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要

旨

本研究の目的は、養護教諭が児童生徒のケアに必要とする看護上の課題と執務上の課題を明ら
かにし、教育支援の示唆を得ることである。対象は、

県に勤務する養護教諭

人で、方法は

無記名自由記述調査である。その結果、看護上の課題は【ケアに対して自信が持てない】【最新
の医学・看護の情報不足】【ケア環境の限界】の

カテゴリーがあり、執務上の課題は【個々の

児童生徒と向き合うことが困難】【役割間の連携と情報の共有化】
【児童生徒の生き方を支える】
の カテゴリーが明らかになった。養護教諭の教育支援には、学習ニーズに対する支援と教職員
等との連携のあり方への支援の必要性が示唆された。
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