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Ⅰ. はじめに

在宅療養者には高齢者が多く, 複数の疾病をもってい

る場合が多い. そのため服用する薬剤も複数に渡り, 主

治医からの処方薬と市販薬を併用している場合もある1).

高齢患者の40～50％は, 医師の指示通りに正しく薬を服

用できていないとの報告があり2), また家庭では, 医療

職者が常に傍にいるわけではないため, 副作用による症

状の悪化があっても発見が遅れる危険性もある. そこで

服薬管理の主体者である在宅療養者本人とその家族が正

確に服薬できるように援助する必要がある.

介護保険制度下において在宅ケアサービス利用状況を

みると, 訪問介護の次に訪問看護の利用が高くなってい

る3). さらに, 訪問看護師の業務中45％以上が ｢薬の内

服介助｣ との報告があり4), 訪問看護師に求められる服

薬管理の役割は大きい. しかし, 在宅療養者の服薬管理

に関して薬剤師による研究はあるが5～9), 訪問看護師に

よるものは少なく, 塚崎10)が在宅慢性疾患患者の服薬行

動についての研究から, ７割近くの患者の服薬行動が不

良で, それは家族の睡眠状態との関連があることを報告

しているのみである. 今後さらに在宅高齢者の医療依存

度が高くなり, 薬物管理の重要性が増す中, 訪問看護師

が服薬に関して在宅療養者とどのようにかかわっていく

べきかを検討することは重要であると考える.

Ⅱ. 目的

在宅療養者の服薬の現状および服薬にかかわる訪問看

護活動の実態を明らかにし, 服薬にかかわる看護師の役

割と今後の課題について検討する.

Ⅲ. 方法

１. 訪問看護記録からの分析

１) 調査対象：共同研究者が所属する３箇所の訪問看護

ステーション (以下, ステーションとする.) の中で服

薬管理を主目的に看護師が訪問している利用者の訪問記

録とした.

２) 調査方法：本学教員である研究者３名がそれぞれ１

箇所ずつステーションを担当し, ステーション利用者

(以下, 利用者とする) の訪問看護記録から服薬に関す

る記述を抽出した. 抽出に際し使用した調査用紙は調査

者３名が討議し, 独自の情報収集様式を作成した.

３) 調査内容：①基本的情報として, 利用者の性・年齢・

疾患名・一般状態など, ②服薬の現状として, 薬品名・

服薬にかかわっている家族, ③利用者本人・家族・医師・

その他の職種に対しての看護師のかかわりについての記

録を収集した. なお, 服薬についての看護師のかかわり

の中で, 記録を読むだけでは理解しがたい部分について

は, 訪問看護記録から情報収集用紙に転記する時, 記載

した訪問看護師本人に確認した. その場に記録した看護

師がいない場合は, 後日確認を行なった.
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４) 分析方法：調査内容の①・②については項目ごとに

エクセル表に単純集計した. ③については, 看護記録か

ら得たかかわりの内容について転記したものを, １文脈

１文節に区切って整理した. それがどのような機能であ

るかを調査者３名で検討し, 類似したものをカテゴリー

化した.

２. 共同研究者とのディスカッション

本学共同研究者３名で３ステーションに出向き, 訪問

看護記録の分析結果を報告し, それについての感想や訪

問看護記録には記述されていない機能, 看護師の抱える

課題等についてディスカッションを行った. なお, この

ディスカッション内容については, その場で語られた内

容をできるだけ忠実に記録に留め, 後日記憶の鮮明なう

ちに, 記録の中から感想や分析結果の背景として考えら

れること, 課題について研究者３名で抽出していった.

Ⅳ. 倫理的配慮

訪問看護記録から情報収集することを所長から了解を

取り, 記録の閲覧・転記はステーション施設内で行ない,

それ以外の場所へは持ち出さないこと, 本人が特定でき

ないように処理すること, 知り得た情報は本研究目的以

外には用いないことをステーション所長及びスタッフに

口頭で説明した.

Ⅴ. 結果

３ステーションとも設置主体は医療法人立であり, 地

域の中核病院を母体とする施設であった.

１. 利用者の基本的情報

男性17名, 女性16名, 計33名であった. 年齢は, 48～

96歳, 平均80.8±10.0歳, 40歳代１名, 60歳代２名, 70

歳代11名, 80歳代12名, 90歳代７名であった. そのうち,

介護保険利用者は27名, 要介護度は, 要支援：４名, 要

介護Ⅰ：５名, 要介護Ⅱ：５名, 要介護Ⅲ：５名, 要介

護Ⅳ：２名, 要介護Ⅴ：６名であった. 医療保険利用者

は６名, 生活保護制度利用者は１名であった. 自立度は,

Ｊ：10名, Ａ：９名, Ｂ：10名, Ｃ：３名, 不明：１名

であった. 痴呆度は, 痴呆度Ⅰ：12名, 以下,Ⅱ：４名,

Ⅲ：３名, Ⅳ：５名, なし：６名, 不明：３名であった.

２. 服薬の現状

在宅療養者１名における使用薬剤数は, ３～20種類,

平均８±３種類であった. 使用している薬剤の種類は148

種類あり, うち144種類は内服薬であった. ほか４種類

はインスリン注射薬, 点眼薬, 貼付型血管拡張剤, 坐剤

であった. また, 服薬にかかわっている家族はすべて同

居家族であり, その内訳は, 妻：５名, 娘：２名, 孫：

１名, 息子：１名であった.

３. 看護師のかかわり

服薬についての看護師のかかわりを, 利用者本人, 家

族, 医師, その他の職種, に分けて分類した結果を表１

に示す.

１) 利用者本人に対しての看護師のかかわり

看護師のかかわりのうち利用者本人に対する記述は71

文脈あった. それらは [服薬状況の確認] [服薬行動の

促進] [医師への対応を促す] [症状を判断して服薬を選

択する] [服薬効果を確認する] [保管の介助をする]

[薬の変更希望を聞く] [薬を預かり管理する] の８カテ

ゴリを形成していた. そのうち [服薬状況の確認] では

①服薬の有無の確認, ②残薬の確認, ③市販薬の服用の

確認, ④服薬に対する理解・態度の確認, の４サブカテ

ゴリを形成していた. [服薬行動の促進] では①服薬の

セットを一緒に行う, ②症状に応じて服薬を勧める, ③

服薬の必要性の説明, ④指示どおりの服薬を促す, の４

サブカテゴリを形成していた. [医師への対応を促す]

では①受診を促す, ②医師への症状の報告を促す, の２

サブカテゴリを形成していた.

２) 家族に対しての看護師のかかわり

看護師のかかわりのうち家族に対する記述は21文脈あっ

た. それらは [家族への服薬指導] [家族との相互連絡]

[薬の管理状況の把握] [服薬の主介護者の調整] の４カ

テゴリを形成していた. そのうち [家族への服薬指導]

では①利用者本人の症状・状態に応じた指導, ②薬の作

用・副作用の説明, ③施設利用時の対応, の３サブカテ

ゴリを形成していた.

３) 医師に対しての看護師のかかわり

看護師のかかわりのうち医師に対する記述は21文脈あっ

た. それらは [利用者本人の状態について医師に連絡]

[処方の依頼] の２カテゴリを形成していた. そのうち

[利用者本人の状態について医師に連絡] では①服薬に

関する症状の報告・相談, ②服薬方法についての確認,

の２サブカテゴリを形成していた. [処方の依頼] では
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表１. 服薬に関連する看護師のかかわり

機能別分類 看護師のかかわりの記載内容 (抜粋)

Ⅰ. 利用者本人に対しての看護師のかかわり

１. 服薬状
況の確認

①服薬の有無の確認 食事内容にムラがあるが服用できている. (等, 16文脈)

②残薬の確認 残りが箱内に２錠あり. ３日分飲み残しあり. (等, 14文脈)

③市販薬の服用の確認
昨日より感冒症状あり, 休んでいたとのこと. 倦怠感あり, 市販薬を内服し, 安静にされてい
るとのこと. (等, ２文脈)

④服薬に対する理解・
態度の確認

ビオフェルミン, アレキノンは飲まれているが, タケプロンは下剤だと思っており飲んでいな
い. (等, ３文脈)

２. 服薬行
動の促進

①服薬のセットを一緒
に行う

服薬が不確実なためセッティングを患者と一緒にする. (等, 14文脈)

②症状に応じて服薬を
勧める

排便３日目なし, 不快なし, 浣腸は拒否される. 今晩下剤の服用を勧める. (等, ５文脈)

③服薬の必要性の説明 本人に服薬の必要性を話すと素直に聞き入れるが家族の言うことは聞かない. (等, ２文脈)

④指示どおりの服薬を
促す

内服は指示があるまで現状どおりに服用することを伝える. (１文脈)

３. 医師へ
の対応を促
す

①受診を促す タケプロンしっかり内服しても胃症状不変であれば再度受診を勧めよう. (１文脈)

②医師への症状の報告
を促す

血圧変動があり服薬確認が目的. 受診時には主治医に血圧が高いことを告げるように指示.
(降圧剤が処方された). (等, ２文脈)

４. 症状を判断して服薬を選択する
不整脈強いが他バイタル安定. 顔色まずまず. 四肢冷感なし. チアノーゼ, エデマなし. 内服
もちゃんと飲まれている. 精神的な訴えと判断. ソラナックス1錠内服していただく. 内服後
入眠傾向. (等, ３文脈)

５. 服薬効果を確認する
本人は ｢薬を飲んどると腹の調子ええわ｣ 腹痛なし, 排便コントロールも下剤にてＯＫ. (等,
４文脈)

６. 保管の介助をする
｢残薬や書類も見てほしい｣ と言う. 一緒に整理し使わないもの,いらないものは捨てる. 薬
も自分で整理されている. (等, ２文脈)

７. 薬の変更希望を聞く 便の薬変更を希望. (１文脈)

８. 薬を預かり管理する
本人が一度にたくさんの薬を管理することができないため小分けにし, 週２, ３回の訪問の度
に看護師が持参し, 次の訪問までの分を渡している. (１文脈)

Ⅱ. 家族に対しての看護師のかかわり

１. 家族へ
の服薬指導

①利用者本人の症状・
状態に応じた指導

排便状態を肛門括約筋の状態を観察して判断する方法とそれによって下剤を中止するかの判断
を指導. (等, ９文脈)

②薬の作用・副作用の
説明

(ターミナル期であることを娘が受け入れていない) 鎮痛剤の作用と副作用について娘に説明.
(１文脈)

③施設利用時の対応 風邪気味でショートステイに行く時は薬を持っていくように指導. (１文脈)

２. 家族との相互連絡 妻が医師に依頼して薬を処方してもらったことを把握. (等, ２文脈)

３. 薬の管理状況の把握 内服薬は妻が管理しているので確実に出来ている. (等, ７文脈)

４. 服薬の主介護者の調整
本人が気分によって服薬を拒否することがある. 嫁が比較的冷静に対応できるので嫁を服薬の
主介護者にしてみる. (１文脈)

Ⅲ. 医師に対しての看護師のかかわり

１. 利用者
本人の状態
について医
師に連絡

①服薬に関する症状の
報告・相談

血圧187/102→178/78, 血圧のことを気にするためか高血圧傾向は続いている. 医師に報告・
相談してみよう. (等, ８文脈)

②服薬方法についての
確認

医師へＦＡＸにて報告 ｢アドナ１錠朝服用でよいのでそのまま服用のこと｣ とＦＡＸあり.
(等, ２文脈)

２. 処方の
依頼

①利用者本人の症状・
状態をみて処方の依頼

発熱を報告しボルタレンの処方を受けた. (等, 10文脈)

②定期の指示薬の追加
依頼

ＩＶＨ指示の追加依頼. (１文脈)

Ⅳ. その他の職種に対する看護師のかかわり

１.ヘルパー
との連携

①服薬介助 (見守り)
の依頼

できるだけヘルパー在宅中に内服することを勧めてほしい. (等, ５文脈)

②ヘルパーより服薬状
況の相談を受ける

ヘルパーよりＴＥＬあり. 内服を勧めても後で飲むと言われるとテーブルにセットしてくるが
確実に飲めているかどうか不明. 以前使っていたボード使用しようかと思うが, ボードに貼っ
てもその場で確認しなければはっきりと分からない. (１文脈)

２. 薬剤師との情報交換
薬局に薬の件尋ねる. 眠り薬は出していない. (＊著者注：看護師が処方された薬について薬
局に尋ね確認した). (１文脈)

３. 施設に服薬確認を依頼 服薬確認をデイサービスの送迎時に依頼するなど第三者の導入を検討した. (１文脈)



①利用者本人の症状・状態をみて処方の依頼, ②定期の

指示薬の追加依頼, の２サブカテゴリを形成していた.

４) その他の職種に対する看護師のかかわり

看護師のかかわりのうち医師以外の職種に対する記述

は８文脈あった. [ヘルパーとの連携] [薬剤師との情報

交換] [施設に服薬確認を依頼] の３カテゴリを形成し

ていた. そのうち [ヘルパーとの連携] では①服薬介助

(見守り) の依頼, ②ヘルパーより服薬状況の相談を受

ける, の２サブカテゴリを形成していた.

４. 共同研究者とのディスカッション内容

各ステーションにおいて行ったディスカッション内容

をステーション毎に以下に示す.

１) ステーションＡ

看護師は服薬の援助に関して, このように多岐にわたっ

た機能を担っているのだということを再認識できた.

医師と連絡をとるのが困難という実情がある. 特に同

じ母体病院の医師より開業医との連携は, 多忙というこ

ともあり難しい. その他の職種に対するかかわりのうち,

薬剤師との連携については現在あまりなされていないが,

今後, 在宅訪問指導も視野に入れて連携を図っていく必

要があるのではないか, との課題を認識していた.

２) ステーションＢ

医師とのかかわりに関して, 本来, 看護師の業務では

ないと思われることについても看護師が行わなくてはい

けないことが多い. たとえば [処方の依頼] の中の〈定

期の指示薬の追加依頼〉に関しては, 定期的なことであ

り指示書やカルテをみれば処方が切れることはすぐに分

かるはずだが, 看護師が声をかけなければ処方しない,

ということが日常茶飯事である. また, 対象者にとって

必要のない薬が出ているのではないかとしばしば思う.

医師は, 対象者が飲めるか飲めないかということは視野

に入れず, 薬理作用だけを考え薬を出している. 日常生

活において, 対象者が薬を飲めるかどうかという状況を

把握してほしいが, 看護師から ｢こういう状況があるの

で, あの薬を減らしてはどうか｣ などと医師に伝えても

対応してもらえない場合が多い. 対象者自身も医師の前

では遠慮して, 家にたくさん薬が貯まっているのに飲ん

でいないということは言えない. 今は, 看護師が対象者

の声を代弁して医師に説明しているという状況だが, 薬

を出す医師側の問題が大きい, と認識していた.

また一方で, 対象者側も ｢薬を出してもらうことはあ

りがたいことだ｣ という意識がまだあり, 薬を出しても

らえればそれでいいと思っている部分も窺える. 主治医

以外の他科受診をした場合に本人が断りきれず, (もし

くは必要な薬なのか分からず) いろいろもらってきてし

まうという例もある. 時々, 本人からステーションに電

話がかかってきて ｢何を飲んだらいいですか｣ と聞かれ

ることがある. そのような時は ｢何を飲んでいますか.

１つずつ読み上げてみてください｣ と聞き出すが, 看護

師からは ｢これは飲んで, これは飲まないで下さい｣ と

も言えず, 対応が難しいことが課題として明らかになっ

た.

さらに, 対象者側の問題として本人が痴呆の場合の服

薬管理が困難なことが挙げられた. 特に独居の場合, 服

薬の援助はたいへん難しい. 必要のない薬は最低限にす

るよう看護師がアセスメントし, 医師に助言する必要が

ある, と認識していた.

３) ステーションＣ

自分たちが捉えている範囲では, 対象者が高齢になる

に従って, 薬はありがたいものだという意識があるよう

に思う. 飲みたくない, いらないと思っている人は実際

のところ少ない. 飲み忘れや管理不足は現実としてどう

してもあるが対処というと難しい. 対象者の実態にあっ

た処方がなされていない現実もあり, これは医師の問題

ともいえる. 医師とどのように連携していくかが今後の

課題とされた.

Ⅵ. 考察

１. 服薬の現状について

今回対象となった利用者は, 平均８種類, 最高で20種

類にも及ぶ多くの薬を使用していた. 奥野ら11)の報告に

よる対象者の平均薬剤数5.7剤よりも多く, ステーショ

ンにおけるディスカッションでも話された ｢薬を出して

もらうことはありがたい｣ という利用者の意識や医師の

処方の仕方に問題があるのではないかと考えられた.

２. 看護師のかかわりについて

看護師のかかわりは多岐に渡っており, 利用者本人,

家族, 医師, 他職種と様々なかかわり方をしていること

が明らかになった.

１) 利用者本人に対してのかかわりについて
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在宅高齢者の認知能力と服薬コンプライアンスを扱っ

た調査によると奥野ら12)は, ノンコンプライアンスの要

因は, 加齢, 薬剤数の増加, 知識の不足, 視覚・聴覚の

低下等であり, 高齢者の約３～20％に認知能力の低下が

見られ, 認知機能の障害は高齢者の服薬ノンコンプライ

アンスに関連すると指摘している. 本調査においても,

利用者が薬が飲めない要因に対して, それらを補う形で

看護援助が行われていたことが明らかになった.

すなわち, 訪問看護では利用者と接触する回数が限ら

れ, 常に専門職の目が行き届く訳ではないため, 利用者

本人が日頃の服薬管理を自立して行えるように意図した

看護援助がなされていた. 例えば〈服薬のセットを一緒

に行う〉[保管の介助をする] などは, 看護師が訪問中,

利用者本人と共に, 何の薬を, いつ, どのように飲む必

要があるのかを確認し, 家庭という生活の場で看護師が

具体的に説明していた. これは薬を飲むという行動ばか

りでなく, 本人が薬をそろえ準備することで, 自分が服

薬管理をしているのだという自覚をもつ, というねらい

もあると思われる. つまり, 在宅療養者が確実に服薬で

きるよう, 療養者の生活特性を理解し, その人に合った

方法で工夫した看護援助がなされていたと考えられる.

また,〈症状に応じて服薬を勧める〉では, 排便がな

い場合下剤の内服を勧めたり, 血圧測定をして降圧剤の

服用忘れがないように促し, [症状を判断して服薬を選

択する] では, 精神的な症状と判断して安定剤の服用を

指示する, など看護職ならではの判断があったといえる.

２) 家族に対してのかかわりについて

家族に対してのかかわりは, 例えば利用者本人が寝た

きりや痴呆により, 自身で服薬管理を行うことが困難な

場合, 本人に対してのかかわりと同様, 家族を本人の代

行として服薬できるように援助を行っていた. 訪問時ば

かりでなく, 電話で本人の状況を把握しながら服薬方法

について説明・指導する等の援助行動があった.

また, 服薬にかかわる介護者を調整する役割があった.

具体的には, 利用者本人は, 気分によって服薬を拒否す

ることがあるので, 比較的冷静に対応できる嫁を服薬の

主介護者にしてみる, という判断がされていた. 訪問看

護師は, 利用者の家庭における家族員の性格や本人への

対応の仕方, 家族員の家庭内役割について, 情報収集や

検討を繰り返し, 服薬にかかわるキーパーソンを決める

役割を担っていた. この点は, 家庭で継続的に利用者本

人・家族とかかわる訪問看護師としての視点とアセスメ

ント能力があるからこそできる援助であると考えられた.

３) 医師に対してのかかわりについて

医師に対しては, 服薬にかかわる療養者の状態の変化

によって, その都度連絡を取り合い, 服薬治療の方針に

ついての相談が行われていた. その際, 医師よりも看護

師の方が本人の状態をよく把握していることもあり, 状

態に応じた服薬内容について看護師がアセスメントし,

本人の身体面, 実際の服薬状況とともに看護師の判断を

混じえて医師に伝え, 処方を依頼するという方法がとら

れていた. しかし､ 〈定期の指示薬の追加依頼〉に関し

ては, 医師の本来の業務の遂行を願う所である.

ディスカッションで, 医師と連絡をとるのが困難とい

う実情や, 医師に伝えても対応してもらえない場合が多

い, 対象者自身も医師の前では遠慮して, 家にたくさん

薬が貯まっているのに飲んでいないということは言えな

い, 等の多くの問題が表出された. 訪問看護では, 利用

者毎に主治医が異なったり, 連絡できる時間帯が限られ

たり, 医師の個性に合わせて連携方法を探っていかなく

てはならないという難しさもある. 同時に, 医師が在宅

療養者の服薬内容についてどの程度把握しているのかを

看護師が留意し, 医師にかかわっていかねばならないと

いう課題が明らかになった.

４) その他の職種に対しての看護師のかかわりについて

その他の職種に対しての看護師のかかわりでは, [ヘ

ルパーとの連携] があった. ヘルパーは, 家事援助・身

辺介助がおもな業務であるため, 食事場面に伴った服薬

にかかわる援助が多いということが予測される. しかし,

医療職者ではないため, 直接的な内服介助や内服指導は

できない. 今回, 看護師はヘルパーから本人の服薬状況

をきき, ヘルパー在宅中に本人が内服することを確認し

てもらう, 食後に服用する薬はきちんとした食後ではな

くても, 何か少し摂取した後内服してもらってもよい,

などの具体的な服薬にかかわる援助方法を提案し, 依頼

していた.

また, 薬局や利用者本人が利用している施設との連携

については, 確実に服薬できるように利用者本人を取り

巻く関係職種が情報交換し, 包括的に援助を行っていく

必要性がある. 恩田13)によると, 在宅ケアにかかわる他
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職種との連携に対する重要性認識は, 訪問看護師97.9％,

ホームヘルパーなどのケアワーカー85.4％と高いが, 薬

局薬剤師は69.9％と比較的低いと報告している. ディス

カッションで, 薬剤師との連携は現在あまりなされてい

ないが, 今後, 在宅訪問指導も視野に入れて連携を図っ

ていく必要があるのではないか, との意見が出された.

薬剤師との連携は有用であり, 看護師との情報交換等の

協力体制がとられることが望まれる.

３. 服薬にかかわる看護師の役割と今後の課題

まず利用者側の問題として, 高齢者は医師の薬をあり

がたいものだと思う意識があり, 飲めなくてもそれを医

師に伝えられず, 薬効が分からずにもらってきて, 後で

混乱している現状が分かった. しかも, これらの実状を

医師は知らないこともある. そこで, 在宅療養者の服薬

にかかわる訪問看護師の役割は, まず第一に正しく服薬

できるよう, さらに利用者本人が自立して行えるよう援

助することである. そのためには, 年齢・認識力・知識

を正しく把握し, その状態に応じて自分の病気と症状に

対する正しい知識が獲得されるように利用者本人及び家

族に指導・支援することである. 第二に, 痴呆や独居な

どで自立して服薬が出来ない場合には, その人の状況に

合わせた服薬方法を工夫すること, 家族関係を見極めて

服薬にかかわるキーパーソンを検討すること, ヘルパー

と連携すること, が挙げられる. 第三に, 症状を正しく

判断して, 適切な服薬方法を判断することであり, これ

は特に看護師が責任をもって担うべき役割であると考え

る. 第四に, 医師と連携することであると考える. まず,

医師に対しては, 在宅療養者の症状を正しく把握した上

で情報提供をすることである. 医師は治療を目的として

処方するため, その薬物が飲めるか否かの状況を把握し

ていないことがあり, 実際には飲めない薬が処方されて

いる場合があることなど, 様々な要因で服薬されていな

いことが明らかになった. 看護師は療養者の症状・服薬

状況を医師に伝える役割を担っている. さらに不必要と

思われる処方に対して, 医師と討議し, 適正な処方がさ

れるように機能しなければならない.

これらの役割を遂行するために課題となっていること

は, やはり医師との連携である. 医師との連絡が困難で

あること, 医師が看護師からの情報に耳を傾けてくれな

い, などの現状があった. これらの課題を解決するため

にも薬剤師との連携が重要であり, 薬剤師の訪問指導の

導入も一方法である. さらに, 痴呆や独居の高齢者の服

薬管理の困難さが課題として出された. また看護師は,

服薬管理を行なうキーパーソンを決めるなどの機能も果

たしていた. これらの利用者への対応は不可欠で, 今後

も継続されなければならない.

まとめ

在宅療養者の服薬の現状と服薬にかかわる訪問看護活

動の現状と課題を, 訪問看護記録の分析と看護師とのディ

スカッションにより検討し, 以下を明らかにした. 在宅

療養者の服用薬剤は平均８種類, 最高20種類で, 高齢者

ほど薬をありがたいと思う傾向があり, 残薬があっても

医師には言わない現状があった. 訪問看護師は服薬援助

に関して多岐にわたる機能を担っていた. 本人に対して

は服薬状況の確認, 服薬行動の促進, 自立できるように

かかわる, 症状を判断して服薬を促す, など看護職なら

ではの役割を担っていた. 家族に対しては家族関係を見

てキーパーソンを決めるなど, アセスメント能力がある

からこそできる援助を行なっていた. 医師に対しては調

整的役割を担っていたが, 連絡が困難であったり, 適切

な対応をしてもらえなかったりなど多くの問題点が出さ

れ, 医師との対応に多くの課題を抱えていた. 今後, 訪

問薬剤師の導入などを検討し, 症状に適した必要最低限

の処方がされ, 正しく服薬できるように医師との連携法

を検討していく必要性が明らかになった.
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Ⅰ. はじめに

昨年, 筆者らは, 家族援助の実態を本学と共同研究を

行っているＡ病院の調査をもとに, ｢精神病院の一急性

期病棟での家族援助の実態｣1)として報告した. この報告

は, 看護職各自が, 自己の家族援助をどのように行って

いるのかという認知をもとに明らかにしたものである.

その結果, 看護職は, 家族に ｢受け皿｣ としての期待を

抱いており, 家族が抱える問題の気づきはしているもの

の, 介入の困難さを感じていた2). 筆者らは, この結果

を看護職と共有すると共に, 加えて看護部長・看護師長

が家族援助に対して看護職に寄せる期待をまとめ, 現場

の看護職と看護部長・看護師長の家族援助への考え方の

共有化をはかった. 共有化のための報告会は, 全看護師

を対象として, ２回にわたり行った. その結果, 家族の

抱えている問題への意図的取り組みとその評価をはかる

ことの必要性が, 現場看護職・看護部長・看護師長・大

学側教員の間で共有され, 実施することが確認された.

そこで, 今回は, 受け皿としての家族という視点から

ではなく, 家族も援助の対象という視点を看護職と共有

し, 意図的に家族援助を行った結果をもとに, 家族援助

の実際と看護職の課題を明らかにしていきたい.

Ⅱ. 研究方法

１. 対象

対象とした看護職は, 昨年調査に協力した看護職, な

らびに昨年調査した病棟に勤務する看護職で, 新たに協

力が得られた看護職８名である.

対象者の性別は, 男性３名, 女性５名である. この内

継続協力者は６名である.

２. 方法

｢家族援助の実際｣ を, 各自の具体的な体験をもとに

抽出することから, 体験内容が個別的であり, 質的記述

的研究とした.

データ収集は, 病院組織と関係のない本学教員による

半構造化面接により行われた. 面接内容は, 対象者の了

解を得てテープに録音し, 逐語録を作成した. 平均面接

所要時間は約50分であった.

面接は, 対象者のプライバシーが確保される静かな環

境で個別に行った. 面接内容は, 家族に対する看護実践

内容, 実践にあたって大事にしてきたこと, 役立ったこ

と, 困ったこと・悩んだこと, 課題と学びなどである.

対象者の背景を明らかにする目的で, 年齢・経験年数な

どを質問した.

分析方法は, 逐語録を繰り返し熟読し, 家族援助に関

わる内容が記載されている場面を抽出し, １援助内容に

対して, 場面・語彙の意味を変えないように要約し, １

データとした. １データに要約された内容のうち, 類似

するものを集めてサブカテゴリーとし, さらにカテゴリー

へと抽象化した. カテゴリー化にあたっては, 研究者の
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間での合意が得られるまで検討を行った.

３. 面接期間

平成15年８月26・27日

４. 倫理的配慮

研究への参加の同意は, 研究目的, 研究参加に伴う利

益と不利益, 秘密性などを口頭と文書をもって確認した.

５. 分析結果の厳密さの検討

分析結果は, 対象者に返し, 各対象者から実践内容・

課題を表現していると認められた.

Ⅲ. 結果

１. 対象の属性

調査対象８名の平均年齢は, 34.8歳であった. 看護師

になってからの平均経験年数は5.5年であった. 最短は1.

5年であり, 最長は12年であった. 現在の急性期病棟で

の平均勤務年数は3.8年であった. 最短２年であり, 最

長は８年であった. 看護師としての基礎教育課程は, 進

学コース７名, ３年課程１名であった.

２. 抽出されたカテゴリー

データを分析した結果21のサブカテゴリーから, ５つ

のカテゴリーが抽出された (表１).

結果では, 各カテゴリーとサブカテゴリーを述べると

共に, カテゴリー, サブカテゴリーの命名の真実性を記

するために, プライバシーの保護を念頭に面接内容を述

べる. なお,【 】内は, カテゴリーを示し,《 》内は

サブカテゴリーを示している. ｢ ｣ 内は, 対象の語っ

た内容を示している.

１) カテゴリー１【患者と家族の心理的距離の短縮】

【患者と家族の心理的距離の短縮】は, ６つのサブカ

テゴリーから構成されている. サブカテゴリーには,

《希望と現実のギャップの埋め合わせ》《患者への効果

的な接し方の教育》《家族を患者に近づける工夫》《家族

と連絡をとる工夫》《患者に対するネガテイブな思いの

払拭》《患者と家族双方の代弁者》が含まれる.

｢祖父母が (退院時に) 非常に高いレベルの要求をさ

れていて, こちらから (患者さんを見て) 思って退院と

いう条件と非常にかけ離れていて, 医師と話し合い家族

を呼んで退院レベルをどういうレベルに持っていくか話

し合いました.｣

｢(家族に) 今の現状見てもらったりとか非常に大事

だと思うんです. (中略) 本当に家族は (患者の変化)

を見ていないんで, すごく悪いときのイメージなんだと

思うんです. (悪いときの) イメージをとってもらうた

めにも, ある程度 (患者と一緒に) 外出をしてもらった

りすることで全然違うんです.｣

というように, 家族と患者との間で, 家族の患者に対

する要望や印象をより現実的に近い設定に向ける援助,

接し方の教育, 家族と連絡をとり関心を向けるなど心理

的距離の短縮に向けての援助が行われていた.

２) カテゴリー２【家族の困難・限界を見極めた援助】

【家族の困難・限界を見極めた援助】は, ４つのサブ
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表１ 家族援助の実際と気づき

カテゴリー サブカテゴリー

患者と家族の心理的
距離の短縮

希望と現実のギャップの埋め合わせ

患者への効果的な接し方の教育

家族を患者に近づける工夫

家族と連絡をとる工夫

患者に対するネガテイブな思いの払
拭

患者と家族双方の代弁者

家族の困難・限界を
見極めた援助

家族は困っていることの明確なサイ
ンを出さないことの認識

家族の限界の見極め

初対面での声かけが大切

家族の相談窓口

家族への新たな認識
自責から開放された家族

家族が患者に及ぼす影響

自己の看護実践の評価

家族の希望と患者の現実との乖離で
の葛藤

失敗からの学習

自己の家族支援の限界への気づき

家族援助を更に充実
させたい願望

情報共有が必要

カンファレンスに工夫が必要

家族の話を更に聴きたい願望

家族支援に関わらないスタッフへの
支援

家族援助を実践しているという実感

家族援助への意識が高まっていると
いう認識



カテゴリーから構成されている. サブカテゴリーには,

《家族は困っていることの明確なサインを出さないこと

の認識》《家族の限界の見極め》《初対面での声かけが

大切》《家族の相談窓口》が含まれる.

｢お父さんが言われるままになっていて, (中略) (面

会時に患者が) 入院に納得できないといってお父さんに

詰め寄って, 早くここから出せって言って, お父さん

SOS 出せないんです. 面会室で追いつめられた表情で,

せっぱ詰まったような表情になっていくものだから, 看

護師が介入して, 介入したら (患者さんは) 穏やかに話

すようになって, お父さんもはっきり言わないんです.

こういうふうに困っているとか, これはいいとか, これ

はだめとか, (患者さんがお父さんに) 暴力をかなり振

るったみたいで, 何か言うと暴力を振るわれるから怖い

と, 最初は (このような) 情報も入ってこなくって, そ

の話を期に, 受け持ち看護師や先生も介入して, いろい

ろなことが出てきて, 改善を図っている.｣

精神科経験10数年の看護師は, ｢入院したときにアナ

ムネとりますよね. その時の声かけの仕方によってその

後の関係が随分とスムーズにいったというか, 目に見え

るものではないんですけど. (中略) まずアナムネのと

きに, 最初大変でしたねということを言うように心がけ

ています. 本人さん入院されたんで, この期間は家族の

方が休む期間ですよ, そして元気を取り戻したら患者さ

んのこと一緒に考えましょうという話をするようにして

いるんです. それを聞かれた家族は, かなりほっとされ

るというか, 結構泣かれる方は, 確かに多いですね. で

も, 帰るときは笑ってというか笑顔取り戻して頑張りま

すという形で帰っていく.｣ と話された.

家族は困っていることを１人で抱え込んでいる傾向に

あり, 限界を見極めていくこと, 看護師の方から抱えて

いる重荷の荷下ろしのきっかけを意図的に作ることや,

相談窓口となる援助が行われていた.

３) カテゴリー３【家族への新たな認識】

【家族への新たな認識】は, ２つのサブカテゴリーか

ら構成されている. 《自責から開放された家族》《家族

が患者に及ぼす影響》が含まれる.

Ａ看護師は, ２週間に１回の頻度で家族と関わってき

ていた. 家族との関係も良い関係であると感じていたが,

｢ (医師との) 面談の時にそのお母さんの本当に辛いと

いうのが, 今までずっと解らなくて, 泣きながら昔子ど

もに言われたことでずっと (自分を) 責めていて, (中

略) 主治医の説明でお母さん１人の原因ではないといわ

れ, ちょっと楽になったようで, 本当に辛かったという

のが解った.｣ というように, 家族がずっと自分を責め

ていた辛さを知り, 誤った知識を主治医に是正されて自

己を責めることから少し解き放された様子を実感してい

た.

４) カテゴリー４【自己の看護実践の評価】

【自己の看護実践の評価】は, ３つのサブカテゴリー

から構成されている. 《家族の希望と患者の現実との乖

離での葛藤》《失敗からの学習》《自己の家族援助の限

界への気づき》が含まれる.

｢(家族が面会に来られたとき) こちらで今現在落ち

着いてみえるとか, 日中の過ごし方であるとかっていう

ことも, 他の患者さんとコミュニケーションとったり,

ゲームをやったりしていることをお話しするんですけれ

ど, 実際あって本当に２～３分もしないうちに, まだま

だ調子が悪いのでしっかり治してからじゃないとよくな

いといわれるんです. (中略) これがこの患者さんにとっ

て一番落ち着いている状態なんですが.｣

｢家族のこと自分では考えているつもりなんですが,

わりと上辺だけのことに囚われてしまって, (中略) や

はり最初お話しするときは, あちらからの (家族からの)

お話をゆっくり聞くという姿勢というのを持っていなきゃ

いけないんでしょうね. こちらからの要望を言って第一

印象を悪くしている, それ以上 (関係が) 進まなくなっ

てしまうのは, って感じている.｣

家族援助の具体的実践の中での体験から, 葛藤してい

る自分や援助の限界, 看護師自身が自己の実践の振り返

りを行っていた.

５) カテゴリー５【家族援助を更に充実させたい願望】
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【家族援助を更に充実させたい願望】は, ６つのサブ

カテゴリーから構成されている.《情報共有が必要》《カ

ンファレンスに工夫が必要》《家族の話を更に聴きたい

願望》《家族援助に関わらないスタッフへの支援》《家族

援助を実践しているという実感》《家族援助への意識が

高まっているという認識》が含まれる.

｢受け持ち以外の人で, その日に担当になったりして

家族に対応するときに, チームでの統一した対応という

のがなかなか浸透していない, 今日は担当 (受け持ち看

護師) いないから解りませんというようになってしまっ

ている. そういうのを今後どうするか, 記録に書き留め

ておくとか, 家族のこともカンファレンス開いていける

といいなあと思う.｣

経験４年目の看護師は, 看護チーム内での情報共有が

されないことで, せっかくの家族からの問いかけにも応

えられないもどかしさを感じている.

経験１年目の看護師は, ｢どうしても (家族は) 電車

に乗ってみえて, 帰りも電車で帰られるので, そういっ

た時間制約の中で話をしていくことになる. (中略) 自

分たちも家族の話をもっとゆっくりと聞くことができれ

ば, みんなも思っていると思うんですけど, せっかく面

会にみえてもそういう (家族の話を聞く) 時間が足りな

いと言うことが多い.｣

｢今まではやはり患者中心で, (家族には) 物を持っ

てきて貰ったり, 何かを頼む時に家族っていうことと,

情報を得るっていうだけだったんですけど, やはり巻き

込んで今後どう地域で暮らしていけるだろうかというの

を, もう少し家族を巻き込まないと帰れない. (中略)

家族のいない人もいるので, そういう人は弁護士さんと

か巻き込んだりして, かなりのほとんどの職員が, うち

のスタッフは家族に目がいっています.｣

｢自分の受け持ち患者さんの家族支援ということでの

共同研究だったので, 自分にとっての家族, 自分が患者

さんの立場になったときの家族であるとかっていうこと

に, 改めて家族ってなんだろうって考えるようになりま

したね. (中略) 入院されている患者さんにとっての家

族であるとか, 逆に家族にとっての患者さんの存在とい

うのは, 今はどうなのか, 退院されて戻られたら時にど

うなるのかということを考えることができましたね.｣

というように, 家族援助を実践しているという実感を

一方で持ちながら, 更に充実させたいという願望がある.

Ⅳ. 考察

１. 患者と家族の間での援助

精神障害者の家族援助をみると, 昨年は ｢受け皿｣ と

しての家族という視点から家族への期待・役割を求めた

援助が認められた. ｢受け皿｣ という視点は, 患者の回

復に向けて家族も協力してもらうという, 患者の側に立っ

た視点である. ここには, 家族も援助の対象という立場

は, 見出しにくい. そのため, 家族の協力を引き出すこ

と, 家族への期待・家族の不安を配慮した情報提供といっ

た, いわば家族に患者に対する関心を向けるため, 関心

を引きだし, 家族に役割を担ってもらう援助が多く認め

られた.

本年度の調査結果をみると,《家族の希望と患者の現

実のギャップの埋め合わせ》《患者への効果的な接し方

の教育》《患者と家族の双方の代弁者》といったような

患者に比重を置いた立場でも, 家族に比重を置いた立場

でもない中立的な立場で両者の距離を縮める援助を行っ

ている. また, 家族援助を行ってみて, 家族は困ってい

ることを自分からなかなか言ってこないという現実を知っ

た. このことは, 看護職から声かけを行い, 相談しやす

い・思いを吐き出しやすい働きかけに向けての援助の必

要性の理解・実践への拡大がはかれるともいえる.

今回は, 家族も援助の対象という視点を強化して関わっ

た. その結果, ｢(医師との) 面談の時にそのお母さんの

本当に辛いというのが, 今までずっと解らなくて, 泣き

ながら昔子どもに言われたことでずっと (自分を) 責め

ていて｣ というように, 家族への新たな見方が生まれて

きている.

２. 家族援助の充実への模索

看護師達は,《失敗からの学習》《自己の家族援助への

限界への気づき》といった失敗や限界の体験による【自

己の看護実践の評価】をしている. このような体験から
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の学びや気づきは, 自己の援助の振り返りと共に, 自己

の感情を投入して対象と関わるという関係性がなければ

できない体験であり, 学びであると言える. 看護師達は,

家族援助が行われる場面での家族－看護師という対人関

係で, 看護師からの心理的接近が行われ, 評価しながら

その関係を展開していったと考えられる. 看護師の心理

的な接近は, 自ら支援を求めにくい精神科の患者の家族

への援助では殊に重要なことである.

看護師は, ｢やはり最初お話しするときは, あちらか

らの (家族からの) お話をゆっくり聞くという姿勢とい

うのを持っていなきゃいけないんでしょうね. こちらか

らの要望を言って第一印象を悪くしている, それ以上

(関係が) 進まなくなってしまうのは, って感じている.｣

と【自己の看護実践の評価】の中で, ｢ゆっくり話を聴

きたい｣ 思いを内包している. つまり,【自己の看護実

践の評価】は,【家族援助を更に充実させたい願望】に

結びついていくと考えられる.

【家族援助を更に充実させたい願望】では, 情報共有

やカンファレンスの工夫などといった情報交換や, 家族

支援に関わらないスタッフの参加を促すといったチーム

の目標の一致といったチームで情報を共有して考えてみ

ようと言う段階にある.

家族援助については, 殊に入院患者の多くを占める統

合失調症の家族教育の目標・内容について具体的に示さ

れていると共に, 教育プログラムの例も呈示されてい

る3～5). 看護師は, 患者・家族の最も近い立場にいると

いう特徴から, 両者が抱えている諸問題にいち早く気づ

きやすいこと, 気づいた諸問題を当事者の立場に立って

考え・解決していく責任と役割を担っている. 解決にあ

たっては, 【家族援助を更に充実させたい願望】にある

チームの目標の共有に加え, 看護職が様々な家族援助の

方法を更に身につけて実践することが課題と言える.

Ⅴ. まとめ

家族援助の充実を図ることを意図として, 昨年より共

同研究を行っているＡ病院の看護職が, 意図的に家族援

助を行い, その実践内容の実際と課題を質的記述的分析

により明らかにした.

その結果21のサブカテゴリーから【患者と家族の心理

的距離の短縮】【家族の困難・限界を見極めた援助】【家

族への新たな認識】【自己の看護実践の評価】【家族援助

を更に充実させたい願望】の５つのカテゴリーが抽出さ

れた.

看護師は, 家族援助の実際として【患者と家族の心理

的距離の短縮】【家族の困難・限界を見極めた援助】を

行っていた. また, 実践の中で【家族への新たな認識】

をし, 【自己の看護実践の評価】をするとともに, 課題

として【家族援助を更に充実させたい願望】を抱いてい

た.

本研究は, 家族援助の充実に向けて共同研究を取り組

んでいる過程での報告である. 今後, 今回のような意図

的な援助の恒常化と, その援助内容の実際を検討するこ

とが求められている.
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Ⅰ. はじめに

精神衛生法から精神保健法, 更に精神保健福祉法と改

正の進む中で, 精神障害者の地域生活支援の重要性が叫

ばれてきている. 平成７年には障害者プランの中で平成

８年から平成14年までに障害者に対する長期の重点施策

実施計画が具体的な数値を持って示されたが, 精神障害

者の地域生活に必要なグループホーム・援護寮・福祉ホー

ム・授産施設などの設立は, 目標達成に必ずしも至って

いない. 新障害者プランでは, 平成15年度から10年間に

約72,000人の入院患者 (いわゆる ｢社会的入院｣) の退

院・社会復帰を目指している.

我が国の精神障害者は, 推計で217万人1)といわれ, そ

のうち入院している者は33万人2)であり, 多くは地域で

生活している. 平成14年度からは, 市町村での精神障害

者の在宅サービスが開始され, 地域に密着した身近な機

関でサービスを受けられる体制が開始された. また, 同

年からは, 精神障害者居宅介護支援等事業も開始され,

地域で暮らす精神障害者に, 身近なところでの具体的な

サービスが行われてきている.

精神障害者の医療施設から地域生活への整備・地域生

活維持への整備は, 1985年の精神保健法への改正後不十

分ではあるものの急速に改善してきている.

精神障害者の地域生活支援に関わる人も, 家族, 保健

医療福祉の専門職, 地域住民や非専門職など多種である.

精神障害者の地域生活支援に関わる人達は, ここ20年足

らずの歳月のなかで, 急速に変化する精神障害者の地域

生活支援制度を, 試行錯誤しながら具体的支援に結びつ

けている.

地域で暮らす精神障害者は, 50人・100人と集団で暮

らしているのではなく, まさに, 地域に違和感なくとけ

込むような形の単数, もしくは数人で暮らしている. そ

こでの試行錯誤しながらの支援報告は, ややもすると各々

の立場からの報告であり3～5), 支援の構造がみえにくい.

しかし, この傾向は地域支援の歴史が浅いことも大きく

影響していると考えられる.

精神障害者が地域で暮らすには, 病気の管理に必要な

医療と, 住む場, 働く場, 仲間が必要である. 保健医療

福祉の専門家が, それぞれの立場で関わっていくにあたっ

ては, 精神障害者が地域で生活するのにどのような支援

を望んでいるのか, どんな支援が行われているのかを理

解する必要がある.

精神障害者の住む場は, 1987年の精神保健法への改正

時に, 長くても３年という期限付きで援護寮・福祉ホー

ムが法制化された. その後, 精神保健法の５年後の見直

し時に, 入居期限のない終の棲家としてグループホーム

が法制化された. グループホーム入居の条件には, ｢就

労 (福祉的就労を含む) していること｣ がある. グルー

プホーム入居者には, 地域生活に必要な住む場・働く場・

仲間が形式的には整っている.

グループホーム入居者には, 地域生活に必要な住む場・

働く場の準備が整っていること, グループホームは, 終

の棲家であることから継続した支援を受けられやすとい
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う利点がある. この利点は, 支援する側からみると, 住

む場・働く場・仲間という関係を視野に入れて継続して

支援しているという特徴でもある.

そこで, 精神障害者の地域生活支援の実態と構造を,

グループホーム職員の支援から明らかにしたい.

本研究の意義は, 地域での生活支援を構造化すること,

地域での生活支援を理解することで, 医療施設内の看護

職の役割の再検討の機会となること, 地域で関わる看護

職の役割・課題検討の機会となることがあげられる. 殊

に, グループホームのバックアップ施設 (問題発生時や

世話人註)・利用者からの援助を求められたときに対応す

る施設) の８割近くが単科の精神病院である6). 精神障

害者が地域でどのような支援を受けて生活しているのか

を看護職が把握することは, 問題発生の予防・発生時の

円滑な援助に繋がることとなる.

Ⅱ. 目的

精神障害者の地域生活支援の実態と構造を, グループ

ホーム職員の支援から明らかにする.

Ⅲ. 研究方法

１. 調査対象：Ｙ市の市民型グループホームの職員

(世話人) 13名である. 職員を対象とした理由は, 入居

者の日常生活支援を行っていることによる. 性別は, 全

員女性で平均年齢は48歳である. 職員の平均経験年数は

４年２ヶ月である.

２. 方法：生活支援という対象者の個別性が強調され

る動的な営みに深く関わることから, 質的記述的研究と

した. データ収集は, 半構造化面接法による面接を実施

し, 調査対象の了解を得てテープに録音し, 逐語録を作

成した. 面接の平均所要時間は約45分であった.

３. 質問項目：職員として行っている支援内容・支援

の中で遭遇した困難や出来事と解決へのプロセス, 職員

として大事にしていること, 職員だからこそできた支援・

今後の課題・職場選択の理由と継続の意志である.

４. 倫理的配慮：調査対象には, 研究目的・研究協力

方法・協力に伴う利益と不利益・研究協力の取り消し・

秘密性について口頭と文書で確認し署名を受けた.

５. データ分析方法：面接したデータは, 質的記述的

分析を行った. 手続きは, まず, 面接内容をテープレコー

ダーに録音した. 録音した内容を逐語録に起こし, でき

る限り忠実にその意味内容を変えないように要約し１デー

タとした. １データに要約された内容のうち類似するも

のをまとめてサブカテゴリーとし, さらにカテゴリーへ

と抽象化していった.

次に, 抽出されたカテゴリーの関連性を検討するため

に, ①原因となる条件, ②現象, ③文脈, ④介在する条

件, ⑤行為／相互行為の戦略, ⑥帰結をもとに7), ある

カテゴリーが別のカテゴリーの①～⑥のどれにあたるか

を問いながら関連性を整理していった. この関連性を検

討するにあたっては, 逐語録やメモなどを重視した.

６. 分析結果の厳密さの検討：カテゴリー化にあたっ

ては, 精神障害者地域生活支援の経験者並びに調査対象

の合意を求めながら行った. 構造モデルは, 質的研究者

とのディスカッションを行い, 調査対象に再度の面接を

行い意見を求めた結果, 調査対象から支持された.

Ⅳ. 結果

１. 抽出されたカテゴリー

データを分析した結果, 32のサブカテゴリーから10の

カテゴリーが抽出された.

【 】内にはカテゴリーを,《 》内はサブカテゴリー

を, ｢ ｣ 内にはカテゴリーの真実性を検証するために

具体的に語られた内容の例を記した.

１) カテゴリー１【生活に着目した支援の工夫】

【生活に着目した支援の工夫】は,《生活への関与》

《理解をはかる工夫》《タイミングをみて支援》《メンバー

と職員の１対１の関係の重視》《公平な支援》の５つの

サブカテゴリーから構成されていた. 生活に着目した支

援の工夫は, 全ての職員からの意見で抽出されていた.

｢すごく太っている方がいて, (入居して) ２年目の時

に全員に検診を受けていただいて, ひっかかってしまっ

た人に, 食事の献立はこちらサイドで変えることもしま

したが, 本人に対しても何がいけないというのを病院に

行って説明を受けていただき, 資料を私と２人で話して,

注意して, あらゆる機会を利用して説明して, 今では飲

料水も甘いものではなく普通のお茶に切り替えて, 食生

活に関しては随分変わってきている.｣

岐阜県立看護大学紀要 第４巻１号, 2004

― 14 ―



｢作業所を半日で帰ってくるメンバーがいて, 本人は

一日行きたいんだけど, 先生 (医師) は半日の方がいい

よって, 趣味を作りなさいって言われて, でも趣味がな

いんですよ. 本人からは編み物と言う言葉がでたけれど,

一晩中編み物やるんじゃないの, もうそれになってしま

うわねって話して, 家の前に花を植えて手入れをしても

そんなに仕事ないから, 野菜を育てて, できたのをあげ

たい人にあげようと言うことになってやってみた.｣

日常の生活の場面を上手く捉え, 押しつけがましい指

導ではなく, 自然に必要な話が出きるように, 状況を選

びながら, メンバーの特徴を理解して支援が行われてい

た.

２) カテゴリー２【メンバー主体】

【メンバー主体】は,《メンバーのペースを保障》《メ

ンバーのニーズ・不満・本音を聞くことへの関心》《メ

ンバーの自己決定を尊重》《代弁者としての役割》の４

つのサブカテゴリーから構成されていた.

｢お部屋の片づけが上手くできない方がいたんです.

男の方だったので, お部屋にはいるのも人間関係ができ

てからでないとと思って, １年くらいして, 最初は私か

らこう片づけたらと提案していったんですが, 半年ぐら

いすると提案の中でその人がやりたいこと, できること

を選ばれて, ３ヶ月に１回くらい一緒にして (片づけて)

欲しいというようになって, ここまでくるのに３年ぐら

いかかった.｣

｢まあ, 最近今６年目にして初めて, ある入居者の方

が言ってきたのは, 作業所に行かない, 私は作業所に行

くように言っていたんだけど行かれない, というのは,

今まである作業所に行っていたらお父さんが亡くなって,

で, つぎの作業所に行ったらお母さんが亡くなって, で,

もとの作業所に戻ったらお兄さんが亡くなって, 俺は作

業所に行くと自分の身内がとられてしまう. (中略) 私

は６年間作業所に行きなさいと言っていたが今は行きな

さいとは言わない. ６年目にして初めて, 奥の奥を教え

てもらえた.｣

【メンバー主体】は, 支援にあたって職員が大事にし

ている価値である. メンバーの立場に立ってメンバーの

ペースを大事にしていくことや, メンバーのニーズ・不

満・本音を聞くことに関心を持ち続けていき, メンバー

の自己決定を尊重する. 職員は代弁者であるという位置

づけを大事にしていた.

３) カテゴリー３【連携による生活支援の拡大】

【連携による生活支援の拡大】は,《メンバーへの期

待》《自己の限界を見極めて連携した支援》《調整役とし

ての役割》《生活の質・幅の拡大への支援》の４つのサ

ブカテゴリーから構成されていた.

メンバーに生活を取り戻して欲しいという期待があり,

メンバーのことを職員は把握しているが, 自己の限界も

わきまえていた. メンバーの生活の質や幅を広げるにあ

たって, 他者の支援を上手く活用していた.

４) カテゴリー４【メンバー・職員関係の保持】

【メンバー・職員関係の保持】は,《心理的距離を意

識》《メンバー・職員関係の自覚》《信頼関係の構築》の

３つのサブカテゴリーから構成されていた.

｢例えば, これは, 私の見方でしかない部分だと思う

のですが, あの, その方 (メンバー) の負担になりすぎ

ず, でも, こう, つかず離れずじゃないですけれど, 客

観的にもなりすぎない, この判断も難しいところなんで

すが, 感覚でしかないんですが上手くつかっているんで

す.｣

｢職員の部屋って食堂からちょっと離れた位置にある

んですけど, 私が職員の部屋にいると個人的に関わりた

い人は来て, あと, なんかずっと関わっていない人は,

私がちょっと何気なく様子を見て, ということをしない

と, 距離をとるといっても目に見えないのでむずかしい

が心がけています.｣

グループホームの職員は, １人職場であることから,

メンバーと自分との心理的距離の客観的な把握がしにく

いことがある. 対人関係の持ち方が不得意な人達への支

援にあたって, 心理的距離を意識していることや, ｢役

割｣ としての関係性を維持することに着目していた.
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５) カテゴリー５【安全・安定の保障】

【安全・安定の保障】は,《不測の事態を考慮》《医師

との連携》《服薬・健康状態の把握》《病状変化の推測》

の４つのサブカテゴリーから構成されていた.

｢拒薬傾向の方がいて, ３回も入退院があり, 精神の

薬に毒が入っていて飲めなくて困っていたんで, 通院に

同行して, 先生と話して, 先生もデポ剤にしようかって

言ったんですが, 本人は何か注射が嫌いで, 先生がいい

薬が出たということで, 今まで４錠飲んでいた薬が１錠

になったら, 本人が喜んでそれからはきちんと飲んでい

る.｣

拒薬が再発につながり, 再発時には, グループホーム

で不測の事態が起こることを意識しつつ, その予防と深

く関わる服薬継続を医師との連携をはかり行っていた.

６) カテゴリー６【安心の保障】

【安心の保障】は,《グループホームは安心してくつろ

げる場所》《見守り・一体感》《24時間の支援体制》の３

つのサブカテゴリーから構成されていた.

｢(グループホームは,) 作業所とか昼間の要するにい

い格好する場所じゃあなくて, 本当に自分の生活がその

まま出てくる場所, 結構我が儘もあるし, 不機嫌な顔も

どんどん出てくる, そういう中で接触せざるを得ない.｣

メンバーがありのままの自分でいられることを保障する

と共に, いつでも支援が受けられるという体制をメンバー

が実感として受け止められるような支援を行っていた.

７) カテゴリー７【メンバーの理解】

【メンバーの理解】は,《メンバーのニーズ・対人関係・

生活行動・疾病管理の特徴の理解》《精神・身体状態が

生活行動に及ぼす影響の経時的変化の把握》で構成され

ていた.

精神機能の障害は, その人の生活行動に影響する. 生

活行動は, 個々人によって異なる. メンバー個々の特徴

を現在だけで捉えるのではなく, 過去から現在までを経

時的に把握し, メンバーの生活力や心身の状態が好転・

悪化していることの評価を含めて理解していた.

８) カテゴリー８【職員としての職業観・充実感】

【職員としての職業観・充実感】は,《グループホーム

のイメージ・職業観》《支えられている充実感》《達成

感》の３つのサブカテゴリーから構成されていた.

【職員としての職業観・充実感】は, グループホーム

という場の規定と, 自己の役割を考えながら実践してい

ることを示していた. さらに, 自分の実践に対する達成

感や充実感を持っていた.

９) カテゴリー９【自己評価・自己理解】

【自己評価・自己理解】は,《支援の自己評価》《自分

を知ることへの努力》の２つのサブカテゴリーから構成

されていた.

｢とにかく１人職場ですから, すぐ側に相談相手もい

ないし, (中略) 結構なかが (グループホーム内) がご

たごたして, 何かいっぺんに数人入院して, もっと私の

対処の仕方, もっと気のとめ方があったのでは, そこで

スーパービジョンを受けることに, 私の (対人) スキル

アップと, 皆の生活向上にむけてしています.｣

【自己評価・自己理解】は, 自己の意図的な支援の工

夫に対する反応を確認していた. また, 自分の関わりや

変化を振り返る努力をしていた. このように, 自己の関

わりや自分自身を見つめながら関わっていた.

10) カテゴリー10

【グループホーム支援の課題と取り組み】

【グループホーム支援の課題と取り組み】は,《同一職

員の長期支援のメリット・デメリット》《現状のグルー

プホームの課題と取り組み》の２つのサブカテゴリーか

ら構成されていた.

【グループホーム支援の課題と取り組み】は, １人の

職員が長期に関わることへの葛藤であり, また長期に関

わってきたことで更に新たな取り組みを課題として考え

ていることが伺えた.

岐阜県立看護大学紀要 第４巻１号, 2004

― 16 ―



２. 地域生活支援の構造モデル

抽出された10のカテゴリーの関連性を検討してみた

(図１). 地域生活支援での中核になるカテゴリーは,

【メンバー主体】と【安全・安定の保障／安心の保障】

である. 入居者である当事者が主体であることは, 当然

のことであり, その当事者は精神に障害を持って地域に

暮らす人々である. 精神機能の障害は, 他の障害と異な

り再発・再燃したときには, 急性期の症状を呈する. 安

全・安定・安心の保障は, 障害をもって生活するときの

基盤となる. この【メンバー主体】と【安全・安定の保

障／安心の保障】を常に考慮して,【メンバーの特徴を

理解】し,【メンバーと職員という関係性】の中で, 職

員は自己の限界などを踏まえて【連携による生活支援の

拡大】をはかりながら,【生活に着目して支援を工夫】

して実践を行い, その実践の中で, 新たなメンバーの変

化を確認するという循環が行われている. この循環過程

の支援が基盤となっており, 職員はこの中で,【自己評

価・自己理解】を深め,【職業観や充実感】を形成する.

また, この基盤となる循環過程の中から, 新たな【支援

の課題や取り組み】がおこってくると考えられる.

Ⅴ. 考察

１. 地域生活支援の基盤となる支援構造

精神障害者の地域生活では, 生活上の様々なストレス

に対して, 日常の生活に困難を生じないように, 周囲の

サポートを利用しながら, いかに上手く対処していくか

が重要となる. 精神障害者の再発要因には服薬中断があ

る8). 精神機能の障害は, その人の日常生活や対人関係

に障害を及ぼす. 日常のストレスを上手に対処し, 服薬

を継続するなどして, 病気・障害が安定した状態である

ことが, 地域での生活を可能としていくことから【安全・

安定を保障】することは, 地域生活の基盤と考えられる.

地域生活では, 自分の生活する場所の確保が必要であ

るが, その場所は, 物理的な空間があるということだけ

ではない. ありのままの自分でよいという居心地の良さ,

いつでも支援が受けられるという ｢安心の保障｣ が重要

となる.

今回の結果から【メンバー主体】が抽出されたが, 精

神障害者の地域生活支援は, 制度の改正の中で問題はあ

るものの, 従来の歴史にない速さで進められている. そ

の基本は, 当事者の人権擁護である. 精神保健医療福祉

の歴史的経緯を見ても, 当事者主体でなかったことでの
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様々な問題があったことから, メンバーのペースや自己

決定を重視した【メンバー主体】は, 地域生活支援の基

盤となる.

【メンバー主体】, 【安全・安定・安心の保障】を基盤

として, 日常の生活に関わっていく. 生活の営みは, 各

人の生活背景や年齢・性・価値・健康状態などによって,

より個別的である. その個別性を理解し, 日常生活場面

で関わっていくのであるが, 関わっていくときには, 職

員とメンバーという社会的な関係の中で関わることが求

められる. 対人関係ことに対人距離の持ち方が苦手なメ

ンバーにとって, 支援する側が自覚して適切な距離を保

つことが求められる.

支援する側は, 自己の限界を見極めて, メンバーの生

活拡大に向けて, 連携を通して支援の拡大をはかってい

く. ｢グループホームは, 平和であることがなくて当た

り前｣ と発言した職員がいたが, 問題が生じたときに解

決をメンバーと共に模索しながら, メンバーの経験を増

やし, 生活する力を醸成していくことが重要である. そ

のためには, 生活に着目して, メンバーの生活する力が

引き出せる支援の工夫が必要となる. メンバーの生活上

の様々な経験は, 生活する力や自尊感情を変化させ, そ

れが支援する側のメンバーの新たな理解へと変化してい

く.

２. 基盤となる支援の質的向上に向けての実践と課題

グループホーム職員は, １人職場でメンバー５～６人

の生活支援を行っている. 対人関係の上手くない精神障

害者への対人サービスでは, メンバーからの好・悪の感

情がややもするとストレートに投げられ, 職員の感情も

揺さぶられてしまう. １人職場では, この様な状況の共

有がしにくいことから, 職員が１人で抱え込んでしまい

やすい. 自分の関わりが良かったのか, どう関わったら

よいのかという疑問や, 問題を１人で抱え込んでしまう

傾向は, グループホーム職員に限らず, 地域で精神障害

者と暮らす家族ももちやすい9). 職員は, 第三者にスー

パービジョンを受けたり, 精神障害者地域生活援助事業

で規定されている10)研修などを受けながら支援の自己評

価・自己理解を行い, 支援の質的向上をはかっている.

1990年代から統合失調症の家族教育が行われるように

なり, 予後の改善に役立つ家族の態度や技能の獲得が専

門家によって教授されてきている. 精神障害者を地域で

支えるには, 支えるために必要な知識・技術の習熟をは

かり, 自己の関わりを個別に検討する中で, 質の高いサー

ビスへと発展していく必要がある. このような, 質の高

いサービスへの発展は, 支えるものとしての充実感や価

値観へも影響する.

グループホーム入居者の退去時期を見ると, 入居１年

以内が多い11). このことは, １年以内は様々な問題が起

こりやすいとも考えられ, 一方メンバーが新たな環境に

適応していくのに必要な時間とも受け取れる. 研究協力

者の職員の中で, 経験年数の高い者は, 現在のグループ

ホームでの支援だけでなく, グループホームから一人暮

らしに向けての支援や, 実際一人暮らししている人も含

めて支援をしていきたいという, 新たな課題への取り組

みを語っていた. 支援する側の力量の変化が, メンバー

へのサービスの拡大へと繋がっていく.

Ⅵ. まとめ

精神障害者の地域生活支援の構造をグループホームの

職員の支援から検討した. その結果, 精神障害者の地域

生活支援の構造は,

１) 中核に安全・安定・安心の保障が基盤にあり,

２) 対象の個別性を理解し, メンバー・職員関係を保

ちながら, 対象の生活拡大がはかれるために自己の支援

の限界を他者との連携で補い, 生活に着目した支援を工

夫して実施する. この実施が対象の生活の力が広がり,

新たな対象理解へと繋がっていく具体的支援が行われて

いた.

３) ２) の循環が行われる中で, 自己評価・自己理解

を行い, 職業観・充実感へと繋がっていく. 一方, 支援

の課題と取り組みがなされるという構造が明らかになっ

た.
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はじめに

臨床看護の現場には, 医療システムのめまぐるしい変

化や, 医療ミスのリスクなどに対し, 努力しても効果が

上がらないという機能不全感と疲労感が存在している.

これに対して, 職務満足度や学習ニーズなどの測定と管

理・教育的介入が実施されてきたが, 必ずしも効果があ

がっているとはいえない. これには, 看護師を取り巻く

環境や, これに対する看護師自身の反応が, ストレス1),

バーンアウト2), 自己効力感3)というように個々別々に評

価され, したがって対策のねらいも単独の目標にとどまっ

ていること, そして, これらの評価と対策が管理者主導

で行われており, 看護職者が一労働者として自律的な自

己管理を実践しにくいことが要因としてあると考える.

このような労働の現場における問題とその対処例とし

て, 産業看護先進国のフィンランドでは, 労働者の早期

離職が指摘された際, これを改善するため労働能力の維

持 (maintenance of work ability) という概念が開発さ

れた. そして, 国はこれを労働者と管理者とが共同して

達成する総合的指標として法に取り込み, 国立産業保健

研究所 (Finnish Institute of Occupational Health, 以

下 FIOH) を中心として労働能力を把握するための調査

票を開発し, これを用いて実践を行い効果をあげてい

る4).

このため, 本邦の看護現場に生じている問題状況も,

この労働能力の維持の視点から総合的に把握し対策を講

じることで改善される可能性が高いのではないかと考え

ている.

そこで本研究では, 看護職者における労働能力の維持

を支援するための基礎データとして, 大学病院看護師を

対象に労働能力調査を実施し現状を把握することで, 看

護マネジメント上の課題探索を試みた.

Ⅰ. 研究方法

対象は公立Ａ大学病院に常勤する看護師389人である.

データ収集は自己記入式のアンケート調査にて行った.

調査内容は, 労働能力, および対象の属性として年齢,

性別, 職位である. 労働能力の評価にはWork Ability

Index5) (労働能力指標, 以下WAI) を用いた. WAI は

FIOH により開発され信頼性と妥当性が点検された調査

票である. これは,①生涯のベスト時と比較した現在の

労働能力, ②仕事による身体的な, および精神的な要求

に応じることができる能力, ③医師により診断されてい

る疾病の種類と数, ④これらの疾病による仕事上の支障,

⑤年次休暇も含めて病気や健康管理のために過去１年間

に休暇を取得した日数, ⑥今後２年間に予想される労働

能力, ⑦日常の活動を楽しいと感じるか, 活発で活き活

きとしているか, 将来に対する希望に満ちているかから

なる精神的な資源の計７項目から構成されており, 項目

ごとに異なった自己評価尺度に回答する形式となってい

る.

集計方法はマニュアルに明記されており, 各項目は回

答を得点化することができるよう選択肢ごとに重み付け

の異なる点数が割り当てられ, 統計処理に用いることと

なっている. 項目により最低点は０点または１点, 最高

点は４点から10点の範囲となる. このうち前述の⑥につ

いては, 原本の開発過程で労働能力が維持されるかどう

かを予想する説明力の高い設問であることがわかり, 比

重を高めるため３点間隔の尺度となっている. これら全
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項目の得点を加算することで総合的な労働能力得点 (以

下, WAI 総合得点) を算出することができる. WAI 総

合得点は７点から49点の範囲をとり, これにより労働能

力が“低い”から“非常に高い”の４段階に分類される.

本研究では開発者の許可を得てWAIを邦訳し用いた.

邦訳作業にあたっては設問の意図について開発者との検

討を複数回行うともに, 邦訳版について, 英語およびフィ

ンランド語に精通し, かつフィンランドの文化に詳しい

日本人言語学者と検討した. その他, 邦訳版の信頼性と

妥当性の検定, および逆翻訳作業については今後行う予

定であるが, WAI における労働状況や身体・精神状態

の尋ね方は ｢現在の精神的能力で仕事上の要求に応える

ことができているか｣ ｢普段の活動を楽しいと感じるか｣

などであり, 文化的・言語的な違いの影響は少ないと考

えられたため, 調査では, 本邦訳版を使用した.

調査方法として, 調査票は, 2002年８月にＡ病院看護

部を通じて対象に配布した. 研究の主旨は紙面にて説明

し, 同意は回収をもって得られたものとしたい旨明記し

た. 調査票は無記名としたが, 継続調査のため生年月日

の記載を依頼した. 回収に際しては, この調査票を個封

筒に密閉し, 看護部に設置された回収箱に投入するよう

依頼した.

分析は項目ごとに回答された選択肢の割合を計算した.

また, 項目間の関係の分析にはマニュアルに従って点数

化した得点を用い, ２変数間の相関の検定に Pearson

の相関係数を, ２群間の平均値の比較には t 検定を用い

た.

Ⅱ. 結果

１. 対象の概要

調査票の回収率は90.0％ (350人) であり, この内,

記入漏れのない84.0％ (294人) を有効回答とし分析の

対象とした. 対象の平均年齢と標準偏差は32.7±1.0歳で,

範囲は21～59歳であった. 男性は３％ (９人) であった.

職位はスタッフナースが80.6％ (237人) を占め, 副師

長が11.9％ (35人), 師長が7.5％ (22人) であった. 年

齢は職位が高くなるほど有意に高かった (p<0.001).

２. WAI 総合得点

WAI 総合得点により示された総合的な労働能力とし

て,“ふつう”に分類された者が49.3％で最も多く, 続

いて“高い”の40.1％, となっておりこの２者で約９割

を占めた. 他は,“低い”が6.5％,“非常に高い”が4.1

％であった. (表１)

しかし, WAI 総合得点について構成項目間の内的整

合性を求めたところα信頼性係数は0.54であり, 本邦訳

版によるWAI 総合得点の信頼性は認められなかった.

このため任意の項目を除いて再度α信頼性係数を算出し

たが, どの項目を除いても0.54以上を得ることはできな

かった. これにより, WAI 総合得点と年齢, その他の

属性との関連の検定は行わないこととした.

３. 項目別WAI

(1) 現在の労働能力について,最も低かったのは全く働

けないことを示す０点の１人 (0.3％), 最も高かったの

が現在がベスト時と同等であることを示す10点の8.2％

であり, 平均と標準偏差は6.7±1.9点であった.

(2) 仕事による身体的な要求に応じることができる能

力については,最も多かったのが“普通に応えている”

の58.5％であり,“普通以上に応えている”の17.3％,

“あまり応えていない”の15.3％が続いていた.“十分

に応えている”は8.8％と少なく,“ほとんど応えていな

い”は０人であった.

次に, 精神的な要求に応じる能力について,最も多かっ

たのは, 身体的要求と同様,“普通に応えている”で49.3

％であった. これに“あまり応えていない”の26.2％,

“普通以上に応えている”の19.7％が続いており,“十

分に応えている”は3.4％,“ほとんど応えていない”は

1.4％であった.

(3) 疾病の数については, 診断された疾病がない者が
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表１. ＷＡＩ分類別人数 (年代別) 単位：人 (％)

WAI 分類 (得点可能範囲) 21－29 30－39
年代
40－49 50－59 全体

低い
ふつう
高い

非常に高い
合計

( 7－28)
(28－36)
(37－43)
(44－49)

7
76
62
3
148

( 4.7)
(51.4)
(41.9)
(2.0)
(100)

9
32
28
7
76

(11.9)
(42.1)
(36.8)
(9.2)
(100)

2
18
15
2
37

(5.4)
(48.7)
(40.5)
(5.4)
(100)

1
19
13
0
33

(3.0)
(57.6)
(39.4)
(0)
(100)

19
145
118
12
294

(6.5)
(49.3)
(40.1)
(4.1)
(100)



60.9％で最も多く, 続いて, １つある者が23.8％, ２つ

ある者が8.2％であり, ３つ以上の疾病を診断されてい

るものは7.1％であった. 最大１人で７個の疾病が診断

されている者があった.

(4) 疾病による仕事上の支障としては, “支障はない,

または疾病がない”者が最も多く58.5％であり, これに,

“仕事はできるが, 仕事をすると時々症状がでる”の

31.0％が続いていた. 他には, “時々, 仕事のペースを

落としたり, 仕事の仕方を変えなくてはならない”が6.5

％,“頻繁に, 仕事のペースを落としたり, 仕事の仕方

を変えなくてはならない”が2.7％,“常勤の人と同じだ

けの時間は働けない”が1.4％であり,“仕事はまったく

できない”は０人であった.

(5) 過去１年間に病気や健康管理のために欠勤した日

数については, このような欠勤が１日もなかった者が

69.4％あり, 欠勤が９日以内であった者は24.1％であっ

た. これ以上の休みを取っていた者は, 10～24日が2.0

％, 24～99日が3.1％, 100～365日が1.4％であった.

(6) 今後２年間に予想する労働能力は,“確かではない”

が最も多く59.9％を占めており, 次が“かなり確かにで

きると思う”の29.3％で,“できると思わない”と回答

した者は10.9％であった.

(7) 精神的資源のうち, 日常の活動を楽しいと感じる

かについて, 最も多かったのは“時々感じる”の31.3％

であり, これに“どちらかというと感じない”の25.9％,

“どちらかというと感じる”の24.5％が続いていた.

“しばしば感じる”は11.6％, 逆に“決して感じない”

は5.1％であった.

活発で活き活きとしているかでも, 最も多かったのは

“時々感じる”であり30.6％であった. これに“どちら

かというと感じない”の28.2％,“どちらかというと感

じる”の25.9％が続いていた.“決して感じない”は7.1

％,“しばしば感じる”は5.4％であった.

将来に対する希望に満ちているかについては, 前２者

と異なり, 最も多かったのが“どちらかというと感じな

い”の3.3％であり, 次に“時々感じる”の27.2％が多かっ

た. これに“どちらかというと感じる”の16.6％,“決

して感じない”の12.2％が続いており,“しばしば感じ

る”は4.4％であった. 精神的資源の３項目ともに“決

してない”を選択した者はみられなかった.

４. 年齢, および項目別WAI 得点の関係 (表２)

年齢およびWAI 項目間の関係をみた. このうち年齢

について, 仕事の精神的な要求に応答する能力および診

断された病気の数との間で有意な正の相関があった. 上

記を除いた他の変数とは有意な相関がなかった.

WAI 項目については, 生涯のベスト時と比較した現

在の労働能力が, 仕事の身体的・精神的な要求に応答す

る能力, 今後２年間の労働能力の予想, および精神的資
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表２. 年齢およびWAI 項目間の相関 (N＝294)

年齢・WAI 項目
ピアソンの相関係数

1† 2 1† 2 2† 3† 4† 5† 6† 7†

年齢 .020 .048 .213*** .240*** .098 .110 .001 .034

１. 生涯のベスト時と比較
した現在の労働能力

－ .416*** .384*** .002 .059 .025 .180** .289***

2 1.仕事による身体的な要
求への応答

－ .498*** .070 .073 .090 .086 .204***

2 2.仕事による精神的な要
求への応答

－ .043 .040 .064 .197*** .252***

３. 医師により診断された
疾病数

－ .509*** .265*** .048 .056

４. 疾病による仕事上の支
障

－ .238*** .108 .032

５. 過去１年間に病気で欠
勤した日数

－ .100 .091

６. 今後２年間に予想する
労働能力

－ .305***

７. 精神的資源 －

†－左欄に示したWAI 項目の番号 **：ｐ＜.01 ***：ｐ＜.001



源との間に有意な正の相関を認めた. また, 仕事の身体

的・精神的な要求に応答する能力と精神的資源とはそれ

ぞれ有意な正の相関があった.

今後２年間の労働能力予想は, 生涯のベスト時と比較

した現在の労働能力の他, 精神的な資源, 仕事の精神的

な要求への応答と有意な正の相関があった.

病気の数, 病気休暇日数と病気による仕事上の支障の

間には, 有意な正の相関があった. 上記以外については,

有意な相関はなかった.

５. 職位と項目別WAI 得点の関係 (表３)

職位とWAI 項目の関係としては, 個人が特定される

ことを回避するために, 師長と副師長をあわせた群と,

スタッフナースとの違いをみた.

師長および副師長と, スタッフナースとの間に差がみ

られたのは, 現在の労働能力と, 仕事の身体的・精神的

要求に応答する能力, および病気休暇取得状況であり,

師長および副師長は, スタッフナースに比べ, 現在の労

働能力, 仕事の需要に関連した身体的労働能力, および

精神的労働能力が有意に高く, 逆に病気休暇は有意に多

く取得していた.

Ⅲ. 考察

本調査の対象では, WAI 総合得点により“非常に高

い”に分類される者が4.1％であったが, これは Ilmarinen

らを始めとする建設作業員, 技術者, 医療従事者などを

対象とした先行研究6～9)の34.2～48.6％に比べて極めて低

い割合であった. 本調査におけるWAI 邦訳版の信頼性

係数は低く, 今後, 邦訳版の信頼性と妥当性の検定を行

う中で検討する必要があると考えるが, 総合得点の低さ

は各項目における得点の低さを反映していると考える.

このため, ここでは総合得点ではなく, 項目ごとの内訳

を検討することで焦点化を試みたい.

WAI 総合得点について, 先行研究10,11)では年齢が上が

るほど得点が下がるという関係が示されていたが, 本対

象においては, むしろ年齢があがるにつれ, 仕事に要求

される精神的な労働能力が高くなっていた. 看護師は専

門職であり, 看護経験により, 仕事に必要とされる思考

と判断能力は発展していく. 逆に経験の浅い看護師は看

護の複雑さと難しさに対し, 自信をもちにくい状況にあ

ることが多く指摘されており12,13), これらが年齢と精神

的労働能力との関係の背景にあると考える.

また, 今後２年間の労働能力予測と年齢との間に関連

がみられなかったことについては, 対象のほとんどが女

性であったという特徴から説明することができよう. 看

護師を対象としたキャリア調査によると, 20歳代で未婚

の看護師はキャリアについて短期的な見通しをもちやす

く, その理由は結婚・育児といったライフイベントの存

在があることが指摘されている14). このことは, 20歳代
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表３. 職位とWAI 項目得点の関連 (N＝294)

年齢・WAI 項目 (得点可能範囲)
平均±S.D.

師長・副師長
(N＝57)

スタッフナース
(N＝237)

t 値 (有意確率) 全体

年齢 － 42.2 ±8.4 30.4 ±9.0 8.99 *** 32.7 ±1.0

１. 生涯のベスト時と比較
した現在の労働能力

(0 10) 7.1 ±1.4 6.6 ±2.2 2.13 * 6.7 ±1.9

2 1.仕事による身体的な要
求への応答

(1 5) 3.4 ±1.1 3.1 ±0.9 .2.07 * 3.2 ±0.8

2 2.仕事による精神的な要
求への応答

(1 5) 3.2 ±0.8 2.9 ±0.9 2.56 * 3.0 ±0.8

３. 医師により診断された
疾病数

(1 7) 5.8 ±1.5 6.0 ±1.5 0.65 ns 5.9 ±1.5

４. 疾病による仕事上の支
障

(1 6) 5.5 ±1.6 5.4 ±0.9 .0.83 ns 5.4 ±0.8

５. 過去１年間に病気で欠
勤した日数

(1 5) 4.8 ±0.4 4.5 ±0.9 .3.81 *** 5.0 ±0.8

６. 今後２年間に予想する
労働能力

(1,4,7) 4.6 ±.1.9 4.5 ±1.8 0.37 ns 4.6 ±.8

７. 精神的資源 (1 4) 2.2 ±1.0 2.3 ±0.9 6.24 ns 2.2 ±0.9

*：ｐ＜.05 ***：ｐ＜.001



の看護師では, 今後も職業を継続していくかどうかとい

う見通しが持ちにくい特徴をもつことを意味しており,

これが今後の労働能力予測と年齢とに特別な関係がみら

れなかった理由であろう. このことと, 精神的労働能力

の低さとが, 若い対象のWAI 総合得点の低さを導いた

と考える.

別の解釈として, 看護職を継続する段階で, 労働能力

の低い者は離職していき, 能力の高い者が残っていった

ために, このような結果が生じたと考えることもできる.

先行研究の多くで対象とされていた一般の職業では, 男

性の割合が多く15～17), 能力にかかわらず定年まで勤める

というスタイルが通常であろうと思われる. しかし, 前

述のように女性が大部分を占める看護職では, 一般の職

業に比較して離職割合が高い. このような中で職業を継

続している者は, 身体的に健康で, 仕事にも自信を感じ

得ている可能性が高いと推測され, これが, 年齢と労働

能力とが反比例しなかった一因であるかもしれない.

しかし他方で, 年齢は診断された病気の数と比例し,

年齢が高くなるほど疾病の数が増えていた. この関係は

職業にかかわらない疫学的事実であり, 労働能力の要素

の中では努力や訓練により減少させることのできないも

のである. このような老化現象と, 看護職者としての経

験による能力向上とが, 相殺しあって, 本調査結果となっ

たと考える.

このように, 本対象において示された労働能力の低さ

は, 別の職業を対象とした研究と単純に比較することが

できないものである. 看護職者の労働能力を維持しよう

とするときには, 看護職者に独自な労働能力の構造とそ

の発展の特徴を探り検討していくことの必要性が提示さ

れたといえよう.

一方, 身体的労働能力が, 職位が高いほど高くなって

いたことからは, 別の課題を見出すことができると思わ

れる. すなわち, 師長や副師長の業務と, スタッフナー

スの業務とでは, 身体的に要求されるものが異なり, 職

位が高いほど身体的な負荷が少ないことは十分に予測さ

れる. また, 身体的能力は精神的能力と強く相関してお

り, 若い看護師で精神的能力に自信がもてない場合に,

身体的能力のみを高く自己評価することは, 看護のよう

に身体と精神とを融合させた技術が問われる職業におい

ては不自然であろう. としても, 年齢が高い者は有意に

疾病の数が多かったこと, また身体的な能力は, 若いほ

ど自信がもちやすい要素であると考えたとき, 職位が高

いほど身体的能力が高かった結果からは, 若さによる身

体的能力をもってしても間に合わないほどの過負荷が存

在していることがうかがわれる.

このような若い対象における過負荷による自己評価の

低下および労働能力の衰え感は, バーンアウト現象とし

て説明することもでき, さらなる労働能力低下, ひいて

は早期離職へと導く誘引となる可能性がある.

一方, 年齢の高い者が示す項目別WAI 得点からも課

題を取り出すことができる. たとえば, 年齢が上がるほ

ど疾病数が増えていたにもかからず, 疾病のために労働

を調整したり, 休暇を取ることは年齢と関連がみられな

かった. このことは, 年齢の高い者においてがんばり過

ぎる状態が存在することを示唆している.

年長者においては,経験を積み重ねることで身体的・

精神的労働能力が高められた結果,同じ業務でも相対的

に少ない負荷で遂行することができるとは思われるが,

疾病を持ちながら年休を取らず, 仕事も調整せずに働き

つづければ, 遅かれ早かれ, 健康障害の悪化に至るのは

必然である. 短期的にみれば, 病気や病気休暇による仕

事上の支障は労働能力の低さとして評価されるが, 日々

の仕事を計画的に調整していき, 適切に休暇を取得して

いくことで, 健康状態の悪化による突然の休職といった

事態を防ぐ姿勢は, 労働能力を長期にわたって維持する

ために必要なセルフマネジメントであろう.

労働能力は質の高い労働生活の要素であり, 経営者・

管理者・従業員からなる職場全体の共同作業により維持・

促進されるものである18). 本研究において見出された課

題への対策を検討し, 介入することは, すなわち労働能

力の維持と向上をとおして労働生活の質を高めようとす

る実践である. この目標を達成するために個人と組織と

が強みを活かしあうことは, 看護をめぐる多くの問題を

解決へ導く有効な手段となると考える.

まとめ

294人の大学病院看護師を対象にWAI を用いて行っ

た労働能力調査の結果, 次のことが明らかになった.

諸外国における先行研究と異なり,本対象においては

年齢が高いほど得点が低かった項目は診断された疾病数
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のみであった. この背景には,女性が多く, 経験により

発展していくという看護職に独自の要因が影響している

可能性があると考えられた.

若い対象における仕事の身体的要求に応じる能力が一

般に比較して低いことが推測されたが, これは若さを超

えた身体的過負荷とバーンアウトの存在を示唆するもの

と考えられた.

年齢が高く疾病を有する対象でも, 仕事を調整したり

休暇をとることが相対的に少なく, 労働能力を長期的に

維持していくためのセルフマネジメントの視点が重要と

思われた.

以上のことから, 看護職における労働能力は, 他の職

業と異なる特徴をもっており, その点を考慮した労働能

力の構造把握が必要であること, 個人と組織とが共同し

て互いの強みを活かしあい労働能力の維持・向上をめざ

した対策が必要と考えられた.
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はじめに

現在, われわれは研究会活動等をとおして看護職者に

とって魅力のある病院とは何か, 働き続けたい病院とは

何かを検討している. 人材を育成し活用する組織の視点

からは, 離職者が少ないということは肯定的な評価の指

標である. 一方, 個々の看護職者にとっては, 離職は必

ずしも否定的な行動ではない. よりよい看護をめざし,

同時に自らの生活の質を高めようとするときに, その資

源として進学や職場変更を選択することは, キャリアを

マネジメントしようとする肯定的な態度と考える.

これまで離職は看護の質低下さらには組織の存続危機

をもたらす要因として語られることが多く1～3), 離職の

肯定的な側面についての考察は少なかったように思われ

る. しかし, 組織のマネジメントと看護職者のキャリア

マネジメントとは互いに質を高めあう方向へ作用しあう

ことが望ましく, この点から, 離職の肯定的な捉え方に

はどのようなものがあるかについて検討したいと考えた.

このため, 今回, 離職に関する文献を検索し, これま

で離職がどのような現象と捉えられてきたか, 特にその

肯定的なありようを探ることで, キャリアマネジメント

を考える上での課題を取り出すことを試みた.

Ⅰ. 研究方法

方法は, 文献を対象とした文献研究である. 対象文献

は, ｢離職｣ を主たるキーワードとして用い, 医学中央

雑誌を二次資料として, 症例報告を除いた原著, 特集,

総説および会議録について検索を行い抽出した. 加えて,

｢在職｣ ｢復職｣ ｢継続｣ ｢バーンアウト｣ ｢労働｣ をキー

ワードとした検索を行い, これにより取り出された論文

のうち, 研究題目, または論文内容から離職について言

及されていると判断される文献を抽出した.

検索期間は1994年５月から2003年10月までである.

1994年からとしたのは, この年に日本看護協会より1821

名の離職経験をもつ看護師, および2671施設を対象とし

た調査に基づく離職と定着に関する報告がなされており,

それ以前の状況が整理されたと考えたためである.

また, これら抽出された文献のうち, 意見を裏付ける

データが示されていないコラムやインタビュー記事は除

外した.

分析は, これらの対象文献を十分に読み, 研究目的と

デザイン, 調査内容を整理した. 次に, 結果と考察につ

いて, 離職の肯定的または中立的な捉え方がされている

か, および考察とおわりについて, 離職をキャリアマネ

ジメントの肯定的な方法論と捉えていこうとする方向性

があるかどうかを点検した.

Ⅱ. 結果

１. 対象文献の概要

検索の結果, ｢離職｣ をキーワードとして抽出された

17件を始めとする全27件の文献が取り出された (表１).

