毅
沖縄県立精和
病院 精神看護
専門看護師

松枝美智子
星槎大学大学院教授

WAM助成事業のメンバー

藤田愛
北須磨訪問看護
リハビリセンター
センター長兼慢性疾
患看護専門看護師

宮﨑初
第一薬科大学
講師・精神看護
専門看護師）



西村和美
日本赤十字九州
国際看護大学
准教授

河添こず恵
(株)くますま
管理者兼在宅
看護専門看護

師

脇崎裕子
西九州大学
看護学部
講師

江上史子
熊本保健科学大学

講師

WAM助成事業のメンバー

永野佳世
沖縄県立看
護大学
研究員 工藤聡美

行橋記念病院
精神看護専門
看護師



連携団体
• 神戸・兵庫訪問看護ステーションこころの支援プロジェクト

（責任者 神戸市看護大学学長 南裕子 兵庫県）

• 星槎大学（学長 山脇直司 神奈川県）

• 沖縄県立看護大学・大学院(学長 神里みどり 沖縄県）

• 兵庫県立大学看護学部精神看護学講座(責任者 准教授 川田美和 兵庫県）

• 四天王寺大学看護学部看護実践研究開発センター(センター長 宇佐美しおり)

• 北須磨訪問看護・リハビリセンター

• （管理者兼慢性疾患看護専門看護師 藤田愛 兵庫県）

• （株）くますま たっくりは・サポートセンター

• （管理者兼在学看護専門看護師 河添こず恵 熊本県）

• （株）日本看護サービス(代表取締役 京都橘大学 准教授 餅田敬司 滋賀県、岡山県）

• 沖縄県立宮古病院（看護部長 大嶺リツ子 沖縄県）

• (医)寿永会 ありまこうげんホスピタル（理事長 鈴木実 看護部長 山口玲子 兵庫県）

• (医)和光会 一本松すずかけ病院（院長 林田隆晴 看護部長 佐野千恵）

• りかばりーかれっじ炭都(TANTO)(校長 増滿誠 福岡県＆オンライン）

• リカバリーカレッジふくおか（運営スタッフ 黒髪恵 福岡県）

• リカバリーカレッジKOBE（兵庫県）

• ※現在連携先を募集中です。



本事業の背景

COVID-19パンデミック大規模災害の影響は、このままいけば2
～3年後には内部から医療崩壊するほど大きい

しかし、日本でそのことに気づいているのはメンタルヘルス
の専門家だけ

多くの人々は、「否認」「抑圧」などの非効果的な防衛機制
を使っているように見える

つまり、多くの人々には気付かれにくい、しかし、専門家の
視点から見れば明らかな危機

静かで長期的な危機(Silent and Long-Term Crisis)と 呼べ
るのではないか？

2年後に破局的な事態に陥らないよう、備える必要



本事業の方向性

COVID-19は大規模災害なので、個人への介入だけでは
いかんともしがたい側面がある

潜在する個人のニーズ、組織のニーズを発掘しつつ、
必要な人(組織)に、必要な(個人や組織が望む)支援を
提供する必要がある



本事業の到達目標、思い描く未来



14

充
足

図1.本事業の理論的根拠と具体策(Orem,2005,p.233をもとに作図)

