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要旨
本研究は、薄井坦子の『科学的看護論』に基礎をおいて構築された宮崎県立看護大学のカ
リキュラムを分析して、その特色を明らかにしたものである。第１章は、宮崎県立護大学設
立の経緯を述べた。第２章は、宮崎県立看護大学のカリキュラムの特徴を明らかにした。第
３章は、宮崎県立看護大学における「専門教育」のシラバスにみられる『科学的看護論』の
影響を明らかにした。第４章は、宮崎県立看護大学における「一般教育」のシラバスにみら
れる『科学的看護論』の影響を明らかにした。第５章は、宮崎県立看護大学における看護教
育を全体的に考察した。
筆者は、
「薄井坦子の『科学的看護論』成立過程に関する研究」
（東洋大学大学院紀要

第

46集）において、薄井坦子の『科学的看護論』の成立過程とその理論の特徴を発表した。本
研究はそれに続くもので、薄井坦子の『科学的看護論』が、大学教育に実際に適用されてカ
リキュラムとして実現した姿を明らかにしたものである。
キーワード：薄井坦子、宮崎県立看護大学、看護教育カリキュラム、科学的看護論
はじめに
近年、医療をめぐる環境の変化は著しく、同様に看護の世界も変化してきている。この様
な社会背景下において、特色のある看護大学作りが求められている。宮崎県立看護大学は、
ナイチンゲール看護論をベースにした薄井坦子の看護理論である『科学的看護論』を大学カ
リキュラムの中心に据え、さまざまな科目がその看護理論に共鳴していく特色あるカリキュ
ラムを展開している大学である。本研究は、宮崎県立看護大学におけるカリキュラムの特徴
を見出し、学長である薄井坦子（以下、薄井とする）の『科学的看護論』と同大学のカリキ
ュラム・教育方法との関係を明らかにし、そこから今後の看護教育の手がかりを探究した。
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研究の方法としては、
『宮崎県立看護大学開学10周年記念誌』や『宮崎県立看護大学シラ
バス』を分析し、また、直接、薄井にインタビュー調査を実施した。
第１章

宮崎県立看護大学設立までの経緯

第１節

宮崎県立看護大学設立における基本事項とナイチンゲールの理念

1991年８月、宮崎県立看護大学（仮称）基本計画検討委員会が設置された。その設置にあ
たっては、30数年にわたって県民の保健・医療を支えてきた県立看護婦養成施設と保健婦・
助産婦養成施設を発展的に再編し、両施設の歴史と伝統が県立看護大学に引き継がれるよう
配慮された。翌1992年６月、宮崎県が「県立の看護婦等養成施設を再編成し、県立看護大学
を新設する」基本方針について発表した。そして、宮崎県立看護大学（仮称）の開学は、
1997年４月を目標に基本計画が策定され、宮崎県環境保健部内に県立看護大学設立準備室が
設置される。基本計画検討委員会において次のような基本事項が検討された。
①看護は高等教育を必要とする専門職であること
②本県出身の高木兼寛がナイチンゲールの理念を継承して看護教育に着手していること
③大学は、理論に導かれた看護専門職者を育成し看護の質の向上をはかること
④看護学教育のための人材育成として予定教員を大学院修士・博士課程に派遣すること
⑤新しい大学の看護専門職を育成する教育課程を創出すること
⑥100名の学生の主体的な学習姿勢を育む教育方法として「自己学習─グループ学習一個
別指導一自己評価」システムを採用するための教育環境を整備すること
第２節

宮崎県立看護大学設立に向けたカリキュラムの検討

1997年８月には、教員予定者等によるカリキュラム検討委員会（委員長は薄井坦子）が設
置され、カリキュラムの検討が開始された。カリキュラム検討委員会では、
「まず、どのよ
うな看護大学を創りたいかについて各自の願いを述べ、教育理念と教育目標の根底に、ナイ
チンゲール看護論・看護教育論を据えることについて検討した。
」1）のである。
そして、教育内容の具体的な検討方法としては「看護学担当予定者から、看護者として学
びの多かった担当専門領域の実践事例を提出してもらい、典型事例として吟味した上で、看
護者の判断過程に要求される専門知識およびその基礎となる知識を順次抽出していった。そ
れらの知識を、看護学教育の目標である『生命を守る』
『その人の心に働きかける』
『セルフ
ケア能力を高める』の視点に照らしながら類別し、普遍科目群の柱として『自然界と看護』
、
『人間社会と看護』
、
『個の尊重と看護』
、
『文化と看護』の４本を立てた。
」2）のである。
第３節

