
「ふれあい看護体験2019」実施状況 

実施期間  2019年7月2４日（水）～7月２6日（金）、7月30日（火）～8月1日（木）の ６日間 

実施施設  63施設  （県北：23 県央：20  県南：20） 

参加高校  42校   （県北：15 県央：1４県南：1３） 
参加人数  445人 （1年女子55、1年男子2、2年女子161、2年男子9、3年女子200、3年男子18）

参加高等学校一覧 

県北地区 県央地区 県南地区 

県立門川高等学校 県立宮崎大宮高等学校 県立飯野高等学校 

県立五ヶ瀬中等教育学校 県立宮崎東高等学校（通信制） 県立小林高等学校 

県立高千穂高等学校 県立宮崎商業高等学校 県立小林秀峰高等学校 

県立高鍋高等学校 県立宮崎農業高等学校 県立高城高等学校 

県立都農高等学校 県立宮崎南高等学校 県立日南高等学校 

県立妻高等学校 県立宮崎西高等学校 県立日南振徳高等学校 

県立富島高等学校 県立宮崎北高等学校 県立福島高等学校 

県立延岡工業高等学校 県立佐土原高等学校 県立都城泉ヶ丘高等学校 

県立延岡高等学校 県立本庄高等学校 県立都城商業高等学校 

県立延岡商業高等学校 日向学院高等学校 県立都城西高等学校 

県立延岡星雲高等学校 宮崎学園高等学校 県立都城農業高等学校 

県立延岡青朋高等学校（定時制） 宮崎日本大学高等学校 都城高等学校 

県立日向高等学校 宮崎第一高等学校 都城聖ドミニコ学園高等学校 

聖心ウルスラ学園高等学校 鵬翔高等学校 

尚学館中学校・高等部 

実施施設一覧（７地区） 

延岡 

西臼杵 

育生会井上病院 延岡クリニック 黒木病院 

延岡市医師会病院 県立延岡病院 延岡リハビリテーション病院 

五ヶ瀬町国民健康保険病院 日之影町国民健康保険病院 伸和会共立病院 

平田東九州病院 早田病院 米田脳神経外科 

高千穂町国民健康保険病院 

日向 

東臼杵 

（医）杏林会 三股病院 美郷町国民健康保険西郷病院 済生会日向病院 

和田病院 千代田病院 

西都 

児湯 

海老原総合病院 鶴田病院 西都児湯医療センター 

国立病院機構宮崎病院 都農町国民健康保険病院 

宮崎 

東諸県 

金丸脳神経外科病院 藤元中央病院 けいめい記念病院 

平和台病院 県立こども療育センター 宮崎江南病院 

県立宮崎病院 宮崎市郡医師会病院 古賀総合病院 

宮崎市立田野病院 迫田病院 宮崎生協病院※ 

市民の森病院 宮崎善仁会病院 潤和会記念病院 

宮崎大学医学部附属病院 髙宮病院 若草病院 

国立病院機構宮崎東病院 野崎東病院 

都城 

北諸県 

国立病院機構都城医療センター 宮田眼科病院 藤元総合病院※ 

宮永病院 藤元病院 メディカルシティ東部病院

都城市郡医師会病院 

小林 

えびの 

西諸県 

池井病院 国民健康保険高原病院 内村病院 

小林市立病院 えびの市立病院 整形外科前原病院 

桑原記念病院 野尻中央病院 

日南 

串間 

愛泉会日南病院 県立日南病院 串間市民病院 

日南市立中部病院 県南病院 



「ふれあい看護体験２０1９ 」高校生アンケート結果

掲示板(ポスター)
先生の勧め（ＨＲで聞いた)
家族の勧め
先輩・友人に誘われた
昨年も参加した
看護協会のＨＰを見た
昨年の体験文集を読んで
その他
無回答
看護師・助産師・保健師になりたい
福祉系を考えている(介護福祉士など介護系)
医療系を考えている
病院へ興味がある
面白そうだから
その他
無回答

人の役に立てる 332 77% 284 66%
やりがいがある 175 41% 108 25%
看護師の仕事の内容は幅広い 223 52% 287 67%
尊敬できる仕事 247 57% 109 25%
責任が重い 47 11% 217 50%
忙しそう(大変そう） 88 20% 41 10%
優しい人 84 19% 115 27%
厳しい、怖い人 31 7% 2 0%
ずっと働き続けられる 77 18% 149 35%
その他 0 0% 5 1%
無回答 0 0% 0 0%
ある
ない
無回答

回答数設問内容 回答数/回収数
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アンケート対象者　445名　 回答数431  　回収率 96.9%　　

Ｑ１．参加のきっかけ
（複数回答）

Ｑ２．看護体験に参加
した動機(複数回答あり）

Ｑ5．看護体験の中で
困った事・戸惑った事は
ないか

Ｑ３看護職のイメージは
どのようなものでした
か？
（複数回答）
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人の役に立てる
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看護師の仕事の内容は幅広い

尊敬できる仕事

責任が重い

忙しそう(大変そう）

優しい人

厳しい、怖い人

ずっと働き続けられる

その他

無回答

体験を終えてみて、看護師や看護に対するイメージの変化について

※体験前後それぞれ上位3つまでを選択～体験後アンケートより～ （ｎ＝431 回収率

96.9％）

体験前 体験後



ふれあい看護体験に参加して印象的だったこと（生徒アンケートより） ※自由記載 

【看護師に関する内容】 

※（ ）は、類似回答数 

・患者さんに頼られる看護師の姿、テキパキ仕事をする姿、が

印象的。尊敬する（38） 

・看護師さんが優しかった（25） 

・看護師さんの笑顔（15） 

・看護の仕事は多岐にわたること（11） 

・チームワークがいいところ（11） 

・看護師さんが患者さんを大切にしているところ（5） 

・看護師は、臨機応変は対応が必要（2） 

・働く看護師さんの数が多かった 

【患者に関する内容】 

※（ ）は、類似回答数 

・患者さんとのコミュニケーション（95） 

・病棟によって患者さんの状態が違うこと 

・患者さんへの気遣いが大変だった 

・叫んでいる患者さんがいたこと 

【体験内容に関すること】 

※（ ）は、類似回答数 

・手浴・足浴・洗髪・清拭・入浴介助が印象的（43） 

・手術室見学・NICU 見学（32） 

・車椅子・ストレッチャー体験（23） 

・食事介助・見学・配膳・トロミ食体験（20） 

・沐浴体験・抱っこ体験（16） 

・医療機器の見学（10） 

・血圧測定・脈拍測定・聴診器体験（5） 

・検査部門の見学（5） 

・おむつ交換・寝衣交換・シーツ交換（3） 

・高齢者体験（3） 

・心肺蘇生の体験（2） 

・ドクヘリに乗れた（2） 

・リハビリ体験 

・処置の見学 

【その他】 

※（ ）は、類似回答数 

・病院には、さまざまな資格を持った方が働いていること（13） 

・院内環境の工夫（マットなど）・環境整備・ごみの分別（8） 

・災害時の話（病院の対応）を聞いたこと 

・言葉使いに気をつけないといけないこと 

・職員が利用できる院内保育園があったこと 

・人工肛門について学んだこと 

・精神科病棟が明るかったこと 

・同じ進路を目指す仲間と出会えたこと 
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