
 

質の高い大学教育推進プログラム 実施状況報告書 

大 学 等 名 山梨県立大学 

取 組 名 称 学際統合型専門職連携教育開発プロジェクト 

申 請 区 分 教育方法の工夫改善を主とする取組   

取 組 期 間  平成２０年度 ～ 平成２２年度 （３年間） 

取 組 学 部 等 看護学部、人間福祉学部 取 組 担 当 者 佐藤悦子 

Ｗ ｅ ｂ サ イ ト http://www.yamanashi-ken.ac.jp/education/education/gp 

 

取 組 の 概 要 

看護学部と人間福祉学部の学生が、協働してフィールドに入り、住民の生活を体感しながら、住民と共に、地域包括支

援センターの活動を核とした住民参加型ケアシステムをつくるプロセスに関わることで、専門性を高め他職種との協働の

在り方を学ぶことを目的とした、学際統合型の専門職連携教育開発プロジェクトである。 

本プログラムは、質の高い専門職育成のための教育プログラムを「協働」という観点から捉え、住民生活の場（地域包

括支援センター活動）において展開することにより、学生が住民の生活を体感しつつ住民ニーズを把握し、利用者本位の

専門職としての関わり方、住民主体の健康づくり活動の展開技法、及び住民参加型のコミュニティづくりの手法の修得を

図るとともに、看護・福祉の学生が協働で取り組むことにより、互いの専門性の理解を深め、協働することの利点の明確

化、チームアプローチ手法の修得を図るものである。 
 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 

（１）取組の実施体制／学長のリーダーシップのもと以下の組織体制により、学部を超えた実施体制を構築した。 

①教育GP推進本部：教育GPの推進にあたっての総括を行い、学長を推進本部長に据え、３学部長・地域研究交流センター長・事務局で構成。 

②教育GP 執行部：教育GP 推進にあたっての全体的な企画・調整を行い、実施プロセスにおける情報収集・課題の明確化にあたるとともに、教育GP

全体を評価し成果物を報告書としてまとめていく。看護学部と人間福祉学部6名の教員で構成。 

③教育開発プロジェクト実行委員会：「専門職連携教育プログラム」に関する教育方法・評価方法を審議し、「専門職連携教育プログラム」の開発を行

う。検討メンバーには、看護学部3名・人間福祉学部2名・国際政策学部3名の教員で構成。 

④健康長寿プロジェクト実行委員会：住民参加型ケアシステムに繋がるネットワークの拡大に向けて検討を行う。執行部6名の他、甲府市地域包括支

援センター・甲府市役所の介護保険課、山梨県福祉保健部の10名で構成。 

⑤専門職連携ワーキングチーム：学生の専門職連携演習の実施に関する調整・実施に向けて計画・実施する両学部の教員22名による実働チーム。 

（２）取組の実施計画に掲げた内容 

①取組の全体スケジュール及び各年次の実施計画 

 全体スケジュールは、学生への専門職連携演習の計画・実施・報告の PDCA サイクルを柱に、学内外との実施体制構築し、地域包括支援センター職

員研修や海外先進地の調査視察を計画的に進めた。各年次計画は以下のとおりである。平成20年度は、12月から甲府市及び地域包括支援センターと

演習や職員研修の検討を行いパンフレットを作成し、地区住民への協力依頼を行った。1月～2月には学生の「専門職連携演習」の導入・実施を行い、

２～3月に結果をまとめ学生による住民への報告会を企画した。また、専門職連携の先進地である英国視察を行い、年間取り組みを評価した。平成21

年度は、4 月に学生の合同研修・報告会を開催し、５～6 月に健康長寿プロジェクトの報告会議や合同フォーラムを開催し、中間報告書を作成した。

11月～3月は、専門職連携演習の評価指標を開発し、学生への導入教育・実施・報告・評価を行った。また、年間を通して、演習フィールドの質を高

めるために地域包括支援センター職員研修を開催し、3月には米国視察研修を行った。平成22年度は、4月に学生の合同研修・報告会を開催し、5月

から次年度新科目の「専門職連携演習」の教育プログラム開発を開始した。6月～3月 地域包括支援センター職員研修を継続し、10月にプロジェク

トの成果報告会とシンポジウムを開催した。11月～3月は、学生演習の導入・実施・報告・評価を行い、最終報告書を作成した。 

②取組に参加する教職員と学生の数等 

 プロジェクトの企画運営に関わった教職員は28名だが、成果報告会等の参加では、学内FD委員会とも連携し学内教職員41名が参加し、中間・最

終報告書は学内全教員に配付した。学生参加数は、21年度～22年度まで、看護学部生約280名、人間福祉学部生約200名が参加した。 

(３)社会への情報提供活動／＊プロジェクトのパンフレットをH21年度1000部、22年度500部作成し学内外に配付。＊大学のHPに「教育GP」欄の

