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論文要旨　看護専修学校専門課程修了者である編入学生を対象に，編入学の目的と満足度を調査し，2000年に

実施した呉・広島地域の看護職を対象にした編入学の希望調査と比較した。その結果，事前調査では中高年のベ

テラン看護職が生涯教育，看護学の再教育を求めて編入学に意欲的であったが，実際に編入学をしてきた者は，

20代，30代の若年層であり，その目的は生涯教育，再教育に加えて，保健師等の資格取得であり，大学院への進

学等，キャリア形成であった。彼らは学士や保健師の資格を取得することにより，卒業後は，より条件のよい職

場にかわることや大学院への進学を考えており，これは従来の短期大学卒業者の編入学の目的と共通していた。

編入学の満足度については，おおむね満足している回答が多かった。事前調査で編入学に意欲的であった40代以

上の中高年層は，実際には編入学を果たしていなかった。専門学校卒業者に編入学の道を開いた目的が，臨床の

経験を重ねた看護職者に広く学習機会を提供し，看護の質を高めることであるならば，彼らにもその目的が果た

せるよう，編入学を一つのシステムとして大学，病院施設の双方でそれを支えるような制度づくりが望まれる。
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■　はじめに

　学校教育法の改正により，1999年度から看護専

修学校専門課程修了者（以下，専門学校卒業者と

略す）の看護系大学への編入学の道が開かれた。

その目的は，臨床経験を重ねた専門学校卒業者で

ある看護職者へ広く学習機会を提供し，看護の質

を高めることである。

　呉大学では，専門学校卒業者の編入学を受け入

れるにあたり，そのほとんどが専門学校卒業者で

構成される呉・広島地域の病院に勤務する看護職

を対象に，2000年春，編入学希望に関する事前調

査を実施した1）。その結果，調査対象者の4割が

編入学を希望しており，特に，20代の新人看護職

よりも中高年のベテラン看護職，あるいは管理職

の方が希望する割合が高く，編入学に意欲的であ

ることがわかった。また，彼らの編入学の目的は

「看護学をもっと勉強したい」，「広い分野の勉強

をしたい」，「人間的に成長したい」が多く，「保

健師の資格を取りたい」，「大学院に行きたい」，

「教員になりたい」はむしろ少数派であった。こ

れらのことから，専門学校卒業者にとっての編入

学とは，従来言われてきたような高学歴志向，研

究志向の強い看護職が，臨床の看護者から看護教

育・研究者をめざすだけのものではないこと，資

格の取得よりも看護学の再教育，社会人としての

生涯教育を求めていることがわかり，大学の役割

として単にキャリア形成の機会の提供だけでなく，

生涯教育を提供することの必要性が示唆された。

また，編入学希望者の7割は看護職を継続しなが

ら大学に通うという，いわゆる「二足の草鮭」を

履き，勤務と学業の両立をはかろうとしているこ

とも明らかになった。

　しかし，実際に編入学した現実の学生は，臨床

経験の豊富な中高年の看護職よりも若い看護職が

多く，中には専門学校を卒業すると同時に編入学
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を果たした臨床経験の全くない者もおり，明らか