宮崎県立看護大学学長就任における薄井坦子と大学設置許可

1994年３月には、大学建設予定地が発表され、1995年４月28日、薄井は東京で松形祐堯宮
崎県知事から、直接学長就任の話を持ちかけられた。知事と初対面の薄井は、その時、就任
にあたって危惧する次の２点について尋ねた。第１に、１年で勝負する行政と教育とはなじ
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まないのではないか、新しい大学となると、10年先を見据えて構想を練ることになるという
こと、第２に、自分自身の管理能力についてのことであった。
第１の危惧に対して知事は、
「
『教育は100年でしょう。戦後の日本が廃墟から立ち上がる
ことができたのは、明治政府の教育政策のおかげです』と数字をあげて力説された。そして、
『日本は資源の少ない国だから人材が資源です』と、中高一貫教育への取り組みについて熱
3）
、第２の危惧に対しては、
「
『県職員は優秀です。何も心配は要りません。教
っぽく語り」

育・研究に打ち込んでいただけるようにしましょう』と言われた。そして、健康で住みよい
ふるさと宮崎づくりのために、看護大学に期待するお気持ちを述べてくださった。
」4）と薄井
は記している。
実際に、薄井はインタビューにおいても、
「経営など直接携わったことがないので、学長
就任を依頼されたとき困ったの。でも知事のお言葉で引き受ける決意をしたのよ。
」と述べ
ていた。教育は時間がかかること、教育こそが国の宝を生み出すことを、薄井は十分に認識
しているがゆえに、なおさら知事の言葉は力強く感じたのではないかと察する。そして薄井
は、「自分のふるさとでもある宮崎県に貢献したいと以前から思っていた。
」とも話されてい
た。
こうして1995年５月、薄井の学長就任の内定のもと、県は、大学建設に係る基本実施計画
を県は発表し、同年８月には、すでに開催されていたカリキュラム検討委員会を再編して、
大学設置委員会がスタートした。そして、1996年12月19日に大学設置認可がおり、1997年４
月８日、入学生104名の第１回入学式が挙行された。さらに、開設後の2000年12月には、大
学院設置認可がおり翌年開院した。また、2004年７月には、文部科学省の「特色ある大学教
育支援プログラム」に「到達目標を共有する教育プログラムの取組」が採択された。
第２章

宮崎県立看護大学のカリキュラム

第１節

カリキュラムの概要

宮崎県立看護大学のカリキュラムの概要として『宮崎県立看護学大学シラバス』には次の
５）
ように示されている。

「本学のカリキュラムは、すべての人々の健康への学習と実践を願ったナイチンゲールの
理念を継承して、“看護とは何か”を学問的に解き、教育内容を創出しました。<教育課程
の概念図>で示すように、科学的なものの見方、考え方を育てながら看護の概念を体験を通
して身につけることができるように、一般教育と専門教育とを体系的に統合して編成してい
（図１、図２参照）
ます。
」6）
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＜教育課程の概念図＞

［図２］

［図１］
薄井は、開校準備の段階から大学の教育理念と教育目標の根底にナイチンゲールの理念を
置き、その理解に向けてそれぞれの科目担当教員や実習施設の方々とも話し合いや学習会を
持ち、教員間で共有し現在のカリキュラムを作り上げていったのである。
第２節

専門教育のカリキュラム

「専門教育」は、
「専門基礎科目群」「専門科目群」
「体験・総合科目」の３つに大別され
る。さらにその３つの科目の内訳は、次のとおりである（前節の図２参照）
。
「専門基礎科目群」は、
「看護人間学Ⅰ」
「看護人間学Ⅱ」
「看護人間学Ⅲ」の３つから構成
されている。これらは、人間の身体的側面、精神的側面、社会的側面の構造を理解するため
の科目であり、看護に関する専門教育の基礎となる知識を習得する位置づけになっている。
「専門科目群」は、看護の専門性を地域健康ネットワークの中に位置づけ、人間はすべて
の地域社会の中のある家族の一員として個別なライフサイクルを送るという事実を前提に、
「基礎看護学」
「精神看護学」
「地域看護学」
「家族看護学」の４つで構成されている。
「体験・総合科目」は、
「フィールド体験実習Ⅰ」
「フィールド体験実習Ⅱ」
「臨地実習Ⅰ」
「臨地実習Ⅱ」
「臨地実習Ⅲ」の５つの看護学実習と、
「自由課題演習」
「看護管理」
「看護教
育」「看護研究」
「卒業研究」から成る。看護学実習は、講義や演習を通して学内で修得して
きた知識や看護技術を用いて、直接患者に看護を実践し看護への理解を深めさせていくもの
である。
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第３節