このなかには同じ調査結果に基づく研究が含まれていた

が, 分析の視点が異なるため別々の文献として扱うこと

とした (No19と20). これら文献の種類は, 原著論文20

件, 会議録７件であり, 筆頭著者の所属は, 大学・短期

大学・専門学校が14件, 病院が11件であり, その他, 研

修学校の学生の立場で報告されたものが2件あった. 同
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表１ 対象文献の概要

文献
No

論文題目
発表
年月

論文
種類

筆頭
著者
の
所属

出典
研究
デザイン

研究対象
データ
収集方法

調査内容
現在の
離職願望
◎願望と理由
○願望のみ

その他の離
職に関する
調査内容

離職の背景要
因として探索
された項目
(属性以外)

1 新人ナースの就業継続に関する調査 1997. 3
会議
録

専門
学校

日本看護研
究学会雑誌

量的因子探
索

３病院の新卒者
102名

自記式アン
ケート調査

◎
過去の離職願望､
職業継続理由

2
弘前大学医療技術短期大学部看護学科卒
業生の追跡調査(4) 卒業後の人生の出
来事に焦点をあてて

1999. 1
原著
論文

大学
弘前大学医
療技術短期
大学部紀要

量的因子探
索

１大学卒業生
528名

自記式アン
ケート調査

将来のイベントに
対する離職可能性､
過去の離職行動､
職業継続理由

3
大卒新人看護婦の離職に関する研究 大
学卒業後の就業状況・進学意向の調査よ
り

2001.12
会議
録

病院
日本看護科
学学会学術
集会講演集

量的因子探
索

１看護大学卒業
生～４年目
107名

自記式アン
ケート調査

◎
(40％)

過去の離職行動､
職業継続理由

4
勤務継続の環境構造 退職者実態調査及
び在職者のアンケート調査を通して

1994.12
会議
録

病院
日本看護研
究学会雑誌

量的因子探
索

１大学病院の退
職者360名・
在職者240名

自記式アン
ケート調査､
就業記録

◎ 過去の離職行動

5
救命救急勤務看護婦のストレスと離職に
ついて考える

1996. 7
原著
論文

病院
日本救急医
学会関東地
方会雑誌

量的因子探
索

１病院救命救急
センター・病棟
看護師38名

自記式アン
ケート調査

○
(40％)

バーンアウト､
ストレス

6
継続意志のあるスタッフの仕事継続に関
する意識調査

2002. 2
原著
論文

病院
日本看護学
会論文集
看護管理

量的因子探
索

１病棟で継続意
思のある者

自記式アン
ケート調査

過去の離職願望､
職業継続理由

7
大卒新人看護婦の離職に関する研究 離
職願望を引き起こした場面の検討

2001. 3
原著
論文

大学
金沢大学医
学部保健学
科紀要

質的因子探
索

１大学卒業生～
３年目39名

自記式アン
ケート調査

過去の離職願望

8
大卒新人看護師の離職に関する研究 (第
３報) 就職後２ヵ月間における離職願望
の実態

2002.12
会議
録

大学
日本看護科
学学会学術
集会講演集

質的因子探
索

２大学卒業生～
1年目５名

半構成質問
による面接
調査

過去の離職願望､
職業継続理由

9
離職を考えた看護婦がそのことを思いと
どまった過程

1999. 3
原著
論文

学生

神奈川県立
看護教育大
学校看護教
育研究集録

質的因子探
索

過去に離職願望
をもった研修所
通学中の看護師
3名

半構成質問
による面接
調査

過去の離職願望､
職業継続理由

10
職業の継続意思と満足度 卒後10年目ま
での調査

1994.12
会議
録

病院
日本看護研
究学会雑誌

量的関連探
索

１大学病院～10
年目307名

自記式アン
ケート調査

○
職務満足度､ 自
我同一性

11
新卒者の職場環境に対する満足度・モラー
ル・離職願望の関係

1999. 3
原著
論文

大学
日本看護学
会論文集
看護管理

量的関連探
索

１県６総合病院
の新卒者60名

自記式アン
ケート調査

○
職場環境満足度､
モラール

12
看護職が職業を継続するための要因 人
生の転機と労働上の諸条件の関連につい
て

2001. 3
原著
論文

学生

神奈川県立
看護教育大
学校看護教
育研究集録

量的関連探
索

１病院196名
自記式アン
ケート調査

将来のイベントに
対する離職可能性

人生の転機､ 労
働の諸条件につ
いての重要性と
満足度

13
看護職のキャリア・ストレスのモデル分
析

1999. 3
原著
論文

大学
香川医科大
学看護学雑
誌

量的関連探
索 (モデル
検定)

２病院568名
自記式アン
ケート調査

○ 過去の離職行動

ストレッサー､
性格､ 対処行動､
適性､ 生活満足
感､ サポート､
キャリア意識､
疲労感

14
看護婦のバーンアウト生起から離職願望
までのプロセスモデルの検討

2002. 9
会議
録

大学
日本心理学
会大会発表
論文集

量的関連探
索 (モデル
検定)

１病院172名
自記式アン
ケート調査

○
バーンアウト､
自尊感情､ 絶望
感､ 抑うつ

15
看護職における離職の実態及び離・転職
願望と諸要因との関係

1997. 9
原著
論文

大学
岡山大学医
療技術短期
大学部紀要

量的因子・
関連(属性
のみ) 探索

２病院 看護職
員 582名

自記式アン
ケート調査

◎
(60％)

過去の離職行動

16
キャリア開発のためのニーズ調査 職業
継続意識と将来展望に関する調査

2002. 2
原著
論文

病院
日本看護学
会論文集
看護管理

量的因子・
関連(属性
のみ) 探索

１病院348名
自記式アン
ケート調査

◎
(3.7％)

17
M 字型カーブで見る看護職の継続・離
職についての実態調査

1995. 9
原著
論文

専門
学校

日本看護学
会論文集
看護管理

量的因子・
関連(属性
のみ) 探索

１短期大学卒業
生25～34歳
119名

自記式アン
ケート調査

◎ 過去の離職行動

18
看護職の就業継続の要因 A病院10年間
の退職看護婦追跡調査より

1994. 9
原著
論文

病院
日本看護学
会論文集
看護管理

量的因子・
関連(属性
のみ) 探索

１病院退職者
45名

自記式アン
ケート調査

過去の離職行動

19
看護婦の仕事の継続意志と満足度に関係
する要因の分析

1994. 9
原著
論文

大学
日本看護学
会論文集
看護管理

量的因子・
関連探索

4病院1046名
自記式アン
ケート調査

◎
(44.6％)

職業継続理由
バーンアウト､
職務満足度

20

看護婦の仕事に対する認識と満足度・継
続意志に関する記述的研究 組織基盤の
異なる病院で働く看護婦を対象とした調
査結果の比較検討

1997. 3
原著
論文

大学
聖路加看護
大学紀要

量的因子・
関連探索

No19と同じデータについて異なる視点からの分析を実施

21
Y県下の1総合病院における看護婦のバー
ンアウトに関する調査研究

2000. 3
原著
論文

病院
日本看護学
会論文集
看護管理

量的因子・
関連探索

１病院215名
自記式アン
ケート調査

◎

バーンアウト､
自尊感情､ 自己
効力､やりがい・
満足感

22
看護職員の離職要因の検討
(職務満足度調査から)

2003. 5
原著
論文

病院
全国自治体
病院協議会
雑誌

量的因子・
関連探索

１病院239名
自記式アン
ケート調査

◎ 過去の離職行動 職務満足度

23
精神科における看護職員確保対策に関す
る研究 20歳代の看護職員の職務満足度
と職務継続意志についての調査

2002. 9
原著
論文

大学 精神科看護
量的因子・
関連探索

精神科に勤務す
る20歳代の学会
員597名

自記式アン
ケート調査

◎
(31％)

過去の離職願望､
職業継続理由

仕事への価値の
おき方､ 職務満
足度

24
集中治療室で働く看護婦の仕事継続に影
響を及ぼす要因の分析

2000. 3
原著
論文

病院
日本看護学
会論文集
看護管理

量的因子・
関連探索

１集中治療室
45名

自記式アン
ケート調査

○
(55.5％)

職場環境－人間
関係､ 看護実践､
業務量､ 風土

25
大学病院に就職した看護婦の職場上の困
難についての追跡調査

1999.12
原著
論文

大学 看護展望
量的・質的
因子・関連
探索

１短期大学卒業
生～４年目21名

自記式アン
ケート調査

◎
(52％)

過去の離職願望
リアリティショッ
ク因子

26
集中治療室における新卒看護婦の離職願
望の要因

1997. 4
会議
録

病院
エマージェ
ンシー・ナー
シング

因子・関連
探索 (分析
方法不明)

１集中治療室卒
後～12ヶ月12名

自記式アン
ケート調査

◎ 過去の離職願望 仕事への慣れ

27
病院における組織コンサルテーションの
効果について 看護師の離職率を下げる
ためのコンサルテーションを通して

2002. 7
原著
論文

大学
日本看護管
理学会誌

アクション
リサーチ

１病院
観察､ 面接､
記録､ アン
ケート

( ) 内は願望をもつ者の割合



一の著者によるものは６件 (No７と８, No13と15, No

19と20) あった.

研究目的は離職願望と離職行動の実態および理由を明

らかにしようとした因子探索デザインの研究が９件, 離

職の要因を仮定しその関係を明らかにしようとした関連

探索デザインが５件, この両者を含むものが12件, 計26

件であり, その他, 離職率の低下をめざした活動を紹介・

評価したアクションリサーチが１件あった.

調査研究のうち, 自己記入式のアンケートによるもの

は24件あり, これらの調査対象人数は, 12～1046人であっ

た. また, 半構成質問による面接調査は２件で, 対象は

３名と５名であった. 研究対象の条件は, 特定の１施設

または１病棟に所属する全看護スタッフを対象としたも

の８件, ２施設以上の全看護スタッフを対象としたもの

は５件であった. その他, 新卒者や卒後10年までなど経

験年数により条件づけたものが８件あり, このうち特に

卒後１年以内の新卒者を対象としたものが４件あった.

また, 特定の養成所を卒業した者を追跡した調査が６件,

集中治療室や精神科病棟勤務など病棟の専門性を規定し

たもの４件, 離職願望をもった経験のある看護師や, 継

続意思のある看護師などを条件としたものが２件であっ

た (以上, 対象条件の件数は重複集計).

このうち, 複数の病院に所属する看護職者を対象とし

たものは全て大学または専門学校の教員が筆頭著者であっ

た. また, 特定の病棟に勤務している看護師を対象とし

た文献の著者は病院に所属していた. 特定の教育機関を

卒業した者を対象とした調査は著者の所属が当該機関で

あった.

離職に関連した調査内容としては, 調査時点での離職

願望を尋ねているものが19件, そのうち同時にその理由

を選択肢または自由記載で求めたものが12件あった. ま

た, 離職の背景要因として職務または労働環境について

の満足度を調査したものが８件, バーンアウトを調査し

たものが５件あり, その他, ストレス, 自己効力, モラー

ル, リアリティショックなどが設問されていた.

一方, 調査時点での離職願望に関する問いを設けてい

ないものが７件みられたが, これは, 過去の離職願望と

結果的に離職しなかった理由を尋ねたもの, 結婚や出産

など将来のイベントを仮定しその場合に離職するかどう

かを尋ねたもの, 退職者のみを対象としたものであった.

２. 離職の捉え方

(1) 肯定的な離職のありよう

離職の捉え方として, まず, 結果と考察より, キャリ

アマネジメントの視点から意義があると考えられる肯定

的な離職のありようが見出されているかどうかを分析し

た.

その結果, 調査結果として, 離職願望を持つ者の割合

が示されていた文献は８件あり, これによると3.7 (No

16) ～60 (No15) ％の者が離職もしくは転職したいと

考えていた. また, 因子探索デザインの研究において選

択肢, または自由回答として得られた離職の理由には,

｢人間関係の問題｣ (７件), ｢看護師としての自信喪失｣

(６件), ｢出産・育児｣ (５件), ｢現実への戸惑い・ギャッ

プ｣ (４件), ｢疲労｣ (３件), ｢健康上の理由｣ (３件)

などがあった. 離職の背景要因を探索し, その関係を検

定した研究では, 職務や労働環境の満足度についての４

件全て, バーンアウトについての２件全てが, これら要

因と離職願望との有意な関係を示していた.

次に, これらの内, 結果が研究者の視点で要約されず

に, ほぼ調査対象の言葉通りに記述されている因子探索

デザインの研究について, 肯定的な離職の捉え方がある

かどうか分析したところ, 21件の対象文献のうち, 11件

から, ｢進学｣ ｢他の分野を学びたい｣ ｢他の病院で学び

たい｣ ｢新たな刺激がほしい｣ ことを理由とした離職,

また, ｢結婚など人生の転機にいったん離職するが, そ

の後再就職したい｣ という離職が取り出された (表２).

他には肯定的な離職を示す結果は見出されなかった.

続いて, この11件について, これら肯定的離職が, ど

のように考察されているかをみたところ, ４件において,

｢目的指向型の離職であり, (離職するのであればこの型

となるように) 促進する必要がある｣ ｢大学院・取得資

格の増加や国際化の影響と考えられる｣ ｢充実感, 達成

感を求める (現象と考えられる)｣ ｢進学のための離職は

少ない｣ という意見が述べられていた. 他の７件はこの

結果について言及されていなかった.

(2) 中立的な離職のありよう

次に, 肯定的とも否定的ともいえない中立的な離職の

ありようを示す結果がないか探索したところ, 離職願望

やその理由を年齢別に検討し, その結果が明記された文

献が３件見出された. これはいずれも20歳代の未婚者と,
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30歳または40歳代以降の未・既婚者とを比較し差を見出

したものであった. 具体的には, 20歳代の未婚者では離

職したい理由として ｢患者に不満｣ ｢他で勉強したい｣

が, 40歳代以降では ｢健康上の理由｣ ｢仕事が忙しすぎ

る｣ が多かった (No18), 過去の離職理由として20歳代

の未婚者では ｢他の施設への転職｣, 既婚者では ｢結婚・

出産｣ ｢家族の世話｣ が多く, 現在の離職願望の理由と

しては, 20歳代で ｢自分の適性や能力への不安｣, 30歳

代で ｢子育てと労働条件の負担｣, 40歳以上では ｢健康

上の理由｣ であった (No15), 20歳代の未婚者は離職願

望が強くキャリア意識が短期的であり, 30歳代以降では

離職願望が低下しキャリア意識は長期的なものであった

(No13) というものであった. これらは共通して, それ

ぞれの年代特有のライフステージに応じた離職対策が必

要であると考察していた.

３. 離職を肯定的に考えていこうとする方向性

最後に, 各研究において導かれた今後の課題として,

離職を肯定的に捉えていこうとする方向性があるかどう

かを知るために, 考察およびおわりにを分析した.

その結果, 過去の離職・再就職体験やその理由から,

離職には家庭をもちながらも看護のやりがいを求めて進

学・転職をする目的指向型といえるタイプがあることを

考察した１件 (No18) が取り出された. ここでは, 目

的指向型を促進することが大切であり, このような自立

した看護師を育成するためにも, 女性差別や労働問題を

考える教育課程が必要とされていた.

Ⅲ. 考察

対象とした文献は, 関心を向ける対象について離職の

実態をつかみ, その背景にある要因を明らかにしたり,

離職願望を越えて職業を継続している理由を記述し, 対

策を見出すことが目的とされており, 離職が組織にとっ

て解決したい問題として扱われている状況が明らかになっ

た.

特に, 大学を中心とした研究者による複数の施設を対

象とした研究は, 看護師需給見通しが満たされた現段階

においても施設を超えて存在する問題であることを示唆

している.

これらの離職率や離職の理由, 背景要因との関連につ

いての結果からは, 高い離職率が働きにくい病院の指標

であり, 離職の背景に改善すべき課題が存在することは

確かである. 肯定的な離職のありようがごく少数で, さ

らに考察においてほとんど注目されていなかったことか

らは, 否定的な離職が多い現状において, 離職の肯定的

な面に着目する余裕のなさが感じられる. 特に4件の文

献で対象とされた新卒者の離職および離職希望について

は, キャリアマネジメントとしての離職とは捉えにくく,

現場・教育の両面から解決すべき問題と考えられるのは

当然のことであろう.

しかし, 離職はキャリアにとってマイナスである, ま

た, 離職を防止しなくてはならないという姿勢を調査の

前提としてもつことは, 肯定的な結果に注目する視点を

失う可能性につながる. 本研究では進学や分野の転向希

望による離職を肯定的なものと解釈したが, 対象文献の

中では, 現状から逃避するための進学 (No７)4), また
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表２ 離職の肯定的な側面が現われている結果とその考察

文献No 結果のうち離職の肯定的な側面 左記についての考察

3 卒後就職した後に進学した者は１名で､ 今後の進学希望は5.6％だった｡ 進学のための離職は少ない｡

4 進学､ 他分野への興味が増えている｡ 充実感､ 達成感を求めている｡

7 離職願望の理由として ｢進学・転向｣ があった｡ 大学院・取得資格の増加､ 国際化の影響がある｡

9 離職願望の理由として ｢新たな強い刺激を求める｣ があった｡ なし

15 離職願望の理由として､ ｢進学・転職｣ があった｡ なし

16 将来展望として ｢人生の転機に離職し､ その後再就職したい｣ があった｡ なし

18 離職願望として ｢他で勉強したい｣ があった｡ 目的指向型の離職を促進する必要がある｡

19 離職願望の理由として､ ｢進学｣ ｢もっと良い職場へ｣ があった｡ なし

20 離職願望の理由として､ ｢進学｣ ｢もっと良い職場へ｣ があった｡ なし

22 過去の退職理由は､ 進学が26％であった｡ なし



｢隣の芝生が青く見える｣ 現象として説明しているもの

もあり (No６)5), これらは離職に対する否定的構えが

バイアスとなっているとも考えられる.

このような否定的な構えからは, 組織が離職を考える

ときに, 教育が無駄になる, また人員不足により多忙と

なり患者ケアが不十分になって, 看護師の意欲がそがれ

ることで, 看護の質が低下するという前提の存在が推測

される. しかし, 本研究においては, 離職が組織に与え

る影響を調査した研究は検索されなかった. 離職願望を

もたらす要因が実際の離職に至るプロセスについては言及

されていたが, いずれの文献でも, 離職は結果として示さ

れ, 離職が組織に与える結果は追求されていなかった.

これらのことは, 離職が組織にとってマイナスである

という考えが確かめられないまま受け入れられている現

状を示唆している. しかし, 組織マネジメントの視点か

らは, 個人が自らのキャリアビジョンと組織のビジョン

とを照らして積極的に離職を選択することは, 組織のビ

ジョン達成と矛盾するものではない. むしろ, 人材育成

をとおして組織の成長をはかるため, 離職をキャリアマ

ネジメントの一形態と受け止めることは意味のあること

ではないだろうか.

対象文献には, 年齢と離職願望との関係が示されたが,

これは女性のライフコースから考えたとき了解可能な一

般的な傾向である. したがって20歳代の離職を否定的な

ものと捉えるのではなく, 生活と労働の両者を充実させ

るために必要な目的指向型の離職であり, さらに再就職

した後, このような充実した生活が, 組織にとって質の

高い看護, 個人にとって質の高い労働生活を導くと考え

ることは, より効果的な人材育成と活用のありようと考

える.

人手ではなく人材を育成し, 自律的で創造的な看護を

生み出すためには, 離職にいたらせないことを目的とす

るのではなく, 組織のビジョンに一致した離職対策が必

要である. このように考えれば, 同じ満足度でも, 自組

織においては, 何に満足を感じるようにしようとするの

かというターゲットを絞ることが可能になり, また, ど

のような離職はよしとするのかを見出すこともできる.

離職の肯定的な側面に注目し, キャリアマネジメントと

して捉えることは, 組織と個人とがともに成長する方向

へ向かう具体的方策を検討するためにも有効と考える.

まとめ

｢離職｣ 等をキーワードとした文献検索により, 以下

のことが明らかになった.

①1994～2003年10月までに離職に関する文献として27件

の原著論文および会議録が取り出された.

②ほとんどの調査において, 離職が改善すべき問題であ

ることを示す結果が示されていた.

③ ｢進学｣ ｢他の分野を学びたい｣ ｢一時的な離職｣ など

は離職の肯定的なありようと考えられ, 11件から取り

出された.

④中立的な離職のありようを示す結果として, 離職願望

やその理由を年齢別に検討した研究が３件から取り出

され, ライフコースにそって離職を考える必要性が指

摘されていた.

⑤離職が組織にマイナスの影響を及ぼすことについては,

確かめられないまま前提とされていることが推測され

た.

⑥人材を育成し組織としてよい看護を生み出すために,

組織のビジョンに一致した離職対策が必要であり, 離

職の肯定的な側面に注目し, キャリアマネジメントと

して捉えることは, 組織と個人とがともに成長する方

向へ向かう具体的方策を検討するためにも有効と考え

た.

おわりに

離職をキーワードとした文献検索により, 現時点での

離職に関する捉え方を把握し, 今後の検討課題を整理す

ることができたと考える.

今回は対象としなかったが, ｢キャリア｣ をキーワー

ドとして検索を行うと, 離職と比べ数段に多いことがわ

かる. にもかかわらず今回の検索では, キャリアの概念

を含む文献はごく少数取り出されたのみであった. やは

り, 離職とキャリアという２つの概念を結び付けようと

する姿勢はこれからの課題であると思われる.

今回の文献検索は医学中央雑誌のみを用いて行ったた

め, 社会学および経済学領域等に発表された研究が把握

されていない可能性がある. 今後, これらの学問領域に

も検索を広げ離職が組織に与える影響に関する文献も探

索してみたい.
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はじめに

本邦では０歳を除く小児の死因の第１位は不慮の事故

である. 国民の生活レベルがあがり栄養障害や感染症に

よる乳幼児の死亡率が減少すると, 不慮の事故による死

亡が大きな割合を占めるようになる.

石井ら1), 田中2)の報告によると, ０歳の死亡率 (人口

10万対) は, オーストリア (1995年) で2.4, スウェー

デン (1996年) で4.0, １～４歳の死亡率はスウェーデ

ン (1996年) で3.6, イギリス (1997年) で4.0である.

本邦における平成13年 (2001年) の不慮の事故による死

亡率は０歳で18.1, １～４歳で7.1であり, 不慮の事故の

死因別死亡数をみると０歳では不慮の窒息が150人, 交

通事故が25人で, １～４歳および５～９歳では交通事故

に次いで不慮の溺死および溺水が多い3,4). 本邦の乳幼児

死亡の特徴は, ０～４歳の不慮の事故による死亡率が高

いことと, 溺水の死亡率が高いことである.

健やか親子21の主要課題の１つに“小児保健医療水準

の維持・向上させるための環境整備”が取り上げられ,

岐阜県では平成14年から17年までの母子保健計画の取り

組みの指標として“乳幼児の不慮の事故死亡率8.4を半

減させる”ことを目指す姿とした.

今回, 岐阜県内における乳幼児の事故の実態を明らか

にして予防策を検討することを目的として調査を実施し

た. 本研究では事故を ｢ケガまたは危険な目にあってヒ

ヤッとしたこと｣ と定義して, 実際に発生した事故のみ

ならず, 発生する可能性がある事故も含めて分析を行っ

た.

Ⅰ. 方法

１. 対象

調査対象は中濃地域保健所と郡上センター管轄地域

(岐阜県下における乳幼児の事故予防対策を検討するた

めのモデル地域) に住む乳幼児とした. 平成14年９～11

月に実施された乳幼児健康診査対象の０歳児260名, １

歳６か月児201名, ３歳児243名と, １市３町４村から各

１箇所, 計８箇所の保育所に通園する年中クラスの幼児

273名と年長クラスの幼児265名, 合計1,242名を対象と

した.

２. 調査方法

平成14年９～11月に乳幼児健康診査の対象児の保護者

に対して, 健診のおおよそ３週間前に質問紙を郵送し,

健診会場に回収箱を設置して回収した. ４～６歳児に対

しては保育所で保護者に質問紙を手渡し, おおよそ１週

間後に保育所内に回収箱を設置して回収した.

３. 調査項目

１) 対象の属性

記入者は特に限定しなかった. 対象児の年齢と性別,

家族形態, 昼間の主な保育者, 住居形態を尋ねた.

２) 事故の経験の有無

事故の定義を調査用紙の冒頭に記載した上で, ｢これ

までにお子さんがケガをしたり危ない目にあったりして,

ヒヤッとしたことがありますか｣ と質問した.

３) 事故の概要

｢事故はどのような状況で起こりましたか｣ と問い,

自由記述による回答をもとめた. 事故内容の記述数は,

１人５件程度の状況を分析すれば乳幼児の事故の概要が
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把握できると考え, 記入者の負担や紙面の都合を考慮し

て１人最大４件とした. さらに, 事故発生時の年齢, 事

故による受診の有無, 事故の瞬間を大人が見ていたか,

事故は予防可能かどうかについて質問した.

４. 分析方法

分析は単純集計と一部クロス集計を行い, 比率の比較

はχ2検定を行った. 統計学的検定の有意水準は５％未

満とした. 事故の内容について書かれた自由記述は, 共

同研究者間で繰り返し読んで事故の原因を特定し,【交

通事故】【溺水】【窒息】【誤飲・異物侵入】【熱傷】【転

倒】【転落】【衝突】【挟む】【切る】【その他】の11項目

に分類した. 分類基準は下記の通りである.

１) 交通事故：走行中の自動車, 自転車, 三輪車等に衝

突した事故及び乗車中に生じた事故を【交通事故】とし

た. 自転車に乗っていて側溝に転落した事故や車輪に挟

まれた事故も【交通事故】に含めた.

２) 溺水：溺れる可能性がある事故を【溺水】とした.

なお, 用水路への転落は【溺水】に, 側溝への転落は貯

水の有無が不明であるため【転落】に分類した.

３) 窒息：溺水以外の原因で呼吸が停止する事故を【窒

息】とした.

４) 誤飲・異物侵入：食物以外のもの及び調味料や賞味

期限が切れた食物を飲み込んだ事故と, 鼻や耳に物が詰

まった事故を【誤飲・異物侵入】とした.

５) 熱傷：熱い物に接触した事故を【熱傷】とした.

６) 転倒：転倒した結果衝突事故を起こしてケガをした

事故も含めて, 転んだ事故を【転倒】とした.

７) 転落：高いところから落ちた事故を【転落】とした.

８) 衝突：人や物にぶつかった事故を【衝突】とした.

踏まれたという回答も【衝突】に含めた.

９) 挟む：ドアなどに挟まれた事故を【挟む】とした.

10) 切る：刃物など鋭利なもので切った事故を【切る】

に分類した.

11) その他：犬に咬まれた, 虫に刺された, 迷子, 車中

に置き去りなど上記の10項目に当てはまらないものや,

詳細が不明な事故を【その他】とした.

５. 倫理上の配慮

質問紙の表紙に調査目的とプライバシーの保護に関す

る説明を記し, 無記名による調査を行った. また, 回収

箱を設置して, 調査協力に対する自由を確保した.

Ⅱ. 結果

１. 対象の属性

対象児1,242名中, 961名の保護者より回答を得た. 回

収率は77.4％であった.

年齢は０歳 (２～10か月の範囲, 平均月齢4.1±ＳＤ1.3

か月) が239名 (24.9％), １歳６か月が153名 (15.9％),

３歳が163名 (17.0％), ４歳が94名 (9.8％), ５歳が203

名 (21.1％), ６歳が102名 (10.6％), 不明 (４～６歳の

範囲) が７名 (0.7％) で, 性別は男児496名 (51.6％),

女児454名 (47.2％) であった. 家族形態は核家族445名

(46.3％), 拡大家族455名 (47.3％), 出生順位は第１子

403名 (41.9％), 第２子以降は528名 (54.9％), きょう

だいの有無に関しては１人っ子が222名 (23.1％), きょ

うだいありが709名 (73.8％) であった. また, 住居形

態は一戸建てが732名 (76.2％), 共同住宅が207名 (21.5

％) で, 住居地域は市部429名 (44.6％), 郡部532名

(55.4％) であった. (表１)
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表１ 対象の属性 Ｎ=961

人数 (％)

年齢 ０歳 239 (24.9)

１歳６か月 153 (15.9)

３歳 163 (17.0)

４歳 94 (9.8)

５歳 203 (21.1)

６歳 102 (10.6)

不明 7 (0.7)

性別 男 496 (51.6)

女 454 (47.2)

不明 11 (1.1)

家族形態 核家族 445 (46.3)

拡大家族 455 (47.3)

その他 24 (2.5)

不明 37 (3.9)

昼間の 母親 549

主な保育者 父親 6

(重複回答) 祖父母 87

保育所 378

その他 7

出生順位 第１子 403 (41.9)

第２子以降 528 (54.9)

不明 30 (3.1)

きょうだいの なし 222 (23.1)

有無 あり 709 (73.8)

不明 30 (3.1)

住居形態 一戸建て 732 (76.2)

共同住宅 207 (21.5)

不明 22 (2.3)

住居地域 市部 429 (44.6)

郡部 532 (55.4)



２. 事故の経験率

｢ケガまたは危険な目にあってヒヤッとした｣ 事故の

経験があるものは491名 (51.1％) であった. 事故経験

率を年齢別にみると, ０歳児で26名 (10.9％), １歳児

で101名 (66.0％), ３歳児で99名 (60.7％), ４歳児で61

件 (64.9％), ５歳児で134名 (66.0％), ６歳児で67件

(65.7％) であった. (表２)

事故の経験率と性別 (男・女), 家族形態 (核家族・

拡大家族), 出生順位 (第１子・第２子以降), きょうだ

いの有無 (なし・あり), 住居形態 (一戸建て・共同住

宅), 住居地域 (市・郡) をクロス集計して比率を比較

すると, 出生順位のみに有意な差が認められ, 事故経験

率は第１子の方が有意に高かった (χ2=4.57, df＝１, p

＜0.05).

３. 事故の概要

１) 事故の背景

事故の内容について回答があったものは487名 (事故

経験があるものの99.2％) で, 延べ936件の回答が得ら

れた. このうち発生時の年齢が記載されていた事故812

件を有効回答とした (有効回答率86.8％).

事故発生時の年齢は, ０歳が111件 (13.7％), １歳が

272件 (33.5％), ２歳が182件 (22.4％), ３歳が109件

(13.4％), ４歳が74件 (9.1％), ５歳が52件 (6.4％),

６歳が12件 (1.5％) であった. ６歳のデータ数が少な

いことと, ５歳児と６歳児では運動機能や知的機能に大

きな差がないことから, ５・６歳を１つのグループとし

て分析を行った.

事故による受診率は, 受診無しが423件 (52.1％), 通

院１回が126件 (15.5％), 通院２回以上が122件 (15.0％),

入院が４件 (0.5％), 不明が137件 (16.9％) であった.

医療機関を受診した事故の割合を事故内容別にみると,

【交通事故】16件 (11.3％),【溺水】２件 (4.2％),【窒

息】３件 (16.7％),【誤飲・異物侵入】22件 (39.3％),

【熱傷】35件 (56.5％),【転倒】41件 (53.2％),【転落】

77件 (28.6％),【衝突】25件 (43.1％),【挟む】12件

(46.2％),【切る】７件 (35.0％),【その他】が12件

(33.3％) であった.

２) 事故内容

事故内容は【転落】が269件 (33.1％) と最も多く,

【交通事故】142件 (17.5％),【転倒】77件 (9.5％),

【熱傷】62件 (7.6％),【衝突】58件 (7.1％),【誤飲・

異物侵入】56件 (6.9％),【溺水】48件 (5.9％),【挟む】
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表２ 事故の経験率

経験あり 経験なし 不明 合計
年齢 ０歳 26 10.9％ 137 57.3％ 76 31.8％ 239 100.0％

１歳６か月 101 66.0％ 48 31.4％ 4 2.6％ 153 100.0％
３歳 99 60.7％ 61 37.4％ 3 1.8％ 163 100.0％
４歳 61 64.9％ 31 33.0％ 2 2.1％ 94 100.0％
５歳 134 66.0％ 66 32.5％ 3 1.5％ 203 100.0％
６歳 67 65.7％ 33 32.4％ 2 2.0％ 102 100.0％
不明 3 30.0％ 3 30.0％ 1 10.0％ 10 100.0％

性別 男 262 52.8％ 192 38.7％ 42 8.5％ 496 100.0％
女 229 50.4％ 185 40.7％ 40 8.8％ 454 100.0％
不明 0 0.0％ 2 18.2％ 9 81.8％ 11 100.0％

家族形態 核家族 220 49.4％ 187 42.0％ 38 8.5％ 445 100.0％
拡大家族 240 52.7％ 174 38.2％ 41 9.0％ 455 100.0％
その他 16 66.7％ 8 33.3％ 0 0.0％ 24 100.0％
不明 15 40.5％ 10 27.0％ 12 32.4％ 37 100.0％

出生順位 第１子 222 55.1％ 141 35.0％ 40 9.9％ 403 100.0％
第２子以降 261 49.4％ 224 42.4％ 43 8.1％ 528 100.0％
不明 8 26.7％ 14 46.7％ 8 26.7％ 30 100.0％

きょうだい なし 94 42.3％ 90 40.5％ 38 17.1％ 222 100.0％
の有無 あり 389 54.9％ 275 38.8％ 45 6.3％ 709 100.0％

不明 8 26.7％ 14 46.7％ 8 26.7％ 30 100.0％
住居形態 一戸建て 370 50.5％ 289 39.5％ 73 10.0％ 732 100.0％

共同住宅 94 45.4％ 79 38.2％ 34 16.4％ 207 100.0％
不明 9 40.9％ 11 50.0％ 2 9.1％ 22 100.0％

地域 市部 213 49.7％ 168 39.2％ 48 11.2％ 429 100.0％
郡部 260 48.9％ 211 39.7％ 61 11.5％ 532 100.0％



26件 (3.2％),【切る】20件 (2.5％),【窒息】18件 (2.2

％) の順に続き,【その他】が36件 (4.4％) であった.

(図１)

【交通事故】は ｢車に衝突する事故｣ が103件 (72.5％),

｢自転車や三輪車の転倒・転落・衝突事故 (車輪に挟ま

る事故も含む)｣ が31件 (21.8％), ｢自動車乗車中の事

故｣ が８件 (5.6％) であった. ｢車に衝突する事故｣ の

内訳は ｢歩行中に飛び出した｣ が65件, ｢自転車等を運

転中に飛び出した｣ が12件, ｢駐車場で車と接触した｣

が11件, ｢走行中の車が急に飛び出した｣ が２件, 不明

が13件であった.

【溺水】の発生場所は, 浴槽が27件 (56.3％), 用水路

が６件 (12.5％), 川が５件 (10.4％), プールが４件

(8.3％), 池が３件 (6.3％), 海が２件 (4.2％), 不明が

１件 (2.1％) であった. 上記の事故に加えて, 交通事

故で用水路に転落したものが４件あった.

【窒息】は０～３歳の範囲で発生しており, その原因

は飴が８件 (44.4％), 布団が４件 (22.2％) であった.

０歳の事故原因は布団またはタオル, １歳は食物 (固い

菓子等), ２～３歳の回答はすべて飴であった.

【誤飲・異物侵入】は口からが42件 (75.0％), 鼻が11

件 (19.6％), 耳が２件 (3.6％), 目が１件 (1.8％) で

あった. 侵入したものはタバコが17件 (30.4％) と最も

多かった.

【熱傷】の原因で回答数が多かったものは, 飲食物が

16件 (25.8％), ストーブが12件 (19.4％), 風呂の蛇口

が６件 (9.7％), ポットと炊飯器がそれぞれ３件 (4.8％)

であった.

【転倒】事故の原因は, ｢滑って｣ が19件 (24.7％),

｢つまずいて｣ が14件 (18.2％), ｢走っていて｣ が９件

(11.7％), ｢運動発達が未熟でひっくり返った｣ が７件

(9.1％), その他が４件 (5.2％) であった. 転倒した原

因が不明な事故は24件 (31.2％) で, 主に転倒後のケガ

について記述されていた.

【転落】事故が発生した場所は, 階段が92件 (34.2％),

滑り台やジャングルジムなど公園の遊具が38件 (14.1％)

を占め, 椅子19件 (7.1％), 家の中の段差16件 (5.9％),

窓とベッドがそれぞれ12件 (4.5％), 机10件 (3.7％) と

続いた. 抱っこからの転落が8件 (3.0％), おもちゃの

乗り物が６件 (2.2％) であり, 店に置いてあるカート

５件 (1.9％) という回答も含まれていた.

【衝突】対象は人が21件 (36.2％), 机が９件 (15.5％),

柱が５件 (8.6％) であった.

【挟む】はドアが21件 (80.8％), 遊具が２件 (7.7％)

であった. ドアの内訳は室内や玄関のドアが７件, 自動

ドアが５件, 車のドア４件, 棚の扉が２件, 不明が３件

であった.

【切る】の内訳は包丁が10件 (50.0％), かみそりが３

件 (15.0％) であった.

３) 年齢別にみた事故の割合

事故内容の割合を事故発生時の年齢別にみると,【転

落】は０歳で40件 (36.0％), １歳で112件 (41.2％), ２

歳で62件 (34.1％) であり, ０歳から２歳においては

【転落】事故が最も高い割合を占めた. また, ０歳児で

は【衝突】が16件 (14.4％),【熱傷】が15件 (13.5％),

【誤飲・異物侵入】14件 (12.6％),【窒息】５件 (4.5％)

と, 他の年齢と比べて高い割合を示した. 【溺水】は１

歳で23件 (8.5％) と最も高く, ２歳13件 (7.1％), ４歳
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図１ 事故内容

交通事故
17.5％

溺水
5.9％

窒息
2.2％

誤飲・異物
侵入
7.0％

転落
33.1％

転倒
9.5％

熱傷
7.6％

衝突
7.1％

挟む 3.2％
切る 2.5％
その他 4.4％

図２ 年齢別にみた事故内容

その他

切る

挟む

衝突

転落

転倒

熱傷

誤飲等

窒息

溺水

交通事故

100％

80％

60％

40％

20％

0％

０
歳
(N
＝
11
1)

１
歳
(N
＝
27
2)

２
歳
(N
＝
18
2)

３
歳
(N
＝
10
9)

４
歳
(N
＝
74
)

5･
6歳
(N
＝
64
)



４件 (5.4％), ３歳５件 (4.6％) と続いた. 【交通事故】

の割合は５・６歳で37件 (57.8％) と最も高く, ４歳で

23件 (31.1％), ３歳で29件 (26.6％), ２歳で33件 (18.1

％), １歳で19件 (7.0％), ０歳で１件 (0.9％) であり,

３～６歳においては【交通事故】の割合が最も高かった.

(図２)

４) 事故の瞬間を大人が見ていたか

事故の瞬間を大人が見ていたかという質問に対しては,

｢見た｣ が455件 (56.0％), ｢見ていない｣ が297件 (36.6

％), 不明が60件 (7.4％) であった. 目撃した事故の割

合を年齢別にみると, ０歳50件 (45.0％), １歳147件

(54.0％), ２歳115件 (63.2％), ３歳63件 (57.8％), ４

歳44件 (59.5％), ５・６歳36件 (56.3％) であり, 全年

齢において約半数の事故で大人が目撃していた. 目撃し

た事故の割合を事故内容別にみると,【誤飲・異物侵入】

は６件 (10.7％),【切る】は５件 (25.0％) と低く,【交

通事故】は105件 (73.9％) と高い割合だった.

５) 事故は予防可能か

事故は防ぐことができたと思うかという質問に対し,

｢周囲の大人が防止することができた｣ 事故は653件

(80.4％), ｢予防法を知っていれば防ぐことができた｣

ものは13件 (1.6％), ｢防止できない｣ は61件 (7.5％)

であった. ｢周囲の大人が防止することができた｣ と思っ

た事故は０～２歳では477件 (84.4％), ３～６歳では176

件 (71.3％) で, ０～２歳児の方が有意に高かった (χ2＝

18.9, df＝１, p＜0.001). 予防可能だと思った事故の割

合を事故内容別にみると,【挟む】18件 (69.2％),【衝

突】41件 (70.7％),【切る】15件 (75.0％) は低値を示

した. 一方,【熱傷】は59件 (95.2％) と高い割合であっ

た.

Ⅲ. 考察

１. 乳幼児の事故研究の動向と本研究の意義

事故について検討を行うためには事故とは何かを定義

する必要があるが, 現在のところ世界的に認められた定

義はない5). 本邦では衛藤ら6)が1991年に ｢事故とは, 予

期せざる外的要因が短時間に作用して, 人体に障害を与

えたり正常な生理機能の維持に悪影響を及ぼすものをい

う｣ と定義している. 本研究では, 外的要因が作用する

可能性がある事故も含めて分析した.

米国事故防止対策委員会7)は死亡に至る事故とそれ以

外の事故の原因は異なることがあるから, その両面から

調査しなければならないと述べている. 死亡事故や要医

療事故については多くの先行研究があり, その実態が明

らかにされている. しかし, 家庭で手当てを行った事故

や手当てを必要としなかった事故に関する先行研究は少

なく, 発生する可能性がある事故を含めて分析された研

究はほとんどない.

事故を予防するという観点から考えると, 外的要因の

作用の有無に関わらず, 事故が発生する可能性のある状

況も含めて, 事故の実態を明らかにする必要がある. さ

らに, 本調査地域において, より適切な事故予防策を行

うための基礎資料を得るという意義があると考え, 本研

究に着手した.

２. 事故経験率

荒木ら8)は家庭内における３歳児の ｢危険な目にあっ

てヒヤッとした｣ 経験があるものは７割強であったと報

告している. 奥野ら9)の研究では, ｢大きなけがや事故に

あった｣ 経験は０～１歳で20％強, ２～３歳で40％強,

４～６歳で50％弱であった. 本調査における事故経験率

は平均４か月の乳児で約10％, １歳６か月から就学前の

幼児では60％代で, 事故経験率は子どもの行動範囲が拡

大する乳児期後半から１歳前後で急激に増加すると推測

された.

1960～61年に愛知県豊橋市で調査を実施した服部10)の

研究では, 乳幼児の傷害事故の発生率は14.7％ (100人

について１週間の比率) で, どの年齢においても男児の

方が多いと報告されている. 井奈波ら11)は1990～1991年

に岐阜市で１歳６か月児の事故の経験頻度を調査し, 男

女とも【転落】が約30％と最も高く,【交通事故】が0.4

％と最も低かったと報告している. 本調査では日常的に

発生する傷害事故の発生率を明らかにすることはできな

かったが, 発生する可能性があるものを含めた事故経験

率は性別による違いがないこと, 第１子の方が有意に高

いことがわかった. 第１子の場合, 子どもを育てている

周囲の大人が事故を予測しにくく事故が発生しやすい状

況にあること, ケガに対する保護者の不安が強いことが

考えられた.

以上より, 子どもの性別に関わらず, 特に第１子の保

護者に対して, 子どもの発達段階に合わせた事故予防教
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育を実施する必要があることが示唆された.

３. 事故内容とその予防策

事故内容の割合について, 荒木ら12)は【挟む】【転落】

【転倒】, 奥野ら13)は【転落】【転倒】【熱傷】の順に多

かったと報告している. 本研究では【転落】【交通事故】

【転倒】【熱傷】【衝突】【誤飲・異物侵入】【溺水】【挟

む】【切る】【窒息】の順に回答が多く, 特に【交通事故】

の割合が高かった. また, 乳児期においては【転落】

【熱傷】【誤飲・異物侵入】【窒息】, 幼児期前半では上

記に加えて【溺水】が多いこと, 幼児期後半では【交通

事故】の割合が高い傾向がみられた. 受診率は【溺水】

【交通事故】【窒息】【転落】の順に低く, これらの事故

には発生する可能性があるものが多く含まれていると推

測された. 大人が目撃した事故の割合はどの年齢におい

ても５～６割前後で,【誤飲・異物侵入】【切る】は大人

が不在時に事故が発生しやすいこと,【交通事故】は大

人が目撃していても発生する可能性が高いことが明らか

になった. 事故は予防可能かという質問に対して,【熱

傷】は９割以上で予防可能であると回答されていたのに

対し,【挟む】【衝突】【切る】はその割合が低かった.

以上より, 調査地域における事故予防の課題は,【転

落】【交通事故】【誤飲・異物侵入】【溺水】事故を減少

させることであり, 階段や遊具からの転落, 道路への飛

び出し, タバコの誤飲, 浴槽や用水路での溺水等を防ぐ

ための安全教育や環境整備を実施していく必要があると

考えられた. また,【転倒】【衝突】【挟む】【切る】事故

は, 原因の特定や事故をなくすことが難しいと考えられ

るが, 事故の状況のさらに分析して重篤な事故を防止し

ていく必要があると思われた.

４. 本研究の限界と今後の課題

本研究の限界として, 回答者の事故の認識に差がある

こと, 最近の事故が回答に反映されやすいこと, 幼児期

後半では保護者が把握できない事故が多いことなどがあ

げられるが, ０～６歳児を対象に調査を行い, それぞれ

の年齢における事故の特徴を明らかにすることができた

と考える.

高野14)は小児の事故が発生する要因には人的危険要因

と環境的危険要因があると述べている. 事故予防対策を

検討するにあたり, 人的要因として小児の理解力や行動

の特徴と, 父母, 祖父母, 保育所や地域住民の事故予防

に対する考え方や行動を明らかにする必要がある. 本調

査地域における乳幼児の保護者が事故を防ぐために日頃

気をつけていることは, 出井ら15)によりその実態の一部

が報告されている. 今後, 祖父母, 保育所や地域住民を

含めた人的要因を分析していく必要があると考える. ま

た, 行政や医療機関で実施されている安全教育の実態や

効果について評価する必要があるだろう. 環境要因の把

握も今後の課題である. 調査地域における人的危険要因

や環境要因を明らかにした上で, 子どもの行動を必要以

上に制限しないような安全教育や環境整備のあり方につ

いてさらに検討を深めていきたいと考える.

Ⅳ. まとめ

岐阜県において乳幼児に発生した事故及び発生する可

能性がある事故を調査して分析を行った. 事故経験率は

平均４か月の乳児で約10％, 幼児では60％代であり, 事

故内容は【転落】【交通事故】【転倒】【熱傷】【衝突】

【誤飲・異物侵入】【溺水】【挟む】【切る】【窒息】の順

に多かった. 【溺水】【交通事故】【窒息】【転落】には

発生する可能性がある事故が多く含まれていると推測さ

れ, 死亡や重篤な障害を引き起こす可能性が高いこれら

の事故を防止することが重要な課題であると思われた.

乳児期においては【転落】【熱傷】【誤飲・異物侵入】

【窒息】, 幼児期前半では上記の事故に加えて【溺水】,

幼児期後半では【交通事故】を減少させるための支援を,

子どもの発達段階に合わせて実施していく必要があると

考えられた.
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はじめに

本学では, 看護実践研究指導事業の一環として, Ｇ県

下の特別養護老人ホーム (以下, 特養と省略) に個別訪

問面接研修およびそれに基づくワークショップを行って

いる. これは, Ｇ県を５地区に分け, 平成13年度はＨ地

区・Ｓ地区, 平成14年度はＣ地区・Ｔ地区, 平成15年度

はＧ地区と３年計画で行っているものである.

本報告は, 平成13年度の報告1)に引き続き, 平成14年

度に実施したＣ・Ｔ地区の全特養施設での個別訪問面接

研修の情報から, 特養における看護職としての活動を通

じての ｢やりがい｣ の内容を検討したものである.

Ⅰ. 方法

１. 個別訪問面接研修の対象

Ｇ県下５地区のうち, Ｃ地区の全特養13施設およびＴ

地区の全特養13施設の看護職.

２. 個別訪問面接研修の方法及び倫理的配慮

本学成熟期看護学講座教員が各施設に各々１～２名ず

つ担当して訪問し, 個別もしくは複数の看護職者を対象

に半構造化面接を行った. 面接時間は１施設につき, お

よそ１時間程度であった. 訪問日面接ができなかった看

護職者に対しては, 面接を受けた看護職者を介して調査

用紙を依頼し, 別途返送によって意見を訊いた.

訪問面接に際し, まず施設長に事前に看護実践研究指

導事業の趣旨及び本調査の趣旨を電話で説明し同意を得

た. また, 面接に応じた看護職者には口頭で看護実践研

究指導事業の趣旨及び本調査の趣旨を説明し同意を得た.

調査用紙で依頼した看護職には, 面接に応じた看護職者

を介して看護実践研究指導事業の趣旨及び本調査の趣旨

を説明してもらい, 協力できる範囲で記入してもらえる

ように依頼した. なお, 得られた回答の扱いについては

個人名や施設名が特定されないように配慮した.

３. 面接内容

面接内容は①対象者 (看護職) の属性②所属施設につ

いて③入所者について④看護活動についてであり, ④の

中で ｢特別養護老人ホームにおける看護職としての活動

を通じてのやりがい｣ について自由に答えてもらった.

４. 個別訪問面接研修実施期間

平成14年８月５日～８月22日.

５. 分析方法

分析の対象は面接内容 ｢特別養護老人ホームにおける

看護職としての活動を通じてのやりがい｣ の回答があっ

た対象者とし, その①～③については単純集計を行った.

また, その回答内容から ｢やりがい｣ として, 喜び・満

足につながること・とき, 自分にとってプラスになるこ

と・とき, 特養で看護して良かったと思えること・とき,
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Ｇ県の特別養護老人ホームに働く看護職の“やりがい”(第２報)
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について述べられている部分を意味内容毎に１記述とし,

できる限り表現されている言葉を用いて要約した. その

後, 要約した記述を類似性に基づいて分類・整理した.

全分析過程は４名の成熟期看護学講座教員で合意が得ら

れるまで検討を繰り返した. なお, 対象者の属性につい

て完全な回答でなくても ｢やりがい｣ に回答があった場

合は, 分析対象とした.

Ⅱ. 結果

個別訪問面接研修ではＣ地区20名, Ｔ地区15名の看護

職と面接を行った. その後, 別途返送で協力が得られた

のはＣ地区32名, Ｔ地区12名であった. そのうち ｢特別

養護老人ホームにおける看護職としての活動を通じての

やりがい｣ について, 面接で回答があったのはＣ地区19

名, Ｔ地区14名, 計33名, 別途返送で回答があったのは

Ｃ地区13名, Ｔ地区5名, 計18名であり, 対象者は, Ｃ

地区32名, Ｔ地区19名, 計51名であった.

１. 対象 (看護職) の属性 (表１)

年齢は, 27～58歳, 平均年齢44.1±8.2歳であった. 現

職場での経験年数は, ３ヶ月～24年, 平均経験年数5.1

±5.9年であった. 過去の経験年数は, 0～32年, 平均経

験年数13.7±8.7年であった. 病院・総合病院での勤務経

験がないものは４名おり, このうち１名は現職場以外に

経験がない者であった. 性別, 所有資格, 職位について

は表１に示すとおりであった.

２. 所属施設について (表２)

全施設が併設施設をもち, ショートステイは26施設中

24施設が併設していた. また, 全施設とも医師は嘱託で
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表２. 所属施設について n＝26

設置主体 社会福祉法人 24

町立 1

組合立 1

定床数 30床 2

50床 8

51～80床 14

81～100床 1

120床 1

開設年代 1970年代 3

1980年代 4

1990年代 16

2000年代 3

併設施設 なし 0

あり 26

内訳 ショートステイ 24

デイサービス 18

在宅支援センター 19

ケアハウス 6

訪問看護ステーション 3

養護老人ホーム 3

グループホーム 3

老人保健施設 1

居宅介護支援センター 1

職員構成 看護職 専任の看護師のみ 0

専任の看護師と専任の准看護師 10

専任・パートの看護師と専任の准看護師 1

専任の看護師と専任・パートの准看護師 6

専任・パートの看護師と専任・パートの准看護師 3

パートの看護師と専任の准看護師 1

パートの看護師と専任・パートの准看護師 1

専任の准看護師のみ 1

専任の准看護師とパートの准看護師 1

パートの准看護師のみ 1

未記入 1

医師 嘱託 26

表１. 対象者の属性 n＝51
年齢 20歳代 3

30歳代 13
40歳代 17
50歳代 17
未記入 1

性別 女性 51
男性 0
未記入 0

所有資格
(複数回答)

看護師 17
准看護師 34
ケアマネージャー 6
介護福祉士 2
未記入 0

職位 福祉課長 1
看護師長 3
主任 15
副主任 1
スタッフ 28
未記入 3

現職場での
経験年数

1年未満 9
1年～5年未満 23
5年～10年未満 10
10年～15年未満 2
15年以上 5
未記入 2

現職場以前
の経験年数

なし 1
1年未満 0
1年～5年未満 8
5年～10年未満 9
10年～15年未満 9
15年～20年未満 8
20年以上 13
未記入 3

現職場以前
の職場
(複数回答)

病院・総合病院 44
診療所・開業医・個人病院 5
老人保健施設 2
特養 2
デイサービス 1
訪問看護ステーション 1
社会福祉協議会 1
不明 2
未記入 3



あった. 設置主体, 定床数, 開設年代については表２に

示すとおりであった.

３. 入所者について (表３)

75歳以上の後期高齢者が80％以上を占める施設は22施

設であった. また, 女性が70％以上を占める施設は21施

設であった. 介護度は, 要介護４～５の入所者が50％以

上を占める施設が20施設であった. 重度痴呆が40％以上

を占める施設は８施設であった.

４. ｢やりがい｣ について

１) ｢やりがい｣ の有無について

特養の看護職としての活動を通じての ｢やりがい｣ を

回答した人は35名であり, ｢やりがいはない｣ と回答し

た人は４名, ｢わからない｣ と回答した人は４名であっ

た. また, ｢やりがい｣ が読み取れなかった人は８名で

あった.

２) ｢やりがい｣ として述べられた内容について

｢やりがい｣ として述べられた内容は60記述であった.

この60記述を分類・整理した結果, ①【入所者の状態が

ケアによって好転したとき】, ②【入所者・家族から肯

定的評価が得られたとき】, ③【入所者・家族の信頼が

得られること・とき】, ④【入所者との触れ合いを大切

にできること】, ⑤【病院での実践経験を活かし, 自分

の考えで判断し実施すること】, ⑥【最期までその人ら

しさを大切にした生活援助中心のケアができること】,

⑦【入所者の笑顔・生活している姿を見ること】, ⑧

【自分のこととして高齢者の看護ができること】, ⑨

【病院ではできない経験ができること】の９つに分類さ

れた. (表４)

(1) 【入所者の状態がケアによって好転したとき】

この ｢やりがい｣ は８名が述べた９記述から得られた.

これには [ケアによって状態が改善したとき] [ケアに

よってやる気を出してくれたとき] [身体の苦痛を軽減

できたとき] [ケアによって笑顔や安心が得られるとき]

の４分類が含まれた.

(2) 【入所者・家族から肯定的評価が得られたとき】

この ｢やりがい｣ は, ９名が述べた11記述から得られ

た. これには [ケアによって高齢者に喜んでもらえると

き] [高齢者から感謝されたとき] [家族から感謝された

とき] [努力が報われたとき] の４分類が含まれた.

(3) 【入所者・家族の信頼が得られること・とき】

この ｢やりがい｣ は, ４名が述べた４記述から得られ

た. これには [寮母とは違う頼られ方をされていること]

[高齢者が安心して任せてくれたとき] [家族から信頼さ

れていること] [信頼関係を築きながら活動していくこ

と] の４分類が含まれた.

(4) 【入所者との触れ合いを大切にできること】

この ｢やりがい｣ は, ９名が述べた11記述から得られ

た. これには [自分の存在が入所者に受け入れられてい
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表３. 入所者について n＝26
年齢 75歳未満 10％未満 8

10～20％未満 14
20％以上 3

75～85歳未満 20％未満 1
20～30％未満 2
30～40％未満 10
40～50％未満 9
50％以上 3

85～95歳未満 20％未満 0
20～30％未満 1
30～40％未満 7
40～50％未満 14
50％以上 3

95歳以上 10％未満 20
10～20％未満 10
20％以上 0

未記入 1
性別 女性が70％未満 4

女性が70％以上 21
未記入 1

介護度 要介護１ 10％未満 14
10％以上 11

要介護2～3 20％未満 1
20～30％未満 8
30～40％未満 8
40％以上 8

要介護4～5 30～40％未満 1
40～50％未満 4
50～60％未満 9
60～70％未満 7
70％以上 4

未記入 1
痴呆度 痴呆なし 20％未満 15

20～30％未満 6
30～40％未満 0
40％以上 2
不明 2

軽度痴呆 20％未満 12
20～30％未満 3
30～40％未満 3
40％以上 1
不明 6

中度痴呆 20％未満 9
20～30％未満 3
30～40％未満 4
40％以上 3
不明 6

重度痴呆 20％未満 3
20～30％未満 2
30～40％未満 6
40％以上 8
不明 6

未記入 1
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表４. ｢やりがい｣ の内容

大分類 小分類 回答内容の要約

【入所者の状態がケ
アによって好転した
とき】

[ケアによって状態が改善したとき]

ケア (外傷の処置など) で改善がわかったとき
ケアによって状態が少しでもよくなったとき
(入所者に) よい変化が見られたとき
異常を早期に発見し, 対応した結果よくなったとき
声掛けやケアで高齢者が変化する (ADLがアップする, 拘縮が改善する) こと

[ケアによりやる気を出してくれたとき] 機能訓練を拒否された時, 話を聞き励ますことでやる気を出してくれたとき
[身体の苦痛を軽減できた時] 身体の苦痛 (便秘など) を軽減できたとき

[ケアによって笑顔や安心が得られるとき]
コミュニケーションで入所者の不安を少しでも解消できたとき
日常のかかわりや心のケアによって入所者が元気になったり表情が豊かな状態が
引き出されたとき

【入所者・家族から
肯定的評価が得られ
たとき】

[ケアによって高齢者に喜んでもらえるとき]

コミュニケーションを図ることや対応することによって高齢者に喜んでもらえる
こと
入所者が喜んでくれたとき
入所者に薬などに頼らないでケアして喜んでもらえたとき
ホームでの行事で, 入所者が声を出して笑ったり, よかったと言ってくれるとき

[高齢者から感謝されたとき]

老人に感謝されたとき
ありがとうと言われること
ありがとうと言ってもらえたとき
ありがとうと言ってもらえたとき
ありがとうと言われたとき

[家族から感謝されたとき] ショートステイ利用の家族に 『また連れてきたい』 と言われたとき
[努力が報われたとき] 努力が報われたとき

【入所者・家族の信
頼が得られること・
とき】

[寮母とは違う頼られ方をされていること] 入所者から寮母とは違う頼りの仕方をされていること
[高齢者が安心して任せてくれたとき] 高齢者が安心して任せてくれたとき
[家族から信頼されていること] 本人はもとより家族からも信頼されてお世話できること
[信頼関係を築きながら活動していくこと] 信頼関係を築きながら活動していくこと

【入所者との触れ合
いを大切にできるこ
と】

[入所者と余裕を持って関われること]

医療処置が少なく落ち着いて入所者と関わることができること
病院で経験した忙しく表面的なことしか関われないケアではないこと
入所者のいろいろな面を知り, より理解できた上で看護職としての役割が果たせ
ること
ゆっくりと老人と話ができること

[高齢者との関わりから多くのことを学べる
こと]

人間関係や人生について高齢者から学ぶことが多いこと
今まで出会ったことがない様々な性格の人との対話で人間観が広がったこと
高齢者に教えて頂けること
今自分が健康である時に高齢者のお世話をしながらたくさんの勉強ができること

[自分の存在が入所者に受け入れられている
こと]

お年寄りの心遣いを感じたとき
入所者から笑顔や優しさを頂いたとき

[日常生活のケアを通して入所者と接する機
会が増えたこと] 入浴介助に看護職も入るようになって, 入所者と接する機会が増えたこと

【病院での実践経験
を活かし, 自分の考
えで判断し実施する
こと】

[自分の考えで判断し実施すること]

自分達の考えで判断し実施すること
自分達の考えで判断し実施すること
自分達の考えで判断し実施すること
自分達の考えで判断し実施すること
病院のように医師の指示で動くのではなく, 自分の考えで動くことができること
全て自分で考え, 評価もできること

[病院での実践経験が生かされたとき] 病院での実践経験が生かされたとき
[医師の代わりも担っている自分] 医師の代わりも担っている自分

【最期までその人ら
しさを大切にした生
活援助中心のケアが
できること】

[喜び・悲しみを共にし､ 入所者と一緒に生
活を楽しむことができること]

生活を一緒に楽しむことができること
小さなことを皆で喜び皆で悲しむことができること

[最期まで本人の意向に沿った看取りができ
ること] 家族と連携をとりながら本人の意向に沿った看取りができること

[利用者の意向に沿った援助ができること] 利用者の意向がかなうように援助ができること
[生活の場で最期まで対話できること] 生活の場で最期まで対話できること
[施設職員全員で入所者のことを一生懸命考
えること] 寮母・事務所・看護職・その他の職員が入所者のことを一生懸命考えること

[在宅の人より快適に長生きしてもらうこと] 在宅の人より快適に長生きしてもらうこと

【入所者の笑顔・生
活している姿を見る
こと】

[入所者の笑顔を見ること]

入所者がニッコリと笑われるとき
高齢者の笑顔を見ることができること
高齢者の笑顔を見ること
笑顔が見られること
(入所者が) 日々少しずつ明るくなったとき

[高齢者が施設での生活に適応できたとき] 痴呆で帰宅願望が強かった人が自分の役割を見つけ, ここが家になりつつあるの
を見たとき

[入所者が残存機能を発揮している時] (入所者が) 残存機能を発揮しているとき
【自分のこととして
高齢者の看護ができ
ること】

[自分のこととして高齢者への看護ができる
こと] 自分が人生の終末を過ごしたいと思える場所で働くことができること

【病院ではできない
経験ができること】 [病院ではできない経験ができること]

病院ではできない経験ができること

病院勤務では経験できないことをたくさんできること



ること] [入所者と余裕を持って関われること] [日常生

活のケアを通して入所者と接する機会が増えたこと]

[高齢者との関わりから多くのことを学べること] の４

分類が含まれた.

(5) 【病院での実践経験を活かし, 自分の考えで判断し

実施すること】

この ｢やりがい｣ は, ８名が述べた８記述から得られ

た. これには [病院での実践経験が生かされたとき]

[自分の考えで判断し実施すること] [医師の代わりも担っ

ている自分] の３分類が含まれた.

(6) 【最期までその人らしさを大切にした生活援助中心

のケアができること】

この ｢やりがい｣ は, ６名が述べた７記述から得られ

た. これには [喜び・悲しみを共にし, 入所者と一緒に

生活を楽しむことができること] [最期まで本人の意向

に沿った看取りができること] [利用者の意向に沿った

援助ができること] [生活の場で最期まで対話できるこ

と] [施設職員全員で入所者のことを一生懸命考えるこ

と] [在宅の人より快適に長生きしてもらうこと] の６

分類が含まれた.

(7) 【入所者の笑顔・生活している姿を見ること】

この ｢やりがい｣ は, ６名が述べた７記述から得られ

た. これには [入所者の笑顔を見ること] [高齢者が施

設での生活に適応できたとき] [入所者が残存機能を発

揮しているとき] の３分類が含まれた.

(8) 【自分のこととして高齢者の看護ができること】

この ｢やりがい｣ は１名が述べた１記述から導かれた.

(9) 【病院ではできない経験ができること】

この ｢やりがい｣ は２名が述べた２記述から導かれた.

Ⅲ. 考察

１. 対象者・施設・利用者の特徴について

対象者の特徴は, 病院勤務経験のある女性の准看護師

で, 年齢は30～50歳代, 現職場での経験年数は１～10年

未満が多い傾向がみられ, 現職場以前の経験年数は１～

20年以上とばらつきがみられた.

所属施設については, 1990年代に開設された, 50～80

床の社会福祉法人の施設が多い傾向を示した. 全国調

査2)では, 50～80床の施設が全体の60.9％であること,

社会福祉法人設立が87.3％であることから, Ｃ・Ｔ地区

の施設の規模は全国的にみて平均的な施設であると捉え

られよう.

入所者については, 後期高齢者の女性が多く, 入所者

の半数以上が要介護４～５である施設が多い傾向を示し

た. 前述の調査3)では, 入所者のうち要介護４～５が占

める割合は, 平均56.1％であった. 入所者についても全

国的にみて平均的な施設であると捉えられよう.

２. 特養に働く看護職の ｢やりがい｣ について

ここでは, 昨年度報告した第１報4)では見出せず, 新

たに分類された ｢やりがい｣ のうち, 【病院での実践経

験を活かし, 自分の考えで判断し実施すること】および

【病院ではできない体験ができること】について考察す

る.

【病院での実践経験を活かし, 自分の考えで判断し実

施すること】は, 特養で働く看護職は高度な臨床判断に

基づく実践力が要求され, それを実行できることに ｢や

りがい｣ を見出していると捉えられよう. これは, 医師

が嘱託の体制であり, 日常の健康管理が看護職に任され

ることになってしまうことが影響しているのではないだ

ろうか. しかも入所者は, 高齢で介護度が重くかつ痴呆

度がさまざまであり, 状態の把握が難しい高齢者である

といえる. また, 医療機関の入院期間短縮5)により重度

の健康障害を持つ高齢者の入所希望が増加している傾向

をあわせて考えると, 常勤医がいない状況で, 高齢で脆

弱な入所者の健康管理に加え, 重度の健康障害を持つ高

齢者にも対応していく必要があり, 看護職はこれまで以

上に高い臨床判断能力が要求されるようになってきてい

るといえよう. このような中で, 看護職はこれまでの病

院での看護経験を活かし, 変化の見えにくい高齢者の状

態をアセスメントし, 自ら判断し, 実施せざるを得ない

のが実態であろう. 看護職は健康管理を担うチームの中

心として重要な役割を果たしており, 看護職がそのこと

に存在意義を感じているものと捉えられた.

【病院ではできない体験ができること】は, 病院での

体験と比較して感じている ｢やりがい｣ であった. 具体

的内容が記述されていなかったため, どのような体験な

のかについては不明であるが, 他の６つに分類された

｢やりがい｣ についても, 治療を目的とした一般病院で

は, 実践することが難しいであろうと推測される. 一方

特養は医療ニーズの高い高齢者を受け入れざるを得なく
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なってきたという昨今の状況はあるが, 生活の場という

位置づけであり, 今回分類された ｢やりがい｣ を感じや

すい看護実践環境であるといえる.【病院ではできない

体験ができること】は, これまでの ｢やりがい｣ を包括

した表現であると捉えられないだろうか.

なお, 本研究では, 対象者の特性と ｢やりがい｣ の関

連はみていない. このことについては, Ｇ県下全地区の

検討をするときに詳細にみていく予定である.

まとめ

本研究では, 特養の看護職の実態の一部を検討し基礎

資料とすることを目的とし, Ｇ県下２地区 (Ｃ地区・Ｔ

地区) の特養で働く看護職の ｢やりがい｣ の内容の検討

を行った.

Ｃ地区32名, Ｔ地区19名, 計51名を対象に分析を行っ

た結果, 以下のことが明らかになった.

１. 看護職の特徴は, 病院勤務経験のある准看護師で,

年齢は30～50歳代, 現職場での経験年数は１～10年未

満が多い傾向がみられ, 現職場以前の経験年数は１～

20年以上とばらつきがみられた.

２. 所属施設は, 1990年代に開設された50～80床の社会

福祉法人施設が多く, 入所者は, 要介護４～５の後期

高齢者女性が多い傾向を示した.

３. 51名中35名が回答した特養看護職の ｢やりがい｣ は,

①【入所者の状態がケアによって好転したとき】,

②【入所者・家族から肯定的評価が得られたとき】,

③【入所者・家族の信頼が得られること・とき】,

④【入所者との触れ合いを大切にできること】,

⑤【病院での実践経験を活かし, 自分の考えで判断し

実施すること】, ⑥【最期までその人らしさを大切に

した生活援助中心のケアができること】, ⑦【入所者

の笑顔・生活している姿を見ること】, ⑧【自分のこ

ととして高齢者の看護ができること】, ⑨【病院では

できない経験ができること】の９つに分類された.
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はじめに

本学では看護実践研究指導事業註１)の一環として, Ｇ

県下の特別養護老人ホーム (以下, 特養と省略) に働く

看護職を対象に看護活動の質的向上を目指し, 個別訪問

面接研修およびこれを基にしたワークショップを開催し

ている. これは, Ｇ県下を５地区にわけ, 平成13年度が

ＨとＳ地区, 平成14年度がＣとＴ地区, 平成15年度がＧ

地区の看護職を対象に実施しているものである.

本報告は, 平成14年度の報告1)に引き続き, 平成14度

に実施したＣ・Ｔ地区の全特養26施設における死の看取

りの体験事例を検討したものである. 本結果は, 自宅に

代わる生活の場, かつ, 終の住処として特養に入所して

いる高齢者にとって, また医療設備や看護体制上, 限界

のある特養において望ましい死の看取りのあり方を検討

する上での基礎資料になると考える.

Ⅰ. 方法

１. 対象

Ｇ県下５地区のうち, Ｃ・Ｔ地区の各々全特養13施設

(計26施設) の看護職である.

２. 個別面接研修の方法と倫理的配慮

個別訪問面接研修は, 全施設に個別に訪問し, 対象で

ある看護職との面接において, 単にデータを収集するた

めに一方的に調査するのではなく, 特養における死の看

取りの現状とそのあり方を問い, 課題を明らかにするこ

とを意図している. そこで, まず, 施設長に電話で看護

実践研究指導事業の趣旨・方法などの説明をして承諾を

得, 看護職を紹介して頂いた. 次いで, 同様に看護職に

説明して承諾を得, 個別訪問面接研修日の日程調整をし,

本学成熟期看護学講座教員９名が, 各施設に２名ずつ担

当して訪問し, 面接研修可能な看護職に半構成型の面接

用紙を提示して説明するとともに, 面接者がそれに沿っ

て聞き取って記載する, もしくは対象の求めに応じて自

由に記載してもらい, 記述内容を確認した. また, 当日,

面接研修できなかった看護職については, 面接研修を受

けた看護職より面接用紙を配布し, 記載してもらい, 別

途返送してもらった. なお, 得られた回答の扱いについ

ては, 個人名や施設名が特定されないように配慮した.

面接内容は, (1) 回答者(看護職)の属性, (2) 施設に

ついて, (3) 利用者について, (4) 看護活動2)について

であり, その中で施設内での死の看取りの経験者を対象

に ｢利用者の年齢, 性別, 状態, 死の看取りをすること

になった経緯, 死の看取りを通じて良かったこと, 困っ

たことやジレンマなどを教えてください｣ と予め記述し
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ている面接用紙を提示した.

３. 個別訪問面接研修の時期・期間

個別訪問面接研修の時期・期間は, 平成14年８月５日

～同年８月22日であった.

４. 分析方法

面接内容の(1) ～ (3)は単純集計を, (4)については,

①記述内容を繰り返し読み, 設問に対応しない内容は分

析対象から除き, ②設問に対応した内容を繰り返し読み,

その意味内容毎に１記述とし, ③類似性に基づいて分類

整理した. なお, 全分析過程は, 成熟期看護学講座の教

員で合意が得られるまで検討を繰り返した.

Ⅱ. 結果

各施設, 面接研修できた看護職は１～２名 (２名の場

合は同時に行った) であり, 後日, 返送のものを合わせ,

総計26施設79名の看護職であった.

１. 回答者 (看護職) の属性

年齢は, 25～62歳で平均年齢が43.3±8.6歳であり, 年

齢区分, 性別, 所有資格, 職位, 現職場での経験年数の

内訳, 現職場以前の看護職の経験年数の内訳, 現職場以

前の職場は, 表１に示すとおりであった.

２. 所属施設について

施設の設置主体, 定床数, 開設年代, 併設施設の有無

とその種類は, 表２に示すとおりであった.

３. 利用者について

性別は, 26施設中21施設が利用者の70％以上を女性が

占め, 介護度では介護度４と５の利用者の人数が定床数

に占める割合が最も高かった. また, 利用者の年齢, 痴

呆度は表３に示すとおりであった.

４. 死亡者数と死亡場所について

平成13年度の施設内死亡者数は０～16名であり, ０名

の施設は, 24施設中８施設であった. また同年度, 転院

による病院死亡者数は, ０～11名であった. また, 死の

看取りを行う方針の施設は, 10施設 (38.5％) であり,

死の看取りを行わない方針の施設は12施設で, その内,

利用者や家族の希望によって看取る施設が２施設あった.

また, 死の看取りの方針が不明の施設は４施設であった.

５. 施設内での死の看取りの経験者の経験内容

死の看取りについての回答者は, 26施設79名中57名で

あった.

１) 施設内での死の看取りの体験事例

死の看取りの経験者で, その内容を回答した者は, 68

名中19名から20事例が得られた.

死の看取りの体験事例の年齢は, 12名から12事例の回

答が得られ, 80～106歳の後期高齢者であった. 死の看

取りに至った疾患や状態は, 15名から15事例得られ,

【基礎疾患があり悪化事例】【老衰事例】【誤嚥による急

死事例】の４つに分類された (表４). 死の看取りに至っ

た経緯は, 15名から16事例得られ,【家族の希望】【身内
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表１ 回答者 (看護職) の属性 n＝79
年齢
20歳代 5
30歳代 21
40歳代 25
50歳代 21
60歳代 1
未記入 6

性別
女性 79

所有資格
看護師 21
看護師＋ケアマネージャー＋社会福祉主事 1
看護師＋ケアマネージャー 2
看護師+社会福祉士 1
看護師＋助産師 1
准看護師 48
准看護師＋ケアマネージャー 3
准看護師＋介護福祉士 1
未記入 1

職位
施設福祉課長 1
看護師長 3
主任 15
副主任 1
スタッフ 53
未記入 6

現職場での経験年数
１年未満 19
１年以上５年未満 35
５年以上10年未満 14
10年以上15年未満 2
15年以上20年未満 3
20年以上 3
未記入 3

現職場以前での経験年数
１年未満 1
１年以上５年未満 16
５年以上10年未満 17
10年以上15年未満 13
15年以上20年未満 12
20年以上25年未満 7
25年以上30年未満 4
30年以上 6
未記入 4

現職場以前の職場 (複数回答)
病院・総合病院 68
診療所・開業医・個人病院 5
老人保健施設 2
特養 4
デイサービス 3
なし 1
未記入 8



なし】【病院側の入院継続拒否】【本人の希望】【本人・

家族の希望】【急死】の６つに分類された (表５).

２) 施設内での死の看取りの体験事例を通じて良かった

こと

死の看取りの体験事例を通じて良かったことは, 11名

16記述であり,【利用者・家族・職員の達成感・満足感・

充実感が得られたこと】【自然で安らかな死を迎えられ

たこと】【家族や職員に見守られながら最期を迎えられ
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表２ 所属施設について n＝26

設置主体

社旗福祉法人 24

組合立 1

町立 1

定床数

40床以下 2

41～80床以下 22

100床 1

120床 1

開設年代

1970年代 3

1980年代 4

1990年代 16

2000年代 3

併設施設

あり 26

併設施設の内訳 (複数回答)

ショートステイ 24

デイサービス 18

在宅介護支援センター 19

ケアハウス 6

訪問看護ステーション 3

養護老人ホーム 3

グループホーム 3

老人保健施設 1

居宅介護支援センター 1

表３ 利用者について n＝26

年齢 56～104歳

性別 (利用者の70％以上を女性が占める) 21施設

介護度 (人数/定床数)

要介護１ 2.0～16.4％

要介護２ 6.0～28.5％

要介護３ 6.0～32.5％

要介護４ 14.3～40.0％

要介護５ 15.0～62.5％

痴呆度 (人数/定床数)

なし 0～48.0％

軽度 6.0～55.7％

中度 4.0～53.3％

重度 7.1～82.0％

表４ 施設内での死の看取りの体験事例：死の看取りに至った疾患や状態

分類 回答内容

基礎疾患があり悪化
事例

肺炎で入院していたが, 病院から施設に戻ってきた.

胃癌. 麻薬を使用しながら施設で最期を看取った.

胃癌. 息子の通夜に行きたいと希望があり, リフト車で連れて行った. 苑に帰ってこられて, ３分粥の米粒だけをすくうように
食べられる姿を見て胸に迫るものがあり, ご飯を食べさせたいと思って, 小さな茶碗にご飯をよそって食べさせた. 翌日からまっ
たく受け付けられなかったが,“ご飯がたべられたからもういい”と言われた.

肺炎, 慢性気管支喘息でずっと悪かった. 死亡時に連絡があった.

過去に大腿骨頸部骨折で髄内釘挿入の治療を受けていたが, 髄内釘が露出し強い痛みを伴ったため入院していたが施設に戻って
きた. 帰苑後, 疼痛が増強し食事が摂れなくなった. モニターを装着して観察をしていた. 夜間介護職から心拍数が低下したと
連絡が入ったため, 出勤すると呼吸停止, 心拍数もほとんどない状態だった.

平成11年12月に入所. 平成12年３月に脳梗塞を発症し, 右片麻痺となった. 平成13年10月肺炎を発症し入院, 経管栄養となった.
11月に退院し順調だったが, 12月発熱･血尿が出現し, 鼻腔栄養をするとむせることも多くなった. 主治医から抗生剤が処方さ
れたが改善が見られず12月中旬から意識レベルが低下した. 12月6日永眠された.

肺癌. 食事量が低下し, 交代で食事介助をしていた. 雑炊を出した時,“おいしい”と言って食べてくれた. その後, 静かに息
を引き取った.

脳梗塞. 食事を経口で摂れなくなったが, 経管栄養はせず, 注射器を使い口から少しずつ水を入れたり, 点滴をしたりしたが,
最期は静かに亡くなった.

老衰事例

徐々に衰弱し最期を迎えた.

老衰. 加齢に伴い臥床される時間が長くなり, 徐々に食事量が減少していった

老衰

お酒が好きな人で, 水もほとんど飲まないような状態であったが, お酒だけは最期の１週間飲まれた. 最期の日, 一合瓶を持っ
ていくと半分くらい飲んで“寝る”と言って眠るように亡くなった.

老衰. 徐々にレベルが低下し, 食事も好きなプリン・ゼリーなどを食べていたが時にはそれもいらないと言って吐き出すことが
あった. ベッド上の看護ではあったが意識は最期までしっかりしていた. 意識混濁となり, オムツ交換をするために体位変換を
した時に呼吸停止となっていた.

老衰

誤嚥による急死事例 ショートステイ利用者. 訪室時に亡くなっていたので, 検死を行った結果, 誤嚥による呼吸不全であった.



たこと】【病院では得がたい利得】【他の利用者がお別れ

できたこと】【住み慣れた施設で最期を迎えたこと】の

６つに分類された (表６).

３) 施設内での死の看取りの体験事例を通じて困ったこ

とやジレンマ

死の看取りの体験事例を通じて困ったことやジレンマ

は, 13名18記述であり,【嘱託医・介護職・後方病院と

連携がとれない時】【家族間の意見の相違や家族との連

携がとれない時】【利用者・家族の意向確認の困難さ】

【利用者の意向を実現できなかった時】【施設内で死の

看取りをすることへの疑問】【介護保険導入によって死

の看取りができなくなったこと】【家族のいない利用者

の死の看取り】【老齢化した家族の負担】の８に分類さ

れた (表７).
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表５ 施設内での死の看取りの体験事例：死の看取りに至った経緯

分類 回答内容

身内なし

身寄りがなかったため

身寄りがない人

家族がいないため

家族の希望

家族の希望

家族の希望

家族が入院を希望せず, 嘱託医のもとで自然体で本人の苦しみのないようにして欲しいという希望だった

病院に入院していたが, 家族 (姪) の希望で施設で死の看取りをすることになった

家族が施設での死の看取りを希望したため, 施設へ戻って来てから家族(70歳代の息子) が１週間付き添っていた. 家族 (息子)
が疲労してしまい, 付き添える状況ではなくなったため, 悪い状態で病院へ入院をし, 病院で亡くなった.

家族と主治医が相談をして決定

家族の希望で最期は自宅で亡くなられた

13月意識レベルが低下したところで, 家族はこれ以上積極的な治療は行わず, 静かに看取りたいという希望があった.

病院側の入院
継続拒否

過去に大腿骨頸部骨折のため髄内釘挿入をし, 年数が経過して髄内釘が露出し, 疼痛が増強したため疼痛緩和のため入院をした.
医師から治療方法はないと言われ施設に戻って亡くなった.

脳梗塞で入院したが, 本人の拒食と家族が非協力的であったため, 病院を強制退院させられた.

本人の希望 本人が“食べるのをやめた, 水だけでいい”と意思表示をしたので, １週間冷水だけで家族の見守りもあり亡くなった.

本人・家族の希望 本人・家族の希望に添っている

急変・急死 急死

表６ 施設内での死の看取りの体験事例を通じてよかったこと

分類 回答内容

利用者・家族・職員
の達成感・満足感・
充実感が得られたこ
と

家族が看取り後に“ここでよかった”と言ってもらえるのが一番うれしい

姪から感謝されたこと

家族の方も最期を看取ることができたことに喜んでいた 一番よかったと思った例だった

家族や介護職が最期まで看取ることができたという達成感や充実感となっている

本人も嬉しそうであり, 看護職としても嬉しかった

施設開設以来の入所者で, 日中に亡くなり看護職が対応し, 看護職が寮母への対応もできたこともあり, 寮母から最期までみる
ことができてよかったという反応があった

自然で安らかな死を
迎えられたこと

食事が経口で摂れなくなったが, 経管栄養はせず, 注射器を使い少しずつ水を入れたり, 点滴をしたりしたが, 最期は静かに亡
くなった

点滴・酸素を使用し, 苦しみなく安らかに死を迎えることができた

家族は静かに亡くなったのでよかったと言っていた

静養室で家族と共に自然な死を迎えることができたこと

家族に見守られて老衰で亡くなったが, 自然でいいなと思った

家族や職員に見守ら
れながら最期を迎え
られたこと

静養室で家族と共に自然な死を迎えることができたこと

家族に見守られて老衰で亡くなったが, 自然でいいなと思った

家族がいなく, 死亡時刻が16時30分だったので, 職員全員で見送ることができてよかった

病院では得がたい利
用者の利得

病院よりは心のケアができたのではないかと思っている

病院では, 笑顔を見ることができなかったが, ここでは笑顔も見ることができてよかった

他の利用者がお別れ
できたこと

入所者の友人も”お別れができてよかった”と言っている

住み慣れた施設で最
期を迎えたこと

長年住み慣れた施設で最期を迎えたこと



Ⅲ. 考察

１. ２地区の特養における死の看取りについての方針か

らみえる課題

全国の特養を対象にした死の看取りに関する施設の基

本方針の調査結果は, ｢原則として速やかに病院などに

移すようにしている｣ が54.9％, ｢原則として施設内で

看取る｣ が19.4％, ｢特に方針はない｣ が19.5％であるも

のの, ｢入所者本人からや家族から施設内で亡くなりた

いと希望があった場合は原則的に受け入れている｣ 施設

は69.1％, 家族の付き添いがあれば受け入れるを含める

と84.6％である3). また, 今後の方針について, ｢施設内

で看取ることも含め対応したい｣ が65.0％, ｢条件が整

えば対応を考えていきたい｣ が16.8％, ｢施設内で亡く

なることには対応しない方針だが, 終末期ケアについて

は充実を図っていきたい｣ が9.0％であった4). つまり,

全国の特養の死の看取りの現状は, 施設の基本方針とは

別に可能な限り利用者や家族の意向に基づいて死の看取

りが行われ, 今後さらに, 利用者や家族の求めに応じて

看取る方針が推進される方向にあるといえよう. また,

介護保険導入に伴い, 特養は ｢生活の場｣ のみならず

｢ターミナルケアの場｣ としても位置づけられている5),

また, 特養が｢生活の場｣であるならば, 利用者の生き方

や死の場も含めて, そのあり方が尊ばれることは当然で

あり, 施設方針のみで決定される現状は打破される必要
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表７ 施設内での死の看取りの体験事例を通じて困ったこと・ジレンマ

大分類 中分類 回答内容

嘱託医・介護職・後方
病院と連携がとれない
時

施設内他職種との協力
体制を持つことが困難
な時

はじめは, 施設で死の看取りを行うことに同意していた寮母が, 入所者の衰弱していく姿を見ると自
然な死を受け入れることができず, 動揺し入院させなくてよいのかという意見がでる

他職種からは無理だったのではないかなどの非難の声もあったが, 看護職だからできたことだと思っ
ている

そばにいる時間を増やしてあげたいが忙しくてできない. 人数の補充は, 多くの人にわかってもらえ
ない.

特にジレンマはない. この事例に限らず, 最期の時期の人に何をしてあげられるかを考えると, 最期
に入浴をさせてあげたいと思い入浴をするようにしているが, 看護職も介護職も最期の時期の人を入
浴させることを怖がるため, 全員には行えていない. ターミナル期におけるケアのあり方を考えてい
る

嘱託医との連携がとれ
ない時

嘱託医が時々現場にそぐわないことを言う時がある. 状態や家族の意向を細かく報告して調整するの
が困った点である.

死亡時間が16時40分だったが, 前日の19時30分に医師が診察していたため, 24時間以内なので診る必
要がないと医師に言われた. 家族に申し訳ないと思った.

後方病院と連携がとれ
ない時

悪い状態になってから, 病院へ搬送することになり, 病院に理解してもらえないこと

家族間の意見の相違や
家族との連携がとれな
い時

家族が利用者の状態を
理解していない時

身元引受人の意見に振り回されてしまうことがある. 身元引受人と生前から詳しく話し合って具体的
に施設での死を迎えるにあたって, こちらの意見もしっかり伝えてお互いに納得する死の看取りの方
法を考えることができると良い.

身元引受人が日頃から本人の状態を把握してくれるとよいが, 電話などでの状況説明では不十分であ
る.

家族間の意見の相違 身元引受人・兄弟間での意見の相違があり, 死の直前になって病院へ搬送となること

家族と緊急時に連絡が
取れない時

緊急対応時, 連絡が取れず困惑することがある. 死という問題から背を向けているような気さえする.

利用者・家族の意向確
認の困難さ

利用者の死の場所の意
思確認の困難さ

意思表示できなくなった人は, ここで看取って欲しいと思っているのか悩む. 家族は施設に委ねる,
どこで看取るのがよいか, 80代はまだ若いので病院に行ったらまだ治るかもしれない

家族の意向に十分に沿
えている確信がもてな
いこと

以前は公立病院に搬送していたが, ２年前から個人診療所の医師が来てくれるようになり, 苑で対応
する部分が増えた. 家族にとっては, もっと積極的にやって欲しいという思いがあるかも知れない

利用者の意向を実現で
きなかった時

利用者の意向を実現で
きなかった時

生前“家に帰りたい, 生まれた大阪に連れて行って”と口癖のように言っていた言葉を思い出すと胸
が痛い

施設内で死の看取りを
することへの疑問

施設内で死の看取りを
することへの疑問

よかったと思えることはあまりない. 自分としては, 自宅での死の看取りが本人にとって望ましいも
のと考えている. 最期くらいは, 家族と共にいたいのではないだろうか. 自分のような未熟な一職員
が死の場に立ち会ってよいのか, 宗教家や家族が適任ではないのかと思う. 死の看取りの経験は１年
で４～５人である.