に事前調査で編入学を希望した層とは異なってい

る。そこで，実際に編入学をしてきた専門学校卒

業者の実態を明らかにし，彼らに編入学の目的等

について尋ね，事前調査の結果と比較するととも

に，彼らの編入学の満足度を明らかにすることが

本稿の目的である。

■研究方法

　2001年6月から7月にかけて，A県のB，C看

護系大学に在籍する専門学校卒業の編入学生を対

象に，編入学の目的（10項目），編入学の満足度

（4段階尺度）について，調査の承諾が得られた

者に対してのみ，無記名自記式質問紙による調査

を留置法により実施した。これらの調査項目は，

文献1）・2）・3）・4）を参考にしながら，メンバー間の討

議を経て決定した。調査票の前文で研究目的を説

明し，回答したくない項目については，回答する

必要のない旨を明記した。データは統計ソフト

SPSSVer10．OJを使用し，分析を行った。有意差

検定にはヱ2検定を用い，有意水準は5％未満と

した。

■結果

1．対象の基本属性

　専門学校卒業の編入学生49名に質問紙を配布し，

43名から回答が得られた（回収率87．8％，有効回

答率100％）。

　年齢は20代が28名（65．1％），30代が15名（34．9

％）で，40代以上の者は一人もいなかった。事前

調査では40代以上の中高年層が2割程度含まれて

いたが，実際の編入生は20代、30代の若年層で構

成されていた。

　性別は一般の看護学生同様，女性が圧倒的に多

く39名（90．7％）で男性は4名（9．3％）であった。

　臨床経験は3～5年が12名（28．0％）と最も多

く，次に6～10年の11名（25．6％）で，10年未満

の者がほとんどであった。中には専門学校を卒業

と同時に，臨床を全く経ずに編入学をした者も9

名（20．9％）含まれていた。臨床経験11年以上の

ベテランは7名（16．3％）と少なく，事前調査で

編入学希望者の3分の1が，11年以上のベテラン

であったことと対照的であった。実際には，学生

のまま編入学した者を含め，臨床経験の比較的浅

い看護職が編入学を実現していることが明らかに

なった。

　職位については看護師が28名（65．1％）と最も

多く，管理職は主任であった者が1名（2．3％）

いるだけであった。事前調査の編入学希望者には，

主任，師長等の管理職が2割程度含まれていたが，

実際にはこの層はほとんどいなかった。病院施設

の看護師以外の職業としては，看護学校の教員や

介護職，事務職が含まれていた。これら有職者の

多くは，編入学と同時に勤務していた職場を退職

しており，仕事と学業を両立させている者は12名

（28．0％）と少数派であった。事前調査では，約

7割の者が看護師と学生の「二足の草鞍」を履き

たいと回答していたが，現実は極めて厳しいよう

である。

2．編入学の目的

　編入学の目的として回答の多かった項目は（図

1），「人間的に成長したい40名（93％）」，「看護

学をもっと勉強したい36名（83．7％）」，「広い分

野の勉強がしたい31名（72．1％）」等の生涯教育，

看護学の再教育に関するものであった。しかし，

同時に「学士が欲しい31名（72．1％）」，「保健師

の資格が欲しい23名（53．5％）」という項目も多

く，資格の取得も編入学の目的となっていた。さ

らに「大学院に行きたい11名（25．6％）」，「教員

になりたい8名（18．6％）」等の直接のキャリア

形成に関連する目的も無視できない数であった。

　これを事前調査の結果と比較したのが，（図2）

である。全体的に実際の編入生の方が事前調査の

対象者に比べ，より多くの項目を編入学の目的と

してあげていた。中でも特に有意に多かったのは，

「人間的に成長したい（p＜0．01）」，「看護学をもっ

と勉強したい（p＜0．05）」という生涯教育，再教

人問としての成長 40

看護学の勉強 36

広い分野の勉強 31

学士の取得
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図1　編入学の目的（複数回答）
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に思っている者が2割弱いた。