一般教育のカリキュラム

「一般教育」は、
「普遍科目群」と称した４領域（①自然界と看護、②人間社会と看護、③
個の尊重と看護、④文化と看護）から成り立っている（第１節図２参照）
。
「一般教育」では、人間についての総合的理解を深めるうえで、自己の人間性を豊かにす
る幅広い教養と状況に対応できる判断力を培うことを重要視している。そのため、看護の専
門性につながる「生命を守る」
「生命力を高める」
「その人の心に働きかける」
「セルフケア
能力を高める」という４つの視点を主軸とし、自然界と看護、人間社会と看護、個の尊重と
看護、文化と看護の４つを柱立てしている。この４つの主軸は、宮崎県立看護大学における
看護学教育の目標であり、同時に薄井の『科学的看護論』で示されている看護目標とも一致
している。これによって、それぞれの科目と看護学教育との関係が意識されやすく示されて
いるのが特徴である。
第３章

宮崎県立看護大学の「専門教育」のシラバスにみられる『科学的看護論』の影響

第１節

基礎看護学Ⅰ

「基礎看護学Ⅰ」では、看護理論と看護基本技術について学習し、その後に続く専門教育
の基盤となるもっとも重要な科目である。以下に、
「基礎看護学Ⅰ」が、薄井の『科学的看
護論』に依拠して内容が構成されていることを明らかにする。
「基礎看護学Ⅰ」の内容は大きく分けると看護学の「目的論」
「対象論」
「方法論」からな
るが、この３分法こそが薄井の『科学的看護論』によるものである。
１．目的論
薄井は、
「看護は一貫した目的意識をもった実践でなければならない」と述べ、次の３つ
の原則を示している。
Ⅰ．目的論は実践から歴史的・論理的に定立される
Ⅱ．看護とは、生命力の消耗を最小にするよう生活過程をととのえることである
Ⅲ．医療関係者の目的意識にはどのような区別と連関があるか
薄井は、
「目的論は、看護一般を実践上の目的意識として使うために具体化したものであ
る。したがって、
“何のために人間を見るのか”
“何のために方法を選ぶのか”を決定する要
となるものであるから、実践から抽象してきた科学的な一般論を具体化しなければならな
い。」7）と述べている。これは、机上だけで看護を考え理論化していくのではなく、実践の中
に存在する看護を抽出し検証していくことを重視しているということであり、机上の空論た
る看護理論を望んではいないということである。それゆえ、薄井は実践を最重要視し、実践
からの裏づけを持った看護理論を生み出し展開していくことを目指している。
さらに薄井は、抽象化していくことについて、
「抽象という作業は、人間の頭のなかで行
なわれる作業であるから、対象のどのような側面をどんなレベルで抽象することもできるし、
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どのように抽象しようと勝手だということもできるということである。
」8）と危惧も示してい
る。人間の頭のなかでなされている過程を全て平面的に書面に書きだすということに無理が
あり、人間の思考回路はそう単純ではないということである。そこで、薄井はどの看護師も
最善の看護を患者に提供することができるよう、その思考過程の手助けとなる道具を『科学
的看護論』という形にして提示した。しかし、人間の頭の中で思考していることを、活字で
示していくことはたやすいことではない。それを『科学的看護論』を用いることで対象のと
らえ方を丁寧に思考させていく。それは、対象を抽象レベル・表象レベル・現象レベルでと
らえ、それぞれのレベルを上り下り（階段の上り下り）しながらとらえていくという過程を
踏ませる。この過程を繰る返すことによって、対象の情報であるAとBやBとCが繋がったと
き、学生の頭の中に電灯が灯ったような明快さが浮上する。すなわち、その体験の積み重ね
が学生の思考を確実なものへと導いていくという教授法を展開し、その必要性について薄井
は「目的論」で指示していると考える。
また、人間は人間社会の中で生活しているため、意識的・無意識的に社会の影響を受け行
動している。そして、この社会力が自然力を助け、生命力を妨げるものを速やかに取り除く
ことができれば、疾病の予防にも繋がり、一方、病気に罹患したとしても、医療者（社会力）
の手を借り疾病から回復することも可能であり、さらに社会力の効果的な活用によって、も
って生まれた生命力の幅を拡大し健康の増進をはかることもできる。それゆえ、看護の目的
意識を、健康を守るという目的をもっている社会的な諸関係のなかで位置づけておくことが
重要であることも「目的論」の中で明確にしている。そして、どのような場合でも、どんな
対象に対しても、対象が「悪化しないために」
「できるだけ安楽に」
「前向きに生きていける
よう」看護師として何をなすべきかを自問自答しながら、対象にとっての最善を見出し、看
護することが重要であることを、
「目的論」として示している。
２．対象論
薄井は、看護学における対象論は、看護実践に役立つ人間論が必要であることを提唱し、
「看護の対象である人間を見つめたとき、看護の目的に照らして“何をしなければならない
のか”“どのようにすればよいか”の判断がひきだされてくるような光の当て方で、人間の
9）
とらえ方のひろがりと深さが決定される必要がある。
」 と提起し、人間を大きく次の３つの