生命の維持, 心身機能の保持, 潜在能力に応じた発達,
健康逸脱の調整とコントロール・回復・予防, 安寧の促進

心理教育
相談支援

リカバリー・カ
レッジとの連携リカバリー・カ

レッジとの連携

心理教育
相談支援

受診支援
医療機関との

連携

多様な団体と経験知と情報の共有、人的資
源の共有、協力可能な部分での相利共生(相
互協力)をしながら推進

普及・活用を促進す
るための実証的研究

支援の知識・技術獲
得のための研修参加



なぜ心理教育なのか？ 看
護
職
者
の
Q
O
L
の
向
上
と
幸
福

• 求援助行動がとれる

• 早目に気付いて支援に繋がれると
回復が早い

心身の不調
への気づきを

高める

• セルフケアの促進、心身の不調の予防

• 個人の健康はチームの健康につなが
る

セルフケアへの
動機づけを高める

危
機
に
強
い
組
織
の
創
出



なぜ外部からの相談支援なのか？
COVID-19大規模災害の一つの大きな特徴は、人と人との
絆を断裂させてしまうこと

同じ組織の人間であっても、ソーシャル・ディスタンス
や、お互いへの気遣いや忙しさによって、何か困ったこ
とや悩んでいることがあっても、相談しにくい状況

そこに外部から相談支援に入る意義がある

これまでの少ない経験では、相談内容はメンタル
ヘルスのことに限らず、管理的なことや患者のケア
に関すること、受診に関することなど多岐に亘る
可能性がある



なぜリカバリー・カレッジなのか？
リカバリー・カレッジの出発点は精神疾患のある当事者と

専門家による共同創造によるメンタルヘルスプログラム

現在は、「すべての人々（メンタルヘルスの問題の有無にかかわらず個人、その
親戚、医療サービス提供者、教育および管理実務家、 市民など）がメンタル
ヘルスに関するエビデンスに基づくトレーニングに アクセスできるコミュニティでの教
育的アプローチ」(Thériault,2020)と考えられている

医学モデルでもリーガルモデルでもない教育モデルで、「学ぶ」という共通の目標
の下に参加者間の対等な関係性が形成される

☆イギリスでは、医療者用に”Online Recovery College for staff”
が行われ成果を上げている



なぜ医療機関との連携なのか？
皆さんは精神科や心療内科などの専門医に受診するのは、ちょっと、

と躊躇される方が多いのではないでしょうか？

日本人は、欧米人と比較するとメンタルヘルスリテラシーが低く、

受診が遅れて病状が悪化すると言われています

早目に気付いて早目に治療すると、それだけ早く回復します

必要な時には我慢せず、専門医に受診することがとても重要です

薬物療法や精神療法が発達しているので、入院せずに外来で治療

が可能です

勿論、自殺念慮や他害念慮が強い場合は入院したほうが安全です



なぜ医療機関との連携・受診援助なのか？
しかし、日本の精神科は、世界から批判を浴びるほど、ピンからキリまで

というのも事実です

また、スティグマの問題があり、受診を躊躇する人が多いのも事実です

そこで、受診相談が重要なのです

〇どの医療機関に受診したら良いのかわからない

〇精神科に受診したら、偏見や差別にあうのではないか？

様々な不安や疑問を解消するために受診相談はあります



なぜ支援担当者の研修への参加なのか？
COVID-19パンデミック大規模災害で苦しむ看護職者や組織に

対する有効な支援の方法はまだわかっていないことも多い

新規のことなので、支援者自身の知識や技術が不足している

学んでしまってから支援では間に合わない

知識や技術を獲得しながら、少しでも質の高い支援を提供

技術は特に使わないと磨かれない

四天王寺大学看護実践開発研究センターのCOVID-19大規
模災害に特化した支援方法を学ぶプログラムに年間6回参加



なぜ多様な団体や大学との連携なのか？
COVID-19パンデミック大規模災害で苦しむ看護職者や組織に

対する有効な支援の方法はまだわかっていないことも多い

研究者と実践家の経験知や理論知の共有が必要

教育・研究機関との連携
医療機関との連携

地域の訪問看護ステーション等との連携

連携の基本的な考え方
相利共生：異なる目的・目標・活動をして
いる団体が、連携できる部分で連携するこ
とでお互いにとって利益になる



発掘
• 支援ニーズの発掘

• ロック人材(高度な専門性を持った看護者又は看護管理者)の探索

準備
• 組織内部のロック人材との支援の選択

• 支援方法の具体的な調整、打ち合わせ

実施 • 組織内部のロック人材と外部支援者の協働による支援の実施

評価
• 組織や個人の支援ニーズが満たされたかの振り返り

• 評価、不足している支援の洗い出し

強化
• 組織や個人へのフォローアップ

• 外部支援者による組織内部のロック人材へのフォローアップ

拡散
• 支援を受けた個人や組織がエンパワメントされ、支援者になる

• 周囲の個人や組織に経験知や理論知を拡散する

内
部
・
外
部
支
援
者
の
協
働

看護職者への総合的支援事業の
基本ステップと到達目標

最も困難
だが重要

こ
の
プ
ロ
セ
ス
全
体
が
ア
ク
シ
ョ
ン
・
リ
サ
ー
チ



今後の展望:研究によるエビデンスの蓄積

総合的支援事業の
介入評価研究

日本版Moral Injury
尺度開発

TMDP看護学生用の
信頼性・妥当性の検証

APNの研究能力強化
アクションリサーチ

APNの活動実態調査

エビデンスに基づく心理
教育教材開発・実施

基礎研究

実装研究

星槎大学共同研究費

科研費 基盤C

寄付金・WAM助成
研究助成申請中

研究助成申請中

研究助成申請⇒
不採択⇒申請予定

協議会の予算
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◎昨年度後期より、精神、行動、発達障がい者共生特論を
児玉先生と一緒に開講、今年度は澁木先生も参加