継続と掲載内容の更新。＊H21,22年度「大学教育改革プログラム合同フォーラム」ポスターセッションと「質の高い大学教育推進プログラム」分科会

発表。＊第2回日本保健医療連携教育学会で「地域包括支援センターを核とした教育プログラムの現状と課題」と「地域包括支援センターと大学との

連携による地域づくりに向けた取り組み」発表し、第3回同学会で「地域包括支援センターをフィールドとした看護学部・人間福祉学部学生による専

門職連携演習の成果と課題」を発表した。＊本学看護学部紀要に「大学・地域の連携による地域包括支援センター職員研修会の成果」、人間福祉学部

紀要に「英米教育成果に基づく専門職連携教育の開発~学際統合型専門職連携プログラムより~」、日本保健医療連携教育学会誌に「地域包括支援セン

ターをフィールドとした看護学部・人間福祉学部の学生による専門職連携教育の成果と課題 : 学生の自己評価からの検討」を投稿した。＊H21.22年

度、学生による地域への合同発表会の開催とチラシ配付。＊地域訪問調査、合同発表会、成果報告会の朝日新聞山梨版、山梨日日新聞の取材と報道。

＊甲府市と大学による地域包括支援センター職員研修会（11回）や講演会等（7回）開催による学内外の周知。＊「大学・自治体・民間連携による地

域づくり支援」の実践例として「地域再生マニュアル」（朝日新聞社出版）に地域包括支援センター職員研修が紹介される。 

 



 

②．取組の成果  

 本取り組みの主なねらいは、専門職連携教育プログラムを開発することである。そのため地域でのフィ

ールドワークを基軸に、理論と実際を体感した学びを重視し、甲府市や地域包括支援センターや住民との

協働によりその実現を目指した。 

 20年度は学生が住民の生活・健康ニーズがどこにあるか、学生たちが体感することに焦点をあてた。「住

みなれた地域での生活」「その人なりの生活の工夫」が把握でき、「人との交流」の不十分さや「心配事や

不安」を多くの高齢者持っていることが明らかになった。21年度、22年度は前述のニーズ把握に加え、専

門職としてその対応方法を検討することができた。下記のｸﾞﾗﾌは、21年度の演習前後と発表会後の学生自

己評価の推移である。これらの過程を通じて、21 年度の学生の自己評価大項目の目標達成できた割合は、

「１．互いの専門性の理解」69.2%、「４．専門職が連携して住民に関わる基本的態度を学ぶ」87.8%、「５．

連携の意義を考えることができる」79.5%と、目標達成率の高い項目である。半面、「２．高齢者の暮らし

とそれを支える社会資源を検討できる」59.9%、「３．実態調査より高齢者の健康ニーズを検討し地域にフ

ィードバックできる」51.3%とやや低い項目だった。以上より、教育の進行により学生の自己評価が高まり

と、本取組による学生の教育効果が実証できる。 

 

また、大学にとっては新科目「専門職連携演習」の素案と土台作りができ、学部を超えた教員間の連携

協働が進んだ。地域に対しては、地域包括支援センター職員研修により地域包括ケアシステム形成へのス

キルアップを図り、大学の地域への知的・人的資源の活用を促進し、行政・住民・大学間のネットワーク

形成により地域ケアシステム形成の基盤づくりが徐々にではあるができつつある。 

４専門職が連携して地域住民に関わる

ための基本的態度を学ぶことができる

５ 1～4をとおして、他職種と連携する意

義を考えることができる
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③．評価及び改善・充実への取組  

PDCAサイクルによる学生の段階的理解と教育方法の改善 

 学生の演習自己評価は、演習の目的・目標より全20項目の評価表を作成し、自由記述のリフレクション

ペーパーとあわせて、年度毎の演習前後の変化を比較し、改善と開発を行った。学生教育は、オリエンテ

ーション・演習・発表の3段階で進めたが、段階を追うごとに項目ごとの目標達成割合が高まった。 

目標達成が低い項目については、ワーキングチームごとにその原因や対策を検討し、次年度の計画・実

施に生かした。学生の演習自己評価は、20年度より21年度、21年度より22年度と全体の数値があがり、

その教育効果が高まっている。これは、学生が先年度の学生発表から学んだ部分と、教員が学生の自己評

価等より教育方法を改善しながら効果的指導を行った成果といえる。PDCAサイクルにより学生自らの学び

を次年度に伝えていく循環と、教員がﾃﾞｰﾀに基づいて教育方法の見直しをする循環の両方が効果的に作用

した。学生自己評価20項目は下記のとおりである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 看護学部及び人間福祉学部の学生が目指す専門職について相互に理解することができる