　不満の理由を分析すると，講義に関することが

多かった。例えば，「専門学校で習ったことと同

じような内容の講義があり，期待はずれであった」

という回答や，「必修科目の縛りがあり，好きな

科目をすべて受講しようとすると2年間では卒業

できない」，「同時に開講される科目が少なく，受

講科目の選択肢がほとんどない」等であった。

「

　　0　　10　20　30　40　50　60　70　80　90　100
　　　　　　　　　　　＊串pく0。01，　＊p＜0．05

図2　編入学の目的（事前調査との比較）

育に関する目的と，「保健師になりたい（p＜0．01）」

という資格取得の関する目的であった。また，

「大学院に行きたい（p＜0．01）」というキャリア

形成につながる目的も，事前調査の対象に比べ有

意に多かった。
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　図4　編入学の満足度

3．卒業後の進路（図3）

　事前調査では約半分の対象者がもとの職場に戻

ると回答したことに比べ，実際の編入生の回答は

より現実的かつ功利的であった。まだ決めかねて

いる者を除くと，「もとの職場に戻る（7名，16．7

％）」と回答した者よりも，「もっとよい条件のと

ころへ就職したい（16名，38．1％）」と考えてい

る者の方が多かった。また，事前調査ではほとん

ど見られなかった大学院への進学を考えている者

も7名（16．7％）程度いた。

もとの職増に戻る

大学院へ進学

よい条件の職場にかわる

その他

7
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　　図3　卒業後の進路

4．編入学の満足度（図4）

　編入学については，おおむね満足している回答

であった。大多数の者が「大変満足している8名

（18．6％）」あるいは「満足している27名（62．8％）」

と回答した。「大変不満」に思っている者はいな

かったが，「どちらかというと不満8名（18．6％）」

■考察

1．編入学生の実態（事前調査との比較）

　2000年の専門学校卒業者を対象にした事前調査

では，①若年層よりもむしろ中高年の管理職が編

入学に意欲的であること，②職場の経験による学

習では満足できず，生涯教育を積極的に実行して

いる者が，看護学の再教育，生涯教育を求めて編

入学を希望していること，③彼らの多くは勤務を

調整しながら学業を修めたいと願っていること等

から，若い新人看護職やベテランの中高年層が，

看護学の再教育や生涯教育を求めて編入学してく

るであろうという結論に至った。しかし，今回，

現実の編入学生を調査してみると，生涯教育，看

護学の再教育に加えて，従来，看護系短期大学卒

業者を対象の調査で言われてきたような資格取得，

キャリア形成も編入学の目的として無視できない

ことが明らかになった。中には大学院への進学を

目指す者のように，編入学を自己のキャリア形成

の通過点としてとらえている者もいた。

　看護系編入学に関する研究は決して多くない。

特に，専門学校卒業者に編入学の道が開かれて日

が浅いことから，彼らを対象に含んでいるものは，

今のところ，ほとんど見当たらない。その中の幾

つかの調査・研究1）・2）・3）・4）によると，編入学の目

的は，看護学をより深め，広い社会的視野を得た

いという「生涯学習志向」と，保健師の資格を取
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得したり，学士の学位を得ること，そしてそれに

