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１　はじめに

公衆衛生看護活動は、地域診断をもとに、計画、実施、点検・評価、調整・改善というPDCAサ
イクルによって進められる１）。しかし、保健師活動の現場では、地域診断を積極的・体系的に実施
できていると回答した保健師は皆無２）であり、その理由は、業務分担制などの業務の変化や苦手
意識２）によるなどが挙がっている。一方、大学における保健師課程の教育方法については、先行
研究として地域診断の学修方法に関する様々な研究があり、教育方法の充実に向け取り組んでいる
現状である３）４）５）。

A大学では、平成24年度入学生から保健師教育は選択制となった。このため、公衆衛生看護活動
論Ⅰは保健師希望の２年次生が受講し、公衆衛生看護活動論Ⅱ、Ⅲ、Ⅳは選抜試験に合格した学生
のみ受講する体制とした。また、A大学保健師課程では、県保健所と市町というフィールドにおい
て学内演習と実習とを連動させて学修を深める教育体制ができている。しかし、実習する地域の現
場では実践方法や内容に差があること、学生が学内の講義・演習における学修内容と実習とを結び
付けて、学修を深めることが十分にできていない現状がある。このため、実習項目の１つである地
域診断について、教育内容及び方法と学生実習の成果との関連を考察し、教育内容の改善点を明ら
かにし、学生の理解を深めるための効果的な教育方法を検討することを目的とする。

２　用語の定義

2.1　 地域診断：地域診断と地区診断、地域看護診断の用語の定義はほぼ同義の概念である６）と
の考えに立脚し、本研究では同義として用いることとする。また、地域診断とは、地域の情報
収集・評価（アセスメント）・診断（健康課題の判断）・診断後の対策の計画・実施・事後評
価から成り立つ７）過程をいう。

2.2　 地区視診：地区視診とは、人びとが生活している住居や街並み、暮らしぶりなどを実際に目
で観察し、直接的なデータを得るための、フィールドワークにおける情報収集のひとつの方法
である８）。

2.3　 コミュニティ・アズ・パートナーモデル（以下、「CAPモデル」と略す。）：地域を対象とし、
地域をパートナーとして位置づけた看護の過程である。地域のアセスメント領域として「地域
のコア」と「８つのサブシステム」を設けている。「地域のコア」とは、①地域の歴史　②人
口統計　③民族性（習慣・文化・伝統）④価値観と信念である。「８つのサブシステム」とは、
①物理的環境　②保健医療と社会福祉　③経済　④安全と交通　⑤政治と行政　⑥コミュニ
ケーション（情報）⑦教育　⑧レクリエーションである９）。

2.4　 関連図：対象の全体像を把握し、援助の方向性を導き出す10）もの。健康課題が導きだされ
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た根拠となる情報を整理し、線などを用いてつながりをまとめたもの。情報の関連や関係性の
強弱を、線の方向や形、太さなどで表わす。

３　A大学における地域診断の教育内容

先行研究や実践につながる住民参加型地域診断の手引き第２版（全国国民健康保険診療施設協議
会編）の発行により、地域保健分野において活用されているCAPモデルを利用して、次のような
教育方法を実践している。

3.1　地域診断に関する学修過程
地域診断に関する学修過程は、公衆衛生看護活動論Ⅰ、Ⅱ、Ⅳの授業と公衆衛生看護実習で構成

している（図１）。

図１　地域診断に関する学修過程
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3.2　地域診断に関する教育内容及び方法
3.2.1 公衆衛生看護活動論Ⅰの講義（２年次後期）
地域診断に関する基礎的な内容を学修する。演習では、学生は、５〜６人のグループに分かれ、