◎授業評価研究を実施
テーマ
「精神・行動・発達障がい者共生特論」が受講者の障害当事者へ
の認識、態度、感情に及ぼす影響
背景

先行研究では、実習を介入として前後の変化で評価する研究が
ほとんどで、教材を評価した研究は数少ない。また、教材を障害
当事者とCo-Productionした評価研究は皆無である。
目的
「精神・行動・発達障がい者共生特論」の社会的距離への効果を
検証する
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2.方法
1)研究デザイン
混合研究法による介入評価、縦断研究

2)対象：星槎大学大学院の学生
3）用語の定義
(1)社会的距離：精神障害がある人への人々の理解と親密さに関する
認知の程度と定義する。
(2)スティグマ：スティグマとは、「精神障害に対する正しい知識が
ないことや誤解から生じる精神障害のある人に対しての否定的な認
知や感情、それらからもたらす心理社会的な距離の遠さ、排除、忌
避、といった態度や行動が、精神障がいがある人に様々な社会的不
利益や苦痛、不快な感情を与えるもの」。
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2.方法
3）用語の定義(続き)
(3)アンチスティグマ：安藤,近藤,武原,中野(2017)らの定義を参考
に、障害がある当事者、家族、支援者、市民がパートナーシップに
基づく関係を形成し、共にスティグマにとらわれないより良い社会
にするための合意形成を戦略的に行うことである、と定義する。

(4）障害がある人との共生：共生社会特別委員会の報告書(2003)に
依拠し、障害がある人との共生とは、健康や障害のレベルに関わら
ず、個々人の相違や固有の価値を認めることを前提に共に社会の中
で協力しながら生活し、より良い社会を共に創造するという人間本
来の存在様式と定義する。
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図 本研究の概念枠組み
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4）データ収集方法
A.調査票の構成
(1)属性や受講生の状況

①年齢 ②性別 ③婚姻の有無 ④身近な人の障害の有無
⑤自分自身の障害の既往 ⑥接触経験の程度 ⑦ケアの経験の程度等

(2)「精神障害者への態度尺度(AMD) 」（東口他,1997）
(3)「Linkスティグマ尺度質問紙」（蓮井他,1999）
(4)「バランス型社会的望ましさ尺度」(谷,2008)
(5)障害者への認識、感情、態度の字自由記述
(6)科目受講後の変化は自由記述
B.データ収集時期
介入前、介入中、介入直後、6か月後に調査（6か月後はまだ）
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5）データ分析方法
(1)量データは、SPSSVer.28Advanced＋EXACTで記述統計、相関係数、

属性による差の検定
(2)質データは内容分析

6)倫理的配慮
(1)星槎大学研究倫理委員会の承認後に研究を開始した。
(2)無記名、自記式、Google Formによる調査票で、メールアドレス

を収集しない。調査票の送信をもって研究協力に同意とみなした。
(3)IDは対象者に設定してもらい毎回それを使用してもらった。
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3．結果
1)量的データの分析結果
回収数は24。一貫して調査に協力した受講生は2名。3尺度の合計

点に有意な相関はなかった。30歳代と50歳代、科目の履修登録の有
無、発達障がい者との接触経験の程度、発達障がい者へのケアの経
験の程度、身近な人の精神障害の有無、自分の精神障害の有無によ
りAMD尺度総合点に有意な差があった。

2)質的データの分析結果
【共生の課題への現状認識の高まり】、【共生の課題への当事者

性の高まり】【共生の課題解決に向けた能動性の高まり】【共生の
課題達成のための方法の認識】、【障がい者への理解】、【障がい
者への関わり方についての理解】等が抽出された。
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4．考察
年齢による社会的距離の差は、時代背景の影響ではないかと考え

る。
身近な人の精神・発達障害の有無、発達障がい者へのケアの経験

の程度、自分の精神障がいの有無で尺度合計点に有意差があったこ
とは、本研究の新たな知見である。
サンプル数が少なく、量データによる縦断研究はできなかったた

め、今後、サンプル数を確保することが課題。
しかし、質データの分析からは、今回当事者や支援者とのCo-

productionで開発した教材が社会的距離の縮減に有効である可能性
が示唆された。
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