介護保険導入によって
死の看取りができなく
なったこと

介護保険導入によって
死の看取りができなく
なったこと

ターミナルをすることがすべてではないと思うが, 措置の時はターミナルをしていたが, 介護保険導
入後は, 死の看取りができなくなった

家族のいない利用者の
死の看取り

家族のいない利用者の
死の看取り

家族のいない人はかわいそう. 職員が家族代わりになっているが, やはり家族にはなれない.

老齢化した家族の負担 老齢化した家族の負担 老老介護になっており, 家族に負担がかかっていること



があろう. つまり, 死の看取りに必ずしも積極的でない

施設が多い傾向にある２地区において, 利用者や家族の

求めに応じることができる施設方針への見直しの時期に

きているのではないだろうか.

２. 施設内での死の看取りの体験からみえる課題

死の看取りを通じて良かったことは, 肯定的受け止め

であり, 施設内の死の看取りを推進していくものであろ

う. 他方, 死の看取りを通じて困ったことやジレンマは,

死の看取りを通じて見出された課題と捉えることができ

る. つまり, 施設内での死の看取りの体験事例を通じて

良かったこと, および困ったことやジレンマを検討する

ことは, ２地区の看護職の死の看取りに対する取り組み

と, 生じている問題や課題を表していると捉えられる.

施設での死の看取りを通じて良かったことでは, 人生

終末にある利用者へのケアを通じて, 利用者の良い反応

を得た体験や, 自然で安らかな死の体験, 利用者や家族

の求めに応じた看護職, 他の職員, 家族, 他の利用者の

満足感が得られた体験を通じて, 施設での死の看取りを

肯定的に受け止めている. これらは, 現在看取っていな

い施設にとって, 取り組む上での動機づけになりえよう.

また, 困ったことやジレンマとして挙げた【嘱託医・

介護職・後方病院と連携がとれない時】【利用者・家族

の意向確認の困難さ】【利用者の意向を実現できなかっ

た時】【施設内で死の看取りをすることへの疑問】は,

厚生労働省の外郭団体, 医療経済研究機構が平成14年度

に行った ｢特別養護老人ホームにおける終末期医療・介

護に関する調査｣ の結果である特養における終末期ケア

実施にあたって看護職が捉えている課題, 『医師, 医療

機関との関係強化』 『職員の知識・技術の向上』6)と一致

していた. 医療設備も医療専門職の体制 (夜間の看護職

の不在と限られた介護職員数) にも限界のある福祉施設

で死の看取りを実現するには, 医師や後方病院との医療

面に関する連携が必要である. また, 利用者が安心して

最期を迎えられるようケアに関わる看護職・介護職各々

が人生の終末や死の看取りのケアのあり方に対する知識・

技術をもち, 互いの役割を明らかにしつつ有機的に連携

した対応の必要性が示唆されていよう. また, 人生の最

期を自宅ではなく, かつ身内でもない未熟な人間が看取

ることへの疑問が提示されている. これは単に未熟であ

るというだけではなく, 他人の最期に立ち会うことの重

さを表している. 施設において, このような疑問を軽視

することなく, 自由に発言し討議しあえる場やビハーラ

でみられるような宗教家による支援など, 利用者だけで

なく看護職や介護職も支援が受けられ癒される体制も必

要であろう.【家族間の意見の相違や家族との連携がと

れない時】は, 家族が利用者のその時々の状態や望みを

十分に理解していないことが挙げられる. 特養の利用者

は, 長年家族と離れた生活を送っていることが多い, も

しくは, 家族 (身元引受人) といっても利用者と直接の

関わりのない場合もある. そのような家族に対し, 看護

職はその時々の利用者の健康・生活状態や大切にしてき

たことなどを事ある毎に家族に伝えていく努力がこれま

で以上に必要であろう. このような家族への関わりが,

引いては看護職が肯定的に受け止めている利用者の意向

に沿った死の看取りをも実現させると捉えられるからで

ある. 【老齢化した家族の負担】は, 高齢化が進む現在,

避けられない問題である. 特養におけるターミナル期の

判断は, 癌患者のターミナル期の判断よりも困難であり,

死の看取りの5ヶ月前から1週間の間に開始されていると

いわれている7). 最期を予測できないことや長期化する

ことは, 家族に緊張状態をもたらし, 身体的・精神的・

経済的にも影響を及ぼすことは推測される. また, 職員

配置の少ない特養において, 夜間の付き添いや心理的安

定など家族が担う役割は大きい. 利用者も家族も満足で

きる最期を迎えることができる家族への援助や施設内の

体制作りの必要性が示唆されていよう.【介護保険導入

によって死の看取りができなくなったこと】は, 死の看

取りに至るまでの経過で必要な苦痛症状緩和などの治療

が, 療養の給付の取り扱いで嘱託医が所属する医療機関

からの医療保険請求と定められており, 施設が請求する

ことができない8)ことが影響していよう.

以上のことから, 施設内・外を問わず利用者本人が望

む最期の場所や過ごし方を実現するために, 本人, 施設

内職員, 医師, 後方病院, 家族との十分な共通理解の上

での連携や体制作りが必要といえよう.

まとめ

Ｇ県下２地区の全特養における死の看取りの現状を検

討し課題を見出すために, 個別訪問面接研修で得た 『施

設内での死の看取りの経験者を対象に経験内容』 をデー
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タに分析した結果, 以下のことが明らかになった.

１. 死の看取りを行う方針がある施設と行わない方針の

施設および方針の不明な施設があることが明らかになっ

た.

２. 看護職は, 施設方針に関わらず, 本人・家族の求め

に応じた施設内の死の看取りを肯定的に受け止めていた.

３. 特養において, 本人・家族の求めに応じた死の看取

りをより充実・推進するためには, 入所時, および入所

後の時々に, 本人および家族から死の看取りの場や最期

の迎え方について確認する必要性が示された.

４. 検討課題として, ①夜間における医療的な対応, ②

医療設備に限界のある福祉施設での対応, ③老衰の判断

基準, みなし末期註２)にならないための対応, ④嘱託医

や後方病院との連携, ⑤家族と連携が明らかになった.

なお, 本研究の限界は, 面接研修の有無別にデータを

検討していないことである. 面接研修できなかった対象

に予め設問内容を明らかにした面接用紙を配布し, かつ,

記述内容で不明な点は, 電話などにより確認したことか

ら, 回答内容に大きな差はないと判断したが, 回答内容

にバイアスがあったことは否めない.

本報告は日本老年看護学会第８回学術集会で発表した

ものに加筆, 修正したものである.

註１) 看護実践指導事業：岐阜県より助成を受け, 自己研鑽の

機会に乏しい岐阜県内の看護職が本学の知的資源を利用し

て自己学習や業務改善ができるようになることを目的に,

現状を把握し現場の実態に即応した適切な方法を用いて,

看護の実践研究指導・研修を行うものであり, 平成13年度

と14年度は, ｢過疎地域診療所｣ ｢特別養護老人ホーム｣ の

看護職を対象に実施をしている. 特別養護老人ホームの看

護実践研究指導事業は, 個別訪問面接研修とそれを基にし

たワークショップから構成され, 個別訪問面接研修は個別

の面接を通じてデータを得るとともに, 面接すること自体

が研修につながることを意図したものである.

註２) みなし末期：本当は末期でないが, 末期とみなし, 治療

をしないこと.
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はじめに

本学では, 看護実践研究指導事業として, Ｇ県下特別

養護老人ホーム (以下特養と省略) に働く看護職の活動

の質的向上を目指し, 個別訪問面接研修 (プログラム１)

と, これをもとに検討された課題をテーマにワークショッ

プ (プログラム２) を開催している. これはＧ県が自然

的・経済的・社会的条件から地域整備上, ５地域に区分

されていることをもとに, 県内の全特養を５地区に区分

して実施するもので, 平成13年度はＨとＳ地区, 平成14

年度はＣとＴ地区, 平成15年度はＧ地区と, ３年計画で

開始されたものである.

本報告は, 平成13・14年度1,2)に引き続き, 平成15年度

に実施したＧ地区の全特養の現状と看護職が認識してい

る課題を検討したものである. この検討結果は, 引き続

くＧ地区のワークショップにおいて, 現状に即したテー

マの手がかりを得ることができると考える.

Ⅰ. 方法

１. 対象

岐阜県下Ｇ地区の全特養23施設の看護職である.

２. 個別訪問面接研修の方法と倫理的配慮

個別訪問面接研修は, 全施設に個別に訪問し, 対象で

ある看護職との面接において, 単にデータ収集のための

一方的調査ではなく, 特養における看護職の活動を意識

化できるよう, また, その現状に理解を示して, ともに

課題を明らかにして共有できるよう意図したものである.

そこで, まず施設長に電話, もしくは直接会い, 本事業

の趣旨や方法を説明して了解を得た. 次いで, 看護職の

紹介を受け, 同様に説明して了解を得, 日程調整のもと,

成熟期看護学講座教員12名が１～２名ずつ組んで２～３

施設を担当し, 個別訪問した. 当日, 面接研修可能な看

護職に面接内容を記述した用紙を持参して配布・説明す

るとともに, それにそって面接し, 記載してもらった.

当日, 面接できなかった看護職については, 面接研修を

受けた看護職より面接用紙の配付を依頼し, 記載しても

らい, 別途返送してもらった. なお, 得られた情報の取

り扱いは施設名や個人名が特定されないよう配慮した.

３. 面接内容

①対象 (看護職) の属性として, 年齢, 性別, 所有資

格, 職位, 現職場での経験年数, 現職場以前での経験年
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数, 現職場以前の職場, ②対象 (看護職) の所属施設に

ついて, 設置主体, 定床数, 開設年代, 併設施設, 職員

構成, ③入所者の背景として, 年齢, 性別, 介護度, 痴

呆度, 平均在所日数, 同年度の施設内死亡と病院死亡で

あり, 平成14年度の実態として聞いた. ④看護活動につ

いては, ｢日常的に実践している看護行為｣ ｢大切に思う

看護行為｣ ｢より充実 (強化) したい看護行為｣ に分け

て聞いた. なお, 看護活動をなす看護行為の項目は, 訪

問看護実態調査3)で用いられている調査項目を参考に,

【病状観察・心理的支援などの行為】10項目, 【療養上

の世話】12項目, 【医療的な処置】15項目, 【記録・報

告・連携】７項目の総計44の看護行為をあらかじめ列挙

し, 該当する行為に○を記してもらった.

４. 個別訪問面接研修の時期：個別訪問面接研修は平成

15年６月１日から同年８月10日であった.

５. 分析方法：いずれも単純集計し, 傾向をみた.

Ⅱ. 結果

個別訪問時に面接研修できた看護職は各施設１～３名

(計52名) であり, 別途返送分を合わせると, 総計82名

であった. なお, １名の面接研修に要した時間は１時間

30分前後であった.

１. 対象 (看護職) 者の属性について

対象の年齢は22～78歳, 平均年齢が43.8±11.6歳, 現

職場での経験年数は20日～20年, 平均経験年数が3.5±4.

3年, 現職場以前の看護職としての経験年数は０～58.5

年, 平均経験年数が13.5±12.1年であった. 年齢区分,

性別, 所有資格, 職位, 現職場での経験年数の内訳, 現

職場以前の職場は表１に示すとおりであった.

２. 対象 (看護職) 者の所属施設について

施設の設置主体, 定床数, 開設年代, 併設の施設・事

業とその種類, 職員構成は, 表２に示すとおりであった.

３. 入所者の背景について (表３)

入所者の背景は, 年齢において, 回答が得られた21施

設では53～104歳であり, 12施設で65歳未満の入所者が

みられたものの１～４名と少なく, いずれの施設も75歳

以上の後期高齢者が占める割合が80％を越え, 100歳以

上の入所者がいる施設は８施設であった.

性別では２施設で男性入所者が多かったものの, 女性

入所者が70％以上を占めた施設が21施設みられ, そのう

ち80％を占めた施設が13施設みられた.

介護度では, 要支援が４施設でみられたがいずれも１

名のみであった. 要介護１度の占める割合が30％台を占

めたのは１施設のみで, 要介護度４～５では30％台が３

施設, 40％台が６施設, 50％台が７施設, 60％台が３施

設, 70％台が４施設みられ, 要介護４～５の占める割合

が高い施設が多い傾向を示した.

痴呆度は, 21施設から回答が得られ, ｢痴呆なし｣ が5

4.0％, 37.5％が各々１施設みられたものの, 痴呆度を明

らかにした20施設では, 要介護４と５を合わせた割合が

最も低い施設でも40％台が３施設であり, 50％台が３施
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表１ 対象 (看護職) の属性

人数
(n=82)

％

年 齢 20歳代 8 9.8
30歳代 24 29.3
40歳代 19 23.2
50歳代 22 26.8
60歳代 3 3.7
70歳代 2 2.4
未記入 4 4.9

性 別 女性 80 97.6
男性 2 2.4

所有資格 看護師 40 48.8
准看護師 42 51.2

職 位 看護師長 (看護・介護責任者,
医務責任者を含む)

3 3.7

主任・係長 16 19.5
スタッフ 61 74.4
相談員 1 1.2
機能回復訓練指導員 1 1.2

現職場での
経験年数

1年未満 23 28.0
1年～5年未満 35 42.7
5年～10年未満 11 13.4
10年～15年未満 8 9.8
15年～20年未満 2 2.4
20年～ 1 1.2
未記入 2 2.4

現職場以前
での経験年
数

1年～5年未満 16 19.5
5年～10年未満 16 19.5
10年～15年未満 19 23.2
15年～20年以上 12 14.6
20年～25年未満 4 4.8
25～30年未満 3 3.7
30～35年未満 4 4.8
35～40年未満 2 2.4
40年以上 3 3.7
未記入 3 3.7

現職場以前
の職場
(複数回答)

病院・総合病院 68 82.9
医院・個人病院 5 6.1
老人保健施設 2 2.4
特別養護老人ホーム 2 2.4
訪問看護 3 3.7
身体障害者施設 1 1.2
保健所 1 1.2
その他 6 7.3
なし 12 14.6
未記入 9 10



設, 60％台が４施設, 70％台が５施設, 80％台が３施設

であり, 88％を占めた施設が１施設みられた.

入所者の平均在所日数は, 不明を除き10施設が１ヶ月

から４年10ヶ月と幅がみられた.

施設内死亡者数及び病院死亡者数は, 22施設から回答

が得られ, 前者は０名 (12施設) から13名 (１施設),

後者は０名 (１施設) から21名 (１施設) と, いずれも

施設によるばらつきがみられた.

外泊・外出状況は, 21施設から回答が得られ, １施設

を除いて, ｢ほとんどなし｣ を占める割合が高い傾向を

示した. また, 面会状況は, 21施設から回答が得られ,

｢定期的｣ が０～93.0％にわたる一方, ｢ほとんどなし｣

が2.0～90％にわたり, 施設によるばらつきがみられた.

４. 看護活動について (表４)

１) 『日常的に実践している看護行為』 について

『日常的に実践している看護行為』 の上位７位を挙げ

ると, 【病状観察・心理的支援などの行為】では, ｢病

状観察・情報収集｣ ｢服薬管理｣ ｢感染症の予防・処置｣

｢緊急時の対応や処置｣ の４行為, 【療養上の世話】で

は, ｢移動の援助｣ の１行為, 【医療的な処置】では,

｢浣腸・摘便｣ ｢吸引・吸入など｣ ｢褥創の処置｣ の３行

為, 【記録・報告・連携】では, ｢看護師間・介護者と

の申し送り｣ の１行為総計９行為であり, いずれも約80

％以上の看護職が日常的な看護行為としていた. 一方,

10％に満たず, 日常的ではない看護行為は, ｢レスピレー

ターの管理｣ ｢透析｣ ｢気管切開の処置｣ ｢中心静脈栄養｣

であった.

２) 『大切に思う看護行為』 について

『大切に思う看護行為』 の上位７位を挙げると, 【病

状観察・心理的支援などの行為】では, ｢病状観察・情

報収集｣ ｢環境整備｣ ｢療養指導｣ ｢生活のリズム・仕方

の把握｣ ｢死の看取り｣ の５行為, 【療養上の世話】で

は, ｢歯磨き・口腔清拭｣ ｢理学療法士・作業療法士以外

によるリハビリテーション｣ の２行為, 【記録・報告・

連携】では, ｢家族との連携｣ ｢施設内の保健医療従事者

との連携｣ ｢施設外の保健医療従事者との連携｣ の３行

為の総計10行為であり, 約47～65％の看護職が大切に思

う看護行為であった. 【医療的な処置】では, 30％前後

の看護職が大切とした看護行為が６行為みられたものの,

｢気管切開の処置｣ ｢中心静脈栄養｣ ｢透析｣ ｢レスピレー

ターの管理｣ は, 10％に満なかった.

３) 『より充実 (強化) したい看護行為』

『より充実 (強化) したい看護行為』 の上位７位を挙

げると, 【病状観察・心理的支援などの行為】では,

｢病状観察・情報収集｣ ｢療養指導｣ ｢死の看取り｣ ｢緊急

時の対応や指示｣ ｢感染症の予防・処置｣ の５行為,
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表２ 所属施設について 施設数
(n=23)

設置主体 社会福祉法人 22
広域連合 1

定床数 50床 5
60床 4
70床 3
80床 5
100床 5
110床 1

開設年代 1970年代 2
1980年代 2
1990年代 11
2000年代 6

併設施設・
事業

なし 1
ある 22
併設施設・
事業の内訳
(複数回答)

ショートステイ 22
デイサービス 19
在宅介護支援センター 14
ケアハウス 8
グループホーム 3
養護老人ホーム 2
訪問看護ステーション 2
老人保健施設 1
病院 1
介護実習・普及センター 1
訪問介護 4
訪問入浴 2
配食サービス 1

職員構成 看護職 専任の看護師のみ 1
専任とパートの看護師 1
専任の看護師と専任の准看護師 2
専任の看護師と, 専任とパートの准看護師 3
専任の看護師と, 専任と嘱託の准看護師 1
専任とパートの看護師と専任の准看護師 4
専任とパートの看護師と, 専任・パートの准看護師 3
専任とパートと嘱託の看護師と専任の准看護師 1
パートの看護師と, 専任とパートの准看護師 1
パートの看護師と, 専任とパートと嘱託の准看護師 1
専任の准看護師のみ 2
専任とパートの准看護師 3

医師 嘱託 21
専任 1
パートと嘱託 1

介護福祉士 専任のみ 12
専任とパート 6
専任とパートと嘱託 2
専任と嘱託 1
雇用なし 1
未記入 2

ケアワーカー 専任のみ 5
専任とパート 13
専任とパートと嘱託 3
専任と嘱託 1
未記入 1

生活指導員 専任 23
理学療法士・
作業療法士

専任のみ 1
嘱託のみ 2
看護職が兼任 1
雇用なし 19

栄養士 専任のみ 1
専任とパート 1
嘱託 21
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表
３

入
所
者
の
背
景
に
つ
い
て

施
設 名
定
床 数

年
齢

性
別

介
護

度
痴
呆
度

平
均
在

所
年
数

施
設

内
死

亡
者

病
院

死
亡

者

外
出
・
外
泊

状
況

面
会
状
況

最
低
最
高
65
歳
未
満

65
～ 75
歳

75
～ 85
歳

85
～ 10
0歳

10
0歳
以
上

女
性

男
性

要
支
援
要
介
護
１

要
介
護
２

要
介
護
３

要
介
護
４

要
介
護
５

痴
呆
な
し

軽
度

中
等
度

重
度

定
期 的
不
定 期

ほ
と

ん
ど

な
し

定
期 的
不
定 期

ほ
と

ん
ど

な
し

A
70

不
明

57
(8
1.4
)
13
(1
8.6
)

0
6(
8.6
)

6(
8.6
)
11
(1
5.7
)
18
(2
5.7
)
29
(4
1.4
)
不
明

不
明

5
5

2
5

63
25

14
31

B
60

65
10
0

0
6(
10
.0)
19
(3
1.7
)
34
(5
6.7
)
1(
1.7
)
54
(9
0.0
)
6(
10
.0)

0
0
9(
15
.0)
13
(2
1.7
)
21
(3
5.0
)
17
(2
8.3
)
11
(1
8.3
)
16
(2
6.7
)
14
(2
3.3
)
19
(3
1.7
)
2年
6ヶ
月

0
6

4
3

53
25

30
5

C
60

68
10
0

0
9(
15
.0)
20
(3
3.3
)
30
(5
0.0
)
1(
1.7
)
49
(8
1.7
)
11
(1
8.3
)

0
3(
5.0
)

4(
6.7
)
12
(2
0.0
)
18
(3
0.0
)
23
(3
8.3
)

1(
1.7
)
13
(2
1.7
)
21
(3
5.0
)
25
(4
1.7
)
3年
10
ヶ
月

4
3

0
1

59
15

41
4

D
80

66
98

0
9(
11
.3)
34
(4
2.5
)
37
(4
6.3
)

0
56
(7
0.0
)
24
(3
0.0
)
1(
1.3
)

4(
5.0
)
14
(1
7.5
)
16
(2
0.0
)
20
(2
5.0
)
25
(3
1.3
)
8(
10
.0)
15
(1
8.8
)
22
(2
7.5
)
35
(4
3.8
)

不
明

0
19

2
5

73
6

31
43

E
11
0
63

99
1(
0.9
)
10
(9
.1)
44
(4
0.0
)
55
(5
0.1
)

0
92
(8
3.6
)
18
(1
6.4
)

0
13
(1
1.8
)
27
(2
4.5
)
22
(2
0.0
)
27
(2
4.5
)
21
(1
9.1
)
10
(9
.1)
21
(1
9.1
)
43
(3
9.1
)
36
(3
2.7
)
3年
8ヶ
月

1
9

1
18

91
15

91
4

F
80

67
10
4

0
11
(1
3.8
)
25
(3
1.3
)
43
(5
3.8
)
1(
1.3
)
64
(8
0.0
)
16
(2
0.0
)
1(
1.3
)

0
10
(1
2.5
)
11
(1
3.8
)
23
(2
8.8
)
35
(4
3.8
)

5(
6.3
)
12
(1
5.0
)
17
(2
1.3
)
46
(5
7.5
)

不
明

0
9

2
1

77
8

19
53

G
80

65
96

0
13
(1
6.3
)
32
(4
0.0
)
35
(4
3.8
)

0
67
(8
3.8
)
13
(1
6.3
)

0
4(
5.0
)
18
(2
2.5
)
13
(1
6.3
)
14
(1
7.5
)
31
(3
8.8
)
30
(3
7.5
)
16
(2
0.0
)
16
(2
0.0
)
18
(2
2.5
)

不
明

0
12

0
6

74
15

51
12

H
10
0

不
明

4(
4.0
)
16
(1
6.0
)
55
(5
5.0
)
25
(2
5.0
)

0
92
(9
2.0
)

8(
8.0
)
1(
1.0
)

8(
8.0
)
11
(1
1.0
)
10
(1
0.0
)
32
(3
2.0
)
38
(3
8.0
)
15
(1
5.0
)
25
(2
5.0
)
25
(2
5.0
)
35
(3
5.0
)

不
明

2
21

3
20

77
20

50
30

I
50

66
97

0
9(
18
.0)
18
(3
6.0
)
23
(4
6.0
)

0
38
(7
6.0
)
12
(2
4.0
)
1(
2.0
)

4(
8.0
)
8(
16
.0)
14
(2
8.0
)
13
(2
6.0
)
10
(2
0.0
)

1(
2.0
)
6(
12
.0)
28
(5
6.0
)
15
(3
0.0
)

不
明

0
9

0
2

48
0

20
30

J
50

61
96
1(
2.0
)
8(
16
.0)
17
(3
4.0
)
24
(4
8.0
)

0
42
(8
4.0
)
8(
16
.0)

0
4(
8.0
)
16
(3
2.0
)
14
(2
8.0
)
8(
16
.0)

8(
16
.0)

5(
10
.0)

5(
10
.0)
20
(4
0.0
)
20
(4
0.0
)
4年
4ヶ
月

1
4

1
1

48
2

3
45

K
60

74
98

0
3(
5.0
)
16
(2
6.7
)
41
(6
8.3
)

0
50
(8
3.3
)
10
(1
6.7
)

0
3(
5.0
)
6(
10
.0)

7(
11
.7)
20
(3
3.3
)
24
(4
0.0
)

5(
8.3
)

不
明

4年
10
ヶ
月

8
0

1
20

39
5

15
40

L
50

53
10
1
2(
4.0
)

4(
8.0
)
20
(4
0.0
)
23
(4
6.0
)
1(
2.0
)
38
(7
6.0
)
12
(2
4.0
)

0
7(
14
.0)
12
(2
4.0
)
11
(2
2.0
)
9(
18
.0)
11
(2
2.0
)
6(
12
.0)

9(
18
.0)
19
(3
8.0
)
16
(3
2.0
)

不
明

0
6

不
明

M
10
0
61

95
1(
1.0
)
18
(1
8.0
)
32
(3
2.0
)
49
(4
9.0
)

0
82
(8
2.0
)
18
(1
8.0
)

0
5(
5.0
)
20
(2
0.0
)
23
(2
3.0
)
26
(2
6.0
)
26
(2
6.0
)
15
(1
5.0
)
19
(1
9.0
)
19
(1
9.0
)
47
(4
7.0
)
3年
2ヶ
月

0
13

8
3

89
35

40
25

Ｎ
80

62
99
2(
2.5
)
8(
10
.0)
28
(3
5.0
)
42
(5
2.6
)

0
57
(7
1.3
)
23
(2
3.8
)

0
10
(1
2.5
)
10
(1
2.5
)
13
(1
6.3
)
16
(2
0.0
)
31
(3
8.8
)
9(
11
.3)
33
(4
1.3
)
24
(3
0.0
)
14
(1
7.5
)
4年
1ヶ
月

13
8

5
16

59
12

55
13

Ｏ
70

68
10
2

0
13
(1
8.6
)
23
(3
2.9
)
33
(4
7.1
)
1(
1.4
)
56
(8
0.0
)
14
(2
0.0
)
1(
1.4
)

3(
4.3
)
7(
10
.0)
10
(1
4.3
)
21
(3
0.0
)
28
(4
0.0
)

3(
4.3
)
20
(2
8.6
)
34
(4
8.6
)
13
(1
8.6
)

1ヶ
月

10
3

65
5

10
30

30

P
50

62
98
1(
2.0
)
9(
18
.0)
15
(3
0.0
)
25
(5
0.0
)

0
41
(8
2.0
)
9(
18
.0)

0
0
6(
12
.0)
16
(3
2.0
)
13
(2
6.0
)
15
(3
0.0
)
27
(5
4.0
)

3(
6.0
)

2(
4.0
)
18
(3
6.0
)

不
明

6
4

2
0

48
25

20
5

Ｑ
70

67
96

0
5(
7.1
)
35
(5
0.0
)
30
(4
2.9
)

0
57
(8
1.4
)
13
(1
8.6
)

0
8(
11
.4)

9(
12
.9)
17
(2
4.3
)
14
(2
0.0
)
22
(3
1.4
)

不
明

2年
１
ヶ
月

0
12

不
明

Ｒ
50

68
91

0
8(
16
.0)
23
(4
6.0
)
19
(3
8.0
)

0
39
(7
8.0
)
11
(2
2.0
)

0
8(
16
.0)
11
(2
2.0
)
12
(2
4.0
)
13
(2
6.0
)
6(
12
.0)
11
(2
2.0
)
8(
16
.0)
23
(4
6.0
)
8(
16
.0)

1年
8ヶ
月

0
4

0
2

48
10

31
9

Ｓ
10
0
60
10
1
1(
1.0
)
15
(1
5.0
)
27
(2
7.0
)
56
(5
6.0
)
1(
1.0
)
74
(7
4.0
)
26
(2
6.0
)

0
12
(1
2.0
)
23
(2
3.0
)
28
(2
8.0
)
27
(2
7.0
)
10
(1
0.0
)
10
(1
0.0
)
40
(4
0.0
)
20
(2
0.0
)
30
(3
0.0
)

不
明

0
18

4
5

91
93

5
2

Ｔ
10
0
55
10
1
1(
1.0
)

7(
7.0
)
41
(4
1.0
)
50
(5
0.0
)
1(
1.0
)
74
(7
4.0
)
26
(2
6.0
)

0
16
(1
6.0
)
15
(1
5.0
)
21
(2
1.0
)
27
(2
7.0
)
21
(2
1.0
)
15
(1
5.0
)
30
(3
0.0
)
45
(4
5.0
)
10
(1
0.0
)
１
年
３
ヶ
月

0
3

5
20

75
55

28
17

Ｕ
10
0
60
10
0
2(
2.0
)

7(
7.0
)
42
(4
2.0
)
48
(4
8.0
)
1(
1.0
)
25
(2
5.0
)
75
(7
5.0
)

0
13
(1
3.0
)
19
(1
9.0
)
26
(2
6.0
)
29
(2
9.0
)
13
(1
3.0
)

不
明

10
ヶ
月

0
20

6
27

67
38

25
19

Ｖ
60

61
94
1(
1.7
)
10
(1
6.7
)
21
(3
5.0
)
28
(4
6.7
)

0
26
(4
3.3
)
34
(5
6.7
)

0
3(
5.0
)
7(
11
.7)
20
(3
3.3
)
19
(3
1.7
)
11
(1
8.3
)
6(
10
.0)
25
(4
1.7
)
23
(3
8.3
)
6(
10
.0)

不
明

1
0

8
30

22
26

30
3

Ｗ
80

59
97
2(
2.5
)

6(
7.5
)
30
(3
7.5
)
42
(5
2.6
)

0
61
(7
6.3
)
19
(2
3.8
)

0
5(
6.3
)
18
(2
2.5
)
19
(2
3.8
)
26
(3
2.5
)
12
(1
5.0
)

4(
5.0
)

5(
6.3
)
27
(3
3.8
)
44
(5
5.0
)
２
ヶ
月

不
明
不
明

4
9

67
25

47
8



【療養上の世話】では, ｢理学療法士・作業療法士以外

によるリハビリテーション｣ ｢特異―問題―行動のケア｣

の２行為, 【記録・報告・連携】では, ｢入院時の看護

記録, 問題リスト, 看護計画, 経過記録, 体温表, サマ

リー｣ ｢カンファレンス｣ ｢看護師間・介護者との申し送

り｣ ｢家族との連携｣ ｢施設外の保健医療従事者との連携｣

の５行為の総計12行為であった. 【医療的な処置】では,

約30％の看護職が大切とした看護行為が１行為のみであ

り, ｢点滴の管理｣ ｢中心静脈｣ ｢透析｣ ｢酸素療法｣ ｢レ

スピレーターの管理｣ ｢経管栄養｣ の６行為は10％に満

たなかった.

４) 『日常的に実践し, かつ, 大切に思い, かつ, より

充実 (強化) したい看護行為』 について

『日常的に実践し, かつ, 大切に思い, かつ, より充

実 (強化) したい看護行為』 を満たす看護行為を上位７

位でみると, 【病状の観察・心理的支援などの行為】の

｢病状観察・情報収集｣ のみであり, 『大切に思い, かつ,

より充実 (強化) したい看護行為』 は, 【病状の観察・

心理的支援などの行為】の ｢病状観察・情報収集｣ ｢療

養指導｣ ｢死の看取り｣, 【療養上の世話】の ｢理学療法

士・作業療法士以外によるリハビリテーション｣, 【記

録・報告・連携】の ｢家族との連携｣ ｢施設外の保健医

療従事者との連携｣ の総計６行為であった.

Ⅲ. 考察

１. 対象 (看護職) 者の特徴

Ｇ地区の看護職者の特徴は, 30～50歳代で現職場の経

験年数が１～５年未満, １～10年の病院経験をもつ女性

の看護スタッフが多かったといえよう. なお, これまで

の４地区の結果4,5)ではみられなかった70歳代の対象が２

名存在したのも本地区の特徴といえよう.

２. 施設の特徴

Ｇ地区の施設の特徴として, 社会福祉法人で, 定床数

が80・100床の1990年代に開設され, 何らかの併設施設・

事業を有する施設が多く, 職員構成では, 医師・栄養士

は嘱託が, 介護福祉士と生活指導員は専任が, 理学療法

士・作業療法士は雇用なしが多い傾向を示し, さらに,

看護職の雇用形態は様々であった. なお, １施設とはい

え, 専任の医師の存在は, これまでの４地区ではみられ

なかったことである.
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表４ 看護職の ｢日常的に実施している・大切に思う・より充
実 (強化) したい看護行為｣ の実態

看 護 行 為

日常的に実
践している
看護行為

大切に思う
看護行為

よ り 充 実
(強化)した
い看護行為

n=73 ％ n=68 ％ n=59 ％

病
状
観
察
・
心
理
的
支
援
な
ど
の
行
為

1 病状観察・情報収集 68 93.2 34 50.0 21 35.6

2 服薬管理 67 91.8 26 38.2 9 15.3

3 環境整備 33 45.2 42 61.8 12 20.3

4 療養指導 44 60.3 39 57.4 21 35.6

5
社会資源の活用など
の調整・介護機器の
アドバイス

18 24.7 31 45.6 13 22.0

6 生活のリズム・仕方
の把握 39 53.4 32 47.1 11 18.6

7 死の看取り (ターミ
ナルケア) 26 35.6 33 48.5 22 37.3

8 緊急時の対応や指示 58 79.5 29 42.6 24 40.7

9 検査補助 49 67.1 23 33.8 4 6.8

10 感染症の予防・処置 60 82.2 26 38.2 20 33.9

療
養
上
の
世
話

11 移動の援助 66 90.4 19 27.9 8 13.6

12 食事・栄養の援助 57 78.1 28 41.2 13 22.0

13 歯磨き・口腔清拭 32 43.8 32 47.1 18 30.5

14 清潔の援助 (入浴介
助) 49 67.1 28 41.2 10 16.9

15 清潔の援助 (全身清
拭) 37 50.7 30 44.1 11 18.6

16 清潔の援助 (その他) 29 39.7 18 26.5 6 10.2

17 整容・衣類の着脱の援助 51 69.9 20 29.4 8 13.6

18 排泄の援助 46 63.0 24 35.3 11 18.6

19
理学療法士・作業療
法士以外によるリハ
ビリテーション

27 37.0 34 50.0 24 40.7

20 体位変換 41 56.2 26 38.2 15 25.4

21 特異ー問題ー行動のケア 35 47.9 30 44.1 21 35.6

22 その他 1 1.4 0 0.0 2 3.4

医
療
的
な
処
置

23 点滴の管理 38 52.1 11 16.2 2 3.4

24 中心静脈栄養 6 8.2 5 7.4 2 3.4

25 透析 1 1.4 5 7.4 2 3.4

26 ストーマー人工肛門ーの処置 34 46.6 11 16.2 6 10.2

27 酸素療法 27 37.0 12 17.6 5 8.5

28 レスピレーターの管理 0 0.0 5 7.4 3 5.1

29 気管切開の処置 4 5.5 4 5.9 5 8.5

30 疼痛の看護 45 61.6 23 33.8 13 22.0

31 経管栄養 57 78.1 23 33.8 5 8.5

32 モニターの測定 23 31.5 12 17.6 6 10.2

33 褥創の処置 64 87.7 24 35.3 18 30.5

34 カテーテルの管理 48 65.8 19 27.9 7 11.9

35 吸引・吸入など 58 79.5 22 32.4 9 15.3

36 浣腸・摘便 67 91.8 20 29.4 8 13.6

37 その他 4 5.5 0 0.0 0 0.0

記
録
・
報
告
・
連
携

38

入院時の看護記録,
問題リスト, 看護計
画, 経過記録, 体温
表, サマリー

57 78.1 26 38.2 30 50.8

39 カンファレンス 52 71.2 30 44.1 20 33.9

40 看護婦間・介護者との申し送り 63 86.3 29 42.6 25 42.4

41 家族との連携 43 58.9 44 64.7 26 44.1

42 施設内の他の保健医療従事者との連携 39 53.4 34 50.0 16 27.1

43 施設外の保健医療従事者との連携 39 53.4 38 55.9 20 33.9

44 その他 3 4.1 0 0.0 0 0.0



３. 入所者の特徴

入所者は, いずれの施設も中等度から重度の痴呆を有

する女性の後期高齢者で, かつ, 要介護４～５で外出・

外泊の機会が少ない, いわゆる認知障害のある脆弱な高

齢者の入所者の占める割合が高いといえよう. なお, 特

養入所適用でない要支援の入所者が４施設でみられたが,

これは介護保険適用以前 (措置入所) からの入所者で,

経過措置として入所している高齢者と捉えられる.

４. 看護活動について

１) 『日常的に実践している看護行為』 『大切に思う看護

行為』 及び 『より充実 (強化) したい看護行為』 につい

て

『日常的に実践している看護行為』 は, 現実に実践し

ている行為であり, 『大切に思う看護行為』 と 『より充

実 (強化) したい看護行為』 は, 看護職の各看護行為に

対する認識と捉えることができる. Ｇ地区の看護職の看

護行為の現状をみると, 『日常的に実践している看護行

為』 よりも 『大切に思う看護行為』, さらに 『大切に思

う看護行為』 よりも 『より充実 (強化) したい看護行為』

が占める割合が低かった. これは, 看護職が現実的に実

践している看護行為について, 実践しているほどには大

切に思ったり, 充実 (強化) したい行為とは認識してい

ないことを示していよう.

２) 『日常的に実践している看護行為』 について

上位７位に挙げられた９行為は, 生活の場である特養

において, 入所者の健康生活を支える上で, 看護職に求

められている看護学的専門知識や技術の行為といえよう.

しかし, 【病状観察・心理的支援などの行為】において,

｢社会資源の活用などの調整・介護機器のアドバイス｣

や ｢死の看取り｣ の占める割合が低かった. これは, 前

者は介護保険の導入による制約や, 調整役として生活指

導員やケアマネージャーがその役割を果たしている結果

ではないだろうか. また, 介護機器は, 各施設で準備さ

れ, 使用可能な機器のアドバイスを介護職員へ委譲して

いることが考えられる. しかし, 個々の入所者の日常生

活動作行動を維持・向上する上で, 看護職が看護学的視

点から適切な介護機器の導入やアドバイスができる必要

があろう. また, ｢死の看取り｣ の割合が低かったのは,

Ｇ地区の分析結果を待たなければならないが, これまで

の４地区の実態4,5)や特養看護職を対象にした検討会6)な

どから, 看取りをする方針の施設とない施設があること

に由来すると捉えられよう.

【医療的な処置】では, 殊に日常的行為として10％に

満たなかった４行為は, 特養が福祉施設であり, かつ介

護保険適用施設として, 医療的処置に限界があることに

よると捉えられよう. しかし, 生活の場とはいえ, 入所

者の特徴で挙げたように, 後期高齢者の入所の増大, 介

護度の重度化の実態がある. 高齢者は老化現象に加え,

何らかの疾患や障害を有していることが多く, それが介

護度の重症化を招来していることも事実であり, 医療依

存度は必然的に高くなるといえよう. 【医療的な処置】

が必要な高齢者を療養型を含む医療施設へ転院すること

が適切であるとするならば, 高齢者の大半がその適用に

なろう. 特養における医療的処置をどこまで可能にする

かは, 職員の大半が介護職員で占め, 医師・看護体制上

の問題などから未だ明確ではないことが, 指摘されてお

り7～9), 施設の考え方によって受け入れられたり受け入

れられなかったりしているのが現状である. 特養の機能

についても厚生労働省の見解, それに対する全老人福祉

施設協議会の反論10)など論議になっていることでもあり,

高齢者やその家族の立場に立った解決が急がれる課題と

いえよう.

３) 『大切に思う, かつ, より充実 (強化) したい看護

行為』 について

上位７位でみた 『大切に思う, かつ, より充実 (強化)

したい看護行為』 の６行為は, Ｇ地区の特養看護職が入

所者の健康生活を支える看護専門職の果たすべき役割と

して重要であり, かつ, より強化すべき課題となる看護

行為と認識していると捉えられる. すなわち, これらの

看護行為をより充実するために, 各施設における現状の

詳細についての情報交換をもとに, その取り組みを検討

する必要があろう. つまり, 今後予定されているワーク

ショップのテーマや内容は, これらをもとに組むことが

求められていると捉えられよう.

まとめ

本研究は, Ｇ県Ｇ地区の全特養23施設, 82名の看護職

を対象に, 施設・入所者及び看護活動に関する現状と看

護職が認識している課題を検討した. その結果, 以下の

ことが明らかになった.
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１. 回答者 (看護職) の特徴は, 70歳代の２名の存在

と, 30～50歳代, 現職場の経験年数が１～５年未満, で

１～10年の病院経験をもつ女性の看護スタッフが多かっ

た.

２. 施設は, 1990年代開設の社会福祉法人で, 定床数

が80・100床の何らかの併設施設を有している施設が多

く, 職員構成では, 医師・栄養士は嘱託が, 介護福祉士

と生活指導員は専任が, 理学療法士・作業療法士は雇用

なしが多い傾向を示し, 看護職の雇用形態は様々であっ

た. また, 専任の医師が１施設みられたのも特徴であっ

た.

３. 入所者は, 中等度～重度痴呆の後期高齢女性が多

く, 要介護４～５で外出・外泊の機会が少ない傾向を示

した.

４. 看護活動について

１) 『日常的に実践している看護行為』 よりも 『大切に

思う看護行為』 が, さらに 『より充実 (強化) したい看

護行為』 の占める割合が低かった.

２) 『日常的に実践し, かつ大切に思い, かつ, より充

実したい看護行為』 は１行為であったが, 『大切に思い,

かつ, より充実 (強化) したい看護行為』 の上位６行為

は, ワークショップのテーマの手がかりになろう.

なお, 本結果は, Ｇ地区特養の現状と看護職が認識し

ている看護活動の課題の全容を検討することであったた

め, データ収集方法に違いがあったが, それらをまとめ

て分析している. このことから回答内容に多少のバイア

スがあったことは否めない. また, 看護職の属性, 施設

の特徴および入所者の背景と, 看護活動との関連を検討

していない. これらについては, 今後の課題として, Ｇ

県５地区全体の現状と課題を検討する際に明らかにした

いと考えている.
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はじめに

病棟に働く看護師は, 患者や家族の満足度を重視しつ

つ, 個々の患者やその家族の ｢看護ケアが必要な状態｣

に対して立案した看護計画に基づき, 継続的に看護ケア

を提供している. しかし, このように提供した看護ケア

に対する患者や家族の状態改善の仕方や満足度が異なる

という体験が少なくない. これには, 患者や家族の看護

師に対する信頼感や, ケアを提供する看護師のケア技術

を含む提供の仕方が関与すると考えられる. そこで, 昨

年, ある一病棟の患者および付き添っていた家族を対象

に, 日々受けているケアを通じての信頼できる・できな

い看護師および満足できる・できない看護ケアに関する

面接調査を実施した. その結果, 信頼できる・できない

看護師や満足できる・できない看護ケアは, 看護師の対

応のあり方によることが明らかになった1).

看護の質に関する指標はアウトカム指標・ケアの過程

指標・ケアの構造指標の３種類があるといわれており2),

看護ケアに対する患者や家族の満足度は, アウトカム指

標の一部として看護ケアの質を評価する上で重要な要素

である. しかし, 看護の質全体に対する患者満足度の調

査は行われているが, 看護師の対応に焦点を当てた調査

報告は見出せなかった. だが, 先行研究において明らか

になったように, 看護ケアの質的向上には, 看護師への

信頼や看護ケアの満足に関連した看護師の対応のあり方

を検討する必要がある. そこで, 看護ケアの質的向上に

向けた取り組みの一環として, 看護師の対応に対する入

院患者および付き添い家族の満足度の実態を把握したの

で, 第１報としてここに報告する.

Ⅰ. 研究方法

１. 調査対象

約800床を有する総合病院に入院中の患者および, 調

査時に付き添っていた家族である. なお, 家族について

は調査時にその場にいた家族であり, 24時間付き添って

いるのか, もしくは面会中であるかは問わなかった. ま

た, 重症・認知障害のある患者, ICU 入室中の患者,

調査日時に外出・外泊・検査・手術などで不在であった

患者, 調査に了解が得られなかった患者・家族は除いた.

２. 調査方法および倫理的配慮

１) 院長に調査の趣旨・内容・方法を説明し, 了解を得

た. また, 看護師長会議でも同様に説明し, 了解を得た.

２) 研究者６名が各々２～３病棟担当し, 各病棟の看護

師長と調査日を調整し, 入院患者および付き添い家族の

病床を個別に訪問した.

３) 調査時は, 自己紹介後, 調査の趣旨・内容・方法及

び協力の有無が診療や看護ケアに影響がないこと, 結果
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は統計的に処理し, プライバシーを確保することを説明

した. 調査協力の承諾が得られた場合, 質問紙を配布し,

記入を依頼した. なお, 質問項目が見えにくい, 病状や

高齢で質問内容を読んで回答するには大変時間を有する

などの理由で, 聞き取って記載してほしいと要望した患

者・家族の場合は, 質問紙の調査内容に基づく聞き取り

調査とした.

４) 質問紙の回収は対象の要望にそい, 30分～１時間後,

もしくは後日に, 調査した研究者が訪問し, 回収した.

３. 調査内容

１) 調査対象の属性について

入院患者については, 年齢, 性別, 病名, 入院病棟,

入院期間, 当該病院への入院回数, 当該病院以外の入院

経験の有無, を, 付き添っていた家族については, 年齢,

性別, 付き添い患者の病名・入院病棟・入院期間・当該

病院入院回数, 当該病院以外での付き添い経験, 付き添

い患者との関係, を項目として設けた.

２) 看護師の対応に対する患者・付き添い家族の満足度

について

看護師の対応に対する患者・付き添い家族の満足度調

査を行うにあたり, 昨年度, 面接調査を行った ｢信頼で

きる・できない看護師および満足できる・できない看護

ケア｣ の結果から得られた満足につながる看護師の対応

と, 看護に関わる満足度調査の研究報告を参考に, 看護

師の対応を表す項目を抽出し, 分類・整理した. その結

果, 構成された23項目について再度面接調査結果に戻っ

て研究者間で検討した結果, 18項目に整理された. この

18項目を設問項目とし, 看護師の対応に対する満足度に

ついて, ｢正にそうである｣ ｢どちらかといえばそうであ

る｣ ｢どちらともいえない｣ ｢どちらかといえば違う｣

｢全く違う｣ の５件法で回答を得ることとした. また,

看護師の対応についての満足度の総合評価も加え, ｢大

変満足｣ ｢おおむね満足｣ ｢どちらともいえない｣ ｢やや

不満｣ ｢大変不満｣ の５件法で回答を得ることとした.

質問調査用紙として患者用と付き添い家族用を作成し,

ある一病棟に入院中の患者と付き添い家族を対象にプリ

テストの実施と意見を聞き, 調査可能と判断した.

４. 調査期間

平成14年11月８日～平成15年１月16日

５. 分析方法

調査対象の属性と看護師の対応に対する満足度につい

ては単純集計を行った. また, 属性と満足度の総合評価

との関係をみるために, カイ２乗検定を行った.

Ⅱ. 結果

１. 調査対象の概要

１) 入院患者について

調査できた入院患者は, 797名 (定床) 中, 283名 (回

答率35.5％) であった. 年齢は, 15～91歳にわたり, 平

均年齢59.8 (SD±17.4) 歳であった. 年齢階級別では,

65歳以上が131名 (46.3％) と最も多く, 次いで30歳以

上65歳未満が128名 (45.2％), 15歳以上30歳未満が20名

(7.1％), 無回答が４名 (1.4％) であった. 性別は男性

145名 (51.2％), 女性138名 (48.8％) であった. 疾患は

系統別でみると, 消化器系が83名 (29.3％) で最も多く,

次いで産婦人科系が26名 (9.2％), 循環器系が23名 (8.1

％), 呼吸器系と血液系が各々18名 (6.4％) であった.

入院期間は, １ヶ月未満が179名 (63.3％), １ヶ月以上

３ヶ月未満が86名 (30.4％), ３ヶ月以上６ヶ月未満が

12名 (4.2％), ６ヶ月以上１年未満が３名 (1.1％), 無

回答が３名 (1.1％) であった. 当該病院への入院回数

は, 初回入院が116名 (41.0％), ２回目が78名 (27.6％),

３回目以上が87名 (30.7％), 無回答が２名 (0.7％) で

あった. 当該病院以外の入院経験は, ｢なし｣ が158名

(55.8％), ｢あり｣ が121名 (42.8％), 無回答が４名 (1.4

％) であった.

２) 付き添い家族について

調査できた付き添い家族は, 104名であった. 年齢は,

20～85歳にわたり, 平均年齢52.4 (SD±17.5) 歳であっ

た. 年齢階級別では, 30歳以上65歳未満が53名 (50.5％)

と最も多く, 次いで65歳以上が34名 (32.4％), 30歳未

満が13名 (12.4％), 無回答が５名 (4.8％) であった.

性別は女性97名 (92.4％), 男性７名 (6.7％), 無回答１

名 (0.9％) であった. 付き添い家族と患者との関係は,

配偶者が43名 (41.0％) と最も多く, 次いで子供32名

(30.5％), 親15名 (14.3％) であった. 付き添っている

患者の疾患は系統別でみると, 呼吸器系が25名 (23.8％)

で最も多く, 次いで循環器系・消化器系が各々13名

(12.4％), 脳神経系が９名 (8.6％) であった. 付き添っ
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ている患者の入院期間は, １ヶ月未満が71名 (67.6％),

１ヶ月以上３ヶ月未満が23名 (21.9％), ３ヶ月以上６

ヶ月未満が４名 (3.8％), ６ヶ月以上１年未満が５名

(4.8％) であった. 付き添っている患者の当該病院への

入院回数は, 初回入院が38名 (36.2％), ２回目が23名

(21.9％), ３回目以上が44名 (41.9％) であった. 家族

の当該病院以外の付き添い経験は, ｢なし｣ が63名 (60.0

％), ｢あり｣ が38名 (36.2％), 無回答が４名 (3.8％)

であった.

２. 看護師の対応に対する満足度

１) 入院患者について (図１)

18項目の看護師の対応中, ｢正にそうである｣ は全項

目にみられた. その中でも最も高かった項目は 『１. 頭

髪や服装が整っていて清潔感がある』 で191名 (67.5％),

次いで 『12. 必要な処置や援助内容を行う前に説明し,

了解の有無を確認してから行ってくれる』 の180名 (63.6

％) であった. 最も低かった項目は, 『15. かゆいとこ

ろに手の届くようなきめ細やかな援助をしてくれる』 で

87名 (30.7％) であった. ｢正にそうである｣ と ｢どち

らかといえばそうである｣ を合わせてみると, 最も高かっ

た項目は 『１. 頭髪や服装が整っていて清潔感がある』

で271名 (95.8％), 次いで 『２. 明朗・快活で覇気があ

る』 の262名 (92.6％) であった. ｢全く違う｣ は13項目

にみられたが, その中で最も高かった 『16. 健康回復や

健康 (自己) 管理に必要なことを, よく理解できるよう

わかりやすく説明してくれる』 でも７名 (2.5％) であっ

た. ｢全く違う｣ と ｢どちらかといえば違う｣ を合わせ

ると16項目あり, 最も高かった項目は 『８. 訴えたこと

や頼んだことに対して, 待たせることなく, 即座に対応

してくれる』 で24名 (8.5％), 次いで 『７. いちいち訴

えなくても, 体調や病状を的確に捉えて対応してくれる』

の17名 (6.0％) であった.

『総合評価としての看護師の対応についての満足度』

は, ｢大変満足｣ が92名 (32.5％), ｢おおむね満足｣ が

161名 (56.9％) で, 両者合わせて253名 (89.4％) であっ

た. また, ｢大変不満｣ はなく, ｢やや不満｣ が３名 (1.1

％) であった. ｢大変満足｣ と ｢おおむね満足｣ をあわ

せて ｢満足｣ とすると, 年齢階級別では, 65歳未満の患

者148名中 ｢満足｣ は131名 (88.5％), 65歳以上の患者

131名中 ｢満足｣ は118名 (90.1％) であった. 性別では,

男性145名中 ｢満足｣ は131名 (90.3％), 女性138名中

｢満足｣ は122名 (88.4％) で, 入院期間別では１ヶ月未

満の患者179名中 ｢満足｣ は162名 (90.5％), １ヶ月以

上３ヶ月未満の患者86名中 ｢満足｣ は76名 (88.4％),
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３ヶ月以上６ヶ月未満の患者12名中 ｢満足｣ は11名

(91.7％) であった. 当該病院への入院回数別では初回

入院である患者116名中 ｢満足｣ は104名 (89.7％), ２

回目の患者78名中 ｢満足｣ は69名 (88.5％) であった.

当該病院以外の入院経験 ｢あり｣ 121名中 ｢満足｣ は109

名 (90.1％), ｢なし｣ 158名中 ｢満足｣ は140名 (88.6％)

であった. 『総合評価としての看護師の対応についての

満足度』 と ｢年齢階級｣ ｢性別｣ ｢入院期間｣ ｢当該病院

への入院回数｣ ｢当該病院以外の入院経験｣ との間には

有意な差は認められなかった.

２) 付き添い家族について (図２)

18項目の看護師の対応中, ｢正にそうである｣ は全項

目にみられた. その中で最も高かった項目は 『１. 頭髪

や服装が整っていて清潔感がある』 で72名 (68.6％),

次いで 『３. 言葉使いが丁寧である』 と 『12. 患者さん

に必要な処置や援助内容を行う前に説明し, 了解の有無

を確認してから行ってくれる』 の61名 (58.1％) であっ

た. 最も低かった項目は, 『８. 訴えたことや頼んだこ

とに対して, 待たせることなく, 即座に対応してくれる』

で30名 (28.6％) であった. ｢正にそうである｣ と ｢ど

ちらかといえばそうである｣ を合わせてみると, 最も高

かった項目は 『１. 頭髪や服装が整っていて清潔感があ

る』 で102名 (97.1％), 次いで 『２. 明朗・快活で覇気

がある』 の92名 (87.6％) であった. ｢全く違う｣ は10

項目にみられたが, その中で最も高かった 『15. 患者さ

んにかゆいところに手の届くようなきめ細やかな援助を

してくれる』 でも３名 (2.9％) であった. ｢全く違う｣

と ｢どちらかといえば違う｣ を合わせると全18項目にあ

り, その中で最も高かった項目は 『８. 訴えたことや頼

んだことに対して, 待たせることなく, 即座に対応して

くれる』 で16名 (15.2％), 次いで 『15. 患者さんにか

ゆいところに手の届くようなきめ細やかな援助をしてく

れる』 の13名 (12.4％) であった.

『総合評価としての看護師の対応についての満足度』

は, ｢大変満足｣ が25名 (23.8％), ｢おおむね満足｣ が

60名 (57.1％) で, 両者合わせて85名 (81.0％) であっ

た. また, ｢大変不満｣ はなく, ｢やや不満｣ が５名 (4.8

％) であった. ｢大変満足｣ と ｢おおむね満足｣ をあわ

せて ｢満足｣ とすると, 年齢階級別では, 65歳未満の付

き添い家族66名中 ｢満足｣ は55名 (83.3％), 65歳以上

の付き添い家族34名中 ｢満足｣ は26名 (76.5％) であっ

た. 性別では, 男性７名中 ｢満足｣ は７名 (100.0％),

女性97名中 ｢満足｣ は78名 (80.4％) で, 患者の入院期

間別では１ヶ月未満の付き添い家族71名中 ｢満足｣ は58
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名 (81.7％), １ヶ月以上３ヶ月未満の付き添い家族23

名中 ｢満足｣ は17名 (73.9％), ３ヶ月以上６ヶ月未満

の付き添い家族４名中 ｢満足｣ は３名 (75.0％) であっ

た. 当該病院への患者の入院回数別では初回入院の付き

添い家族38名中 ｢満足｣ は32名 (84.2％), ２回目の付

き添い家族23名中 ｢満足｣ は18名 (78.3％) であった.

当該病院以外の付き添い経験では ｢あり｣ 38名中 ｢満足｣

は31名 (81.6％), ｢なし｣ 63名中 ｢満足｣ は53名 (84.1

％) であった. 『総合評価としての看護師の対応につい

ての満足度』 と ｢年齢階級｣ ｢性別｣ ｢入院期間｣ ｢当該

病院への入院回数｣ ｢当該病院以外の付き添い経験｣ と

の間には有意な差は認められなかった. しかし, ｢入院

患者・付き添い家族｣ との間に有意な差が認められた

(χ2＝4.033, df＝１, p＜0.05).

Ⅲ. 考察

１. 看護師の対応に対する患者および付き添い家族の満

足度について

今回の調査結果では, 看護師の対応に対する患者およ

び付き添い家族の満足度は概ね高かったといえる. また,

患者満足度を調査した研究において, 年齢, 入院経験,

入院期間の長期化が満足度に影響したと報告されている

が3,4), 今回の調査では影響はみられなかった. 患者満足

度では期待水準との関連が指摘されており5), 期待水準

が高くないことで全体の満足度が高くなる可能性も否定

できない. 本研究の調査対象である入院患者および付き

添い家族の期待水準が低いことも考えられ, 今後, 看護

ケアに対する患者・家族の期待もあわせて把握する必要

があろう. また, 家族の満足度が有意に低かった. これ

は家族が患者より看護師や看護ケアへの接触が少なく,

その現状というより期待が反映された結果ではないだろ

うか. しかし, 家族の付き添い状況を今回の調査では確

認していない為, 推測の域をでない. 今後, 家族の付き

添い状況についても調査し検討する必要があると考える.

18項目の設問の各々の結果からみると, 患者や家族に

与える看護師の印象はよいようだが, ｢訴えなくても捉

えて対応する｣ といったニーズを予測する対応の２項目

や ｢きめ細やかな援助｣ ｢満足感を大切にした対応｣ ｢ニー

ズへの素早い対応｣ においてやや満足度が低い. 個別の

ニーズの予測や, 個々に応じたきめ細やかな援助を提供

するには, 患者の全体を把握し, 適切なアセスメントが

できていないと実践できない. これらの満足度が低いと

いうことは患者個々の状態やニーズに応じたケアが十分

行われているとはいえない状況であることを示唆してお

り, 個別のニーズに責任を持って応える看護専門職とし

て強化すべき重要な課題であることがいえる. 満足感を

大切にした対応に関しても, 患者の意向の尊重や相手の

立場に立ってのケアの実践が十分でないことが考えられ,

患者の人権尊重の視点からも強化すべき課題であること

がいえる. また, ニーズに素早く対応できない要因とし

ては業務の忙しさが考えられ, 江藤が述べるよう, 満足

度を高めるサービスの提供を目指して忙しさのコントロー

ルや, 忙しさを作り出さない工夫をし, 患者・家族と関

わる時間を作り出すこと6)が必要であろう.

２. 今後の課題

本研究の調査項目は, 看護師の対応について面接調査

結果を基に抽出し, 分類・整理した18項目であり, 看護

師の対応が網羅されているとは言い切れない. 内容的妥

当性を確保できるよう, これらの調査項目について, よ

り精選していく必要がある.

また, 18項目の看護師の対応中, 満足度が最も高いと

評価できる ｢正にそうである｣ でも30％前後から70％未

満であり, 患者と家族の満足度をより高める為にも, 殊

に満足度が低かった対応について真摯に受け止め, 今後

の対応策を追求する必要があるといえる. 改善あってこ

その評価である. 病棟毎で調査結果に対する分析とより

高い満足度にするための今後の取り組みを検討してもら

い, その取り組みや改善の確認として, 再度同じ質問紙

で調査を行い, 今回の調査結果と比較をしていきたいと

考えている.

まとめ

１. 看護師の対応に対する患者および付き添い家族の満

足度の質問紙調査を行い, 入院患者283名 (回答率35.5

％), 付き添い家族104名から回答を得た. 満足度は概

ね高く, 満足度と年齢, 性別, 入院期間等は有意な差

は認められなかった.

２. 18項目の設問の中で患者・家族の満足度が低かった

５項目は, 看護専門職として身に付けるべき看護ケア

技術の要素であり, 強化すべき課題であることがい
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える.

３. 今後の課題として, 調査項目を精選していく必要が

ある. また, 調査結果に基づく, 患者・家族の満足度

をより高めることを目指した病棟毎の取り組みを推進

し, 再度調査していきたい.
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Ⅰ. はじめに

地域基礎看護学実習２ (精神看護学実習) は, ３年次

に領域別実習として位置づけられ, 90時間２単位で構成

されている. 実習目的は, ｢精神障害によって日常生活

や対人関係などに困難を抱えている対象に対して, その

人の立場に立って, その人が望むその人らしい生活を追

求するとともに, 看護の役割課題を検討することができ

る. 対象との関わりの中で生じる自らの気持ちを見つめ,

検討し, 自分と対象との関係を吟味できる.｣ である.

この目的の達成にあたり, 実習場所として, 精神科病棟

と１日の社会復帰施設で実習を行っている. 社会復帰施

設では１日を通所者とともに過ごし, 体験から学ぶこと

を重視している. この１日は, ２週間の実習のほぼ中間

に位置づくように設定している. それは, 学生が, 入院

中の患者が地域で生活するために, 病棟の看護として何

が必要かを考えることが出来るようにするためである.

具体的には, 作業所註1) (２箇所), 福祉工場註2)・地域生

活支援センター註3) (１箇所), 授産施設註4)・地域生活支

援センター (１箇所) で実習を行っている.

作業所・授産施設の通所対象者は, 作業訓練を必要と

する者であり, 福祉工場は, 一般企業に就労できる程度

の作業能力を有しているが, 対人関係, 健康管理等の理

由により, 一般企業に就労できないでいる者1)である.

実習施設によって, 対象者の自立度に違いがあることか

ら, 学生の学びに差違があるのではないかという疑問が

生じた. そこで各施設の学生の気づき・学びの実態を明

らかにする目的で実習記録の分析を行った.

Ⅱ. 方法

１. 分析対象

平成15年度領域別実習の社会復帰施設での実習記録で

ある. 78名の学生のうち, 76名から同意が得られたため,

76名の実習記録を分析対象とした.

実習記録の項目には, ①実習内容, ②実習を通して気

づいたこと・学んだことがあるが, 実習内容は, 作業内

容やその日のイベント等の記入が多かった. 分析には,

学びを抽出するため②の実習を通して気づいたこと・学

んだことの内容を分析対象とした.

２. 分析方法

分析方法は, 質的記述的分析方法を用いた.

同意が得られた実習記録を繰り返し読み, 気づきや学

びが記述されている内容に対して, 内容・語彙の意味を

変えないように要約し, １データとした. １データに要

約された内容のうち類似するものをまとめてサブカテゴ

リーとし, さらにカテゴリーへと抽象化していった.

カテゴリー化にあたっては, 共同研究者間の合意が得

られるまで検討した.

３. 倫理的配慮

学生には, 研究の目的, 個人が特定されないこと, 参

加の同意が成績に関与しないことを口頭と書面にて説明

し, 同意書に氏名を記入のうえ, 提出を求めた.

Ⅲ. 結果

学びをカテゴリーとしてまとめた結果, 記録の内容か

らＡ施設は, 15のサブカテゴリーから, ５つのカテゴリー

が, Ｂ施設は, 22のサブカテゴリーから, ６つのカテゴ

リーが, Ｃ施設は, 11のサブカテゴリーから, ４つのカ
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テゴリーが, Ｄ施設は, 17のサブカテゴリーから, ６つ

のカテゴリーが抽出された. (表１)

なお, ｢ ｣ 内はデータを,《 》内はサブカテゴリー

を,【 】内はカテゴリーを表す. ＢＣＤ施設の学びの

記載にあたっては, Ａ施設の学びと重複するサブカテゴ

リーのデータの記載を紙幅の関係で一部割愛した.

１. Ａ施設の学び

１) カテゴリー１【通所者の力の気づき】

【通所者の力の気づき】には,《自己決定能力が高い》

が含まれる.

《自己決定能力が高い》には, ｢作業に来るにも, 作業

をするのも, 昼食を買いに行き食べるのも, 決められた

時間にではなく, 自分の好きな時間に行うという自己管

理ができているのとそれを任されている｣ といった自己

管理ができているという内容が含まれる.

２) カテゴリー２【作業所の役割】

【作業所の役割】には,《自己決定, 問題解決能力を伸

ばす場である》《対人関係を学ぶ場である》《居場所であ

る》《生活リズムを取り戻し友達を作る場である》が含

まれる.
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表1 各施設の学び

Ａ施設 Ｂ施設 Ｃ施設 Ｄ施設

カテゴリー サブカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー カテゴリー サブカテゴリー

通所者の
力の気づ
き

自己決定能力が高い 通所者の
力の気づ
き

自己決定能力が高い 通所者の
力の気づ
き

仕事に意欲を持って
いる

通所者の
力の気づ
き

自己決定能力が高い

問題解決能力がある 対人関係能力が高い

対人関係能力が高い 対人関係能力が高い 集中力がある

助け合っていて守っ
てもらう存在ではな
い

精神障害
者の特徴
の理解

生活障害を抱えてい
る

精神障害
者の特徴
の理解

ストレス耐性が低い

作業所の
役割

自己決定, 問題解決
能力を伸ばす場であ
る

作業所の
役割

生活のリズムを作る
場である

福祉工場
の位置づ
けと役割

福祉工場の位置づけ
を知る

授産施設・
地域生活
支援セン
ターの役
割

対人関係を学ぶ場で
ある

対人関係を学ぶ場で
ある

仲間の健康な部分を
みて目標を持つこと
ができる場である

病気のことも考え対
応している

仲間作りの場や居場
所である

居場所である 対人関係を学ぶ場で
ある

役割を持ち責任感を
育成する場である

生活リズムを取り戻
し友達を作る場であ
る

居場所である いろいろな作業によ
り能力を見つける場
である

生活能力を再獲得す
る場である

スタッフ
の援助の
姿勢

自主性を尊重する スタッフ
の援助の
姿勢

自主性を尊重する スタッフ
の取り組
み

地域への理解を得る
取り組みをしている

スタッフ
の援助の
姿勢と悩
み

自主性を尊重する

生活を支える 健康な部分を伸ばす
よう関わる

自己決定能力を伸ば
すよう関わる

問題を一緒に考える 客観的な判断が必要
である

援助に関するスタッ
フの悩みを知る

対等な関係である 共に行動する

対等な関係である

自己洞察が重要であ
る

回復過程
を理解し
た援助の
気づき

入院中に必要な看護
に気づく

回復過程
を理解し
た援助の
気づき

入院中に必要な看護
に気づく

回復過程
を理解し
た援助の
気づき

入院中に必要な看護
に気づく

回復には段階がある 回復には段階がある 回復には段階がある

社会復帰
に関する
現状と課
題

偏見がある現状を知
る

社会復帰
に関する
現状と課
題

偏見がある現状を知
る

社会復帰
に関する
現状と課
題

偏見がある現状を知
る

社会復帰
に関する
現状と課
題

精神障害者に対する
世間の現状を知る

基盤整備が必要であ
る

基盤整備が必要であ
る

基盤整備が必要であ
る

社会復帰には地域の
協力が必要である

地域との交流が必要
である

他施設・他職種との
連携が必要である

支援的な環境が必要
である

病院の診療体制を見
直す必要がある

他施設・他職種との
連携が必要である

他施設・他職種との
連携が必要である

社会復帰のための条
件を知る

社会復帰のための条
件を知る

社会復帰のための条
件を知る

社会復帰のための条
件を知る



《自己決定, 問題解決能力を伸ばす場である》には,

｢自立を支援するのだが, 対象者自身が自立して生きて

いくために自分には何が必要かを把握しなくてはならな

い. 対象者が気づきそのためにとらなければならない行

動を積極的に行えるように支援する｣ といった内容を含

んでいる.《対人関係を学ぶ場である》には, ｢障害を持

つ人々と共に作業を行う中で, 人との関係も生じるため,

社会の中での対人関係も少しずつ学ぶことができる場と

なる｣ という作業する場だけではないという内容が含ま

れる.《居場所である》には, ｢強制されず, 自分を休め

られる場所にもなっている｣ という精神的に安心できる

場として捉えている.《生活リズムを取り戻し友達を作

る場である》には, ｢家で生活する精神障害者にとって

外出するきっかけにもなり, 相談できる仲間を作ること

ができると思った｣ といった内容が含まれる.

３) カテゴリー３【スタッフの援助の姿勢】

【スタッフの援助の姿勢】には,《自主性を尊重する》

《生活を支える》《問題を一緒に考える》《対等な関係で

ある》が含まれる.

《自主性を尊重する》には, ｢作業所で, 一番印象に残っ

たことは, 自主性が大切にされているところである. 作

業の量も時間もスピードも拘束されていないため, 自分

のペースで行うことができる｣ という自主性を大切にし

た関わりの内容が含まれる.《生活を支える》には, ｢考

え方として一人の生活者を支えていくことを学んだ｣ が

含まれる.《問題を一緒に考える》には, ｢スタッフの方

が, 何か問題があっても, それをチャンスと考え, 何が

悪いのか原因を (共に) 考え対処していくと言っていた｣

という失敗を良い機会として捉える姿勢を学んでいる.

《対等な関係である》には, ｢スタッフの机と作業場に

区切りがなかったのを見て, 利用者とスタッフがわけへ

だてなく接しているということを感じた｣ というスタッ

フと通所者の対等な関係を捉えている.

４) カテゴリー４【回復過程を理解した援助の気づき】

【回復過程を理解した援助の気づき】には,《入院中に

必要な看護に気づく》《回復には段階がある》が含まれ

る.

《入院中に必要な看護に気づく》には, ｢病棟の精神障

害者が, 作業所のような所に通うためには, 自主性, セ

ルフケア, 自己コントロール能力, 対人関係能力が必要

であり, それらを高める看護をしていく必要があると学

んだ｣ という入院中に必要な看護に気づいている.《回

復には段階がある》には, ｢病棟実習で関わっている患

者さんもメンバーさんのように地域で生活する可能性が

あると実感した｣ という内容が含まれる.

５) カテゴリー５【社会復帰に関する現状と課題】

【社会復帰に関する現状と課題】には,《偏見がある現

状を知る》《基盤整備が必要である》《他施設・他職種と

の連携が必要である》《社会復帰のための条件を知る》

が含まれる.

《偏見がある現状を知る》には, ｢精神障害者はまだ世

間で偏見があり, なかなか地域の人達と付き合っていく

ことができない｣ という現状を述べた内容が含まれる.

《基盤整備が必要である》には, ｢社会復帰を支援して

いく施設はまだまだ少ないとことがわかった. 今後, 精

神障害者の社会復帰支援の施設をつくり, 社会復帰のた

めの基盤づくりが重要だと学んだ｣ という施設不足の現

状と施設増加の必要性を学んでいる.《他施設･他職種と

の連携が必要である》には, ｢精神障害を持つ人々には,

様々な施設や病院, 仕事場が連携をして支えていく必要

がある｣ という連携の必要性が含まれる.《社会復帰の

ための条件を知る》には, ｢自己管理できること, 自主

性をもてることが社会に出て行く条件のように感じた｣

という社会に出るために必要なことを学んでいる.

２. Ｂ施設の学び

１) カテゴリー1【通所者の力の気づき】

【通所者の力の気づき】には,《自己決定能力が高い》

《問題解決能力がある》《対人関係能力が高い》《助け合っ

ていて守ってもらう存在ではない》が含まれる.

《自己決定能力が高い》には, ｢活動内容 (ミーティン

グや作業の様子) を見学して, 全てのことに利用者さん

が自分達の意志で行動していると感じた｣ という自主的

に行動している内容が含まれる.《問題解決能力があ

る》には, ｢症状が出たり不安や戸惑いにあってもそれ

を受け止め対処できたり, 相談できたりする｣ という対

処能力があることに気づいている.《対人関係能力が高

い》には, ｢一緒に作業や食事をしたり行事や旅行に出

かける仲間として, 心配しあったり笑いあったりしてい

た｣ といった相手を気遣うことができることを捉えてい

る.《助け合っていて守ってもらう存在ではない》には,
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｢スタッフが作業に参加しなくても, 役割分担をし, で

きる者ができない者に積極的に指導をして作業全体がま

わっていく. 精神障害者は 『守ってもらう』 存在ではな

いことを感じた｣ という力のある存在であると捉えた内

容が含まれる.

２) カテゴリー２【精神障害者の特徴の理解】

【精神障害者の特徴の理解】には,《生活障害を抱えて

いる》が含まれる.

《生活障害を抱えている》には, ｢精神障害者が地域で

暮らす困難性は, 疾患そのものにあるのではなく, 長期

入院により生活力が失われてしまうことによって地域へ

戻るのが難しくなることがわかった｣ といった生活の困

難さがあるという特徴を学んでいる.

３) カテゴリー３【作業所の役割】

【作業所の役割】には,《生活のリズムを作る場であ

る》《仲間の健康な部分をみて目標を持つことができる

場である》《対人関係を学ぶ場である》《居場所である》

《生活能力を再獲得する場である》が含まれる.

《生活のリズムを作る場である》には, ｢地域で生活し

(作業所に) 通うことで, 自分の時間とメンバーと共に

作業する時間とで気持ちのメリハリがつくことも大きい

のではないかと思った｣ という孤独とつきあいのバラン

スから生活リズムを捉えた内容が含まれる.《仲間の健

康な部分をみて目標を持つことができる場である》には,

｢仲間の健康な部分を見て 『自分もこうなれるんだ』 と

思ったり 『○○のために良くなろうがんばろう』 と思え

る場所｣ という目標をみつける場という内容を含んでい

る.《対人関係を学ぶ場である》には, ｢一緒に作業をす

る集団の中で, 自分の役割や人への思いやりは必要なこ

となので, この作業所でそれらを学び体験していくとい

うことがわかった｣ という内容を含んでいる.《居場所

である》には, ｢自分と同じ様にみんなが問題や不安を

持っているので, ありのままの自分で過ごせる場であり,

居心地がよいから自らの意思で作業所に通うのだとわかっ

た｣ というありのままの自分で過ごせる場と捉えている.

《生活能力を再獲得する場である》には, ｢私達が普段

何気なくやってきた体験が, 入院生活によってできなく

なっていたということ, それを今獲得しようとしている

ことを改めて思い知った｣ という内容が含まれる.

４) カテゴリー４【スタッフの援助の姿勢】

【スタッフの援助の姿勢】には,《自主性を尊重する》

《健康な部分を伸ばすよう関わる》《客観的な判断が必

要である》《共に行動する》《対等な関係である》《自己

洞察が重要である》が含まれる.

《自主性を尊重する》には, ｢病院では自己決定する機

会が少ないので, 作業所では自己決定する機会を増やし,

自主性を伸ばすように関わっていることがわかった｣ と

いう内容が含まれる.《健康な部分を伸ばすよう関わ

る》には, ｢彼らの病気や障害にとらわれず, 健康な部

分を伸ばすことが大切だと学んだ｣ という健康面に働き

かけることを学んでいる.《客観的な判断が必要であ

る》には, ｢看護師として一定の距離を保ち, 客観的事

実に基づく関わりが大切であり, 理由に基づいて判断・

対応していく必要がある｣ という内容が含まれる.《共

に行動する》には, ｢わからないからできないというの

は当然のことで, 彼らが求めていることは代わりにする

のではなく, 一緒にしていくことだと学んだ｣ という内

容が含まれる.《自己洞察が重要である》には, ｢今回の

学びを生かし自分の関わりを客観的にみる視点を大切に

していきたい｣ という自己洞察の重要性を学んでいる.

５) カテゴリー５【回復過程を理解した援助の気づき】

【回復過程を理解した援助の気づき】には,《入院中に

必要な看護に気づく》《回復には段階がある》が含まれ

る.

《入院中に必要な看護に気づく》には, ｢入院している

患者に関わる時も, その人の病院内の生活ではなく一般

社会で生活する時まで見通して, その調節を援助してい

く必要性がわかった｣ という先を見通した援助の必要性

を学んでいる.

６) カテゴリー６【社会復帰に関する現状と課題】

【社会復帰に関する現状と課題】には,《偏見がある現

状を知る》《基盤整備が必要である》《支援的な環境が必

要である》《社会復帰のための条件を知る》が含まれる.

《支援的な環境が必要である》には, ｢私達の生活も周

囲の人々に支えられ, 相談し合って生活できているのと

同じように, 精神障害者にとっても, 支援的な環境は必

然的なものであることがわかった｣ という支援環境の必

要性を学んでいる.
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３. Ｃ施設の学び

１) カテゴリー１【通所者の力の気づき】

【通所者の力の気づき】には,《仕事に意欲を持ってい

る》《対人関係能力が高い》が含まれる.

《仕事に意欲を持っている》には, ｢ここにいる精神障

害者のみなさんは就労を目的としているため, それぞれ

が仕事に対する意欲, 責任感を強く持ち, 働くことに対

する喜びを持ちながら働いていると感じた｣ という内容

が含まれる.《対人関係能力が高い》には, ｢互いに声を

かけて励ましたり, 体調が悪く症状が強く出ているよう

な時には, ワーカー (スタッフ) に報告してくれたり,

とても心配したりと, 互いに思いやる気持ちも感じられ

た｣ といったメンバー相互の思いやりを捉えていた.

２) カテゴリー２【福祉工場の位置づけと役割】

【福祉工場の位置づけと役割】には,《福祉工場の位置

づけを知る》《病気のことも考えて対応している》が含

まれる.

《福祉工場の位置づけを知る》には, ｢実習に行くまで

福祉工場は授業で学んだ作業所, 授産施設の延長上にあ

ると思っていたが, 思った以上に仕事という感じで社会

に近い部分にあるとわかった｣ という位置づけを学んで

いる.《病気のことも考えて対応している》には, ｢調子

が悪い日や病院に受診する日もあり, そこをフォローし

ていくのが福祉工場だと思った｣ という内容が含まれる.

３) カテゴリー３【スタッフの取り組み】

【スタッフの取り組み】には,《地域への理解を得る取

り組みをしている》が含まれる.

《地域への理解を得る取り組みをしている》には, ｢生

活支援センターで写真展や作品展を行い, 地域の人が入

りやすいよう工夫していた｣ というスタッフが意図的に

取り組んでいる実態を学んでいる.

４) カテゴリー４【社会復帰に関する現状と課題】

【社会復帰に関する現状と課題】には,《偏見がある現

状を知る》《基盤整備が必要である》《社会復帰には地域

の協力が必要である》《病院の診療体制を見直す必要が

ある》《他施設・他職種との連携が必要である》《社会復

帰のための条件を知る》が含まれる.

《社会復帰には地域の協力が必要である》には, ｢医療,

福祉関係者がどれだけ社会復帰に力を入れても, 地域の

受け入れがないと, 何も始まらないと感じた｣ という内

容が含まれる.《病院の診療体制を見直す必要がある》

には, ｢精神障害の方は, 定期的に受診しなければなら

ないこともあり, 皆出勤は困難である. こういった状況

を医療関係者が把握し, 社会復帰にむけ, もっと考えて

いかなくてはならない｣ という外来診療のあり方を見直

す必要性を学んでいる.

４. Ｄ施設の学び

１) カテゴリー１【通所者の力の気づき】

【通所者の力の気づき】には,《自己決定能力が高い》

《対人関係能力が高い》《集中力がある》が含まれる.

《自己決定能力が高い》には, ｢片付け・準備などを自

分達で把握して, 積極的に行っていて, 時間などをみて

行動されていた｣ という自主的な行動ができることや,

｢活動に参加していない人もいた. その人その人にあっ

た施設の利用をしていると思った｣ という自分で目的を

決めているという内容が含まれる.《対人関係能力が高

い》には, ｢他人を誉めたり, いい所を見つけてそれを

相手に伝えることができる｣ という内容が含まれる.

《集中力がある》には, ｢ずっと同じ作業でも, 集中し

てできる能力があると気づいた｣ という集中力に気づい

ている.

２) カテゴリー２【精神障害者の特徴の理解】

【精神障害者の特徴の理解】には,《ストレス耐性が低

い》が含まれる.

《ストレス耐性が低い》には, ｢ストレスにどれだけ耐

えられるのか, どれだけ問題を大きく捉えてしまうのか,

そのあたりも精神障害者のデリケートな部分ではないか

と思う｣ というストレス耐性が低い特徴を述べている.

３) カテゴリー３【授産施設・地域生活支援センターの

役割】

【授産施設・地域生活支援センターの役割】には,《対

人関係を学ぶ場である》《仲間作りの場や居場所であ

る》《役割を持ち責任感を育成する場である》《いろいろ

な作業により能力を見つける場である》が含まれる.

《対人関係を学ぶ場である》には, ｢施設での作業は１

人ではできない作業ばかりで, 職員やメンバー同士の連

携が必要だと思った. その中で対人関係の築き方なども

学ぶことができると思った｣ という作業を通して対人関

係を学ぶ内容が含まれる.《仲間作りの場や居場所であ

る》には, ｢通所することで, 仲間作りの場や昼間過ご
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す場になっていることがわかった｣ という内容が含まれ

る.《役割を持ち責任感を育成する場である》には, ｢メ

ンバーさん達は, 毎日, 日直やトイレ掃除の担当が決め

られていて, 役割があることで, 責任を持って自分の仕

事をする力を伸ばしていくきっかけになっているように

思います｣ という責任感を育成する場であることを学ん

でいる.《いろいろな作業により能力を見つける場であ

る》には, ｢メンバーの方が, 自分にあったものを見つ

け, 能力を伸ばしていける場だと思った｣ という内容が

含まれる.

４) カテゴリー４【スタッフの援助の姿勢と悩み】

【スタッフの援助の姿勢と悩み】には,《自主性を尊重

する》《自己決定能力を伸ばすよう関わる》《援助に関す

るスタッフの悩みを知る》が含まれる.

《自主性を尊重する》には, ｢職員がやれば早いことも,

メンバーさん達には, 主体的に責任を持って身のまわり

のことができるよう多少時間がかかっても, 自分達でやっ

てもらうようにしていた｣ というスタッフの関わりの工

夫が含まれる.《自己決定能力を伸ばすよう関わる》に

は, ｢初めて施設に来る人は自己決定することが難しい

と言われていたが, 指導者さんも言われていたようには

じめは小さな自己決定から行い, また, 決められたこと

については尊重するといった関わりをすることで, その

人の自己決定能力も向上すると思った｣ という援助の姿

勢を学んでいる.《援助に関するスタッフの悩みを知

る》には, ｢様々な活動があり, １つのことを継続して

行うことが難しく, スタッフの不足などの問題が生じて

くる｣ ｢生活支援になかなか取り組めない現状にある｣

というスタッフの援助に対する悩みを共に考えている.

５) カテゴリー５【回復過程を理解した援助の気づき】

【回復過程を理解した援助の気づき】には,《入院中に

必要な看護に気づく》《回復には段階がある》が含まれ

る.

《入院中に必要な看護に気づく》には, ｢看護者として,

患者さんの退院時に, 通所授産施設・生活支援センター

があるという情報とともに, いかにセルフコントロール

を行い, 生活のリズムをつけていくかという情報や方法

を伝えていく必要があると考えた｣ という入院中に必要

な看護を述べている.《回復には段階がある》には, ｢病

棟の患者さんは, 対人関係がうまくいかない人も多いけ

れど, この人達は援助を受けながらそれを乗り越えてき

たと思った｣ という内容が含まれる.

６) カテゴリー６【社会復帰に関する現状と課題】

【社会復帰に関する現状と課題】には,《精神障害者に

対する世間の現状を知る》《地域との交流が必要であ

る》《他施設・他職種との連携が必要である》《社会復帰

のための条件を知る》が含まれる.

《精神障害者に対する世間の現状を知る》には, ｢生活

支援センターということで, もっと意欲的な人ばかりだ

と考えていたけれど, 現実にはそう簡単でないことがよ

く分かった. 障害を抱えて社会に出ることは私が考えて

いた以上に難しいと思った｣ という自分が思っていた以

上に厳しい現状を学んでいる.《地域との交流が必要で

ある》には, ｢地域の人と触れ合っていく中で社会復帰

という目標を達成することが大事なので, 地域住民との

交流に重きをおいた活動が今後望まれると思った｣ といっ

た課題を述べている.

Ⅳ. 考察

１. ４施設の共通する学び

４施設に共通する学びとして, ①通所者の力の気づき,

②スタッフの援助の姿勢, 取り組み, 悩み, ③施設の役

割, ④社会復帰に関する現状と課題が抽出された. 対象

を援助する人という捉え方ではなく, 対象の持つ力への

気づきや施設の役割などは, 精神障害者が地域で暮らす

ために保健医療福祉関係者が十分理解する必要がある.

そのことは, 地域基礎看護学方法９の ｢精神障害者の地

域保健福祉対策の概要｣ ｢精神障害者の地域生活の現状

と課題｣ で講義が行われており, 学生は, 学内での学び

を実際に体験を通して検証しているといえよう.

通所者の力の気づきが抽出されるサブカテゴリーの中

で,《自己決定能力が高い》は, ABD の３施設に認め

られた. これらの施設は, Ｃ施設よりも福祉的就労の傾

向が強く, 通所者の中には退院後間もない人も含まれる.

そのため, ｢自分の好きな時間に行う｣ ｢自分の意志で行

動している｣ といった通所者と入院患者の生活を比較し,

どこに違いがあるかを見出していると考えられる.

また, 各施設の役割が抽出されているが, ＡＢＤ施設

では, 生活リズムを整え, 対人関係を学び, 孤立しやす

い精神障害者の居場所であるという役割を学んでいる.
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Ｃ施設では, 就労能力が他施設よりも高い人達が通って

いる. そのため, 働くことに焦点が当たってしまうが,

疾病を持ちながら働くという両者のバランスの保持に重

点が置かれていることを, 学生は, 施設の役割として短

い時間で学んでいる.

これらの施設の役割を果たすスタッフの援助には, 当

事者の《自主性を尊重する》が, ＡＢＤ施設に認められ

た. Ｃ施設では通所者の自立度が高く, 当事者の自主性

を尊重し引き出すことよりも, 当事者が活躍できる場を

広げていきたいという願望が高いことから《地域への理

解を得る取り組みをしている》が抽出されているとも言

える. また, Ｃ施設設立経過の中で, 地域の理解が重要

であったということも実習時のオリエンテーションに含

まれていることから影響しているとも考えられる.

２. 施設の個別的な特徴からの学び

施設の個別的な特徴からの学びとして, ①回復過程を

理解した援助の気づき, ②精神障害者の特徴の理解が抽

出された. 回復過程を理解した援助の気づきは, １施設

からは抽出されなかった. それは, 通所者の生活レベル

が高く, 入院患者の生活レベルとかけ離れており回復過

程を連続して捉えることが困難であったと考えられる.

今後, 回復過程の連続性をカンファレンスなどで補う必

要が示唆された.

Ⅴ. おわりに

今回, 社会復帰施設実習の学びを実習施設ごとに抽出

した. 各施設とも大きな学びの違いはなかった. しかし,

全施設での学びの共有ができるとよりよい社会復帰施設

の学びとなると考える. 来年度, 領域別実習に生かして

いきたい.