過程でとらえている。
１．どんな場合でも満たされるよう社会的にとらえられねばならない過程としての「生命
を維持する過程」
２．どのような場合にも個々の生活習慣を受けとめ受けいれ、どうすれば発展させること
ができるかという過程としての「生活習慣を獲得し発展させる過程」
３．ひとりひとりの人間が生きるよろこびを実現でき、真の意味での健康を得られるよう
にする過程として「社会関係を維持発展させる過程」
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この３方向から看護を提供する為に、
「生命を維持する過程」では、
「循環」
「呼吸」
「体
温」を、
「生活習慣を獲得し発展させる過程」では、
「運動」
「休息」
「食」
「排泄」
「衣」「清
潔」を、
「社会関係を維持発展させる過程」では、
「労働」
「性」
「環境」について、対象か
ら情報を収集し整理分析することが必要であることを教授していく。
また、看護師は専門家として、対象に対して“健康上の問題の有無”を見出していく能力
が求められる。そこで、薄井は、健康上の問題が生じる諸条件として、①健康障害の種類、
②健康の段階、③発達段階、④生活過程、の４つをあげ、これらのさまざまな組み合わせに
よって対象の特殊性をとらえていく方法を教授していく。たとえば、医師は、主に対象の健
康障害の種類と段階を見つめて治療方針を立て必要な指示を出すが、その医師の指示をどの
ように判断し看護として実施するかという対象の健康状態の変化を見つめる眼が、看護師に
なければ役割を果たすこともできないことを提示していく。
３．方法論
薄井は、
“看護の方法論は、看護の本質を、現実の対象に具体化する思考のすじ道を示す
ものでなければならない”と述べ、次の４点から方法論を説いている。10）
Ⅰ．看護観から表現技術へ
Ⅱ．看護実践の全体像
Ⅲ．看護技術の適用過程の分析
Ⅳ．科学的な方法論としての仮説
薄井は、物事の本質は単純であり、単純であるはずの看護の本質を確認しあい、その本質
を実践の場で意識的に展開していくことを提唱し、さらに“看護の心”をどう表現するのか
その過程を導くものが方法論でなければならないと断言している。看護師は従来のように一
つ一つの技術をばらばらに切り離してとらえるのではなく、小さな行為や技術を大きな立場
からとらえ返し、必要な看護を実施・評価できること（表現技術）と、対象の看護の必要性
を認識できること（看護観）とが要求される。
さらに、専門家としての看護師は、対象にとってベストの方法を見出す能力や、それを実
践する能力、またうまくいかなかった場合は、それを修正する能力が必要となる。このよう
な技術を薄井は「看護過程展開の技術」と定義した上で、
「＜実体にはたらきかける技術＞
も、＜認識そのものにはたらきかける技術＞も、それぞれ小さな看護過程を展開する技術で
あるのであって、全人的にとり組む＜看護過程展開の技術＞に包合され、その質的なレベル
を支えるのである。」11）としている。そして、薄井は、看護技術の適用過程の分析を、＜実
体にはたらきかける技術＞＜認識そのものにはたらきかける技術＞＜看護過程展開の技術＞
の３つの側面からとらえている。
薄井は看護師養成における基礎教育課程において、どれだけの教育内容を盛り込めばよい
かを明確にした。その手法としては、①現場で使われると思われる技術の洗い出しをし、②
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それらを共通する技術群に分類し、③共通技術の構造化をはかり、基本技術・応用技術の立
体的な構造図と看護学総論で教授する基本技術・応用技術の一覧表を作成した。そして、基
礎教育課程で教授すべき「基礎技術」を、
「基本技術」と「応用技術」に分け、教育内容を
検討し、さらに基本技術においては、どれだけの内容を含んでいれば看護技術だといえるの
かを分析し看護実践にいかしている。
以上のように、
「基礎看護学Ⅰ」は、薄井の『科学的看護論』に依拠しながら、看護理論
と基礎技術を関連させ、個別な対象に看護を展開している。すなわち、知識や対象を基本技
術と分離して教授するのではなく、常に対象を意識させながら技術も修得していくようなカ
リキュラムを実現させているのである。
第４章 宮崎県立看護大学の「一般教育」のシラバスにみられる『科学的看護論』との関連性
本節では、
『宮崎県立看護大学開学10周年記念誌』や薄井とのインタビューの内容をもと
に、「一般教育」の「普遍科目群」の中から特に看護と直結している科目や、
『科学的看護
論』と関連が深い科目を取り上げ、どのように関連しているのかを具体的に提示していきた
い。
第１節