演習用モデル「B市」を提示し、そのデータを基にCAPモデルを用いて保健衛生統計等の分析を中
心とした情報収集とアセスメントを行う。

3.2.2 公衆衛生看護活動論Ⅱの演習（３年次前期）
A大学所在地のC市のデータをもとに、CAPモデルによる地域診断を行い、その過程で明らかに

なった健康課題から健康教育のテーマを選定し、健康教育指導案作成と実演を行う。

3.2.3 公衆衛生看護活動論Ⅳの演習・公衆衛生看護実習（４年次前期）
学生は、公衆衛生看護実習（６〜７月）において担当する市町について、実習グループ（２名）

で地域診断を行う。実習前の４月に、実習担当市町の各種保健統計や各種計画などの既存資料から、
CAPモデルのアセスメント領域に基づいて情報収集とアセスメントを行う。また、実習担当市町
に事前訪問をした後、その日に地区視診も行う。実習前の地域診断資料の情報とアセスメントから、
担当市町の地域課題を抽出し、健康教育のテーマを選定して、実習において住民を対象に健康教育
を実施する。作成した地域診断資料を基に、公衆衛生看護実習期間中に現場において各種情報を追
加収集したり、保健師との意見交換等から精度を高め、地域診断を完成させる。

４　研究方法

4.1  研究期間
平成28年７月〜平成30年３月

4.2　研究対象
平成28年度：保健師課程の４年次生18名のうち、参加同意を得られた学生12名
平成29年度：保健師課程の４年次生19名のうち、参加同意を得られた学生15名  合計27名

4.3　調査方法
4.3.1  フォーカスグループインタビュー（以下、FGIとする）
公衆衛生看護実習終了後に、次の項目にしたがって１時間程度のFGIによって情報収集する。研

究参加者の同意を得て、録音した。
１）公衆衛生看護実習において一番印象に残った活動は何でしょうか。

・活動方法や事業など
・具体的な内容を教えてください。
・どんなことを感じましたか。

２）事前に行った地域診断は、実習の中でどのように活用できたでしょうか。
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4.3.2　調査時期
平成28年度公衆衛生看護実習終了後　平成28年11月
平成29年度公衆衛生看護実習終了後　平成29年８月

4.4　分析方法
FGIでは、録音の音声データと面接時の言動の記録から得られたデータを基に作成した逐語録か

ら、質的帰納的に内容分析11）をした。学修上の困難を表している内容で、意味のあるまとまりを
基本的な単位として取り出し、研究対象者の言葉を用い簡潔に書き表し一次コードとした。次に意
味内容の抽象度を高めて一次コードと同数の二次コードを作成した。さらに、意味内容の類似性に
従い、サブカテゴリー、さらにカテゴリーを抽出した。

なお、分析は、質的研究の実施経験がある者にスーパービジョンを受け、分析結果の妥当性を確
保した。

4.5　倫理的配慮
研究参加者に対して、研究の趣旨、研究方法、研究の同意と撤回、プライバシー及び個人情報

保護、資料の保存と廃棄、研究参加の利益と不利益、研究結果の公表について、文書と口頭で説
明し、同意書に署名を得た。本研究は、本学倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号　
16MH030号）。

５　結果

5.1　フォーカスグループインタビュー結果（平成28年度）から得られた地域診断実施上の課題
FGI結果から得られた地域診断実施上の課題について37コードを抽出し、５カテゴリーに分類し

表１　地域診断実施上の課題
カテゴリー サブカテゴリー コ　ー　ド

データ収集の
不十分さ

多数のデｰタから必要なデｰタを取捨選択す
ることの難しさ（2）

必要な図表が理解できない中で資料を全部出したため、整理がつかなかった
実習前の段階から、必ず必要になるデータが理解できていれば、自分なりに整理もできた

基礎資料の範囲・入手方法の理解が不
十分（3）

基礎資料の集め方を教えてもらいたかった
必要な資料がどの範囲なのか示してもらえると良い
資料の集め方によって、全く違った内容になる

実 習中の 実
際 の 活 動を
地 域 診 断に
結びつける難
しさ

健康教育指導案作成のための地域診断
で終わる（3）

健康教育以外で地域診断をもう少し生かせる方法があったのかなと思った
健康教育を作るときにちょっと参考にした程度で、他には活用しなかった
健康教育の内容変更したため、地域診断と全然関係ないものになった