謝辞

本研究にあたり, 協力してくださった学生, ご指導頂

いた各施設のスタッフの皆様に深く感謝致します.

註１) 地域において就労が困難な在宅の精神障害者に対して,

その特性に応じた作業指導, 生活訓練を行う2)場である.

註２) 作業能力は有するものの, 一般企業に就労できないでい

る精神障害者を雇用する3)場である.

註３) 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援, 日常的な

相談への対応や地域交流などを行う4)場である.

註４) 相当程度の作業能力を有するが雇用されることが困難な

精神障害者であって, 将来就労を希望する者に対し, 自活

に必要な訓練及び指導を行う5)場である.
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1) 我が国の精神保健福祉, 精神保健福祉研究会, 平成12年度

版；厚健出版株式会社.

2) 内閣府編：障害者白書, 平成15年度版；193, 独立行政法

人国立印刷局, 2003.

3) 前掲 2).

4) 前掲 2).

5) 前掲 2).

6) 鎌田澄子：精神障害者の社会復帰施設実習における看護学

生の学び, 聖母女子短期大学紀要, 13；83 90, 2000.

7) 久保木三喜子, 渡辺千恵子, 河合節子他：精神障害者小規

模作業所の一日実習の学び, 旭中央病院医ほか, 24(1)；

19 21, 2002.

8) 三原亜矢巳, 多喜田恵子：体験に学ぶ精神科デイケア実習

の意義, 名古屋市立大学看護学部紀要, 2；57 65, 2002.

(受稿日 平成16年２月19日)

岐阜県立看護大学紀要 第４巻１号, 2004

― 71 ―



はじめに

本学では ｢成熟期看護学方法１｣ において産業看護学

が位置づけられ, 学修目的は成熟期にある働く人びとの

Quality of Life (QOL) の中で, 重要な位置を占める

Quality of Working Life (QWL) の向上を目的とする

看護のあり方を学修する. そのために健康と労働の相互

関連性を理解し, 人と労働・労働環境の双方に働きかけ

て健康を維持増進する看護方法を学修することを目標と

している. 成熟期看護学において, また１年次の早期に

産業看護学を教育するために産業看護学教育の構築に向

けて一連の研究を重ねてきた1～3).

本論文では, 事業所見学における学生の学びと授業へ

の活用について分析した結果を報告したい. 事業所見学

の方法と学生の学びについて, 水谷ら4), 吉川ら5), 白石

ら6)の研究報告があるが, 本論文のテーマに類する先行

研究はみあたらないため, 本学事業所見学についてこれ

を明らかにしたいと考えた.

Ⅰ. 研究目的

事業所見学における学生の学びと授業への活用を明ら

かにすることとする.

Ⅱ. 事業所見学の授業における位置づけ

平成15年度の成熟期看護学方法１は表１の方法で進め

た. 授業目的は働く人びとのQWLの向上を支援する看

護を考える, 授業目標は, ①健康と労働・労働環境の相

互関連性を考える, ②人と労働・労働環境の双方に働き

かけて健康を維持増進する看護方法を考えるとした. 事

業所見学は, ①, ②を実地に学ぶ位置づけとした.
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[教育実践研究報告]

産業看護学教育の構築 第３報
－事業所見学の学びと授業への活用－

上 野 美智子1) 梅 津 美 香2) 奥 井 幸 子1)

Structuring Education on Occupational Health Nursing, Part 3：

－Students’ Learning from Factory Visiting and it’s Application to the Class hereafter－

Michiko Ueno1), Mika Umezu2), and Yukiko Okui1)

１) 岐阜県立看護大学 機能看護学講座 Management in Nursing, Gifu College of Nursing

２) 岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Nursing of Adults, Gifu College of Nursing

表１ 成熟期看護方法１ 授業構成 (平成15年度)

回 目標 学習内容・方法

1
① ・働く人びとの健康

・労働の人間化・人間の労働への適応を支援す
る看護 事業所見学のオリエンテーション

2
①② 事業所見学

課題：事業所見学レポート

３
①② グループワーク

｢成熟期の働く人びとの仕事と健康｣
(学生各自のインタビュー事例) にもとづいて

４
① 事業所見学のまとめ

・職業病・作業関連疾患
・健康診断

５
② ・健康診断の事後指導と看護活動

・労働衛生教育・健康教育と看護活動
・職業性ストレスと看護活動

６
①② ・労働と健康をマネジメントする５管理

・作業環境測定の意義
作業環境測定士による作業環境測定の実際

７
②◎ ・労働能力

・働く人びとの看護活動における倫理

８
９

10

①② 体験学習
VDT 作業・労働衛生保護具の着用・作業環
境測定
体験学習の発表と統合

11
12

13

①②◎ 統合グループワーク
健康と労働・労働環境の相互関連性
人と労働・労働環境の双方に働きかける看護
働く人びとのQOL/QWLを支援する看護活動
グループワークの発表と統合

14 ①②◎ 看護職の実践報告と討論

15 ①②◎ 課題レポート・総括・授業評価

目的：◎働く人びとのQWLの向上を支援する看護を考える
目標：①健康と労働・労働環境の相互関連性を考える

②人と労働・労働環境の双方に働きかけて健康を維持増
進する看護活動を考える



Ⅲ. 事業所見学の概要

１. 事業所見学の目的

事業所見学を実施する目的は, 働く人びとの作業態様

と作業環境および事業所の産業保健活動・産業看護活動

等について, 学生が実地で出会い, 気づき, 感じ, 考え,

そしてそれらがその後の授業に活かされることにある.

２. 事業所見学企業と時期・見学者数

見学事業所は電気機械器具製造業で, 時期は第３回授

業に計画したが, 事業所の都合で第２回授業の平成15年

10月に, 全学生87名と教員２名が見学をした.

３. 事業所見学の準備

見学に先立って, 第１回授業では, 授業の導入, 産業

保健活動の目的, 労働と健康障害, 労働の人間への適合

と人間の労働への適応 (労働と健康の調和)7)を講義し,

次回の事業所見学の説明をした. 見学が楽しみであると

いう学生が多かった.

４. 事業所見学の内容

見学は以下のスケジュールで２時間行なった. ①担当

部長から事業所の概要紹介 (15分), ②産業医から会社

の産業保健活動の目的, 産業医活動を事例を交えて紹介

(15分), ③産業看護職から健康管理室におけるの産業看

護業務の紹介 (15分), ④衛生管理者から会社の安全衛

生活動, 人間尊重を基本とした快適職場づくりの紹介

(15分), ⑤質疑応答 (10分), ⑥工場見学 (50分) であっ

た. 工場見学は学生数が多いため①～⑤の前と後の２班

に分かれて実施した.

見学は工場の携帯電話部品, 両替機部品, 電子部品な

どの製造現場を従業員の作業態様・作業環境を見てまわっ

た. 1000名余の従業員が２交代制勤務をしていた. 質疑

応答の中で, 産業看護職より作業による健康障害の対策

に長年取り組んできており, 健康障害の内容も時代の変

化による影響を受けていることが話された.

Ⅳ. 対象と方法

１. 用語の説明

本研究における学生の ｢学び｣ とは, ｢モノや人や事

柄と出会い対話する営みであり, 他者の思考や感情と出

会い対話する営みであり, 自分自身と出会い対話する営

みである｣8)とした.

本論文では, 労働・作業・仕事, 働く人・社員・従業

員, 会社・事業所・企業などの用語を用いているが, こ

れらの用語の厳密な使い分けは現在規定されていない.

従って, 学生の用いた用語や前後の文脈から慣用的に使

用されている用語を使用したが, 意味はほぼ同じである.

２. 研究対象

本研究の対象は, 以下の２つである.

１) 事業所見学後の第３回授業時に学生が提出したレポー

トのなかで, ｢見学により気づいたこと・感じたこと｣

の記述を分析対象とした. レポートは87名全学生のもの

を対象とした.

２) 事業所見学のその後の授業への活用は, 授業の配布

資料, 教員の授業内容の記録, 学生のグループワーク資

料を対象とした.

３. 分析方法

１) レポート分析は, ｢見学により気づいたこと・感じ

たこと｣ の記述内容を熟読し, １文脈を記述単位として

抽出し, 学生の事業所見学の体験およびそこから気づい

たこと・考えたことの類似性に従いサブカテゴリー, カ

テゴリーにまとめて命名した. 分析は, 産業看護学担当

である研究者３名の討議と合意により行なった.

２) 事業所見学の授業への活用は, シラバスと各回授業

の分析対象資料を照合させながら, 事業所見学の授業へ

の活用が明らかなものを, 研究者３名の合意により抽出

した.

４. 倫理的配慮

レポートを研究に用いることについて, 研究目的, 学

生のプライバシー保証, 同意の有無が成績等に影響しな

いことを口頭で説明し, 書面にて同意を得た.

また, 事業所に倫理上の配慮のもとレポートを研究の

ために用いることの了解を得た.

Ⅴ. 結果

１. 事業所見学により学生が気づいたこと・感じたこと

学生の記述数は307で, １名あたりの平均記述数は3.5

(SD=1.6) であった. 記述内容を分析した結果, 表３に

示すように, 27のサブカテゴリーと５つのカテゴリーに

分類した. 以下, カテゴリーを【 】, サブカテゴリー

を≪ ≫, 記述例は No.により示し, 全文または要約で

例示する場合は ｢ ｣ で示した.
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１) カテゴリー【作業態様が健康に及ぼす影響】

このカテゴリーは８つのサブカテゴリーから構成され

る. サブカテゴリー≪作業体位の心身への影響≫, ≪細

かい作業の心身への影響≫, ≪機械を扱う作業の心身へ

の影響≫, ≪作業による健康への負荷≫, ≪長時間労働

による疲労蓄積≫は, No.1～No.5の記述例に示すように,

働き方が心身の健康に影響することの記述を含む. ≪休

憩時間の活用による疲労回復≫, ≪疲労を軽減するため

の対策≫, ≪作業による心身影響の改善≫は, No.6～

No.8の記述例に示すように, 働き方の健康影響を軽減し

たり改善する対策の記述を含む.

２) カテゴリー【作業環境が健康へ及ぼす影響】

このカテゴリーは５つのサブカテゴリーから構成され

る. サブカテゴリー≪快適環境の心身への影響≫は,

No.9 の記述例に示すように企業努力による快適職場環

境, サブカテゴリー≪温度環境の心身への影響≫, ≪視

環境の心身への影響≫は, No.10～No.11の記述例に示す

ように, 企業努力により健康障害を予防または軽減でき

る作業環境, サブカテゴリー≪音環境の心身への影響≫

に関しては, No.12と No.13の記述例に示すように同じ

作業環境に対して相反する記述を含む. サブカテゴリー

≪空間環境の心身への影響≫に関しては, No.14のよう

に現在の科学技術では, 問題解決が困難な課題があるこ

とを示す記述を含む.

３) カテゴリー【作業態様・作業環境の管理】

このカテゴリーは７つのサブカテゴリーから構成され

る. サブカテゴリー≪安全の確保≫, ≪危険作業への対

応≫, ≪作業方法の教育≫, ≪作業注意書の配置≫,

≪整理整頓の実行≫, ≪作業衣着用の励行≫, ≪作業環

境測定の実施≫は, No.15～21の記述例に示すように,

健康で安全な作業態様・作業環境を確保するための対策

や管理に関する記述を含む.

４) カテゴリー【働く人びとと作業態様・作業環境の双

方へ働きかける産業保健活動・産業看護活動】

このカテゴリーは４つのサブカテゴリーから構成され

る. サブカテゴリー≪働くことが継続できるよう健康維

持増進を支援≫は, No.22～29の記述例に示すように,

疾病の予防, 健康増進, 分煙・禁煙活動, こころのケア,

セルフケアの支援と社員の健康を守る体制としての活動

拠点である健康管理室と健康管理室をおけない企業への

疑問などの記述を含む. サブカテゴリー≪プライバシー

の保護≫はNo.22の記述例に示すように, 守秘義務によ

る従業員との信頼関係がないと産業保健活動が成立しな

い記述を含む. サブカテゴリー≪産業医・産業看護職の

役割・機能と専門性≫は, No.31～39の記述例に示すよ

うに, 産業医の機能, 作業改善の提案は看護職によるも

のが多い, 病院の看護と比較した産業看護の特徴, 社会

の変化をみて問題予測が大切, 見学で興味をもったので

実践をみたい, 産業保健職を初めて知った, こういうと

ころで働きたいなどの記述を含む. サブカテゴリー≪産

業保健活動の意義≫は, No.40～42の記述例に示すよう

に, 保健活動があるからこそ会社がなりたっているなど

の記述を含む.

５) カテゴリー【企業の健康・安全に関する理念】

このカテゴリーは３つのサブカテゴリーから構成され

る. サブカテゴリー≪人間尊重／健康・安全・快適職場

への取り組み≫は, No.43～47の記述例に示すように,

従業員を尊重する会社はよい会社, 従業員の健康あって

こその会社などの記述を含む. サブカテゴリー≪従業員

の健康維持増進が生産性向上につながる≫は, No.48の

記述例に示すように, 従業員の健康は生産性を上げるな

どの記述を含む. サブカテゴリー≪環境への配慮≫は,

No.49の記述例に示すように, 環境に影響する材料を使

用しないなどの記述を含む.

２. 事業所見学のその後の授業への活用

表１に示す授業において, 事業所見学の体験および学

びを教員と学生は以下のように活用した.

１) 第４回授業：事業所見学のレポートを提出した後で

あるが, 学びを見学のみで終わらせず次の授業へ活用し

ていくために補足説明をした. 従業員の健康障害を起こ

す可能性のある作業と対策, 業務起因性の検証, 特殊健

康診断, 労働と健康の調和の実例などである.

２) 第５回授業：健康診断の事後措置と看護活動, 労働

衛生教育・健康教育と看護活動, 職業性ストレスと看護

活動の授業において, 事業所見学で産業医, 産業看護職

が紹介した事例を活用して授業を進めた.

３) 第６回授業：授業協力者である作業環境測定士より

作業環境測定の意義と実際について授業を行なった. 事

業所見学に行ったことを情報提供したところ, 見学事業

所の作業環境測定についても話をしてくれ, 事業所見学
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表２ 事業所見学により学生が気づいたこと・感じたこと
カテゴ
リー

サブカテゴリー No 記述例 (要約) 件数
学生
数

作
業
態
様
が
健
康
に
及
ぼ
す
影
響

作業体位の心身への影響 1 立ち作業はとても大変そうだと思いました. 女性の方も多くいて, 足や腰への負担が大きいと思います. 1 1

細かい作業の心身への影響 2 あのように細かい作業を２時間も続けてやるのはしんどいのに, 10分しか休憩がないのはストレスがたまると思う. 4 4

機械を扱う作業の心身への
影響

3
機械やコンピュータが多く, 苦手な私が働いたら頭が痛くなりそうだ. そういう人もいるかもしれない. 人の仕事の適応と仕
事の人への適合をはかる産業保健の目的を勉強していきたい.

2 2

作業による健康への負荷 4 夜勤と立ち作業が多いことから, 青年期から壮年期前半くらいの人々が就けるだろうと思う. 5 5

長時間労働による
疲労蓄積

5
労働環境は悪いと思わないが, 決められた作業を長時間続けるのは, 肉体的にも精神的にもかなり疲れがたまるのではないか
と感じた.

3 3

休憩時間の活用による
疲労回復

6
長時間の立ち作業で動くことがほとんどない状態であり, 休憩時間の短い間に, いかにリラックスし気分転換を図るかが大切
になると思った.

10 10

疲労を軽減するための対策 7 立ち作業の足もとにマットが敷いてあり, 休憩用のソファが置いてあった. 2 2

作業による心身影響の改善 8
足置き台を用いたり, 作業台の高さを調節できるように改善したりして, 仕事をしやすい職場づくりを常に考慮しているのだ
と思った.

5 5

作
業
環
境
が
健
康
へ

及
ぼ
す
影
響

快適環境の心身への影響 9 ちり１つ落ちてなく工場がきれいで, 明るく, バリアフリーのつくりで, 工場とは思えず驚いた. 19 17

温度環境の心身への影響 10 人が快適な室温で作業できるのはよいことだと感じた. 2 2

視環境の心身への影響 11 細かい仕事なので一人一人の手元にライトがあり, 目の疲れへの気くばりがされていることに驚いた. 3 3

音環境の心身への影響
12 看護職は機械の騒音は問題ないと言っていたが, 慣れないうちは健康に影響がでるのでないかと思う. 4 4

13 騒音は気になる程でなかった. 1 1

空間環境の心身への影響 14 機械に1日中囲まれ, 窓のない室内で作業しているので精神的ストレスがたまりやすそうに思いました. 10 10

作
業
態
様
・
作
業
環
境
の
管
理

安全の確保 15
様々な所に危険などを示した貼り紙や, 物を積み上げる高さが決まっていたり, フェンスがあったりと, かなり安全面を重視
していた.

11 11

危険作業への対応 16 レーザー室は危険であるため, ドアを開けるとレーザーが止まる装置になっていた. 2 2

作業方法の教育 17 レーザーを取り扱う社員には, 取り扱いについての教育がある. 2 2

作業注意書の配置 18 工場のいたるところに表示や注意書きがあり, 皆にわかり易く間違いがないようにしてあった. 5 5

整理整頓の実行 19 使った物を元に戻し整理整頓をすることが実行されていた. 1 1

作業衣着用の励行 20 安全のための作業服, 髪の毛落ち防止のため帽子の着用が義務づけられていたが, かぶり方は微妙だった. 3 3

作業環境測定の実施 21 それぞれの作業環境に合わせた環境測定がされている. 1 1

働
く
人
び
と
と
作
業
態
様
・
作
業
環
境
の
双
方
へ
働
き
か
け
る
産
業
保
健
活
動
・
産
業
看
護
活
動

働くことが継続できるよう
健康維持増進を支援

22 健康診断の結果指導, 病気の早期発見, 相談指導が行われていた.

51 48

23 工場内に血圧計を置いたり, タバコや身体のポスターが貼られ健康に関心をもってもらう工夫がされていた.

24 分煙が実施されていた.

25
禁煙教育が実施されていたが, 社内にタバコの自販機が設置されていた事が残念. 教育により禁煙を実行しようとする社員に
大きな妨げとなる. 会社側の努力や保健活動に対する理解があってこそ実現する.

26
健康管理室には血圧計, 体温計, 体脂肪計など用意されおり, 自己管理ができるようになるよう用意されているものだなと思っ
た.

27
健康管理室は, こころのケアも整っていた. 疾病の図書やビデオの貸し出しも行っていた. メールによるプライバシーを守る
形でのフォローアップも行っていた.

28 仕事に人をあわせるのでなく, 人に合った仕事環境を作ることが健康管理室の大切な仕事だろうと思った.

29
従業員の健康を守るため健康管理室の体制を整えていた. しかし, 小さな会社で, 健康管理室を置くことはできないのではな
いかと感じた.

プライバシーの保護 30
ひとり一人カルテの保存や相談室があったり, 身体にかぎらず精神面の健康管理やプライバシーの保護が徹底していて, 問題
を解決していくためには信頼関係が必要なことがわかった.

21 21

産業医・産業看護職の役割・
機能と専門性

31 産業医も社員をよく見ているし, 会社側もその意見をすぐに反映させ改善している.

70 47

32
作業靴, 足元のマット, 作業台の高さ調節, マッサージ機など看護職の提案によるものが多いと聞き, 仕事内容や健康状態を
把握しているからこその結果だと思った.

33 会社と従業員から中立の立場に位置し, 労働生活を支えていた.

34 この工場では社員と同じ目線で働いているというイメージをもった.

35
企業の中で看護をするには, 積極的に問題点を探すことが大切だとわかった. そのためには従業員の仕事を知る必要がある.
これは病院とかなり違うことだと思う. 病院は病気を見るところだが, 企業ではその人の立場や仕事と一緒に病気について考
え, また, 個人としてだけでなく集団として考える必要があることも病院と違うと思った.

36
身体面や精神面の健康とそれによる仕事の能率は産業医・産業看護職が大きな役割を担っていて, 健康と労働の調和をはかる,
大きな存在であると感じた.

37
手作業では手, 首, 肩のしびれがおこり, 機械化により解決できた部分もあるが, コンピュータに適応できないストレス, 機
械に合わせる疲労, 会話の減少, 心理的孤立, 目の疲労など働く人の健康障害は社会背景と共に変動していく. 産業看護職は
社会の動き, 業務内容を把握して問題を予想していくことが大切であると思った.

38
時代の流れで作業のやり方も変化し, まだまだ改善しなければならないことが多くあることも分かった. この見学で興味を持
つことができたので, 今度は実際に行っているところを見たいと思った.

39
工場に健康管理をする人がいることを初めて知った. 産業医・産業看護職, 健康管理センター, 産業衛生科学センター, 人事,
外部医療機関などと連携しながら皆で従業員を看ていると分かり, 私はこういう環境の中で仕事をしたいと思った.

産業保健活動の意義

40
産業保健活動を行うには職場巡視をして仕事や労働環境を把握し, 危険な作業や労働が健康に及ぼす影響を従業員と同じ立場
で見て, 自分から問題を見つけることがとても大切であると感じた.

30 25
41 労働と健康の相互関連性がよい状態であってこそ仕事ができ, そのために産業保健活動が必要であると感じた.

42 健康な社員がいて, そしてそれを支える産業保健活動があるからこそ会社が成り立っている.

企
業
の

健
康
・
安
全
に
関
す
る
理
念

人間尊重／健康・安全・快
適職場への取組

43 従業員一人一人を大切にする環境が整っている会社がよい会社で向上していく会社なのだなと思った.

32 26

44 従業員の健康あってこその会社である, という雰囲気が伝わってきた.

45 安全衛生委員会で“健康で安全・快適な職場の確立”を組織として取り組んでいる.

46 事故報告書が掲示してあり, 本社や他の支社の事故も皆で情報の共有, 対策に心掛けていた.

47 立ち作業や騒音など, まだまだ改善すべき課題があるのだと感じた.

従業員の健康維持増進が生
産性向上につながる

48
従業員の心身の健康があり, それぞれに生きがいをもって働くことで, 結果的に能率が上がり, 業績につながっていくのであ
ると考えた.

4 4

環境への配慮 49 照明を必要最低限以外取り外すし, 環境に影響する材料は使用しないなど環境に配慮し省エネで経費も削減していると思った. 3 3
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と授業のつながる場面があった.

４) 第７回授業：働く人びとの看護活動における倫理の

授業では, 海外での倫理, 学会の倫理指針, 実践産業看

護活動における倫理の側面から実例をもとに講義をした.

その中で見学事業所のプライバシー配慮の例を活用した.

５) 第10回授業：体験学習発表会の後, 事業所見学の学

生レポートのまとめを資料にして返し説明した.

６) 第11回授業：“QWLの向上とは何か”について,

学生は第１回～10回の授業のなかから自由に題材を選ん

で討議をした. 12グループ中７グループが事業所見学の

体験を活用した.

活用例は, 夜勤, 作業姿勢, 長時間労働, 精密で単調

な作業, 人間関係などの作業態様, 有害作業, 照明, 騒

音などの作業環境, 安全確保, 危険防止などの作業態様・

作業環境の管理, 健康診断, 悩み相談, 配置換え, 喘息

(疾病) のある労働者の労働・労働環境と健康の調和へ

の支援をする産業保健・産業看護活動などであった.

７) 第12・13回授業：第11回授業のグループワークの発

表と討論を行った. 事業所見学の体験を活用した７つの

グループからは, 疾病予防, 精神的ゆとり, 労働者の健

康と労働のバランス, 事業者と労働者が話し合いで快適

に働けるようにする, 看護は労働と健康の相互関連性の

個々に応じて支援, 労働者自身が自覚して問題提起が必

要で同時にそれを受けとめる企業環境も必要, 仕事によ

る健康障害防止, 仕事に誇りや生きがいを感じることが

できるなどが, QWL の向上ないし影響要因であるとい

う発表であった.

これらの発表に対する全体討議では, 強い冷房を好む

人と冷えるので困る人など集団と個人にとっての快適環

境とは？ 窓を開け換気をすると騒音が入る, 環境を整

えようとすると, 別の面で悪影響がある場合はどうした

らよいか？ 健康管理室がない職場の労働による健康障

害はどのように予防されるのか？ 職場で働くと健康障

害を起こすとき, 誰が責任を持つべきか？ など質問と

討論があり, QWL の向上とは何かについて, 今後考え

ていく課題も残された.

以上のように, 事業所見学後の授業12回中, ８回の授

業で事業所見学の体験を学生, 教員ともに活用した. 統

合のグループワークでは12グループ中７グループが事業

所見学の体験を活用した.

Ⅵ. 考察

１. 事業所見学における学生の学び

１) 健康と労働・労働環境の相互関連性に関する学び

健康と労働の相互関連性に関して,【作業態様が健康

に及ぼす影響】では, 働き方が心身の健康に影響を及ぼ

すことがあることを学び, 健康影響を軽減または改善す

る方法があること, 健康障害を予防するための作業方法

の改善などがあることを学んだ.

No.3の記述例では, ｢機械やコンピュータが多く, 苦

手な私が働いたら頭が痛くなりそうだ｣ と作業態様によ

る健康影響を感じ, ｢そういう人もいるかもしれない｣

と従業員のなかには自分のように仕事に適応できない人

がいるかもしれない可能性に思いが拡がり, ｢人の仕事

への適応と仕事の人への適合をはかる産業保健の目的を

勉強していきたい ｣ と, 産業保健の目的の意味を体験

と照合した学び方もあった.

産業看護活動では, 働く現場をみて, 人が仕事に適応

しているか, 仕事が人に適合しているか把握することが

活動の基盤にあり, 学生が早期に現場から, 作業態様と

次に述べる作業環境が健康に影響することを体験から学

んだことの意義は大きい.

【作業環境が健康に及ぼす影響】では, 工場とは思え

ない快適な作業環境 (No.9) と反対に健康に影響を及ぼ

す作業環境があることを学んだ. 快適作業環境は企業努

力により達成できる場合と, 技術上困難な場合があるこ

とも学んだ. 騒音に関しては, 健康影響がありそうと感

じた記述 (No.12) と気にならないという記述 (No.13)

があり, 感覚の個人差があることの気づきであった. 快

適感覚にも個人差が考えられる. 現在, 国は事業者に快

適な作業環境の形成を法律により進めているが, 快適感

覚の個人差が配慮事項とされている.

【作業態様・作業環境の管理】は, 作業態様・作業環

境からの健康影響を防止または軽減し, 安全に作業をす

るための対策があることを学んだ. しかし, 現場では労

働者が必ずしも規則どおりに作業を実行しない現状があ

り, No.21は帽子のかぶり方を着目していた.

２) 人と労働・労働環境の双方に働きかけて健康を維持

増進する看護方法に関する学び

【働く人びとと作業態様・作業環境の双方へ働きかけ

る産業保健活動・産業看護活動】は, 労働生活にとり最
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も重要な“働く”ことが継続して可能であるよう, 従業

員の健康を守る活動があることの学びである. 働く集団

は, 健康度が高いため, 疾病の治療より健康・労働能力

の維持増進がより重要であり, プライバシーの保護が重

要であることを学んだ. それらを実践する産業医・産業

看護職の役割・機能と専門性があること, それを支える

産業保健活動があることを学んだ.

No.38の記述例 ｢工場に健康管理をする人がいること

を初めて知った…私はこういう環境の中で仕事をしたい

と思った｣ や, No.37の記述例 ｢…この見学で興味を持

つことができたので, 今後は実際に実践を見たい.｣ に

みるように, 産業医・産業看護職を初めて知り, その役

割・機能と専門性に興味関心が深まったことが, 記述数

が多いことからも伺えた. No.34の記述例では, ｢企業の

中で看護をするには, 積極的に問題点を探すことが大切

だとわかった. そのためには従業員の仕事を知る必要が

ある. これは病院とかなり違うことだと思う. 病院は病

気を見るところだが, 企業ではその人の立場や仕事と一

緒に病気について考え, また, 個人としてだけでなく集

団として考える必要があることも病院と違うと思った.｣

のように病院内看護と対比させ, 産業看護活動の特徴を

学んでいた.

３) 企業の健康・安全に関する理念についての学び

【企業の健康・安全に関する理念】では, 働く人びと

と作業態様・作業環境への産業保健活動・産業看護活動

は, 企業という組織が支えている活動であり, 組織には

働く人びとの健康・安全を尊重する理念があることの学

びであった. 一方, 健康管理室のない会社の従業員はど

うなのか (No.29) という疑問も生じた.

以上のことより, 学生は事業所見学により授業目標①

健康と労働・労働環境の相互関連性, ②人と労働・労働

環境の双方に働きかけて健康を維持増進する看護方法を

考え学んだといえよう.

２. 事業所見学の授業への活用

事業所見学後の12回の授業中, ８回の授業で事業所見

学の体験を教員および学生が活用したことが分かった.

教員の活用の仕方には, 事業所見学のまとめをしたり学

生のレポートのフィードバックをしたりと意図して活用

した場合と, 事業所見学の事例や場面は学生と共有され

ているため, 授業に活用することで学生の理解が容易に

なるため活用する場合があった.

学生の事業所見学の活用は, グループワークにおいて

みられた. 12グループ中７グループと他の資源に比較し

極めて多く活用された. 理由として考えられるのは, 見

学時に労働者・労働態様・労働環境・産業看護活動・産

業保健活動・企業組織などを完結型で見たり説明を聞け

たので理解しやすくかつ印象に残っている, また, 見学

後８回にわたる授業活用は, 再度見学時の学びを想起し,

別の角度から学びを深める機会となったことが示唆され

る. 第12・13回授業の統合グループワークの発表討論会

で, 難解な質問への課題が残された. これらを今後とも

問い続け, 自ら解決の糸口を探す態度を期待したい.

佐藤は教室において ｢勉強｣ から ｢学び｣ への転換を

実践するために, １) ｢モノや人やこと｣ との出会いと

対話による ｢活動的な学び｣ の実現, ２) 他者との対話

による ｢共同的な学び｣ の実現, ３) 知識や技能を獲得

し蓄積する ｢勉強｣ から脱して, 知識や技能を表現し共

有し吟味する ｢学び｣ の実現を提唱している9). 事業所

見学による学生の学びは, 佐藤の言う１) は現地での体

験による学び, ２) はその後の授業への活用とグループ

ワークや発表会と討論での学びに相当するといえよう.

３) は, 討論会で残された課題に今後学生が向き合って

ほしい学びである.

以上のことより, 事業所見学は成熟期看護学方法１の

授業の中で, 学生に貴重な学びをもたらすことができる

優れた授業方法の一つであるといえよう.

Ⅷ. まとめ

｢成熟期看護学方法１｣ における産業看護学授業で,

働く人びとのQWLの向上を目的とする看護のあり方を

学修する方法の一つとして事業所見学を実施した. 学生

は, 働く人びとの作業態様, 作業環境から健康に影響す

る要因を学び, 働く人びとのQWL向上のために, 従業

員の健康を支援する産業保健活動・産業看護活動の重要

性を学び, それを支える企業組織の理念を学んだ.

事業所見学の体験を, 学生・教員ともにその後の授業

にしばしば活用し, ｢活動的な学び｣, ｢共同的な学び｣

となった. 事業所見学は学生に貴重な学びをもたらすこ

とができる優れた授業方法であり, 実施する意義が大き

いことが明らかになった.
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はじめに

機能看護学講座では, 平成13年度から岐阜県が主催す

る ｢看護管理監督者研修｣ に看護系教員が参画しており,

平成15年度は, 対象者を管理監督者に限らず ｢看護職員

研修会｣ として実施した.

この研修は, ｢人として, また看護専門職として生涯

に渡り自己の能力を開発・発展させ, 看護の発展および

社会化に貢献できる能力を育成する｣ ことを目指してい

る. しかし, この目的は一研修により達成できるもので

はない. そのため, まずは, ｢セルフマネジメント：看

護専門職者としての成長・成熟を考える｣ というテーマ

で, めざす能力の主軸となるセルフマネジメントの概念

を理解し, 看護専門職としての成長･成熟のために, 日々

どのようにセルフマネジメントを実践すればよいのかを

検討することからはじめている.

平成14年度の研修成果である ｢セルフマネジメントの

意味｣ の理解については, 報告済みである1). 本稿では,

研修受講者によって記述された ｢これから現場で実際に

やってみたいこと｣ の分析から, 研修会のあり方を検討

し, 今後の課題を明らかにしたい.

Ⅰ. 研究目的

セルフマネジメントを主題とした看護職員研修会が,

研修目的の達成に貢献する内容・方法となりえていたの

かを検討し, 今後の課題を明らかにする.

Ⅱ. 研究方法

１. 研究対象者

平成15年度看護職員研修会に参加した対象者は, 県内

看護職53名である.

２. 分析対象

研修の最後に記述された ｢これから現場で実際にやっ

てみたいこと｣ の記述内容を分析対象とした.

３. 分析方法

記述内容を何度も読み返し, 記述内容・語彙の意味を

変えないように要約し, １データーとした. 要約された

内容をのうち, 類似するものをまとめてカテゴリー化し

命名した. それを研修目的と照合し, 分類した.

確証性および一貫性を維持するために, 分析過程にお

いて１名の研究者が分析したものを, ３名の研究者間で

ディスカッションを行い, 合意が得られるまで検討した.

４. 倫理的配慮

ミニレポートを記述する前に, ミニレポートの内容を

研修評価と今後の課題を見いだす目的で研究に使用した

いこと, 個人にとって不利益を被ることがないこと, プ

ライバシーを保護することについて説明し, 同意を得た.
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セルフマネジメントを意識した実践を方向づける看護職員研修のあり方
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上 野 美智子1) 栗 田 孝 子1) 岩 村 龍 子2) 大 川 眞智子2)

両 羽 美穂子1) 後 藤 美 和1)

A Study of the Nurses’ Training Session for Implementing

Self-Management Practice

Etsuko Ikenishi1), Yumiko Hayashi1), Chizuko Miyamoto1), Yukiko Okui1),

Michiko Ueno1), Takako Kurita1), Ryuko Iwamura2), Machiko Ohkawa2),

Mihoko Ryouha1), and Miwa Gotou1)

１) 岐阜県立看護大学 機能看護学講座 Management in Nursing, Gifu College of Nursing

２) 岐阜県立看護大学 看護研究センター Nursing Collaboration Center, Gifu College of Nursing



Ⅲ. 研修会の概要

１. 研修会の目的：人として, また看護専門職者として

生涯に渡り自己の能力を開発・発展させ, 看護の発展お

よび社会化に貢献出来る能力を育成する.

２. テーマ： ｢セルフマネジメント：看護専門職者とし

ての成長・成熟を考える｣

３. 方法：対象者は, 県内に勤務する看護職者であった.

研修方法は, セルフマネジメントを理解するため提示

した８つのキーワードを必須キーワード (４つから１つ

を選択) ： ｢自律｣ ｢自治｣ ｢意思決定｣ ｢責任｣ と自由

キーワード (４つから１または２つ選択) ： ｢価値観｣

｢人間観｣ ｢健康観｣ ｢世界観｣ に分け, ２～３つのキー

ワードをもとに, セルフマネジメントについて理解を深

めるグループワークを行った. グループワークでは, キー

ワードについて文献で学習した内容と現場の看護実践の

想起から, 看護専門職としてのあり方について, 教員を

含めた参加者相互が交流し, 共学する方法を採った.

Ⅳ. 結果

１. 対象者の特性

平成15年度は, 県内38施設から53名が参加した. 年齢

は, 40歳代が29名と一番多く, 次いで30歳代14名, 50歳

代８名, 20歳代２名であった. 職位は, 師長が19名と一

番多く, 次いでスタッフ18名, 主任８名, 副主任２名,

師長・副主任・副主査・看護長･科長がそれぞれ１名で

あった.

２. カテゴリーの記述 (表１・２参照)

学びから実践を意識した内容は, 全部で23カテゴリー

が抽出された. このカテゴリーには, 自己の成長発達を

目指す実践内容とスタッフの成長に貢献する実践内容が

含まれていた.

１) 自己の成長・発達を目指す実践内容 (表１)

自己の成長を目指す実践内容は, [自己の目標をもち

続ける] を含む19カテゴリ－であった. 以下[ ]はカテ

ゴリー, 『 』 は記述内容の要約, ｢ ｣ は記述内容を表す.

[自己の目標をもち続ける] は, ｢思いつきの看護では

なく, 文献も読み自分で理解し, 考えていく看護を目指

したい｣ を要約した 『考えていく看護を目指す』 や,

｢一生自己成長を目指し歩んでいきたい｣ という 『一生

自己成長をめざす』 など自己の目標をもち続けることと

その内容が示されていた.

また, ｢病棟の機能変化による職場の看護体制を見直

す必要があるため, 意思決定プロセスを活用し, 意識し

て実践したい｣ という [意思決定を意識した実践] や,

｢問題にぶつかった時, 思考過程を意識して実施する｣

という [思考過程を意識した実践], ｢一つ一つの行動に

対して, 考えながら問題意識をもって取り組んでいきた

い｣ という [問題意識をもった実践], ｢現状にとどまら

ず, 課題を積極的に受け, それに向かって努力したい｣

という [課題への主体的な取り組み], など実践時の態

度に関する内容が示されていた.

そして, ｢意思決定プロセスを学んだので, 現場の意

思決定場面の振り返りに生かしていきたい｣ という [意

思決定のプロセスを活用した振り返り], ｢自分自身を知っ

た上で自己の目標が明確となり, 目標達成のために努力

する. そして, 振り返り･･･を繰り返していくことでよ

いセルフマネジメントとなるのではないか.｣ という

[実践を通したセルフマネジメントの検討], ｢言葉で学

習したことを現場での自分のあり様に当てはめ自問して

いきたい｣ という [研修での学びを活用した振り返り],

｢今まではその場その場で対応しすぎていたので･･･, 経

験を検証し, 経験から学びを残していけるよう努力した

い｣ という [経験を検証し積み重ねる努力] など研修で

の学びを指標にした実践の振り返りやその積み重ねに関

する内容が示されていた.

さらに, ｢看護についてもう一度学習しなおしてみよ

うと思う｣ という [看護の再学習], ｢自己学習に取り組

み成長していけるよう努力したい｣ という [自己学習],

『他のキーワードについての学びを深める』 という [担

当以外のキーワードの理解を深める], 『思いつきではな

く文献を活用する』 という [文献を活用する], 『言葉の

意味を考えて使用する努力をする』 という [吟味した言

葉の使用], 『様々な人を知る努力をする』 という [様々

な人を知る努力], 『出来ないというネガティブな判断を

しない』 という [ネガティブな判断をしない], 『学びを

伝達し､ 自らの復習にする』 という [伝達による学びの

復習] など, 成長にむけて学習をつづける必要性とその

方法についてが示されていた.

『自分の目標達成にむけ, チームでの理解を得たり,

意見を聞いたりする』 という [組織の一員としての意識
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表１ 自己の成長・発達を目指す実践内容

カテゴリー 記述の要約

自己の目標をもつ

一人の人間として ｢自分のありたい姿｣ を考え続ける

自分の目標設定をする

良い看護の提供を目指す

考えていく看護を目指す

よい後輩指導を目指す

一生自己成長をめざしていく

意思決定を意識した実践
新たな課題に対し, あるべき姿を描き, 責任が持てるかどうかを判断した上で提案, 行動に移す

意思決定プロセスを意識的に実践する

思考過程を意識した実践
問題場面において思考過程を記述する

思考過程の記述を意識していろんな場面で実施する

問題意識をもった実践

一つ一つの行動を問題意識をもち, 考えて取り組む

日々の看護に問題意識をもつことからはじめる

問題意識をもち, 意図的に関わる

思いつきではなく, 考えて看護を行う

課題への主体的な取り組み 課題に主体的に取り組む

意思決定プロセスを活用した振り返り

実践における意思決定のプロセスを書いてみる

学びを現場での意思決定場面の振り返りに生かす

意思決定プロセスを活用した振り返りの実施

自分の行動を振り返り, その意思決定について考える時間をもつ

実践を通したセルフマネジメントの
検討

自分の成長のためにセルフマネジメントの事例検討等話し合う機会を作る

実践を通してセルフマネジメントを考える

実践をキーワードに従い振り返り, 評価し, セルフマネジメントを考える

研修での学びを活用した振り返り

現場での自己の有り様を学んだ内容と照合して自問する

自分の実践を客観的に振り返る

キーワードを活用して事例を整理する

やりっぱなしではなく振り返りをする

経験を検証し積み重ねる努力
経験の検証から学びを残せるようにする

その場の対応ではなく経験を積み重ねていく

看護の再学習 看護について学習し直す

自己学習 成長のための自己学習

担当以外のキーワードの理解を深める 他のキーワードについての学びを深める

文献を活用する
文献から学ぶ

思いつきではなく文献を活用する

意味を吟味した言葉の使用 言葉の意味を考えて使用する努力をする

様々な人を知る努力 様々な人を知る努力をする

ネガティブな判断をしない 出来ないというネガティブな判断をしない

伝達による学びの復習 学びを伝達し, 自らの復習にする

チーム・組織の一員としての
意識と実践

組織の一員として物事を考える

組織の一員としてセルフマネジメントを意識する

組織の理念を理解し, 良い看護につなげる

自分の目標達成にむけ, チームでの理解を得たり, 意見を聞いたりする

自分の考えを理解してもらえる努力 自己犠牲的にならず, 考えを理解してもらえるよう話していく



と実践] や, 『自己犠牲的にならず, 考えを理解しても

らえるように話していく』 という [自分の考えを理解し

てもらえる努力] は, 組織の一員としての意識をもち,

意思疎通を図る必要性について示していた.

２) スタッフの成長に貢献する実践内容 (表２)

スタッフの成長に貢献する実践内容は, [スタッフ教

育への学びの活用] をはじめとする４カテゴリ－であっ

た.

[スタッフ教育への学びの活用] は, ｢病棟内カンファ

レンスや院内勉強会において責任について学んだことな

ど院内での事例を挙げてみなで考えるような場を設けた

い.｣ という記述を要約した 『病棟カンファレンス, 院

内勉強会で学んだ責任についての事例検討会の設定』 や

｢インシデント･アクシデントなどがそのまま流れ, 業務

が行われている. もっと皆が問題意識がもてるように自

分が経験したことを参考に話し合う場がもてると良い｣

を要約した 『自分の経験を参考にスタッフ皆が問題意識

をもてるように話し合う場を設ける』 など, 研修での学

びをスタッフ教育に活用するさまざまな内容･方法が示

されていた.

そして, [スタッフが業務に主体的に取り組めるよう

な関わり] では, ｢スタッフの前で 『させられる』 とい

う言葉を使わない｣ や, ｢今まではスタッフへの指示は,

決定事項の伝達ではなく, 共に考え決定する｣ など, ス

タッフ個々の意思決定を尊重した関わりへの変換を意識

した内容が示されていた.

さらに, ｢病棟目標の設定や目標管理のプロセスを見

直し, 皆で共有できるものにしたい｣ という [スタッフ
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表２ 他者の成長に貢献する実践内容

カテゴリー 記述の要約

スタッフ教育への学びの活用

今回のテーマ・方法による主任,師長研修の実施

自分自身を見つめ直す職場研修の実施

臨床でこのようなGWを行いたい

事例検討を通してプロセスを振り返る機会を作る

組織が良い看護が出来るためのセルフ・マネジメントの事例検討等話し合う機会を作る

病棟内カンファレンス, 院内勉強会で, 今回学んだ責任についての事例検討会の設定

スタッフ個々に8つのキーワードを問いかける

看護業務における責任についてプラス思考で考え, スタッフに提案, 話し合いをもつ

自分の経験を参考にスタッフ皆が問題意識をもてるように話し合う場を設ける

スタッフ教育の問題提起に学びを生かす

学びを病棟のスタッフ管理, 看護の質の向上に活用する

部下に伝達し, 事例を基にした能力向上を目指す

リーダー, 副師長にGWでの学びを伝達する

スタッフが業務に主体的に取り組める
ような関わり

日常の業務に問題意識を持ってもらえるような関わりをする

スタッフが充実感をもって働けるような関わりをする

スタッフに教育・業務を押し付けない

スタッフ個々が目的に向かって発達できるよう, 責任・課題を与えていく

スタッフに動機付けと共に物事をゆだねる

目標設定時スタッフに動機付けとなる言葉かけをする

スタッフへの指示は, 決定事項の伝達ではなく, 共に考え決定する

スタッフの前で ｢させられる｣ という言葉を使用しない

スタッフに目的を明確にして看護計画を立案するよう指導する

スタッフとの目標､ 管理プロセスの共有 病棟目標の設定や管理のプロセスを見直し, 共有できるものにする

チームでのルール共有を基盤とした
スタッフ個々の向上

チームのルールを共有した上で, 個々が目標をもち向上することを目指す

スタッフ個々が業務や目標に向かって努力できているかを見つめ直す機会として目標面
接を行う



との目標, 目標管理プロセスの共有], ｢自分の目標設定

『なりたい自分を』 をチームの中でわかってもらい皆の

意見を聞きながらがんばりたい｣ という [チームのルー

ル共有を基盤としたスタッフ個々の向上] など, 組織お

よび個人の目標やその管理の共有を示した内容がみられ

た.

以上の内容を, 研修目的と照合すると, ｢人として,

専門職として生涯にわたり自己の能力を開発･発展させ

る｣ という内容に相当するものばかりであり, ｢看護の

発展および社会化に貢献できる能力の育成｣ に相当する

内容は見られなかった.

Ⅴ. 考察

結果の分析から, 研修内容・方法が目的達成に貢献す

るものとなっているのかついて考察し, 今後の課題を明

らかにしたい.

１. 自己の成長・発達を目指したセルフマネジメント

自己の成長・発達を目指す実践内容には, 目標をもち

続けること, そして, その目標達成のために, 意思決定

のプロセスや問題意識をもち実践するなど, 常に客観的

に自己の実践を意識し, 吟味するという専門職としての

責任を意識した内容, 学びや意思決定プロセスを活用し

た振り返りや経験を検証し積み重ねをするのように, 自

らの省察や検証を行う実践が意識されていた.

さらに, 文献の活用や看護の再学習など継続学習の実

践が意識されていた.

以上のような, 目標をもちつづけること, 責任をより

よい形で果たすこと, 自らの評価を仕事の中に組み入れ

ること, 継続学習を組み入れることは, いずれも人とし

て, 専門職としての成長と自己変革を続けるための要

素2)であり, 看護の機能を発揮するためのセルフマネジ

メントの実践例そのものであるといえよう.

このような学びにつながった要因としては, セルフマ

ネジメントを理解するために道標としてキーワードを活

用したことがあると考える. 意思決定, 責任などのキー

ワードは, 日ごろの看護実践と切り離せないものばかり

であり, キーワードを具体的に理解しようと実践内容を

想起するワークは, 現状を意識させることにつながって

いた. そのため, 自己の成長･発達を目指すセルフマネ

ジメントの実践における具体的な課題が, 明確になった

のではないかと考える.

自己の成長・発達を目指す実践内容には, これまで述

べたように, 意思決定, 責任, 自律などの行為をあらわ

すキーワードに関連するものが多かった.

これは, 行為を表すキーワードがグループワークの必

須キーワードとなっており, 価値観などの観念を表すキー

ワードは自由キーワードとしていたことから, 必須キー

ワードの検討に重きがおかれた結果とも考えられる.

自己の成長・発達には自らのもつ観念を見つめなおし,

自らを知ることが不可欠であることや, 性質の違う複数

のキーワードを活用し, セルフマネジメントを多面的・

構造的に捉えることが必要であることから, グループワー

クの中で必須キーワードと自由キーワードを関連させて

学習できるための方略の検討が課題となろう.

２. 組織への貢献を意識したセルフマネジメント

自己の成長・発達を目指す実践内容の [組織の一員と

しての意識と実践] は, 常に組織の一員として物事を考

え, 自分の目標についてもチームの理解を得て, 意見を

聞くことが必要であるという内容が示されていた. この

ことから, 自分の目標達成は, 組織の資源につながると

いう考えに至っていたことが伺える.

さらに, スタッフの成長に貢献する実践内容には, 研

修での自らの学びを組織の人材育成に貢献したいという

ように, 組織と個人の関係性に視点を置いたさまざまな

実践内容が挙げられていた. また, 一方的にスタッフに

求めるだけでなく, 自らのマネジメントのあり方も問い,

両者が成長できる関わりの検討がなされていた.

組織への個人の貢献という視点は, 体験的ではあるが,

これまでの研修にみられなかった新たな視点であると感

じている. 今年度, ここまで到達できた要因としては,

今年度から新たにキーワード・セルフマネジメントにつ

いての文献学習を事前に課したことが考えられる.

課題と共に提示した文献リストには, マネジメントの

理解を図るため経営学など他領域の文献が含まれていた.

そのため, 文献を読むことで新たな視点が取り入れられ

た可能性がある.

また, グループワークで, ファシリテートする教員の

刺激によるものが考えられる. 機能看護学講座では, 学

部３年次生を対象に ｢組織とマネジメント｣ の授業3)を

開講しており, 昨年後期に初めての授業を行っている.
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このことから, 今年度ファシリテートする教員側に,

セルフマネジメントは組織の発展に貢献するという意識

があったことが, 刺激となったのではないだろうか.

３. 看護の発展および社会化に貢献する能力について

結果で述べたように, 直接この目的に相当するカテゴ

リ－は見られなかった.

これは, 今回の研修は, 目的を ｢人として, また看護

専門職者として生涯に渡り自己の能力を開発・発展させ,

看護の発展および社会化に貢献出来る能力を育成する.｣

としつつも, 大きな目的であるため, テーマである ｢セ

ルフマネジメント：看護専門職者としての成長・成熟を

考える｣ を中心に取り組んでいる. そのため, ２日とい

う限られた時間の中で, ｢看護の発展および社会化に貢

献できる能力｣ の検討までは話が及ばなかったことが考

えられる.

しかし, 自己の成長・発達を目指す実践内容にある

[言葉の意味を吟味した使用], [ネガティブな判断をし

ない], [自分の考えを理解してもらえる努力] は, 個々

の看護者の基本的態度となれば, 看護の発展および社会

化にも波及する内容であると考える.

つまり, 第三者にも解りやすいように言葉に変換する

ことは, 個人の知である暗黙知を, 参加しているメンバー

で共有化し, 集団知として発展させていくために不可欠

であり, 集団的知識創造で最も重要なプロセスとされて

いる4). また, このことは, 看護職者間で理解を得るた

めのものだけではなく, 日々の実践の中で看護職が,

｢看護とは｣ を看護以外の職種の人にわかりやすい言葉

で表現し, 理解してもらうという努力をすることで, 看

護の社会化にもつながる内容であると考える.

さらに, スタッフの成長に貢献する実践内容にある

[スタッフが業務に主体的に取り組めるような関わり]

は, 専門職として責任から逃れることではなく, 新たな

業務拡大や裁量権の拡大など大きな課題に対しても, 自

らの業務を規定する法や倫理に基づき, 自らの責任で判

断し, 実行していくことの基盤となる姿勢であると考え

る. このような, 看護の専門性を社会に示していく姿勢

は, 看護の発展や社会化を導くものであると考える.

Ⅵ. まとめ

セルフマネジメントを主題とした看護職員研修会のあ

り方を検討し, 今後の課題を明らかにする目的で, ｢こ

れから現場で実際にやってみたいこと｣ の記述内容を分

析した. その結果, 23カテゴリ－が抽出された.

このうち19カテゴリーは, 自己の成長発達を目指す実

践内容であり, ４カテゴリーはスタッフの成長に貢献す

る実践内容であった.

自己の成長・発達を目指す実践内容には, 専門職とし

ての成長と自己変革を続けるための要素2)が, 看護の機

能を発揮するためのセルフマネジメントの実践例として

示されていた.

自己の成長・発達を目指す実践の [組織の一員として

の意識と実践] や, スタッフの成長に貢献する実践内容

では, 自らの成長が組織の貢献につながることや, スタッ

フが変わるために自らのマネジメントを問うという組織

と個人, 個人と個人の関係性に視点を置いた実践が意識

されていた.

今回の研究は, ｢今後, 現場で実際にやってみたいこ

と｣ の記述のみを分析対象としたことから, 研修目的全

体を評価するには限界がある. 今後, これらの内容が実

際にどこまで実践できたのかを, その促進要因や阻害要

因と共に明らかにし, セルフマネジメントの実践にむけ

た更なる仕掛けを検討することも今後の課題となるであ

ろう.
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はじめに

本学は平成12年度に開学し, 平成14年度に初めて３年

次に領域別実習として位置づけている ｢地域基礎・育成

期・成熟期看護学実習｣ が行われた. この領域別実習に

おける成熟期看護学実習の目的は, ｢さまざまな健康状

態で生活を営んでいる成熟期の人々への看護実習を通じ

て, 成熟期看護のあり方について理解を深める｣ であり,

学生は一般病院および高齢者ケア施設 (介護老人保健施

設もしくは介護療養型医療施設) の各々１ヵ所において,

成熟期の人を１～２名受け持って看護実習を行う. また,

目的達成のために, 在宅で生活している高齢者の理解と

支援の学習として, 高齢者ケア施設における実習中に

｢在宅サービスを利用しながら生活している高齢者の理

解と看護の役割の理解を深める｣ ことを目標に, 施設に

併設されている通所リハビリテーション (以下, デイケ

アと省略) で ｢在宅サービスを利用している成熟期の人

とその家族への看護実習 (以下, デイケアにおける看護

学実習と省略)｣ を１日位置づけている. この1日のデイ

ケアにおける看護学実習で学生にどのような学びがあっ

たのかを明らかにすることは, 実習を評価し, 今後の実

習のあり方を検討する上で意義があると考える.

本研究の目的は, 学生がデイケアにおける看護学実習

を通してどのような学びがあったのかを明らかにするこ

とである.

Ⅰ. デイケアにおける看護学実習について

デイケアにおける看護学実習は, 高齢者ケア施設での

実習期間中に, 併設されているデイケアで各学生１日,

１～５名に分かれて体験する. 教員は, 事前にデイケ

ア担当者に成熟期看護学実習の目的とデイケアにおける

看護学実習の目標, 方法, 学生のレディネス等を説明し,

実習方法を打ち合わせる. 学生には事前にデイケアにお

ける看護学実習の目標および記録用紙の構成と記載方法

を説明し, 実習中は記録用紙の構成を意識し, 体験して

疑問・不明なことは積極的に質問するように指導する.

また, 介護保険制度やデイケアの機能など, これまでの

授業の復習や必要に応じて事前学習するよう指導する.

学生は, 高齢者ケア施設での実習初日もしくはデイケア

における看護学実習当日にオリエンテーションを受け,

当日は送迎を含めたデイケアの１日の流れを利用者とと

もに体験しながらケアに参加する. 実習後, 可能な限り

その場でデイケア担当者を交えたカンファレンスを持ち,

翌日所定の実習記録用紙に記入し提出する.

Ⅱ. 研究方法

１. 研究対象および倫理的配慮
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研究対象は, 平成14年度成熟期看護学実習を終了した

学生77名のうち, 研究の趣旨・方法および協力の有無が

その後の教育に影響しないこと, 記載にあたっては個人

が特定できないように十分配慮することを口頭と文書で

説明し, 書面で同意の得られた学生73名のデイケアにお

ける看護学実習記録である.

２. 分析対象

分析対象は, 実習記録のうち ｢この実習で学んだこと・

感じたことを書いてください｣ の記述内容である.

デイケアにおける看護学実習記録用紙の構成は表１に

示す５項目である. このうち, ５. は, 実習全体を通し

て学生が学びとなったという自覚のある内容が書かれて

いると捉えられ, この内容を分析し明らかにすることは,

デイケアにおける看護学実習のあり方を評価し, よりよ

い実習にしていくために意義があると考えた.

３. 分析方法

分析はまず, 記述内容を ｢学生が学んだことは何か｣

という視点で読み, 意味内容毎に１記述とし, できるだ

け表現された言葉を用いて要約した後, 類似性に基づい

て分類整理した. なお, 全分析過程は５名の成熟期看護

学教育研究者で合意が得られるまで必要に応じて記述内

容に戻って検討を繰り返した.

Ⅲ. 結果

｢学んだこと｣ として述べられた内容は, 合計302記述

であり, １人あたり２～11記述, 平均4.1±1.6記述であっ

た.

これを分類・整理した結果【デイケア利用者の特性】

【デイケアの役割・機能】【デイケアの雰囲気と１日の

流れ】【デイケアに求められるケア】【デイケアの効果】

【デイケアの現況と課題】【デイケアにおける看護職と

介護職の役割】【デイケアの看護職に求められる能力】

【他職種との連携の重要性】【家族との連携の重要性】

【家族介護の負担の大きさ】【援助方法】【人間が活動す

ることの意義】【人間が老いて死んでいくのは自然のプ

ロセスであること】【痴呆症状】の15項目に分類された.

(表２)

１. デイケア利用者の特性

【デイケア利用者の特性】には [デイケア利用者は多

種多様であること] [デイケア利用者には自立度の高い

人が多いこと] [デイケア利用者にデイケアを楽しみに

している人が多いこと] [利用者は生き生きと楽しんで

いる人が多いこと] の４分類が含まれた.

２. デイケアの役割・機能

【デイケアの役割・機能】には [デイケアの在宅を支

える役割・機能] [デイケアの役割の特徴] の２分類が

含まれた.

３. デイケアの雰囲気と1日の流れ

【デイケアの雰囲気と１日の流れ】には [デイケアに

おける職員と場の雰囲気] [デイケアの１日の流れとサー

ビス内容] の２分類が含まれた.

４. デイケアに求められるケア

【デイケアに求められるケア】には [自立支援の重要

性] [楽しみが得られるレクの工夫の必要性] [耳を傾け

声かけすることの大切さ] [利用者の安全確保の重要性]

[健康的生活への支援の必要性] [多くの利用者を同時に

みることの大切さ] [デイケアの継続利用のための工夫

の必要性] [気が抜けない高齢者ケア] [身体能力に応じ

たケアの必要性] [痴呆の特性・レベルに応じたケアの

必要性] [利用者個々に合わせたケアの必要性] 11分類

が含まれた.

５. デイケアの効果

【デイケアの効果】には [会話・交流・外出などがよ

い刺激になっていること] [作品の完成がよろこび・生

きがいにつながっていること] [リハビリの効果がある

こと] [デイケア利用により生活のメリハリがつくこと]

[身体の異常をすぐにキャッチし適切な援助が受けられ

ること] [デイケア利用は家族の介護負担軽減につながっ

ていること] [デイケアは精神的ケアの意味が大きいこ

と] [よい影響があること] の８分類が含まれた.

６. デイケアの現況と課題

【デイケアの現況と課題】には [マンパワー不足] [デ

イケアを利用できない高齢者がいるということ] [サー

ビス充実の必要性] [スケジュールが過密であること]

岐阜県立看護大学紀要 第４巻１号, 2004

― 86 ―

表１. デイケアにおける看護学実習記録用紙の構成

１. このサービスを利用している成熟期の人々はどんな人た

ちでしたか

２. サービスの機能はどのようなものでしたか

３. 他との連携はどうなっていましたか

４. 看護の役割はどのようなものでしたか

５. この実習で学んだこと・感じたことを書いてください
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表２. 学生がデイケアにおける看護学実習で学んだこと

大 分 類 小 分 類 記述内容の要約例

デイケア利用
者の特性

デイケア利用者は多種多様であ
ること

デイケアの対象者には健康状態や介護度が様々な人々が利用していること
デイケア利用者はおしゃれな人が多いこと

デイケア利用者には自立度の高
い人が多いこと

デイケア利用者はADL自立度が高い人が多いこと
病院とは異なり, ほとんどの部分で自立している人が多いこと

デイケア利用者にデイケアを楽
しみにしている人が多いこと

デイケアの日を心待ちにした利用者が多かったこと
利用者が人との交流ができることを楽しみにしていること

利用者は生き生きと楽しんでい
る人が多いこと

デイケアで組まれているプログラムによって利用者が生き生きと楽しんでいること
デイケア利用者が生き生きと楽しんでいること

デイケアの役
割・機能

デイケアの在宅を支える役割・
機能

デイケアは, 在宅での生活を維持していくために重要な役割を担っていること
デイケアの目的は, 生活の基盤である家庭での機能維持や回復の支援であること

デイケアの役割の特徴
デイケアでは日常生活のできない部分をできるようケア・訓練をするところ
デイケアは, 日中活動し, 夜間睡眠をとるという生活のリズムを整える役割を果た
していること

デイケアの雰
囲気と１日の
流れ

デイケアにおける職員と場の雰
囲気

デイケア施設は, 利用者の作品が飾られ, 利用者同士や職員との挨拶など暖かい雰
囲気にあること
デイケアの場は, 明るく, 個人のペースが保持されている場であること

デイケアの１日の流れとサービ
スの内容

デイケアの１日の流れ
デイケアのサービス内容

デイケアに求
められるケア

自立支援の重要性
在宅が基本の利用者にとって, 自立した日常生活を重視した接し方の重要性
その人の力を最大限に引き出していくためにも見守ることの大切さ

楽しみが得られるレクの工夫の
必要性

在宅療養を継続していくために, 利用者がデイケアを積極的に利用するよう, レク
やリハビリを楽しいものにしていくことの必要性
利用者が楽しめるようなレクレーションの工夫の必要性

耳を傾け声かけすることの大切
さ

利用者に受け入れられる言葉かけの必要性
利用者同士の話しに耳を傾けることの大切さ

利用者の安全確保の重要性
スタッフは, 問題が発生しないよう, 責任をもって家まで送り届ける, 荷物の管理
をする, １人１人に声をかける等をしていること
高齢者施設での感染対策の重要性

健康的生活への支援の必要性
デイケアは, 健康管理だけでなく心のやすらぎや楽しみも必要であること
生活支援をする介護と, 健康管理をする看護の両方が必要であること

多くの利用者を同時にみること
の大切さ

デイケアのスタッフが大勢の人に同時に心を配ることの重要性
利用者数が多いため, １人１人に言葉かをかけ, 全体を観察することの大切さ

デイケアの継続利用のための工
夫の必要性

デイケアでは利用者個々に合った, リハビリで, かつ楽しみながら長期的に続けら
れる工夫がされていたこと, また, その工夫の必要性
デイケアを継続して利用することの大切さ

気が抜けない高齢者ケア

対象が高齢者であるため, 事故防止など注意が必要なことが多く, 気が抜けない時
間が継続されること
老人に何度も同じことを聞かれたり, 聞き取り難い言葉を理解したり, 大きな声で
話をするのは大変なエネルギーが必要であること

身体能力に応じたケアの必要性
健康状態や介護度が様々な利用者個々にあったケアの必要性
身体機能障害に応じた食事ができるよう, 能力に合わせた自助具の準備の必要性

痴呆の特性・レベルに応じたケ
アの必要性

痴呆のレベルを見極めたコミュニケーションの必要性
痴呆性高齢者個々のレベルを知って対応する必要性

利用者個々に合わせたケアの必
要性

利用者が工夫している機能障害を補う方法や・考え・思いをとらえ, 尊重しながら
ケアをすることの重要性
利用者一人一人の性格, その人らしさ, を支える援助の大切さ

デイケアの効
果

会話・交流・外出などが良い刺
激になっていること

デイケアを利用することは, 同年代の人々との交流ができ, 良い刺激になること
デイケアは外出, 環境の変化により良い刺激になること

作品の完成がよろこび・生きが
いにつながっていること

個々の利用者によって, 作る作品が異なっていたが, 作る過程や完成させることが
喜び・生きがい・生活の張り・生き生きした姿に繋がること
利用者にとって, 作品が完成することは達成感や他者にみられることのよろこびに
つながること

リハビリの効果があること
在宅生活し, 動くことがリハビリになる高齢者にとっては, 良い場所であること
デイケアを利用しリハビリで, 麻痺や痺れがあっても動くようになって喜んでいる
人がいること

身体の異常の早期発見と､ 適切
な援助が受けられること

診察室があるので安心してケアを受けることができること
定期的な利用者は, 経過や異常の早期発見ができる場になっていること

デイケア利用により生活のメリ
ハリがつくこと

高齢者はデイケアを利用することで, 自宅にこもることなく, 時間を上手に利用し
ていること
身体障害のある人にとって, 外出することだけも意味があり, 入浴を楽しむことで
生活にメリハリができ, 生きがいになること

デイケア利用は家族の介護負担
軽減につながっていること

デイケアによる利用者の精神的な安定が介護者の負担軽減になること
デイケアの利用によって家族は介護から開放され自由な時間が持てるという利点が
あること

デイケアは精神的ケアの意味が
大きいこと デイケアは生活リハビリや機能回復の意味より精神的ケアの意味が大きいこと

よい影響があること
デイケアは, 利用者にとっても, 家族にとっても利点の多いサービスであること
デイケアを利用することは利用者にとってよい影響があること



[施設整備の必要性] [デイケアのサービス競争が激しい

が勝ち残っていかなければならないこと] [働く人の心

のあり方によってサービスの質が異なること] [利用者

や地域の人への情報提供の大切さ] [利用者個々に応じ

たサービスが提供できていないこと] の９分類が含まれ

た.

７. デイケアにおける看護職と介護職の役割

【デイケアにおける看護職と介護職の役割】には [看
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表２. 学生がデイケアにおける看護学実習で学んだこと (つづき)

大 分 類 小 分 類 記述内容の要約例

デイケアの現
況と課題

マンパワー不足
少人数の職員で40名の利用者の観察, 個々のペースや好みに合わせたケアの提供は
大変であること
40名の利用者を見ていくことの大変さ

デイケアを利用できない高齢者
がいるということ

利用者制限があり, 利用できない高齢者もいること
デイサービス利用希望者で､ 利用できないひとがいること

サービス充実の必要性

年齢も居住地域も状態も異なる利用者で, 提供されるサービスに馴染めない利用者
もおり, 個々の利用者に適し, 満足でき, QOL の向上に繋がるサービスの提供の
工夫の必要性
サービスの充実の必要性

スケジュールが過密であること
デイケアの1日のスケジュールは過密であったこと
利用者が楽しく過ごすことができるよう, レクリエーションや入浴は楽しかった反
面, 疲労が大きいこと

施設整備の必要性
利用者にとって安全で楽しく過ごせる施設であることの重要性
施設設備の整備が求められること

デイケアのサービス競争が激し
いが勝ち残っていかなければな
らないこと

デイケアにおけるサービスの競争が激しく, 建物, 医療機器, 質の高いケアの提供
などにより勝ち残っていかなければならない現実にあること

働く人の心のあり方によってサー
ビスの質が異なること

デイケアで働く人の心のあり方によってサービスの質が異なること

利用者や地域の人への情報提供
の大切さ

地域の人へのデイサービスに関する情報提供の大切さ
デイケア利用者にデイケアを利用することの意義が理解できるような方法で働きか
けることの必要性

利用者個々に応じたサービスが
提供できていないこと 利用者個々に応じた適切なサービスが提供できていないこと

デイケアにお
ける看護職と
介護職の役割

看護職と介護職の体制と役割
看護職と介護職の各々の役割
デイケアでは介護職が多くを占めていたこと

デイケアにおける看護職の役割

看護職は介護職に対して技術や医療に関する知識を提供するという教育的役割があ
ること
看護職は健康管理だけでなく, QOL の向上や介護者の負担軽減, リハビリなど,
様々な役割があること

デイケアの看
護職に求めら
れる能力

デイケアの看護職に求められる
能力

デイケアの看護師は, 何にでも対応できる判断力が求められ, 責任が重いこと
デイケアの看護師は, ケアへの確固たる根拠と, 自信と柔軟性を持ち合わせていな
ければならないこと

家族との連携
の重要性

家族のニード把握の重要性
デイケア利用者の生活を支えていくためには, 家族のニードにも応えていくことが
必要であること
家族と連携していくために, 家族の考え, 思いを知っている必要性

家族との連携の重要性

利用者のデイケアと家庭での変化を踏まえ, 家族との連絡をとりながら, 家庭での
生活も支えていくことの大切さ
高齢は身体の状態が変化しやすいために, 家族と連絡をとり, 情報交換をすること
の大切さ

他職種との連
携の重要性

他職種との連携の重要性
その人に合ったケアが提供できるよう, 職員間で調整することなどの工夫の必要性
高齢者の能力をアセスメントし, 介助者全員が情報を共有することで, ケアの統一
を図ることの必要性

家族介護の負
担の大きさ

痴呆高齢者を在宅で看ることの
困難さ

痴呆の方と生活する家族の大変さ
痴呆が重度になった高齢者を在宅でケアしていくことの困難さ

家族の介護負担が大きいこと
家族の介護負担が大きく在宅介護は難しいこと
介護環境が十分に整っていない家庭で介護をすることは家族にとって負担であるこ
と

援助方法
排泄の援助方法

失禁など排尿のコントロールができない人の対応方法
排泄介助時の適切な誘導の仕方, 関わり方

痴呆老人への援助方法
痴呆性老人への接し方, 話掛け方
痴呆性老人とのコミュニケーションの取り方

人間が活動す
ることの意義

人間が活動することの意義
人間が活動することの大切さ
普段何気なく行っているADLは人が意欲をもって生きていくのに大切であること

人間が老いて
死んでいくの
は自然のプロ
セスであるこ
と

人間が老いて死んでいくのは自
然のプロセスであること

人間が老いて死んでいくのは自然なプロセスであるということ

痴呆症状 痴呆症状 痴呆症状



護職と介護職の体制と役割] [デイケアにおける看護職

の役割] の２分類が含まれた.

８. デイケアの看護職に求められる能力

【デイケアの看護職に求められる能力】には [デイケ

アの看護職に求められる能力] の１分類が含まれた.

９. 他職種との連携の重要性

【他職種との連携の重要性】には [他職種との連携の

重要性] の１分類が含まれた.

10. 家族との連携の重要性

【家族との連携の重要性】には [家族のニード把握の

重要性] [家族との連携の重要性] の２分類が含まれた.

11. 家族介護の負担の大きさ

【家族介護の負担の大きさ】には [痴呆高齢者を在宅

で看ることの困難さ] [家族の介護負担が大きいこと]

の２分類が含まれた.

12. 援助方法

【援助方法】には [排泄の援助方法] [痴呆老人への援

助方法] の２分類が含まれた.

13. 人間が活動することの意義

【人間が活動することの意義】には [人間が活動する

ことの意義] の１分類が含まれた.

14. 人間が老いて死んでいくのは自然のプロセスである

こと

【人間が老いて死んでいくのは自然のプロセスである

こと】には [人間が老いて死んでいくのは自然のプロセ

スであること] の１分類が含まれた.

15. 痴呆症状

【痴呆症状】には [痴呆症状] の１分類が含まれた.

Ⅳ. 考察

１. デイケアにおける看護学実習の評価

１) 記録用紙の構成と学びの検討

デイケアにおける看護学実習記録用紙は, この実習で

学んでもらいたいと考える項目で構成されている. 以下,

15に分類された学びを記録用紙の構成と照らし合わせて

考察する.

【デイケア利用者の特性】【家族介護の負担の大きさ】

は, 問い ｢このサービスを利用している成熟期の人々は

どんな人たちでしたか｣ に対応する学びと捉えられよう.

デイケア利用者だけではなく【家族介護の負担の大きさ】

も学んでいることは, 職員からの説明に加え, 実際に1

日デイケアで高齢者とともに過ごし, その高齢者の送迎

の体験を通じて家族のありようを実感できたためと考え

られる.

【デイケアの役割・機能】【デイケアの雰囲気と1日の

流れ】【デイケアの効果】は, 問い ｢サービスの機能は

どのようなものでしたか｣ に対応する学びと捉えられよ

う. デイケアのサービス内容は ｢病状が安定期にあり,

計画的な医学管理の下におけるリハビリテーションを要

すると主治医等が認めた要介護者等について, 介護老人

保健施設, 病院または診療所において, 心身の機能の回

復を図り, 日常生活の自立を助けるために必要なリハビ

リテーションを行う｣1)とされているが, 学生は, このサー

ビスが求めている効果を [リハビリの効果があること]

以外にも [会話・交流・外出などが良い刺激になってい

ること] [デイケア利用により生活のメリハリがつくこ

と] [デイケア利用は家族の介護負担軽減につながって

いること] など, 幅広く学ぶことができていた.

【デイケアにおける看護職と介護職の役割】【家族との

連携の重要性】【他職種との連携の重要性】は, 問い

｢他との連携はどうなっていましたか｣ に対応する学び

と捉えられよう.【家族との連携の重要性】について,

デイケア・デイサービス実習での学生の学びを研究した

水主2)は, 学生は送迎時に必ず職員が家族と連絡を取り

合ったり連絡ノートの利用によって家族との連携を密に

していることを学んでいたと報告しており, 今回の実習

で実際に送迎を体験したことは, この学びの内容に大き

く影響していたと思われる.

【デイケアに求められるケア】【デイケアの看護職に求

められる能力】は, 問い ｢看護の役割はどのようなもの

でしたか｣ に対応する学びと捉えられよう. 看護の役割

について, 学生は, 望ましい姿, あるべき姿を学んでい

たといえる. 本学学生の手術室実習を通しての学生の学

びを報告した奥村ら3)は, ｢手術室という緊張感の高い場

所において, 短い実習時間内での看護について多くの学

びが得られたのは, 領域別実習に至るまでに, 学生自身

に看護の意味を理解し, 捉えていく能力が養われていた

からであると考える｣ と考察している. 今回の結果も,

本学学生が看護の意味を理解し捉えていく能力が養われ

ていたために, ケアの実際から, 必要とされている看護
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を見出すことができたのではないかと考える.

【デイケアの現況と課題】【人間が活動することの意義】

【人間が老いて死んでいくのは自然のプロセスであるこ

と】などは, 記録用紙の問いに対応しない学びであった.

学生は, 教員が学んでもらいたいと考える４項目以外に

も学んでいることから, デイケアにおける看護学実習が

有意義な実習であったといえよう.

２) 実習方法の評価

[デイケアを利用できない高齢者がいるということ]

[デイケアのサービス競争が激しいが勝ち残っていかな

ければならないこと] などは, 説明を受けるか学生が質

問しなければ学べないことであった. これらの学びが得

られた理由として, 事前に教員が成熟期看護学実習の目

的, デイケアにおける看護学実習の目標を説明し, 実習

方法を打ち合わせたことにより, デイケアの実習担当者

や職員が意識的に学生に説明したことが考えられる. ま

た, 学生にも, 記録用紙の構成を意識し, 実際に見るか,

見て分からないものは直接尋ねるよう指導しており, こ

の両方が, １日の実習でこれだけの学びができる要因に

なっていると思われた.

また, [デイケア利用者には自立度の高い人が多いこ

と] [利用者は生き生きと楽しんでいる人が多いこと]

[デイケアの看護職に求められる能力] など, 入院・入

所している高齢者や, そこでの看護職の活動に関する実

習を通じて得た体験と比較して捉えた学びがみられた.

さらに,【人間が活動することの意義】【人間が老いて死

んでいくのは自然のプロセスであること】はデイケア特

有というより, 高齢者ケア施設での実習中にデイケアに

おける看護学実習が行われたことで, さまざまな高齢者

のありように触れた結果, 捉えた学びと考えられる. 入

院・入所の高齢者の理解には, ややもすると健康障害の

側面が強調されてしまう傾向があるのに対して, デイケ

アを利用している高齢者は, 生活の基盤が在宅にあるこ

と, 著しい健康障害を持つ人が少ないことなどから, 健

康障害より加齢に伴う変化としての捉え方が自然に学べ

たのではないだろうか. その結果, 高齢者観を広げるこ

とにつながったと捉えられないだろうか.

２. よりよい実習にするための今後の取り組み

今回は, 学生全体でどのような学びがあったのかを明

らかにしている. 学生の学びは 15に分類されたが, １

人あたり２～11記述とばらつきがあること, 実習は１～

５名に分かれて行ったことから, 実習後, 学内で, 学生

全員が学びを共有する機会を設けることを検討する必要

がある. また, 今回明らかになった学生の学びを来年度

の実習打ち合わせ時に, 臨地指導者やデイケアスタッフ

に示して共有化ができれば, 一層実習の意義が意識され,

学生にとってより学びの多い実習につながっていくので

はないかと考える.

３. 研究の限界と今後の課題

本研究は, 実習記録の記述内容を分析したものである.

学生は学んでいるが記述しなかった ｢学び｣ があったか

もしれないという点に関しては本研究の限界である.

また, 成熟期看護学実習が始めての領域別実習である

学生と, 他の領域別実習を終了している学生との学びの

違いも推測される. 実習時期別にも学びの内容を検討し,

学生のレディネスに応じた実習指導のあり方を検討して

いく必要があろう.

まとめ

本研究は, 学生がデイケアにおける看護学実習を通し

てどのような学びがあったのかを明らかにすることを目

的とし, 実習記録から ｢学んだこと｣ の内容を検討した.

平成14年度成熟期看護学実習でデイケアにおける看護学

実習を行った者のうち, 研究に同意の得られた73名の実

習記録 ｢この実習で学んだこと感じたことを書いてくだ

さい｣ の記述内容を分析した結果, 以下のことが明らか

になった.

１. 学生の学びは,【デイケア利用者の特性】【デイケア

の役割・機能】【デイケアの雰囲気と1日の流れ】【デ

イケアに求められるケア】【デイケアの効果】【デイケ

アの現況と課題】【デイケアにおける看護職と介護職

の役割】【デイケアの看護職に求められる能力】【他職

種との連携の重要性】【家族との連携の重要性】【家族

介護の負担の大きさ】【援助方法】【人間が活動するこ

との意義】【人間が老いて死んでいくのは自然のプロ

セスであること】【痴呆症状】の15に分類された.

２. 学生は, 教員が学んで欲しいと考えていた項目だけ

でなく, 幅広く学ぶことができていた.

３. １日で, 多くの学びが得られた要因として, 実習前

にデイケア担当者に実習目標を説明し, 実習方法を打
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ち合わせておくこと, 学生にも実習目標に戻って動機

付けをし, 積極的に参加するよう指導したことがあげ

られた. また, 高齢者ケア施設実習中にデイケアにお

ける看護学実習を行うことで, さまざまな健康状態で

生活を営んでいる高齢者の理解が深まっており, この

点で意義ある実習方法であることが確認された.

４. 今後は, 実習後に学内で学生間で学びを共有できる

ような機会を設けるよう, 実習全体とのバランスを踏

まえて検討していく必要がある.
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はじめに

成熟期看護学領域別実習は ｢さまざまな健康状態で生

活を営んでいる成熟期の人々への看護実践を通じて, 成

熟期看護学のあり方について理解を深める｣ ことを実習

目的としており, さらに具体的目標では, 健康課題をも

つ成熟期の人に着目して看護を実践することを求めてい

る. したがって, 成熟期看護学領域別実習のもとに展開

される手術室看護学実習においても, 特殊な治療環境下

におかれる成熟期の人に着目した看護について理解を深

めることが求められる. 看護の対象となる人に着目する

のであれば, 本来, 学生は患者の術前, 術中, 術後の看

護を継続して受け持つ形での実習がもっとも望ましいが,

本学においては, 実習時間の限界から, このような形で

実習を行える学生は限られており, 学生の学びを明らか

にしてその特徴を捉えた実習方法や指導方法を検討する

必要がある.

また, 来年度より一般病院での実習期間が11日間とさ

らに短くなり, そのうちの１日を当てる手術室看護学実

習の意義を十分に検討する必要もあると思われた.

なお, 昨年, 同実習を行った学生の記録から看護に限

定しない幅広い学びを報告している1)が, 今回は成熟期

看護学領域別実習における手術室看護学実習の意義をさ

らに考察するためにも, 昨年度とは別の記録部分である,

｢手術室で行われていた看護とその目的・意図｣ を分析

対象として学生の学びを明らかにし, さらに, 異なる方

法で実習を行った学生の学びの違いを明らかにするため

に, 受け持ち患者の設定方法別に学生の学びを分析し,

第２報として報告する.

Ⅰ. 手術室看護学実習の概要

１. 実習方法

一般病院での12日間の実習のうち１日を手術室看護学

実習とする. 学生は臨床指導者の説明を受けながら患者

の手術室への入室から退室までを見学する. 受け持ち手

術患者の術前・術後訪問が行なわれる場合は可能な限り

それらの場面も見学する.

２. 実習の場と臨床指導者

本学の一般病院での実習は５つの総合病院の５病棟で

行っており, うち３つは外科系病棟, ２つは内科系病棟

となっている. 手術室看護学実習はこれら５総合病院の

手術室で行い, 手術室内での実習指導は手術室看護師が

行っている.

３. 受け持ち患者の設定

学生は以下の３つの方法いずれかで患者を受け持つ.

一般病院での実習を外科系病棟で行い手術室実習でも受

け持ちを継続する方法, 外科系病棟で実習を行い手術室
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実習時のみ別の受け持ち患者を設定する方法, 内科系病

棟で実習を行い, 手術室実習時のみ外科系病棟の患者を

受け持ちとして設定する方法である. また, 手術室実習

での受け持ち患者は原則として全身麻酔下手術を受ける

患者とする.

４. 実習記録用紙

質問項目は①患者の情報 (年齢・性別・診断名・術式・

麻酔方法・手術時間), ②実施されていた看護とその目

的・意図, ③この実習を通して学んだこと・感じたこと,

であり, Ａ４版１枚の用紙となっている. 記録用紙の提

出は, 原則として手術室実習の翌日である.

Ⅱ. 研究目的

手術室看護学実習を行った学生の学びの内容をあきら

かにし, さらに３つの異なる方法で受け持ち患者を設定

して実習を行った学生の学びの内容を比較することで,

成熟期看護学領域別実習における手術室看護学実習の意

義を考察し, 今後の課題を見出すことである.

Ⅲ. 研究方法

１. 研究対象

本研究の対象は, 成熟期看護学領域別実習の手術室看

護学実習を終了した学生77名のうち, 研究での記録用紙

の使用に了解が得られた73名の学生である.

２. 倫理的配慮

成熟期看護学領域別実習がすべて終了したのち, 学生

全員に実習記録の使用目的, 使用方法, 個人が特定され

ないまとめ方をすること, 承諾の有無が成績に関与しな

いことなどを口頭と書面で説明した. その後, 記録用紙

使用の承諾可否を明記した承諾書の提出を求め, 承諾が

得られた学生の記録のみを分析対象とした.

３. 分析方法

１) 対象

研究対象である学生73名の ｢手術室看護実習記録用紙｣

の質問項目②実施されていた看護とその目的・意図の記

述内容とする.

２) 方法

(1) 全体分析

73名の全対象学生の ｢実施されていた看護とその目的・

意図｣ の記述内容を読み, 行為をその目的・意図ととも

に抜き出し, 簡潔な文章としたものを ｢看護行為とその

目的･意図の記述｣ とした. その際, 行為及び目的・意

図が看護の視点から適切でないと思われるものは削除し

た｡ 次に, 行為と目的・意図ともに類似する記述を集め,

その行為と目的・意図をあらわす名称をつけ, ｢看護行

為とその目的・意図｣ とする. さらに, 目的・意図の意

味内容が類似するものを集める作業を繰り返し, 最終的

に集められたものにその意味内容を表す名称をつけ,

｢目的・意図からみた学生が捉えた看護｣ のカテゴリー

とした.

分析作業は成熟期看護学講座の教員３名で行い, 全員

の合意が得られるまで検討を重ねた.

(2) 受け持ち患者の設定方法別の分析

全対象者73名を受け持ち患者の設定方法により３群に

分けた. 一般病棟での実習を外科系病棟で行い手術室実

習でも受け持ちを継続した28名を外科系継続群, 外科系

病棟で実習を行い手術室実習では別の受け持ち患者を設

定した20名を外科系単発群, 内科系病棟で実習を行った

25名を内科系単発群とした. 各群の学生の ｢看護行為と

その目的・意図の記述｣ から再度カテゴリーを構成し,

カテゴリーを構成する記述数及び学生数を各群毎に明ら

かにした.

Ⅳ. 結果

73名の対象者の実習記録から抽出した ｢看護行為とそ

の目的･意図の記述｣ は627, 集約された ｢看護行為とそ

の目的・意図｣ は118, 最終的な ｢目的・意図からみた

学生が捉えた看護｣ のカテゴリーは12であった (表１).

なお, 記録から ｢看護行為とその目的・意図の記述｣ を

抽出する際に, 行為及び目的・意図が看護の視点から適

切でないために除かれた記述が129個あり, それらの記

述のほとんどは, ｢手術をスムーズに行うため｣ など具

体的看護行為の目的・意図が曖昧なものであった.

はじめに全体分析の結果を述べ, 後に受け持ち患者の

設定方法別の分析の結果を述べる.

