
 
 

令和 4(2022)年度 東筑紫短期大学 教員情報 

【専攻科（介護福祉専攻）】 
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 HISAKADO Yuko 教授〔専攻科長〕 

所 属 東筑紫短期大学 専攻科（介護福祉専攻） 
担 当 科 目 〔専攻科(介護福祉専攻)〕 

 ・医療的ケア 
 ・認知症の理解 
 ・こころとからだのしくみⅠ、こころとからだのしくみⅡ 
 ・発達と老化の理解 
 ・介護実習Ⅰ、介護実習Ⅱ 
 〔保育学科〕 
 ・子どもの保健 

専 門 分 野 ■ 看護学 専 門 分 野 
最 終 学 歴 九州共立大学 経済学部経済学科 
学 位 学士（経済学） 
職 歴 静岡労災病院 看護師 （昭和56(1981)年4月～昭和57(1982)年10月）

   産業医科大学病院 看護師 （昭和57(1982)年12月～平成5(1993)年3月）

   産業医科大学病院 看護主任 （平成5(1993)年4月～平成12(2000)年3月）

   産業医科大学病院 看護師長 （平成12(2000)年4月～平成21(2009)年3月）

   産業医科大学病院 看護副部長 （平成21(2009)年4月～平成26(2014)年3月）

   産業医科大学病院 副院長・看護部長 （平成26(2014)年4月～令和2(2020)年3月）

  学校法人 産業医科大学 参与 （令和2(2020)年4月~現在に至る）

  東筑紫短期大学 専攻科(介護福祉専攻) 専攻科長・教授 （令和2(2020)年4月～現在に至る）

職務上の業績 〇医療機関における専門職としての実績 
〔看護師12年間、看護主任7年間、看護師長8年間、看護副部長5年間、副院長・看護部長6年間〕 

 スタッフ時は新人の育成に携わり、看護師長時は院内の記録委員長を努めそのマニュアル作成を行った。

 看護副部長としてはスタッフ教育、院内業務の調整、総務関係業務に従事した。 

 副院長・看護部長として、入院支援室の確立及び専従の病床管理看護師長の配置するなど看護ケア量をデ

ータとして可視化することに取組み、受入れ可能ベッドの優先順位を明確に示す方法を構築した。このこ

とにより、安全・安心な看護ケアを提供できる体制が確立され、病床稼働率の向上に寄与することができ、

産業医科大学理事長賞を授与した。 

主な研究活動 【著書】 
 1.「組織的なメンタルヘルス対策の実際-病院看護師の実践に学ぶ- 

看護師のメンタルヘルス教育と支援―卒後1～3年目の看護師の教育プログラム」（単著） 
  労働の科学（平成23(2011)年2月） 

（概要） 
 看護師のメンタルヘルス支援部会開催により、卒後 1～3 年目を看護師を対象として系統立てたメンタル

ヘルス教育を行えるように、組織的にチームとして研修内容の検討と支援を行った。 

 メンタルヘルス研修として取組む際の教育内容を、看護部だけでなく研修担当講師や産業医と共有するこ

とによって以降の支援策や研修内容検討に繋がる有意義なものとなった。 

  