実習中の活動に活かせる内容までには至
らない（4）

自分たちの行ったた地域診断が生かせるかは微妙だと思った
地域診断は、シートへのうめ込みの作業で、単なる自己満足と思ってしまった
実習に行く前に、地域診断することで情報を得られたが、実習の中で生かせた感じはあまり
しない
３年の地域診断演習のときも、納得いかず、地域診断と地域の実習とが結びつけるのが難
しい

地域診断と実際の保健活動と結びつけるこ
との難しさ（3）

自分たちが行った地域診断と実際の保健活動はあまり結びつかない
地域診断の後に看護の実習が入り、その後市町実習だったので気分が看護に戻った感じ
があった
看護実習の後で，実習で見たり感じたものがメインになり、地区診断を見返したりしなかった

保健師課程を選択した学生を対象にした地域診断の教育方法に関する研究
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た。サブカテゴリー《　》、カテゴリー【　】の主な内容は次のとおりである。《多数のデータから
必要なデータを取捨選択することの難しさ》など【データ収集の不十分さ】、《実習中の活動に活か
せる内容までには至らない》、《地域診断と実際の保健活動と結びつけることの難しさ》など【実習
中の実際の活動を地域診断に結びつける難しさ】、《実際に見て初めてイメージできる》、《実際に歩
いてみないとわからない地域の実態》など【未知の地域をデータだけからイメージする難しさ】、

《地域診断を更新する意欲の乏しさ》、《地域全体の資料やデータからみたうえで指導者から指導を
してもらうと把握しやすい》など【指導者と地域診断を深める難しさ】、《コミュニティ・アズ・パー
トナーモデルの項目のアセスメントの難しさ》、《データ分析・判断の難しさ》など【質的データの
アセスメントの難しさ】であった。

5.2　地域診断に係る学修内容への介入状況
１年目（平成28年度）の調査結果から、学生は統計資料等のデータだけから実習市町のイメージ

は描けないこと、地域の実情が見えなければデータの意味の解釈が難しいなどの課題が明らかに
なった。学生が作成したCAPモデルによる地域課題分析の資料をみると、データ収集は入手でき
る範囲で必要なデータをほとんどの学生が収集している。しかし、アセスメントでは、数値データ
は全国や県と比較するなどしているが、それで終わっている。データが高いまたは低い実情の背景
を探ったり、地域の生活との関連を検討する必要があっても十分考察していない状況がある。統計

カテゴリー サブカテゴリー コ　ー　ド
未知の地域を
データだけか
らイメージす
る難しさ

実際に見て初めてイメージできる(3) 地区踏査をする時間がなく、実習時に町の雰囲気をやっと感じた
もらったデータからだけでは結びつかない
実習先に行くまでは田舎だと思っていたが、建物やスーパー等があり大きなギャップがあった

実際に歩いてみないとわからない地域の実
態（1）

ロコモチェック項目の「歩いて横断歩道を渡りきれない」のところで、その町には使えない項
目だと分かり、町の状況を知っておかないとできないことがあると分かった

指導者と地域
診断を深める
難しさ

地域診断を更新する意欲の乏しさ（4） 地域診断をもとに保健師と話はできていない
地域診断を保健師に提出しただけで終わりだった
実習先で聞き取った内容を地域診断に加筆修正をした
実習先で聞き取った内容について地区診断に修正などはしていない

実習先の地域診断データの整備の不十分
さ（1）

地域診断は保健師さんも十分わかっていないところもある

地域全体の資料やデータをみたうえで指
導者から指導をしてもらうと把握しやすい

（2）

他大学の実習生は高齢者も母子も全部見た上で根拠資料も全て揃えて実習に来ていた
地域診断は対象を限定せず全部を見ないと町とか市は見えない

対象の限定による市町全体として深まりにく
さ（1）

高齢者だけに限定した形で地域診断を行ったが、全体をやったほうが学びが深まる
と思った

質的データの
アセスメントの
難しさ

コミュニティアズパートナーモデルの項目の
アセスメントの難しさ（4）

アセスメントがすごい難しく、一番難しかったのがコミュニティアズパートナーの項目
人口動態のデータは数で判断できるが、コミュニティアズパートナーの項目はどんな資料で、
どういうふうに評価できるかとか教えてもらいたかった