１. 手術室看護学実習を行った学生が捉えた看護

１)【不安軽減の看護】

58名の学生の141記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《不安軽減のため環境を整える》,《局所

麻酔下の不安軽減のため話をする》,《硬膜外チューブ挿
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表１ 目的・意図からみた学生が捉えた看護

目的・意図からみた
学生が捉えた看護

学生数/
記述数

看護行為とその目的・意図

個数 内容 ※目的・意図が重複する際は省略し､ 看護行為を ｢｣ で表記した

不安軽減の看護
58
／
141

17

不安軽減のため ｢環境を整える｣・｢患者と関わる｣・｢術前術後訪問する｣・｢情報収集する｣
局所麻酔下の不安軽減のため話をする
硬膜外チューブ挿入時の不安軽減のため ｢患者のそばに立つ｣・｢声をかける｣・｢処置を説明する｣
入室時の不安軽減のため声をかける
麻酔覚醒時の不安軽減のため ｢声をかけて手を握る｣・｢声をかける｣・｢音楽を流す｣・｢声をかけて
訴えをよく聞く｣
麻酔導入時の不安軽減のため・ ｢タッチングをする｣・｢声をかける｣ ｢声をかけてつきそう｣
孤独感を与えないため声をかける

患者を把握する看護
57
／
135

12

患者の状態を把握するために ｢観察する｣・｢反応を確認する｣・｢記録する｣・｢測定する｣
患者を知るために術前訪問する・申し送りを受ける
術後の状態を知るために術後訪問する
異常の早期発見のために ｢観察を行なう｣・｢状態を医師に報告する｣・｢モニタリング機器を準備・
管理する｣
ケア計画のため ｢情報収集を行なう｣・｢状態を観察する｣
手術スタッフ全員が患者を把握するため情報伝達する

合併症を予防する看護
56
／
135

26

合併症予防のために ｢体位を整える｣・｢低体温を防止する｣
皮膚障害予防のため ｢イソジンをふき取る｣・｢テープ固定部にガーゼを当てる｣
角膜損傷予防のため軟膏塗布する
血栓予防のため足にエアークッションを用いる
褥創予防のため除圧する
神経麻痺予防のため ｢観察する｣・｢クッションを入れて関節の過進展を防ぐ｣
人工心肺による合併症予防のため状態を査定する
低体温予防のため ｢室温調整をする｣・｢処置を素早く行う｣・｢体温を測定・管理する｣・｢体内に入
れるものを温めておく｣・｢保温具で体を温める・肌の露出をさける｣
腰痛予防のためクッションを入れる
感染防止のため ｢器材の受け渡し・管理を行う｣・｢ガウンや手袋の装着を介助する｣・｢清潔操作を
行う｣・｢手洗いをする｣・｢手順を遵守して消毒する｣・｢滅菌済みガウン・手袋を装着する｣
感染の機会を増やさないため無駄な言動をしない
清潔区域を保持するために器材の準備・物品の補充・環境調整を行う
術後の清潔を保持するため ｢体を拭く｣・｢ガーゼをテープで貼る｣

安全を確保する看護
54
／
109

28

安全に手術を行うため ｢スムーズに器材の受け渡しをする｣・｢状態を観察する｣・｢器材・環境を管
理する｣・｢情報をチームメンバーに伝える｣
事故防止のため声を出して確認する
患者を確認するために医師に患者情報を伝える
患者の取り違え防止のため ｢直接氏名を確認する｣・｢病棟から患者情報を引き継ぐ｣・｢術前訪問す
る｣
体内への置き忘れ防止のため ｢器材やガーゼの数を確認する｣・｢閉創までは普通のガーゼは準備し
ない｣
体位変換を安全に行うために多人数で実施する
チューブ類の事故防止のため確認・管理する
感電防止のため ｢対極板を貼る｣・｢余分なイソジンを除去する｣
転落防止のため ｢ふらつきを確認する｣・｢患者に声をかける｣・｢患者の体を押さえる・体位を固定
する｣・｢柵をする｣・｢そばで注意を払う｣・｢手を握る｣
薬剤ミスを防止するために薬剤を確認する
輸血間違い防止のため患者・血液型・輸血番号を確認する
心電図計測が適切に行われるため電極を適切に貼る
膀胱留置カテーテルを適切に挿入するためバルーンの確認を行う
無呼吸状態を短くするために挿管時に医師の介助をする
手術操作を適切に行うため時間の管理を行う
医療者の感染防止のため感染症情報・物品の数を確認する

術後にケアを継続させる看護 36／41 5
ケアの継続のため ｢申し送る｣・｢記録する｣
術後のケアのため ｢申し送る｣・｢記録する｣・｢患者の状態を把握する｣

緊急事態を予測して対処する
看護

13
／
15

5

急変を予測して ｢全身管理・記録を行なう｣・｢患者の近くにいる｣・｢患者・物品・環境の準備をす
る｣
緊急時に対応できるようトレーニングを行なう
異常発生時に適切な対応ができるよう異常の原因を考える

安楽を確保する看護
11
／
12

9

安楽のため ｢痛みの程度の予測を伝える｣・｢処置時に声をかける｣・｢意向を聞いて体位変換する｣・
｢保温する｣・｢麻酔後に処置を行う｣・｢物品を用意する｣・｢苦痛を尋ねて対応する｣
負担を軽減するため麻酔後に処置をする
不快感を与えないため私語をしない

状態を最良にする看護
9
／
12

6

安定した状態が維持されるように ｢点滴を適宜交換注入する｣・｢観察・記録する｣・｢体温調整する｣
麻酔覚醒を促すため深呼吸を促す
薬効を維持するため指示を受け与薬する
状態に応じた指示を受けるために医師に報告する

医師を介助する看護
8
／
14

4
術者の介助のため ｢器材を受け渡す｣・｢物品準備・環境調整する｣
医師の介助のため医師の役割を代行する
患者の変化を医師に報告するため観察をする

プライバシーを配慮する看護 6／6 2
プライバシーに配慮して必要以上の体の露出を避ける
羞恥心に配慮するため麻酔後に処置を行う

実施したケアを評価する看護 4／5 2 実施したケアを評価するため ｢術後訪問する｣・｢術後に観察する｣

意志・意向を尊重する看護 2／2 2 患者の意向に沿うために ｢患者に確認して温度調節を行う｣・｢医師に患者の気持ちを伝える｣

総計 －/627 118



入時の不安軽減のためそばに立つ》,《入室時の不安軽減

のため声をかける》,《麻酔覚醒時の不安軽減のため声を

かけて手を握る》,《麻酔導入時の不安軽減のためタッチ

ングをする》など17であった.

２)【患者を把握する看護】

57名の学生の135記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《患者の状態を把握するために観察す

る》,《異常の早期発見のためモニタリング機器を準備・

管理する》,《ケア計画のため情報収集を行う》など12で

あった.

３)【合併症を予防する看護】

56名の学生の135記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《合併症予防のため体位を整える》,《皮

膚障害予防のためイソジンをふき取る》,《角膜損傷予防

のため軟膏塗布する》,《血栓予防のため足にエアークッ

ションを用いる》,《褥創予防のため除圧する》,《神経麻

痺予防のため観察する》,《人工心肺による合併症予防の

ため状態を査定する》,《低体温予防のため室温調整す

る》,《腰痛予防のためクッションを入れる》,《感染防止

のため器材の受け渡し・管理を行う》,《術後の清潔を保

持するため体を拭く》など26であった.

４)【安全を確保する看護】

54名の学生の109記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《安全に手術を行うためスムーズに器材

の受け渡しをする》,《患者の取り違え防止のため直接氏

名を確認する》,《体内への置き忘れ防止のため器材やガー

ゼの数を確認する》,《体位変換を安全に行うため多人数

で実施する》,《チューブ類の事故防止のため確認・管理

する》,《感電防止のため対極版を貼る》,《転落防止のた

めふらつきを確認する》,《薬剤ミスを防止するため薬剤

を確認する》,《輸血間違い防止のため患者・血液型・輸

血番号を確認する》,《医療者の感染防止のため感染症情

報・物品の数を確認する》など28であった.

５)【術後にケアを継続させる看護】

36名の学生の41記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《ケアの継続のため申し送る》,《術後の

ケアのため記録する》など５であった.

６)【緊急事態を予測して対処する看護】

13名の学生の15記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《急変を予測して全身管理・記録を行

う》,《緊急時に対応できるようトレーニングを行う》な

ど５であった.

７)【安楽を確保する看護】

11名の学生の12記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《安楽のため痛みの程度の予測を伝え

る》,《負担軽減のため麻酔後に処置をする》,《不快感を

与えないため私語を話さない》など９であった.

８)【状態を最良にする看護】

９名の学生の12記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《安定した状態が維持されるように点滴

を適宜交換注入する》,《麻酔覚醒を促すために深呼吸を

促す》など６であった.

９)【医師を介助する看護】

８名の学生の14記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《術者の介助のため器材を受け渡す》,

《患者の変化を医師に報告するため観察する》など４で

あった.

10)【プライバシーを配慮する看護】

６名の学生の６記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《プライバシーに配慮して必要以上の露

出をさける》など２であった.

11)【実施したケアを評価する看護】

４名の学生の５記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《実施したケアを評価するため術後訪問

する》など２であった.

12)【意志・意向を尊重する看護】

２名の学生の２記述から構成され, ｢看護行為とその

目的・意図｣ は《患者の意向に添うため患者に確認して

温度調節する》,《患者の意向に添うため医師に患者の気

持ちを伝える》の２であった.

２. 受け持ち患者の設定方法別にみた ｢目的・意図から

みた学生が捉えた看護｣

実習形態の違いによる３群それぞれの記述数は外科系

継続群 (28名) 232, 外科系単発群 (20名) 150, 内科系

単発群 (25名) 245であり, 各群の記述から再度構成さ

れた ｢目的・意図からみた学生が捉えた看護｣ のカテゴ

リーはそれぞれ, 11, 10, 11であった. 各群のカテゴリー

を構成する記述数・学生数は表２に示す. ３群とも過半

数以上の学生の記述により構成されたカテゴリーは【不

安軽減の看護】,【患者を把握する看護】,【合併症を予防
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する看護】,【安全を確保する看護】の４つであった.

【安楽を確保する看護】,【状態を最良にする看護】,【プ

ライバシーを配慮する看護】は各群ともに２割以下の学

生の記述から構成された. 【医師を介助する看護】,【実

施したケアを評価する看護】,【意志・意向を尊重する看

護】は記述がなく, カテゴリーが構成されない群があっ

た.

Ⅴ. 考察

１. 目的・意図からみた学生が捉えた看護

学生らが捉えた目的・意図からみた看護は, 不安軽減

や患者の把握, 合併症防止, 安全確保など手術患者を不

利益から守り, よりよい状態にする目的をもった ｢患者

を中心とした看護｣ であった. 佐藤ら2)は, 手術室看護

師が考える手術室看護を, 機械出し, 外回りのどの役割

を担っていても常に患者を中心に展開する看護と位置づ

け, そのことが手術室看護の専門性の基盤であると述べ

ており, 本実習において学生が捉えた看護が手術室看護

師が考える手術室看護と同様の傾向をもつと考えられた.

このことから１日の見学を中心とした実習であっても,

学生は特殊な治療環境下における ｢患者中心｣ の看護を

十分捉えることが可能であると言えよう.

特に８割の学生が【不安軽減の看護】を捉えており,

患者とのコミュニケーションがとりづらい手術の場にお

いても, 学生は患者の心理を捉えて看護を理解していた.

抽出された ｢看護行為とその目的・意図｣ の内容をみる

と, ｢声をかける｣ など同様の行為であっても, 入室時,

硬膜外チューブ挿入時, 麻酔導入時といった手術を受け

る患者の不安が増強されるであろう場面を学生らは的確

に捉えていた. このような医療的処置が行われる場面に

おいて, 処置のみにとらわれずに患者の気持ちに思いを

馳せることが可能となったのは, 患者の様子をじっくり

と捉えることができる見学主体の実習の利点とも考えら

れた. また, 昨年報告した3)ように, 学生自身に患者の

思いに共感し, 理解する能力が養われていることの裏付

けであろう.

【安全を確保する看護】,【合併症を予防する看護】と

いった手術によって患者が被る不利益をできるかぎり少

なくする看護は, ｢看護行為とその目的・意図｣ の個数

が多く, 学生らは１日の実習で様々な具体的な看護行為

を見学し適切に目的を捉えていた. 実際に手術室では多

種多様の合併症予防, 事故防止の行為が主に間接介助看

護師によって行われるが, 本実習において多くの場合,

実習指導者が間接介助看護師を兼ねており, 指導者から

の説明が十分になされたことが学びにつながったと考え

られる.

【術後にケアを継続させる看護】は, 申し送りや記録

の場面を見学することにより学ぶことが可能となったと

思われたが, 術後に継続されたケアを具体的に捉えるこ

とは困難であった. 記録用紙が手術室で行われていた看

護に限定されていたため, 学生の気づきを引き出せなかっ

たもしくは学生が記載を控えたとも考えられた. 術前・

術中・術後と連続した人への看護を捉えるためには術中

のケアが術後に継続される実際を学ぶ機会を設けること,
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表２ 受け持ち患者の設定方法別にみた ｢目的・意図からみた学生が捉えた看護｣ の記述数・学生数

目的・意図からみた

学生が捉えた看護

外科系継続群 (n＝28) 外科系単発群 (n＝20) 内科系単発群 (n＝25)

記述数 学生数 (％) 記述数 学生数 (％) 記述数 学生数 (％)

不安軽減の看護 50 22(78.6) 33 16(80.0) 58 20(80.0)

患者を把握する看護 51 22(78.6) 38 16(80.0) 46 19(76.0)

合併症を予防する看護 46 23(82.1) 25 11(55.0) 64 22(88.0)

安全を確保する看護 39 19(67.8) 29 16(80.0) 41 19(76.0)

術後にケアを継続させる看護 18 16(57.1) 8 8(40.0) 15 12(48.0)

緊急事態を予測して対処する看護 3 3(10.7) 4 3(15.0) 8 7(28.0)

安楽を確保する看護 4 4(14.3) 4 3(15.0) 4 4(16.0)

状態を最良にする看護 5 4(14.3) 6 4(20.0) 1 1( 4.0)

医師を介助する看護 12 6(21.4) 2 2(10.0) 0 0( 0)

プライバシーを配慮する看護 3 3(10.7) 1 1( 5.0) 2 2( 8.0)

実施したケアを評価する看護 0 0( 0) 0 0( 0) 5 4(16.0)

意志･意向を尊重する看護 1 1( 3.6) 0 0( 0) 1 1( 4.0)



また実習記録用紙を術中看護に限定しないことを今後検

討する必要があると思われた.

【プライバシーを配慮する看護】や【意志・意向を尊

重する看護】は, 全身麻酔下で意識がなく, 無力な状態

におかれる患者を擁護し尊重する看護として非常に重要

であるが, これらを記述した学生は少数であり, １日の

見学実習において学ぶことが難しい看護であった. 学生

は患者の心理を手術に関する ｢不安｣ として理解するに

とどまり, 患者の意志・意向を理解するに至らないと思

われた. また, 患者のプライバシーや意志・意向を尊重

する看護は合併症や危険から患者を守る看護とは異なり,

看護師個々の ｢配慮｣ として行われている場合が多く,

看護として言語化されないため, 学生の感性により気づ

きに差が生じると思われた. 指導教員は臨床看護師の

｢配慮｣ を看護として言語化し, 学生の気づきを引き出

すことに加え, ｢配慮｣ をケアとして提供する場面を意

図的に学生に示してもらえるよう臨床看護師と連携をと

る必要があると思われた.

少数ではあるが,【医師を介助する看護】のように,

医師の介助や患者の身体的準備, 器材の受け渡しなどの

看護行為の目的を患者中心に捉えなかった学生もいた.

手術室のように患者の目的が治療優位である場において,

治療の主たる担い手である医師の介助を行うことは間接

的に患者に還元される行為であると思われるが, その点

を十分ふまえた看護行為の目的の理解ができるよう支援

が必要であろう.

また, 行為及び目的・意図が看護の視点から適切でな

いとして抽出の段階で削除された129記述の中に ｢手術

をスムーズに行うため｣ といった曖昧な捉え方が多くみ

られた. 手術をスムーズに行うという目的は手術に携わ

るスタッフが持つ基本的な姿勢と理解できるが, 看護の

視点からみた目的・意図としては不十分であり, 目的・

意図を十分に表現することの重要性を伝える必要がある

と思われた.

２. 受け持ち患者の設定方法の違いによる学生の学びの

傾向

学生の記述を外科系継続群, 外科系単発群, 内科系単

発群に分けて検討した結果, どの群においても, 全記述

から構成されたカテゴリー12のうち10以上が再構成され

た. また, 記述数及び学生数にも同様の傾向がみられ,

受け持ち患者の設定方法の違い, つまりは患者との関わ

りの程度による学生の学びの特徴はあきらかにならなかっ

た. 特に【不安軽減の看護】,【患者を把握する看護】,

【合併症を予防する看護】,【安全を確保する看護】は各

群とも過半数以上の学生が記述しており, 術前・術後の

患者とほとんど関わることができない内科系病棟の学生

であっても１日の実習で十分学ぶことが可能であったと

考えられた. 酒井ら4)は講義進行中に学生が手術室を見

学し患者・看護者体験を行う ｢手術室見学｣ と周手術期

実習時に受け持ち患者と共に手術室に入室する ｢手術室

入室実習｣ における学生の学びを比較した結果, 項目と

しては共通しているが, 学びの内容には質的な変化がみ

られ, ｢手術室見学｣ では手術患者に ｢共通する看護｣,

｢手術室入室実習｣ では個々の患者の ｢状況に応じた特

殊な看護｣ を学習すると報告している. つまり, 酒井ら

の ｢手術室見学｣ が個々の患者と切り離された形で行わ

れていることを考えると, 本実習における患者との関わ

りが希薄な内科系単発群と同様の条件と思われるが, 本

研究において受け持ちを継続した学生と質的な違いはあ

きらかにならなかった. 患者との関わりが深く, 患者の

個別性への理解が深いと思われる外科系継続群の学生で

あっても ｢意志･意向を尊重する看護｣ や ｢プライバシー

を配慮する看護｣ の記述は極少数であったことからも,

手術を受ける人に着目した看護を学ぶという実習の意図

が学生に十分理解されていないとも考えられた. 今後の

課題として, 手術室看護学実習の目的や意図を学生に十

分伝える場を設けることや手術を受ける人の背景を捉え

た上で看護の理解を深める記録用紙を検討することが必

要であると思われた.

３. 研究の限界

本研究は記述する枠が設定された記録用紙を分析対象

としていること, 目的・意図が記述された看護行為のみ

を抽出していることによる限界がある. また, 学生の学

びに影響を与える事柄は受け持ち患者の設定方法以外に

も実習施設や指導者の関わり方, 受け持ち患者の疾患・

術式など多くの事柄があるためさらに検討が必要である.

Ⅵ. まとめ

成熟期看護学領域別実習における手術室看護学実習を

行った学生の記録を分析した結果, 目的・意図からみた
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学生が捉えた看護は, 手術患者を不利益から守り, より

よい状態にする目的をもった ｢患者を中心とした看護｣

であった. また, ３つの異なる方法で受け持ち患者を設

定して実習を行った学生の学びにあきらかな違いはみら

れなかった. 今後の手術室看護学実習指導の課題として,

学生の気づきを引き出す関わり, 手術室看護学実習の目

的・意図の十分な伝達, 記録用紙の検討を考察した.

なお, 本報告は, 日本看護学教育学会第13回学術集会

で ｢手術室看護学実習で学生が捉えた看護｣ として報告

したものに加筆修正したものである.

謝辞

手術を受けるという危機的な状況の中, 学生が実習を

行うことを了解してくださった患者の方々, 学生を暖か

く受け入れ, 指導をしてくださいました臨地指導者の方々
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はじめに

平成12年に開学した本学では, 成熟期看護学実習を領

域別実習として３年次に位置づけ, 事業所, 一般病院,

及び高齢者ケア施設で実施している. この成熟期の領域

別実習は, 開学して初めての体験であり, 生活援助技術

や看護過程など, いわゆる基礎実習的な体験のない学生

を対象としたものである. そのため教員は, 施設の指導

者との綿密な打ち合わせをするとともに, 可能な限り出

向して施設の指導者と連携して指導体制に臨んだ. そこ

でこのような背景の学生の高齢者ケア施設における学生

の学びの内容を検討することは, 今後の高齢者ケア施設

における実習及び指導のあり方を検討する上で意義ある

資料になると考える.

そこで本研究の目的は, 高齢者ケア施設における看護

学実習を通じて学生が表現した高齢者看護の見方・考え

方を検討し, その学びの構造化を試みることである.

Ⅰ. 成熟期看護学領域別実習について

１. 実習の目的・目標

成熟期看護学領域別実習の目的・目標は表１に示した

とおりである.

２. 高齢者ケア施設における実習の展開

高齢者ケア施設での実習は, ３年次の４月中旬から11

月中旬までの期間に介護療養型医療施設 (以下療養型と

省略) か, 介護老人保健施設 (以下老健と省略) かのい

ずれかで１グループ４～５名の学生が10日間行う. なお,

同時期に３グループが療養型１施設, 老健２施設の３施

設で実習を行っている.

実習の内容・方法は, 主に１名の高齢者を受持ち, 施

設の指導者や教員の指導のもとで看護過程を踏むという

ものである. また実習期間中に学内で１日, 必要に応じ

て臨地において随時, 看護学視点での対象理解の状況,

立案した看護計画とその実施・評価の状況, 疑問や困難

状況などに関して, 臨地の指導者と教員の参加のもと,

カンファレンスを実施する. 実習終了後, 実習の目的・

目標に基づく自己評価を基盤とした実習評価を指導教員

との面接で実施する. また, 個々の学生の体験の拡大を

はかることを目標に, 各学生が受持ち高齢者の看護の体

験に関して, 抄録を作成し, 同期間に高齢者ケア施設で

実習した学生全員に配布して発表し, 全体討議する. そ

して, その後, 学生はケースレポートを作成し提出する.

Ⅱ. 研究方法

１. 対象および倫理的配慮

高齢者ケア施設における看護学実習として, 平成14年

度に療養型, もしくは老健で実習した３年次生, 77名の
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[教育実践研究報告]

高齢者ケア施設における看護学実習を通じて学生が表現した
高齢者看護の見方・考え方 －ケースレポートより－

小 野 幸 子 原 敦 子 林 幸 子 坂 田 直 美

田 中 克 子 兼 松 惠 子 奥 村 美奈子 小 田 和 美

梅 津 美 香 古 川 直 美 北 村 直 子

Gerontological Nursing that Nursing Students Have Gained through

Practice at Gerotological Care Facilities

Sachiko Ono, Atsuko Hara, Sachiko Hayashi, Naomi Sakata,

Katsuko Tanaka, Keiko Kanematsu, Minako Okumura, Kazumi Oda,

Mika Umezu, Naomi Hurukawa, and Naoko Kitamura

岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Nursing of Adults, Gifu College of Nursing



うち, 研究の趣旨を書面と口頭で説明するととも, 研究

協力の有無が実習成績や今後の学習上, 影響のないこと,

また個人名が特定されないよう配慮することなどを説明

し, 書面で承諾の得られた73名のケースレポートである.

３. 分析方法

分析対象は, ケースレポート中の①受持ち高齢者の特

性, ②受持ち高齢者の看護体験を通じて高齢者看護の見

方・考え方の記述内容である. 分析手順として, ①学生

の受持ち事例の特性として, 施設別に年齢, 性別, 主な

健康障害の種類, 介護度, 痴呆度を整理した. ②受持ち

事例の中で壮年期の事例を除き, 高齢者看護の見方・考

え方に関しては, 質的記述的に分析した. 具体的には記

述内容から ｢高齢者看護とは｣ の視点でを抽出し, 類似

性に基づいて分類整理した. ③②について, その関連性

をみるために, 記述内容に戻りつつ分類されたものを原

因・結果の視点で検討した. なお, これらの分析過程は,

成熟期看護学教育研究者で合意が得られるまで検討した.

Ⅲ. 結果

１. 高齢者ケア施設別にみた学生の受持ち事例の特性

療養型及び老健で実習した学生は, 各々26名, 47名で

あり, 施設別に見た学生の受持ち事例の特性は表２に示

すとおりであった.

発達段階では, いずれの施設においても, 後期高齢者

が多い傾向を, 性別では, 同様に女性が多い傾向を示し

た. なお, 高齢者ケア施設での実習ではあったが, ２名

の学生は壮年期の対象を受け持っていた. 主な健康障害

は, 療養型では脳血管障害が多い傾向を示し, 老健では,

これに加えて骨折・骨疾患が多い傾向示した. 介護度は,

療養型では介護度５が, 老健では介護度２と５が多い傾

向を示した.

なお, 痴呆度については, 施設により判定資料が異な

り, 学生が受け持った高齢者の痴呆度は, それぞればら

つきがみられた.
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表２ 実習施設別学生の受持事例特性の概要

受持事例の特性
療 養 型
医療施設
Ｎ＝26

老人保健
施 設
Ｎ＝47

発達段階

壮年期 2 0

前期高齢者 3 2

後期高齢者 21 45

性別
男性 9 2

女性 17 45

主な健康障害
(複数回答)

脳血管障害 16 20

心疾患 2 9

癌 3 2

骨折・骨疾患 4 20

痴呆 4 16

その他 8 12

介護度

1 1 2

2 1 17

3 6 7

4 4 16

5 12 5

表１ 成熟期看護学(領域別)実習の目的・目標

＜目的＞

さまざまな健康状態で生活を営んでいる成熟期の人々への看護実

践を通じて, 成熟期看護のあり方について理解を深める｡

＜目 標＞

１. 健康課題の異なる成熟期にある人々とその家族の健康生活を理

解し, 看護過程を活用して, 看護実践するための必要な基本的知

識・技術・態度を養う｡

２. 成熟期の人々の健康生活を支援する保健医療福祉体制の実際と,

その中での看護の役割・機能について理解を深める｡

３. 成熟期の人々とその家族への看護体験を通じて, 成熟期看護の

現状の課題と自己の課題を明らかにできる｡

４. １～３を通じて, 成熟期看護に対する自己の見方・考え方を考

察できる｡

＜具体的目標＞

１. 成熟期にある人とその家族の健康生活を理解し, 看護の役割と

特性を学ぶ｡

１) 患者・家族とのコミュニケーションや患者・家族に関する記

録物及び保健医療福祉チームメンバーから情報収集し, 成熟期

にある人とその家族を理解し, 看護ケアが必要な状態を診断で

きる｡

＜対象理解の視点＞

(1) 成熟期にある人個々の発達段階とその特性を踏まえた現

在の生活状況, 発達課題達成状況, 並びにその人らしさ

(2) 加齢と健康状態 (健康障害の種類と程度) に伴う身体的・

精神心理的・社会経済的変化と発達課題の達成状況

(3) 過去から現在, 現在から近い将来への生活の場と生活状

況の変化及び発達課題達成状況の変化

(4) 健康生活の保持・増進もしくは健康障害からの回復のた

めに受けている保健医療福祉サービス

(5) その人と家族が捉えている現在と今後の見通し

２) 成長発達の促進, 発達課題達成の促進と回復, 老化の予防,

ＱＯＬ及びその人らしさの尊重の視点から看護を計画・実施・

評価できる｡

＜援助の視点＞

(1) その人と家族の意向・意思を尊重した援助

(2) その人と家族の自立性と自律性を尊重した援助

(3) その人と家族の安全性と安楽性を確保した援助

(4) 保健・医療・福祉との有機的な連携

２. 健康課題の異なる成熟期にある人とその家族を理解し, 看護の

役割と特性を学ぶ｡

Ａ. 成熟期の人とその家族が健康維持増進のための生活を確立す

る看護

Ｂ. 健康回復過程にある成熟期の人とその家族の看護

Ｃ. 生活の再編が必要な健康障害を持つ成熟期の人とその家族の

看護

Ｄ. 生活の再構築が必要な健康障害を持つ成熟期の人とその家族

の看護

Ｅ. 人生の終末を迎える (迎えている) 成熟期の人とその家族の

看護

*ＡＢＣＤＥの具体的目標は省略



２. 高齢者ケア施設別にみた学生が表現した高齢者看護

の見方・考え方の記述数

高齢者ケア施設別にみた学生が表現した高齢者看護の

見方・考え方の記述数は, 壮年期の受持事例を除いて,

療養型で実習した学生全体の記述数は116, 老健が183,

総計299記述数であり, 学生一人当たりの記述数は５～

７であった.

３. 学生が表現した高齢者看護の見方・考え方

学生が表現した高齢者看護の見方・考え方は,【高齢

に伴う身体諸機能の低下に加えて, 健康障害を持つこと

による日常生活動作・行動の低下に対する援助の必要性・

重要性】【援助を受けることなしに日常生活を送れない

自分に否定的感情を持つ高齢者の援助の必要性・重要性】

【意向・意志を尊重した援助の必要性・重要性】【自立

性・自律性を尊重した援助の必要性・重要性】【安全性

と安楽性を確保した援助の必要性・重要性】【職員間や

家族との連携の必要性・重要性】【後期高齢者に対する

人生統合への援助の重要性】【高齢者との信頼関係の形

成の重要性】【コミュニケーション能力の必要性】【高齢

者個々の生き方・価値観などを尊重した対応の必要性・

重要性】【高齢者の言動の意味を推測・解釈しつつケア

を提供し, その結果に対する高齢者の反応でその適否を

判断することの重要性】の11に分類された. 以下に, こ

れらに分類された学生の記述内容を例示する.

１) 【高齢に伴う身体諸機能の低下に加えて, 健康障害

を持つことによる日常生活動作・行動の低下に対する

援助の必要性・重要性】

脳血管障害で右片麻痺の後期高齢者を受持った学生は,

｢高齢者は加齢に伴って, 様々な身体の機能が低下して

いるだけでなく, 脳梗塞による右片麻痺のために自立し

て歩行することができず, 車椅子を活用した移動動作が

必要で, 排泄・食事・更衣・清潔動作などに援助が必要

な人々であり, 障害に基づいて看護職や介護職が適切に

援助することが大切である｣,

また, 高血圧と慢性心不全の安定期の後期高齢者を受

持った学生は, ｢便秘の予防が受持ち高齢者の優先する

ケアが必要な状態であった・・・高齢者は, 加齢に加え

て個々の疾患や病状がどのようにその高齢者の生活に影

響を与えているかを把握して, それに応じた援助を工夫

することが必要｣, と記述した.

２) 【援助を受けることなしに日常生活を送れない自分

に否定的感情を持つ高齢者の援助の必要性・重要性】

脳血管障害の後期高齢者を受持った学生は, ｢日常生

活を送る上で何らかの援助を必要としているが, そのこ

とに申し訳なさや情けなさを感じているため, そのよう

な気持ちを理解しつつ援助することが必要である｣

同様の障害の後期高齢者を受持った学生は, ｢排泄や

入浴などの日常生活動作行動が自立していない高齢者が

多いが, そのような自分を受け入れられないために, 自

発的に訴えない, 遠慮していることが少なくないので,

遠慮しなくてすむような援助が求められる｣

さらに, 同様の状態にある前期高齢者を受け持った学

生は, ｢オムツ交換の際に, 『こんなことまでお世話をか

けてはもうだめだね』 と訴えていた. 援助を受けなけれ

ば生活できない自分を受け入れることができないために

援助を受けることが苦痛であるのだろう. 看護・介護者

は, ケアする際に, そのような高齢者の感情を理解して

援助を行うことが必要である｣, と記述した.

３) 【意向・意志を尊重した援助の必要性・重要性】

脳血管障害に軽度の痴呆を伴う後期高齢者を受持った

学生は, ｢私が一生懸命考えたことでも, 決してその人

にとっては適切でないこともあることを経験した.

・・・たとえ軽度の痴呆があってもこんな風にしてほし

いとか, それは嫌とかという気持ちを持っているので,

適切だと思う方法を示して確認することが大切であり,

高齢者がしてほしいこと, してほしい方法を聞いて, そ

れらを含めて計画・実施することが重要である｣

また, 痴呆患者を受け持った学生は, 毎日面会に訪れ

る家族との対応場面を通じて, ｢娘さんは患者さんにとっ

て身近な存在であり, これまでの患者さんの状態をよく

理解している人であった. ・・・・・娘さんが母親にし

てほしい方法を受け入れて行うことが結果として患者さ

んのためにもなることなので, 家族の意向を重視するこ

とも大切である｣

さらに, 脳血管障害で軽度の痴呆症状をもつ患者を受

持った学生は, ｢痴呆があっても人生の大先輩であり,

意志も持っているので, それを尊重した対応が必要であ

り, それができて初めてその人らしい生活の援助が可能

になる｣, と記述した.

４) 【自立性・自律性を尊重した援助の必要性・重要性】

脳梗塞で左片麻痺のある後期高齢者を受持った学生は,

｢麻痺があっても自分でできるところはできる場や機会

を作り, 高齢者の自立を阻害しないようにすることが大

切である｣

また, 肺癌で腰椎転移している後期高齢者を受持った

学生は, ｢便意や尿意のある高齢者もいれば, ない人も

いる. それによってケアを違えることが必要｣

さらに, 心不全の後期高齢者を受持った学生は, ｢受

持ち高齢者は, 病気を悪化させないために間食を我慢し

たり, ３食の食事を残すなどして我慢していることが分

かった. 高齢者なりに自分の体の状態を理解して悪くな

らないようにがんばっていることを, 看護者は尊重し,

支援することが大切｣, と記述した.

５) 【安全性と安楽性を確保した援助の必要性・重要性】

脳出血で左片麻痺の後期高齢者を受持った学生は,

｢個々によってその程度は異なるが, 高齢者, 特に後期

高齢者は, 感覚機能や運動機能に障害がある人が多いの

で, 危険を察知することが難しく, 転倒などの事故につ
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ながらないよう安全な環境を提供する必要がある｣

また, 慢性関節性リウマチで歩行障害のある後期高齢

者を受持った学生は, ｢高齢者の援助に際して, 転倒や

ベッドなどからの転落などをしないよう安全を確保する

ことが求められるが, それだけでなく, 同時にその高齢

者にとって, 心地よいと感じられるようケアを工夫する

ことが大切である｣, と記述した.

６) 【職員間や家族との連携の必要性・重要性】

脳梗塞に痴呆を合併した後期高齢者を受持った学生は,

｢看護職は高齢者個々の疾患や病状を理解するとともに

全体的に捉え, それを介護職や家族に伝えて理解しても

らい, お互いに連携をとることが大切｣

また, アルツハイマー型痴呆の前期高齢者を受持った

学生は, ｢日常生活の援助は, 介護者に任せっきりにす

るのではなく, 本当にその人に合っているかどうかを介

護職員と一緒にケアしてその人にあった援助になるよう

連携をとることが必要である｣

また, 脳梗塞, 慢性呼吸障害で痴呆を伴う後期高齢者

で新たに入所してきた高齢者を受持った学生は, ｢家族

も都合があることもあろうが, 施設に入所している認知

障害がある高齢者の場合は, 家族から自宅での状態を聞

くとともに, 援助方法を一緒に考えたり, ケアしていく

ことも大切｣

さらに, 脳梗塞と心筋梗塞でリハビリをしている前期

高齢者を受持った学生は, ｢本人や家族の設定している

目標を達成できるよう施設内職員と家族が一帯になって

援助していくことが大切｣, と記述した.

７) 【後期高齢者に対する人生統合への援助の重要性】

高血圧と硬膜外出血の術後の後期高齢者を受持った学

生は, ｢後期高齢者では特に人生の終末をその人らしく

充実できるような援助を追及していくことが大切｣

また, 脳梗塞と鬱的状態にあった後期高齢者を受持っ

た学生は, ｢これまで歩んできた人生を悔やんでばかり

いた高齢者, 現状に不満ばかり述べる高齢者がいたが,

長い人生を生きてきて, いろいろ後悔することや現在の

状況にいろいろ不満もあろうが, 自分なりに納得できる

ような援助が大切｣

さらに, 高血圧・肥満・脳梗塞・腎機能低下のある後

期高齢者を受持った学生は, ｢高齢者は人生の終盤にあ

る人々であり, これまで生きてきた人生はそれぞれ異な

る. これまでの人生をどのように評価できるか, 現在の

状態を受け入れ, 今後の人生をどのように生きていこう

としているのかをケアをしながら会話を持って, それに

理解を示しながら, その人なりに人生を締めくくれるよ

うすることが大切｣, と記述した.

８) 【高齢者との信頼関係の形成の重要性】

大腿骨頸部骨折で手術経験のある前期高齢者を受持っ

た学生は, ｢看護職 (私たち自身) や行おうとする必要

なケアを受け入れてもらうには, まず信頼関係を作るこ

とが重要｣

また, 脳梗塞があるものの杖歩行でほぼ自立している

後期高齢者を受持った学生は, ｢信頼関係ができると,

訪れるのを楽しみにしていてくれたり, 笑顔が見られる

ようになったりたり, 自発的に話してくれるようになる｣,

と記述した.

９) 【コミュニケーション能力の必要性】

脳梗塞で片麻痺と言語障害のある後期高齢者を受持っ

た学生は, ｢信頼関係を作るためには, 言語的コミュニ

ケーション能力とともに, 非言語的コミュニケーション

技術が必要｣

また, 大腿骨頸部骨折, 脳梗塞で難聴のある後期高齢

者を受持った学生は, ｢難聴のある援助において, その

人にあったコミュニケーション方法で見出して, 意志の

疎通がとれることが必要｣, と記述した.

10) 【高齢者個々の生き方・価値観などを尊重した対応

の必要性・重要性】

糖尿病と脳梗塞のある後期高齢者を受持った学生は,

｢後期高齢者は, 長年の人生を通じて, その人なりの価

値観や考え方をもっている. 私たちの価値観を押しつけ

るのはなく, その人の価値観に沿うことが大切｣

また, 脳梗塞で息子の転勤で東京から岐阜にきた後期

高齢者を受持った学生は, ｢その人が生きてきた人的・

社会経済的環境は個々別々であるため, 個々の高齢者に

よって, 価値観や生き方を尊重することが大切｣

また, 狭心症と脳梗塞で若くしてご主人と死に別れ,

一人で子育てしてきた後期高齢者を受け持った学生は,

｢長い人生経験の中で築いてきた個々の高齢者のあり方

を尊重することが大切｣, と記述した.

11) 【高齢者の言動の意味を推測・解釈しつつケアを提

供し, その結果に対する高齢者の反応でその適否を判

断することの重要性】

中等度の痴呆を受持った学生は, ｢私たちには理解で

きない言動でも, それは高齢者にとって意味や理由があ

るものであるため, 分からないとあきらめず, これまで

の生活背景や大切にしてきたものなどを家族や施設の職

員から収集するとともに, 一緒に行動したり, 観察を通

じて, 思ったり, 考えたりしたことを確認したり, ケア

の結果の反応を捉えて適切であったかどうかを判断でき

ることが大切｣

同様に中等度の痴呆を受持った学生は, ｢痴呆の人の

言っていることは, つじつまが合わなかったり, どうし

てそのような行動をとるのか, 受持った当初は理解困難

なことが多いが, その高齢者の頭になって考えてみたり

思ってみたりして, それを確認しながら関わることが重

要である｣, と記述した.

４. 学生が表現した高齢者看護の見方・考え方の関連性

学生が表現した高齢者看護の見方・考え方について分

類された11について, 再度, 記述内容に戻って, その関

連を検討した結果, 図１に示すような構造を描くことが

できた. すなわち, 【高齢者との信頼関関係の重要性】

が基盤に①【高齢者の言動の意味を推測・解釈しつつケ

アを提供し, その結果に対する高齢者の反応でその適否

を判断することの重要性】と, ②【高齢に伴う身体機能

の低下に加えて健康障害を持つことによる日常生活動作・
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行動の低下に対する援助の必要性・重要性】, そこから

生ずる【援助を受けることなしに日常生活を送れない自

分に否定的感情を持つ高齢者の援助の必要性・重要性】

と, および③【自立性・自律性を尊重した援助の必要性・

重要性】【安全性・安楽性を確保した援助の必要性・重

要性】【意向・意志を尊重した援助の必要性・重要性】

【職員間や家族との連携の必要性・重要性】とが各々関

連すると共に, これらは【高齢者個々の生き方・価値観

などを尊重した対応の必要性・重要性】を達成するため

に必要であり, これらを通して【後期高齢者に対する人

生統合への援助の重要性】に結びつくというものである.

そしてこれらにはいずれもコミュニケーション能力が関

与するというものである.

Ⅳ. 考察

１. 実習目標達成度の観点から

学生が表現した高齢者看護の見方・考え方及び導かれ

た関連から実習の目標殊に具体的目標の１の援助の視点

から評価すると, 保健・医療・福祉と有機的連携という

観点では不足はあるものの, ほぼ達成していると捉えら

れよう. さらに, 具体的目標である２)―Ｅの人生の終

末を迎えている高齢者の看護援助も一部の学生ではある

が, 捉えられている. これらは, ①実習施設の指導者と

の綿密な打ち合わせによる学生の実習目的・目標を理解

した施設側の教育的環境 (例えば, たとえ一見稚拙に受

け取られるようなことであっても, 学生の自由な発想・

思考を受け入れ了解して, 人的調整をする, 高齢者にとっ

て事故につながるような危険性がなければ, 見守ってい

くといったような指導者の配慮), ②看護が展開されて

いくプロセスにおける指導は, 成熟期看護方法９の演習

及び領域別実習前に行っている理論と統合における紙上

患者を活用した看護過程演習を基盤に, 教員が実習施設

に出向して, 学生の受持高齢者の理解をもとに, 個々の

学生の思考の過程や段階に基づいて指導を実施するなど

が影響していると捉えられよう. また, 教員が存在する

ことによって, 実習学生全員に共通な課題を素早くキャッ

チでき, 随時カンファレンスできたことも影響していよ

う. しかし, 領域別実習の初年度であったことから, こ

のような指導体制が組めたといえる. 現に, ２年目に入っ

た今年度は, この学年のように教員は緻密に実習施設に

出向できない現状がある. このことに影響もふまえて,

今後の指導のあり方の検討が必要であろう.

２. 学生が表現した高齢者看護の見方・考え方から見い

だされた関連 (図) について

学生が表現した高齢者看護の見方・考え方の関連は,

分析し, 分類しできた段階で再度, 記述内容に戻って精

読することを通して得られたものである. これらは高齢

者看護の理論につながる意義ある発見と捉えられないだ

ろうか. 未だ高齢者看護の理論化は発展途上であり,

筆者が検討した ｢高齢者の自我発達を促進する援助の構

造｣1)も検証には至っていない. 検証のための個人の研究

的努力もさることながら, 次年度の学生のレポート分析
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図１ 学生が表現した高齢者看護の見方・考え方の関連



を積み重ねを通じて, さらに分析を積み重ねることによっ

ても, これらの検証, 理論化を進めていくことができる

のではないかと考える.

なお, 本研究の限界は, 実習施設別や実習時期別によ

る詳細な分析をしていないことから, その達成状況の相

違の有無を明らかにできないことである.

まとめ

看護の立場で高齢者とのコミュニケーション経験がな

く, かつ看護過程も紙上患者での体験のみの学生の, 高

齢者ケア施設での看護学実習の教育上の課題を見出すた

めに, 実習の目的・目標の達成状況をケースレポートで

表現された高齢者の見方・考え方から分析した. その結

果, 以下のことが明らかになった.

１. 個々の学生の高齢者看護の見方・考え方は, ５～７

記述であったが, 総計299記述数みられ, 11に分類さ

れた.

２. 分類された11の内容は, 実習目標をほぼ達成された

といえるものであった. しかし, これは実習施設の指

導者と教員の指導との連携体制によるところが大きい

と捉えられた.

３. 学生が表現した高齢者見方・考え方の11分類は, 関

連 (図) として示すことができ, 高齢者看護の理論化

に貢献できるものと捉えることができた.
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はじめに

成熟期看護学領域では, 看護方法の最終段階として,

成熟期看護方法９ (成熟期看護技術演習) で紙上患者の

事例を活用した看護過程演習を行っている.

１期生においては, 講座のほぼ全ての教員が, 全授業

時間, 学生のグループに所属してファシリテーターの役

割をとり, 情報の整理から看護計画立案までの演習を行っ

た. ２期生では, 教員が全授業時間に学生のグループに

所属することが困難となり, 教授方法を変更せざるを得

なくなった. そのため, 複数の教員で学生のグループ学

習をファシリテートし, 時間毎に提出物にコメントを返

す方法で演習を行った. ここでは学生は, できるだけ自

立して学習することを要求された.

教員は成熟期看護学を専門としているため, 学生の提

出物に対する教員のコメントを分析することによって,

この時期の学生が学びにくい看護過程の診断プロセスの

内容を見出すことができると考えた. さらに, 分析して

得られた結果から, 限られた時間内で演習を行うための,

より効果的な教授方法を検討できると考えた.

今回は ｢対象とその家族の理解｣ のための関連図への

１回目のコメントの分析結果について報告する.

Ⅰ. 研究目的

成熟期看護学方法のまとめの一つとして行った健康障

害を有する成熟期の紙上患者の事例を活用した看護過程

演習において, 教員のコメントの内容を明らかにする.

さらに, 明らかになったコメントの内容から, 看護過程

の診断プロセスにおいて, この時期の学生にとって学び

にくい内容を見出し, 限られた時間内でより効果的な学

習をするための教授方法について検討する.

Ⅱ. 成熟期看護学における紙上患者の事例を活用

した看護過程演習

１. 演習の位置付けと学習目標

成熟期看護方法９ (成熟期看護技術演習) は, ４セメ

スター (２年次後期) で行われ, 学習支援方法の演習,

援助技術演習, 看護過程演習の３種類の演習からなって

いる. 事前準備として, シラバスに ｢２, ３セメスター

において成熟期看護学で学習したすべての知識が求めら

れることから, これらの復習が必要である｣ ことが提示

されている.

看護過程演習の目的と目標は, ｢成熟期に代表される

疾病をモデルとして状況に応じた援助が展開できるよう

事例を通じて看護過程の演習をする｣ ことである.

なお, 学生は, ２セメスター (１年次後期) に地域基

礎看護方法１ (看護過程の展開方法) を学習している.
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２. 演習方法

１) 提示した紙上患者の事例

くも膜下出血で緊急入院した女性の紙上患者事例であ

る. 基礎情報として, 年齢, 職業, 家族構成と職業・健

康状態, 経済状態, 家族歴, 生活歴, 性格・信条, 身長・

体重などを提示した. また, 発症時の情報としては, 入

院月日, 診断名, 主訴, 現病歴 (発症状況, 状況, バイ

タルサインなどの身体データ, 疾患に関連する身体デー

タ, 治療, 血液データ, 心電図等のデータなどを, 手術

に関連した情報としては, 術式, 手術時の情報, 医師か

ら手術についての本人・家族への説明とその反応, 手術

後の病状についての家族への説明とその反応, 手術後の

治療方針, 血液データ, 手術直後のデータ, 手術後の経

過を提示した.

学生への課題は, この事例について ｢術直後の看護計

画を立案すること｣ であった.

２) 演習の進行と教員の教授方法

成熟期看護学方法９の初回の授業時間に, 紙上患者の

事例を含む科目の全資料を学生に配布し, 科目全体のオ

リエンテーションをおこなった. この際, 事例の事前学

習を行うようアナウンスした. 成熟期看護学方法９のス

ケジュールを表１に示した.

看護過程演習の初回に, ｢対象とその家族の理解｣ 用

紙 (関連図のための用紙), ｢看護ケアが必要な状態｣ の

診断プロセス用紙, ｢看護ケアが必要な状態｣ の診断リ

スト用紙の３枚の記録用紙を配布し, 記述目的と記述方

法, 看護過程について30分程度講義した. 学生は16グルー

プ (４～５名／１グループ) となり, ８グループに対し

て教員４名が学習支援を行った. 学生は初回の授業終了

の数日後に３枚の記録用紙を提出した.

本来, 関連図 (sequence of events) は病態の関連を

図示するためのものであったが, 本演習では, ｢対象と

その家族の理解｣ のために必要な情報を関連させながら

図示し, 全体像を明らかにして ｢ケアが必要な状態｣ を

導き出すために活用した.

４名の教員は８グループの提出物全てにコメントし,

２回目の授業の最初にそれぞれのグループに返却した.

その際, 全教員のコメントは, 教員にも配布された.

２回目の演習では, ｢看護ケアが必要な状態｣ の診断

までのプロセスを充分学習することができていなかった

ため, 再度丁寧にそのプロセスを学習することとした.

学生は, 教員から指摘されたコメントを参考に, さら

にグループ討議を行い, 再度記録用紙を提出した. ２回

目も前回と同様の教員が演習を担当し, 学習支援を行っ

た. 提出物は, 再度教員がコメントし, 提出された用紙

とともに返却した. 教員のコメント方法は定めなかった.

Ⅲ. 方法

１. 分析対象

成熟期看護学における紙上患者を活用した看護過程演

習において, 16グループが提出した ｢対象とその家族の

理解｣ 用紙 (以下関連図) に対して, 延べ８名の教員が

記述したコメントのうち, 賞賛と誤字の指摘を除いたも

のである.

２. 分析方法

全教員の記述した関連図へのコメントのうち, 賞賛と

誤字の指摘を除いたものを取り出した. コメントを取り

出すにあたっては, 教員自身が分類して記述しているも

のはその通りに, 分類せずに記述しているものはその内

容から判断した.

取り出したコメントを, その意味内容から１内容ごと

に整理し１データとした. 整理したデータを教員のコメ

ントスタイルを残して要約した. さらに要約されたもの

について, 類似したものをまとめてサブカテゴリーとし

た. サブカテゴリーとするにあたっては, 内容が分かる

程度に抽象化し, 抽象化しすぎないようにした. サブカ

テゴリーを, さらに看護過程のプロセスを念頭において

カテゴリー化していった.

カテゴリー化したものについては, ４名の教員で検討

し合意を得た.
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表１. 成熟期看護方法９のスケジュール

コマ 授業日
グループ

1～8 9～16

１・２ 10/24

学習支援方法の演習３・４ 10/31

５・６ 11/14

７・８ 11/21
援助技術演習 看護過程演習

９・10 11/28

11・12 12/ 5
看護過程演習 援助技術演習

13・14 12/12

15 1/ 9 まとめ



Ⅳ. 結果

分析した結果を表２に示した. 分析した結果, 47サブ

カテゴリー (〈 〉で示す) 11カテゴリー (【 】で示す)

が抽出された.

【事例を理解するために必要な前提となる知識が不足

していることを指摘している】には,〈患者の発達段階

や役割の視点が抜けていることを指摘している〉〈全身

麻酔による合併症の記述が不十分であることを指摘して

いる〉などの５サブカテゴリーが含まれた.

【事例から診断に必要な情報やデータを取り出せてい

ないことを指摘している】には,〈家族の情報を見逃し

ていることを指摘している〉〈提示されているデータや

情報を活用するよう促している〉などの８サブカテゴリー

が含まれた.

【疾患や治療について再学習するように促している】

には,〈疾患・症状・治療とそれらの関連について学習

するよう指摘している〉などの３サブカテゴリーが含ま

れた.

【データの整理が不十分であることを指摘している】

には,〈情報やデータをまとめず関連させて記述するよ

う指示している・必要性を指摘している〉〈処置の目的

を整理して記述するよう指摘している〉などの５サブカ

テゴリーが含まれた.

【情報やデータ同士の関連が適切でない・十分でない

と指摘している】には,〈関連させている状況について

の内容を問いかけている〉〈情報やデータの関連が飛躍

していることを指摘している〉などの８サブカテゴリー

が含まれた.

【診断された ｢ケアが必要な状態｣ に見逃しがあるこ

とを指摘している】には,〈治療によって生じる ｢ケア

が必要な状態｣ を見逃していることを指摘している〉

〈診断すべき ｢ケアが必要な状態｣ が診断されていない

ことを指摘している〉の２サブカテゴリーが含まれた.

【診断された ｢ケアが必要な状態｣ の不適切さを指摘

している】には,〈診断された ｢ケアが必要な状態｣ が

妥当なものであるか疑問を投げかけている・飛躍してい

ると指摘している〉〈同様の ｢ケアが必要な状態｣ が複

数記述されていることを指摘している〉などの５カテゴ

リーが含まれた.

【記述していることの意味が分からないと指摘してい

る】には,〈記述していることの意味が分からないと指

摘している〉の１サブカテゴリーが含まれた.

【関連図を用いて学習する目的を理解していないこと

を指摘している】では,〈現在の全体像を説明していな

いことを指摘している〉などの３サブカテゴリーが含ま

れた.

【関連図の記述のルールが間違っていることを指摘し

ている】では,〈矢印の方向が間違っていることを指摘

している・疑問を投げかけている・再考を促している〉

〈内容がわかる表現をするよう促している・指示してい

る〉〈可能性と記述しているところを危険性であると指

摘している〉などの６カテゴリーが含まれた.

【疑問のみ指摘している】では,〈○○とは？とのみ指

摘している〉１カテゴリーが含まれた.

Ⅴ. 考察

１) 教員のコメント内容から見た ｢対象とその家族の理

解｣ のプロセスにおける学生の学びにくい点

(1) 前提となる知識の不足について

カテゴリー【事例を理解するために必要な前提となる

知識が不足していることを指摘している】から, 学生は,

事例の情報を読み解くために, 提示されていない知識を

活用できていないことが見出せる. すなわち,〈発達段

階や役割〉の視点が抜けていたり,〈基本的な心理学用

語〉が安易に使われていることが分かる.〈全身麻酔に

よる合併症〉〈病態のメカニズム〉などについても, 一

般的な知識が不足していることが示唆される.

(2) 提示された情報に関する知識の不足について

カテゴリー【疾患や治療について再学習するよう促し

ている】からは,〈疾患・症状・治療〉〈薬剤〉〈術後の

一般的な処置〉の知識が不足していることが見出せる.

このことはカテゴリー【事例から診断に必要な情報やデー

タを取り出せていないことを指摘している】より, 診断

に必要な〈データや情報〉〈指示内容やケア〉〈症状〉を

提示された事例から取り出すことができていないことか

らも分かる. 患者の全体像を理解し ｢ケアが必要な状態｣

を診断するために必要であると学生が理解していない情

報は, 取り出すことができないと考えられる.

また, カテゴリー【情報やデータ同士の関連が適切で

ない・十分でないと指摘している】の〈関連に疑問・間
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表２. ｢対象とその家族の理解｣ 用紙 (関連図のための用紙) へのコメント

カテゴリー サブカテゴリー コメント例

事例を理解するため
に必要な前提となる
知識が不足している
ことを指摘している

患者の発達段階や役割の視点が抜けている
ことを指摘している

Yさんにとって今回の出来事は, Yさんの発達段階や役割に影響はないでしょうか
患者さんの発達段階の視点も入れて考えましょう

全身麻酔による合併症の記述が不十分であ
ることを指摘している 手術を全身麻酔で行うことによる合併症は他にないでしょうか

基本的な心理学用語の意味を復習するよう
指示している

ストレスとはどういうことですか. ストレッサー, ストレス反応について復習して
ください

病態のメカニズムが記述されていないこと
を指摘している メカニズムが全く述べられておらず, 資料のデータを並べたのみになっている

専門用語の間違いを指摘している 全身麻酔手術という手術はありませんが？？？

事例から診断に必要
な情報やデータを取
り出せていないこと
を指摘している

家族の情報を見逃していることを指摘して
いる

Yさんにとって今回の出来事は, Yさんの家族に影響はないでしょうか
家族の反応で気になることはありませんか？看護の対象は患者さんだけではありま
せんね

提示されているデータや情報を活用するよ
う促している 提示されているデータや情報が十分活用されていませんね. 活用してください

提示されている事例から必要なデータや情
報の記述がないことを指摘している・記述
するよう指示している

データ, 使用薬物をきちんと入れること

｢頭皮下ドレーン｣ がない

身体的なこと以外の記述がないと指摘して
いる・記述するよう指示している

身体的なもの以外があがっていない
Yさんや家族の不安はないでしょうか

提示されている指示内容やケアが記述され
ていないことを指摘している・記述するよ
う指示している

自力の排痰についてケアされていることは？

｢安静｣ の指示をかくこと

病態を理解するために必要な症状が記述さ
れていないことを指摘している

脳血管疾患であるのに意識レベルや運動麻痺がアセスメントされていない. 全体像
にも示されていないことが多い

関連するデータ・原因・誘因・要因が不足
していると指摘している ｢経鼻カテーテルO2吸入｣ からの→は ｢脳浮腫｣ と ｢脳血管攣縮｣ だけですか

診断された ｢ケアが必要な状態｣ と, その
原因・誘因・要因の情報が不足している

｢ボディイメージ｣ を問題とするデータが不十分
便秘の危険性は, 活動制限からのみですか？患者さんが経過してきた状態から再考
してください

疾患や治療について
再学習するように促
している

疾患・症状・治療とそれらの関連について
学習するよう指摘している

疾患と症状, 治療とそれに伴って生ずる症状, そしてそれらの関連を再度学習する
必要はないでしょうか？殊に, 疾患・治療と脳浮腫について

薬剤の作用・副作用を調べる必要性を指摘
している 術後使用する薬剤の作用・副作用を調べる必要があるのでは

術後の一般的な処置についての知識に疑問
を投げかけている 術後絶対安静ですか？

データの整理が不十
分であることを指摘
している

情報やデータをまとめず関連させて記述す
るよう指示している・必要性を指摘してい
る

薬物がまとめて書かれているので, 目的のところに書くこと
｢合併症｣ とひとくくりにしてあげると, 何のために (何を起こさないために) 何
をしているのか (どんな対策をしているのか) 分かりにくい. (例えば, 血圧コン
トロールは何のためか)
検査値は病気や病状・症状および患者・家族の反応などと関連させつつ矢印が必要
です. 検査値全部をくくってしまうことは, 何をみようとしているのかわかりませ
んね

処置の目的を整理して記述するよう指摘し
ている 脳槽ドレナージと頭皮下ドレナージの目的の違いを明確にしておく

同じ情報が別の場所に記述されていると指
摘している・意図を問いかけている

同じ状態や問題が別々に挙げられていることがあるので整理する
手術を５カ所に分断してとらえているのは何故？
関連図の主に右下に書かれている精神面に関する情報の整理が必要です. 重複して
いたり, 推論の域の情報も混ざっています

図示することによって情報を整理する方法
を提案している

現在の Yさんをより理解するために Yさんの絵を描いてライン類がどこに入って
いて, その役割は何なのか１つ１つ考えてみるという方法もあります

｢ケアが必要な状態｣ を導き出すための情
報の整理が不十分であると指摘している 関連図では, 看護問題を導き出すための情報の整理が不十分

情報やデータ同士の
関連が適切でない・
十分でないと指摘し
ている

関連させている状況についての内容を問い
かけている 経鼻カテーテルからどの様な感染を考えましたか？

情報やデータの関連が飛躍していることを
指摘している

思考の飛躍があります. 例えば52歳･･･から社会的役割中断など, 再考してくださ
い

事実のデータから関連を見出すよう指示し
ている 事実のデータを用いて, その関連を見出してください

情報の関連の再考を促し, 復習を指示して
いる

｢創部回復遅延の危険性｣ と ｢感染の危険性｣ の関連はどうでしょうか. もう一度
術後の合併症について復習してみてください

情報の関連に疑問を投げかけている・間違
いを指摘している エリル, グリセオールなどは補液？

関連がある情報をつなげていないことを指
摘している・つなげるよう指示している

起こっている問題や症状など情報間の関連をもう一度見直してください. 例えば,
｢生命の危機｣ は ｢ドレーン抜去の危険性｣ からしか起こらないのでしょうか. バ
ルーンカテーテルが留置されていることと ｢排尿困難｣ の間の関係はどうでしょう
か
手術からでている矢印同士の関連が乏しい→情報同士がばらばらで関連づけられて
いない
頭蓋内圧の亢進, 脳浮腫になる危険性などは何に関連しますか？

他のデータや情報と関連なしに記述されて
いる情報があると指摘している

どこから発生したのかわからないものがあります：例 TP５g/dl, 血圧コントロー
ルなど

情報を ｢看護ケアが必要な状態｣ までつな
げるよう指示している

情報を途中で切らないで, ｢看護ケアが必要な状態｣ までつなげること (例えば,
｢創部からの出血｣)



違い〉〈関連がある情報をつなげていない〉,〈関連なし

に記述〉していること, カテゴリー【診断された ｢ケア

が必要な状態｣ に見逃しがあることを指摘している】こ

とからも全体的な知識の不足に加えて, 活用できる知識

の不足が伺える.

(3) 学習した知識の活用について

カテゴリー【データの整理が不十分であることを指摘

している】では, 事例の理解に必要な〈情報やデータ〉

〈処置〉などを提示されたものから取り出すことまでは

できていても, それらのデータ同士を活用できるように

関連づけて整理し理解するところには至っていないこと

が示されている. また, カテゴリー【情報やデータ同士

の関連が適切でない・十分でないと指摘している】の

〈関連が飛躍〉〈事実のデータから関連を見出すよう指

示〉, カテゴリー【診断された ｢ケアが必要な状態｣ の

不適切さを指摘している】の〈妥当でない・飛躍した〉

〈｢危険性の状態｣ から導いて診断〉からは, 不適切な

判断がなされていることが示されている. これらは, 病

状の理解や診断のために知識をもとに情報やデータを集

めていても, 事例の現在の病状や, 現在の ｢ケアが必要

な状態｣ の診断がなされておらず, 知識を活用していな

いことが伺われる.
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表２. ｢対象とその家族の理解｣ 用紙 (関連図のための用紙) へのコメント (つづき)

カテゴリー サブカテゴリー コメント例

診断された ｢ケアが
必要な状態｣ に見逃
しがあることを指摘
している

治療によって生じる ｢ケアが必要な状態｣
を見逃していることを指摘している

｢安静｣ をいう治療をすることによって, ｢看護ケアが必要な状態｣ はないでしょ
うか

診断すべき ｢ケアが必要な状態｣ が診断さ
れていないことを指摘している

創部回復の遅延は看護ケアが必要な状態ではないのでしょうか？
確定した看護問題の見直しが必要と思います. 例えば, ｢創部痛｣ や ｢頭痛｣ より
も ｢再破裂｣ や ｢脳血管攣縮｣ など生命の危機に直結する問題も潜在的な問題とし
て重要ではないでしょうか？

診断された ｢ケアが
必要な状態｣ の不適
切さを指摘している

診断された ｢ケアが必要な状態｣ が妥当な
ものであるか疑問を投げかけている・飛躍
していると指摘している

｢病気について受容できない｣ ｢感情の表出ができない｣ と言ってよいでしょうか？

｢ケアが必要な状態｣ となりえないものを
診断していることに疑問を投げかけている

発熱が問題なのでしょうか
可動の制限とは何が問題となるのでしょうか？

同様の ｢ケアが必要な状態｣ が複数記述さ
れていることを指摘している

感染のハイリスクが２つあるのですが, どのように解釈すればよろしいですか？
｢髄膜刺激症状｣ ｢嘔吐｣ と ｢脳圧亢進の危険性｣ が別々になっていますが, 情報
の整理と関連についてもう一度考えてください
患者の不安が２つ挙げられていますが, 別々に挙げるのでしょうか？

診断された ｢ケアが必要な状態｣ が顕在化
しているのか潜在的なのか明確になってい
ないと指摘している・明確にするよう指示
している

関連図の潜在している看護問題と顕在している看護問題が混在しています. 術直後
に起こっている問題とこれから起こる危険性のある問題を整理して誰がみても分か
るように表現してください

｢危険性の状態｣ から ｢危険性の状態｣ を
導いて診断することに疑問を投げかけてい
る

sequence of events として危険性の危険性を診断することの意味はなんでしょうか？
危険性のレベルでケアが開始される必要があります. 看護は予測性をもってケアを
して, 危険性を回避する必要があります

記述していることの
意味が分からないと
指摘している

記述していることの意味が分からないと指
摘している

｢健康イメージの崩壊｣ とは何でしょうか

問題として挙げていることが, 何についてなのか不明 (例：圧迫など)

関連図を用いて学習
する目的を理解して
いないことを指摘し
ている

現在の全体像を説明していないことを指摘
している いつの時点の状態像か, 結果として５月５日のであることが必要です

診断に必要ない看護ケアは看護計画立案で
明記するものであると説明している・指摘
している

｢必要な看護｣ や ｢治療｣ が問題を発生させていたり, 発生する危険性がない場合
に表記することの意味は？患者さんや家族のケアが必要な状態に対する必要な看護
行為は, 看護計画の立案で明記されるものです
患者さんや家族の状態の理解のためのもので看護ケアを導くものではありません

関連図において ｢看護ケアが必要な状態｣
が全く診断されていないことに疑問を投げ
かけている

sequence of events として様々に挙げられていますが, 全く確定されないのは何故
でしょうか？また, 確定すべきものがないのに点線矢印で結んでいくことの意味は？

関連図の記述のルー
ルが間違っているこ
とを指摘している

矢印の方向が間違っていることを指摘して
いる・疑問を投げかけている・再考を促し
ている

矢印は危険因子や関連因子 (原因・誘因) とその結果を意味するものです. 経過を
矢印にするのではありません. 再考してください

点線と実線の違いの意味について問いかけ
ている

点線と実線の違いはなんでしょうか？
実線の四角と丸, 点線の四角と丸は何を意味しているのでしょうか？

｢看護ケアが必要な状態｣ の枠を決めてい
ないことを指摘している・工夫を指示して
いる

どれが ｢看護ケアが必要な状態｣ なのかわからない

内容がわかる表現をするよう促している・
指示している

抽象的表現でなく具体的に！例：手術侵襲, 呼吸器合併症, 代謝不良

｢精神的に不安定｣ は何を意味していますか, 意味がわかる表現の方がいいのでは

可能性と記述しているところを危険性であ
ると指摘している 再出血の可能性が２つでてきていますが･･･可能性ではなく, 危険性ですね

看護の基礎技術を記述することは不要であ
ると指摘している ｢清潔管理｣ ｢無菌操作｣ のようなごく当然の cure は不要

疑問のみ指摘してい
る ○○とは？とのみ指摘している 栄養不良？



南ら1)は, 看護過程をはじめて教授された学生の提出

した個人レポート(グループワークによる紙上事例を用

いた演習後, 同事例の個人ワーク)を分析した結果, ｢学

生は, 正常からの逸脱が判断しやすい情報には着目でき

るが, 疾患の特性から続発して起こる状態や逸脱から考

えられる状態などを考慮した情報収集は困難である状況

がみられている. 学生は成人疾病論や, 生理学, 代謝栄

養学などの支持科目の履修は終了しているが, 既習知識

を十分に活用できていない｣ と報告しており, 本研究と

同様の結果であった.

(4) 看護過程の理解について

看護過程の視点から分析された結果を見直してみると,

カテゴリー【事例から診断に必要な情報やデータを取り

出せていないことを指摘している】から, 学生が取り出

しにくい情報は, 疾患や治療などについての知識があれ

ば取り出せるもの以外では,〈家族の情報〉,〈身体的な

こと以外〉であることが分かる. これは, 見慣れない処

置やデータが多く提示される周手術期の術直後の状態を

診断する事例であったために, 学生が身体的な情報に着

目しやすかったと考えられる.

情報を関連させながら整理していくプロセスでは, カ

テゴリー【データの整理が不十分であることを指摘して

いる】や【情報やデータ同士の関連が適切でない・十分

でないと指摘している】から, 学生にとって学びにくい

多様なポイントがあることが分かる.

診断された ｢ケアが必要な状態｣ についてみると, カ

テゴリー【診断された ｢ケアが必要な状態｣ に見逃しが

あることを指摘している】から必要な診断を〈見逃し〉

ていたり, カテゴリー【診断された ｢ケアが必要な状態｣

の不適切さを指摘している】から〈妥当でない・飛躍し

た〉ものや〈診断になりえないもの〉が診断されており

診断が間違っていること,〈同様のものが複数記述〉さ

れ整理できていないこと, 診断の〈顕在性〉のあいまい

さや〈｢危険性の状態｣ から導いて診断〉するなど現在

の状態が適切に診断できていないことが伺える.

南ら2)は前述の研究から, ｢学生は, 問題性を含んだ患

者の現象から導かれたものや検査値の異常から導かれた

医学診断をそのまま看護問題として表現していた｣ こと

を報告した. また, 別の研究3)において, ｢問題性を含ん

だ情報がそのまま患者の問題や問題の根拠として表現さ

れている｣ ことを明らかにした. 石黒ら4)は, 事例学習

の提出レポートの分析から, ｢根拠については, 新たに

必要な情報の収集が不可能であるために特定の日の検査

データだけを問題にして予測ではなく想像, または本か

ら得た情報を根拠にしてしまったと推測される｣ ことを

述べた. 本研究においても, ｢ケアが必要な状態｣ の診

断について, 同様のことを読み取ることができる.

加えて, ｢ケアが必要な状態｣ とは本質的にどのよう

なことかということを理解していない恐れがあると考え

られる.

(5) 物事の本質を捉えることと他者に伝えることについて

カテゴリー【記述していることの意味が分からないと

指摘している】のように, 学生が記述した内容が他者

(教員)に明確に理解できるものになっていないことが明

らかとなった. 本演習では, できるだけ看護診断用語を

用いず, 患者とその家族の状況を的確に表現するように

指示していたが, 学生にとって困難であることが示され

た.

これは, カテゴリー【関連図の記述のルールが間違っ

ていることを指摘している】の〈内容が分かる表現をす

るよう促している・指示している〉に示されるように,

学生の表現力によるものもあると考えられるが, それだ

けではなく, 患者とその家族の状態を的確にとらえるこ

とができているかどうかについて, 確認する必要がある.

学生の持参する資料をみると, 関連図や看護計画の例示

がされているものも多いが, そこで看護問題 (本演習で

は ｢ケアが必要な状態｣) として表現されているものに

は看護診断用語が用いられているものが多く, 学生は情

報を充分に整理しアセスメントする前に, その表現に引

きずられる傾向があるのではないかと推測される.

(6) 関連図の活用について

カテゴリー【関連図を用いて学習する目的を理解して

いないことを指摘している】とカテゴリー【関連図の記

述のルールが間違っていることを指摘している】からは,

学生が関連図を用いる目的の理解が不十分であったり,

その記述方法に戸惑っていることが伺える. このことが,

既存の参考書や雑誌の関連図に引きずられて知識や情報・

データの関連があいまいなままとなってしまうなどの影

響を及ぼしたのではないかと考えられる.

２) 初回の授業の効果を上げるための教授方法について
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関連図を効果的に活用するために, 初回にその活用目

的と記述方法のより詳細なオリエンテーションを行う.

さらに, 初回の授業時間を知識の収集に費やすことが

ないよう, 事前学習の内容を具体的にアナウンスしてお

くことが有効であろう. 例えば, 提示されていないこと

(特に発達段階や役割, 全身麻酔, 解剖生理, 病態生理

など) についての知識を復習しておくことや, 疾患とそ

の症状, 治療, 関連する身体的データに関する知識を得

ておくことなどである.

これらのことによって, 初回の授業を, 提示された事

例の情報を整理してそれらの関連を見出し診断を導くプ

ロセスの学習に費やすことができると考える. この際に

は, 学生が, 自己学習してきた知識を活用して, 事例の

現在の状態を理解し ｢ケアが必要な状態｣ を診断するた

めの学習支援を行うことが必要である.

分析結果全体から, 成熟期の教員がこの演習で学生に

学んでもらいたいと考えている要素が明らかとなったが,

これをみると看護過程のプロセスの重要なポイントがほ

ぼ網羅されたといえる. このことは, １グループに複数

の教員がコメントしたことで達成されたと考えられ, 継

続していく必要がある.

さらに, ２回目のコメントを分析することによって,

学生が何を学ぶことができたか, あるいはできなかった

か明らかにし, 本演習の教授方法を検討する必要がある.

３) 研究の限界

本研究で用いたデータは, 学生の提出物に対する教員

のコメントのうち文書で残っているものであり, また１

回目のコメントのみの分析である限界がある.

まとめ

成熟期看護方法９における紙上患者の事例を活用した

看護過程演習において, 16グループが提出した ｢対象と

その家族の理解｣ 用紙に対して延べ８名の教員が記述し

たコメントを分析することによって, 11カテゴリーを

抽出することができた. これらは看護過程のプロセスの

重要なポイントをほぼ網羅していた.

教員のコメント内容から学生の学びにくい点について

みると, 事例理解の前提となる知識や疾患・治療などの

知識の不足や, 知識の活用ができていないことが明らか

となった. 看護過程の理解の視点からは, 学生が取り出

しにくい情報を見出すことができ, 多くの学習支援が必

要であることが明らかとなった. また, 学生が情報から

その状況の本質をとらえているか確認する必要性が明ら

かとなった. さらに, 学生が関連図というツールを充分

に活用できていないことが分かった.

演習の教授方法では, 複数の教員による学習支援体制

を維持しながら, 演習に入る前の事前学習内容について

学生の見逃しやすい知識をより具体的に復習しておくよ

うアナウンスすることや, 学習ツールのオリエンテーショ

ンを丁寧に行うことが必要である. さらに, 看護過程の

すべてのプロセスで知識を活用するための学習支援が必

要である. これらの教授方法により, 演習時間のグルー

プ討議がより効果的に行われることが示唆された.

文献

1) 南妙子, 近藤美月, 岩本真紀ほか：看護過程における思考

能力育成のための教授方法の検討－初学者における事例分

析の思考の特徴から－, 香川医科大学看護学雑誌, 5(1)；

25 35, 2001.

2) 前掲 2)

3) 南妙子, 田村綾子, 市原多香子：手術を受ける患者の効果

的な事例教材化の検討－学内における紙上患者による学生

の看護問題抽出傾向より－, 日本看護学教育学会誌, 8(2)；

183, 1998.

4) 石黒彩子, 杉浦太一, 塩見美幸ほか：臨床実習前の事前学

習(第1報)－白血病児の事例学習における看護アセスメン

ト傾向－, 日本看護医療学会雑誌, 2(2)；35 42, 2000.
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はじめに

本学は, 平成14年度より領域別実習を開始した. 成熟

期看護学実習では ｢さまざまな健康生活を営んでいる成

熟期の人々への看護実践を通じて, 成熟期看護のあり方

について理解を深める｣ を実習目的とし, 健康課題の異

なる人々とその家族の健康生活を理解し, 看護の役割と

その特性を学ぶことを実習目標としている. さらに実習

目標は, どの健康課題をもつ人にも共通する具体的目標

１と健康課題によって５つに分かれる具体的目標２によっ

てより具体化され, 学生は対象の健康課題に応じて, 具

体的目標１と２の両方を指針として実習を展開する.

このような方法で行われた初めての実習において, 学

生の学びを明らかにすることは, 成熟期看護学実習の充

実に向けて意味あることと考える.

そこで, 今回は第１報として, 一般病院における成熟

期看護学領域別実習において, ｢健康回復期にある成熟

期の人とその家族の看護｣ について実習を行った学生の

学びを明らかにする.

Ⅰ. 成熟期看護学領域別実習

成熟期看護学領域別実習の具体的目標は, ｢１. 成熟

期にあるその人と家族の健康生活を理解し, 看護の役割と

特性を学ぶ｣ と, ｢２. 健康課題の異なる成熟期にある人

とその家族を理解し, 看護の役割と特性を学ぶ｣ である.

また, 具体的目標２には健康課題に応じて, Ａ.成熟

期の人とその家族が健康維持のためにその家族の生活を

確立する看護, Ｂ.健康回復期にある成熟期の人とその

家族の看護, Ｃ.健康問題をもちながら生活の再編成に

ある成熟期の人とその家族の看護, Ｄ.生活の再構築が

必要な健康障害をもつ成熟期にある人とその家族の看護,

Ｅ.終末期にある成熟期の人とその家族の看護, の５つ

の具体的目標が示されている.

学生は, 成熟期で受け持つ全対象者に共通する具体的

目標１と, 対象者の健康課題に応じて具体的目標2A～E

のいずれかより選択した目標の両方を指針として実習を

展開する. 実習終了後選択した健康課題別にA4版 (45

字×40行) ３～５枚の範囲でケースレポートを作成する.

なお, 平成14年度に一般病院で成熟期看護学領域別実

習を行った学生で研究同意が得られた73名中, 健康課題

別の人数内訳は, A は該当者なし, B40名, C25名, D

５名, E３名である.

Ⅱ. 研究目的

一般病院での成熟期看護学領域別実習で ｢健康回復期

にある成熟期の人とその家族の看護｣ についての書かれ

たケースレポートを分析し, 実習における学生の学びを

明らかにするとともに, 成熟期看護学における教育の充

実に向けた資料とする.
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表１. 成熟期看護学実習 具体的目標１及び２－Ｂ (四角の囲みは表２の項目に相当する)

１. 成熟期にある人とその家族の健康生活を理解し, 看護の役割と特性を学ぶ｡

１) 患者, 家族とのコミュニケーションや患者, 家族に関する記録物および保健医療福祉チームメンバーから情報収集し, 成熟

期にある人とその家族を理解し, 看護ケアが必要な状態を診断できる｡ １)

＜対象理解の視点＞

(１) 成熟期にある人個々の発達段階とその特性をふまえた現在の生活状況, 発達課題達成状況, ならびにその人らしさ

理解１

(２) 加齢と健康状態 (健康障害の種類と程度) に伴う身体的・精神心理的・社会経済的変化と発達課題の達成状況 理解２

(３) 過去から現在, 現在から近い将来への生活の場と生活状況の変化および発達課題達成状況の変化 理解３

(４) 健康生活の保持・増進もしくは健康障害からの回復のために受けている保健医療福祉サービス 理解４

(５) その人と家族が捉えている現在と今後の見通し 理解５

(６) その人や家族にとって, (１)～(５)の意味や与える影響 理解６

２) 成長発達の促進, 発達課題達成の促進と回復, 老化の予防, QOLおよびその人らしさの尊重の視点から看護を計画・実施・

評価できる｡ ２)

≪援助の視点≫

(１) その人と家族の意向・意志を尊重した援助 援助１

(２) その人と家族の自立性と自律性を尊重した援助 援助２

(３) 看護ケアの安全性と安楽性を確保した援助 援助３

(４) 保健・医療・福祉との有機的な連携 援助４

３) 成熟期にある人とその家族が生活している場と健康レベルに応じた看護体験を通して, 看護が果たしている役割・機能の実

際を理解し, 成熟期看護の現状の課題を明らかにできる｡ ３)

２. 健康レベルの異なる成熟期にある人とその家族を理解し､ 看護の役割と特性を学ぶ｡

２－Ｂ. 健康回復期にある成熟期の人とその家族の看護

１) 健康回復期にある成熟期の人とその家族の生活を理解し, 看護ケアが必要な状態を診断できる｡ １)

＜対象理解の視点＞

(１) 健康障害の回復過程にある成熟期の人の各時期における必要な課題とその特徴 理解 (1)

ａ 移行期―健康回復を中心とした生活に切り換える準備をする

ｂ 受容期―健康回復を中心とした生活に適応できる

ｃ 回復期―以前の健康な生活に戻れる, もしくは回復状態に応じて安定した生活ができる

①回復過程の各時期における病態・治療・経過・予後 (合併症も含む) 理解1 1

②回復過程におけるその人と家族に予測される日常生活規制 理解1 2

③回復過程におけるその人と家族の身体的, 精神心理的, 社会経済的影響 理解1 3

(２) 健康障害の回復過程に伴う生活課題 理解 (2)

①健康回復過程に伴うその人や家族の生活の変化や生活に対する希望 理解2 1

②健康回復へむけてのその人や家族に必要な健康な生活のあり方 理解2 2

２) 健康回復期にある成熟期の人とその家族の生活適応を促す看護を計画・実施・評価できる｡ ２)

≪援助の視点≫

(１) 健康回復期の各時期に必要な課題の明確化とその適応を助ける援助 援助 (1)

①悪化・合併症予防への援助 援助1 1

②安全・安楽への援助 援助1 2

③自己管理への援助 援助1 3

④ストレス対処への援助 援助1 4

(２) 健康回復期の生活を送るための社会的・家庭的問題の相談・調整 援助 (2)

①その人や家族の回復過程を促進させるために有効な人間関係の相談・調整 援助2 1

②保健・医療・看護・介護・福祉活用への相談・調整 援助2 2

③社会経済的自立への相談・支援 援助2 3

④住居環境の整備への相談・支援 援助2 4

３) １)～２)を通して看護が果たしている役割・機能の実際を理解し, 健康回復過程にある成熟期の人とその家族への看護の現

状の課題を明らかにできる｡ ３)

４) １)～３)を通して, 自己の課題を明らかにできる｡

平成14年度 ３年次看護学領域別実習要項 (成熟期看護学講座) より抜粋



Ⅲ. 研究方法

１. 研究対象

本研究の対象は, 一般病院における成熟期看護学領域

別実習の健康課題別ケースレポートのうち ｢具体的目標

２－B 健康回復期にある成熟期の人とその家族の看護｣

について書かれたものである. 平成14年度成熟期看護学

領域別実習を終了した学生は77名で, 研究においてケー

スレポートを使用することに同意が得られたのは73名で

あった. その内, 具体的目標２－Ｂでレポートを作成し

た40名が本研究の対象者である.

２. 分析方法

分析１：具体的目標との照合による学生の学びの分析

ケースレポートの考察および今後の課題の記述内容を

分析する. まず, 記述内容を繰り返し熟読し, 学生の学

びに着目し, １つの意味内容を含む文節を取り出す. 次

ぎに, 取り出した文節の内容が表１に示した項目のどれ

に相当するかを照合する. また, 該当しない記述に関し

ては, 意味内容によって分類し, 具体的目標２－Ｂに追

加すべき内容については, 新たな項目として命名する.

以上の分析を行った後, いずれにも該当しない記述を

まとめ, その内容を検討する.

分析２：家族や支援者に関する学びの分析

学生ごとに, ケースレポートの考察および今後の課題

の記述に, 家族や支援者に関する内容が存在するか否か

を確認する.

なお, 今回学生の学びの照合には, 平成14年度版成熟

期看護学領域別実習要項を用いる.

３. 倫理的配慮

研究への実習レポート使用について, 研究目的とレポー

ト使用の可否が成績等に影響しないこと, プライバシー

保護への配慮について口頭と書面で伝え, 説明を受けた

全ての学生より同意書の提出を求めた. 同意書は, 同意

する場合としない場合ともに記入できるようにした.

Ⅳ. 結果

分析結果を表２に示した.

１. 既存項目に該当しなかった記述

１) 具体的目標２－Ｂに追加すべき項目

既存項目に該当しない記述を分析した結果, 14名の学

生の記述から ｢日常生活拡大への援助｣ と ｢回復意欲を

促進する援助｣ の２項目が得られ, 援助の視点として新

たに追加すべき項目とした.

２) 具体的目標１・２－Ｂに該当しなかった記述

14名の学生から見出され, その内容を分析した結果

｢成熟期看護学実習上の基盤・基礎としての重要性の学

び｣ としてまとめられた. (表３)

２. ｢健康回復期にある成熟期の人とその家族の看護｣

における学生の学び

全対象者40名中, 具体的目標１での学びは24名, ２－

Ｂは既存項目のみで28名, 今回明らかになった２項目を

追加すると33名の学生から学びが確認された. さらに,

具体的目標１の中で対象理解に関する学びは17名, 援助

に関する学びは15名であり, 具体的目標２－Ｂの対象理

解に関する学びは11名, 援助に関する学びは既存項目の

みで27名, 新たな２項目を追加すると32名となり最も多

かった.

２－Ｂの援助を学んだ学生の詳細は, ｢健康回復過程

の各時期に必要な課題の明確化とその適応を助ける援助｣

に関連する項目が26名で, 新たに追加される２項目もこ

の援助に該当するため, 合計32名の学生が学んだことに

なる. 一方, ｢健康回復過程にある成熟期の人が生活を

送るための社会的・家庭的問題の相談・調整｣ に関する

項目を学んだ学生は５名で, 両者に著しい差が認められ

た.

さらに, ｢健康回復過程の各時期に必要な課題の明確

化とその適応を助ける援助｣ を４つの具体的援助別に見

てみると, ｢悪化・合併症の予防｣ 12名, ｢安全・安楽へ

の援助｣ ８名, ｢自己管理への援助｣ ３名, ｢ストレス対

処への援助｣ 19名であり, ｢自己管理への援助｣ が最も

少なかった｡

次に, 40名中具体的目標１・２ともに学びが認められ

た学生は18名 (具体的目標２に２つの新項目を加え場合

の１名を含む) であった. 一方, 具体的項目１の記述が

みられなかった学生は15名, 具体的目標２の記述がみら

れなかった学生は６名 (具体的目標２に２つの新項目を

加え場合の５名は２－Ｂの記述有りとする), 具体的目

標１・２ともに認められなかった学生は１名であった.

３) 家族や支援者に関する記述の有無

家族や支援者に関する記述が認められた者は, 40名中

18名であった.
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表３. 成熟期看護学実習上の基盤･基礎としての重要性の学び

大分類 中分類 要 約

患者･看護者
間の関係の重
要性・方法に
関する学び

患者･看護者とも成長でき
る関係の重要性

患者－看護者がお互いに影響を受け学び成長していくことが大切である

信頼関係が看護の基本であ
ることの理解

患者との信頼関係が根本となり, それによってその先の看護が変ってくる

人間関係形成の重要性 人間関係の形成があってこそケアを提供してくことができる

関係形成の方法
患者との関係を作っていく中で, 患者の思いを聞いていくことができるということを学
ぶことができた

信頼関係形成の方法

会話が信頼関係を形成すると考えていたが, 会話は少なくてもケア時に身体に触れたり,
声かけをすることで患者との信頼関係が深まったのではないかと思った

ケアを受けることに気兼ねする患者に対して, 積極的にケア提供を行うことで, 患者か
ら依頼を得ることができ, 援助を展開していくことによって, 一つの効果だけでなく幾
多の効果が得られることが分かった

患者とのコミュ
ニケーション
の重要性や方
法に関する学
び

非言語的コミュニケーショ
ンの重要性

コミュニケーションをとるにあたり, 非言語的コミュニケーションの重要性を学ぶこと
ができた

コミュニケーション方法
コミュニケーションをとるとき, 自分が相手を見ているのと同じく相手も自分を見てお
り, 相手に緊張が伝わりぎこちない雰囲気になったり, 笑顔が雰囲気を和らげコミュニ
ケーションをとり易くすることが良く分かった

看護過程の展
開の重要性に
関する学び

アセスメントの大切さ
何をするにもその意味を考えて, その人にとってケアの必要性をアセスメントしなけれ
ばならないと思った

アセスメント・計画・実施
の適時性に基づく展開

情報を瞬時にアセスメントし, 看護計画を立案実施し, 評価していくことも大切である

情報の適確なアセスメント
の基でケアを進める重要性

専門職として客観的な視点から, 経過を予測しケアを行っていく必要がある. そのため,
情報に基づいた的確なアセスメントのもとでケアが進められているのか確認していく必
要があると考える

適確なアセスメントに基づ
く計画・実施の必要性

術後の健康回復期にある患者がどういう状態にあって, どういう援助が必要か, という
ことを考えて計画し, 実施していくことが必要であったと考える

その人のケアの必要性に基
づく計画・立案の必要性

本当に患者にとって必要なことなのかどうかをきちんとアセスメントできるようにした
い

具体的な計画立案の必要性

看護計画を立てる時にもっと具体的に方法を考えておかなければいけなかったと感じた

看護技術を提供するときには, いつ, どれくらいの時間で, どのように行うかをきちん
と把握しておかなければならないことを実感した

実践したケアの評価に基づ
くケアの重要性

術後の患者は, 時間経過と共に状態がかなり変化するため, その時点で患者の状態や前
日ケアの結果をみて, ケアを判断する必要があるのだと思った. そのためにも, ケアを
行った後, 評価することの大切さを学んだ

根拠を持ったケアの必要性
毎日のケアひとつをとっても個々の方法を根拠を持ちながら考え, 苦痛を最小限にし,
前に進める方法を考え, 援助していく必要性を学んだ

患者・家族の
ニーズに合っ
た看護展開の
重要性の学び

その人の気持ちに寄り添う
看護の重要性

人間の心は常に揺れ動いているということを実感し, その気持ちに合わせて寄り添って
いくことの大切さを学ぶことができた

対象のニーズの把握の重要
性

看護とは自分ができることをするという考え方から, 看護とは対象が何を必要としてい
るか, 何を欲しているかを考えることなのだと気づいた

患者と接することの重要性
関わりが短くても患者と接していれば, 何に不安を抱いているか把握することは可能で
あり, そのため患者との関わりが大切で, 看護は患者と共に行われるものだと思った

患者と家族の関係性に基づ
く看護介入の必要性

患者と家族とのコミュニケーションなどから関係性を把握し, 看護者の介入が必要であ
るかを判断し, それに合ったかかわり方を実行すべきだと考えた

生活者として
の知識の重要
性の学び

専門的知識のみでなく生活
者としての知識の重要性

対象への指導は, 十分な知識と看護職としての経験だけでなく生活者としての知識も養っ
ていくことも大切だと感じた

患者への有効
な情報提供の
あり方に関す
る学び

患者への有効な情報提供の
あり方

患者は様々なことに不安を抱いていることが分かり, 医師からの手術に関する1回だけ
の説明では患者は理解できないことが分かった

患者は術前オリエンテーションの場だけでは術後の状態について理解することは無理だ
とわかった

患者が分からないことについて説明するだけでなく, 何を必要としているか把握し, 患
者の状態, 性格, 不安の程度など考慮した上で, いつ, どのような内容を話すか考え実
施していく必要があると考える



Ⅴ. 考察

１. 具体的目標２－Ｂで学んだ学生の目標達成度

１) 学生の学びが少なかった項目について

｢健康回復過程にある成熟期の人が生活を送るための

社会的・家庭的問題の相談・調整｣ と ｢自己管理への援

助｣ について学んだ学生が少なかった要因として, 受け

持ち時期の影響が考えられる. 学生の受け持ち時期を見

てみると, ｢ａ：移行期｣ については全く受け持たない

学生も多く, 受け持った場合も日数が短い. また ｢ｃ：

回復期｣ まで受け持った学生は７名と少ない.