自然界と看護

この科目群は「生命を守るとは」を理解する科目群である。
「宇宙地球科学」では、
「講義者が看護現場で観察研修を行って医療・看護的な視点の習得
に努め、たとえば、腎臓病治療・看護など、医療・看護の直接的な問題に対する地球環境の
現在的・歴史的意味を説くことから、学生の視線を宇宙・地球に向けていく講義展開を工夫
し、学習効果の向上を図るようになった。
」12）とあり、特記すべきことは、医療者でもない
教員が看護の現場で直接観察研修を受けた上で、講義を構築し担当していることである。
「生命科学論」では、
「人間生命（実体と認識との統一体として社会的につくりつくられる）
を進化形態として原理的に理解することを目的とし、〜（中略）〜 たとえば、
『母乳とミル
クとの是非』
、
『包帯を巻くことの意味』
、
『病の過程的構造』
、
『医術と看護との区別と連関』
などを、生命科学から歴史的原理的に説くことを通じて、人間生命の理解の向上を図るよう
になった。」13）とあり、ここでは、人間生命を「実態と認識との統一体として社会的につく
られる」と捉えている点に着目したい。なぜなら、
『科学的看護論』を理解する上で、統一
体の理解が必要不可欠だからである。
「基礎自然科学」では、
「専門基礎の学習内容や看護技術や医療機器の利用の面について、
看護教員と意見交換を行ったり、Module方式による看護方法実習書を参照したりして、精
選した項目を講義するようになった。体位変換にかかわるトルク、血圧測定や点滴調節にか
かわる静水圧、医療機器にかかわる電気、薬品調整や薬理の理解にかかわる溶液、栄養代謝
の生化学の基本としての生体高分子をそれぞれ、題材として、実験や映像試料を作成し、そ
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れらの具体像を描かせるよう取り組んできた。
」14）とあり、看護技術と大きく関与した講義
であることには間違いない。そして、上記に記載されているModule方式による看護方法実
習書というのは、まさしく薄井が看護技術の実践書として作成したテキストであり、それを
考慮しての講義が実施されている点は、宮崎県立看護大学の特徴といえよう。
「生体と環境」では、
「
『人間は生活を創造し、創造した生活に規定される』というより具
体的な生活環境論を描かせることを目的とするようになった。24時間リズムの食、運動、睡
眠、排泄のそれぞれが代謝の人間としての実現形態である生活においていかなる意味を持つ
ものかを生命論から明らかにし、逆にその意味を捉えて、それぞれをどのように創造すれば
人間生命を健やかに保てるかを、認識論も含みつつ、生命の歴史から根本的に掴み取り、日
常生活で検証する講義展開へと発展した。
」15）とある。これは、学生に24時間のリズムで具
体的な生活環境論を描かせ、それが生活の中でいかなる意味を持つものかを生命論から明ら
かにさせていく際の一助になると考える。そして、この科目の知識は「専門教育」の中の
「基礎看護学Ⅰ」とも結びついている。
第３節