より大学院への進学や看護教員を目指すという

「資格取得志向」とに大別される。前者の傾向は

実務経験のある者に，後者の傾向は短期大学の在

学生に多く見られてきた。しかし，今回の調査で，

専門学校卒業者の編入学の目的は，従来，言われ

てきた短期大学卒業者の目的とほとんど差のない

ことが確認された。短期大学と専修学校の学生の

質と教育制度の違いは，感覚的な思いこみにすぎ

ないという指摘もあり5），編入学の目的に両者問

の差が見られないのは当然の結果であろう。もし，

編入学の目的に影響を与える因子があるとしたら，

学歴や教育制度の差よりもむしろ対象者の年齢に

あると推察される。

　今回の調査では，40代以上の中高年対象者が一

人もおらず，クロス集計できなかったが，事前調

査で若年層に資格取得志向が強い傾向が見られた。

今回の対象者は，保健師に採用される可能性のあ

る20代，30代の若年層であり，これからもキャリ

アを重ねる期間が長い。したがって，編入学を単

に生涯学習や看護学の再教育だけでなく，資格取

得やキャリア形成の機会としてとらえている者が

多いと推察される。

　問題は，事前調査で編入学に積極的であった中

高年層が，実際にはそれを果たしていないという

ことである。一部の対象大学については，受験も

していないことが明らかになった。筆者らが実施

した事前調査以外にも，中堅層の編入学の二一ズ

が高いことは，河口ら4）の調査でも確認されてい

る。それによると，病院の中堅として活躍してい

る層は，自己の判断能力を求められると同時に病

棟内での責任も担わざるを得ない，彼らは問題解

決能力を主眼においた教育ではなく，どちらかと

いうと現場で即対応できる「素直」な看護婦の養

成に力が注がれ，疾患別看護中心の教育内容であっ

たd患者の生き方や価値観に対応することが求め

られ，．しかも医学の急速な進歩に対応し，問題解

決能力が必要とされる臨床現場にあって，中堅層

が編入学を希望するのは必然なことであると結ば

れている。

　しかし，実際に編入学するとなると，離職，減

収あるいは無収入，再雇用の心配など，高いリス

クを負うことになる。費用対効果を考えると今ま

でに獲得したキャリアと収入を捨て，編入学する

のはかなりのリスクをともなう賭けである。しか

もそのリスクは，キャリアが長ければ長いほど高

くなる。そのリスクを分散させるためにも現職の

まま編入学でき，勤務と学業の両立を目指すのが

得策である。そのためには大学と病院施設等の勤

務部署，双方に制度的な改革が求められる。

　現在，多くの大学では，編入生は学部学生とほ

ぽ同じ時問割で一緒に講義を受けており，昼夜開

講制，通信制をとっている大学はほとんどない。

より多くの希望者に編入学の機会を提供するため

には，大学の門戸を開放するとともに容易に学習

できる多様なプログラムをもうける必要がある。

例えば，単位互換を複数の大学間協定で結び，履

修した科目を積み重ねることで学士を取得できる

ような制度や，インターネットを利用した通信教

育を一部の科目に導入するなど，病院施設に勤務

する看護職が学びやすい環境を整えていく必要が

ある。

　大学が学生の多様な二一ズに応えていく一方で，

彼らの勤務部署もまた，編入学を目指す看護職を

支援する必要がある。彼らの多くは，現場での疑

問や必要とされる能力を充足させたいという思い

から大学での再教育を志している。離職に伴うリ

スクをすべて編入学生本人に負わせるのではなく，

卒業後のポストを保障し，彼らが安心して学業を

継続できるようになれば，その効用は職場にも反

映されるであろう。

　編入学を一つのシステムとして，大学と病院施

設の双方が支えなければ，たとえその制度が広げ

られたとしても，中高年看護職にとっては4年生

看護系大学への編入学は画餅にすぎず，彼らの編

入学率は上昇しないであろう。

2．編入学の満足度

　編入学の満足度については，おおむね満足して

いた。一般に，仕事を離れ，久しぶりに学生とな

り，リフレッシュした毎日が送れるだけで，「編

入学してよかった」とその満足度は高くなる。編

入学生を対象にした調査で，満足度が低いという

結果は，ほとんど見あたらない。しかし，不満が

全くないわけではない。それを分析すると，今回

の調査の場合，講義に関する内容が多かった。こ

れは対象者が若年層で構成され，中には専門学校

を卒業と同時に編入学してきた者たちも含まれて

いたことが，結果に影響を与えていると考えられ

る。一般教養や反復的な要素のある専門科目など，

卒業した教育機関で既に受けてきた内容を再度，

履修することを求められることが，学習二一ドが
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満たせない不満足感につながり，高い満足度とし

て表れなかったと推察される。

■　おわりに

　専門学校卒業の編入学生を対象に編入学の目的

と満足度を調査し，2000年に実施した事前調査と

比較した。その結果，実際に編入学をしてきたの

は，20代，30代の若年層で，その目的は生涯教育，

看護学の再教育に加えて，保健師等の資格取得で

あり，キャリア形成であった。それは，従来の短

期大学卒業後，編入学した者の目的と共通してい

る。事前調査では意欲的であった40代以上の中高

年管理職は，実際には編入学を果たしていない。

専門学校卒業者に編入学の道を開いた目的が，臨

床の経験を重ねた看護職者に広く学習機会を提供

し，看護の質を高めることであるならば，彼らに

もその目的が果たせるような編入学の機会を提供

することが望まれる。

　尚，本稿の一部は第23回看護科学学会（2003．

12．7．津市）で報告した。
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