｢ａ：移行期｣ は, 主な治療に向けての準備期間であ

り, 対象がこれから始まる療養生活に専念できるよう相

談・調整することが重要な援助となる. しかし, 例えば

手術療法の場合, 在院日数短縮化に伴い1), 手術前日や

当日の入院となることも多く ｢ａ：移行期｣ から受け持

つことが難しい現状にある. また, ｢ｃ：回復期｣ は,

対象が治療によって変化した状態に適応しつつ, 以前の

生活に戻るための準備を進める上で相談・調整や自己管

理の援助が重要となる時期である. しかし, 健康回復期

で学ぶ学生に対しては, 対象との関係形成や対象理解を

深めるために, できるだけ治療開始前もしくは直後から

受け持つことができるように調整している. そのため,

実習期間の制限から ｢ｃ：回復期｣ に至るまで受け持つ

ことが難しい状況がある.

こうした受け持ち期間の制約が学びに影響を及ぼすこ

とに対して, 健康の維持や健康障害を持ちながら生活す

る上での看護を目標とする ｢健康課題Ａ. Ｃ. Ｄ. Ｅ｣

では ｢相談・調整｣ や ｢自己管理の援助｣ を学ぶ機会が

多いことを踏まえ, 学生間の学びが共有できるよう, 臨

地実習終了後の ｢実践と理論の統合｣ の充実を図る必要

がある.

次に, 施設によっては低侵襲手術の事例を受け持つ学

生が多いところもあり, 実際は短期間に ｢ｃ：回復期｣

に至っていても, 学生の学びが追いつかず ｢ｂ：受容期｣

としての援助に留まっている場合もあるのではないかと

推測する. そのため, 特に対象者が短期間に退院するこ

とが予測される場合, 教員は学生が対象の状況をどのよ

うに捉えているかを十分に把握し, 対象の回復状況に適

した看護が考えられるよう支援することが重要である.

一方, ｢ｂ：受容期｣ であっても, 回復を促進するた

めに, 保健・医療・看護との相談・調整や自己管理への

援助が必要な場面もあったと考えるが, この点について

は学生が援助を体験できなかったのか, もしくは体験し

ていても学習の視点として捉えられなかったとも推測さ

れる. そのため, ｢相談・調整｣ や ｢自己管理への援助｣

について学生が意識できるよう教育支援をしていく必要

がある.

３) 具体的目標２－Ｂの記述が見られなかった学生

今回, 具体的目標２－Ｂの記述がみられなかった学生

が各クール２～３名確認された. 実習レポートは具体的

目標２－Ｂをテーマとしながら記述が見られなかったこ

とについて, 受け持ち対象者の状態は ｢健康回復期｣ で

あると認識しつつも, この時期に応じた看護を考えるま

でに至らなかった可能性が推測される. 菊山2)は, 成人

看護学実習は学生にとってストレスフルな実習であり,

学生は患者の言動や表情に敏感に反応し, 時には患者の

状態に学生自身が大きく左右されると指摘し, 対象理解

は時間の経過とともに表面的な理解から共感的理解へと

進むが, そのレベルは学生の成熟度や他者との関わり,

患者の状態などの影響を受けると述べている. 今回分析

対象となった ｢健康回復期｣ は, 手術療法や化学療法な

どで身体に著しい変化を来たす時期であり, たとえ３クー

ル目の学生であっても初めての体験の中, 対象理解をす

るだけでも必死であろうと推測する. そのため, こうし

た状況が, 学生の学びへも影響したのではないかと考え

る.

また, 全クールにおいて具体的目標２－Ｂの記述がみ

られない学生がいたことは, 実習の進度と学生の習得状

況が必ずしも一致するとは限らないことを示唆している.

教員はどの時期であっても学生の習得状況を十分に把握

するとともに, 常に実習に臨む学生の心理状態に関心を

向け関わっていく必要であると考える.

一方, 今回はレポートの分析のため, 実際は回復期を

意識した学びがなされていたがレポートに表現されなかっ

た可能性も否定できず, 実習後に提出される目標達成に

関する実習自己評価も含めて学生の学びを追求する必要

があると考える.

３) 具体的目標１の記述が見られなかった学生

具体的目標１は成熟期のいずれの健康課題を有する対

象でも該当するいわゆる対象理解の分野である. この目
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標達成に関して, 実習終了後の自己評価表の提出を義務

づけていることから, その視点が抜けているとは言いが

たい. 学生の印象として, 健康課題別の目標達成がより

意識化され印象が強化された結果であろうと推測される

が, 今後追求が必要である.

４) 健康課題の異なる人の家族や支援者への看護援助

半数以上の学生から記述がみられなかった. これは実

習時期との関連も見られず, 同じ傾向を示した. 看護援

助の対象として家族・支援者をも含めた援助の必要性に

ついては, 実習だけでなく学内における学習においても

力説している内容である. しかし, 家族や支援者への看

護援助については, 実習期間に家族や支援者と直接会う

ことが難しいため, 実習の目標として達成度が低いとい

う指摘もある3). いずれにせよ, 今回表現されなかった

のは, 実習中で体験はした学生が至極当然のこととして

表現しなかったのか, あるいは実際体験できなかったの

かについては不明であり, 今後追及が必要である.

２. 既存の項目以外の学び

１) 具体的目標２－Ｂの追加項目

学生の学びより, ｢日常生活拡大への援助｣ と ｢回復

意欲を促進する援助｣ の２つが援助の視点に追加すべき

項目として見出された. この２項目は, 健康回復期の援

助項目として明確に示すべき項目である. 今回, 実習要

項に示されていなくても学生が必要性を感じ取れたのは,

学内における学習の集積とともに, 対象にとって何が必

要かを感じ取れる学生の感性の良さによるものと考える.

一方, 成熟期看護学領域別実習要項は, 平成14年度の

実習開始に向けて教員間で検討し作り上げたものであり,

実習を重ねる中で繰り返し検証し, 完成度を高める必要

がある. 今回明らかになった ｢日常生活拡大への援助｣

は, すでに平成15年度領域別実習要項に取り入れられて

おり, 平成16年度は更に１項目が加わることとなる.

２) ｢成熟期看護学実習上の基盤・基礎としての重要性

の学び｣

ここに示された記述は, 関係形成の重要性や看護過程

展開の重要性など, 看護の基礎・基盤となる内容である.

成熟期看護学のレポートで記述されていることについて

は, 学生はこれまでの学習・実習で学び取っていたもの

の, 成熟期看護学実習を通じて, その重要性をあらため

て実感した結果と考えられる.

３. 研究の限界

本研究は, 分析対象が学生のケースレポートであるた

め, 学生の学びの全てを検討するには限界がある. 日々

の学びや学生の自己評価なども含めて, 検討を重ねる必

要がある.

まとめ

１) 既存項目に該当しなかった記述を分析した結果, 具

体的目標２－Ｂに新たに２項目が追加された. また,

具体的目標１・２ともに該当しない記述は, ｢成熟期

看護学実習上の基盤・基礎としての重要性の学び｣ と

してまとめられた.

２) 具体的目標２－Ｂの援助の視点における２項目につ

いて, 学んだ学生数に差が生じた背景には受け持ち期

間の影響が示唆され, 学生間の学びの共有化を図るこ

との重要性が確認された.

３) 各クールに具体的目標２の記述がみられない学生が

いたことから, 学生個々の学習進度を見極めて実習を

進める必要性が示唆された.

４) 具体的目標１および２の記述が見られなかった学生

については, 日々の学びや実習自己評価も含めた検討

の必要性がある.
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はじめに

本学の ｢労働の場における看護｣ (産業看護) の実習

は, ３年次の７週間にわたる成熟期看護学領域別実習の

中に, 一般病院, 高齢者ケア施設における実習と並び位

置づけられている. 大学教育の中では, 地域看護学実習

の中に産業看護実習として位置づけられることが多い1)

のに対し, 本学では, 看護活動の場ではなく, 対象に焦

点を置いたカリキュラム編成の特徴が反映され, 成熟期

の働く人々という視点から成熟期看護学領域に組み込ま

れている.

看護学実習の目的のひとつは, 看護活動の行われてい

る場で, 自ら看護過程を展開し具体的な看護方法を学ぶ

ところにある. しかし, 本実習は１グループ12～14名,

１日間であり, 学生が実習の中で看護実践を行なうこと

は非常に難しい. さらに実習施設である事業所には, １

名ないし数名の看護職しかいないため, 10数名の学生の

実習の場合には, その看護職自身が実習対応に専念せざ

るを得ず, 看護活動そのものを見学することも難しい.

必然的に, 実例を交えて ｢労働の場｣ における実践看護

活動について話を聞く部分が多くなる. これは他大学で

も同様であり, 国内の看護系大学で１単位以上の産業看

護実習を行っているところは, 極めて少ないと考えられ

ている2). その理由は様々であろうが, 本学と同様, 実

習施設の確保が難しいということが第一に挙げられる.

従って, 限られた条件の短期間の実習であるからこそ,

成熟期看護学領域別実習の一環として学ぶ意味と学習の

中心的な課題をはっきりさせ, 不足している部分を補強

し, より学びが深まる実習方法を模索して行くことが肝

要である.

Ⅰ. 研究目的

学生の ｢労働の場における看護｣ 実習記録より, 実習

を通じて学生が捉えた労働の場における安全と健康に関

する具体的な活動を分析し, 学習の中心的課題および今

後の方向性を明らかにする.

Ⅱ. ｢労働の場における看護｣ (産業看護) 実習

１. 成熟期看護学領域別実習の実習目標と実習の場

成熟期看護学領域別実習の目的は, さまざまな健康状

態で生活を営んでいる成熟期の人々への看護実践を通じ

て, 成熟期看護のあり方について理解を深めることであ

る. 表１に示すとおり, 実習の場ではなく, 成熟期の対

象への看護に共通する具体的目標 (表中の具体的目標１)

と健康課題ごとの具体的目標 (表中の具体的目標 2-A～

2-E) を設定している. 実習場は, 学習可能と想定され

る健康課題を考慮して, 一般病院, 高齢者ケア施設, 労
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働の場 (事業所) の３箇所を組み合わせている. 一般病

院は治療機関, 高齢者ケア施設は日常生活上の介護・看

護が必要な高齢者の入所施設であることから, 看護の対

象の成熟期の人々の健康課題は具体的目標の2-B～2-E

に該当すると想定している. ｢労働の場｣ では, そこで

働く成熟期の人々を看護の対象としており, 健康課題は

成熟期看護学実習の具体的目標2-A～2-E まですべてが

含まれると想定している. 従って, 具体的目標の 2-B～

2-E と異なり, 2-A. 成熟期の人とその家族が健康維持

増進のために生活を確立する看護については, 一般病院

や高齢者ケア施設では学ぶことが難しく, ｢労働の場｣

で学習することが期待されている.

２. ｢労働の場における看護｣実習施設と実習内容

平成15年度には, 実習施設として３事業所に依頼した.

いずれの事業所も製造業で, 保健師または看護師が常勤

している. １グループ12～14名, １日間の実習を, Ａ事

業所において３回, Ｂ事業所２回, Ｃ事業所１回実施し

た.

実習内容は事業所により若干異なるものの, 共通して

事業所 (会社) 概要の紹介, 事業所内の見学, 健康と安

全に関する活動の紹介, カンファレンスが組み込まれて

いる. 実習では, ３事業所とも安全衛生担当者の関わり

があったが, 関与の程度は事業所によって異なった. ま

た, 事前学習として, 実習先の事業所の概要をインター

ネット等で調べることを課した. 実習後には, 学内で２

つのグループが合同でそれぞれの実習施設で学んだこと

を発表し, 90分かけて討議している.

Ⅲ. 対象と方法

１. 対象

本研究の対象は, 平成15年度に領域別実習を行った３

年次学生の ｢労働の場における看護｣ 実習記録の 『この

実習で学んだこと・感じたこと』 の記述である. 実習学

生76名中同意の得られた全員の記述を分析対象とした.

２. 分析方法

１) 学生の 『この実習で学んだこと・感じたこと』 の記

述を熟読し, 実習施設で行われている (あるいは必要

だと考えられる) 安全と健康に関する具体的な活動

(以下, 具体的活動と略す) について, その目的・意

図が明記されている記述を抽出した. 見学あるいは活

動紹介が主体の実習となるので, ただ行われていた活

動の事実のみを知ったとしても十分に学べたとは言い

がたい. そのため, 学生が目的・意図も含めて理解し

た具体的活動に焦点を絞った. また, 事業所として組

織的に行なわれている安全と健康に関する活動の中に

看護活動が位置づけられているという特徴があるため,

看護職が直接実施している活動以外の活動についても

区別せずに抽出した.

２) 記述を, 目的・意図と具体的活動に沿って要約した.

３) 要約した文章を類似性に従いまとめて, サブカテゴ

リーとして命名し, さらにサブカテゴリーを比較検討

し目的・意図の類似性にしたがってまとめカテゴリー

として命名した.

４) ３)で分類されたサブカテゴリーを, 成熟期看護学

領域別実習要項の成熟期の対象への看護に共通する具
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表１ 成熟期看護学実習の具体的目標と援助の視点 (抜粋)

１. 成熟期にある人とその家族の健康生活を理解し, 看護の役割と特性を学ぶ

《援助の視点》 １) その人と家族の意向・意志を尊重した援助

２) その人と家族の自立性と自律性を尊重した援助

３) その人と家族の安全性と安楽性を確保した援助

４) 保健・医療・福祉との有機的連携

２. 健康課題の異なる成熟期にある人とその家族の健康生活を理解し, 看護の役割と特性を学ぶ

2-A. 成熟期の人とその家族が健康維持増進のために生活を確立する看護

《援助の視点》 １) 健康維持増進に向けての動機付けへの援助

２) 健康管理のセルフケア能力の助長への援助

３) 健康維持増進に利用できる資源の提供への援助

４) 環境の調整への援助

2-B. 健康回復過程にある成熟期の人とその家族の看護

2-C. 生活の再編成が必要な健康障害をもつ成熟期の人とその家族の看護

2-D. 生活の再構築が必要な健康障害をもつ成熟期の人とその家族の看護

2-E. 人生の終末を迎える (迎えている) 成熟期の人とその家族の看護

＊2-B, ２-C, ２-D, ２- E の援助の視点については省略



体的目標１. 成熟期にある人とその家族の健康生活を

理解し, 看護の役割と特性を学ぶと具体的目標2-A.

成熟期の人とその家族が健康維持増進のために生活を

確立する看護の《援助の視点》と照合した. その際,

複数の援助の視点に該当する場合には, 重複カウント

した.

５) ２)～４)の分析については, 成熟期看護学講座の教

員４名で繰り返し討議し合意が得られたものを採択し

た. さらに, 実習を担当したその他の５名の教員から

意見を聴取し, 検討を重ねた.

３. 倫理的配慮

実習記録を研究に用いることについて, 全学生が領域

別実習を終了した後, 研究目的, 個人のプライバシーを

保証すること, 承諾の諾否が成績に関与しないことにつ

いて文書および口頭で説明し, 依頼書を配布して書面に

て同意を得た.

Ⅳ. 結果

１. 学生が捉えた安全と健康に関する活動 (表２)

目的・意図が記述された具体的活動について, 53名の

学生から112記述が得られた. その意味内容から要約を

まとめ命名し, 46のサブカテゴリー (本文中では〈 〉

で表示) が得られた. 命名にあたっては, 具体的活動そ

のものをできるだけ反映することに留意した. さらにサ

ブカテゴリーを比較検討し目的・意図の類似性に従って

分類した結果, 14のカテゴリー (本文中では【 】で表

示) にまとめられた. 14のカテゴリーは, 【安全に働け

るようにする活動】【健康かつ安全に働けるようにする

活動】【労働による健康への悪影響を防止する活動】【事

業所が従業員の健康管理のために行なう活動】【心の健

康を保てるための活動】【自分自身で健康管理ができる

ようになるための活動】【緊急時に適切に対処するため

の活動】【働きやすさを保証する活動】【事業所が従業員

の労働意欲を高めるために行う活動】【事業所内の安全

と健康に関する活動の方向性を調整する活動】【健康問

題があることにより仕事上の不利益が生じないようにす

るための活動】【全従業員に健康管理が行き届くように

する活動】【受診行動を促進する活動】【健康管理室の環

境を整える活動】である.

２. 具体的目標の援助の視点

サブカテゴリーごとに具体的目標１および具体的目標

2-A の援助の視点に該当する場合には○を, 該当はして

いないが関係の深い場合には※を示した (表２).

１) 具体的目標１の援助の視点

具体的目標１は成熟期にある人とその家族の健康生活

を理解し, 看護の役割と特性を学ぶことである. 表２に

示すとおり, 援助の視点２)～４)までは該当するサブカ

テゴリーが見出せたが, １) その人と家族の意向・意志

を尊重した援助については, 確認できなかった.

援助の視点２)その人と家族の自立性と自律性を尊重

した援助としては,〈会社は自己管理をサポートする役

割を担うことを従業員に示す〉〈健康意識を高めるよう

に働きかける活動を従業員に知らせる〉などの６つのサ

ブカテゴリーが該当した.

援助の視点３)その人と家族の安全性と安楽性を確保

した援助については,〈危険回避できるように外国人労

働者に対しては母国語で提示する〉〈事故防止のために

事故・災害の原因を追究し指導する〉〈緊急時に対応で

きるようにカードの所持および訓練を実施する〉〈安心

して働けるように産業医・産業看護職が常駐している〉

〈授乳室や男女別の休養室を診療所内に設ける〉などの

８つのサブカテゴリーが該当した.

援助の視点４)保健・医療・福祉との有機的連携は,

〈疾病の悪化を防ぐために早期に対応し他機関へつなげ

る〉が該当した. 保健・医療・福祉との連携ではないが,

〈職場と連携し危険な労働態様・労働環境を改善する〉

〈管理者と連携して多数の従業員に対し安全衛生につい

て働きかける〉〈職場と連携して従業員の健康管理を行

なう〉〈事業所内役割から生じる視点の違いを理解し方

向性を調整するために関係者間で話し合う〉〈職場と連

携して全従業員に健康管理が行き届くようにする〉とい

う職場あるいは職場の管理者等との連携が具体的活動の

中に示された.

２) 具体的目標 2-A の援助の視点

具体的目標 2-A. 成熟期の人とその家族が健康維持増

進のために生活を確立する看護の《援助の視点》は,

１)～４)までのすべてについて, 該当するサブカテゴリー

が見出された.

援助の視点１)健康維持増進に向けての動機付けへの
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表２ ｢労働の場｣ で行なわれている安全と健康に関する活動と該当する具体的目標の援助の視点

カテゴリー サブカテゴリー
具体的目標１
援助の視点*

具体的目標 2-A
援助の視点*

１) ２) ３) ４) １) ２) ３) ４)

安全に働けるようにする活
動

安全についての掲示・呼びかけをする ○

安全の基礎知識を提供する ○

危険回避できるように外国人労働者に対しては母国語で提示する ○

事故防止のために事故・災害の原因を追究し指導する ○

保護具着用について従業員別に掲示する ○ ○

職場と連携し危険な労働環境・労働態様を改善する ○ ※

労働環境・労働態様を把握した上で危険を予測し対策をとる ○

健康かつ安全に働けるよう
にする活動

安全衛生に関する個人的・組織的取り組みを推進する

安全衛生の意識向上のために全員が役割を担う ○

安全衛生の意識向上のために表彰制度がある ○

管理者と連携して多数の従業員に対し安全衛生について働きかける ※ ○ ○

安全衛生に関する教育を行う ○

労働による健康への悪影響
を防止する活動

有害物の使用による健康障害の防止のために安全衛生委員会を設
置する ○

健康への長期的影響を考慮し継続して管理する

健康影響を知った上で労働環境・労働態様を改善し予防する ○

職業性疾病の早期発見のために健康診断を定期的に行なう ○

保護具の着用率が低い原因を追究する ○

労働環境・個人の特徴を把握する ○

保護具着用促進のために労働者個々の特徴を考慮する ○

事業所が従業員の健康管理
のために行う活動

健康状態を把握するために健康診断を定期的に行なう ○

職場以外の休憩所・食堂なども視野に入れ労働環境を整える ○

職場と連携して従業員の健康管理を行なう ※

疾病の悪化を防ぐために早期に対応し他機関へつなげる ○

個別性に合わせた看護を行なうために入社時から継続して管理する

心の健康を保てるための活
動

ストレスを軽減するために面談や巡視を活用する ○

メンタルへルス上対応が必要な人を把握し働きかける

メンタルへルス上の問題に対応できる体制を作る

メンタルへルスの教育・啓蒙活動を行なう ○ ○

メンタルヘルスによい影響を与えるために事務所のレイアウトを
考慮する ○

自分自身で健康管理ができ
るようになるための活動

会社は自己管理をサポートする役割を担うことを従業員に示す ○ ○

健康意識を高めるように働きかける活動を従業員に知らせる ○ ○

健康管理の方法についての知識を与え予防的な指導を行なう ○ ○

健康についての資料を準備する ○ ○

食堂の食事に栄養成分表示をする ○ ○ ○ ○ ○

健康意識の向上のために作業内容に応じた健康診断を行う ○ ○

緊急時に適切に対処するた
めの活動

緊急時に対応できるようにカードの所持および訓練を実施する ○

夜間の緊急事態にも対応できる診療所の体制を整える ○

働きやすさを保証する活動
安心して働けるように産業医・産業看護職が常駐している ○

授乳室や男女別の休養室を診療所内に設ける ○

事業所が従業員の労働意欲
を高めるために行う活動

労働意欲増進につながるように技能検定を行なう ○

よりよく仕事上の交流ができるために事務所のレイアウトを考慮する ○

事業所内の安全と健康に関
する活動の方向性を調整す
る活動

事業所内役割から生じる視点の違いを理解し方向性を調整するた
めに関係者間で話し合う ※

健康問題があることにより
仕事上の不利益が生じない
ようにするための活動

健康問題をもつ従業員のプライバシーに配慮し対応する

全従業員に健康管理が行き
届くようにする活動 職場と連携して全従業員に健康管理が行き届くようにする ※ ○

受診行動を促進する活動 事業所内で診療・検査が受けられるようにする ○

健康管理室の環境を整える
活動 健康管理室内に静かな環境をつくる ○

*具体的目標１および具体的目標 2-A の援助の視点に該当する場合には○を, 該当はしていないが関係の深い場合には※を示した.



援助については,〈安全衛生の意識向上のために表彰制

度がある〉〈メンタルへルスの教育・啓蒙活動を行な

う〉〈労働意欲増進につながるように技能検定を行な

う〉など12のサブカテゴリーが該当した.

援助の視点２)健康管理のセルフケア能力の助長への

援助は,〈安全の基礎知識を提供する〉〈安全衛生に関す

る教育を行う〉〈ストレスを軽減するために面談や巡視

を活用する〉〈健康管理の方法についての知識を与え予

防的な指導を行なう〉など９つのサブカテゴリーが該当

した.

援助の視点３)健康維持増進に利用できる資源の提供

への援助については,〈職業性疾病の早期発見のために

健康診断を定期的に行なう〉〈健康についての資料を準

備する〉〈職場と連携して全従業員に健康管理が行き届

くようにする〉〈事業所内で診療・検査が受けられるよ

うにする〉など６つのサブカテゴリーが該当した.

援助の視点４)環境の調整への援助については,〈有害

物の使用による健康障害の防止のために安全衛生委員会

を設置する〉〈職場以外の休憩所・食堂なども視野に入

れ労働環境を整える〉〈メンタルヘルスによい影響を与

えるために事務所のレイアウトを考慮する〉〈健康管理

室内に静かな環境をつくる〉など８つのサブカテゴリー

が該当した.

Ⅴ. 考察

１. 学生が捉えた安全と健康に関する活動からみた ｢労

働の場における看護｣ 活動の特徴

学生が捉えた安全と健康に関する活動には, ｢労働の

場における看護｣ 活動の特徴が反映されている. その特

徴についての学生の学びをカテゴリーから考察する.

第１に, 安全あるいは安全かつ健康に働けるようにと

いう活動目的が示されている. 緊急時に適切に対処する

という活動もこれらに関連している. 今回の実習施設が

いずれも製造業であり, 製造工程で生じる多くの危険に

対して, 最大限の配慮をしていることの現れと考えられ

る. 同時に安全や健康の確保だけではなく働きやすさに

ついての学びも認められた.

第２に, 労働による健康への悪影響を防止する, 健康

問題があることにより仕事上の不利益が生じないように

するという, 労働が健康に及ぼす悪影響と健康が労働に

及ぼす悪影響を防止する両面の活動がとらえられていた.

この両側面の理解は ｢労働の場｣ のみではなく, 成熟期

の働く人々を対象とする看護活動の中で非常に重要な基

本的事項であるが, ｢労働の場｣ における実習だからこ

そ, より明確に学べた可能性がある.

第３に, 従業員の健康管理, 労働意欲を高める, 全従

業員に健康管理が行き届くようにすることを目的とした,

事業所という組織全体で取り組む活動が捉えられていた.

そのために事業所内の安全と健康に関する活動の方向性

を調整することも学んでいた. 事業所として組織的に行

なわれている安全と健康に関する活動の中に看護活動が

位置づけられているという特徴をもっとも反映した学び

であろう.

第４に, 自分自身で健康管理ができるようになること,

受診行動がとれることを意図しているのは, 比較的健康

度の高い働く人々を対象とした活動の特徴が反映されて

いるのであろう. 心の健康についての活動は, 不況等に

よる事業の方向性の転換により従業員が受ける精神的負

荷を考慮すると, 事業所として重要視せざるを得ないこ

との反映であろうか.

以上より, 学生は成熟期の人々にとって重要な課題で

ある ｢労働｣ に関連して ｢労働の場における看護｣ 活動

の特徴を学んでいた.

２.《援助の視点》からみた ｢労働の場における看護｣

実習の目標達成状況

１) 具体的目標１の援助の視点

具体的目標１については, １)意向・意志を尊重した

援助を除き, その他の３項目については, 学べたことが

確認できた. 意向・意志を尊重した援助が確認されなかっ

たことについては, 実習の中で看護活動そのものの見学

が難しいことが少なからず影響しているのであろう. 昨

年, 小田ら4)が報告した外来実習の分析でも, 記述され

た看護が少なかったという同様の傾向があり, 患者への

付き添いを主とした実習であるため, 看護師が患者と関

わる場面を見学する機会が時間的に少なかった影響では

ないかと考察されている. 成熟期の働く人への援助の中

で, ｢労働の場｣ においても意向・意志は当然尊重され

ている, むしろ, 自らの意志により働いている人を対象

にしていることから, より大事にされていると思われる.

しかし, この援助の視点は, 実際の看護場面に遭遇する
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ことで, 理解が促進される性質をもつものであり, 特に

実習の中で強調されない限り, 学生がそのことを意識す

る機会は少ないのかもしれない. また, カンファレンス

等で補おうとしても, グループ人数が10人以上と多いた

め, 限られた時間の中で全学生が主体的に討論に参加す

ることは難しい.

援助の視点２)のその人と家族の自立性と自律性を尊

重した援助に関しては, 従業員の健康管理について事業

所が直接的に関与する部分がある一方で, 本来, 健康管

理は自ら行うものであるという基本的考えのもとに行う

働きかけが示された. 会社が従業員の健康管理に果たす

役割を自立性・自律性という面から示すという点を捉え

ていた.

援助の視点３)のその人と家族の安全性と安楽性を確

保した援助としては, 主としてアクシデントの予防・対

処といった安全性の確保に重きが置かれていたが, 授乳

室の設置など働きやすさの保証といった形で安楽性の確

保も捉えていた.

援助の視点４)の保健・医療・福祉との有機的連携は,

疾病が悪化した場合には他機関へつなげる, として確認

できたが, その他に, 保健・医療・福祉ではない職場あ

るいは職場の管理者との連携が多く捉えられていた. 成

熟期の働く人々が労働生活を営む上で, 職場の管理者を

含めた構成員は重要な関わりを持つ. 従って, 職場 (管

理者) との連携が様々な活動の中で重要視されているこ

とがここに示されている. 看護実践において, 連携する

先を保健・医療・福祉のみに限定する必要はない. 本人

と家族に関わる部門として職場も含めることについて,

今後, 要項を再検討する過程で, 討議していくべきであ

ろう.

２) 具体的目標 2-A の援助の視点

援助の視点１)の健康維持増進に向けての動機付けへ

の援助には, 表彰制度, 教育・啓蒙活動, 技能検定といっ

た方法による援助が見出された.

援助の視点２)の健康管理のセルフケア能力の助長へ

の援助として, 知識の提供, 予防的指導, 面談や巡視な

どの方法による援助が見出された.

援助の視点３)の健康維持増進に利用できる資源の提

供への援助については, 全従業員に健康管理が行き届く

ようにするためのシステムや, 事業所内で医療が受けら

れる体制を整えるといった活動から, メンタルへルスを

考慮した事務所のレイアウト, 健康に配慮した食事の提

供, 健康診断の実施という法的制度に則った事業という

資源が捉えられていた.

援助の視点４)の環境の調整への援助については, 安

全衛生委員会が設置されているという環境, 従業員が労

働の場で共通利用する職場以外の休憩所, 食堂などの環

境, 事務所, 健康管理室など, 有形無形の環境の調整が

捉えられていた.

以上より, 本実習では, 健康維持増進のために生活を

確立することを必要とする成熟期の人への動機付けやセ

ルフケア能力の助長のための援助方法を学び, 健康維持

増進に利用できる資源の提供が広がりと奥行きのある活

動であること, 調整の対象となる様々な環境について理

解していることが確認できた. さらに《援助の視点》の

１)～４)までのすべてが捉えられていたことから, １日

の実習であっても, 成熟期領域の他の実習施設で関わり

にくい健康課題を持つ対象への看護を学ぶことができる

ということを示唆しているものと考える.

３. ｢労働の場における看護｣ 実習の今後の方向性

今回の分析結果より, 学生は ｢労働の場における看護｣

活動の特徴を学んでいたことが確認できた.

さらに援助の視点との照合から, ｢労働の場における

看護｣ 実習の学習の中心的課題は, ①具体的目標１にあ

る４つの援助の視点をすべて学ぶこと, ②具体的目標 2-

A 健康維持増進が必要な成熟期の人とその家族への看

護の援助の視点を学ぶことであると考えられた. ①は,

成熟期の人を対象にした看護の共通の目標であり, 実習

の場がどこであっても, すべての援助の視点を学ぶ必要

がある. ②については, 主として健康維持増進が必要な

成熟期の青壮年期の人を対象とした看護を学ぶことが可

能であると確認されたが, 成熟期の他の実習施設では学

びにくい健康課題であるので, より深く学習できるよう

に強化することが重要である.

上述した学習課題をより効果的に達成するために, 今

後の実習方法について, 実現可能な改善の方向を示す.

①実習の中で, 具体的看護場面を見学できる機会をつく

る. あるいは, 具体的な題材をもとに必要な看護を考え

討議する場を設定する. この実現のために, ②１グルー

プの学生数を減らし10人未満とする. ③各々の ｢労働の
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場｣ で行われていた看護活動についての学びを具体的目

標１, 具体的目標2-A の援助の視点にフィードバックし

ながら学内で統合する機会を設定する.

なお, 今回は目的・意図の記述された具体的活動のみ

を分析しているため, 結果的に全学生ではなく53名の学

生の記述のみが対象となったという限界がある. 引き続

き目標到達を確認して行くためには, 目的・意図を含め

て具体的活動を考察できるように課題提示の方法の改善

が必要である.

まとめ

｢労働の場における看護｣ (産業看護) 実習で, 学生は

｢労働の場における看護｣ 活動の特徴を捉え, 成熟期看

護学領域別実習の具体的目標１および具体的目標 2-A

の援助の視点を学ぶことが可能であることが確認できた.

しかし, 引き続き目標到達を確認して行くためには, 目

的・意図を含めて具体的活動を考察できるように課題提

示の方法の改善が必要である.

学習の中心的な課題は, ①具体的目標１にある４つの

援助の視点をすべて学ぶこと, ②具体的目標 2-A 健康

維持増進が必要な成熟期の人とその家族への看護の援助

の視点を学ぶことであることが明らかとなった.

実習方法の改善については３点挙げられた. ①具体的

看護場面を見学できる機会をつくる. あるいは, 具体的

な題材をもとに必要な看護を考え討議する場を設定する.

②１グループの学生数を減らし10人未満とする, ③各々

の ｢労働の場｣ で行われていた看護活動についての学び

を具体的目標１, 具体的目標 2-Aの援助の視点にフィー

ドバックしながら学内で統合する機会を設定する.

おわりに

岐阜県下には常勤の保健師および看護師のいる事業所

が非常に少ない4)上に, 事業所の多くは, 部外者の立ち

入りを嫌うという性質を有し, 実習依頼には多くの困難

が伴っている. しかし, 実習による学びを確認して行く

中で, 少しでも効果的な学習が可能となるように実習施

設の看護職の方々とともに前進していきたい.
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本研究をまとめるにあたり, 記録を使用することにつ
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はじめに

本学における産業看護学教育は ｢成熟期看護方法１｣

として位置づけられ, 学習の目的を成熟期にある働く人

びとのQuality of Life (QOL) の中で重要な位置を占め

る Quality of Working Life (QWL) の向上を目的とす

る看護のあり方を学習することに置いている. そのため

に健康と労働の相互関連性を理解し, 人と労働・労働環

境の双方に働きかけて健康を維持増進する看護方法を学

ぶことを目標としている.

平成13年より, 産業看護学教育の構築に向けて一連の

研究を開始し, 報告を重ねてきた1～3). 本論文では, 教

育の目的である Quality of Working Life (QWL) の向

上を目的とする看護のあり方について, 15回の授業終了

時点で学生が考察した記述を分析した結果を報告したい.

Ⅰ. 研究目的

15回の授業終了時の最終レポート ｢成熟期にある働く

人びとのQuality of Life (QOL) の中で重要な位置を占

める Quality of Working Life (QWL) の向上を目的と

する看護のあり方｣ の記述を分析することにより, 今後

の授業展開の示唆を得る.

Ⅱ. 成熟期看護方法１の学習の枠組み

成熟期看護方法１の15回の授業は, 表１に示すように

労働生活を構成する 『労働環境』 『労働態様』 『個人要因』

『家庭要因』 『健康・安全に関するセルフマネジメント』

『産業保健体制』 『健康に関連する労働の概念』 という７

つの要素があり, これらの調和により QOL/QWL の向

上が実現するということを学習の枠組みとして設定して

いる. これらは, 第１報の健康と労働の相互関連性の理

解を目的として ｢成熟期の働く人の仕事と健康の関連に

ついて｣ インタビューした学生のレポートの分析結果4)

から得られたカテゴリーを基に, 担当教員３名で検討し

作成したものである. この枠組みに基づき, これらがよ

り効果的に学習できること, および本科目が１年次の２

セメスターに開講されていることを考慮し, 講義に加え,

労働者インタビュー, 事業所見学, 作業環境・作業態様

の体験学習, 看護職の実践活動紹介等を取り入れている.

今回の分析対象である最終レポート作成の前には, 授

業のまとめの一環として, 各自インタビューした労働者

の事例を題材に, 健康と労働の相互関連性についてグルー

プワークを行い, 発表, 討議を実施している. なお,

QWL の概念は講義の中で触れているが, その向上を目

的とする看護のあり方については, 定まった正解がある

訳ではなく自ら考えることが重要であるとの教育的意図
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[教育実践研究報告]

産業看護学教育の構築 (第４報)
－ＱＷＬの向上を目的とする看護のあり方についての学生の考察－

梅 津 美 香1) 上 野 美智子2) 奥 井 幸 子2)

Structuring Education on Occupational Health Nursing, Part Ⅳ:

Students’View on Aim of Nursing Improving QWL

Mika Umezu1), Michiko Ueno2), and Yukiko Okui2)

１) 岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Nursing of Adults, Gifu College of Nursing

２) 岐阜県立看護大学 機能看護学講座 Management in Nursing, Gifu College of Nursing

表１ 労働生活の構成要素

労働環境

労働態様

個人要因

家庭要因

健康・安全に関するセルフマネジメント

産業保健体制

健康に関連する労働の概念



から, 取り上げていない. 従って, 学生は, それまでの

学習のすべてから総合的に ｢成熟期にある働く人びとの

Quality of Life (QOL) の中で重要な位置を占める Qu

ality of Working Life (QWL) の向上を目的とする看

護のあり方｣ を考察することになる.

以後は Quality of Life は QOL, Quality of Working

Life は QWLと略す.

Ⅲ. 用語の説明

前段で述べたように, 本科目では学習の枠組みの中で,

セルフマネジメントという用語を使用している.

本研究では, セルフマネジメントとは ｢目的・意図を

明確にして自主的に効果的な活動を行なうこと｣ と定義

している. 自己管理あるいはセルフケアと基本的には同

義であるものの, 目的・意図を明確にして効果的な活動

を行なうことを強調する意味合いを込めて用いている.

また, このセルフマネジメントは, 個人のみではなく集

団のセルブズマネジメントも包含しているものとして扱っ

ている.

しかし, 学生が自己管理あるいはセルフケア等の言葉

を用いて記述している場合には, 記述の要約ではそのま

ま自己管理あるいはセルフケア等のまま表現した.

Ⅳ. 対象と方法

１. 研究対象

本研究の対象は, 平成14年度 ｢成熟期看護方法１｣ 受

講学生の最終レポート中の ｢成熟期にある働く人びとの

QOL の中で重要な位置を占める QWL の向上を目的と

する看護のあり方｣ について考察した記述である. レポー

トを提出した86名中同意の得られた全員の記述が研究対

象となった.

２. 分析方法

１) ｢成熟期にある働く人びとの QOL の中で重要な位

置を占めるQWLの向上を目的とする看護のあり方｣

について考察した記述を熟読し, QWL の向上へのつ

ながりが読み取れる看護の記述のみを前後の文脈も含

めて抽出した.

２) 抽出した記述を意味内容に沿って要約した.

３) 要約した文章を, 類似性に従いまとめて, ｢QWL

の向上を目的とする看護のあり方｣ (以下, 看護のあ

り方と略す) として命名した. 命名された ｢看護のあ

り方｣ を, 表１に示した学習の枠組みとの関係を明ら

かにするために, 各要素と照らし合わせて整理した.

４) 分析は, 産業看護学担当である研究者３名の討議の

積み重ねにより行われた.

３. 倫理的配慮

レポートを研究に用いることについて, 15回目の講義

終了後, 研究目的, 個人のプライバシーを保証すること,

承諾の諾否が成績に関与しないことについて明記した依

頼文書を配布し, 口頭で説明し書面にて同意を得た.

Ⅴ. 結果

１. 学生が考察した ｢QWL の向上を目的とする看護の

あり方｣ と学習の枠組み

１) 分析の過程について

｢QWL の向上を目的とする看護のあり方｣ について

の考察は, 59名の学生より254記述得られた. QWL の

向上へのつながりが読み取れる看護の記述がなかった学

生は27名であった.

254記述を意味内容から要約し, ｢看護のあり方｣ とい

う観点から比較検討しまとめて命名した結果, 表２のと

おり, 37の ｢看護のあり方｣ に分類された (本文中では

〈 〉にて表示). さらに分類された ｢看護のあり方｣ を

表１に提示した学習の枠組みと照らし合わせた結果, ７

つに整理された (本文中では【 】にて表示). その際,

学習の枠組みの 『労働環境』 『労働態様』 については,

厳密に分けて記述した学生が少なく, 労働側の要素とし

て労働環境, 労働態様を合わせて考察している記述も多

かったため,【労働・労働環境】としてまとめた. 『個人

要因』 『家庭要因』 についても同様に, 労働外の条件と

して合わせて考察している記述も多かったため,【個人

要因・家庭要因】としてまとめた. 『健康・安全に関す

るセルフマネジメント』 『産業保健体制』 『健康に関連す

る労働の概念』 については, 学習の枠組みの通りである.

それ以外に, 『労働環境』 『労働態様』 『個人要因』 『家庭

要因』 の相互関連性について着目した看護の記述があり,

【健康と労働の相互関連性】としてまとめた. また, こ

こまでの看護のあり方が, 学習の枠組みの７つの要素の

１つないし複数に働きかけ結果的にQWLの向上につな

がるという記述であるのに対し, QOL/QWL の向上を
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目的とする看護とは, という観点で記述された文章を

【QOL/QWLの向上】としてまとめた.

２)【労働・労働環境】

【労働・労働環境】には, ５つの看護のあり方〈健康

への悪影響がないように適切な労働・労働環境を整え

る〉〈労働者の健康と企業利益の両立を考慮して労働・

労働環境を整える〉〈職業上のストレスを軽減する〉〈労

働者の個別性を考慮して労働・労働環境を整える〉〈快

適さに配慮した労働・労働環境を整える〉が含まれる.

３)【個人要因・家庭要因】

【個人要因・家庭要因】には, ６つの看護のあり方

〈働くために健康の維持増進をめざし予防的な活動を行

なう〉〈健康障害を持つ労働者が働けるように支援す

る〉〈個別性に合わせて健康支援を行なう〉〈身体・精神

の双方から健康を支援する〉〈メンタルヘルスに主眼を

置いてケアを行なう〉〈労働生活以外のライフスタイル・

家庭生活も考慮して支援する〉が含まれた. このうち

〈健康障害を持つ労働者が働けるように支援する〉には,

｢入院患者に対しても, その人の労働生活を視野に入れ

入院治療が労働生活に及ぼす影響を考える｣ といった記

述があった.

４)【健康と労働の相互関連性】

【健康と労働の相互関連性】には, ２つの看護のあり

方〈健康と労働の相互関連がよい循環となるように支援

する〉〈健康と労働の相互関連性から労働者を理解す

る〉が含まれる. なお, 〈健康と労働の相互関連がよい

循環となるように支援する〉とは, 記述例に見るように,

｢労働生活の構成要素を総合的に見て健康障害を予防し

改善するように働きかける｣ ということである.

５)【健康・安全に関するセルフマネジメント】

【健康・安全に関するセルフマネジメント】には, ２

つの看護のあり方が含まれる. ｢QWL の向上を図るた

めには労働者の健康意識の向上に働きかけ自己管理能力

を高める支援をする｣ という〈健康をセルフマネジメン

トできるように健康意識を高める支援をする〉, ｢労働

者自身が自らの職場を自分達で守り変えて行くことがで

きるような援助を展開して行くことが QOL, QWL の

向上につながる｣ という〈健康との関連から労働・労働

環境のセルフマネジメントを行なえるよう支援する〉で

ある.

６)【産業保健体制】

【産業保健体制】には, ９つの看護のあり方〈労働者

の復職に向けて雇用主に働きかける〉〈組織的に快適職

場を形成する〉〈労働者集団全体の健康意識を向上させ

る〉〈メンタルヘルスに対応できる体制を整える〉〈法に

則った安全衛生管理体制を整える〉〈健康についての相

談体制・健康維持を促進する労働環境を整える〉〈受診・

継続治療が必要な労働者にそれが可能となる体制を整え

る〉〈関係機関・職種と連携して働きかける〉〈労働環境

改善に向けて事業主に働きかける〉が含まれる.

７) 【健康に関連する労働の概念】

【健康に関連する労働の概念】には, 看護のあり方

〈労働に関する考え・価値観を理解して関わる〉のみが

含まれている.

８)【QOL/QWLの向上】

【QOL/QWLの向上】には, 12の看護のあり方〈長期

的な視野に立ち計画的に支援を行なう〉〈健康だけでは

なく労働も含めて自己実現できるように支援する〉〈心

身ともに健康でその人らしい労働生活を支えて行く〉

〈健康と労働能力の維持増進を行なう〉〈労働の能率が

下がることなく働くことができるようにする〉〈労働者

自身のセルフマネジメントとサポート体制の双方に働き

かける〉〈労働の継続を支援する〉〈成熟期の人にとって

の労働の意味をふまえて関わる〉〈いかなる健康レベル

であってもその人らしい生活を送ることができるように

支援する〉〈労働者の人間性が尊重されるように労働の

人間化を実現する〉〈看護者自らの QWL の向上を考え

る〉〈労働が変化する中で QWL の向上を目的とする看

護のあり方も変わる〉が含まれる.

Ⅵ. 考察

１. 学生が考察した ｢QWL の向上を目的とする看護の

あり方｣ と学習の枠組み

【労働・労働環境】に含まれる看護のあり方には, 健

康への悪影響がないように, という健康を守る観点と,

快適さという観点からの労働・労働環境についての言及

があった. 労働による健康への悪影響を防止することは,

労働衛生の大原則であるが, QWL を考えた時には, 快

適さという, より高次元の目標があることを捉えている

ものと考える. また, ここでは労働・労働環境に働きか
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表２ 学習の枠組みと学生が考察したＱＷＬの向上を目的とする看護のあり方

学習の枠組み QWLの向上を目的とする看護のあり方 記述例 (要約)

労働・労働環境

健康への悪影響がないように適切な労
働・労働環境を整える

QWLの低下につながる職場の健康を害する因子について情報収
集し改善する

健康レベルはＱＷＬにおけるバロメーターであるので, 健康でい
られる労働環境を作る

労働者の健康と企業利益の両立を考慮
して労働・労働環境を整える

休息・休養の保障が作業能率面から見ても有効であることを理解
してもらうための活動をする

経験のある労働者が長く働くことは企業にとっても有意義である
ので, それが果たせるように少しでも人に優しい労働にしていく

職業上のストレスを軽減する ストレス負荷という面も考慮した労働環境の整備を行なう

労働者の個別性を考慮して労働・労働
環境を整える

健康問題があっても働きやすいようにそれぞれの人に合った労働
生活が送れるように会社と話し合いながら労働の調整をする

労働者の特技や身体的・精神的側面を考え適正配置することも
ＱＷＬの向上につながる

快適さに配慮した労働・労働環境を整
える

快適な環境で働けるように作業内容・作業環境を整える

個人要因・家庭要因

働くために健康の維持増進をめざし予
防的な活動を行なう

労働者の健康状態を把握して労働環境や作業との関連を検討し健
康の保持増進を行う

仕事上での質を高めるには本人が心身ともに健康であることが望
ましいので予防も重視する

労働者が健康であることは企業にとっても労働者自身にとっても
よいことなので健康の保持・増進をはかる看護をすることはＱＷＬ
の向上につながる

健康障害を持つ労働者が働けるように
支援する

入院患者に対しても, その人の労働生活を視野に入れ入院治療が
労働生活に及ぼす影響を考える

健康障害により労働が一時中断されたとしても労働がその人の生
活の一部であるということを忘れずその人が満足して働けること
を考えサポートする

個別性に合わせて健康支援を行なう 専門知識を生かして個々の労働者に合う方法で健康管理をする

身体・精神の双方から健康を支援する 身体的・精神的側面の両方から健康をサポートする

メンタルヘルスに主眼を置いてケアを
行なう

労働者がよりよく仕事をするためには精神的な健康が必要であり
思うことや悩んでいることを話してもらえる信頼関係をつくる

ストレス状態の人が多くなっているので労働者のメンタルヘルス
へ取り組む

職業上のストレスへの対応としてメンタルヘルスケアを行なう

労働生活以外のライフスタイル・家庭
生活も考慮して支援する

労働・労働環境のみではなく価値観・信条を尊重し家庭要因や個
人要因についても考えていく

労働生活以外の日常生活とのバランスがたもたれるように様々な
生活の側面を把握する

健康と労働の相互関連性

健康と労働の相互関連がよい循環とな
るように支援する

労働生活の構成要素を総合的に見て健康障害を予防し改善するよ
うに働きかける

生活と労働の関連をつかみ個別性に即した労働・労働環境と健康
生活を結びついていくように支援する

労働生活の多様な構成要素が関連しあっていることをふまえてす
べてを視野に入れた看護をしていくことがＱＷＬの向上につなが
る

健康と労働の相互関連性から労働者を
理解する

その労働者の健康と労働の相互関連性を考え理解する

健康・安全に関するセル
フマネジメント

健康をセルフマネジメントできるよう
に健康意識を高める支援をする

ＱＷＬの向上を図るためには労働者の健康意識の向上に働きかけ
自己管理能力を高める支援をする

ＱＷＬの向上を目的とするときには個々の労働者の健康管理意
識をかえていかなければならない

自分自身で主体的に健康管理して行くためにコミュニケーショ
ンを重視して関わって行く

健康との関連から労働・労働環境の
セルフマネジメントを行なえるよう
支援する

労働者自身が自らの職場を自分達で守り変えて行くことができ
るような援助を展開して行くことがＱＯＬ, ＱＷＬの向上につ
ながる

労働の人間化ができるように労働者自身が意識するように促し
たり情報を与える

労働者が主体的に労働生活を送っていけるように意識向上をは
かる



けていくためには, 労働者の健康と企業利益の両立が必

要であることも捉えられている.

【個人要因・家庭要因】では, 働くためには健康維持

が必要であるとの考えの下に, 予防的活動を行なうこと

が捉えられている. 健康の維持増進は看護学生であれば,

基本的に学んでいることではあるが, 働くためにはとい

う視点が見出せていることに意味があると考える.

また, 健康障害を持つ労働者が働けるように支援する

看護が提示されている. 講義開始前に実施する労働者イ

ンタビュー5), 開始早期に実施される事業所見学6)では,

健康と労働の関連についての気づきは促進されるが, そ

の時点ではほとんどが労働から受ける健康への影響につ

いての気づきであった. その後の授業展開の中で, 理解

を促進することが課題であったが, 今回の15回の講義終

了時点では, 健康が労働に及ぼす影響についても理解が

深まったことが確認できた. さらに, 記述例にみるよう

に, ｢労働の場で看護を展開する場合に限らず, 入院患

者に対しても, その人の労働生活を視野に入れ入院治療
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学習の枠組み QWLの向上を目的とする看護のあり方 記述例 (要約)

産業保健体制

労働者の復職に向けて雇用主に働きか
ける

健康障害をもつ労働者が元の生活に戻れるように会社に働きかけ
る

組織的に快適職場を形成する
専門職, 事業所が協力して快適な職場作りのために, 作業環境,
作業内容, 健康管理, 労働者の教育を行なう

労働者集団全体の健康意識を向上させ
る

企業全体の健康意識を高め労働者が一体となって健康の保持増進
につとめる

メンタルヘルスに対応できる体制を整
える

メンタルヘルスのために相談できる場や休息のとれる場を設けて
いく

法に則った安全衛生管理体制を整える 労働生活を支えるために衛生委員会の設置等体制を整える

健康についての相談体制・健康維持を
促進する労働環境を整える

疾病にかかった時のための制度, サポート機関の利用など労働者
を守るための体制の整備を促進するように働きかける

受診・継続治療が必要な労働者にそれ
が可能となる体制を整える

健康診断の結果, 要精密検査となった場合に受診できる体制をつ
くる

関係機関・職種と連携して働きかける 企業と労働者, 医師と労働者の橋渡しの役割を果たす

労働環境改善に向けて事業主に働きか
ける

労働者自身には対処しきれない労働・労働環境について事業主に
働きかける

健康に関連する労働の
概念

労働に関する考え・価値観を理解して
関わる

労働者個々の仕事に対する思い入れや責任感の違いなどを理解す
る

ＱＯＬ/ＱＷＬの向上

長期的な視野に立ち計画的に支援を行
なう

一時的なものではなく10年・20年先も働く人々が健康でいられる
ように計画的に行なう

健康だけではなく労働も含めて自己実
現できるように支援する

生活の手段としての労働だけではなく, 労働者その人自身がその
人自身の持っている能力を十分に発揮し, 生き生きとして労働生
活が送れるように支える

心身ともに健康でその人らしい労働生
活を支えて行く

どの領域で働く看護師であっても労働者を成熟期の働く人である
ということを理解し労働や生活に即した援助を行いその人が望む
その人らしい生き方を支える

健康と労働能力の維持増進を行なう
QWLを向上させていくには労働者の健康と労働能力の維持増進
が大切である

労働の能率が下がることなく働くこと
ができるようにする

労働の能率を下げることなく働くことができようにすることもＱ
ＷＬの向上につながる

労働者自身のセルフマネジメントとサ
ポート体制の双方に働きかける

ＱＷＬを維持するには, 労働者自身が自己管理することと個人の
努力では解決できない問題と両方あるので双方に働きかける

労働の継続を支援する
健康を守りながら働いて行くこと, 疾病を持っていても働き続け
られること, それが現在の生活を維持して行く必須条件であるの
でそのための看護を行なう

成熟期の人にとっての労働の意味をふ
まえて関わる

仕事をすることによって賃金を得て生活が成立していることを念
頭に置き生活の背景も広く捉えながら関わる

いかなる健康レベルであってもその人
らしい生活を送ることができるように
支援する

QWLの向上を目指す看護の最終目標はいかなる健康レベルにあっ
てもその労働者がその人らしい生活や労働の場に戻れたり適応で
きたりすることである

労働者の人間性が尊重されるように労
働の人間化を実現する

賃金と引き換えに労働を提供するだけではなく働く人々の人間性
が尊重され仕事の内容・進め方が人間性を尊重したものにする

看護者自らのＱＷＬの向上を考える ケアを提供する看護者自らのＱＷＬの向上を考える

労働が変化する中でＱＷＬの向上を目
的とする看護のあり方も変わる

労働が変化する中でＱＷＬの向上を目的とする看護のあり方も変
わる



が労働生活に及ぼす影響を考える｣ といった気づきがあっ

た. 本学の産業看護学教育が, 成熟期の働く人を対象と

した看護方法として, 労働の場において展開される看護

に限定せずに行なわれていることから考えて, 目的にか

なっているものと考える.

【健康と労働の相互関連性】については, 労働と健康

の関連が単独ではなく複雑にからみ合い, 循環している

ことをふまえて看護を展開する考えが提示されている.

記述例にあるように, 労働生活の構成要素を総合的に見

ることを重視している. この考え方には, 最終レポート

の前に各自インタビューした労働者の事例を題材に, 健

康と労働の相互関連性についてグループワークを行った

ことが生かされているのではないかと考える.

【健康・安全に関するセルフマネジメント】に含まれ

る看護のあり方は２つのみであった. この２つの看護の

あり方は共にセルフマネジメントであるが, マネジメン

トするのが健康そのものであるのか, 労働・労働環境で

あるのか, という違いがある. ここでは, 本科目の学習

目的・目標から考えて, 労働・労働環境のセルフマネジ

メントが提示されたことの重要性に言及したい. なぜな

ら,【産業保健体制】の中で事業主に対し働きかけ,

【労働・労働環境】を改善したとしても, 労働者である

その人自身が労働・労働環境への意識を高め, 主体的に

取り組まないと QOL/QWL には結びつかないという本

質が理解されているからである.

【産業保健体制】には, 比較的多くの看護のあり方が

含まれた. 組織的な快適職場形成や, 労働者集団全体の

健康意識向上などを視野に入れており, 体制づくりにつ

いて考察されている. また, 看護職者だけではなく, 関

係機関・職種との連携も提示されている.

【健康に関連する労働の概念】については, 各労働者

が自分の中に持つ, 労働に関する考え・価値観を理解し

て関わることが示された.

【QOL/QWLの向上】では, 12の看護のあり方が示さ

れた. 前述したようにQWLの向上を目的とする看護の

あり方は, 学習目的として設定するほど抽象度の高い課

題であり, 決まった正解があるわけではない. 結果とし

て様々な看護のあり方がここに示されたものと考える.

この点については, 考え方の幅の広さを学生に示す機会

があれば, なお, 学びが深まったのではないかと思う.

２. ｢QWL の向上を目的とした看護のあり方｣ の記述

が無かった学生について

看護について記述はされているものの, それらの看護

がQWLの向上とどのように結びついていくのか, 記述

していない学生が86名中27名 (31.4％) いた. ３割強の

これらの学生は, 事業所で行なわれるべき看護, 労働衛

生の目的から見た基本的な看護についての記述はあった

ものの, QWL の向上を目的とした看護についての考察

であるということを十分に理解していなかったというこ

とになるだろう.

QWLの向上を目的とした看護のあり方を学ぶことが,

本科目の学習目的ではあるものの, 前述したように,

QWL の概念について講義の中で触れてはいるが, その

向上を目的とする看護のあり方については, 取り上げて

いないということがあり, この課題については, 学生が

個々に考察しなければならない. QWL については, 山

勢ら7)の全国の看護教員の産業看護に対する認識調査の

結果として, 知っている看護教員は４割に満たなかった

と報告されており, 看護教育界の中での認知度は低い.

非常に深遠なテーマでもあるが, QWL の向上を目的と

する看護のあり方については, 産業看護の実践の中でも

十分な論議が尽くされている課題ではない. 担当教員間

でも, １年次の学生には難しい課題ではないかと危惧す

る面もあった. しかし, 今後の授業展開を考える上で,

この時点での学生の理解を知りたいと考えて課題を提示

した. その点では, 記述の無かった３割の学生がいたこ

とを問題とするよりも, ７割弱の学生がQWLの向上を

目的とする看護のあり方を考察し得たことを評価したい

と考える.

３. 学習の枠組みから見た今後の課題

今回の分析より, 学生は, 15回の講義終了時点で, 学

習の枠組みを網羅しQWLの向上を目的とする看護のあ

り方について考察し得ることが確認できた. 同一学生に

ついての分析ではないが, これまで第１報から３報にお

いて報告したように, 労働者インタビュー8)では健康と

労働の相互関連性, 作業環境・作業態様の体験学習9)で

の擬似労働者体験からは人と労働・労働環境の双方に働

きかける看護方法を, 事業所見学10)では健康と労働の相

互関連性ならびに人と労働・労働環境の双方に働きかけ

る看護方法を学んでいることから考えて, 授業開始時点
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から終了までの間に, 学習目標を着実に通過し, 学びを

深めたと考えられるのではないか.

しかし, QWL の向上を目的とする看護のあり方まで

考えることが難しかったと思われる学生も多いことにつ

いては, 授業展開の工夫が必要である. 考察を深めるた

めの教育的支援として, QWL とは, あるいは QWL の

向上とは, というテーマについて考える段階を設けるこ

とも必要と考え, 平成15年度よりグループワークを導入

している. その成果については, 今後また検討し報告し

ていきたい.

おわりに

QWL の向上を目的とする看護のあり方, という難し

いテーマに対し, １年次の学生としては, 精一杯考察し

たものと思う.

第１報から引き続いて成熟期看護方法１の授業内容の

分析を行い, 15回の授業最終時点で学習目的に到達し得

ることが確認できた. しかしながら, 未だ試行錯誤の過

程にあり, 教育構築中である. 今後, さらに検討を積み

重ね研究を続けていくことが必要である.
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Ⅰ. はじめに

３年次に行われている看護学領域別実習における成熟

期看護学は, 実習１, ２, ３で構成されており, 実習２

では, 労働の場, 一般病院と高齢者ケア施設において実

習を行っている. 一般病院においては, ｢社会生活を営

みながら外来診療を利用している人とその家族への看護

実習｣ を１日, 表１に示されているように関連外来また

は透析室で実習を行っている. 昨年の紀要では外来実習

において学生が捉えた ｢看護｣ について, ほぼ具体的目

標は達成できていると報告1)した. 今回は, その報告の

継続として, 同様に行っている透析室実習で学生が捉え

た ｢看護｣ について分析し, 成熟期看護学実習の ｢社会

生活を営みながら外来治療を受けている人とその家族へ

の看護実習｣ の方向性の示唆を得るために, 外来実習で

捉えた ｢看護｣ と比較することとした. なお, 昨年の報

告2)と同様に, 学生の記録から目的・意図がある看護行

為を ｢看護｣ として抽出した.

Ⅱ. 成熟期看護学実習における ｢社会生活を営み

ながら外来治療を受けている人とその家族への

看護実習｣ の概要

１. 基本的考え方

成熟期看護学実習では実習目的を ｢さまざまな健康状

態で生活を営んでいる成熟期の人々への看護実践を通じ

て, 成熟期看護のあり方について理解を深める｣ として

おり, 具体的目標として１. 成熟期にある人とその家族

の健康生活を理解し, 看護の役割と特性を学ぶ, ２. 健

康課題の異なる成熟期にある人とその家族を理解し, 看

護の役割と特性を学ぶ, の２つの具体的目標を軸に, 対

象の理解の視点と援助の視点を示している. そのもとで

｢社会生活を営みながら外来治療を受けている人とその

家族への看護実習｣ である外来実習と透析室実習を行っ

ている. このことから, 外来実習と透析室実習では, 対

象すべてに共通する１の具体的目標の＜援助の視点＞で

ある(1)その人と家族の意思・意向を尊重した援助, (2)

その人と家族の自立性と自律性を尊重した援助, (3)そ

の人と家族の安全性と安楽性を確保した看護, (4)保健・

医療・福祉との有機的な連携, を分析の視点とした.

２. 外来実習と透析室実習の方法

外来実習では, 実習病棟の関連外来で一人以上の患者

を受け持ち, 来院時の待合から受診, 検査, 会計を終了

し, 帰院時までの過程を付き添い体験する実習を行った.
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表１ 一般病院における実習部署の背景

施 設 A B C D E

施設規模 555床 303床 301床 675床 300床

実習部署 外科系 外科系 外科系 内科系 内科系

社会生活を営み
ながら外来治療
を受けている人
とその家族への
看護実習

関連
外来

透析室 透析室
関連
外来

関連
外来



担当する患者は, 病棟での受け持ち患者とできるだけ類

似した患者を持つようにしたが, 状況によってはできな

い場合もあった. 患者の選択については, 外来の実習担

当者が決定し, 患者の同意を得られた場合とした.

実習内容については外来の状況によって, 特殊外来や

検査の見学が組み入れられる場合もあった.

透析室では, 患者を一人受け持ち, 透析前の体重測定

から, 穿刺, 透析, 透析終了後の体重測定までの過程を

付き添い体験する実習を行った. 患者の選択については,

外来と同様に実習担当者が決定し, 患者の同意を得られ

た場合とした.

実習内容については, 透析室の状況によって透析室の

システムなどについての講義を事前に実習指導者やスタッ

フから約１時間受ける場合もあった.

外来, 透析室実習時間は原則として８時30分から16時

まで, 実習後には, 実習指導者とともに約30分から１時

間のカンファレンスを行った. 実習終了後, 学生は所定

の実習記録用紙 (A4版１枚) を担当教員に提出し, 実

習指導者には, 担当教員からその記録用紙をコピーして

渡した.

成熟期看護学実習においては実習３で, 理論と実践の

統合を行っている.

Ⅲ. 研究目的

成熟期看護学実習における ｢社会生活を営みながら外

来治療を受けている人とその家族への看護実習｣ である

外来実習および透析室実習で学生が捉えた ｢看護｣ を具

体的目標である＜援助の視点＞(1)～(4)から分析し, 比

較することによって, 今後の実習の方向性の示唆を得る

ことである.

Ⅳ. 方法

１. 分析対象

平成14年度成熟期看護学領域別実習において, 外来実

習を行った38名中承諾の得られた37名と透析室実習を行っ

た38名中承諾の得られた36名のそれぞれの ｢実習記録用

紙｣ の記述内容である.

２. 分析方法

外来および透析室実習記録用紙の項目 ｢外来診療を利

用しているまたは透析療法を受けている成熟期の人々と

その家族に対してどのような看護ケアがおこなわれてい

ましたか｣, ｢この実習で学んだこと, 感じたことを書い

てください｣ に対する記述内容から目的・意図の記述の

ある看護行為を抽出した. 抽出にあたっては学生の記述

の意味・語彙を変えないようにし, 目的・意図ごとに１

項目の看護とした. 意味のわかりにくいものは前後の文

章から補足し, ( ) 内に示した.

抽出した看護を具体的目標の＜援助の視点＞(1)～(4)

に分類し, 記述された目的・意図の性質によって分類,

命名した. ＜援助の視点＞(1)～(4)に分類できないもの

は分析対象から省いた. 分析は, 意味内容の類似性に従っ

て成熟期看護学講座４名の教員で合意が得られるまで繰

り返し検討を重ねた.

３. 倫理的配慮

実習記録提出後, 口頭で本研究の目的を説明するとと

もに, 研究の承諾の有無が成績に影響しないこと, プラ

イバシーの保護への配慮, について説明し, 文書で研究

への同意を依頼した.

Ⅴ. 結果

１. 目的・意図の記述のある ｢看護｣ の学生の記述

外来実習で, 記述のあった学生は37名中32名 (94.6％)

で記述数は115, 透析室実習で記述のあった学生は36名

中34名 (94.5％) で記述数は123であった.

２. 具体的目標１の＜援助の視点＞(1)～(4)から見た学

生が記述した, 外来実習と透析室実習での看護

なお, 【 】内は命名された項目を, ｢ ｣ 内は看護

を示す.

また, 紙面の都合上, 看護は代表的な記述の例を示す.

１) ＜援助の視点＞(1)その人と家族の意思・意向を尊

重した援助

外来実習で分類された ｢看護｣ は【患者・家族の思い

や希望が尊重される】の１項目で, 透析室実習で分類さ

れた ｢看護｣ は【患者・家族の思いや希望が尊重される】,

【自分の意志で治療に取り組める】の２項目であった.

双方に共通している項目は【患者・家族の思いや希望が

尊重される】であった.

２) ＜援助の視点＞(2)その人と家族の自立性と自律性

を尊重した援助

外来実習で分類された ｢看護｣ は６項目であった. う
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ち自己管理に関する項目が【患者が自己管理できる】,

【患者の自己管理のきっかけをつくる】の２項目であっ

た. 広く生活の視点からみた【患者・家族の生活を尊重

する】,【患者・家族がよりよく生活できる】が２項目あっ

た.

透析室実習で分類された ｢看護｣ は７項目で, うち,

自己管理に関する項目が【患者が自己管理できる】,【患

者の自己管理能力が高まる】,【患者の自己管理を評価す

る】,【家族が患者の自己管理に参加・協力する】の４項

目であり, 外来実習よりも自己管理に関する項目が多かっ
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表２ 具体的目標１の＜援助の視点＞からみた学生が記述した外来での ｢看護｣

＜援助の視点＞ 項目 学生が記述した ｢看護｣ の例

(1) その人と家族の意向・
意志を尊重した援助

患者・家族の思いや希望を尊重
する

患者が思いや困っていることを話 (せるように) 声をかける

治療についての患者のニーズを (満たすために) 対応する

(2) その人と家族の自立
性と自律性を尊重した
援助

患者が自己管理できる
(患者が) 家庭にて安心して自己管理が出来るように支えていく

(患者が自宅で) よりよい方向へ進むように一緒に考える

患者が主体的にとりくめる
患者が主体的になるように医師の説明で理解しにくかったところを分か
る (ように) 説明する

患者が自己決定できる
患者の自己決定への支援 (となるように) 患者がイメージできるように
プリントを見せて説明する

患者の自己管理のきっかけをつ
くる

(患者を) 次回につなげるように (自己管理への) 意識付けを (するた
めに) アドバイスを与える

(患者の) セルフケア行動の動機付けをする (ために) イメージしてもらう

患者・家族の生活を
尊重する

(患者の) 生活に基づいた (自分の生活を営めるように) 予約時間を調
整する

家庭の中の患者の役割を考慮し (家族内の役割が果たせるように) 予約
時間を調整する

患者・家族がよりよく生活でき
る

(患者・家族が) 在宅で暮らせるように家族を含めて看護計画を立てる

患者が在宅での対応に困らないように説明する

(3) その人と家族の安全
性と安楽性を確保した
援助

患者が安全に生活できる

老人の方 (患者) には理解されない場合もあるので (患者が確実に服薬
できるように) 家族の付き添いを求める・家族に連絡する

(患者の) 家庭生活がより健康に, 安全に送られるように知識・情報提
供し指導する

患者が確実に診察, 検査, 処方
が受けられる

病院内で事故が起こらないように安全安楽に気をつける

一人一人に付き添って受診を見ていくことはできないので (患者がレン
トゲン室に行けるように) 説明する

患者が適切に診察, 検査, 処方
が受けられる

待たせてもよい患者と緊急性のある患者を区別する (ために) 情報収集・
状況説明する

患者が安全・安楽に診察を受けることが出来るように待合室の様子をう
かがう

患者・家族の病状や受診に伴う
不安や悩みなどが軽減される

患者や家族の不安や悩みなど (を軽減するために) 応対する

患者の不安や心配な事, 分からないこと (を軽減するために) 説明・情
報提供・配慮する

患者・家族の負担ができるだけ
少なく診察, 検査が受けられる

患者の待ち時間などの負担を軽減 (するために) 診療をスムーズにする

患者がスムーズに受診できるように案内やカルテ整理をする

患者・家族の気持ちが和らぐ
患者の気分を害してしまう (ことのないように) 注意して話す

(患者に) 不快な思いをさせないように笑顔・声をかける

在宅での患者の病状や受診に伴
う不安や悩みなどが軽減される

(在宅で患者が) 安心して生活できる (ように) 患者が支えられている
実感を得られるようにする

家庭に帰られる患者が少しでも安心して次の診察まで過ごせるように
(患者が家で安心してすごせるように) 掲示物・パンフレットを利用する

(4) 保健・医療・福祉と
の有機的な連携
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表3 具体的目標1の＜援助の視点＞からみた学生が記述した透析室での ｢看護｣

＜援助の視点＞ 項目 学生が記述した ｢看護｣ の例

(1) その人と家族の意
向・ 意志を尊重し
た援助

患者・家族の思いや希望が尊重さ
れる

本人の思いを尊重しつつ指導するために, 普段の生活の様子を聞く

本人や家族の考え方を尊重するために, 説明を押しつけない

自分の意志で治療に取り組める
患者が主体的に行えるように, 患者に透析の調節について確認を取る

意欲の向上を図るために, 透析や自己管理の動機づけを行う

(2) その人と家族の自
立性と自律性を尊重
した援助

患者が自己管理できる

自己管理のできない部分を補うために, アドバイスをしたり, (食事内
容の計算を手伝うなど) 手助けをする

病気についてわからないことの解消のために, 情報を提供する

患者が主体的に取り組める

自分から進んで自己管理に取り組めるように, 十分に説明して納得して
もらうようにする

患者が主体的に行えるように, 患者に透析の調節について確認を取る

患者の自己管理の能力が高まる

よりよいセルフケアができるように, 随時セルフケアのあり方をアセス
メントして関わる

セルフケア能力を高めるために, 自己管理ノートをつけるように促す

患者の自己管理を評価する

問題がないか確認して指導するために, 普段の生活の様子を聞く

体重コントロールができているかを確かめるために, 透析前に体重測定
を行う

患者の就労の問題が解決される 患者の就労の問題に対応するために, 夜間透析が行える病院を紹介する

患者が家族の自己管理に参加・協
力する

患者が自己管理ができていない時に (家族に協力してもらえるように),
家族へ手紙を書く

家族も巻き込んだ治療をするために, 患者がコントロールできない様子
の時に家族と話したり, 説明の機会を作る

治療時間が有意義に過ごせる
透析の時間が患者にとって有意義となるように, 患者の話を傾聴したり,
日常生活について話しかける

(3) その人と家族の安
全性と安楽性を確保
した援助

患者が安全に生活できる

異常や今後のケアが必要なところをアセスメントするために, 今回の透
析までの患者の生活, 健康状態をアセスメントする

高齢な患者が暑い季節に食事を過剰に制限して [危険がないように],
体力を付けるように説明する

患者が安全に治療が受けられる

事故防止のために, 出血事故・透析液の濃度の間違いに注意する・常に
一人一人の観察を怠らない

状態の変化を見逃さないように, バイタルサインのチェックや一般状態
の把握をする

患者が安全かつ安楽に治療が受け
られる

安全も大切だが患者のためにも毎回のテープの使用で皮膚が荒れてしま
うのを防ぐために, 皮膚に優しいテープを使用して針の固定をする

患者が安心して治療が受けられる

患者が安心して透析を行えるために, 透析液の濃度の管理, 透析装置か
らの液だれ防止, 機械による事故防止の管理をする

患者に安心感を与えるために, 明るく接する

患者が気分良く治療が受けられる

透析中退屈せず, 気分がほぐれるように, 世間話をしながら情報収集す
る

患者の気分を紛らわせて精神的緩和のため, 日常会話をする

患者が負担が少なく治療が受けら
れる

患者が片手しか使えないので食べやすいように, 配膳やお茶の用意をす
る

患者の時間の拘束をできる限り少なくするために, 透析開始が遅れない
ように準備して患者が早く帰れるようにつとめる

患者・家族が病気や治療を受け入
れる

透析を受け入れられるように, 励ましながら長い時間をかけて支援する

本人と家族に透析療法について受容してもらうために, 病院に来てもら
い説明する

患者の死に対する不安がケアされ
る

死に対する不安を持つ人の支えとなるために, 心のケアをする

患者・家族が不安や悩みなどが軽
減される

不安の軽減のために, 患者の話を傾聴したり, 日常生活について話しか
ける

家族の不安に対応するために家族と話しをする

(4) 保健・医療・福祉
との有機的な連携

患者の状況に応じて病院を紹介す
る

患者の就労の問題に対応するために, 夜間透析が行える病院を紹介する

栄養士など他職種と連携する 定期的に指導してもらうために, 栄養士など他職種と連携する



た. 自立性に関連するものとして【患者の就労の問題が

解決される】が１項目あった. 双方に共通する ｢看護｣

は,【患者が自己管理できる】,【患者が主体的に取り組

める】の２項目であった.

３) ＜援助の視点＞(3)その人と家族の安全性と安楽性

を確保した援助

外来実習で分類された ｢看護｣ は最も多く７項目あっ

た. 安全性に関連するものとして【患者が安全に生活で

きる】,【患者が確実に診察, 検査, 処方が受けられる】,

【患者が適切に診察, 検査, 処方が受けられる】の３項

目あった. 安楽性に関連するものとして【患者・家族の

病状や受診に伴う不安や悩みなどが軽減される】,【患者・

家族の負担ができるだけ少なく診察, 検査が受けられる】,

【患者・家族の気持ちが和らぐ】,【在宅での患者の病状

や受診に伴う不安や悩みなどが軽減される】の４項目あっ

た.

透析室実習でも分類された ｢看護｣ は最も多く９項目

であった. 安全性に関連するものとして【患者が安全に

生活できる】,【患者が安全に治療が受けられる】の２項

目あった. 安楽性に関連するものとして【患者が安心し

て治療が受けられる】,【患者が気分良く治療が受けられ

る】,【患者が負担が少なく治療が受けられる】,【患者・

家族が病気や治療を受け入れる】,【患者が死に対する不

安がケアされる】,【患者・家族が不安や悩みなどが軽減

される】の６項目であり, 外来実習よりも安楽性に関す

る項目が多かった. 安全性・安楽性に関連するものとし

て【患者が安全に安楽に治療が受けられる】が１項目あっ

た. 双方に共通する項目は【患者が安全に生活できる】

であった.

４) ＜援助の視点＞(3)保健・医療・福祉との有機的な

連携

外来実習では見られなかった. 透析室実習で分類され

た ｢看護｣ は【患者の状況に応じて病院を紹介する】,

【栄養士など他職種と連携する】の２項目であった.

Ⅵ. 考察

１. 外来実習と透析室実習での援助の視点の達成状況

具体的目標１の＜援助の視点＞(1)～(4)の４つの援助

の視点からみると, 外来実習においては(4)の保健・医

療・福祉との有機的な連携, 以外の３項目については学

ぶ機会が得られる状況であること, 透析室実習において

は４項目すべてが学ぶ機会が得られる状況であることが

明らかとなった. また, ほとんどの記述が患者主体に援

助の視点を捉えていたことから, 本実習の方法は, 一日

という限られた日程と環境下で行われているが, 実習指

導者の多大な努力もあって, 基本的には成果をあげてい

るといえる.

次に項目の多い順について述べる.

＜援助の視点＞(3)その人と家族の安全性・安楽性を確

保した援助, について透析室実習では【患者が安全に治

療が受けられる】,【患者が安全かつ安楽に治療が受け入

れられる】,【患者が安心して治療が受けられる】,【患者

が気分よく治療が受けられる】など, 治療そのものに関

する記述が多いのは, 透析室は治療が透析療法に限定さ

れており, その特徴を学生が捉えているためであろう.

さらに,【患者が安全に生活できる】,【患者・家族が

病気や治療を受け入れる】,【患者の死に対する不安をケ

アする】,【自己管理に伴う患者・家族の不安や悩みなど

が軽減される】から, 学生は, 透析治療そのものから発

展させて病気をもつ人や家族という視点からも, 安全性

と安楽性を捉えている. このことは一人の患者の透析開

始から透析治療終了時までの過程に付き添うことによっ

て得られた成果だと思われる.

外来実習では, ＜援助の視点＞(3)について, 学生は

患者に付き添うことを通して, システム上の問題に対応

した行為をその目的・意図と捉えることによって看護と

して捉えることができている3)と述べた.

今回, 外来実習と透析室実習で学生が捉えた ｢看護｣

を比較すると, 透析という治療が限定された場と外来と

いう多種多様な場との違いが現れている. しかし, 患者

に付き添うことを通して, 学生が行為や治療の目的・意

図を捉えることによって, より広い視野で安全性と安楽

性についての ｢看護｣ を捉えていると考えられる.

＜援助の視点＞(2)その人と家族の自立性と自律性を

尊重した援助, については, 外来実習と透析室実習の双

方に【患者が自己管理できる】,【患者が主体的に取り組

める】が見られることから, 双方の実習で自己管理につ

いての ｢看護｣ が捉えられていると思われる. しかし,

他の項目を見ると, 外来実習では【患者が自己管理のきっ

かけをつくる】, 透析室実習では, 【患者の自己管理能
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力が高まる】,【家族が患者の自己管理に参加・協力する】,

【患者の自己管理を評価する】から, 自己管理について

は, 外来実習では治療の導入であるきっかけ作りの点か

ら捉えており, 透析室実習では, 治療を継続するなかで

能力を促進し, 評価するという点から自己管理を捉えて

いる. このことから, 自己管理の点から見ると, 外来実

習と透析室実習では ｢看護｣ を捉えた視点に違いがある

といえる. また, 外来実習では患者・家族の生活の視点

から ｢看護｣ が捉えられており, 透析室実習においても

就労の視点から ｢看護｣ が捉えられていることから, 双

方の実習において, 広義, 狭義の違いはあるにせよ生活

の視点から ｢看護｣ を捉えていると思われる. 以上述べ

た視点の違いは, 就労も生活の一部ではあるが, 特に透

析室では外来と比較すると, 時間的拘束が長く頻度も高

い治療法であるために影響を受ける就労の問題が記述さ

れているのであろう.

援助の視点(1)その人と家族の意思・意向を尊重した

援助, については, 透析室実習では【患者・家族の思い

や希望が尊重される】,【自分の意志で治療に取り組める】

の２項目, 外来実習では【患者・家族の思いや希望が尊

重される】の１項目だけであった. 外来実習では患者に

付き添うことが学びの中心であるため学ぶ機会が少ない

ことがその理由として考えられる4)と述べたが, 限局さ

れた場所で, ある一定の時間患者と看護師が比較的継続

的にかかわるので学ぶ機会が多いと思われる透析室実習

においても捉えた項目が少ないことから, カンファレン

スで強化するなどの検討も今後必要であろう.

援助の視点(4)保健・医療・福祉との有機的な連携,

については, 透析室実習では【患者の状況に合わせて病

院を紹介する】,【栄養士など他職種と連携する】から,

職業や食事等, 患者個人の生活の視点に立った連携につ

いての ｢看護｣ を学ぶ機会を得ている. このことは, 透

析という治療の特徴として栄養指導のように自己管理の

援助など, 連携の必要性が高い場であるためと思われる.

一方, 外来実習では, 項目がなかったことについて,

石井5)らは, ｢外来の看護の実際｣ として診察に必要な情

報収集や検査の説明, 慢性疾患児や親の心理的負担の働

きかけ, ｢看護の役割｣ として, 安全・安楽に診察が受

けられる環境作り, 医師へ思いが伝えられるための仲介,

健康に生活を送る上での保健指導と述べていることから,

外来では, 捉えにくい看護であろうと思われる. しかし,

現実には連携は行われているので, カンファレンスで事

例を用いて補足・強化する方法も必要であろう.

２. 成熟期看護学実習における ｢社会生活を営みながら外

来治療を受けている人とその家族への看護実習｣ の課題

課題の第一は, ＜援助の視点＞(4)が透析室実習では

捉えられていたが, 外来実習で捉えられていなかったこ

とである. 外来実習での捉えにくさについては付き添う

患者選択の問題もある6)と述べたが, その意見について

は今回も支持せざるを得ない.

第二は, ＜援助の視点＞(1)の項目が少なかったこと

である. 患者に付き添う実習方法だったこともあり, 外

来実習や透析室実習では, １日の実習では, 看護師が患

者や家族とかかわる場面を見る機会が案外少なかったの

ではないだろうか. 実習３での理論と実践の統合の中で,

補足・強化する方法も必要であろう.

３. 今後の方向性

外来実習と透析室実習を具体的目標１の＜援助の視

点＞４点からみた看護の捉え方について比較すると, 場

の違いから視点のおかれ方に違いは見られるが, 共通す

る項目が多いこと, そして具体的目標１の＜援助の視

点＞４点の達成状況については, 不足な点については現

実的に改善できる可能性が示唆されたので, 概ね達成で

きることが明らかとなった. このことから ｢社会生活を

営みながら外来治療を受けている人とその家族への看護

実習｣ として現在行っている外来実習と透析室実習は,

適当であるといえよう. したがって, 今後実習する上で,

実習病棟の関連外来にこだわらず, 場所の選択の幅を広

げることができるという示唆が得られたという意味では,

非常に意義がある.

また, 学生が患者に付き添うことを通して, 実習する

ことは, ほとんどの記述が患者主体に援助の視点を捉え

ていたことから効果的な方法であったと考えられる.

外来実習や透析室実習の特徴として, 病棟では捉える

ことができない看護の役割・機能を捉え患者を, 日常生

活をしている人々であることに気づかせる7～9)と述べて

いることから, われわれが行っている外来実習と透析室

実習の２つの実習を経験する形態は有意義であると思わ

れる. 今後は, より充実するように実習内容について検

討していきたい.
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Ⅶ. まとめ

１. 成熟期看護学実習の具体的目標１の＜援助の視点＞

の達成状況については透析室実習では４つ全てが, 外

来実習では＜援助の視点＞(4)を除き学ぶ機会が得ら

れる状況にあることが明らかとなった.

２. 外来実習と透析室実習を具体的目標１の＜援助の視

点＞４点からみた看護の捉え方を比較すると, 場の違

いから視点のおかれ方に違いは見られるが, 共通する

項目が多かった.

３. ２の結果から, 今後実習する上で, 関連病棟外来の

外にも実習場所が選択できるという示唆が得られた.

４. 外来実習と透析室実習において具体的目標１の＜援

助の視点＞(1)の学ぶ機会が少なかった.

５. 効果的な実習方法について, 今後, 患者選択やカン

ファレンス, 実践と理論の統合などの方法について検

討していくことが有効であることが示唆された.
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Ⅰ. はじめに

セイナヨキ市は, フィンランドの首都ヘルシンキから

北西300キロ, 南ボスニヤ地方の中心に位置する人口

30,000人の都市である. セイナヨキ市は南ボスニヤ地方

のビジネスや学術等の中心地であり, 情報関連技術がそ

れを強力にサポートしている.

今回, 私たちは国際交流事業として, 以下の３つの目

的, ①高齢者の地域保健および福祉政策における看護職

の役割を把握, ②地域を単位としたケアサービスの現状

と看護職の活動を知る, ③大学が上記の活動に関してど

のように貢献しているかを知るために, セイナヨキ・ポ

リテクニック註１)を訪問し (表１), 現状について情報を

得ることができた. セイナヨキ・ポリテクニックは今年

８月に改組されたばかりであるので, 本稿では, 見聞き

したことを中心に, 高齢者のための保健医療福祉制度と

ケアの現状, およびポリテクニックが果たす地域貢献に

ついて教育・研究の点から報告する.

Ⅱ. 高齢者のための保健医療福祉制度の現状

フィンランドの高齢者の保健医療福祉制度は, 保健医

療は健康保険法, 福祉制度は社会サービス法によってい

る. 高齢者の所得は社会保険方式による年金制度により

支えられている. 保健医療福祉は制度としては別々であ

るが, この10年間は看護と介護の統合が政策的に進めら

れている. 現在高齢化率は14％であり, 高齢者の多くは

ひとりで暮らしている.

１. フィンランドヘルスケアシステムの概要

ヘルスケアシステムの基本的方針は平等性, 地方自治

体の責務, 公的資金である. ヘルスケアサービスは, 教

育・都市計画・社会福祉・ごみ下水などと同じように自

治体に義務付けられているサービスである. ヘルスケア

は保険料・税を主たる財源とし, 一次医療は保健センター,

二次医療は全国20の病院地区により提供されている. 地

域住民は健康上の問題が起きた時, まず地域の保健セン

ターを受診し, その結果必要とされると専門病院へ紹介

される. 国内のどこに住んでいても同じようにケアを受

けることができる. 患者の自己負担額上限は国により定

められている. フィンランドシステムの患者の満足度は

高いが, 国家財政は緊縮しており, 現在小規模保健セン

ターの統合などが検討されている.