人間社会と看護

この科目群は、
「生命力を高めるとは」を理解する科目群である。
まず、
「国家と法」では、
「現在の医療看護制度の下での国家の役割と法制度に関する知識
を習得し、その制度の問題点と今後のあり方について考察すること、看護業務における法の
存在意義と役割について学ぶことを目的とし、 〜（中略）〜

国家における医療看護制度

において国民の人権を担う立場としての看護師の育成を目指している。
」16）とあり、医療事
故や倫理的問題をはらむ医療上の問題と看護は、切り離して考えることのできない科目とい
ってよいのではないか。
「人間社会と規範」では、
「人間とは何かを理解する一助として、社会と規範について学ぶ
ことを目的とし、 〜（中略）〜

①人間は社会的存在であることを理解すること。②社会

の発展を理解すること。③人間の認識とはどのように創られていくのかを理解すること。④
人間の認識は規範を中心として秩序づけられていくことの四点を理解することを目指してい
17）
とあり、これは、
『科学的看護論』における“人間とは”や“対象を理解する”とい
る。」

う視点を理解する上で、役立つ科目であるといえる。
第４節

個の尊重と看護

この科目群は、
「その人の心に働きかける」看護の学びへのよりよい橋渡しができるよう
講義が構築されている。
「精神科学」では、
「人間の精神のあり方について、より詳しく学んでいく授業科目である。
〜（中略）〜

他人や自分の精神のあり方に関心を持ち、それに深く目を向けるようにして

いくことにより、人間として成長していく土台を創っていく。〜（中略）〜

教える年度ご

とに異なる映画などを、学生とともに見ていき、そこで登場する人物の精神のあり方を、学
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18）
生とともに検討することにより、精神についての見方を深めてきた。
」
とある。また、
「人

間関係論」では、
「人間の成長・発達には、人間関係のあり方が大事となる。そこで結ばれ
る人間関係により、人間の成長・発達が大きく規定されるゆえに、その人間関係を、どのよ
うに展開・発展させていくことが、人間の成長・発達につながっていくか、それを学ぶのが、
本授業である。
」19）と示されている。
看護では“対象を理解する”ということを抜きに考えることはできないことを考慮すると、
両科目における学びは看護を学ぶ上での土台となる科目といえよう。
「人間研究演習Ⅰ」では、
「看護大学に人学したばかりの学生たちが、
『看護には患者や家
族とのよりよいコミュニケーションと心のケアが要求され、
“人間理解”が不可欠である』
ことを認識できるように、この講義を設置した。〜（中略）〜 『人の生きざま』に触れ、
個人がどんな育ち方をし、どんな個人として形成されたのかを理解し、病人・障害を持つ人
やその家族の生き方、考え方を知り、自分の思い描いているものとのギャップがないか考え、
一人一人が『看護』というものを見つめ直す機会を作ってきた。
」20）とあり、看護師として
「対象を理解する」という能力を身につけることを助ける科目といえる。
第５節

文化と看護

この科目群は、
「セルフケア能力を高めるとは」を理解するための科目群である。
「人間研究演習Ⅱ」では、
「自分とは異なる他者をいかに理解するか、相手の立場に立つと
はどのようなことか、どのような学びが必要か、について考えることを目的にして開講して
いる。〜（中略）〜

他者理解のため、また相互理解のために必要な、認識論の問題、コミ

21）
とある。
「学問論」は、
ュニケーションの問題等も題材として取り上げるようになった。
」

「『学問論が看護学生になぜ必要か』が課題意識にあり、目標は『自ら学び、研究する主体の
形成を目指す』科目であり、
「近年は、弁証法・認識論といった分野も取り上げるようにな
22）
とある。
った。」

弁証法や認識論の知識や“相手の立場に立つ”ということはどういうことなのかを学ぶこ
とは、『科学的看護論』を理解する上で役に立つと同時に、看護師が患者を理解していく過
程において重要になってくる。
以上は、普遍科目群に含まれている科目の中で、
『科学的看護論』と関連が深く、更にそ
の理論を理解する上で、学生の助けになると考えられる科目を抽出し、それはどのような視
点においてなのかを検証した。
第５章

