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巻頭言

平成 2
1年 度看護研 究交流 セ ンター年 報発行 にあた って

新潟県立看護大学看護研究交流センターは,開学当初 よ り大学に併設 され,本学が地域に
貢献す る重要な役割 を担ってきた.しか し,開学以来 8年 も経ているとともに,平成 21年度
は,大学全体の改組が新学長のもとに着手 され,半年の準備期間を得て,おお よその構想 を
たて,年度後半にはセ ンターの活動内容 を一新 してい くための土台作 りを行った.そのため
に,セ ンターの活動は主に前年度に企画 された公開講座や地域課題研究を実践 しなが ら,一
方では着々 と組織改革すべき課題 を抽出 し,基礎 固めの活動 を並行 していったことになる.
セ ンター年報にあた り,最初にその新 しい組織 を紹介 したい.
看護研究交流セ ンターの大きな改革は, これまで活動 してきた 6つの部会を見直す ことか

T促進部会 と総務部会を外 し,新たに実践的な側面
らスター トしている.6つの部会の うち I
部会｣が ｢
部門｣に名称変更 しただけではなく,
に照 らして 4つの部門を置 く.これは単に ｢
大学が地域 に向けて何 を発信 し,何を提供 し, どのような交流 を図るのかを基本に検討 し,
具体的な情報発信や実践をす る部門を重視 し,実践的なサー ビス提供のために 3つの部門を
置いた.すなわち国内外の先駆的な知 を提供す る学習支援の部門,専門職 の卒後教育を提供
先駆的学習支援｣
する学習支援の部門,地域住民の学習の場 を提供す る部門である.名称は,｢
｢
看護職学習支援｣そ して ｢
地域社会貢献｣ とした.それぞれは,サー ビス提供の具体的な
看護大いきいきサ ロン｣ とい う
プランを浸透す るために ｢
学習支援 ｣｢どこでもカ レッジ｣｢
通称 を用いなが ら,立ち上げてい くこととなった.これに,地域にある病院や福祉施設な ど
に働 く看護職 との研究交流 を図る部門 ｢
地域課題研究部門｣を置き,全部で,4 つの柱立て
で部門が構成 された.
また,新潟県の支援 による特別枠 としてメデ ィカル グリーンツー リズム部門を立ち上げ,
上越地区全域 を拠点 として医療のツー リズム企画を行 う部門 として,センターに併設す るこ
ととなった.
平成 21年度の改組は どのような点で必要であったのだろ うか.看護研究交流セ ンター とし
ては, もちろんこれまでも社会貢献を進めてはきている. しか し,あらためて 自己評価 して
みた時に,果た してその評価はサー ビスを受ける側か らみて十分に高かっただろ うか.また
満足のい くものであっただろ うか.このよ うな視点で, 自己評価 してみるとまだまだ十分な
貢献にはいたっていなかった と評価せ ざるを得ない.
しか しなが ら,実質的な活動が十分高い評価 をいただ くためには,活動 を企画 し,十分な
実践的活動 を展開 し, じっくりと根付いていっては じめて育て られ培われて,そ して評価 を
受けるに足る位置づけになってい くもの と思 える.
幸いなことに, こうした改革の中で本学は,あ らためて 自ら本学がな しうるものが何であ
るのかを真筆に見つめ直す機会 ももっ ことができたのかもしれない.本学が本来地域に存在
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す る意味や,地域か ら期待 され ている役割 は何 であるかを考 える機会 とな り,またそれ は健
康,福祉,医療 の分野において看護学お よび看護学に携わる研究教育のスタッフがなすべき
責務 を改めて見直す ことにもつながっている と感 じられ る.
上越 の地は,緑が豊かで,山々 も美 しく,海 も広がっている.そ こに暮 らす人々が健康で,
元気で, こころ穏やかに過 ごしていけるよ うに.また,看護職 を 目指す若者が十分に学び研
摸 していけるよ うに,新潟県立看護大学看護研究交流セ ンターが存在す る位置 を明確 に して
いきたい.
この年報には,21年度に,これ まで と同 じよ うに実践的な活動を してきた足跡 と,新たな
活動 とが混在 していた 1年間が記録 されています. これまでの活動が どのよ うであったのか
とい うこととともに移行 してい く看護大学の姿があ ります.看護研究交流セ ンターは屑々 と,
淡々 と努力 し活動 を進 めてきているあ りのままを手に取っていただきたい.そ して,この 21
年度か ら 22年度‑の変化 を年報 を通 して大学内外の,この年報 を読まれ る方々に理解 し知 っ
ていただけることが看護研究交流セ ンター としての活動推進の力になると考 えます.
ともに学び,交流 し,研鐸 していけるよ うお願いいた します.

2年 7月 26日
平成 2
新潟県立看護大学看護研究交流セ ンター
セ ンター長
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