セイナヨキ市は南ボスニヤ病院地区にあり, ４自治体

人口約52,000人に対して医師は36名である. この病院地

区のヘルスケアは各保健センターと市内にある中央病院

とタンペレ大学病院により提供されている. ヘルスケア

の資金は一次医療に40％, 二次医療に60％使われている.
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表１ セイナヨキ市における視察先と主に説明をして頂いた人

Seinajoki Central Hospital (セイナヨキ中央病院)－Managing Director
Health technology center－Managing Director
Home nursing office (訪問看護事務所)－Head of Home Nursing,PHN
Kivipuron palvekeskus (NPO立のサービスハウス)－Ns.
Yksityista hoitopalvelva Koskenkorvan 'Tuulikello'

(コスケンコルヴァ地域にある民間ケアホーム'風鈴')－施設長
Service center for elderly (高齢者サービスセンター)

－Director of Elderly Care Service in the City of seinajoki
Health center (保健センター)－Director of Nursing
Seinajoki Polytechnic (セイナヨキ・ポリテクニック)
・School of Health Care and Social Service－Dean, Vice Dean,
International Coordinator,Social work, Principal Lecturer,
Head of Nursing Education, Head of Elderly Care Education,
Head of Physiotherapy Education,

・Research and Development center－Director of the center
・International affairs－Manager

[資料]

セイナヨキ市における高齢者ケアとポリテクニックの地域貢献

坪 内 美 奈1) 杉 野 緑1) 栗 田 孝 子2) 坂 田 直 美3)

Elderly Care in Seinajoki City and Polytechnic’s Contribution for Community

Mina Tsubouchi1), Midori Sugino1), Takako Kurita2), and Naomi Sakata3)

１) 岐阜県立看護大学 地域基礎看護学講座 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing

２) 岐阜県立看護大学 機能看護学講座 Management in Nursing, Gifu College of Nursing

３) 岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Nursing of adults, Gifu College of Nursing



２. セイナヨキ市の高齢者政策の理念

高齢者福祉の歴史をみると施設中心で始まったが,

1970年代以降在宅サービスと高齢者住宅の整備に重点が

置かれている. ヘルスケアシステムと同じようにその責

務は地方自治体にある.

セイナヨキ市は保健医療と福祉の組織は別々であるが,

利用者への提供は統合している (図１). 市の高齢者政

策はソーシャルワーカー, 訪問看護師, 保健センター医

師, 老人ホームの医師, 民間老人ホーム代表者からなる

理事会で決定されている. 市の高齢者政策の理念は ｢高

齢者が自立して中心的である, 自分の生活を高める, 自

立した立場にあり快適で, 幸福な一生をおくる｣ ことで

ある. この市は依然として施設入所が多く, これから在

宅を強化する必要があると考えられている. 施設入所の

割合はフィンランド全体では８～12％であるが, 当市は

13％であり, 2010年までに11％にすることが目標とされ

ている. 高齢者政策では予防とリハビリの強化, サービ

スを多面化し高齢者の選択の余地を広げること, 行政担

当者の共同と協調が重視されている. '97年から高齢者

の観点からの品質管理を実施し, 高齢者自身の声を反映

するように努めている. 市の予算の49％が保健福祉医療

にあてられている.

３. 保健センターの役割

セイナヨキ市の保健センターは近隣の４自治体健康保

険組合が設置した. センターの予算の60％は市が負担し

ている. 人口約５万人を対象に１センターと各市町村の

分室, 市内いくつかの歯科診療所を開設している. 保健

センターの中心的な考え方は ｢予防｣ であり, 広義の住

民の保健・環境・予防・リハビリ・医療を行っている.

児童, 妊産婦など11部門に分かれ, 予約外来診察, 救急

外来, 入院病棟からなる. 入院施設を有することが日本

との大きな違いである. 入院患者は高齢者が大半であり,

医療ニーズが週１日になるとナーシングホームか在宅へ

移る. また, 保健センターは雇用者側と連携を取り8,000

人対象の労働衛生も行っている.

ここでは利用者・職員・４自治体の政策課・事業運営

の４つの観点からバランススコアカードによる品質管理

を取り入れ質の向上に努めている. 個人の尊重, 健康の

維持管理, 予防, 生涯を保障, 地域的平等性, 利用者と

職員の平等性, 自己決定の尊重が活動目標とされている.

４. 高齢者サービスにおける地方自治体の役割

高齢者サービスは地方自治体, 民間セクター, 教会な

どにより提供されるが, その基盤は地方自治体にあり,

サービス供給と福祉ニーズの把握と調整を行っている.

セイナヨキ市は基本保障部門のひとつとして, 高齢者サー

ビスセンター, 小規模住宅, 訪問看護支援を位置づけて

いる. 主な在宅サービスはホームヘルプ, 短期ケア, デ

イサービス, 移送サービス, 給食サービス, 緊急電話な
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図１ セイナヨキ市の保健医療福祉組織



どである. さらに先の理事会において個々の高齢者の要

望・実態をふまえて家族介護, 施設利用, 在宅サービス

の内容など最善の支援体制を決定している. その結果,

緊急度の高い高齢者のリストが作成され, 優先的に施設

入所となる. 家族介護の対象には介護の程度に応じた家

族介護手当て註２)を支給する. このシステムは SAS註３)と

呼ばれ, 自治体が供給する高齢者サービスを合理的に高

齢者へ配分することが基本と考えられている.

Ⅲ. 高齢者ケアサービスの現状

１. セイナヨキ中央病院と保健センター

セイナヨキ中央病院はベット数609床の専門医療機関

で, 緊急性を要する患者を受け入れている. 平均在院日

数は高齢者でも２～３日と短く, その後は在宅に戻るか,

保健センターのリハビリ病棟に転院となる. 保健センター

には急性期リハビリと慢性期リハビリ病棟があり, 平均

在院日数は前者が１週間. 後者が１ヶ月程度である. し

かし, 慢性期リハビリ病棟には老人ホーム入所待ちのた

め入院期間が３年以上に及ぶ人もいる.

２. 訪問看護事務所 (Home nursing office)

訪問看護事務所では保健師と看護師とがチームを組み

訪問看護を行っている. 訪問看護の対象は, 一般的なケ

アと集中管理が必要な人とがおり, それぞれ150人程度

で, 平均年齢は80歳位である. 集中管理の人は糖尿病や

脳血管障害の人が大半であるが, 最近痴呆や精神病, ター

ミナルケアの人が増えているとのことであった.

前述したように, 訪問看護と訪問サービスとの統合が

図られており, 記録の一元化・IT化が進められていた.

そこで考案されたのが表２の ｢マイファイル｣ である.

このマイファイルは利用者本人が保管し, 社会福祉や保

健医療サービスを利用する際には常に携帯するよう義務

付けられている. また, 利用者もしくは親族の許可がな

ければ個人情報の記載, 転載ができないシステムになっ

ている. 実施した訪問介護・看護・治療のすべてがこの

マイファイルに記載されるようになり, 利用者は勿論の

こと, 親族やチーム内での情報の共有化と協調・連携が

図られ, 在宅ケアがスムーズに稼動してきたとのことで

あった. さらに, 記載項目が多岐に亘っており, 高齢者

の立場にたった総合的視野のもとに生活支援が行われて

いる様子が伺えた. このように利用者主体のサービス理

念が記録や情報管理システムにも反映されている点は参

考にすべき点であると思われた.

３. 高齢者サービスセンター

セイナヨキ市には公営施設が２箇所あり, その一つで

ある Simunanranta サービスセンターを訪問した.

当センターは, 1954年に建設された入所定員120名の

老人ホームを, 1997年に高齢者の在宅ケアをバックアッ

プするためのサービスセンターに改組し, 少人数ケア用

に全面改修された施設である.

入所サービスは, ロングステイが37床 (痴呆棟13床,

重度要介護棟13床・11床) と, ショートステイが12床で

ある. ショートステイ利用者は年間約100名程度で入所

期間は長くて２週間であり, 需要は年々増加している.
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表２ セイナヨキ市社会福祉・保健医療サービスの
マイファイルの記載項目

セイナヨキ市基本保障センター 訪問サービス
セイナヨキ周辺４地方自治体の保健センター 訪問看護

本人：氏名 国民背番号 (生年月日) 住所 電話番号

伴侶：氏名

親族：氏名 住所 電話番号

友人・知人､ 依頼人：氏名 住所 電話番号

後見人：氏名

マイファイルへの個人情報の記載､ 転載を許可することへの利用者もしくは親族
の署名：

コンタクト

訪問看護：担当看護師氏名 勤務時間 電話番号 週末の連絡先 時間外電話番号
看護責任者氏名 勤務時間 訪問看護の所轄住所

訪問サービス：訪問サービス事務所の電話番号 ケアマネジャーの勤務時間
時間外電話番号 基本保障センター・訪問サービスの住所

訪問ケアサービス計画書

利用開始日：

住居：独居 同居人 集合住宅：エレベータの有無 階数 一戸建て
連続住宅 サービス付住宅

週間計画：訪問サービス日 ナイトパトロール 夜間ケア 給食サービス
デイアクティビティ サウナ 訪問看護の日 民間サービス
食品等の配達 協会・事業団体等

親族の訪問・親族によるケア：

利用者の機能・運動能力：食事 移動 排泄 入浴 更衣 外出 階段昇降
服薬

家事：調理 洗濯・アイロンがけ 掃除

日常必要なこと：買い物 銀行・金融関係 薬局 その他

利用者に残されている機能を最大限に生かし､ 自立を促す｡ (過保護にはさせな
い) ：

その他 留意点：

その他のサービス：移送サービス 緊急電話・ベル リハビリ計画
在宅軽運動・体操計画 外出補助

ケア付随事項：介護補助具 鍵の保管場所 ショートケア
精神衛生センターのサービス

家族介護手当：手当ての額 無料サービス 親族の休息日

利用者の日常生活上の留意点：調剤ケア 糖尿病コード番号
退役軍人手当コード番号 ダイエット
アレルギー 視力 聴力 記憶力 精神状態

収入：給料 国民年金 厚生年金 介護手当 住宅手当
退役軍人手当・割増手当 介護手当割増 特別介護手当

訪問看護の報告レポート (外来に送られた患者について)

患者の氏名・住所・国民背番号

親族とのコンタクト：

現時点の問題点：

在宅における応急処置：

外来到着前の食事と服薬日時

報告：親族 (誰に) 訪問看護サービスに対して 訪問介護チームに対して

目薬 喘息止め インスリン注射
特別な薬などを患者が来所の際に持参すること

持参品：義歯 メガネ 補聴器 鍵 歩行補助具 杖 松葉杖 薬剤
緊急時呼び出し電話ブレスレット マイファイル ハンドブック
財布

その他留意点：

前回どこで患者をケアしたか：保健センター 中央病院 その他 (どこで)

付添いスタッフ：氏名 連絡先 日時 場所



当センターには, Simuna と Lahdekoti の２つのデイセ

ンターがあり, Simuna は比較的自立度の高い人が対象

で, 年間に100名程度が利用している. ここでは機能訓

練中の方やパーマのサービスを受けていた高齢者にお会

いすることができた. どの方も前向きで明るく, 健康的

な感じを受けたのが印象的であった. Lahdekoti は痴呆

の人が対象で, １グループが４～５名と少なく, 小部屋

で家庭的な雰囲気の中で編物をされていた. ここの高齢

者は表情が穏やかで, ゆったりとした時間の中で過ごさ

れている様子が伝わってきた. 当センターにもグループ

ホームもあるが, 痴呆のない比較的健康レベルの高い人

が対象である点が特徴であった.

その他に, ドアからドアをモットーとした移送サービ

スやナイトケア, 及びウイークエンドケアサービス等が

提供されており, 利用者も多いとのことであった.

４. Tuulikello (風鈴)

訪問したTuulikello (風鈴) はフィンランドで最初に

認可された民間の高齢者ケアホームで, 介護が必要な人々

に住居とケアサービスを提供している. １ヘクタールの

広大な敷地にプールを備えた瀟洒な平屋に18名の高齢者

が住んでいる. 職員はホーム長 (介護士) と社会福祉士,

介護士, ヘルパーの総勢８名である. 毎週１回保健師が

訪問している. また, 夜間は職員不在となるためナイト

パトロールを外部委託している. 最近このようなケアホー

ムの需要が高まっているとのことであった.

５. 自宅で暮らす一人暮らしの高齢者

私たちは幸運にも一人暮らしの80歳の女性宅にお邪魔

することができた. この方は受診や買い物などに無料の

タクシーサービスを利用している他は, 荷物の搬送や清

掃, 家の修理などを娘一家のサポートを受けながら自立

した生活を送っている. その日も娘や孫とその友人が遊

びにきており, 今でも母親としての気遣いや祖母として

の役割を果たしている, はつらつとしたおしゃれな女性

であった. このようにフィンランドでは. 社会的なサポー

トだけでなく, 身内のサポートも重要視しているという

説明に深くうなずく思いであった.

Ⅳ. ポリテクニックの教育の現状

１. フィンランドの教育システムと看護教育

フィンランドでは６歳になると就学前教育が開始され,

７歳から16歳まで９年間の義務教育後, Upper secondary

school として３年間大学進学を目的とした普通教育へ

進み, 大学入学資格取得試験が行われ University (大

学) へ進むコースと義務教育終了後 Vocational school
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図２ フィンランドの教育システム



(職業訓練学校) 及び Apprenticeship training (見習訓

練制度) から Polytechnic (高等職業専門学校) へ進む

コースの２つの教育システムからなる (図２).

看護職になるにはこのポリテクニックへ進むか或は大

学へ進み教育を受けることになるが日本と異なり看護実

践教育はポリテクニックでしか行われず, 大学は理論と

研究で, 両者の役割が分かれている. 大学では修士コー

スが準備されポリテクニック修了者が修士の学位を取得

するために大学へ進む. ポリテクニックから大学へ進学

する場合40単位 (約１年) が免除される. ポリテクニッ

クへは Upper secondary school と Vocational school の

卒業生がほぼ半々入学してきている.

２. ポリテクニックの沿革と教育の現状

１) ポリテクニックの沿革と運営 (図３)

ポリテクニックは９領域からなっているが森林関係分

野とヘルスケア分野の歴史は古く100年程の歴史を持っ

ている. 看護に関しては国立の看護専門学校 (職業訓練

学校) として誕生し, 公立に変更後, 1903年にポリテク

ニックの教育として開始, 1992年から看護教育が高等職

業専門教育として位置づけられた. このような教育の歴

史的変遷とEU連合への加盟という背景が加わって継続

教育に力点がおかれている様子が伺われた.

現在のポリテクニックの設置主体は自治体連合で28市

町村が参加し, 市議会議員等運営委員会が意思決定機関

となり, ９人の理事の協力のもと学長がポリテクニック

の教育責任を担っている. 今年度から研究理事会と教育

理事会が組織として位置づけられた.

２) ポリテクニックの教育の現状

今回訪問したポリテクニックは大学より実践的で専門

的な方向を重視しており, ３年半で登録看護師となり,
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図３ セイナヨキ・ポリテクニックの組織図

図４ Polytechnic Degree Programme in Nursing
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４年間で保健師の資格が与えられる. ポリテクニックの

修了者には Polytechnic degree が授与される.

Health Care and Social Service 学部の教育理念は

｢研究開発. 教育機関として社会福祉看護学の発展に寄

与し専門教育を行う. 研究を教育に生かす｣ と考えられ

ている. その特徴は①実生活との関わりをもった総合領

域の学校 (学生数750人17学位), ②社会福祉を充実する

研究と教育, ③人間の尊厳の尊重･人格の統合･自立を中

心概念とした老人の健康福祉を重視し, 患者個人だけで

なく家族や支える人々も対象として捉え, 看護師140単

位 (50単位は実習) ＝１単位40時間, 保健師 160単位

(60単位は実習) の教育カリキュラムが組まれている

(図４).

また, 2003年８月１日に政策的意図から看護学福祉

学の統合がされ, 質の高い実践的専門教育を目指して

Polytechnic postgraduate degree を看護の分野で申請

したが現在はビジネス, 社会福祉しか認められていない.

看護系の学生数は, 一学年, 看護師44人, 保健師17人,

理学療法士20人, 高齢者看護師20人, 継続教育コース20

人である. 教員数は30人, 事務職員は11人で担当してい

る.

３) 卒業生の資格と就業先

卒業生は主に病院 (大学病院･地域病院･民間病院･民

間診療所) と保健センターが就業先で, 行政機関や研究

機関, 管理的な立場での看護職の就労には修士が求めら

れるため大学院教育を受ける必要がある. 職業訓練学校

の nurse aid の資格では食事や掃除, 服薬介助など日本

の介護にあたる分野を担当する. このように資格と就業

は一致しており日本と異なる点である.

Polytechnic degree は EU連合での看護師資格基準と

しても認められている. 国内での看護職需要は常勤とし

ては全体の10％程度で殆どは非常勤での勤務となり, 給

料も安いためEU等, 他国に勤務場所を求める或は他の

業務につく等の問題がでてきている.

４) ポリテクニックの地域への貢献

人材の育成であり, 継続教育及び老人に特化した教育

等が行われ, 研究機能も大学との役割分担が明確でポリ

テクニックでは応用研究として現場との共同研究 (現場

の改善), 地域密着の課題を取り上げた研究をしている.

研究の詳細については次項で述べる.

Ⅴ. ポリテクニックの研究の現状

ポリテクニック内で看護研究の機能をもつ３組織につ

いて, 共同研究を通した地域貢献に焦点をあて述べる.

１. Health Care and Social Service 学部

現場看護職との共同の実際について保健センターの

Director of Nursing 側から捉えたところ, ポリテクニッ

クと共同で研究を行うことと, 学生実習を受け入れるこ

とがあり, その２つは切り離せない関係であった. 例え

ば, 積極的なリハビリの推進に関する研究があり, この

秋からは, 入院から退院・在宅への全過程に老人学の実

習生が付き添う方式にする予定で, 入院後なるべく早く

に在宅ケアへ移行できる方策を検討していきたい考えで

あった. この積極的なリハビリ方針は, 市の高齢者政策

でも強調されていたものである. その他, ポリテクニッ

クの研究結果で有効と思われるものは, 病院で活用して

いく意向であった. 共同研究実施時の発案者は, 保健セ

ンターとポリテクニックで半々であり, 研究メンバーの

募集は, プロジェクト毎に公募されるが, Director が

窓口となり, スタッフに呼びかける場合もある. 倫理上

の配慮として, 保健センター内に倫理委員会があり, 委

員には患者代表も含まれているそうである.

国際レベルの研究では, ヨーロッパやアフリカ諸国を

対象とし, 例えばアルバニアに対する保健師教育の立ち

上げ, 看護基礎教育の教科書づくり, 学生の受け入れ等

を行っていた. そのプログラムの一環で, 教員が現地に

派遣され講義をするなど教育支援も行っていた.

学部学生の研究に関わるものとしては, 図４のResearch

＆ Development in Nursing (以下, RD とする) と卒

業論文 (Final thesis) がある. RD には, 研究哲学や

看護研究の哲学, 情報収集方法, 看護の改善に向けた研

究方法等が含まれる. 卒業論文では, 現場と密接に結び

ついた研究を実施するようになっていて, CD ･ビデオ

など機材を使った支援方法, 広報を用いた内部改革等の

テーマがあった. 援助用に開発したパンフレット類を卒

業論文の最終ページに挟みこんであったのが印象に残っ

た.

前述した継続教育における研究機能としては, 卒業レ

ポートの作成があり, 現場の改善案を提言することが求

められる. テーマは, 学生が自分でみつけてくる場合と

教員が実施している研究プロジェクトに参加し関連した
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テーマとなる場合がある. 例えば, ポリテクニックと保

健センター等が共同実施している子どもから高齢者まで

の様々な対象における家族看護の研究プロジェクト等に

学生が加わるのである. 教員はそのような研究プロジェ

クトに学生が加わることを推奨している. 教員は, 学生

に継続教育の機会を活用して共同研究の経験を増し, 研

究を通して現場の看護の向上に努めていくことを伝えて

いるように見受けられた.

２. Research and Development Center (RDセンター)

これは図３の Research and Development Units に属

する. ４年前に設立された本センターの目的は, 南ボス

ニヤ地方の人口集団の健康と福祉の増進, および社会福

祉とヘルスサービスの開発等であり, 地方, 国, 国際レ

ベルの研究を実施する. 学部とは独立していて, 組織や

研究は連動していない. 研究所員は15人で, 10人が専任

(常勤は３人), 残りは非常勤である. 常勤以外は, 全て

プロジェクトによる任期制である. 研究を実施するには

自治体等の公的機関, 社会福祉・保健分野の第３セクター

や企業, 大学, ポリテクニック等様々な機関と共同して

いた. 例えば, 看護師・保健師の国外への流出や転職と

いった課題を受けて, どのように雇用の機会を創出する

か国の機関である雇用経済センターと共同研究したり,

高齢者事業連合会やスロットマシン協会, 自治体から助

成金を受けて, 高齢者が自立的な生活を送れるための在

宅リハビリに関する研究をしていた.

３. International affairs

この機関は, ポリテクニック全ての事項をコントロー

ルする Administration office に所属し, 図３に示した

組織の全てに関与している. 日本やヨーロッパ諸国等と

の国際レベルでの共同研究リストには40の研究テーマが

あげられ, その内, 看護に関わる研究は, 高齢者の健康

で自立した生活を支援するための IT 技術の利用の可能

性に関するもの等10の研究があった. 国際レベルでの研

究ではあるが, 中央病院や保健センター, 高齢者サービ

スセンター等の看護職等に協力を得たり, その施設から

補助金を得ていることもあった. また, この組織の

Manager は, 市の ｢2010年に向けた高齢者戦略｣ 立案

のための作業部会の一つ, 在宅ケア部会に加わっている.

Ⅵ. おわりに

本稿では, 高齢者のための保健医療福祉制度とケアの

現状, およびポリテクニックが果たす地域貢献について

教育・研究の点からまとめた. セイナヨキ市の高齢者サー

ビスの基盤は地方自治体にあり, その保健福祉サービス

の質を保障することは市の政策である. また, ポリテク

ニックも, その設置主体や組織的な位置づけからわかる

とおり, その社会的使命は自治体の人々の健康・福祉の

向上であり, 市とポリテクニックは Health Care and

Social Service 学部を中心にして非常に近接なつながり

があることがわかった. すなわち, ポリテクニックは,

質が高く効果的な保健福祉サービスの開発や実現, 高齢

者の福祉と健康の促進を目指した市の政策策定への関与,

それを可能とする看護職等の人材育成に向けて教育研究

を通して貢献していることがわかった. さらにポリテク

ニックは市レベルにとどまらず, 自治体連合レベル, 国

レベル, 国際レベルにおいても看護教育の向上などの地

域貢献をしていた.

今回の視察により, 自治体のヘルスケアシステムに高

等教育機関がうまく連携していくことにより, それぞれ

の機能の充実がはかられ, それがひいては自治体住民が

受け取る保健福祉サービスの質の向上につながる循環を

生むことを確認することができた.

註１) フィンランドの高等教育機関には, University (大学)

と Polytechnic (ポリテクニック) があり, ポリテクニッ

クで取得できる学位 (polytechnic degree) は, 学士

(Bachelor) に相当する.

註２) 家族介護手当て (omaishoidon tuki)：社会サービス法

にもとづき高齢者, 障害者, 長期療養者が必要な在宅ケア

を受けられるよう, 介護者に介護料金を支給する. 介護を

行う者は自治体社会事務所を通じて申請し, 手当ての額は

自治体が定める.

註３) SAS：調査あるいは明確化 (selvitys), 評価 (arviointi),

配置振り分け (sijoitus) の頭文字.

参考文献

1) Seinajoki Polytechnic International Edition 2002：Seinajoki

Polytechnic.

2) Sote：Research and Development Center For Social

Welfare and Health Seinajoki Polytechnic.

(受稿日 平成16年２月３日)

岐阜県立看護大学紀要 第４巻１号, 2004

― 146 ―



はじめに

平成15年３月16日～26日, 国際交流委員会の海外視察

事業の一環として, タイの首都であるバンコク中心部に

ある Chulalongkorn (チュラロンコン) 大学, バンコク

郊外にある Thammasat (タマサート) 大学, タイ北部

の中心都市チェンマイにあるChaing Mai (チェンマイ)

大学の看護学部を教員３名で訪問した.

タイでは, 1959年に看護の最初の大学教育が開始され,

1981年には看護師の基礎教育をすべて4年間の看護学士

(BSN)教育とした. アジア地域では先んじて看護師育

成を大学教育化した国である. 今回その背景や経緯につ

いて情報を得た. また, 国の発展を目指して教育を重視

し, 大学教育の質評価, 質保障に取り組んでおり, その

考え方･方法についても情報を得たので報告する.

11日間の視察日程は, 表１に示すとおりである.

Ⅰ. 視察の目的

１. アジア特有の看護学の確立を目指すタイにおける看

護教育の現状を知る.

２. ファカルティ・ディベロップメント (FD) と授業

評価の実施状況について調べる.
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タイにおける看護および看護教育の現状
－３大学の看護学部への訪問より－

松 下 光 子1) 堀 内 寛 子2) 齋 藤 和 子3)

Nursing and Nursing Education in Thailand :

The Report of the Visit to the 3 Faculties of Nursing in Thailand

Mitsuko Matsushita1), Hiroko Horiuchi2), and Kazuko Saito3)

１) 岐阜県立看護大学 地域基礎看護学講座 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing

２) 岐阜県立看護大学 育成期看護学講座 Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing

３) 岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Nursing of Adults, Gifu College of Nursing

表１ タイ視察日程 (平成15年３月16日(日)～３月26日(水))

視察大学名 月日(曜日) 内 容 面接者

(移動日) 3月16日(日) 日本→バンコク

チュラロンコン
大学看護学部

3月17日(月)
午前：チュラロンコン大学看護学部について
午後：大学内見学

Dr.Jintana 学部長

3月18日(火)
午前：ファカルティ・ディベロップメントについて
午後：看護学部の教育プログラム, タイの看護実践の特徴

Dr.Jintana 学部長
Dr.Waraporn 副学部長

3月19日(水)
午前：授業評価について, 看護学部と実践現場の共同活動
午後：王宮見学

Dr.Branom副学部長

タマサート大学
看護学部

3月20日(木)
午前：学部長挨拶, 看護学部の概要, 看護学部学士課程プログラム
午後：地域における高齢者看護ケア, 家庭訪問への同行, コミュニティ・

ヘルス・センター見学

Dr.Siriporn 学部長
Dr.Manyat 副学部長
地域看護講座スタッフ

3月21日(金)
午前：成人老人看護の概要, Wassanawedth ナーシング・ホーム見学
午後：アユタヤ見学

成人老人看護講座スタッ
フ

(移動日)･(休日) 22･23日(土･日) バンコク→チェンマイ

チェンマイ大学
看護学部

3月24日(月)
午前：学部長への挨拶, 看護学部の概要
午後：保育所見学, 実習室見学, 大学内見学

Dr.Wipada 学部長
Waraporn 助教授

3月25日(火)
午前：大学病院見学
午後：コミュニティ病院見学, コミュニティ･ヘルス･センター見学

Malee 助教授
Thanapun 講師

(移動日) 3月26日(水) チェンマイ→バンコク→日本



Ⅱ. タイの看護および看護教育

１. タイ王室と看護

タイでは, 看護に対する王室の貢献があって看護が発

展してきている. 現国王の母親は看護師であり, 国王の

父親も医学を学んでいた. 現国王には看護師の王女もお

り, 王女は看護協会のメンバーである.

２. 看護協会 (Nursing Association) と看護カウンシ

ル (Nursing Council)

タイの看護に関する組織として看護協会 (Nursing

Association) と看護カウンシル (Nursing Council) の

２つがある. 両者は別組織であるが, 常に協力し合って

いる.

看護協会への入会は任意であるが, 看護カウンシルは,

免許を取った看護師全員が所属する. 看護カウンシルは,

1985年に法的に位置づけられてできた組織であり, 看護

職の資格認定試験, 大学省から委託を受けた大学の教育

評価や大学設置時のカリキュラムの適切性の判断, 行政

への提言などを担う. 看護カウンシルのメンバー32名は

全員看護師である. 看護協会長が必ずメンバーになる他

は, 保健省, 大学省, 赤十字, 看護協会, バンコク市行

政当局, 国防省, 警察に所属する看護師である.

看護協会からの行政への提言はカウンシルへ伝えられ,

カウンシルから行政に伝えられる.

タイでは４年に１回全国の看護師が集まるカンファレ

ンスを行う. 看護協会とカウンシルが協力して開催する.

そこでその後のタイの看護のあり方が決められていく.

３. タイの看護師資格の種類と認定方法

タイの看護師資格は３種類ある. １. テクニカル・ナー

ス, ２. プロフェッショナル・ナース, ３. アドバンス

ト・プラクティス・ナースである. 資格認定は, すべて

看護カウンシルが行う. 全員が４年間で看護師･保健師

の学習をするため, 保健師資格はなく看護師のみである.

タイでは1997年以降, 看護師資格は5年ごとに更新が

必要となった. 免許更新のために全国に50の継続教育ユ

ニットがある. セミナーへの参加, 論文を書く, 教育に

かかわる, カンファレンスに出るなど学術的な活動が免

許更新時の条件として必要となる.

テクニカル・ナースは, 1981～98年まで存在したテク

ニカル・プログラムという高校卒業後２年間のコースを

修了し, 資格をとった看護師である. 現在は養成されて

いない. テクニカル・プログラムについては, 後述の看

護教育の歴史で説明を加える.

プロフェッショナル・ナースは, 大学で４年間学習し,

看護学士を得て資格をとった看護師である. 現在のタイ

における看護師の基礎資格である.

アドバンスト・プラクティス・ナース (APN) は,

2003年１月に初めて認定試験を行った新しい資格である.

修士課程でそのためのプログラムを修了することが必要

となる. 小児, 精神, 母性, 外科, 地域看護の領域があ

る. これもカウンシルが資格試験を行い, 認定する. タ

イにはアメリカのようなクリニカル・ナース・スペシャ

リスト (CNS) の資格はなく, アドバンスト・プラク

ティス・ナースに統一している. 診断･処方はできない

が, 今後, 法改正して決まった処方はできるようにした

いと考えているとのことであった. まだ新しい制度であ

り賛否両論あるが, 看護の質の改善ということで社会や

行政の支持は得ている.

４. タイの看護教育の歴史と現状

１) 看護教育の歴史

タイで最初の看護学校は, 現在のマヒドール大学であ

る. 国王が作った学校であり, 助産師教育校であった.

その後は, 病院付属の看護学校が増えていった.

1959年にマヒドール大学に初めて学士課程における看

護師の養成課程ができた. 1981年に看護師養成のための

准学士課程 (Diploma) を廃止し, すべて学士課程 (BSN)

にした. しかし, すべて４年課程にすると人材が不足す

るなどの理由で医師から反対があったため, 移行期間と

して1998年までの20年間限定でテクニカル・プログラム

という２年間のコースを作った. 高校卒業後, ２年間の

テクニカル・プログラムに進む. プログラムを終え実践

を４年以上すると, さらに２年間のコースを受け看護学

士が取れるようにした. 現在は移行期間を過ぎ, テクニ

カル・プログラムはないが, テクニカル・プログラム修

了者が進学するための２年間のコースは続けている. ま

た, 准学士卒業者が, １年か１年半で看護学士が取れる

コースもある. すべてを学士課程にするにあたっては,

教育省, 保健省, 大学省と協議し進めた.

1973年に初めての看護学の修士課程がチュラロンコン

大学に開設された.

２) 学士・修士・博士課程における看護教育の現状と大
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学評価

現在56の看護師養成のための４年制課程がある. ９つ

は大学省の管理下 (つまり国立大学), 35は保健省, ５

は国防省, １は警察, １はバンコク市, 他の５つは私立

である.

学士教育の内容に関しては, 下記のような教育基準＝

ナーシング･スタンダードがある. これは, 単位数 (ク

レジット数) の制限のみである.

学士の看護教育基準：一般教育32～35単位, 最低限は

32単位. 内容は, 基礎科学と数学, 社会科学, 人文科学,

言語とコミュニケーション. 専門教育の中で, 専門前教

育 (医学, 保健学, 疫学など) 35単位, 専門科目73単位

(うち最低限24単位は実習), 教養科目６単位. 計130－

150単位. 計の単位数は, 大学教育の基準である.

カリキュラムの具体的な内容は, カウンシルで了解が

出れば認められる. 大学設置は大学省に申請するが, カ

リキュラムの妥当性はカウンシルで検討する.

修士課程は２年間. チュラロンコン大学における修了

要件の単位数は, 授業27単位, 論文12単位, 計39単位で

ある. 43あるいは45単位の大学もある.

チュラロンコン大学では, 10年前に論文を書く代わり

に自分自身の実践を改善する活動を行うコースを設けた.

論文なしのコースを設けたのは, 社会の変化により高度

な専門職が求められるようになったためである. 修士課

程を博士課程進学コースと実践改善コース (高度な専門

的実践を行うためのコース) に分けた. 実践改善コース

の学生が博士課程に進むには, 研究に関する授業を追加

して学ぶことが必要になる.

博士課程は４年間. 国内に７課程がある. チュラロン

コン大学では, 博士課程は論文作成の学習のみである.

大学評価は, 看護カウンシルが行う. 学生, 教員, 学

長, 臨床指導者などへの聞き取り調査, 報告書の提出,

教員や学生の満足度調査, 授業内容の聞き取り, 授業資

料の閲覧などを行う. その結果, １～５年間の期間で改

善を求める通告が出る. １, ２年間のうち, すなわち即

刻改善を求められるのは, 評価の低い大学である. 評価

のよい大学は５年後に再評価になる. 最低５年に１回は

評価を受ける. １年後に改善を求められて改善に取り組

んでいないと入学生をとらないよう勧告される. 入学さ

せても, 卒業生は卒業しても資格が取れなくなるため学

生が集まらなくなる.

５. 看護共同研究ネットワーク－CRNN (コラボレイティ

ブ・リサーチ･ネットワーク･イン･ナーシング)

看護協会, 看護カウンシル, 大学で行政, 国会に働き

かけ, 10年前から海外の博士課程に教員を送るときは国

から財政サポートが出るようになった. 300の奨学金制

度がある. しかし, 1997年の経済危機以後, 国からこれ

までほどお金を出せないので自分たちでがんばるよう言

われ, 国内の博士課程の改善に取り組んだ. 同時に,

CRNN (コラボレイティブ・リサーチ・ネットワーク・

イン・ナーシング) を作った. 国内で教員が交流し看護

研究を推進するための大学間ネットワークである. そこ

での焦点は, 次の７つの研究領域である.

７つとは, 精神, 家族と子どもの健康, 慢性疾患と症

状管理, 高齢者, 看護システム, 女性の健康, ヘルスプ

ロモーションである. 博士課程のある大学が７つあり,

各大学がどれかのテーマの促進役割を担っている. 精神

はチュラロンコン大学, 家族と子どもの健康はチェンマ

イ大学, 慢性疾患とヘルスプロモーションはマヒドール

大学, 高齢者はプリンス・オブ・ソンクラ大学, 看護シ

ステムと女性の健康はコン・カーン大学である. マヒドー

ル大学は３つのキャンパスにそれぞれ博士課程があり,

それを含めて７課程である. これらの研究課題は政府の

要請でもあり, それぞれの課題に対し基金が出ている.

Ⅲ. 訪問した３大学

１. タイにおける大学の使命

タイの大学は, 国立か私立のみであり公立大学はない.

タイの大学における学部 (Faculty) の使命は４つある.

それは, 教育, 研究, サービス, 文化の継承である. サー

ビスというのは, 大学で開発した知識を使っていくため

のアカデミック・サービスである. 各大学ともこれらの

活動に取り組んでいる.

２. チュラロンコン大学看護学部

チュラロンコン大学は, 1917年にラーマ６世という国

王によってつくられたタイで最初の大学であり, 国立の

総合大学である. 入学して来る学生の成績は, 国内でトッ

プクラスである. また, 研究重視 (Research Intensive)

の大学で, 知識開発が大学の目的の中心であり, 国や地

域の相談役となっている. 教育方針は社会に出て役立つ
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ことである. また, 生活の質を高めるための社会サービ

スにも重点を置いている.

看護学教育は, アメリカで最初に看護教育を始めたコ

ロンビア大学のティーチャーズカレッジに習い, 1967年

に教育学部の一部として始まった. 看護を大学教育にす

るための教員養成を目指して作られた課程である. 1973

年にタイ国内で最初の大学院教育を始め, 1988年に看護

学部として独立した. 看護界のリーダーと教育者を育て

るのが目的である. 看護学部は大学院大学であり, 修士

課程と博士課程のみである.

看護学部の教員は29名で, うち22名は博士の学位を持

つ. 全員を博士の学位を持つ教員とするため, 残り７名

は現在国内外の大学の博士課程で勉強をしている.

教員の他に17名のサポートスタッフがいる. ７名は

IT 技術者, 統計技術者など授業の手伝いや講義資料作

成をサポートするスタッフである. 10名は事務局職員で

ある. サポートスタッフをもっと増やしたいと考えてい

る.

2003年３月時点の学生数は, 修士課程293名(看護管理

171名, 看護教育17名, 精神看護25名, 看護科学80名),

博士課程14名である.

教員との相互交流を持つため, 授業は１クラス20名以

下にしている. ２学期制である. 遠距離教育を行ってい

るため, 入学時期を２時期設けている. １期に入学する

のは普通入学の修士・博士課程の学生, ２期に入学する

のは, 遠距離教育, 週末のみコースの学生である. 週末

のみというのは, 仕事を持っており週末のみ大学で教育

を受ける人々のコースである. 遠距離教育と週末のみコー

スは, 通常の授業料に10％強追加して授業料を取ってお

り, その授業料は教育を担った教員に配分する. 大学の

収入は国からのもの, 授業料, 他の仕事からであり, 予

算配分は学部で決めて全学の委員会に申請し決定される.

国による管理ではない. 看護学部は, 多くの看護師が来

やすいように授業料を他学部より安くしている. 授業料

は, 単位数による計算ではなく定額である.

昨年からオンラインを使う遠距離教育を開始した. 国

内に３ヶ所のセンターがあり, 卒業生がレクチャーをし

ている. 学期のはじめに本キャンパスに全員が集まりオ

リエンテーションを受ける. その後, 学期の中間と終わ

りに教員が各センターに出向くが, それ以外はオンライ

ンで交流する. 技術スタッフのサポートがあるのででき

ることである. 学生からのメールも技術スタッフがまず

見て, 多くの学生が質問しているから全員に回答したほ

うがいいものや個別に返すほうがいいものなどに内容を

分類してから教員に送られて来る. 一方通行の講義と違

いネット上で議論できることがメリットでもある.

修士課程に入学する学生のための準備教育として,

IT 技術, 英語, 統計は, 全員が必要である. 50～70％

の学生は修士課程を２年で修了できる.

博士課程 (Ph.D) 入学には, 修士修了と学士修了の

コースがある. 修士があれば68単位, 学士後直接は78単

位必要である. 68のうち講義が20で48が研究である.

修士・博士課程にはマレーシアなど近隣諸国から学生

が来る. 論文は英語で書く. マレーシアの看護学部設立

は, チュラロンコン大学の教員がバックアップした.

国際交流活動では, インディアナ大学, 神戸大学, デ

ンマークの看護学校などと交換留学や共同研究などの提

携校になっている.

学部の使命の１つであるサービスでは, 看護職のため

のワークショップ, 住民への健康教育, 地域の委員会の

メンバーとなりリーダーとして活動, 大学設立記念日に

来校者に健康相談･健康教育などを行っている.

２. タマサート大学看護学部

タマサート大学は, 1934年にタイの民主化革命のリー

ダーの一人が作ったタイで２番目に古い大学で, 国立の

総合大学である. ７つの学部がある. 看護学部のあるラ

ングジット・キャンパスは, ２番目にできたキャンパス

であるが一番広いキャンパスである, また, 1997年アジ

ア大会が行われた場所であり, 選手の宿舎が学生や教員

の宿舎になっている.

看護学部は, 1996年にできたばかりで７年目である.

修士課程は来年, 博士課程も数年後に作る予定である.

看護学部の学士課程学生数は, １学年60名程度である.

学部の哲学には, ヘルスプロモーションとタイの文化

に基づいた知識の開発が含まれている.

ヘルスプロモーションは, 2002～07年の国の計画のひ

とつである. 健康増進, エクササイズ, セルフケア, 病

気を持つ人がその状態でどう生きていくか, 死に近い人

が安らかにどう死んでいくかも含む.

タイの文化に基づいた知識の開発は, 具体的にはタイ
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式マッサージ, ハーブ, タイ料理, 気など民間療法とし

て行われてきた知識を看護師が知り, 人々が自分で健康

を保持することができるように支援するためである. ま

た, 各地域には特有の文化があるので, それを看護師が

知ることでコミュニケーションや理解が深まる. 現在も

カリキュラムの中に伝統的な智慧を取り入れるようにし

ているが, 科目そのものはない. 今後取り入れていきた

い. 保健省の中に伝統的な療法の有効性を調査する機関

もある. このような伝統療法があることを知り, その有

効な部分をうまく取り入れることができるよう適切な療

法を選ぶ力をつけられるようにしている.

学部の必要単位は, 143単位. 一般教育は, 英語, 数

学, タイ語, 経済などの人文科学, 自然科学である. 専

門科目は, 基礎と専門に分かれる. 専門の中で29単位,

時間にして1800時間は実習である.

教育方法として, ７科目に PBL (problem based

learning) を導入している. 学生がグループで学習する.

講座の主任教員がオーストラリアの大学で研修を受けて

きた. タイでは PBL を取り入れている大学もあるが一

般的ではない. PBL 導入の理由は, 学生が自分で考え

て知識を身につけることができ, 学習意欲が出てくるこ

と, 勉強を続けていけるという思いが出てくるためであ

る. 卒業生による PBL 学習の評価は, 実際に職場で使

えるということで良好である. 学生時代には PBL は時

間をとられ大変と批判的な学生もいたが, 卒業後よい評

価に変わる. 教員にとってもこの授業方法は大変である.

国際交流活動としては, 米国などとつながりを作って

いるところである. 国 (大学省) の方針として, 海外と

の協力を進めるということがある. 特に日本やマレーシ

アなどの南アジア地域での協力である.

３. チェンマイ大学看護学部

チェンマイ大学は, 国内で最初にできた地方の国立大

学であり, タイ北部の中心となる大規模な総合大学であ

る. 1972年から医学部の中で看護の教育が始まった.

看護学部の学生数は, 学部, 大学院含めて約1400人で

ある. スタッフは, 教員175名, スタッフ150名であり,

看護学部には全部で1700人ほどが所属する. 教員のうち

35名は博士の学位をもつ.

学士課程は, 毎年225名の入学生がある. ４年の学士

課程が110名, インターナショナル・プログラムが40名,

２年間のテクニカル・ナースからの進学課程が75名であ

る. 修士課程は, 今年は300名近い学生が入った. 老人,

感染管理, 母子, 成人, 精神, 女性のケア, 子どものケ

ア, 看護管理などの領域である. 各領域に15名ずつの学

生を取る. 週末コースもあり, 成人, 精神, 看護管理で

学生を取る. 博士課程は, 年間15～16名の学生が入学す

る. 今年は６名が修了した.

国際交流活動では, 米国の大学と協力している. また,

中国からの依頼で学生の受け入れや教員を送るというこ

とをしている. 北京や上海, 西部地方などの大学から６

～10名くらいずつチェンマイにくる. 欧米に比べてタイ

は授業料が安いため, 中国などから学びに来る.

研究では, ヘルスシステム, HIV/AIDS についての

大きなプロジェクトを行っている. 海外の大学との共同

研究も行っている.

サービスでは, 看護や健康に関するサービスを提供す

る. 老人デイケアのクラブで栄養の話などいろいろな活

動をしている. ナーシング・サービス・センターでは,

教育を提供している. その中でインターナショナル・ト

レーニング・コースがあり, アフリカやアジアの国から

受け入れをしている. WHOやユニセフと協力している.

文化の継承活動では, 地元の祭りに教員も学生も参加

する. 民族衣装を着たり, パレードに出たり, 伝統食を

作る. 若い人は伝統的なことを大事にしなくなってきて

おり, 大学ではこういうことを大事にしている.

Ⅳ. ファカルティ・ディベロップメントと授業評価1)

１. チュラロンコン大学

大学の中央機関にFD課がある. メンバーは事務職で

ある. 看護学部では学部長, 副学部長が FDに関するこ

とを扱う. 活動は, 教員の国際会議参加や海外で論文を

提出するための経済的支援, 管理者が連携のため海外に

行く経済的支援, スタッフの研究支援, 博士取得教員に

卒業１年目に海外研修の費用を出す, 博士取得後２年以

降の教員には申請すれば費用を出すなどである. また,

教育方法のワークショップも行う. 有料ワークショップ

は, 参加教員の所属学部が費用の半分を負担する. これ

は学部長の判断で行われる. 教員の要望に応じ外来講師

を迎えセミナーを開くこともある. 教員の関心に応じて

予算を使う制度もある. 予算執行は学部長と副学部長の
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判断によるが, 希望が多くて予算を超える場合は, 学部

内の委員会で審議されることもある.

海外で発表するための基金が学部, 大学の両方にある.

Ph.D 取得のため在籍のままの留学をサポートすること

も重要な役割である. つまり, 不在の教員の仕事を皆で

カバーできるようなサポート体制を整えることもFD活

動の一つである.

授業評価は, 授業終了後コースの評価, 教員評価, 学

生の自己評価などを行い毎年カリキュラムの見直しを行っ

ている.

２. タマサート大学

FD 課はないが, 各学部から代表が出て, FD に関し

て話し合う場がある. そこは, それぞれの学部でどのよ

うな人材を育成するかを提案しあう組織である. 活動内

容は学部で優先順位をつけ実施するが, 学部の方針に沿っ

たものの優先度が高くなる. 活動予算もそれによってつ

く. 教員の学術的発表などの参加費用の予算取りをする

役割も重要である.

授業評価は, 各科目の評価, 学期ごとの評価がある.

評価内容は, 教員の評価と授業内容評価の両方がある.

品質保証システムとして, 教員自身の自己評価も行う.

授業評価は, 以前は教員が配布, 回収したが, 今は学部

の学術サービス課の職員が配布, 回収し, 結果をまとめ

たものを教員に報告する. 授業評価の結果どのように改

善したかは各教員が学部長に報告する. 新任３年間は試

用期間であり, その間は特に評価される. 教員はどのよ

うに改善して授業を行ったかを報告する. 授業評価で改

善がみられなかったため解雇された教員もいる.

３. チェンマイ大学

看護学部には基礎, 外科･内科, 小児, 精神, 看護管

理, 地域などの８つの講座がある. 各講座が独自に FD

を考えている. 主な活動は, Ph.D.を各講座の教員が順

番に取りに行くことを支援することである. その他, 毎

年の予算で国際会議出席への経済的支援も行う. 学部全

体として外来講師を招き講演を聞く会も催している.

授業評価は, それぞれの教員について学生が評価する.

例えば, ｢授業はどうだったか？｣, ｢試験は？｣ などの

内容を科目の最後に自由記載させる. 配布, 回収は教員

ではなく専門の担当部門が行う. その部門で集計された

ものが教員へ返却される. その評価をもとに講座内で話

し合い, 今後の授業の工夫を皆で考える. 教材の工夫も

行っている. 留学先でみた採血練習用のモデルが高価で

買えなかったので, 同じようなものを大学で開発し, 特

許をとったものもある.

Ⅴ. 視察した地域の施設

視察した施設を表２に示した.

老人ホームを視察したが, タイでは高齢者は家族が世

話するという価値観があり, 老人ホームは全国でまだ20

施設しかないとのことであった. また, タイの行政区割

りは, 国－県 (プロビンス) －郡 (ディストリクト) －

村 (タンボーン) であり, 各県に一つ県立病院, 各郡に

一つ郡病院がある. さらに, 複数の村を担当するコミュ

ニティ・ヘルス・センターがある2). 国の政策により,

郡病院にヘルスプロモーション部門が設けられ, 全世帯

の世帯票があり生活や家族の健康状態を把握していた.

まとめ

タイでは, 1959年より看護学の大学教育が開始され,

1981年には, 看護師養成の基礎教育が学士課程教育とさ

れていた. また, 看護師免許は５年ごとに更新を要する

形となっていた. 基本的にはアメリカに範を求めて教育

制度をつくってきたことが感じられた.

当初は欧米の博士課程に看護教員を送り, 教育を受け

させてきたが, 1997年の経済危機を契機に, 国内で博士

課程の改善･充実に取り組んできた. 博士をとった看護

教員の増加と国内での博士課程と研究の充実により, ア

ジア人である自分たちの力でアジア独自の看護学のあり

方を追究していきたいという機運が高まってきている.

大学間で看護研究ネットワークを作り看護研究を推進し

ており, 複数の大学で共同のテーマに取り組む体制づく

りは, 日本でも積極的に取り組まれるとよいと感じた.

タイでは, 看護学の大学教育がアジア地域では早期か

ら実施されており, 発展してきていることから中国, マ

レーシアなど近隣諸国から学生が学びに来ている. また,

教員たちもそれらの国の看護学教育を応援している. 修

士課程, 博士課程の教育は英語を用いて行われており,

他の国の学生が学びに来やすい環境がある. 本学では,

学部教育の中で使える英語の習得を目指しているが, 英

語を学ぶ意味として, 国を超えた看護職者の交流を目指
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すことを学生に伝えられるとよいのではないかと考えた.

最近開始された遠隔地教育においては, 卒業生を各地

のレクチャラーとしていた. 日本でも現場の実習指導者

を大学教育活動支援者として明確に位置づける制度をつ

くり, そのことが現場の指導者にとってはキャリアとし

て認められるようになるとよいのではないかと感じた.

タイは, 経済的, 社会的にもっと国を発展させること

をめざし, 高等教育の充実に力を入れている状況がある.

各大学で FD活動がなされていた. 学会発表の支援や

海外からの講師招聘に加え, 博士取得のための海外留学

支援が３校に共通した活動の１つであり, これはタイ独

特の活動であると感じた. 活動のための予算獲得も組織

の重要な役割のようで, 大学のポリシーにあったものや,

国益のために必要な研究活動などが優先されていた.

授業評価は各大学でなされていた. 授業評価は事務局

が配布回収集計し, 結果が各教員に返却されるシステム

であった. 授業評価の公正な実施を考えるにあたっては,

参考にすべき体制であると感じた. 評価の結果を踏まえ,

各講座で次年度のカリキュラムを話し合い, 授業改善に

大いに利用されていた.

授業の工夫では教材の開発にも力を入れていた.

各大学で ｢品質保証｣ という言葉がよく聞かれた. 大

学の ｢教官の品質｣, ｢教育の品質｣ を保証します, とい

う意味あいである. その中で ｢教官の品質｣ を保証する

ためには博士を取得させることが重要という考え方のよ

うである. 本学でも, ｢教官の品質｣ を向上させること

で, ｢教育の品質｣ を保証しようという考えのもとで活

動を行っている. 方法は異なっているが目指している方

向は同じであると思われた.

引用・参考文献

1) 堀内寛子：資料５他大学との交流③タイ国看護系大学との

国際交流報告, 平成12～14年度教育能力開発委員会：活動

のまとめ, 岐阜県立看護大学教育能力開発委員会, 53 54,

2003.

2) 齋藤和子：タイにおけるプライマリーヘルスケアの動向,

平成11年度保健省医療技術評価総合研究事業 看護の質の

確保に関する研究 プライマリヘルスケアに基づく看護モ

デルの開発－都市型プライマリヘルスケア看護モデルの評

価および開発途上国におけるプライマリヘルスケア看護モ

デルの開発－, 31 39, 1999.
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表２ 見学施設と概要

施設名 (施設の種類：関係大学) 概 要

Wassanawedth Nursing Home
(老人ホーム：タマサート大学)

仏教の僧侶の後見により1986年に開設された施設である. 定員220名. 20名ずつの居室, ４
戸１単位のタウンハウス, 一戸建てがある. 病気を持つ人のための病棟居室もある. 行政か
らお金が出ており, 20名の居室は費用の自己負担はないが, それ以外は自己負担あり. 入所
は, 地元県の住民は直接施設に申し込むが, 他県の住民は県の社会福祉局に申込み, 審査が
ある. 入所にあたっては, まず家族に家族と暮らすほうがよいと説得する.

大学内の乳幼児デイケア
(保育所：チェンマイ大学)

大学のコミュニティ・サービスの１つであり, 学生が健康な子どものケアを学ぶ実習施設の
１つでもある. 生後６週～３歳までの子ども80名を受け入れ. 保育時間は7:30-17:00. 看護
婦が２人おり, ２ヶ月に１回発達チェックを行っている.

Maharaj Nakorn Chaing Mai Hospital
(大学病院：
チェンマイ大学医学部付属)

タイ北部最大の病院. 地方で手術ができない患者などが送られてくる. この病院を受診する
には, 紹介状が必要. (プライベートな保険を使う患者は自由に受診可). 看護部の役割は,
患者中心の看護サービスを提供すること, タイ北部の看護サービスの改善.

Sanpatong Hospital
(コミュニティ病院：

チェンマイ大学)

チェンマイ県のサンパトーン郡にある郡病院. 郡の人口80579人. 120床. スタッフは, 医師
12, 看護師90 (プロフェッショナル･ナース66, テクニカル・ナース24, うちヘルスプロモー
ションアカデミッシャン(パブリックヘルスの修士)１, サニテーションアカデミッシャン1).
病院の質保障評価でよい評価を得, 患者数増加. ベッド不足. 病院内にヘルスプロモーショ
ン部門がありスタッフ14名がいる. プロフェッショナル･ナース３, テクニカル・ナース２,
ヘルスプロモーションアカデミッシャン１, 他は, 短大で公衆衛生を学んだ職員. 郡内2500
全世帯の世帯票があり, 家族構成, 地図, 家庭の基本情報, 訪問記録が入っている.

ある地域のヘルスセンター
(コミュニティ・ヘルス・センター：

タマサート大学)

タイの最小単位の保健施設である. スタッフは, 所長１, 看護師２, 歯科助手１. 週１回半
日医師が来る. 看護師２名で800家族を担当. 全家族の訪問が目標であるが, 実際に訪問で
きているのは約20％. センターの仕事は保健省の方針に基づき, 年間, 月間, 毎日の活動計
画を立て行う. クリニック, 健康教育, 家庭訪問, 相談など.

Khun Khong Center
(コミュニティ・ヘルス・センター：

チェンマイ大学)

チェンマイ大学学生の実習施設の１つである. スタッフは, センター長１, 看護師２ (テク
ニカル・ナース, 医療ケアのためのプロフェッショナル・ナース), 公衆衛生職員(衛生, 環
境担当)１. 健康教育や家庭訪問は看護師が担当. センター長も看護師である. ９つの村の
1308家族, 人口4673名を担当. センターの仕事は, ヘルスプロモーション, 疾病予防, 治療,
リハビリテーション. 毎年計画を立てて実施.



はじめに －慢性の病いと人間－

生・老・病・死は人間を取り囲む環境がどのように変

化したとしても, 避けることのできない永遠のテーマで

あろう. 人は誰でも病気になる可能性をもっており, 病

気はどのようなものでも慢性に移行する可能性がある.

すなわち, 現代社会の中で生活する人々は誰もが慢性の

病気をもつ可能性があると言えよう.

私たちは慢性の病気に対してどのような思いを抱いて

いるのであろうか. ｢慢性｣ という用語は, 長い間続く

とか, なかなか変化しないとか, あるいはやっかいなど

のイメージを与えることがある. しかし定義をするのは

難しいとされている1). ストラウスらは慢性の病気をも

つ人々を対象に調査を続け, 生活の中の慢性の病気はど

のようなものであるのかを明らかにしようとしてきた.

そうして発展をみたのが, ｢病みの軌跡｣ (trajectory of

illness) であり, 病みの軌跡という考え方は, 慢性病領

域における実践と教育および研究の方向づけとなると提

言されている. この中で彼らは慢性の特性を慢性性

(chronicity) と名づけて説明している. 人は若者から

高齢者まで誰もが病気の慢性状況に苦しめられる可能性

があり, 人はこのような状況の予防を望み, それが不可

能であれば慢性状況を管理しようとする. この予防と管

理のためには生涯にわたる毎日の活動が必要であり, そ

の多くが家庭で行われる.

すなわち, 慢性状況におけるケアの焦点は治癒にある

のではなく, 病気とともに生きることにある. それゆえ,

慢性性における援助は ｢病気をもつ人が病みの行路を方

向づけることができ, 同時に生活の質を維持できるよう

にすること｣ (支援的援助) にあり, 援助者は対象者が

どこから来てどこに行こうとしているのかを常に心にと

めておかなくてはならないとされている2). このような

考え方に立つとき, 慢性の病いをもつ人々の捉え方がよ

りしなやかになると期待できよう. そこで本論では, こ

のような病みの軌跡について, 慢性疾患の一つである糖

尿病における状況を交えながら解説したいと思う.

Ⅰ. ｢病みの軌跡｣ という考え方

病みの軌跡では, 慢性の病気は長い時間をかけて多様

に変化していく一つの行路 (course) を持つと考えられ

る. 病みの行路は, 方向づけたり, かたち作ることがで

き, 病気に随伴する症状を適切にコントロールすること

によって安定を保つことが可能である. 慢性の病気は病

気に伴う症状や状態のみならず, その治療方法もまた個

人の身体的安寧に影響を与え, かつ生活史上の満足や毎

日の生活活動にも影響を与える. たとえば, 血糖のコン

トロールを続けている若者がインスリン注射と食事療法

が友人との付き合いを困難にすると感じ, その療法の自

分にとっての意味が見出せずにインスリン注射の中断や,

仲間との暴飲暴食に至ることがある. そのような状態が

続くと病状が悪化し, 合併症が発症する可能性も高くな

る.このように病みの行路は, 病気である個人が人生に

おいて何を大切にしているかによって異なるものとなる.

１. 病みの軌跡の歴史的経緯

｢軌跡｣ という用語が慢性状況に適用されたのは, 1960
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年代初期である. ストラウスらはターミナル状況にある

患者のケアを研究し, 死に臨むプロセスは一定の時間を

必要とし, 患者と家族, そして保健医療職者は病みの行

路を方向づけるために数多くの方略を用いているという

洞察に至り ｢軌跡｣ という用語が導かれた3).

ストラウスらはその後も慢性の病気を描き出す方法を

探求し, 1960年代後半から1970年代にかけて病院および

家庭における慢性の病気の管理についての調査に携わり,

痛みや配偶者による家庭でのケアに関する研究などによっ

て, 慢性状況の多様な局面, 管理することの意味, 管理

のプロセスを促進・妨害する条件などが示されるように

なった. 1980年代になると軌跡の考え方が実践において

有用であることを ｢Chronic Illness and the Quality of

Life｣ の中で共同研究者であるコービンらと紹介し, 慢

性の病気は一つの行路を持つこと, その行路は適切な管

理によって方向づけができること, さらに慢性の病気は

毎日の生活にさまざまな問題 (必要な養生法, 時間の調

整, 生活上の孤立など) を確実にもたらし, 個人と家族

が生活の質を維持するためにはそれらを調整しなければ

ならないことを指摘した4).

たとえば痛みを持つ人は, 数年にもわたる疼痛コント

ロールの経験があり, 患者のこのような経験は病院に入

院している間の疼痛コントロールに影響を与えることが

わかった. 専門職者は患者の既往歴を知っていても, 病

気や痛みに対する患者の経験はほとんど知らず, 本人が

それまで生活の中で行ってきた対処方法にしたがって現

在の痛みに対応していることに気づかない. そのため,

このような患者の中には ｢やっかいな｣ 患者というレッ

テルをつけられることがあるという指摘がなされた5,6).

家庭におけるケアに焦点を当てることにより, 慢性状

況を管理する時の興味深い特性が新たに導き出され, 患

者とその配偶者あるいは家族が語った歴史的な話によっ

て, 軌跡の局面 (急性期, 安定期, 不安定期, 下降期,

臨死期など) が導き出され, 1992年に報告された7) (表

１). 慢性の病気はこれらの局面を移行し, またどの局

面に位置しているかによって, 対処しなければならない

問題も, 必要な調整も異なるとされている.

さらに, 長い年数にわたる病気のコントロールは, 実

際には病院や保健医療施設ではほとんど行われておらず,

毎日の管理の大部分は家庭において, かつ, 患者とその

家族によって行われていること, 家庭では病気によるそ

の人の生活史上の変化とか養生法を遂行するときに直面

する困難などへの対応に追われ, これらの対応とその人

の仕事や役割との間で葛藤が生じるときは, かなり深刻

な事態となること, および生活に必要な調整や症状に適

した食事を維持する方法を学ぶなどはかなりの努力が必

要であることなどが指摘された. このように, 生活の場

における患者に目を向けることによって, 病気に伴う身

体的・心理的制約のために人々が毎日の中で遭遇してい

る問題や苦しみを捉えることができるようになった.

その後, 欧米においては1993年と1997年にロビンソン

らによる外科治療や高齢者における報告8,9), 2000年にバー

トンらによる脳血管障害患者の回復過程における報告10),

および2002年に多発性骨髄腫患者における報告11)などが

されている. また, コービンはストラウス没後, 立ち直

り期を促進する看護の役割を重視し, それまで下位局面

であった立ち直り期を新たに局面として加えている12,13)

(表２). わが国においては1995年に局面を含めた軌跡の

考え方が紹介され, 1998年に食行動異常における報告14),

2000年に回復過程における軌跡の方向性を見極めること

の重要性の指摘15), 2002年に病いの慢性性との関連の紹

介16), および2003年には軌跡の考え方によって対象把握

に変化が生じた看護事例の報告17)などがされるに至って

いる.
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表１：軌跡の局面 (1992, JM.Corbin＆A.Strauss)

局面 phase 特徴

前軌跡期 pretrajectory
病みの行路が始まる前, 予防
的段階, 徴候や症状がみられ
ない状況.

軌跡発現期
trajectory
onset

徴候や症状が見られる. 診断
の期間が含まれる.

クライシス期 crisis 生命が脅かされる状況.

急性期 acute
病気や合併症の活動期. その
管理のために入院が必要とな
る状況.

安定期 stable
病みの行路と症状が養生法に
よってコントロールされてい
る状況.

不安定期 unstable
病みの行路や症状が養生法に
よってコントロールされてい
ない状況.

下降期 downward

身体的状態や心理的状態は進
行性に悪化し, 障害や症状の
増大によって特徴づけられる
状況.

臨死期 dying
数週間, 数日, 数時間で死に
至る状況.

＊転載許可を得て ｢慢性疾患の病みの軌跡｣ (医学書院) より掲載.



２. 病みの軌跡における概念

１) 軌跡と局面移行

病みの軌跡における主要な概念の一つは軌跡 (trajectory)

であり, これは病みの行路と同様の意味をもつが, 過去

を振り返ったときにはじめてわかるものである. 不確か

ではっきりとわからない場合があるが, 連続的曲線を成

す. その他に軌跡の局面移行と下位局面移行, 軌跡の予

想, 管理に影響を与える条件, 生活史および日常生活に

与える影響などがある.

病みの行路を方向づけるためには, 患者と家族と保健

医療職者が共に努力することが必要であるとされている.

これには, 起こりうる結果を予測し, あらゆる症状を管

理し, 随伴する障害に対応することが含まれる.

軌跡の局面移行 (trajectory phasing) は, 慢性の病

気がその行路を経るときのさまざまな変化を表す. 下位

局面移行は, 病気の行路の中では毎日の絶えざる変化が

あること, それは続いて起こる可能性があることを示し

ている. 局面全体は, 上に向かう時 (立ち直り期) と下

に向かう時 (下降期あるいは臨死期), そして同じ状態を

保つ時 (安定期) がある. たとえば, 次のようにである.

30歳代で２型糖尿病を指摘された60歳代男性は, 大腸

炎で入院治療中に糖尿病を指摘され(軌跡発現期), 食事

療法を中心に糖尿病教育を受ける(急性期). 退院した後

の一年間は食事や運動に気をつけ, 状態が安定していた

(安定期). その後仕事が忙しくなり, しだいに通院を中

断するようになった. しかし本人は治療を中断したとい

う意識はなく, 食事療法は守っていると考え, そのまま

の生活を続けていた (不安定期). 54歳のとき鼻出血が

止まらずに緊急入院となる(不安定期～下降期). 薬物療

法が開始され, 糖尿病について再教育を受け(立ち直り

期), その後食事に気をつけるようになり, 定期的に通

院も続けていた (安定期). 一昨年, 母親が高齢のため,

離島にある実家へ戻る. その後治療を中断するようにな

り, 今回足の手入れの不注意 (本人の言葉) から足潰瘍

をつくり, 治癒遅延のため外科病棟に入院となった (不

安定期～下降期)18).

10歳の時に１型糖尿病を指摘された18歳の女性は, 腹

痛と嘔吐で病院を受診し, 病気を指摘された. そのとき,

｢子供を生むことをあきらめるように｣ と医師が母親に

話しているのを聞いて, 自分はみんなと同じように, 結

婚し母親になることはできないのだと思ったと言う. そ

れ以来 ｢自分だけがなぜこんな病気にならなくてはいけ

ないのか｣ ｢いつもほかの人たちをうらやましく思い一

生結婚できないんだ｣ と思って生活していた (軌跡発現
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表２：軌跡の局面 (2001, JM.Corbin)

局面 phase 特徴 管理の目標

前軌跡期 pretrajectory
個人あるいは地域における慢性状況に至る危険性のある
遺伝的要因あるいはライフスタイル.

慢性の病気の発症の予防.

軌跡発現期/
軌跡の始まり

trajectory onset 徴候や症状が見られる. 診断の期間が含まれる.
適切な軌跡の予想にもとづき, 全体
計画を作り出す.

安定期 stable
病みの行路と症状が養生法によってコントロールされて
いる状況.

安定した病状・生活史への影響・毎
日の生活活動を維持する.

不安定期 unstable
病みの行路や症状が養生法によってコントロールされて
いない状況.

安定した状態に戻る.

急性期 acute
病気や合併症の活動期. その管理のために入院が必要と
なる状況.

病気をコントロールのもとにおくこ
とで, いままでの生活史と毎日の生
活活動を再び開始する.

クライシス期 crisis 生命が脅かされる状況. 生命への脅威を取り去る.

立ち直り期 comeback

障害や病気の制限の範囲内での受けとめられる生活のあ
り様に徐々に戻る状況. 身体面の回復, リハビリテーショ
ンによる機能障害の軽減, 心理的側面での折り合い, 毎
日の生活活動を調整をしながら生活史を再び築くことな
どが含まれる.

行動を開始し, 軌跡の予想および全
体計画をすすめる.

下降期 downward
身体的状態や心理的状態は進行性に悪化し, 障害や症状
の増大によって特徴づけられる状況.

機能障害の増加に対応する.

臨死期 dying 数週間, 数日, 数時間で死に至る状況. 平和な終結, 解き放ち, および死.

＊転載許可を得て ｢Chronic Illness｣ (Springer Publishing Company) より掲載13). This is a chart shown under a permission. Refer in detail to JM.
Corbin : Chronic Illness and Nursing, In RB. Hyman, JM. Corbin, ed.: Chronic Illness, Springer Publishing Company, 1-15, 2001.



期～急性期). 親は本人に対して食事や日常生活につい

て気を遣ってくれて, 母親がいれば大丈夫と思ってすご

していた. 医師に言われたとおりに食事に気をつけ, イ

ンスリン療法を行い, コントロールはしばらくよかった

(安定期). 思春期とともに体重が増え, 気にしていた15

歳の頃, 医師に ｢どうしてこんなに太るんだ. ちゃんと

治療を守っているのか, 親もちゃんとわかっているのか｣

と言われ, 食べては吐くの繰り返しをしてケトアシドー

シスで３回入院した. 医療者に対する不信感と自分に対

するコンプレックスが強くなり, HbA1c は10台であっ

たが特に怖いとも思わなかった (不安定期). 合併症の

ことは聞いていたが実感として感じてなかった. 18歳に

なり異性友達ができるが病気についてははっきり伝えな

かった. 遅い時間のアルバイトを始め, 生活が不規則に

なるとともにインスリン注射を中断するようになり (不

安定期～下降期), ケトアシドーシスで入院となる (急

性期)19).

２) 軌跡の予想

軌跡の予想 (trajectory projection) は, 病気の行路

に関する見通しを意味し, これには病気の意味, 症状,

生活史, および時間が含まれる. 人々は, これから何が

起こるのか, どのくらいそれが続くのか, 自分はどうな

るのか, どのくらいの費用が必要なのか, 自分と自分の

家族にとっての意味は何か？と疑問を抱くことがある.

たとえば, 糖尿病の診断を受けた人の中には, その病気

が血液透析と失明を意味することがある. この場合, 束

縛された人生として予想され, この見通しは絶望的な想

いや自暴自棄的行為をもたらすことがある. 病気とその

コントロールに関わる患者・家族・医師・看護師などは,

それぞれ独自に軌跡の予想を行い, どのように方向づけ

るべきかという考えを持つ. しかし, それらはその人の

知識や経験, 伝聞そして信念によって異なるものとなる.

重要なことは, 医療職者が描いている予想と, 患者や家

族が描いている予想は必ずしも同一ではないということ

であり, 医療職者の中でもそれぞれが異なる予想をして

いるということである. 先に提示した二つ目の事例では

｢自分は, みんなと同じように結婚し母親になることは

できない｣ という軌跡の予想が示されている. その他の

例を表３および以下に示す.
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表３：糖尿病とともに生きる人々における軌跡の予想と生活史への影響の例

年代, 性別
(診断時期)

軌跡の予想 生活史への影響

70歳代男性
(40年前)

このままでは透析をしなくてはならない. 近い将来透析に
なってしまうだろう. 透析をするとすぐに死んでしまう.

透析を始めると, 週２～３回は病院に来なくてはならない
ため, 自分の好きなことが全くできない. 今の生活以上に
拘束される.

60歳代女性
(10年前)

透析をしなくてはならなくなる. 何もできなくなってしま
う. 重病人になってしまう.

食べることが楽しみだったのにそれができなくなってしまっ
た. 友達のところへ行ってもみんなと一緒に食べられない.
周りの人から ｢なぜ食べないの. 糖尿病か, たいへんだね.｣
と言われた. 家族の食事と別になってしまう. 家族に迷惑
がかかるのではないか.

50歳代女性
(15年前)

退院したら元の生活に戻るからこのままだと透析になって
しまう. 自分ではどうしたらいいのか分からない. どうに
かしろと言われても困る.

入院中だけ施設が息子をみてくれることになったけど退院
したらまた引き取らなきゃいけない. 死んだ方がいいわよ.
(障害をもつ息子の介護を１人で背負っている.)

30歳代女性
(６年前：
１型)

透析になったらどうしようかと思う. 本でうつ病のチェッ
クがあったけど, 全部当てはまった. 死にたいっていつも
思っていた.

自分でさえ糖尿病のこと受け入れられていないのに人に糖
尿病のことなんて言えない. 家族も私に気をつかうように
なった. 私がいたら食事に気をつけないといけないプレッ
シャーがある. 復職したかったけど低血糖の対処ができな
いからやめてくれって言われた. インスリンをうつたびに
いやになる.

30歳代女性
(14年前)

目が見えなくなることが怖い. ポンプをつけて血糖は少し
良くなったけどインスリンをやめることはないと思う. で
も, これから何をするのか, 何をしたいのかあまり考えた
ことはない. 結婚もしてみたいけどこの体では無理でしょ
う. でも悲観はしていないの.

仕事・友人との遊び・恋愛という若い女性らしい生き方が
奪われた.

60歳代男性
(15年前)

もういいんだよ. どうにもならないんだよ. 自分が悪いん
だけどね. 人生がすべて終わってしまった. (下肢切断時)

母ちゃんに家に帰ってくるなって言われた. 母ちゃんに食
わせてもらうんだよ.

20歳代女性
(８年前)

糖尿病であっても介護の仕事をしたい. 必ず仕事ができる
と思う. コントロールすれば, 赤ちゃん生めるよね.

｢私のせいで・・・｣ と, 母親に泣かれる.

*註：ここに示す軌跡の予想および生活史への影響は, 糖尿病における病みの軌跡－看護職者による17の報告から－24)に示されたものからその一部を紹介
する.



ある女性は糖尿病を発症したときに母親から ｢どうし

てこんな病気に｣ と言われ, 母親が持っていた ｢一生治

らない病気｣ という予想, および ｢重い合併症の出る病

気｣ という予想に影響され, 心に重荷を負ったように感

じ, 30歳になるときまでコントロールがうまくいったと

いう思いを抱いたことがなかった. いつしか ｢自分は健

康ではない｣ という思いが大きくなり, 糖尿病の養生法

が負担になっていった. この女性に接した外来の看護職

者は面接の機会をもち, 本人の今の思いを聴くとともに,

健康とはなんだろうなどを話し合うことから始めた. ６

ヶ月後に患者は自分の思いを自由に表現するようになり,

それまで記録していなかった食事の記録用紙をもって外

来を訪れるようになった20,21).

３) 管理に影響する条件

軌跡の管理がどのようにどの程度遂行されるかという

ことは, 数多くの条件によって異なる. 影響する条件は

種類もさまざまで, 管理を促進したり, 妨害したり, ま

たそれによって管理が複雑になることさえある. 影響を

与える状況の一つは ｢資源｣ であり, これには人的資源,

社会的支援, 知識や情報, 時間, 経済力が含まれる. そ

れ以外の条件には, 医学的状態とその管理に伴う過去の

経験, 必要なことを実施する動機づけ, ケア環境とその

適切性 (家庭あるいは医療施設が特定の局面にある患者

や家族のニーズを充足できるかなど), ライフスタイル

と信念, 軌跡の管理に携わっている人々の相互作用や相

互関係 (協力的か衝突的かなど), および保健医療に関

わる法的・経済的環境などがある.

軌跡を管理するために目標を立てるときは, これらの

条件を考慮に入れながら, 行うべき課題の性質を調べ,

必要となる資源を準備し, その状況の中で誰がどのよう

な課題を遂行するかを調整し, どのような帰結が期待で

きるかを明確にしなければならない. たとえば立ち直り

期の目標は, 病気を持った人が自分の制限の範囲内で,

以前のような生産的で満足できる生活が送れるようにな

ることであり, 生理学的な安定や回復のみならず, ｢編

みなおし｣ と呼ばれる個人の生活史上の課題が含まれる.

Ⅱ. 病みの軌跡にもとづく看護

１. ケアについての基本的な考え方

慢性状況におけるケアの焦点は, 第一に慢性状況の予

防にあり, 第二に病気を管理しその病気とともに生きる

方策を発見することにある. そのため, 看護においては,

対象者が病みの行路を方向づけることができ, 同時に生

活の質を維持できるように援助することを通して, 慢性

の病気とともに生きること, すなわちその人が自分なり

の生活を続けることができるようにすることが最大の目

標となる. この二つの目標は支持的援助というケアを提

供することで達成される. それは直接的ケア, 健康教育

やカウンセリングの提供, 調整などの方法で行われる.

２. 看護のプロセス

看護のプロセスにおける最初の段階は, その個人と家

族の位置づけである. ｢位置づけ｣ には, 過去から現在

までの軌跡の局面, 現在の局面の中で経験されているす

べての症状や障害, 管理のプロセスに参加している人々

の軌跡の予想, 養生法と選択可能なすべてのケアを含む

軌跡の管理計画, この計画の遂行状況, 家族がそれぞれ

どこでかかわっているか, 日常生活活動を遂行するため

の調整などが含まれる. 位置づけができれば目標を設定

するが, その場合, 患者と家族は軌跡管理の積極的な参

加者であることから目標設定は共同の課題であり, 患者

は選択の前に十分な情報を提供されなければならず, 目

標はそれぞれの局面に適したものでなければならない.

コービンは2001年に局面における目標を表２のように提

示し, たとえば, 軌跡発現期では ｢適切な軌跡の予想に

もとづき, 全体計画を作り出すこと｣, また安定期では

｢安定した病状・生活史への影響・毎日の生活活動を維

持すること｣ としている.

次の段階は, 管理に影響を与える条件のアセスメント

である. その事例における管理を促進する条件や目標に

到達する能力の妨げとなる条件を明らかにし, 介入の焦

点を定める. それは患者が望ましい目標に到達するため

にはどのような条件を操作しなければならないかを明ら

かにすることでもあり, たとえば患者の軌跡の予想が不

正確である場合は, その点を修正することが可能である.

そして最後の段階は介入の効果を見極めることである.

新たな調整やコーピングが必要なときに, その人がどの

ように対処できているのか, 新たな状況の中でどのよう

に懸命に努力しているのか, 感情的にも身体的にも動き

出そうとするような変わり目にあるのかなどを見極める
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ことが重要である.

３. 病気とともに生きることと ｢編みなおし｣

慢性状況を抱えながら生きていくとき, 人は病気に伴

うさまざまな状況と折り合いをつけて生活する. この折

り合いをつけるために, 人は病みの行路の変化に伴って

自分の日常の活動を行うためのさまざまな工夫を求めら

れ, 何度も細かい調整を行わなければならないため, こ

れは最終的な状態というより一つの過程と考えられてい

る. たとえば, ある慢性関節リウマチの人は毎朝更衣の

前にストレッチ運動をするとか, 関節を温めるとか, 薬

が効いてくるのを待つなどで調整を行う. さらに, 寝た

きりで人工呼吸器をつけながらも自ら望んで在宅での独

居生活をしている筋ジストロフィーの人の場合は, 生活

を援助してくれるボランティアを募集し, 彼らが吸引や

清潔操作などが出来るように研修を行い, 研修後に正式

なボランティアとして雇用し, 生活の介助を依頼してい

る. この人は, 毎日のスケジュールや栄養を考えた食事

内容, 掃除の仕方, 水を使う量に至るまで自ら考え, パ

ソコンでボランティアに指示するのであるが, これらも

生活を続けるための調整である. このような日常の調整

を行いながら人は病気との折り合いをつけようとする.

そして, このような一連の過程のなかで行われる内面の

作業が ｢編みなおし｣ である. その人がそれまで編んで

きた人生や生活という糸を少しほどいてもう一度編みな

おすのである. 先の事例のなかで, 編みなおしは次のよ

うに紹介されている.

食事の説明を行いながら, 看護職者は今後は治療中断

に至らないようにと願っていた. そこで, これまでの経

緯を本人に話してもらいながら, 中断しないためにはど

うすればよいかを話し合った. ｢初めて糖尿病といわれ

たとき, びっくりしたが病気と思っていなかった. 食事

量を半分にして体重を落とせば, 糖尿病は治ると思って

いた. 前の病院の医師に合併症がおこったら大変と言わ

れたが, まだ網膜症も何もなかったので大丈夫と思って

いた. 仕事が忙しいので, 一段落してから病院に行こう

と思っていた. 今は糖尿病になったのは仕方がないが,

放っておくと怖い病気と認識している. 前の病院の医師

はかなり強く僕のことを心配していろいろ話してくれた.

あのとき彼の言うことを聞いていれば眼は悪くならなかっ

たかもしれない. 彼を裏切ったようで申し訳ない気持ち

でいっぱいだ. 食事は何をどれ位摂取すれば良いかわか

れば自分でできる. いままでちゃんとやっていると思っ

ていたんだ. 問題は量だったんだ. これからは計って食

べようと思う. だから量を教えて下さい. 今回足の手入

れの不注意から入院となったが, 自分の体, 糖尿病を見

直すきっかけとなり良かったと思っている. 人生はまだ

まだこれからだからね. 酒は好きだが一番の生きがいは

畑仕事だ. 眼が見えなくなって働けなくなったらもうお

しまい. 眼科の先生は糖尿病をコントロールすれば, 眼

は大丈夫と言っていた. 眼のことを考えたら酒をやめる

ことは簡単だ. 宴会ではウーロン茶で誤魔化せばいいし,

最後の手段には病気だと周りの人間に話してもいい.｣

とこれまでを振り返り, 糖尿病を持ちながらも今後の人

生へ前向きに編みなおしている22).

おわりに

クライマンは病気と人間について ｢病いは経験である.

痛みやその他の特定の症状や患うことの経験である. 病

いの経験は, われわれの時代や生活を構成しているあら

ゆる特徴と分かちがたく結びついている. われわれの持っ

ている観念, 感情, 家庭や職場での対人関係をかたち作

る密接な結びつき, さらには広く共有されているイメー

ジ, 経済的な力, ケアや福祉の社会的機構と結びついて

いる｣ と指摘する23). 私たち看護職者は保健医療の対象

である人々の身近にいることのできる存在であり, かつ,

その人々の24時間をみようと思えばみることのできる存

在である. 慢性の病いがその人と家族の生きることにど

のような影響を与えるのか, そしてどのように繋がって

いるのかについてさらに考えていきたいと思う.
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Ⅰ. はじめに

本学では平成13年度より看護実践研究指導事業として

過疎地域診療所の看護活動の充実に向けた取り組みを実

施している. 平成14年度の取り組みから, 看護活動の充

実のためには保健・医療・福祉・介護全体を含めた住民

へのサービス提供のあり方を追求することが重要であり,

看護職はサービスの経済的側面への再認識が必要である

ことを確認した1).

本報告は, 看護実践研究指導事業における基礎資料の

一つとして国民健康保険 (以下, 国保とする) 医療費を

取り上げ, 既存資料による数量的データから過疎地域の

国保医療費の現状を確認することを目的とする.

Ⅱ. 方法

１. 調査対象

平成13年度末現在の岐阜県内の国民健康保険者は, 99

市町村および２国民健康保険組合であるが, 本報告では

市町村保険者のみを対象とした. そのうち, 過疎地域自

立促進特別措置法に基づく過疎地域に指定された町村

(以下, 過疎地域とする) は, 27町村である2). 過疎地域

の町村名, 位置は図２に示してい

る.

２. 調査項目

調査した項目は以下のとおりで

ある. 国保医療費に関するデータ

の他に, 医療費に影響すると考え

られる因子として人口と医療機関

に関するデータを調査した. すべ

て平成13年度のデータを収集した.

１) 人口・高齢人口割合

２) 国民健康保険被保険者 (以下, 被保険者) 数, 被保

険者の年齢構成, 被保険者のうち老人保健法による医療

給付 (以下, 老人医療) 対象者数

３) 国保医療費の総額, 老人医療費の総額

４) 国保, 老人医療それぞれについて, ①１人当たり診

療費 ②被保険者100人あたり受診率 ③１件あたり診

療日数 ④１日あたり診療費

５) 国保１人あたり医療費の地域差指数

６) 病院および診療所施設数, 病床数

３. 分析方法

上記項目について, 過疎地域とそれ以外の地域に分け

て分析した. 分析に用いた項目について以下のとおり説

明する.

｢医療費｣ ：当該年度内の医療機関等における傷病の治

療に要する費用を推計したもの. 医療費の範囲を傷病の

治療に限っているため, 正常な妊娠や分娩, 健康診断・

予防接種, 義眼・義肢等に要する費用は含まれない3).

国民健康保険制度では医療費に該当する費用を ｢療養諸

費｣ と呼称している. 医療費の内訳を図１に示す.
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[資料]

岐阜県内の過疎地域における国民健康保険医療費の現状

大 井 靖 子 坪 内 美 奈 杉 野 緑 北 山 三津子

Medical Expense at the Depopulated Area in Gifu Prefecture

Yasuko Oi, Mina Tsubouchi, Midori Sugino, and Mitsuko Kitayama

岐阜県立看護大学 地域基礎看護学講座 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing

療養諸費

(医療費)

療養の給付

訪問看護療養費

(老人訪問看護療養費)

入院時食事療養費

療養費

(医療費の支給)

診療費

調剤費

診療費

その他

入 院

入院外

歯 科

�
�
�
�
�現物給付
�
�
�
�
�
�
�
�
�現金給付
�
�
�
�( ) 内は老人保健制度の呼称

図１ 医療費の内訳



｢医療費の３要素｣ ：医療保険統計では, 通常１人あた

りの医療費を３要素に分解して分析することが多く,

｢１人あたりの医療費＝受診率×１件あたり診療日数×

１日あたり医療費｣ の式で表される. 受診率とは, 被保

険者１人あたりのレセプト件数である. 同じ月に複数の

医療機関に受診するとダブルカウントされるので, 正確

な受診患者割合を示すものではない. １件あたり診療日

数は, 入院の場合は１ヶ月内の在院日数, 入院外の場合

は通院回数である. １日あたり医療費は１日あたりの平

均医療費である4).

本報告の ｢結果６.｣ では, 療養の給付にかかる ｢診

療費｣ の３要素について分析した. よって医療費のうち,

院外処方による調剤費, 訪問看護, 入院時食事療養費等

は含まれていない.

｢地域差指数｣ ：年齢構成以外の要因による全国平均１

人あたりの医療費との乖離度を示し, 地域ごとの医療費

の高低を比較する尺度となる5). 基準医療費に対する実

績医療費の比率で表される.

４. 資料

調査に用いた資料は表１のとおりである.

Ⅲ. 結果

１. 過疎地域の人口と高齢化率

過疎地域全体の人口は82,930人であり, 県人口の3.9％

にあたる. 最も人口が多い町村は神岡町11,654人, 最も

少ない町村は藤橋村474人であった.

過疎地域全体の高齢化率は31.1％, 過疎以外の地域は

18.2％であった (表２). 最も高い町村は坂内村49.8％,

次いで春日村40.4％, 久瀬村38.0％であった. 最も低い

町村は白川村21.8％, 次いで清見村23.5％であった. 県

全体の高齢化率は18.7％であった.

２. 過疎地域の医療機関と病床数

病院・診療所施設数, 病床数, 人口10万人あたり施設

数・病床数について表３に示す. また, 100床以上の病

院について, おおよその位置を図２に示す. 病院・診療

所施設, 病床ともに過疎以外の地域に集中している.

人口10万人あたりの病院・診療所施設数は, 過疎地域

が100.08施設, 過疎以外の地域は73.44施設であった. 二

次医療圏では飛騨医療圏が92.78施設と最も多かった.

過疎地域, 飛騨医療圏, 岐阜医療圏が全国平均を上回っ

ていた.

人口10万人あたり病床数は, 過疎地域が853.73床, 過

疎以外の地域が1164.04床であった. 二次医療圏ごとで
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表１ 使用した資料一覧

・県国民健康保険課 ｢国民健康保険事業状況 (平成13年度)｣

・県国民健康保険団体連合会 ｢岐阜県国民健康保険疾病分類

別統計表 (平成13年５月分)｣

・厚生労働省保険局 ｢国民健康保険事業年報 (平成13年度)｣

・厚生労働省保険局 ｢国民健康保険実態調査 (平成13年度)｣

・県統計調査課 ｢平成13年 岐阜県統計書｣

・県統計調査課 ｢平成13年 岐阜県人口動態統計調査結果｣

・県医療整備課 ｢平成13年 病院名簿｣

・県医療整備課 ｢平成13年 衛生年報｣

・県医療整備課 ｢岐阜県保健医療計画 平成11年３月｣

・厚生統計協会 ｢国民衛生の動向２００３年｣

表２ 高齢化率と被保険者割合
(平成13年)

高齢化率

国民健康保険被保険者

人口に占める
被保険者割合

被保険者の内
65歳以上の占
める割合

過疎地域 31.1％ 42.6％ 51.4％

過疎以外の地域 18.2％ 35.2％ 38.0％

岐阜県全体 18.7％ 35.5％ 38.6％

全国 18.0％ 34.7％ 38.2％

表３ 病院・診療所施設数と病床数 平成13年10月１日現在

施設数 病床数 人口10万人あたり

病院施設数 診療所数
有床診療所
(再掲)

計 病院病床数
診療所
病床数

計 施設数 病床数

過疎地域 7 76 18 83 563 145 708 100.08 853.73

過疎以外の地域 107 1,383 253 1,490 20,621 2,997 23,618 73.44 1,164.04

岐阜医療圏 47 614 119 661 8,800 1,409 10,209 82.82 1,279.21

西濃医療圏 17 267 63 284 3,527 780 4,307 72.16 1,094.37

中濃医療圏 23 216 32 239 3,189 354 3,543 61.33 909.16

東濃医療圏 15 217 37 232 3,326 446 3,772 64.21 1,043.90

飛騨医療圏 12 145 20 157 2,342 153 2,495 92.78 1,474.39

岐阜県 114 1,459 271 1,573 21,184 3,142 24,326 74.48 1,151.86

全国 9,239 94,019 17,218 103,258 1,646,797 209,544 1,856,341 81.12 1,458.34

※精神・感染症等含む病院・病床数である ※診療所には歯科診療所は含まれない



は飛騨医療圏が最も多く1474.