（コミュニティアズパートナーの項目）実習先が地元だったが、個人の主観が入りすぎるのも
問題と思う
最後（コミュニティアズパートナーの項目）になってくると主観でやってしまってると思った

数字だけで判断できない状態のアセスメン
トの難しさ（2）

保健医療、福祉とかも、受療施設等は数だけの判断できないのではないか
待機児童数などその数値だけ見て評価しきれないデータはどうアセスメントすれば良いか分
からない

データ分析・判断の難しさ（4） 資料の見方によって、他の人がアセスメントすると全く違う考察になる
地域診断の難しいところはアセスメント
正解はないとしても、自分のアセスメントでも間違っていないと思えるようなものが欲しい
これが保健師としての専門的な視点、考え方というのがなかった
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データだけから地域の実態を視ることは不十分であるため、実習前及び実習中の地区視診や実習指
導者との情報交換から、地域の実情の情報を入手するよう助言をしていたが、追加の情報収集はで
きていなかった。実習中は、当日の保健事業に参加することが主であるため、それ以外に地域の生
活状況の情報収集は学生にとっては負担になっていた。また実習指導者も、学生との情報交換の時
間をとることは日常業務の中では難しい現状もあった。次に、地区視診から得た情報と関連させる
ことが十分できていない点については、地区視診の方法に問題があった。実習前の市町への事前訪
問日に行う地区視診では、地区視診を行う時間や方法は様々であり、関連づけるまでの情報収集は
十分に行っていなかった。このため、学生がイメージを描ける方法や学修意欲を持って取り組める
学修方法について検討を深める必要性が明らかになった。

２年目（平成29年度）においては、現場の保健師を外部講師として招き、実践例を講義で紹介す
ることとした。公衆衛生看護実習開始前に、地域診断から課題解決までの一連の地域保健活動を、
県内のD市における一人暮らし高齢者の困難事例への対応について講義で紹介した。現場保健師に
よる実践事例の紹介により、一連の地域活動をイメージ化した後に、学生は実習で担当する市町の
地域診断を行った。その過程において、健康課題の抽出はある程度できたが、地域実態との関連や
生活との関連、並びに地域特性との関連等がつかみにくかった。そのため、看護過程で既修の「関
連図」を応用して、地域の健康課題を住民の生活や地域環境との関連等と結びつけて考える試みを
行った。その結果、学生は健康課題の背景に気づくことができたり、地域の人間関係や多問題が関
連している状況を考えることができた。この学修の成果を確認するため、公衆衛生看護実習終了後
にフォーカスグループインタビューにより学びの振り返りを行った。その結果、事前学修の時に地
域診断のイメージができた、事前訪問や保健師の助言により必要な関連データを入手できた、関連
図を作成することで健康課題を具体的につかむことができた、など事前学修の授業が実習に反映で
きたことが明らかになった。

６　考察

6.1　学生の地域診断への取り組みの状況と学修課題
市町では地域診断の参考となるデータが各種保健事業計画の中に分散されていたり、事業報告書

の中に掲載されているため、学生にはデータを統合して理解することは難しかったようである。
このため、今後は学生に対して、学内において、データの存在する報告書等具体例を提示するこ

とや、各種計画書とデータの関連などを具体的に説明することが必要である。また、実習指導者か
らも、地域の保健データをどのように活用しているのか実例から説明するなど、学生が理解しやす
い方法に改善していきたい。

実習前に地域診断により担当市町の概要を把握することを目的としていたが、FGIによると、ほ
とんどの学生がイメージできなかったと答えている。学生は、生活経験も少ないので、現場を見な
ければイメージを作ることが難しいという特性がある。また、統計データを見ても、生活実感がわ
かない学生に対して、地域住民の生活状況をイメージさせるためには、講義の中で住民の生活を理
解できる映像の利用や演習に工夫が求められる。