1-1) 自分が学んでいる専門職の専門性（知識・技術など）について説明することができる

1-2) 相手が学んでいる専門職の専門性（知識・技術など）について自分の言葉で表現できる

1-3) 互いの専門性について尊重することができる

1-4) 互いの専門性を踏まえた連携の必要性について多面的に考えることができる

2 実態調査で関わった高齢者の暮らしと、それを支える社会資源について検討できる

2-1) 関わった高齢者個々の暮らしについて考えることができる

2-2) 関わった高齢者個々の暮らしを支える社会資源について説明することができる

2-3) 関わった高齢者が暮らす地域について考えることができる

2-4) 関わった地域で調査した高齢者全体の生活及び健康ニーズを考えることができる

3 実態調査をとおして、高齢者の生活及び健康ニーズについて検討し、地域にフィードバックできる

3-1) 互いの専門的な視点を踏まえ、得られた情報を共有するとともに、多角的に議論することができる

3-2) 議論の結果をもとに、客観的に分析し、課題を明らかにできる

3-3) 課題に対する解決方策を専門的な視点から考えることができる

3-4) 得られた結果をまとめて、関係者にわかりやすく報告することができる

4 専門職が連携して地域住民に関わるための基本的態度を学ぶことができる

4-1) 訪問前後の手続き（電話・礼状など）が的確に実施できる

4-2)
身だしなみや言葉遣いが適切であり、相手に不快を与えないよう接することができるとともに、相手の反
応を的確に捉えることができる

4-3) 地域住民・専門機関従事者に感謝の意を伝えることができる

4-4) 個人情報を的確に扱い、確実に保護することができる

5 １～４をとおして、他職種と連携する意義を考えることができる

5-1) グループワークに積極的に参加し、チームの一員としての役割を担うことができる

5-2) グループメンバーの意見を傾聴し、受け止めたうえで自分の意見を述べることができる

5-3) 協働する体験から得られた学びをグループ活動を通してまとめ、分かり易く発表することができる

5-4) 連携して関わった一連のプロセスを振り返り評価し、今後の自己の課題を明確にできる



 

④．財政支援期間終了後の取組  

 本取組は、専門職連携教育プログラムの開発と共に、地域包括ケアシステム形成を 

最終的なねらいに置いている。専門職連携教育プログラムは、H23年度より1単位30時間として開始する

正規授業科目の素案となったが、地域包括ケアシステム形成には至っていない。3 年間の取り組みでは、

住民の健康・生活ニーズ把握とその対応を提案し、地域包括支援センター職員のスキルアップに貢献する

のが精一杯であり、地域ケアシステム形成にいたる活動までには至らず、そこに課題が残った。 

 新科目は、看護学部では必須科目に位置づけられたが、学部を超えての時間割調整は難しい。また、教

員にかかる負担が予想以上に大きく、本取り組みの継続には多くのマンパワーと時間が必要であり、教員

の専門職連携教育への指導力向上も必要である。そのために平成23年度の体制は、両学部教員6名を中心

にしながら、演習指導時にはさらに７名を加え、計13名の指導体制をとっている。しかし、学生数との比

較では十分なマンパワーが確保されているといえない。また、財政措置についても教材費の予算措置はあ

るが、専任職員等の配置はなく担当教員の負担は大きい。 

 今後、教員の連携教育に関する指導力向上に向けて、学会や研修会への参加を継続すると共に、科目の

展開が地域包括ケアとして住民を巻き込んだ形での授業展開となるように検討を重ねる必要がある。 

 

 



２．取組の全体像

取組名称：学際統合型専門職連携教育開発プロジェクト／大学名：山梨県立大学

○取組概要○取組概要

● 取組の成果
・本事業は、看護学部・人間福祉学部の両学部の学
生が地域包括支援センターを核とした活動のプロセ
スに関わること（協働）を通じて 専門職の連携を目

● プロジェクトの内容

スに関わること（協働）を通じて、専門職の連携を目
的とした教育プログラムの開発を行うものである。

異なる学部学生間の
相互理解促進

連携して住民に関わる
基本的態度を学ぶことができた

・看護学生と福祉学生が協働して、地域
包括支援センターのフィールドにはいり、
地域のニーズを地区踏査・聞き取り調査

高齢者の暮らしと
社会資源への理解

高齢者健康・生活ニーズの
地域へのフィードバック

多職種と連携の意義を
考えることができた

新科目検討の土台づくり

学生

地域のニ ズを地区踏査・聞き取り調査、
社会資源に関する調査等を行う。
・収集した情報をもとに、高齢者の生活・
健康ニーズを分析し、これらの地域ニー
ズから高齢者が生活するために何が必
要か 専門職としてどのような機能が発

専門職連携教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
の原案ができた

住民・市・包括・大学による
ネットワークの促進

学部を超えた教員間の
連携協働

地域に根ざした大学の知的・人的
資源の活用と貢献

教員・大学

要か、専門職としてどのような機能が発
揮できるかを話し合う。

・話し合った結果をまとめ、フィールドに
出て報告会を実施、意見交換を通して、
自分たちの分析の評価を行う地域の関

地域ケアシステム形成に向けて人と
人がつながる基礎づくりができた

資源の活用と貢献

学生が地域に役立ち、
地域が学生を育てる 基盤ができた

地域

● 今後の課題
係者に発表する。
・全体のプロセスから、学生相互に専門
性を知り合い、協働で取り組む意義を考
える。

・並行して 地域包括支援センター・A市・
・新設科目「専門職連携演習」教育プログラムの構築と検証。
教育GP終了後の大学内の体制並行して、地域包括支援センタ A市

大学と共同の研修や検討会を開催し、地
域ケアシステム形成に貢献する。

・教育GP終了後の大学内の体制。
・連携教育に関わる教員の指導力の向上。

・大学と市・包括支援センターが連携を図り「住民参加型の地域ケアシステ
ム」の構築につながる活動の具現化。