宮崎県立看護大学の看護教育についての全般的な考察

前章まで宮崎県立看護大学設立の経緯とカリキュラムの特徴について考察してきた。これ
らを踏まえ、ここで宮崎県立看護大学の看護教育の全体的な特徴について検討したい。
宮崎県立看護大学は、ナイチンゲール看護論を機軸に教育理念からカリキュラムに至る教
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育課程全般を編成し、それを教授する教員の理解のもと一貫性のある看護教育が展開されて
いる。しかし、このようなことを実際に実行するのは、容易なことではないと推察する。な
ぜならば、一般に大学では、基礎科目や専門基礎科目を担当する教員と専門科目を担当する
教員が、コミュニケーションを図る機会を容易にもつことができにくいという背景があるか
らである。
宮崎県立看護大学の場合は、普遍科目群担当の教員と専門科目担当の教員間で、良いコミ
ュニケーションが図れている結果、
『科学的看護論』を中心としたカリキュラムが成立して
いるといえよう。 これは、インタビューの際、薄井が「大学の方針を掲げ、開校に向け準
備している段階で、教員は自然と集まるべく人が集まったのであり、こちらから強制して連
れて来たわけではない。
」と言われていたことからも察することができる。
５年間かけての開設準備期間中、教員間で大学のビジョンを話し合う中、自然と志を同じ
にしていったのではないか。または、志を同じにした者が自然と集まって来たのかも知れな
い。それだけ、宮崎県立看護大学の開設にかけた薄井の思いは強く、教員間の絆をさらに強
くしていったのではないかと推察する。
また、公立大学という点を考慮すると、大学の設置に対する県民や県知事からの期待も大
きく、行政のバックアップという心強い支援があったことや、多才な協力者と共に、同じ方
向を向いて大学設立に情熱を傾けることができた環境が効をなしたと言えるのではないか。
専門科目に注目してみると、全看護領域で用いる看護過程が『科学的看護論』で統一され
ていることによって、初学者である学生にとっては、一つの理論を通してじっくりと対象の
見方を養うことができ、理解を深めていく一助になるのではないかと考える。
宮崎県立看護大学の場合、教授する看護理論を統一するにあたり、大学に集まってきた教
員が、ナイチンゲール看護論をもとにした『科学的看護論』にはじめから賛同していた者、
または学習の上で賛同できるようになった者が集団を成した結果、成し得たと言っても過言
ではない。
常に大学はビジョンを見失わず、看護学を学ぶ学生が、自ら理想の看護を発案していける
頭を作っていくことを意識し、支援していくことが肝要ではないだろうか。
おわりに
今回、宮崎県立看護大学におけるカリキュラムを研究したことによって、大学のビジョン
とカリキュラムを一致させ、それを教育に携わる教員間でもしっかりと共有し、教育を行っ
ていくことが重要であることを再認識することができた。
学生に目的意識を持たせて生き生きとした教育を提供するためには、①専門科目と専門外
の科目がどのように関連してくるのかを明確にすること、②大学に集う教員同士が専門を超
えてコミュニケーションを図ることが如何に必要であるかということがわかった。
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これらのことを踏まえ、今後も大学教育に携わっていく者として、教員間でのコミュニケ
ーションを円滑に図り風通しをよくし、学生が目的意識をもって学習できるカリキュラム作
りや授業構築ができるよう意識していきたい。
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Hiroko Usui’s“ Scientific Nursing Theory ”
and the nursing education curriculum at
Miyazaki Nursing University
YAMAZAKI, Chiyo
Abstract
This study analyzes and characterizes the curriculum at Miyazaki Nursing University,
which was constructed based on the book“ Scientific Nursing Theory ”written by
Hiroko Usui.
In the first chapter, I stated the establishment of Miyazaki Nursing University. In the
second chapter, I characterized the whole curriculum of the university. In third chapter, I
explained how Usui’s“ Scientific Nursing Theory ”influenced the university’s syllabus. In
the fourth chapter, I explained how Nightingale’s Nursing Theory influenced the
university’s syllabus. In the fifth chapter, I examined nursing education in the university
generally.
The author presented the character and process of Hiroko Usui’s Nursing Theory in
“The study on the completion process of Hiroko Usui’s Scientific Nursing Theory”
.（2009）
This study follows the previous study and shows that the Usui’s“ Scientific Nursing
Theory ”is actually applicable to the curriculum in university education.
Key words：H iroko Usui , Miyazaki Nursing University , curriculum for nursing
education, Scientific Nursing Theory
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