 
 2.「こころと文科-インドネシア人看護師を受け入れた医療機関の立場から-」（単著） 

  多文化間精神医学会（平成27(2015)年9月） 

（概要） 
 インドネシア看護師候補生を施設へ受入れ、看護師国家試験に合格するまでの生活と勉強の支援体制及び

看護師として就労した際の関わりについての振り返り報告。日本語学習及び国家試験への準備を並行して

行うことの難しさについて述べた。日本語修得後の来日であれば、候補者及び受入れ側双方の負担軽減に

もなること、また、看護師免許取得後に母国での就労を相談できる窓口や活躍可能な場の提供に係る仕組

み作りが重要である点について提起した。 

 3.「医療機関のメンタルヘルス対策プログラム 
-看護師のメンタルヘルス対策支援体制への取組み-」（単著） 

  北九州市医報（平成28(2016)年7月） 

（概要） 
 学生から社会人へ移行する時期に職場に適応し、活き活きと働くことが重要であると考え、どのようにサ

ポートすればよいか検討した。可能な範囲から開始したこの取組みは、最終的には継続性のある組織とし

て位置付けることができた。新人看護師や既卒看護師を迎え入れることはどの医療機関にも共通すること

であるが、支援者だけでなく管理者に対しても組織的に教育を行うことが重要であることを述べた。 

 【学術論文】 
 1.「東日本大震災における災害支援ナース活動の実際」（単著） 

  第25回 医療技術者セミナー（平成24(2012)年2月） 

（概要） 
 東日本大震災発生に伴い、日本看護協会は福岡県看護協会へ派遣要請を行い、福岡県看護協会から岩手県

と宮城県へ災害支援ナースを派遣し、活動を行った。避難所で求められた看護は、生活環境の確保・健康

状態のアセスメント・2 次的な健康障害の予防等状況変化への対応力であった。また、医療施設での活動

は、看護師のマンパワー不足のために通常の看護業務や災害支援から帰還した看護師の慰労と傾聴が重要

であることを述べた。 

 2.「災害支援ナース登録者に対するフォローアップ研修内容の検討」（共著） 
  第15回 日本災害看護学会（平成25(2013)年8月） 

（概要） 
 福岡県看護協会では災害支援ナースのフォローアップ研修を実施している。研修は、日本看護協会看護研

修学校主催「都道府県看護協会における災害支援ナース指導者養成研修」の机上シミュレーションとして

グループワークと質問形式にて実施された。 

フォローアップ研修の受講により、支援ナースの役割を理解し派遣の全体像を捉えることができたか、ま

た、どのような時に困難さを感じるか等について調査を行った。 

 3.「相談窓口開設準備のための担当看護管理者セミナーの実施」（共著） 
  第91回 日本産業衛生学会（平成30(2018)年5月） 

（概要） 
 セルフケア支援に向けた職場作りの一環として、看護管理者などによる全看護師対象の職員相談窓口を開

設し、仕事の悩みをいつでも相談できる体制及びその仕組み作りの準備に向けた看護管理者対象の面談技

術スキルアップセミナーを行ったことを産業医科大学病院看護部として報告した。 

 併せて、このスキルアップセミナーは、看護管理者が相談者の立場に立って支援する仕組み作りの構築に

寄与するだけでなく看護管理者の積極的傾聴技術を習得する機会となったことも報告した。 

 4.「管理監督者の役割をもった相談窓口セミナーの実施」（共著） 
  第92回 日本産業衛生学会（令和元(2019)年5月） 

（概要） 
 セルフケア支援に向けた職場作りの一環として、看護管理者などによる全看護師対象の職員相談窓口を開

設し、仕事の悩みをいつでも相談できる体制及びその仕組み作りの準備に向けた看護管理者対象の面談技

術スキルアップセミナーを行ったことを産業医科大学病院看護部として報告した。 

 相談者が必要とする支援を受けられるよう関係部門と連携する場合に、管理者及び相談窓口としてどのよ

うな対応ができるかについて、ゼミナー前後にアンケート調査を実施した。 

  



 
主な社会活動 ・日本集中治療医学会九州地方会役員 （平成13(2001)年4月～平成16(2004)年3月）

 ・北九州災害・救急医療フォーラム会 世話人 （平成19(2007)年4月～平成21(2009)年3月）

 ・福岡県看護協会災害看護委員会委員長及び委員 （平成20(2008)年4月～平成26(2014)年3月）

 ・福岡県看護協会災害看支援ナース登録、東日本大震災へ支援ナースとして派遣 
    （平成23(2011)年3月）

 ・北九州がん化学療法チーム医療研究会 世話人 （平成26(2014)年4月～令和2(2020)年3月）

 ・北九州ブロック がん相談支援センター連絡会役員 （平成21(2009)年4月～平成22(2010)年3月）

 ・北九州地区看護部長協議会会長  （平成27(2015)年4月～令和2(2020)年3月）

 ・福岡県介護福祉士養成施設協議会 委員  （令和2(2020)年4月～現在に至る）

所 属 学 会  日本認知症学会 （令和2(2020)年～現在に至る）
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所 属 東筑紫短期大学 専攻科（介護福祉専攻） 
担 当 科 目 〔専攻科(介護福祉専攻)〕 