FGIによると、データを読み込み判断する難しさがあった。これは、データの分析に当たっては、
保健統計学や疫学の学修能力の向上も支援する必要がある。また、数値だけの判断では分かりにく
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いので、事例をもとにその背景等を考えれば、データの意味を理解しやすくなると考える。市川は、
小さな成功を体験させていくうちに、そういう目先の餌につられて勉強していたのが、もっと内
発的な動機を持つようになっていく12）と述べている。データの意味を身近な事例から考えていき、
地域全体のデータを見ていく意義をつかめる学修支援が必要である。

6.2　教育内容の改善
学生が主体的に実践し、効果的な学修成果を挙げるためには、学生の意欲をどうもたせるかが肝

要と考える。市川は、「内容関与的動機」といって、学習内容そのものが動機に深く関わっている
場合は、学習動機の高い人ほど、学習方法への関心も高い12）と述べている。このことから、実習
前の演習において、実習担当市町への関心を深めることで実習担当市町の理解が深まり、学修方法
の工夫が見られると考えられる。

そのため、２年目（平成29年度）には、公衆衛生看護実習開始前に、県内のD市保健師による活
動事例を講義に取り入れた。それを基に、学生は実習担当市町の地域診断を行った。その結果、統
計データ等と健康課題とを関連して考えようとする姿が見られた。しかし、住民の生活を結びつけ
て考えることや、多問題の関連については理解が難しかった。そのため、既習の「関連図」を応用
して、地域の健康課題を住民の生活や地域環境との関連で結びつけて考える試みを行った。その結
果、学生は健康課題の背景が見えてきたり、地域の人間関係や多問題が関連している状況を考える
ことができた。学生は、看護過程を展開する時には、患者の看護上の問題の抽出に「関連図」を活
用していたが、地域の健康課題の抽出に応用することで、地域住民の生活状況や健康課題の背景等
が具体的に見えてきた。CAPモデルを使った課題抽出の段階では考えが深まらなかったため、既
修の学修方法を応用することにより深めることができた。FGIによると、実習前の実践例の講義に
より地域活動のイメージがわいた、生活状況との関連が具体的に見えてきた等の学修効果があっ
た。また、事前訪問や実習中における保健師の助言により、地域住民の生活状況の理解を深めるこ
とや、地域の情報収集のあり方なども考えることができていた。このことから、学生は、実習指導
者の助言により、地域の実態から気づいた情報をどのように解釈するかを実地に学修していること
が分かった。

以上のことから、教育方法の工夫による学生の変化は次の４点である。１つ目は、保健師の活動
事例をもとに地域住民の生活実態が具体的に理解できた。２つ目は、現場における情報収集の種類
や方法が分かり、必要な情報の選択ができるようになった。３つ目は、情報分析を行うためには、
様々な情報を統合して、関連性を考えながら１つ１つの情報の意味を考えることが必要であること
が理解できた。４つ目は、実習前に、保健師の活動事例から地域活動の実態を学修した後、学生の
作成した初期段階の地域診断資料を発表し、現場の保健師からの助言を得ることにより、学生は地
域の見方やデータの見方がより具体に理解でき、実習前の学修の準備性が向上した。

さらに、学生にとって、机上の学修で得た知識の理解を深め、実践できる段階へつなげていく機
会となっている。

７　まとめ

地域診断の教育方法について、学生のFGIから振り返り、現状と課題を明らかにした。学生が学

県立広島大学　総合教育センター紀要　第５号

― 65 ―



修目的を理解して取り組むためには、学生の既修学修である「関連図」を活用することが効果的で
あることがわかった。この結果、知識を統合して理解を深めることにつながった。さらに、生活観
の乏しい学生が地域住民の生活を理解し、健康課題を探究する意欲を向上させるためには、現場の
実践例の紹介と現場感覚の助言が効果的であることが示唆された。今後も地域の保健師活動の事例
の活用や実習指導者との連携した学生指導により、教育方法を充実していきたい。
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