 ・生活支援技術Ⅱ、生活支援技術Ⅲ 
 ・介護過程Ⅰ、介護過程Ⅱ 
 ・障害の理解 
 ・介護実習Ⅰ、介護実習Ⅱ 
 ・人間関係とコミュニケーション 

専 門 分 野 ■ 介護福祉学 
最 終 学 歴  北九州保育福祉専門学校 幼児教育科 
学 位 専門士 
職 歴 大日精化 広島化工株式会社 （平成元(1989)年4月～平成3(1991)年12月）

  ◯介護老人保健施設 さくら苑 （平成6(1994)年4月～平成10(1998)年11月）

  ◯介護老人保健施設 あけぼの荘 （平成10(1998)年12月～平成19(2007)年2月）

  ◯学校法人戸早学園 北九州保育福祉専門学校 介護福祉科 

 （平成19(2007)年3月～平成30(2018)年3月）

◯生活支援技術（旧 介護技術）（平成20(2008)年4月～平成30(2018)年3月） 
◯介護総合演習（旧 実習指導）（平成20(2008)年4月～平成30(2018)年3月） 

  東筑紫短期大学 専攻科（介護福祉専攻）准教授 （平成30(2018)年4月～現在に至る）

主な研究活動 【論文】 
 1.「介護実習における記録の指導方法についての再考」 

～‘考える力を育成する’実習日誌の評価・考察の思考過程について～（論文）（単著） 
 （概要） 
   介護福祉における実習日誌は単なる感想文、反省文等ではなく、‘何故失敗したのか？’‘指導者からの 

指導・助言にはどういった重要性があるのか？’等について考え、さらに‘このような失敗をするとどのよ

うなことが考えられるか？’といった根拠（エビデンス）を考える＝「考察力」を向上させていく最良の機

会となる。この考察の繰り返しにより、考えることへの習慣付けができ、観察力・洞察力の向上、客観的視

点での根拠の明確化、想像力（創造力）、危険予測等の専門性の向上が図れるという点について論じた。 

（北九州保育福祉専門学校  平成27 (2015)年5月） 

 2.「災害ボランティアにおける現状と課題」 
－ 今、私たちにできること －（論文）（単著） 

 （概要） 
 暴風雨や洪水等による水災害、地震災害、火山災害等、自然災害の多発する現代の日本において、災害復

興の一助となる‘災害ボランティア人材’はなくてはならない貴重な存在となった。そこで、筆者自身が実

際の災害ボランティア活動に携わった、熊本地震・九州北部豪雨・西日本豪雨での、被災地における活動内

容についての現状を報告するとともに、現在の災害ボランティアの在り方についての課題を明らかにする

ことを目的として論じた。 

（東筑紫短期大学 研究紀要 第49号 平成30 (2018)年12 月） 

 3.「移動介助技術の教授方法の課題に関する一考察（Ⅰ）」（論文）（単著） 

 （概要） 
 実技の事例問題に基づき、学生が杖歩行、および車いすでの移動介助を実施し評価することで、介助技術

の習得度の把握、および危険性を伴う介助場面の分析を行い、今後の生活支援技術における実技指導に活か

していくことを目的として論じた。 

（東筑紫短期大学 研究紀要 第50号 令和元(2019)年12 月） 

  



 
 4.「介護福祉士養成課程の変遷に関する一考察」（論文）（単著） 

 （概要） 
 翌年2019（平成31）年より、新たな「求められる介護福祉士像」に即し、複雑化・多様化・高度化す

る介護ニーズに対応すべく介護福祉士養成カリキュラムも見直しが行われることとなった。そこで、「介

護福祉士養成課程における教育内容の見直し」における「5 つの主な見直し事項」をもとに、より効率

的・効果的な具体的教授方法、および今後の課題について考察することを目的として論じた。 

（東筑紫短期大学 研究紀要 第51号 令和2 (2020)年12 月） 

主な社会活動 ・福岡県介護保険広域連合豊築支部  介護認定審査会委員 （平成24 (2012)年12月～現在に至る）

 ・特別養護老人ホーム「美咲ヶ丘」職員研修会 講演 
 「ささやかな訴えに耳を澄ませて ～対人援助者として求められる専門性とは～」 

（平成25 (2013)年12月）

 ・苅田町障害者施策推進協議会委員 （平成26 (2014)年9月～平成28(2016)年9月）

 ・障害者支援施設「周防学園」職員研修会 講演 
 「高齢者支援への視点の転換」                     （平成28 (2016)年2月）

 ・熊本地震 災害ボランティア参加 （平成28 (2016)年5月～平成28 (2016)年10月）

 ・介護福祉士養成施設協会 九州ブロック教員研修会委員           （平成28 (2016)年10月）

 ・認知症啓発イベント「ラン伴」参加           （平成28 (2016)年11月）

 ・苅田町社会福祉協議会 講演 
 「熊本震災から見えた『ボランティアの力』とは」          （平成29 (2017)年1月）

 ・九州北部豪雨 災害ボランティア参加 （平成29 (2017)年7月）

 ・認知症啓発イベント「ラン伴」参加 （平成29 (2017)年11月）

 ・西日本豪雨 災害ボランティア参加 （平成30 (2018)年6月）

 ・周望学舎シニアカレッジ 講師 （平成30 (2018)年9月）

 ・令和元年８月の前線に伴う大雨 災害ボランティア参加 （令和元(2019)年8月）

 ・「ふくおかカイゴつながるプロジェクト2019」参加 （令和元(2019)年10月）

 ・株式会社よしなが 職員研修会 講演 
 「虐待予防・権利擁護について」                   （令和元(2019)年10月）

 ・介護の３つの魅力（「楽しさ」「広さ」「深さ」）を発信する地域別ミニイベント 参加 
（令和3(2021)年12月）

所 属 学 会 公益財団法人 福岡県介護福祉士会 （平成23 (2011)年1月～現在に至る）

 
  



 

田中
タナカ

 文佳
フミカ

 TANAKA Fumika 講師 

所 属 東筑紫短期大学 専攻科（介護福祉専攻） 
担 当 科 目 〔専攻科(介護福祉専攻)〕 

 ・社会の理解 
・介護の基本Ⅰ、介護の基本Ⅱ 
・生活支援技術Ⅰ 

 ・生活支援技術（家事の介護） 
 ・介護総合演習Ⅰ、介護総合演習Ⅱ 
 ・介護実習Ⅰ、介護実習Ⅱ 
 〔保育学科〕 
 ・子どもの理解と援助 

・社会福祉 
専 門 分 野 ■ 社会福祉 

■ 地域福祉 
最 終 学 歴 福岡県立大学大学院 人間社会学研究科 福祉社会専攻（制度政策分野） 
学 位 修士（社会福祉） 
職 歴 学校法人沖学園 沖学園高等学校介護福祉コース非常勤講師 

「社会福祉概論」担当                         （平成11(1999)年4月～平成13(2001)年3月）

  福智町（当時:方城町）役場 臨時職員のち嘱託職員（社会福祉士） 
  「方城町総合福祉計画」及び福祉のまちづくり担当（平成12(2000)年4月～平成14(2002)年3月）

  学校法人戸早学園 北九州保育福祉専門学校 専任教員 
  介護福祉科及び介護福祉専攻科にて授業担当  （平成14(2002)年4月～平成23(2011)年3月）

  学校法人戸早学園 北九州保育福祉専門学校 非常勤講師  
  （平成24(2012)年4月～平成29(2017)年3月）

  西日本工業大学 非常勤講師 「総合人間科学」担当   

  （平成27(2015)年4月～平成29(2017)年3月）

 東筑紫短期大学 専攻科（介護福祉専攻）講師 （平成29(2017)年4月～現在に至る）

主な研究活動 【論文】 
 1.「住民参加における情報提供と情報共有の重要性について」     （論文 発表）（単著）

(概要) 

本論文では、地域福祉の展開における住民参加システムの構築に関する課題について考察を試みた。行政

の福祉計画（福祉のまちづくり計画）の事例では、計画に参画する住民の主体性が、多様な情報に影響され

得ることを明らかにした。また、別集団におけるアンケート調査においては、ボランティア活動や市民活動

への参加と福祉情報量の有無に関連が生じることを示した。これらの結果を踏まえながら地域福祉の展開に

おける効果的な情報発信の方策と情報システムのネットワーク化の課題について言及した。              

日本社会福祉学会九州部会大会発表（平成11(1999)年度）

 2.「幼老交流の動向と今後の展望について 
－特別養護老人ホームにおける子どもクラブの事例から－」        （論文）（単著）

（概要） 

1970年代以降、少子高齢化は急速に進み、家族形態やライフスタイルも大きく変化した。社会状況の変動

の渦中で、人々の社会福祉のニーズは多様化、複雑化し、介護福祉や子育ての分野だけではなく、貧困、虐

待やひきこもり、孤独化による心身の不調など多岐にわたっている。多変化する社会状況と社会福祉ニーズ

に如何に向き合うべきか。本稿は、近年広がりをみせている、共生社会を志向した多角的な視点による事業

形態の一例として、高齢者施設と小学生の子どもクラブ事業における幼老交流の実践から考察を得るもので

ある。高齢者と児童の分野にまたがる事業展開の意義に関して、世代間交流の重要性とともに地域共生社会

の構築における世代間交流事業の必要性について提起した。自助、互助、共助、公助が協働する地域共生社

会の実現の中に、現在の社会福祉ニーズが充足され得る可能性を見出している。 

東筑紫短期大学研究紀要 第49号（平成30(2018)年12月）

  



 
 3.「介護福祉士の仕事、資格に関するイメージの実態 －学生のイメージ調査を通して－ 」 

（論文）（共著） 
高齢化の進展に伴い要介者数が増加の一途である反面、介護福祉の現場では慢性的に人材が不足してい

る。介護職員の人材確保に関しては、現在、外国人労働力の導入をはじめ介護福祉士の処遇改善手当の支給

や普及啓発活動など、国や都道府県を中心として様々な政策が進められている。複雑多様化する要介護者の

ニーズに専門的にかかわる介護福祉士は非常に重要な存在であるが、介護福祉士を養成する専修学校、短期

大学、大学（以下、養成校と略す）への進学を志す学生数は一様に減少傾向が続く状況にあり、教育機関に

おいて専門基礎教育を修得した介護福祉士の輩出が現状としては非常に厳しい。 

若者が、先々の進路として介護福祉の分野に将来を見出せない要因を把握することは人材確保や社会的役

割の認知において必要な視点であると考える。本稿では、本学の学生を対象にした介護福祉士の仕事及び資

格取得に関するイメージ調査をもとに、イメージの転換や情報提供のあり方に関する課題について考察をし

ている。 

                 東筑紫短期大学研究紀要 第50号（令和元(2019)年12月） 

（共著 田中 文佳   奥川 満子  廣藤 智之）

4．「介護総合演習と介護実習の教育効果について －プロセスレコード活用の試み－ 」 
                                 （論文）（単著） 

 1987年に社会福祉及び介護福祉士法が制定され、国家資格の介護福祉士が誕生して30年を超える。この

間、加速する少子高齢化と介護ニーズの多様化のもと介護福祉士の業務内容や義務規定は改正され、その独

自性を高めてきたといえる。近年には、介護職の構造改革が示され、多様かつ複雑高度な介護ニーズに対し

て専門的個別支援を担う役割が明確化された介護福祉士は、介護職の中核を担う人材として位置づけられる

こととなった。「求められる介護福祉士像」の改正とともに介護福祉士養成課程にも新しいカリキュラムが

導入され、介護福祉士の養成課程には専門性の高い人材の育成が求められている。 

 養成課程においては、科目の履修に止まらずに、専門性習得を目指す教育実践の道筋を明示することが急

務の課題といえよう。専門的知識、技術を習得させ得ることは簡単なことではなく、教育活動の創意工夫と

研鑽が不可欠である。本稿では、専門性の習得を目指す手法の一端として、介護実習と介護総合演習の科目

の連動を通したプロセスレコード活用の教育的効果について検証を試みた。プロセスレコードを用いた実践

内容の可視化を主軸として、評価の可視化、反復演習の意義、科目間コーディネートの視点について考察を

行い、専門性習得を目指す教育効果の意義を見出した。 

東筑紫短期大学研究紀要 第52号（令和３(2021)年12月）

 【発表】 
 １.「専攻科における学生募集の展望」（発表）（共同）                                      

（概要） 

わが国の超高齢社会における介護人材の不足は大きな課題であり、厚生労働省では団塊の世代が 75 歳以

上となる2025年には37.7万人の介護人材が不足すると推計している。しかし、介護福祉士養成校への入学

者数は年々減少し、本科においても保育学科からの内部進学者数は減少傾向である。本発表では、介護福祉

への理解促進や入学希望者の拡大につながる方策について考察を重ねた。方法として保育学科1年生を対象

とした進学ガイダンスでの試み、アンケート調査、専攻科在学生のインタビュー調査等を分析。結果から、

在学生主体のガイダンスの有効性や、保育学科在学生における専攻科に関する認知度と関心度の一致等がみ

られた。これらの調査結果をもとに、学生募集の展開における今後の課題について考察を行った。         

 第24回介護福祉教育学会発表（平成30(2018)年2月）

（早瀬 亮子 田中 文佳 大会要旨集：ｐ74）

2．「介護実習の手引き＜東筑紫短期大学専攻科（介護福祉専攻）＞」作成          

（平成30(2018)年度版～令和4(2022)年度版 毎年改定)

主な社会活動 ・苅田町社会福祉協議会評議員                   （平成21(2009)年度）

・第4次苅田町総合計画審議会委員（社会福祉分野）        （平成22(2010)年度）

・NPO支援者サポート研究会              （令和元(2019)年度～現在に至る）

・高齢者見守りサポーター(北九州市社会福祉協議会)  （令和2(2020)年8月～現在に至る）

 

  



 
 ・北九州市立年長者研修大学校 周望学舎 シニアカレッジ講師 

（概要） 

テーマ「介護福祉のいろいろな「暮らしの場」 －自分らしく豊かな暮らしを－」 

まちなかでは高齢者ケアに関する様々な建物を見かけるが、種別や利用条件などが分かりにくいという声

も聞こえてくる。今回は、高齢者ケアが提供されるさまざまな暮らしの場についてご説明し、併せて、福祉

用具や自分らしい居室の環境整備の例をご紹介した。後半は専攻科(介護福祉専攻)の学生を交えてグループ

ワークを実施し、参加した学生とともに「自分らしさ」を大切にしていく生活空間を模造紙に描き各グルー

プが発表を行った。                                                        会場 東筑紫短期大学 

  (令和元(2019)年10月)

 ・「支援者支援シンポジウム」の開催  
テーマ「子ども・若者支援に関わる支援者支援の「地図」づくり」 

対人援助の専門職は、それぞれの現場のなかでは「支援者」という役割に終始されるが、対

人専門職特有の悩みやストレスは多く、また、支援者にも自分の生活があり、家族や家庭や悩

みがある。これまであまり議論されてこなかった支援者を支援することに関するシンポジウム

を開催し、「支援者に必要な具体的支援とは何か」について討議する機会を設けた。当日はシン

ポジストとして参加し、介護福祉の分野における支援者支援の方策について提起した。 

                           主催：NPO支援者サポート研究会

会場 福岡県立大学

     (令和元(2019)年7月)

所 属 学 会 日本地域福祉学会 （平成10(1998)年～平成21(2009)年)
 日本社会福祉学会 （平成10(1998)年～現在に至る)
 日本介護福祉教育学会 （平成29(2017)年～現在に至る)
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