39床であり全国平均を上回っ

ていた. 次いで岐阜医療圏12

79.21床, 西濃医療圏1094.37

床であった.

３. 過疎地域の被保険者の

状況

過疎地域の人口に占める被

保険者の割合は42.6％, 過疎

地域以外は35.2％, 県全体で

は35.5％であった (表２).

過疎地域の中で被保険者割合

が最も高い町村は坂内村57.2

％, 次いで春日村51.5％, 東

白川村51.2％であった. 最も

低い町村は白川村30.8％, 次

いで河合村33.1％であった.

被保険者に占める65歳以上

の割合をみると, 過疎地域全

体では51.4％, 過疎以外の地

域では38.0％であった. 県全

体では38.6％であった (表２).

最も高い町村は坂内村75.6％,

次いで宮川村66.0％, 藤橋村

64.3％であった.

高齢化率と被保険者割合の相関を見ると, 高齢化率が

高いほど被保険者割合は高くなる傾向が見られた (相関

係数＝0.562). 人口, 被保険者とも高齢者割合が最も多

いのは坂内村であった. また上之保村と宮川村では, 高

齢化率はそれぞれ31.5％, 31.8％と近似していたが, 被

保険者に占める高齢者の割合がそれぞれ43.7％, 66.0％

と約1.5倍の差があった.

４. 過疎地域の医療費・１人あたり医療費

過疎地域・過疎以外の地域・岐阜県・全国それぞれの

国保医療費と老人医療費の現状を表４に示す. 平成13年

度時点の老人医療受給対象者は, 70歳以上および65歳以

上70歳未満でねたきり等の障害認定を受けた者である.

被保険者総数にかかる１人あたり医療費についてみる

と, 過疎地域は353,631円, 過疎以外の地域では338,979

円, 県全体では339,668円, 全国は365,145円であった.
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図２ 過疎地域と病院の分布

表４ 被保険者数・医療費・１人あたり医療費 (平成13年度)

被保険者総数 老人医療対象者 老人医療の占める割合
〈B〉
／
〈A〉

被保険者
総 数
(人)

総医療費

(千円)

１人あたり
医療費(円)
〈A〉

老人医療対
象者 (人)

老人医療費

(千円)

老人１人あ
たり医療費
(円)〈B〉

老人医療対
象者/被保
険者総数

老人医療費
/総医療費

過疎地域 35,310 12,486,696 353,631 13,207 7,654,486 579,578 37.4％ 61.3％ 1.64

過疎以外の地域 715,170 242,427,367 338,979 185,986 131,344,311 706,205 26.0％ 54.2％ 2.08

岐阜県 750,480 254,914,063 339,668 199,193 138,998,797 697,810 26.5％ 54.5％ 2.05

全国 44,212,456 16,143,938,539 365,145 11,755,103 8,961,650,862 762,363 26.6％ 55.5％ 2.09

※被保険者総数・老人医療対象者数は年度平均の数である



最も高い町村は, 宮川村517,391円, 次いで高根村448,498

円, 洞戸村430,284円, 最も低い町村は武儀町288,771円,

次いで清見村289,829円であった.

１人あたり老人医療費は, 過疎地域は579,578円, 過

疎以外の地域では706,205円, 県全体では697,810円, 全

国は762,363円であった. 最も高い町村は, 白川村678,435

円, 次いで洞戸村659,074円, 宮川村656,299円, 最も低

い町村は, 久瀬村451,566円, 次いで河合村469,847円で

あった.

被保険者に占める老人医療対象者数の割合は, 過疎地

域が37.4％, 過疎以外の地域が26.0％, 県全体では26.5％,

全国では26.6％であった. 最も割合が高い町村は, 坂内

村50.5％, 次いで宮川村48.3％, 串原村48.0％であった.

総医療費に占める老人医療費の割合は, 過疎地域が61.3

％, 過疎以外の地域が54.2％, 県全体では54.5％, 全国

では55.5％であった. 最も割合が高い町村は, 串原村76.0

％, 次いで上矢作町70.1％, 坂内村68.9％であった.

１人あたり医療費は被保険者総数より老人医療費の方

が, 過疎地域では1.64倍, 過疎以外の地域, 県全体, 全

国ではそれぞれ約２倍高かった.

被保険者総数にかかる１人あたり医療費は, 過疎地域

の方が過疎以外の地域より約1.04倍と若干高かったが,

１人あたり老人医療費は, 過疎以外の地域のほうが過疎

地域より約1.22倍高かった. 過疎地域内の最高と最低を

比較すると, 被保険者総数にかかる１人あたり医療費で

は約1.80倍, １人あたり老人医療費では約1.50倍の格差

が見られた.

１人あたり医療費は, 被保険者総数, 老人医療とも過

疎地域も過疎以外の地域も全国平均を下回っており, 岐

阜県は全体的に１人あたり医療費が全国平均より低かっ

た.

５. 年齢補正後の１人あたり医療費 (地域差指数)

被保険者総数にかかる１人あたり医療費と, 年齢構成

による影響を除した１人あたり医療費について, 全国平

均を１としたときの指数および年齢構成による影響を除

した指数 (地域差指数) を示す (図３).

過疎地域は高齢者の割合が高いことから, 全体的に地

域差指数が下がっている. 坂内村と上矢作町は地域差指

数が最も下がっていた. 宮川村, 高根村, 洞戸村および

藤橋村は年齢補正後も上位に位置していた.

６. 診療費の３要素

療養の給付にかかる診療費について３要素に分け, そ

れぞれ入院, 入院外について分析した. 被保険者総数の

諸率を表５, 老人医療対象者の諸率を表６に示す.
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表５ 診療費の３要素 (被保険者総数) (平成13年度)

入院 入院外 計 (入院＋入院外＋歯科)

１人あた
り診療費
(円)

100人
あたり
受診率

１件あた
り日数
(日)

１日あた
り診療費
(円)

１人あた
り診療費
(円)

100人
あたり
受診率

１件あた
り日数
(日)

１日あた
り診療費
(円)

１人あた
り診療費
(円)

100人
あたり
受診率

１件あた
り日数
(日)

１日あた
り診療費
(円)

過疎地域 142,820 37.67 18.14 20,901 151,319 927.85 2.02 8,082 312,993 1,085.87 2.60 11,071

｢過疎以外の地
域｣ を１とした
ときの値

1.11 1.20 1.02 0.91 1.09 1.06 0.89 1.16 1.08 1.04 0.93 1.11

過疎以外の地域 128,774 31.38 17.81 23,044 139,063 877.92 2.28 6,953 289,692 1,040.72 2.79 9,992

岐阜県 129,435 31.68 17.83 22,992 139,639 880.27 2.27 7,003 290,788 1,042.85 2.78 10,042

全国 146,123 36.56 18.86 21,191 138,675 897.71 2.29 6,753 308,041 1,068.00 2.90 9,941

表６ 診療費の３要素 (老人医療対象者) (平成13年度)

入院 入院外 計 (入院＋入院外＋歯科)

１人あた
り診療費
(円)

100人
あたり
受診率

１件あた
り日数
(日)

１日あた
り診療費
(円)

１人あた
り診療費
(円)

100人
あたり
受診率

１件あた
り日数
(日)

１日あた
り診療費
(円)

１人あた
り診療費
(円)

100人
あたり
受診率

１件あた
り日数
(日)

１日あた
り診療費
(円)

過疎地域 241,334 61.23 17.61 22,388 252,926 1,340.12 2.17 8,692 514,824 1,514.11 2.80 12,126

｢過疎以外の地
域｣ を１とした
ときの値

0.85 0.94 0.99 0.91 0.88 0.88 0.84 1.20 0.86 0.87 0.89 1.11

過疎以外の地域 285,405 65.41 17.78 24,546 286,018 1,523.60 2.59 7,248 600,430 1,746.24 3.15 10,913

岐阜県 282,483 65.13 17.77 24,412 283,823 1,511.43 2.57 7,319 594,754 1,730.84 3.13 10,976

全国 326,427 79.10 19.33 21,354 282,965 1,572.81 2.58 6,960 639,194 1,797.20 3.34 10,635



入院診療費についてみると, ｢１日あたり診療費｣ は

過疎地域のほうが低かった. ｢１人あたり診療費｣ と

｢受診率｣ は, 被保険者総数について過疎地域が高くなっ

ていた. ｢１件あたり日数｣ は, 被保険者総数・老人医

療とも過疎地域と過疎以外の地域では最も差が少なかっ

た.

入院外診療費についてみると, 過疎地域は ｢１日あた

り診療費｣ が過疎以外の地域と比較して最も高く, 特に

老人医療で高かった. ｢１件あたり日数｣ は過疎地域が

低かった. ｢１人あたり診療費｣ と ｢受診率｣ は, 老人

医療対象者について過疎地域の方が高かった.

７. 過疎地域の入院診療費

それぞれの過疎町村について診療費をみると, 入院診

療費に大きな格差が見られた. 過疎町村の入院診療費の

３要素について, 上位３町村と下位３町村を表７に示す.

｢１人あたり診療費｣ が最も高い宮川村と高根村を見る

と, ｢受診率｣ ｢１件あたり日数｣ も上位を占める一方,

｢１日あたり診療費｣ は下位に位置している. 坂内村は

｢１日あたり診療費｣ が高く, ｢１人あたり診療費｣ ｢受

診率｣ ｢１件あたり日数｣ は最下位にあり, 宮川村・高

根村とは逆の位置にあった.

Ⅳ. 考察

１. 過疎地域の老人医療費

１人あたりの医療費は, 過疎地域の方が過疎以外の地

域より高かったが, 老人医療費に限定した１人あたりの

医療費は, 過疎地域の方が過疎以外の地域よりかなり低

かった. このことは, 過疎地域では高齢化率が高く, 被

保険者に占める高齢者の割合が高いので, 結果として医

療費を増大させ, １人あたりの医療費が高くなっている

が, 高齢者一人ひとりが受けている医療サービスは, 決

して過疎地域が多いわけではなく, むしろ少ない現状に

あるといえる. 昨今, 国民医療費の高騰が問題になって

おり, 人口の高齢化による老人医療費の伸びが大きな要

因の１つとされている6). 自治体単位でみれば, 指摘の

とおりであるといえるが, 個々の高齢者が必要な医療を

受けることができているかどうか, 一人ひとりが受けて

いる医療に焦点をあてた分析が必要であると考える. と

りわけ過疎地域においてこの視点が重要である.

２. 老人医療の入院外診療費と医療機関へのアクセス

過疎地域および過疎地域を多く含む飛騨医療圏では人

口あたりの施設数が多く, 病院施設は過疎以外の地域に

集中していた. 先行調査によると過疎地域における単位
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図３ １人あたり医療費と地域差指数 (全国＝１)

表７ 入院診療費の３要素 (被保険者総数) (平成13年度)

１人あたり入院診療費 (円) 100人あたり入院受診率 １件あたり日数 １日あたり入院診療費 (円)

町村名 診療費 順位 町村名 受診率 順位 町村名 日数 順位 町村名 診療費 順位

上位３町村

宮川村 268,336 1 宮川村 72.00 1 高根村 21.02 1 坂内村 34,920 1

高根村 230,423 2 高根村 65.57 2 宮川村 20.81 2 春日村 27,422 4

藤橋村 229,412 3 藤橋村 50.46 3 洞戸村 19.96 5 清見村 26,254 9

下位３町村

坂内村 101,194 96 坂内村 25.00 98 坂内村 11.59 99 高根村 16,717 99

武儀町 103,198 95 武儀町 25.08 97 上矢作町 14.36 97 和良村 17,077 98

上之保村 104,663 92 清見村 27.24 82 小坂町 14.59 96 宮川村 17,688 97

※順位は県内99市町村中の順位



面積あたりの医療施設数は著しく少ない7). このことか

ら, 過疎地域では人口あたりの医療施設数は多いが, 居

住地から医療施設までの距離が遠いことがいえる. 入院

外診療費の ｢１件あたり日数｣ が低かったことからも,

過疎地域での老人医療対象者は外来へ受診しにくい環境

にあり, 通院回数を少なくせざるを得ないことが推測さ

れる. 老人医療に関する先行研究8)～9)では, 医療機関へ

アクセスしやすく受診機会が多い地域ほど老人の入院外

医療費は高くなり, 外来通院回数を少なくしていること

が ｢１日あたり入院外医療費｣ を高くしていると述べら

れており, 本報告の結果と一致する.

一般に老人の外来受診率の増加に対して, 同じ傷病で

の重複受診やむやみな頻回受診をなくすことが大切であ

ると述べられているが10), 過疎地域に暮らす高齢者につ

いては, 通院の困難さが必要な受診を妨げていないか確

認していく必要がある.

３. 過疎地域における入院診療費の格差

｢結果５.｣ にて, 宮川村と高根村では１人あたり医

療費の高齢化による要因を除いた後も医療費は高値を示

したが, ｢結果７.｣ より, これらの町村については入院

診療費が医療費を押し上げている大きな要因となってい

ることが推測される. 入院診療費のうち ｢１日あたり診

療費｣ が低く, ｢受診率｣ ｢１件あたり日数｣ が高いこと

は, 先行研究の結果からも, 長期入院患者が多いといえ

る11).

地理的状況から考えると ｢考察２.｣ でも述べたとお

り外来診療での通院が困難なことと, 被保険者のうち高

齢者の占める割合が高いことが要因として推測される.

しかし, 同様に通院が困難と思われる地理的位置にあり

高齢者割合が最も高い坂内村では入院診療費が最も低く

入院日数も短く, 宮川村・高根村とは全く逆の様相を呈

している.

入院医療費と関連する項目は ｢人口あたり病床数｣

｢独居｣ ｢精神疾患｣ ｢循環器系疾患｣ ｢在宅での死亡割合｣

｢基本健診受診率｣ 等, 多数報告されており12-16), それぞ

れの過疎町村の入院患者を多角的に把握し実態を明らか

にしていく必要がある.

Ⅴ. おわりに

高齢化率が高く, 医療機関へのアクセスが困難な過疎

地域において, 最も身近にある診療所が当該町村の国保

医療費に少なからず影響を与えると考えられる. よって,

診療所看護師が医療費に十分関心を向け, 一人ひとりが

受ける医療サービスを把握する意義は大きい. 本報告の

結果から高齢者の通院の困難さが推察されたことから,

過疎地域に暮らす高齢者が必要な医療を受けられている

か把握すること, 診療所への通院方法に対する援助が必

要であること等, 看護職として取り組むべき課題を明ら

かにすることができた.

医療費の分析は医療保険制度運営の安定化や医療給付

の効率化を目的に行われることも多いが, 看護職が医療

費をみる視点として, 住民一人ひとりが受けている医療

サービスと地域特性・生活実態を照らし合わせてみるこ

とが重要である. それによって, 地域における医療サー

ビス提供の課題が明らかになり, 公平な医療サービスの

保障や, 医療・保健・福祉・介護分野における看護活動

の充実に向けた取り組みにつながるものと思われる.
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はじめに

岐阜県立看護大学は平成12年4月に開学し, 平成13年

度入学試験から定員80名のうち, 特別選抜 (推薦入学試

験) の15名を除く65名について, 前期50名, 後期15名を

一般入学試験で選抜している. 本学は４年目を迎えた開

学間もない新設大学であることから, 受験者の確保に向

け, 初年度から広報委員会を中心に, 県内の高等学校に

教員が出向いて説明会を行う等の独自の広報活動に力を

入れてきている. その結果, 平成13年度および14年度の

一般入学試験の受験者数は, 各々727名, 730名であり,

多くの受験者を集めてきた. これらの活動を評価するた

め, 入学生に対しては広報委員会が本学の志望動機や,

受験に際して有効であった情報等を含む質問紙調査を実

施してきたが, 受験者を対象とした調査は実施していな

かった. そこで入試委員会では, 本学一般入学試験受験

者の概要と今後の学生募集に向けた課題を明らかにする

上での基礎資料を得るため, 受験理由や受験の決定に有

効であった情報と, その入手方法等の調査を実施するこ

ととした.

Ⅰ. 目的

本学一般入学試験受験者を対象に, 受験理由, 受験決

定に至った情報の入手方法等その概要を明らかにし, 今

後の学生募集に向けた課題を検討する.

Ⅱ. 方法

１. 対象

平成14年度, 15年度本学一般入学試験(前期, 後期試

験)の全受験者とした.

２. 方法および倫理的配慮

前期試験は全ての試験, 後期試験においては小論文試

験の終了後に質問紙調査を実施した. 各検査室において

試験監督者が調査協力を依頼し, 無記名の調査用紙を配

布した. 協力が得られる場合は, 設置した回収箱に回答

した調査用紙を投入し退出するよう説明し, 受験者が調

査への自由な参加と回答ができるよう配慮した.

なお, 調査実施前に目的の説明と共に, 協力の有無お

よび記載内容は受験結果に影響しないことを口頭で説明

し, さらにこの説明内容を調査用紙に明記した.

３. 調査項目

１) 出身県 (高等学校所在地)

２) 募集要項入手前の本学情報の入手方法：１. 大学案

内, ２. オープンキャンパス, ３. ホームページ,

４. 本学教員の高校出張説明会, ５. 新聞の大学案内,

６. 受験雑誌の本学紹介, ７. 岐阜県広報, ８. その

他, の８項目を設定した.

３) 入手した情報の中で最も役立ったもの：上記２)の

項目を設定した.

４) 本学の受験理由：１. 教育内容に特徴がある, ２.

新設だから, ３. 施設・設備がよい, ４. 交通の便が
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[資料]

本学一般入学試験受験者の概要

石 井 康 子1) 小 野 幸 子2) 松 山 洋 子3)

服 部 律 子1) 八 木 彌 生3)

The Overview of Examinees in the General Entrance Examination

at Gifu College of Nursing

Yasuko Ishii1), Sachiko Ono2), Yohko Matsuyama3),

Ritsuko Hattori1), and Yayoi Yagi3)

１) 岐阜県立看護大学 育成期看護学講座 Nursing of Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing

２) 岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Nursing of Adults, Gifu college of Nursing

３) 岐阜県立看護大学 地域基礎看護学講座 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing



よい, ５. 自分の能力に適している, ６. センター試

験が５教科５科目で, 各教科の選択科目が多い, ７.

個別学力検査の科目, ８. 希望の資格が取れる, ９.

薦められた, 10. 就職に有利, 11. その他, の11項目

を設定した. 項目８, ９については, 具体的内容の問

いも設定した.

５) 本学以外に受験した学校等：１. 他の看護大学また

は看護学科 (以下, ｢看護系大学｣ とする), ２. 看護

系短大･専門学校, ３. 看護以外の学部・学科, ４.

センター試験利用大学, ５. センター試験未利用大学

等, ６. どこも受けていない, の６項目を設定した.

４. 分析方法

前期, 後期試験毎に, 各々年度に分けて結果を示した.

また, 受験者の出身県を岐阜県, 愛知県, その他に分け

て分析した.

Ⅲ. 結果

前期試験の受験者数は, 平成14年度441名, 15年度239

名, 後期試験では平成14年度289名, 平成15年度155名で

あり, 平成15年度の受験者数は, 前年, 前々年度に比べ

減少した. 調査票の配布, 回収数, 回収率は表１に示し

た.

１. 出身県別受験者数

表１に示すとおり, 岐阜県出身の受験者は, 前期試験

では平成14年度は115名 (26.1％), 平成15年度は98人

(41.2％), 後期試験は平成14年度80名 (28.0％), 平成15

年度は58名 (38.9％) であり, 前期, 後期試験とも, 全

受験者に占める割合は増加した. 県外では隣接する愛知

県からの受験者が最も多く, 前期, 後期試験とも平成14

年度と比べ, 平成15年度は愛知県出身の受験者の全受験

者に占める割合が増加し, 反対に岐阜県, 愛知県以外か

らの受験者は大幅に減少していた.

２. 本学の情報入手方法

募集要項の入手前に受験者が本学を知るために活用し

た方法は, 表２に示すとおりであった. 前期試験の受験

者が最も多く回答した項目は, 平成14年度では大学案内
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表１ 調査対象及び出身県別受験者数

前期試験 後期試験

平成14年度 平成15年度 平成14年度 平成15年度

配布数 441 239 289 155

回収数
(回収率％)

440 (99.8) 238 (99.6) 286 (99.0) 153 (98.7)

出
身
県

岐阜県 115 (26.1) 98 (41.2) 80 (28.0) 58 (38.9)

愛知県 148 (33.6) 92 (38.7) 107 (37.4) 64 (41.8)

その他 177 (40.3) 48 (26.1) 99 (34.6) 31 (20.3)

＊出身県の％は, 回収数に対する割合を示す

表２ 本学の情報収集方法

出身県 大学案内
オープン
キャンパス

ホーム
ページ

本学出張
説明会

新聞
大学案内

受験雑誌* 県広報 その他

前
期

平成14年度

岐阜県 106 (92.2) 46 (40.0) 76 (66.1) 27 (23.5) 26 (22.6) 85 (73.9) 28 (24.3) 11 ( 9.6)

愛知県 130 (87.8) 20 (13.5) 69 (46.6) 3 ( 2.0) 14 ( 9.5) 111 (75.0) 0 ( 0.0) 7 ( 4.7)

その他 139 (78.5) 6 ( 3.4) 126 (71.2) 0 ( 0.0) 4 ( 2.3) 106 (59.9) 1 ( 0.6) 9 ( 5.1)

計 375 (85.2) 72 (16.4) 271 (61.6) 30 ( 6.8) 44 (10.0) 302 (68.6) 29 ( 6.6) 27 ( 6.1)

平成15年度

岐阜県 90 (91.8) 43 (43.9) 76 (77.6) 28 (28.6) 21 (21.4) 69 (70.4) 15 (15.3) 12 (12.2)

愛知県 83 (90.2) 16 (17.4) 61 (66.3) 6 ( 6.5) 7 ( 7.6) 66 (71.7) 0 ( 0.0) 10 (10.9)

その他 39 (81.3) 0 ( 0.0) 37 (77.1) 0 ( 0.0) 1 ( 2.1) 29 (60.4) 0 ( 0.0) 6 (12.5)

計 212 (89.1) 59 (24.8) 174 (73.1) 34 (14.3) 29 (12.2) 164 (68.9) 15 ( 6.3) 28 (11.8)

後
期

平成14年度

岐阜県 72 (90.0) 28 (35.0) 52 (65.0) 17 (21.3) 19 (23.8) 51 (63.8) 22 (27.5) 5 ( 6.3)

愛知県 97 (90.7) 11 (10.3) 60 (56.1) 2 ( 1.9) 7 ( 6.5) 65 (60.7) 7 ( 6.5) 2 ( 1.9)

その他 79 (79.8) 4 ( 4.0) 76 (76.8) 0 ( 0.0) 2 ( 2.0) 63 (63.6) 2 ( 2.0) 9 ( 9.1)

計 248 (86.7) 43 (15.0) 188 (65.7) 19 ( 6.6) 28 ( 9.8) 179 (62.6) 31 (10.8) 16 ( 5.6)

平成15年度

岐阜県 57 (98.3) 29 (50.0) 48 (82.8) 21 (36.2) 10 (17.2) 43 (74.1) 7 (12.1) 4 ( 6.9)

愛知県 60 (98.8) 9 (14.1) 48 (75.0) 2 ( 3.1) 3 ( 4.7) 38 (59.4) 1 ( 1.6) 8 (12.5)

その他 29 (93.5) 0 ( 0.0) 26 (83.9) 0 ( 0.0) 1 ( 3.2) 26 (83.9) 1 ( 3.2) 0 ( 0.0)

計 146 (95.4) 38 (24.8) 122 (79.7) 23 (15.0) 14 ( 9.2) 107 (69.9) 9 ( 5.9) 12 ( 7.8)

＊：受験雑誌は, 無料掲載広告のみ利用



375件 (85.2％：全回収数に対する回答者の割合を示す,

以下同様.), 次いで, 受験雑誌302件 (68.6％), ホーム

ページ271件 (61.6％) であった. 平成15年度も上位の

３項目は同様であったが, 大学案内, ホームページ, 受

験雑誌の順であった. 後期試験の受験者も, 平成14年度,

15年度とも上位３項目は同様であった.

出身県別にみると, いずれも上位３項目は同様であっ

たが, 岐阜県出身の受験者はオープンキャンパスの活用

が多かった. 調査項目の内, 本学教員の高校出張説明会

と, 県広報は岐阜県のみが対象であるが, 高校出張説明

会を活用したと回答したのは, 前期試験では平成14年度

27件 (23.5％), 平成15年度28件 (28.6％), 後期試験で

は平成14年度17件 (21.3％), 平成15年度21件 (36.2％)

であった. 県広報は, 前期試験では平成14年度28件

(24.3％), 平成15年度15件 (15.3％), 後期試験は平成14

年度22件 (27.5％), 平成15年度7件 (12.1％) であった.

また, その他の項目では平成15年度の全受験者40件の

内訳は, 先輩から16件, 大学祭・見学に来た７件, 塾５

件, 先生から５件, 高校資料３件, 親・親戚から２件,

友人から１件, その他の資料１件であり, 特に先輩とい

う回答は岐阜県出身の受験者が11件を占めていた.

３. 最も役立った本学の情報収集方法

前期試験の受験者が本学を知るために活用した方法の

内, 最も役立った方法を回答したのは, 平成14年度は15

3名であり, 表３に示すとおり大学案内, ホームページ,

受験雑誌, オープンキャンパスの順であった. 平成15年

度では103名から回答があり, ホームページ, 大学案内,

オープンキャンパスの順であった. 後期試験では平成14

年度は93名から, 平成15年度は60名から回答があり, い

ずれも大学案内, ホームページ, オープンキャンパス,

受験雑誌の順であった.

出身県別にみると, いずれの出身者も本学が独自に作

成している大学案内, ホームページ, オープンキャンパ

ス等の情報が役立つと評価していた.

４. 本学の受験理由

１) 受験理由

本学受験者の受験理由は表４に示すとおり, 前期, 後

期試験の平成14年度, 15年度のいずれにおいても希望の

資格が取れる, 施設・設備がよい, 教育内容に特徴があ

るの順であった.

出身県別にみると, 岐阜県出身の受験者ではいずれの

試験においても教育内容に特徴があること, また, 就職

に有利であることを理由にあげる受験者が他の地域から
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表３ 最も役立った情報収集方法

出身県 大学案内
オープン
キャンパス

ホーム
ページ

本学出張
説明会

新聞
大学案内

受験雑誌* 県広報 その他

前
期

平成14年度

岐阜県 11 (33.3) 10 (30.3) 8 (24.2) 8 (24.2) 1 ( 3.0) 2 ( 6.1) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)

愛知県 23 (46.0) 7 (14.0) 9 (18.0) 1 ( 2.0) 0 ( 0.0) 9 (18.0) 0 ( 0.0) 2 ( 4.0)

その他 31 (44.3) 1 ( 1.4) 33 (47.1) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 14 (20.0) 0 ( 0.0) 1 ( 1.4)

計 65 (42.5) 18 (11.8) 50 (32.7) 9 ( 5.9) 1 ( 0.7) 25 (16.3) 0 ( 0.0) 3 ( 2.0)

平成15年度

岐阜県 9 (24.3) 9 (24.3) 11 (29.7) 5 (13.5) 0 ( 0.0) 1 ( 2.7) 0 ( 0.0) 2 ( 5.4)

愛知県 19 (43.2) 7 (15.9) 12 (27.3) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 4 ( 9.1) 0 ( 0.0) 2 ( 4.5)

その他 6 (27.3) 0 ( 0.0) 15 (68.2) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 1 ( 4.5)

計 34 (33.0) 16 (15.5) 38 (36.9) 5 ( 4.9) 0 ( 0.0) 5 ( 4.9) 0 ( 0.0) 5 ( 4.9)

後
期

平成14年度

岐阜県 6 (28.6) 7 (33.3) 3 (14.3) 3 (14.3) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 2 ( 9.5)

愛知県 16 (43.2) 6 (16.2) 9 (24.3) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 5 (13.5) 0 ( 0.0) 1 ( 2.7)

その他 18 (51.4) 0 ( 0.0) 11 (31.4) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 3 ( 8.6) 0 ( 0.0) 4 (11.4)

計 40 (43.0) 13 (14.0) 23 (24.7) 3 ( 3.2) 0 ( 0.0) 8 ( 8.6) 0 ( 0.0) 7 ( 7.5)

平成15年度

岐阜県 6 (40.0) 2 (13.3) 3 (20.0) 1 ( 6.7) 0 ( 0.0) 3 (20.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)

愛知県 12 (38.7) 5 (16.1) 9 (29.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 4 (12.9) 1 ( 3.2) 0 ( 0.0)

その他 9 (64.3) 0 ( 0.0) 5 (35.7) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0) 0 ( 0.0)

計 27 (45.0) 7 (11.7) 17 (28.3) 1 ( 1.7) 0 ( 0.0) 7 (11.7) 1 ( 1.7) 0 ( 0.0)

＊：受験雑誌は, 無料掲載広告のみ利用



の受験者に比べ多かった. 愛知県出身の受験者は, 新設

大学であること, 交通の便が良いこと, 自分の能力に適

していることをあげた受験生が多く, その他の県出身の

受験者は, 薦められたことを理由にあげた者が岐阜県,

愛知県出身の受験者に比べて多い傾向にあった.

２) 取得希望の資格

前期, 後期試験の平成14年度, 15年度とも受験理由の

１位であった ｢希望する資格が取れる｣ について, 平成

14年度の前期試験は, 具体的な資格の記載があった114

名中看護師は86件(75.4％：記載ありに対する割合を示

す, 以下同様), 養護教諭一種47件 (41.2％), 保健師41

件 (36.0％), 助産師32件 (28.1％) であり, 平成15年度

は55名中, 看護師が42件 (76.4％) で最も多く, 次いで

助産師, 養護教諭一種が各々17件 (30.9％), 保健師12

件 (21.8％) であった. 平成14年度の後期試験では, 記

載のあった82名中看護師59件 (72.0％), 養護教諭一種2

9件 (35.4％), 保健師27件 (32.9％), 助産師22件 (26.8

％)であった. 平成15年度では記載のあった38名中看護

師が32件 (84.2％), 助産師18件 (47.4％), 保健師11件

(28.9％), 養護教諭一種８件 (21.1％)であった.

出身県別にみると, 平成14年度の前期試験では, 看護

師の資格取得希望に次いで岐阜県, 愛知県出身の受験者

は保健師の資格取得を希望し, その他の県出身の受験者

では養護教諭一種の資格取得を希望していた. 平成15年

度では, 岐阜県出身の受験者は看護師に次いで助産師を,

愛知県出身の受験者では養護教諭一種を, その他の県出

身の受験者では助産師の資格取得を希望していた. 後期

試験では, 前期試験と同様に看護師の資格取得希望が最

も多いが, 平成14年度の岐阜県出身の受験者では看護師

に次いで助産師の希望が多く, 愛知県出身の受験者では

保健師, その他の県出身の受験者は養護教諭一種の資格

取得希望が多かった. 平成15年度では, 岐阜県出身の受

験者は平成14年度と同様の傾向を示し, 愛知県, その他

の県出身の受験者とも, 看護師に次いで助産師の資格取

得を希望していた.

３) 本学を薦めた人

受験理由に本学を薦められたと回答した者のうち, 平

成14年度前期試験で具体的に薦めた人を回答した81名中,

高校の先生は65件 (80.2％：回答者に占める割合を示す,

以下同様.), 親14件 (17.3％), 塾６件 (7.4％), 先輩５

件 (6.2％) であり, 平成15年度では24名が回答し, 高

校の先生11件 (45.8％), 親8件 (33.3％), 塾, 先輩が各々
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表４ 受験理由

出身県
教育内容
に特徴が
ある

新設
だから

施設・設
備がよい

交通の
便がよい

自分の
能力に適
している

５教科
５科目で
各教科の
選択科目
が多い

個別
学力検査
の科目

希望の
資格が
とれる

薦め
られた

就職に
有利

その他

前
期

平成
14年度

岐阜県 62 (53.9) 33 (28.7) 87 (75.7) 29 (25.2) 35 (30.4) 19 (16.5) 16 (13.9) 108 (93.9) 16 (13.9) 19 (16.5) 6 ( 5.2)

愛知県 53 (35.8) 53 (35.8) 105 (70.9) 28 (18.9) 51 (34.5) 33 (22.3) 11 ( 7.4) 135 (91.2) 51 (34.5) 16 (10.8) 8 ( 5.4)

その他 61 (34.5) 49 (27.7) 111 (62.7) 29 (16.4) 73 (41.2) 60 (33.9) 20 (11.3) 162 (91.5) 59 (33.3) 7 ( 4.0) 3 ( 1.7)

計 176 (40.0) 135 (30.7) 303 (68.9) 86 (19.5) 159 (36.1) 112 (25.5) 47 (10.7) 405 (92.0) 126 (28.6) 42 ( 9.5) 17 ( 3.9)

平成
15年度

岐阜県 51 (52.0) 26 (26.5) 71 (72.4) 23 (23.5) 23 (23.5) 29 (29.6) 4 ( 4.1) 94 (95.9) 15 (15.3) 13 (13.3) 3 ( 3.1)

愛知県 34 (37.0) 28 (30.4) 67 (72.8) 27 (29.3) 25 (27.2) 28 (30.4) 6 ( 6.5) 84 (91.3) 17 (18.5) 8 ( 8.7) 4 ( 4.3)

その他 18 (37.5) 12 (25.0) 29 (60.4) 9 (18.8) 14 (29.2) 12 (25.0) 0 ( 0.0) 46 (95.8) 15 (31.3) 3 ( 6.3) 0 ( 0.0)

計 103 (43.3) 66 (27.7) 167 (70.2) 59 (24.8) 62 (26.1) 69 (29.0) 10 ( 4.2) 224 (94.1) 47 (19.7) 24 (10.1) 7 ( 2.9)

後
期

平成
14年度

岐阜県 44 (55.0) 24 (30.0) 61 (76.3) 20 (25.0) 23 (28.8) 14 (17.5) 3 ( 3.8) 72 (90.0) 22 (27.5) 9 (11.3) 3 ( 3.8)

愛知県 35 (32.7) 46 (43.0) 78 (72.9) 32 (29.9) 39 (36.4) 24 (22.4) 9 ( 8.4) 98 (91.6) 28 (26.2) 8 ( 7.5) 1 ( 0.9)

その他 46 (46.5) 33 (33.3) 58 (58.6) 17 (17.2) 28 (28.3) 21 (21.2) 5 ( 5.1) 92 (92.9) 37 (37.4) 5 ( 5.1) 1 ( 1.0)

計 125 (43.7) 103 (36.0) 197 (68.9) 69 (24.1) 90 (31.5) 59 (20.6) 17 ( 5.9) 262 (91.6) 87 (30.4) 22 ( 7.7) 5 ( 1.7)

平成
15年度

岐阜県 32 (55.2) 24 (41.4) 51 (87.9) 19 (32.8) 14 (24.1) 13 (22.4) 4 ( 6.9) 56 (96.6) 10 (17.2) 9 (15.5) 0 ( 0.0)

愛知県 31 (48.4) 27 (42.2) 49 (76.6) 17 (26.6) 19 (29.7) 14 (21.9) 8 (12.5) 58 (90.6) 19 (29.7) 6 ( 9.4) 3 ( 4.7)

その他 17 (54.8) 8 (25.8) 22 (71.0) 12 (38.7) 9 (29.0) 8 (25.8) 2 ( 6.5) 27 (87.1) 8 (25.8) 2 ( 6.5) 1 ( 3.2)

計 80 (52.3) 59 (38.6) 122 (79.7) 48 (31.4) 42 (27.5) 35 (22.9) 14 ( 9.2) 141 (92.2) 37 (24.2) 17 (11.1) 4 ( 2.6)



４件 (16.7％)であった. 平成14年度後期試験では55名

が回答し, 高校の先生が42件 (76.4％), 親７件 (12.7％)

であり, 平成15年度では19名が回答し, 高校の先生が11

件 (57.9％), 親９件 (47.4％), 塾５件 (26.3％)であっ

た.

出身県別にみると, いずれの試験においても岐阜県出

身の受験者では親の薦めが多く, 愛知県出身の受験者で

は先生, 親の薦めが多く, その他の県出身の受験者では

先生や塾の薦めが多い傾向があった.

５. 本学受験者の併願校等

前期試験の平成14年度受験者のうち, 本学以外に受験

した学校等で最も多かったのは, 看護系短期大学･専門

学校321件 (73.0％), 次いで他の看護系大学151件 (34.3

％) であった. 平成15年度も同様の傾向を示したが, 他

の看護系大学が96件 (40.3％) で若干増加傾向にあった.

後期試験では, 平成14年度, 15年度とも, 前期試験と同

様の傾向であった.

これを受験生毎にみると, 表５に示すとおり前期試験

の平成14年度では併願校の記載のあった428名中, 看護

系短期大学・専門学校のみを受験した者が200名と最も

多く, 他の看護系大学と看護系短期大学・専門学校の受

験, 看護以外の学部・学科のみ受験, 他の看護系大学の

み受験の順であった. 平成15年度で併願校の記載のあっ

た237名も, ほぼ同様の傾向を示していた. 後期試験で

も, 平成14年度に併願校の記載のあった278名中, 看護

系短期大学・専門学校のみを受験した者が最も多く, 次

に他の看護系大学と看護系短期大学・専門学校の受験,

他の看護系大学のみ受験, 看護以外の学部・学科のみ受

験の順であり, 前期試験に比して, 本学以外に他の看護

系大学のみの受験者が多い傾向を示した. 平成15年度で

併願校の記載のあった152名についても, 同様の傾向で

あった. また, 他受験なしや, 他の看護系大学, 看護系

短期大学･専門学校等の看護系の学校のみを受験した者

の割合は, いずれの試験も８割を超え, 平成14年度より

平成15年度はその割合は増加した.

出身県別にみると, 岐阜県出身の受験者では全ての試

験において, 看護系短期大学・専門学校のみを受験した

者が最も多いが, 平成15年度は平成14年度に比して前期,

後期試験とも他の看護系大学と看護系短期大学・専門学

校を受験する者の割合が増加傾向にあった. その他の県

出身の受験者では, いずれの試験においても他の看護系

大学のみを受験した者の占める割合が, 岐阜県, 愛知県

出身の受験者に比べ高かった.
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表５ 併願校

出身県

看護系の学校のみ

看護系以
外の大学
のみ

看護系短
大・専門
学校＋看
護系以外
の大学

他の看護
系大学＋
看護系以
外の大学

他の看護
系大学＋
看護系短
大・専門
学校＋看
護系以外
の大学

計看護系短
大・専門
学校のみ

他の看護
系大学＋
看護系短
大・専門
学校

他の看護
系大学
のみ

他受験
なし

小計

前
期

平成
14年度

岐阜県 58 ( 51.3) 20 ( 17.7) 7 ( 6.2) 5 ( 4.4) 90 ( 79.6) 16 ( 14.2) 4 ( 3.5) 1 ( 0.9) 2 ( 1.8) 113 (100.0)

愛知県 64 ( 44.1) 40 ( 27.6) 7 ( 4.8) 5 ( 3.4) 116 ( 80.0) 13 ( 9.0) 9 ( 6.2) 5 ( 3.4) 2 ( 1.4) 145 (100.0)

その他 78 ( 45.9) 40 ( 23.5) 23 ( 13.5) 10 ( 5.9) 151 ( 88.8) 12 ( 7.1) 3 ( 1.8) 3 ( 1.8) 1 ( 0.6) 170 (100.0)

計 200 ( 46.7) 100 ( 23.4) 37 ( 8.6) 20 ( 4.7) 357 ( 83.4) 41 ( 9.6) 16 ( 3.7) 9 ( 2.1) 5 ( 1.2) 428 (100.0)

平成
15年度

岐阜県 45 ( 46.9) 26 ( 27.1) 8 ( 8.3) 3 ( 3.1) 82 ( 85.4) 5 ( 5.2) 7 ( 7.3) 2 ( 2.1) 0 ( 0.0) 96 (100.0)

愛知県 37 ( 40.2) 32 ( 34.8) 5 ( 5.4) 4 ( 4.3) 79 ( 85.9) 7 ( 7.6) 4 ( 4.3) 3 ( 3.3) 0 ( 0.0) 92 (100.0)

その他 20 ( 42.6) 9 ( 19.1) 8 ( 17.0) 3 ( 6.4) 40 ( 85.1) 3 ( 6.4) 0 ( 0.0) 4 ( 8.5) 0 ( 0.0) 47 (100.0)

計 104 ( 43.9) 67 ( 28.3) 21 ( 8.9) 10 ( 4.2) 202 ( 85.2) 15 ( 6.3) 11 ( 4.6) 9 ( 3.8) 0 ( 0.0) 237 (100.0)

後
期

平成
14年度

岐阜県 33 ( 41.8) 20 ( 25.3) 8 ( 10.1) 4 ( 5.1) 65 ( 82.3) 9 ( 11.4) 0 ( 0.0) 2 ( 2.5) 3 ( 3.8) 79 (100.0)

愛知県 36 ( 35.3) 31 ( 30.4) 8 ( 7.8) 3 ( 2.9) 78 ( 76.5) 10 ( 9.8) 8 ( 7.8) 3 ( 2.9) 3 ( 2.9) 102 (100.0)

その他 23 ( 23.7) 33 ( 34.0) 19 ( 19.6) 6 ( 6.2) 81 ( 83.5) 5 ( 5.2) 3 ( 3.1) 4 ( 4.1) 4 ( 4.1) 97 (100.0)

計 92 ( 33.1) 84 ( 30.2) 35 ( 12.6) 13 ( 4.7) 224 ( 80.6) 24 ( 8.6) 11 ( 4.0) 9 ( 3.2) 10 ( 3.6) 278 (100.0)

平成
15年度

岐阜県 25 ( 43.9) 20 ( 35.1) 4 ( 7.0) 2 ( 3.5) 51 ( 89.5) 1 ( 1.8) 3 ( 5.3) 0 ( 0.0) 2 ( 3.5) 57 (100.0)

愛知県 19 ( 29.7) 21 ( 32.8) 6 ( 9.4) 4 ( 6.3) 50 ( 78.1) 5 ( 7.8) 3 ( 4.7) 6 ( 9.4) 0 ( 0.0) 64 (100.0)

その他 8 ( 25.8) 5 ( 16.1) 9 ( 29.0) 2 ( 6.5) 24 ( 77.4) 2 ( 6.5) 0 ( 0.0) 4 ( 12.9) 1 ( 3.2) 31 (100.0)

計 52 ( 34.2) 46 ( 30.3) 19 ( 12.5) 8 ( 5.3) 125 ( 82.2) 8 ( 5.3) 6 ( 3.9) 10 ( 6.6) 3 ( 2.0) 152 (100.0)



Ⅳ. まとめ

１. 本学受験者の概要

１) 受験者の出身地

本学の受験者は, 平成14年度730名から平成15年度は

394名と大幅に減少したが, 岐阜県出身の受験者は195名

から156名の減少にとどまり, 全受験者に占める割合は

逆に増加した. このことは, 本学が県内の受験者に周知

され, 県立大学としての使命に向かうものと評価できる.

２) 本学の情報入手方法

情報入手の方法では, 試験の種別, 実施年度, 受験者

の出身県にかかわらず, 大学案内, ホームページ, 受験

雑誌を多く活用していた. また最も役立った方法は, ホー

ムページ, 大学案内, オープンキャンパス, 受験雑誌が

あげられ, 特に岐阜県出身の受験者では, オープンキャ

ンパスや高校への出張説明会への参加や, 先輩から情報

を入手したと回答した者が他県出身の受験者に比べて多

く, 人を介した情報伝達が有効に働いていた. 本学広報

委員会では, 同様の調査を入学者を対象に実施している

が, 受験者を対象とした本調査結果は, これと同様の傾

向を示していた.

３) 受験理由

今回調査対象とした全ての試験において, ①希望の資

格が取れること, ②施設･設備が良い, ③教育内容に特

徴があることを本学の受験理由としてあげていた. また,

薦められたことを理由にあげた者では, 高校の先生の薦

めが最も多かった. 岐阜県出身の受験者は, 教育内容に

特徴があることを理由にあげた者が他県の出身の受験者

に比べて多く, 本学の教育内容を理解した上で受験を決

めていることが伺えた. また, 就職に有利であるという

回答が多かったことも特徴としてあげられる.

４) 受験者の志向

本学以外に受験した学校は, 全受験者の８割以上が看

護を学修する学校のみをあげており, 本学の一般入学試

験では, 看護学を学ぶという目的を明確にもった受験者

が得られていた.

２. 学生募集に向けた課題

１) 大学独自の広報媒体の充実

情報入手の方法として最もよく活用され, かつ有効と

判断されている大学案内, ホームページの充実を図るこ

とが重要と考える. 多くの看護大学が開学する中, 本学

の教育内容の特徴を理解した上で受験が決定できるよう,

これらの特徴の意味を含めて, 高校生や高校の教員にわ

かりやすく伝えていくことが必要と考える. 特に, 高校

教員の薦めにより本学の受験を決定した受験者も多く,

高校の教員に看護学への理解とともに, 本学の教育への

理解を得ていくことは重要と考える. その意味からも,

開学直後から独自の広報活動として全教員で実施してい

る出張式の高校説明会は重要な活動と考える.

さらに, 本学は今年完成年度を迎えた大学であるため,

卒業生はまだ出ていない. しかし受験者にとって, 就職状

況は進学先の選択の上で大きな要素となると考えられる.

今後は就職状況を公表し, 卒業後の生活も視野に入れた

進路選択ができるよう情報提供を行う必要があると考える.

２) 本学の理解を深めるための活動

本学の理解を深めるための活動として, 先に述べた高

校教員や受験者を対象にその理解を深めるとともに, 大

学の日頃の教育研究活動を通して, 以下の活動が有効と

考えられる.

今回の調査から, 本学の受験者は看護学を学ぶという

目的をもった者が得られていることが確認できた. 現在,

小, 中, 高等学校では, 体験学習の機会を多く設けてい

る. 進路指導においても, 長期休暇中に職場体験の取り

組みを行う学校が, 中, 高等学校で増えてきている.

｢看護の日｣ を中心に各地で実施されている ｢一日看護

体験｣ の機会も, 学校教育の中で進路指導の一環として

も活用されている. このような機会を通して, 実際の仕

事に触れることで, 看護の仕事を志す意思を固める学生

も少なくないと考える. 進路を選択しようとする学生に

とって, 実際に活動している看護職から, 大学で学ぶこ

との意味が伝えられるのであれば, より強い動機付けに

なると考えられる. このためにも, 大学教員が日頃の教

育研究活動を通して, 看護実践現場の看護職に, 大学が

行う教育への理解を得ていくことは重要であると考える.

本学は, 県内の多くの看護実践現場で学生の実習や共同

研究活動を行っている. このような機会を通して, 看護

実践現場の看護職に, より一層大学の教育への理解を得

ていくことも, 看護を学ぶ強い意思をもつ学生を得るた

めの活動のひとつであると考える.

(受稿日 平成16年２月９日)
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はじめに

オーストラリアは南半球に位置し, 日本の約20倍の面

積を有する大陸である. クイーンズ州, ニューサウスウェー

ルズ州, タスマニア州, ビクトリア州, 南オーストラリ

ア州, 西オーストラリア州と北部準州及び首都特別地域

の８つの区域に分かれている. オーストラリア連邦政府

が1901年に確立するまで, 各州はイギリスの植民地とし

て独立して存在していた. そのため, 国家として統一し

た法律も存在するが, 細かな部分では各州ごとに違いが

ある.

今回私たちは, 国際交流事業の一環として南オースト

ラリア州の看護事情について視察する機会を得た. この

視察を考えるきっかけとなった論文の著者 (Dr. Tina

Koch) が, フリンダース大学およびケア提供機関の

RDNS (The Royal District Nursing Service) の両方に

所属していたため, 大学と RDNS が共同で研究に取り

組んでいると考えた. そこで, 実践現場との共同研究に

取り組んでいる大学の実態を視察する目的でフリンダー

ス大学を, また, 実践現場からの視点で RDNS の視察

を行った. 今回, 表１の日程で２施設を視察したので,

ここに紹介する.

Ⅰ. オーストラリアの看護事情の概要

１. 看護基礎教育と免許制度

オーストラリアの看護師養成は, 各病院の責任のもと,

各病院の予算でまかなわれて, 働きながら学ぶ徒弟制度

によっていた. しかし, 医療の発達に伴う深刻な看護師

不足や, 高度で専門性のある看護が求められるようにな

り, 1984年にオーストラリア政府は看護師養成を高等教

育に移行させる決定を行った. それを実現するために,

看護師たちは大学教育の必要性を強固に主張する戦いを

行い, 南オーストラリア州では1993年から看護師の教育

はすべて大学で行われるようになった.

オーストラリアの学士課程の履修年数は, 特別な資格

を除き３年である. 看護学教育も同様に, 学士課程３年,

修士課程１～２年, 博士課程２～５年である. 看護師免

許は国家資格ではなく, オーストラリア看護協会により

認可された大学において, 看護学教育課程を履修し, 全

科目の審査に合格することが必要である. さらに, オー

ストラリア看護協会が定めている ｢登録看護師のための

全国共通適正基準｣ にのっとり, 実習病棟ですべての項

目で基準を満たせば各州の Nursing Board に免許を申

請できる. しかし, 新卒の看護師は病院実習期間が短い

ため, 卒業後１年間の新卒看護師教育プログラムを修了

しないと就職が難しいと言われている.

看護師免許は, 毎年の更新を必要としている. 臨床経
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[資料]

南オーストラリア州の看護事情を視察して

大 川 眞智子1) 森 仁 実2) 長谷川 桂 子3)

A Report on Nursing Affairs in the State of South Australia

Machiko Ohkawa1), Hitomi Mori2), and Keiko Hasegawa3)

１) 岐阜県立看護大学 看護研究センター Nursing Collaboration Center, Gifu College of Nursing

２) 岐阜県立看護大学 地域基礎看護学講座 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing

３) 岐阜県立看護大学 育成期看護学講座 Nursing of Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing

表1 オーストラリアの視察日程・場所

視察先 日 程 場 所

オーストラリア
南オーストラリア州
アデレード市

平成15年
３月３日
４日

RDNS (The Royal District
Nursing Service) Research
Unit (研究ユニット)

３月５日

RDNS Education Center
(教育センター)
RDNS Call Center
(コールセンター)
RDNS Nursing Center
(ナーシングセンター)

３月６日
７日

Flinders University School
of Nursing and Midwifery



験のブランクが５年以上ある場合は新規登録になり, リ

フレッシャーコースの履修が要求される. そのため, 看

護職者は教員も含め臨床に出る努力をしているようであ

る.

２. 看護生涯学習と勤務体制

看護生涯学習としての継続教育は, 通信教育システム

やパートタイムコース, 週末コースなど多種多様に準備

されている. 大学や病院等で継続教育は行われ, 今回訪

問した RDNS でも行われていた. 看護師の給与は各州

ごとに統一され, 経験年数１～８年 (州により, 年数に

多少の違いがある) はどの病院で勤務しても同じで, そ

れ以後の昇給がない. 昇給のためには継続教育を受け,

専門性を高め, 資格の取得が条件になる. 昇給にかかわ

ることと継続教育が多様に準備されていることとは関連

しているように思われる.

看護師には, 看護生涯学習のために時間を獲得しやす

いような労働条件が整えられている. すべての看護師は

４～６週間の有給休暇を有し, 研修受講などのための特

別な休暇制度 Study Leave も設けられている. 訪問先

のフリンダース大学の話では, ２ヶ月間勤務すると１週

間, 10年間勤務すると３ヶ月の休暇が取れ, この期間を

利用して教員はさらに上の学位を目指していると伺った.

また, 病院は, 休暇や研修などによる看護師の欠員を

非常勤職員, 臨時職員, 看護師斡旋会社の派遣看護師等

を利用して補充するので, 看護師は研修や休暇を自由に

取れる体制のもとにある. 言い換えると, 看護師は常勤,

非常勤, 臨時職員など様々な形態で仕事をすることが可

能で, 自己研鑽を積みやすい体制にある.

なお, 訪問先の RDNS では, 看護生涯学習としての

継続教育プログラムを提供する部門として, 教育センター

を併設していた. このセンターは, RDNS の看護職以

外の看護職に対しても門戸を開いている. また, 教育セ

ンターは, 参加者が支払う受講料によって経営され,

RDNS の一部門ではあるが, 独立採算の企業として成

り立っていた. アデレード市内の他の病院でも同様の機

能をもつ組織があり, 教育プログラムに参加する看護職

を獲得するために, 教育センター同士が一企業として競

争している現状があった.

Ⅱ. フリンダース大学 (School of Nursing and

Midwifery) における現地看護職との共同研

究の現状

１. School of Nursing and Midwifery の概要

フリンダース大学は, 1966年に開学した南オーストラ

リア州にある総合大学である. 現在は４学部20学科, 25

研究センターで構成されており, 海外の学生を含む13,400

人の学生を擁している. School of Nursing and Midwifery

(以下, School と記す) は, 1975年に同大学のヘルスサ

イエンス学部の一学科として創設された.

School には看護師と助産師のコースがあり, およそ

1200人 (院生を含む) の学生が学んでいる. 高校からス

トレートで入学する学部生は約700名で, その他に日本

の科目等履修生や編入生にあたる“Graduate Certificate”

“Graduate Diploma”コースの学生も受け入れている.

School のスタッフは, 教員53人, 職員25人で, これ以

外に36人の非常勤講師を有している.

今回の視察では, 実践現場の看護職との共同研究活動

を中心に, ５人の教員から表２に示したテーマで話しを

聞いた.

２. School のリサーチカルチャーを発展させる取り組み

現地看護職との共同研究活動に限らず, まず, 教員が

行っている研究活動全体についてDr. Judith Clare から

説明があった. 彼女はリサーチカルチャーの発展を嘱望

されて学科長に迎えられ, 1995年から2002年までの７年

間その任を務めた人である. 彼女の就任当初は, 研究に

対する教員の認識が低く研究を行っている教員は僅かで

あったという. そのような中で, Dr. Judith Clare はま

ず, 大学教員に要求される仕事量を教育・研究・管理・

地域貢献に分類して, 研究と教育に同程度の時間を割く

よう教員に要請した. そして, 博士号をもつ教員を核に
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表２ 話し合いのテーマ

テーマ 担当者

教員の教授・研究能力を向上させる
ために

Dr. Judith Clare

Research Education Unit (REU)
の活動

Dr. Cathy Hawes

共同研究について Dr. Trish Mitchell

実践現場における看護研究の促進に
ついて

Dr. Janice Paterson

学部生プログラムで取り上げる研究
の要素

Dr. Charmaine Power



研究グループを組織して, すべての教員がどこかに所属

して共同研究する体制をつくった. さらに, 研究計画の

書き方, 文献検索, コンピューター活用法など研究上の

スキルを提供する組織－Research Education Unit (REU)

－を立ち上げて, 研究活動を支援する環境を整えた. そ

の結果, 多くの教員が就労しながら博士号を取得し,

1995年当時には２名しかいなかった博士が27名まで増加

し, 加えて研究助成獲得数や出版物が著しく増加するな

どの成果を得たという.

３. 現地看護職との共同研究活動の現状

実践現場の看護職との共同研究の形態は, 就業しなが

ら修士・博士課程で学ぶ学生や, 臨床実習指導者をパー

トナーにして行われている場合が多い. 共同して研究す

る目的は, 研究フィールドの確保を意図したものが多く,

実践現場の抱える課題解決や看護ケアの向上を中心に据

えたものは少ないようである. しかし, Dr. Trish

Mitchell が実施した共同研究活動は, 本学のめざす共同

研究と類似した目的で行われていた. また, 特定施設に

限られるが, Joint appointment という立場の教員が現

地看護職と行っている共同研究活動があったので, 次に

それぞれの概要を紹介する.

４. 実習にふさわしい教育環境づくりを意図した共同研

究活動事例

高齢者ケア施設 (日本の特養に相当する) の実習は,

臨床実習指導者を引き受けてくれる看護職の確保が困難

で, 提供しているケアにも問題が多く, 教員が意図した

学びを学生が得られないという課題を抱えていた. 老人

看護学専門の Dr. Trish Mitchell は, 実習施設の教育環

境を整えることを意図して, 痴呆高齢者のケアをテーマ

にした共同研究を通して現地の看護ケアの質向上に貢献

したいと考えた. そのためにはまず, 現地看護職と信頼

関係を築く必要があると考え, 過去に高齢者ケア施設で

働いた経歴を持つリサーチアシスタントを雇って彼女に

現地で働いてもらい, 職員と関係を築きながら, 現地の

実情を把握する工夫をした. 現地看護職と話し合って実

践上の課題を整理する中で, ケア内容を改善するために

は看護職だけでなくケアワーカーとも共同する必要があ

るとわかった. そこで, 彼らにも加わってもらって ｢痴

呆高齢者の食生活援助向上のためのモデル開発｣ をめざ

した研究に取り組んだ. その結果, 高齢者のペースに合

わせた食事介助や, 痴呆高齢者を尊重する意識が高まる

などの変化が見られたという. Dr. Trish Mitchell は,

この共同研究を通して, 目標に向かって皆で努力する機

運が現地に生まれたことも大きな成果であると捉えてい

た. 現在は, 共同研究でリサーチアシスタントを務めた

看護職が同施設に就職し, 彼女が臨地実習指導者を引き

受けてくれている. 以上のような複合的な結果により,

今年度この施設で実習した学生達はとてもよい学びを得

ることができたという,

５. Joint appointment の教員

“Joint appointment”の教員は, School の職員である

と同時に, 別組織－病院・行政機関など－にも席を持

ち, 両者から給与を得ている. School の教員53人のう

ち５人が Joint appointment の立場であった. 今回話を

聞いた Dr. Janice Paterson は退役軍人病院と Joint

appointment している教員で, 給与の７割を大学から,

残り３割を同病院から得ていた. 退役軍人病院から３割

の給与を引き出せるか否かは, 同病院における彼女の評

価にかかっているらしく, その活動は単なる共同研究に

限らない幅広いものであった.

Dr. Janice Paterson は長年同病院に勤務し, そこのク

リニカルナース・コンサルタントまで務めた人で, 現在

も週４時間の実践活動を同病院で行っている. また, 病

院が組織する質保証委員会と研究教育委員会のメンバー

にもなっており, 定期的な勉強会や共同研究を企画して,

現地看護職が実践活動を基盤とした研究に取り組めるよ

う支援している. 具体的には, エビィデンス・ベイスド・

プラクティスの勉強会, 看護職の実践報告や論文作成の

支援, 彼女が研究代表者となって進めている医師を含む

医療従事者との共同研究などがある.

Ⅲ. RDNS (The Royal District Nursing Service)：

研究部門および継続教育プログラム提供部門

を併せ持つケア提供機関の活動

RDNS は, 南オーストラリア州アデレード市におい

て, 在宅看護サービスを主として運営している機関であ

る. しかし, サービス提供部門以外に研究や継続教育プ

ログラムの提供を主とする独立した部門をもっており,

単なる在宅看護サービス提供機関ではない点が非常にユ

ニークであった. 他にも, 看護師一人ひとりが学習する・
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研究することを組織的に支えて看護の質向上に結び付け

ている点など, 多くの示唆を得たので報告する.

１. RDNSの概要

1893年に訪問看護サービスが開始され, 現在に至るま

で2100万回以上の訪問看護が提供されてきた. 特に, 糖

尿病およびコンチネンス・マネジメント, 障害・創傷ケ

ア, メンタルヘルス管理に関して専門性の高い看護サー

ビスを永年提供してきた実績がある.

RDNS の組織は, １) 訪問看護サービスなどに関し

て24時間体制で電話相談を受け付けているコールセンター,

２) 訪問看護サービスを提供する地区訪問センター, ３)

来所者に対して看護サービスを提供するナーシングセン

ター, ４) 看護職に継続教育プログラムを提供する教育

センター, ５) 研究活動を主とする研究ユニットに大き

く分けられる.

RDNS 全体では, 登録看護師350名, 准看護師20名が

勤務している. なお, RDNS は, 主に州や RDNS 財団

などから提供される資金で成り立っているが, 教育セン

ターは, 継続教育プログラムを提供することで独自の収

益をあげている.

２. 各部門の活動状況

１) コールセンター (訪問看護サービスなどに関する電

話相談部門)

コールセンターでは, 24時間体制で, RDNS の訪問

看護サービスに関する依頼, 疾病の治療方法などに関す

る相談に, 看護職が電話で対応している. 問い合わせは,

患者本人や家族からだけでなく, GP (一般開業医), 病

院看護師など様々である. RDNS への問い合わせ・依

頼件数は, 一日あたり700～800件あり, 医師・看護師か

らは訪問依頼が多く, 患者からは訪問時間の確認や変更

依頼が多い.

２) 地区訪問センター (訪問看護サービスの提供部門)

アデレード市内に RDNS の地区訪問センターが４箇

所あり, そこを拠点に訪問看護サービスが提供されてい

る. 提供しているサービスの主な内容は, 創傷ケア, 排

泄マネジメント, 肥満, 糖尿病などの慢性疾患患者への

ケアである. 一日あたりの訪問件数は約1000件, 一ヶ月

あたりの訪問対象は4000人である.

オーストラリアにおいても, 高齢者施設は入居待ちの

状態であり, 政府方針として, 入居するまでの期間は高

齢者が自宅で過ごせるよう援助することとなっている.

隣人などから訪問依頼が来ることもあるが, 本人が拒否

することもあるので, まずは本人に, 手助けしたいので

主治医と話をしても良いかを尋ね, 同意を得た後は主治

医と連携して援助している. また, 必要に応じて, 精神

看護の専門看護師や家族と協働して, 高齢者の自立を支

援している.

３) ナーシングセンター (来所者に対する看護サービス

の提供部門)

RDNS のナーシングセンターはアデレード市内に12

箇所あり, その中の一つである Panynnan ナーシングセ

ンターを訪問したので, そこでの活動を紹介する.

当ナーシングセンターには, 看護師１名が常勤してい

る. クライエントの予約は, 一日あたり15～20件あり,

そのうち約９割が創傷ケアである. 対象年齢は, 全年齢

層にわたる. 近年, 入院日数の短縮により, 退院後のケ

アがナーシングセンターへ移行した. 訪問ケアよりも効

率がよいので, 原則として, 65歳未満の患者は, ナーシ

ングセンターに来てもらっている.

４) 教育センター (継続教育プログラムの提供部門)

RDNS の教育センターは, 看護職者の学習ニーズ

(実践上の課題) に対応した継続教育プログラムの提供

に力をいれているため, 州内の同様な教育センターの中

でも人気が高く, 受講する看護職が多い. 教育センター

の継続教育プログラムは, RDNS の看護職は勿論のこ

と, RDNS 以外で働いている看護職も受講することが

できる. なお, RDNS の看護職の場合は, 受講料金の

割引制度がある. また, 受講コースの中には, 大学 (フ

リンダース大学, アデレード大学) の修士課程の単位を

一部取得できるコースがある.

教育センターは, RDNS で働く看護職の教育を依頼

されており, 教育センターのスタッフが地区訪問センター

を週２回訪問して, 学習ニーズ (実践上の課題) に対応

した教育プログラムを提供している. また, 新人教育と

して, 教育センターのスタッフは, 新人看護師と一緒に

訪問して援助についてアドバイスしたり, 記録方法の指

導などを行っている.

５) 研究ユニット (研究活動を主とする部門)

研究ユニットでは, RDNS の看護職が抱えている看

護サービス実践上の課題やコミュニティが抱える健康問
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題に焦点をあて, これらを研究課題として RDNS の看

護職やクライエントと協働して研究に取り組んでいる.

スタッフは研究者 (看護職) ４名, アシスタント１名で

ある.

(1) RDNS 内のリサーチカルチャーを育むための取り

組み

研究ユニットが設置された1996年当時, RDNS 内に

は, 看護師が積極的に研究に取り組むようなリサーチカ

ルチャーは無かった. そこで, 研究ユニットのディレク

ターDr. Tina Koch は, 管理職の看護師たちに対して,

現場で看護師たちが困っていること・興味を持っている

ことなどを聞いた. 更に, 小グループで集まり, その研

究として取り組むべき実践上の課題が何かを話し合い,

リサーチクエスチョンに結び付け, 実践上の課題を解決

するための研究を看護師たちと協働して取り組み始めた.

研究成果は冊子にまとめて配布し, 有効な看護サービス

の方法を具体的に提示するなど, 現場の看護師たちに研

究成果をフィードバックしていった. この積み重ねによっ

て, 看護師たちは, 研究することで実践上の課題が解決

されることや研究ユニットのスタッフが支援者として頼

りになることを実感し, 看護師たちが主体的に研究に取

り組むリサーチカルチャーがRDNSの中に徐々に広まっ

ていった.

(2) 研究課題

主な研究課題は, １. 実践現場における臨床上の課題

(創傷・薬物療法のマネジメント, 乳がん患者の経験,

高齢者の緩下剤使用量など), ２. 社会上の健康課題

(痴呆患者に対する介護経験を明らかにすること, 糖尿

病・多発性硬化症と共に生活する人々に関する研究など),

３. 評価研究 (RDNS における障害者へのサービス評

価, 英語を話さないクライエントに対するサービス評価

など), 以上の３つである.

(3) 参加型アクションリサーチプログラムを用いた看護

師・クライエントとの共同研究

研究ユニットでは, クライエントが疾病とともに生活

する経験やセルフケアマネジメントに関する研究課題に

対して, 参加型アクションリサーチプログラムを用いて

おり, 研究者は RDNS の看護師およびクライエントと

一緒に協働して研究を進めている. 例えば, 研究者と看

護師は, クライエント同士が疾病とともに生活する経験

について語りあった内容からテーマ・問題を引き出し,

次回の集まりでは, クライエントにその解釈が正しいか

を確認し, そのテーマ・問題について更にクライエント

が話し合うことを促す. このプロセスを繰り返すことで,

クライエントと一緒に有用な知識を創出する. なお, ク

ライエントは研究対象であると共に, 一緒に研究データ

を分析する共同研究者として位置付けられている.

参加型アクションリサーチプログラムを用いることで,

クライエントは, クライエント自身が語ることを通して

自分の生活を見直し (Look), 自分を振り返って考え

(Think), 変えなければならない問題に取り組む (Act),

以上のプロセスを踏む. このプロセスにおいて, クライ

エント個人のセルフケアマネジメントの向上や自己成長・

経過の改善をもたらすことが確認されている.

なお, 今回の視察では, フリンダース大学と RDNS

が共同研究を推進していると予測して RDNS を訪問し

た. しかし, 実際には, フリンダース大学との共同研究

は, 研究ユニットのディレクター Dr. Tina Koch がフ

リンダース大学の教員を兼務していた数年間だけ実施さ

れていたことがわかった.

３. 看護の質を向上させるための組織的な取り組み

(1) Quality Manager を中心とした取り組み

Quality Manager (看護職) １名が, 組織全体の看護

の質保証・向上に関するプログラムを組み, Quality 委

員会の運営や各組織との調整・とりまとめを行なってい

る.

Quality 委員会は, Quality Manager の他に各部門の

看護管理者・事務管理者で構成され, 各部門で看護の質

が保たれているか評価・検討している. 他にも, 看護師

の能力評価 (毎年, 能力試験あり), 継続教育の取り組

み状況の評価 (年間, 最低20時間の学習が義務づけられ

ている. 20時間未満の場合, 問題ありとみなされ, 職場

の異動もある) や, 職務に対する看護師の満足度や怪我・

事故の状況に関しても指標を用いて測定している.

(2) Clinical Nurse Manager を中心とした取り組み

Clinical Nurse Manager (看護職) １名が, 組織内で

効率的･効果的な看護ケアが提供されることを目的とし

て, RDNS におけるインフォメーションシステムの構

築, IT を活用したクリニカルパスウェイや記録システ

ムの研究・開発, 統計情報の管理・発信などを行ってい
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る. いずれにしても, 情報を統計的に処理するだけでは

なく, 分析した結果を看護師にフィードバックをしてお

り (地区訪問センターへ訪問して報告), 更に看護の質

が向上するためには看護師自身が何をすればよいか, 現

場の看護職と一緒に検討している.

(3) 実践と研究・看護生涯学習をリンクさせた組織的な

取り組み

RDNS の看護職が抱える実践上の課題を解決するた

めに, 研究ユニットでは看護職との共同研究を通して,

また教育センターでは看護職の看護生涯学習を支えるこ

とを通して取り組んでおり, 組織的に看護の質を向上さ

せるための仕組みが整えられていた. このように実践と

研究・看護生涯学習をリンクさせた組織的な取り組みは,

看護師一人ひとりの看護実践能力および研究能力を相乗

的に高めることにつながると思われた. 特に, 研究ユニッ

トが, 看護実践の役に立つ実用的な研究を看護職と一緒

に地道に取り組み, 研究成果を看護職へ還元し続けてい

ることは, RDNS の看護の質向上に大きく寄与してい

ると思われた.

おわりに

オーストラリアでは, 労働条件・昇給の条件・免許の

更新など多様な仕組みを整えて, 看護職個人の生涯学習

への取り組みを社会的に支えるような工夫がされていた.

一方, 日本では, 生涯学習の実施は個人の意欲と努力に

任されている現状がある. 実質的に看護生涯学習を推進

するために, わが国においても社会的な仕組みを整える

重要性を再認識した.

RDNS はケア提供機関として発展した組織であるが,

研究ユニットと教育センターという, ケア提供に直接か

かわりのない部門を持っていた. 特に, 研究ユニットは

収入に結びつく部門でもなく, ケア提供機関がこのよう

な部門を持つことは, オーストラリアでもまれな事例と

いうことであった. 以前から, 実践と研究の乖離が指摘

されているが, 研究ユニットの研究者達は, 研究が現場

の問題解決やケアの質改善に貢献できることを示し, 組

織内にリサーチカルチャーを育むという成果をあげつつ

ある. これは, 看護学の研究者が社会で貢献するひとつ

のモデルを示すような活動であると思われた.

また, フリンダース大学の Dr. Trish による, 実習に

ふさわしい教育環境づくりを意図した共同研究事例にお

いては, その取り組みが現場の質向上にも貢献している

ことを確認することができた. このことは, 同様の意図

をもって現場との共同研究に取り組んでいる私たちにとっ

て, 大きな励みになると思ったことを最後に述べて, オー

ストラリアの視察報告を終えたい.
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はじめに

研究交流促進委員会が中心となり, 全学レベルで取り

組んだ共同研究事業は, 今年で４年目になった. 取り組

まれた共同研究数は, 平成12年度19題, 平成13年度28題,

平成14年度26題であり, 今年度は26題が進行中である.

共同研究事業は, 本学教員が看護実践現場の課題を研

究し業務の改善に直結した看護サービスの質の向上を目

指した活動である. しかし大学の活動としての共同研究

は, そればかりではない. 大学の本来の活動としての教

育, とりわけ看護学実習の充実など教育活動の条件整備

に直結した活動である. さらには, 現地看護職の日常の

実践や業務の改善に向けた意識改革を含むものであり,

何よりもわれわれ自身の看護学の教員としての意識形成

をねらい, 看護学の社会的使命を追求する事業である.

今年度から本格的に稼働し始めた看護研究センターは,

研究交流促進委員会と協力しながら, 看護実践現場と大

学との連携を強化することを目指した役割を模索してい

る. そこで, 共同研究と実習との関連における現状を全

学レベルで確認し, 研究交流促進委員会を中心に追及し

ている本事業を一層発展させる基礎資料を提示したいと

考えた.

Ⅰ. 調査方法

１. 対象および調査内容

４カ年に共同研究を行った県内施設は, 実数にして83

施設である. そのうち本学の実習を受け入れている施設

の中から, 下記の施設選択基準のいずれにも該当した13

カ所を選び, この施設で共同研究を行った本学側教員を

対象に, 共同研究が実習にどのような影響を及ぼしてい

るかについて面接調査を行った.

施設の選択基準は, 下記のとおりである.

１. 平成14年度から継続している, あるいは３年間継続

した.

２. 共同研究のメンバーが所属している講座が, 領域別

実習あるいは卒業研究を行っている.

３. 現地看護職あるいは大学教員の自己点検評価から,

現地看護職の積極的な参加が伺われる.

面接の対象となった教員が共同研究を行っている施設

は, 表１に示すとおりである. なお同一施設で異なる共

同研究に参加している異なる部署がある場合は, 施設数

を２カ所としている.

面接調査における質問内容は, 下記のとおりである.

１. 共同研究を実施したことが, 実習にどのように活か

されているか.

２. 共同研究が実習に活用されている場合, どうしてう

まく行ったか (うまく行っていない場合は, なぜうま

く行っていないか).

３. どのようにすれば共同研究を実習に活かせると思う

か.

面接対象となった教員には, 調査目的を口頭で説明し,

参加への同意を得た.

２. 分析方法

面接時に記録した内容について, 意味を変えないよう

に要約し１コードとした. 質問内容に対応しないコード
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を分析対象から除き, 質問に対応したコードを共通点,

相違点について比較分析し, 分類した. 要約と初期の分

類について, 面接対象の教員に確認し, 最終結果は看護

研究センターの教員間で検討した.

Ⅱ. 結果

１. 共同研究と実習との関連

共同研究を実施したことが, 実習にどのように活かさ

れているかについては, ６カテゴリーが抽出された (表

２). 最も多かったのは, ｢現場との関係成立による実習

の円滑化｣ であり, ９施設であった. 共同研究をしたこ

とにより, 教員と看護職の関係が深まり, 大学が何を大

切にし, どのような実習をしたいかということが確実に

伝えられ, より円滑な実習が行われている.

次いで多かったのは, ｢実践の向上による実習内容の

充実｣ であり, ６施設であった. 共同研究を実施したこ

とにより, 看護職の認識の変化だけではなく, 適切な看

護を行うための患者家族会といった組織作りが行われた

り, 研究成果が現場で活用されたりして, 実践内容や方

法が充実し, 学生が実習で良い実践に触れる機会を提供

している.

｢共同研究実績の学生指導への直接的応用｣ は４施設

であった. 看護職が共同研究で得た学びを学生に語って

くれたり, 共同研究の結果が訪問の実習対象者の選択に

使われたりしている.

｢実習準備・打ち合わせの円滑化｣ は４施設であった.

共同研究を行ったことで教員が実習場の状況を理解でき

るようになり, 学生に強調して教えてほしい点や実習の

意図を明確に伝えることができている.

｢学生の共同研究参加による学び｣ は２施設であった.

教員あるいは現地看護職の判断で, 共同研究の一部に参

加することが勧められ, そのことで学生が学びを得てい

ることが明らかになった.

｢共同研究自体の影響は不明｣ という施設も３カ所あっ

た. これらの施設では, 共同研究がまだ２年目であるこ

とや, 共同研究を行っているのが外来であり中心的な実
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表１ 共同研究施設と実習

施設名 共同研究テーマ 研究期間 実習名

アルカディア
ターミナルケアの組織的取り組みと援助方法, 看護の質の

向上と継続性を保証するための施設間連携のあり方
３年目

成熟期看護学学外演習・領域別

実習・卒業研究

愛生病院
ターミナルケアの組織的取り組みと援助方法

介護療養型医療施設での患者家族への支援
３年目

成熟期看護学学外演習・領域別

実習・卒業研究

羽島市民病院 １病棟５

階・１病棟４階・精神科
一般病院におけるターミナルケア ３年目

地域基礎看護学領域別実習・卒

業研究, 成熟期看護学卒業研究

羽島市民病院 内科外来
生活習慣病を有する成人・老人患者の看護支援に関する研

究
３年目 成熟期看護学卒業研究

美山町 保健師の学校との連携 ３年目 地域基礎看護学領域別実習

高富町
全住民への責任性を視野に入れた保健福祉サービス提供方

法の検討
３年目 地域基礎看護学領域別実習

白川町 保健福祉活動の展開における保健師活動の原則 ２年目
地域基礎看護学領域別実習・卒

業研究

川島町 住民と共同する健康なまちづくり計画の策定に関する研究 ２年目 機能看護学卒業研究

やすらぎ苑
特別養護老人ホームにおける入居者のその人らしさを尊重

した看護援助の検討
３年目 成熟期看護学領域別実習

飛騨地域保健所 難病患者の援助方法と支援体制の充実 ３年目 地域基礎看護学領域別実習

養南病院 精神障害者の家族支援の実態と基盤整備 ２年目 地域基礎看護学卒業研究

県立寿楽苑
特別養護老人ホームにおける入居者のその人らしさを尊重

した看護援助の検討
３年目

成熟期看護学学外演習・領域別

実習

県立飛騨寿楽苑
特別養護老人ホームにおける入居者のその人らしさを尊重

した看護援助の検討
３年目 成熟期看護学卒業研究
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表２ 共同研究と実習との関連

分 類 内 容

現場との関係成立に
よる実習の円滑化
(９施設)

・共同研究により現場と大学が言うこと (方向性) が一致したので, 学生が混乱しない.

・現場側は, よいケアにつながることは提言してほしいというスタンスであり, 現場との関係もできている
ので, 学生は遠慮せずに自分の考えを言うことができる.

・大学と現地との関係ができているため, 十分な意見交換ができる.

・現地が指導してくれるべき内容については現地がするべきことを伝え, 現地指導者が学生指導できるよう
教員がサポートした (関係ができていると言いにくいことも強く言える).

・職員との関係が深まった. われわれの看護観・老人観が伝わり共有できたので, 学生に対しても, その視
点でアドバイスしてもらえるように変わった.

・大学の教員と看護師の関係が良くなり, 学生の実習の受け入れが非常に良い. 大学が何を大切にし, どん
な実習をしたいかということが良く理解されている.

・話しやすくなったことは確かであり, 相談も要求もしやすい. これは共同研究によって信頼関係ができた
こと, 病院の内情が理解できるようになったことによる.

・共同研究で形成した人間関係は, 実習を円滑に運ぶのに役立っている.

・看護職との関係ができており, 実習目的・目標がよく理解されている.

・共同研究者の２名が実習指導者であるため, 実習調整が円滑に行われ, 学生が実施してみたいと希望する
ことに関しては, 倫理的問題もクリアされ全て可能になっている.

・地域の問題が現地と教員で共有できるので, 学生にアドバイスしやすい.

・共同研究者 (看護師) との人間関係ができてきて, 意思疎通が円滑である. そのため, 踏み込んだレベル
で話ができるようになった.

実践の向上による実
習内容の充実
(６施設)

・患者家族を支援するための組織づくり (患者家族会) へと発展してきた.

・共同研究の中で３才以降の関わりも大切なことを共有でき, 保育所での福祉教育, 高校での健康教育, 中
学校での性教育など, 思春期を含めた母子保健活動の内容・方法ともに充実した.

・共同研究を通して健診結果の当事者への返し方を担当者間で検討し, 改善するよう取り組んだ.

・検討会で話し合われたことや, 研究成果は施設で報告され, 現場に活かす働きをしている.

・共同研究で話し合ったことが, 日々のカンファレンスで取り上げられ, 考え方や看護の方法が変化して来
ている.

・現場の ｢終末期の捉え方, 高齢者の問題行動の捉え方｣ が変わってきた.

・共同研究で得られた実態調査の結果について, 報告書や広報で住民に還元することができた. 健康教育の
場や推進員の研修会の場でも住民に結果を還元し, さらにそれに対しての意見を得ることができた.

共同研究実績の学生
指導への直接的応用
(４施設)

・共同研究で得た学びを学生に語ってくれる.

・教員の後押しにより活動の考え方や活動方針に自信が持て, 表現できるようになり, 学生の学びが深まった.

・共同研究によって今後の課題が出ていて, 特定疾患対策と保健活動の説明時に学生に話してくれている.
学生の学びにも, 課題を明確に持っているから, よりよい事業につながっていくんだということが書かれ
ている.

・訪問活動を個別の援助に留まらず地域の問題として捉える視点や, 難病セミナー等の他の事業とつながっ
ていることなど, 保健師から学生に伝わっている.

・共同研究の結果, これまでの保健師活動を振り返り, 大事にしてきたことが保健師活動の原則でもあった
ことなどが確認でき, 実習においても町の保健師活動の大事にされているところを語ってくれ, 学生のレ
ポートの中でも表現されている.

・共同研究の結果をもとに単独訪問の対象を選択することができた.

実習準備・打ち合わ
せの円滑化
(４施設)

・教員は, 共同研究を通して岐阜県内や病院の状況がわかっているので, 実習や卒研の意図をはっきりと実
習担当看護師に対して伝えることができる.

・実習前の打ち合わせ段階で, この町ではここを強調して学生に伝えてほしいと具体的に言える.

・共同研究の打ち合わせ等で大学と現地との関係性ができていたため, 実習の打ち合わせでも十分な意見交
換ができた.

学生の共同研究参加
による学び
(２施設)

・共同研究の一環で開催しているターミナルケア検討会に, 学生が参加しても良いと教員が判断した場合,
学生に開催を通知している. 現場の力を使って, 学生の視野を広げ, 学びを深めることを意図している.

・共同研究の検討会に, 現地看護職が勧めて学生が参加した. 学生にどこまで内容がわかったかは疑問では
あるが, ここまで問題を追及していかなければならないものなのかという感想を持った.

共同研究自体の影響
は不明
(３施設)

・実習場の看護師は, 学生を好意的に受け入れてくれ, 指導も熱心である. しかしこれが共同研究を実施し
たことによるのかどうかはわからない.

・研究内容自体が実習に役立っているわけではない. 将来的には, 研究内容が実習に役立つようにしたいと
思っている.

・個々の看護師の実践には共同研究は役立っていると思われるが, 実習に活かされているという段階ではな
い.



習場ではないこと, さらには看護職が独立して活動でき

ないシステムであるといった施設側の組織上の問題もあっ

た.

２. 共同研究と実習の関連がうまく行っている理由, あ

るいは不充分な理由

１) 共同研究と実習の関連がうまく行っている理由

共同研究と実習の関連がうまく行っている理由は,

｢実践を改善する共同研究だった｣ と ｢共同研究により

相互理解が促進された｣ がそれぞれ５施設と最も多かっ

た (表３). 共同研究が現場のニーズに沿っており, 実

践の改善に結びついたものであることから, 共同研究に

よって実践が良くなり, それが実習に良い影響を及ぼし

ている. 共同研究による相互理解の促進では, 共同研究

を通じてお互いを理解できるようになり, 実習について

も充分な検討が可能になっている.

また２施設では, ｢共同研究に参加している教員が実

習を担当した｣ ことが述べられていた. これは教員の共

同研究者と実習担当者が一致していること, 共同研究の

主担当教員と実習担当教員間で情報が共有されているこ

とである.

｢組織のあり方が影響している｣ と述べた施設が２カ

所あった. これは施設自体が看護実践の改善に取り組も

うとしていることや, それを実行するのに望ましい組織

となっていることによるものである.

｢共同研究と実習の関連を教員が意識していた｣ が１

施設であった. 共同研究を実習につなげることを意図し

て, 実習場の看護職にそのことを伝えている.

２) 共同研究と実習の関連が不充分な理由

共同研究と実習の関連が不充分な理由では, ｢共同研

究と実習の関連に対する教員の意識が不足していた｣,

｢共同研究の進行と実習時期が一致しない｣, ｢共同研究

が実習内容の一部にすぎない｣, ｢共同研究者のみとのつ

ながりである｣, ｢中心的な実習場でない｣, ｢実習施設の

組織上の問題がある｣ ことが, それぞれ１施設で述べら

れていた.

３. 共同研究を実習に活用する方法

どのようにすれば共同研究を実習に活かせると思うか

では, ４つの方法が提案された. ｢現場看護職と接する

とき, 共同研究者であり, 実習を引き受けてくれている

看護職であることをよく認識して対応すること｣, ｢共同

研究によって実践を改善していくこと｣, ｢現地看護職と

良い関係を作り, それを維持すること｣, ｢共同研究を継
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表３ 共同研究と実習の関連がうまく行っている理由

分類 内容

実践を改善する共同
研究だった
(５施設)

・実践方法を開発していく, 良くしていく共同研究だった. 今の課題にどう進めていけばよいか迷っている
部分への関わり, 活動の後押しをしていくような関わりだったため, 実践活動全体が良くなっていった.

・共同研究が保健師の思いを後押しするような内容であった.

・現場のニーズに沿い, 問題解決を一緒に行った.

・共同研究自体が実践と結びついたものであるため, 日々の実践が良くなり, 実習にも良い影響を及ぼして
いる.

・共同研究することで, 課題がより明確になり, 自信を持って話をしてくれている.

共同研究により相互
理解が促進された
(５施設)

・共同研究を通じて, 教員と保健師・組織との相互理解が図られたことにより, 実習についても十分な検討
ができた.

・共同研究, 領域別実習, 卒研, 研究支援事業など, 全ての地道な努力の賜物である.

・特別養護老人ホームでその人らしさを尊重した看護援助として, 大学が大切にしていることが共同研究に
よって充分理解され, 実習目的についても理解が深まっている.

・人間関係がうまくできていることが大きい.

共同研究に参加して
いる教員が実習を担
当した (２施設)

・共同研究に参加している教員が実習を担当したので, 共同研究の主担当教員と実習担当教員間で, 共同研
究の経過や先方の反応等を逐一共有できていた.

・実習担当教員が共同研究を通じて活動の概要を理解している.

組織のあり方が影響
している
(２施設)

・利用者の立場に立った施設のあり様を考えている施設であることも影響している. 公設民営化になり, 増
床も予定されていて, 事務長も看護援助の改善に真剣に取り組んでいる.

・共同研究者のうち１名はグループホームのリーダーで, もう１名が医務室 (看護職) の責任者という立場
にあり, 看護実践を改革するのに理想的な組織となっている.

共同研究と実習の関
連を教員が意識して
いた (１施設)

・共同研究を実習につなげることを意図し, 先方にも伝えていた.



続・拡大すること｣ である.

共同研究者であり実習担当者であることを認識した対

応では, 実習依頼時やプログラム調整時に, 共同研究の

こともふまえて自らの活動内容や考え方を伝えてもらう

ように依頼することが述べられていた. 共同研究の拡大

では, 共同研究者だけではなく, より多くの看護職に浸

透させ, 取り組んでいる課題を全体に広げて行くことが

必要であると捉えられていた.

Ⅲ. 共同研究と実習の関連における現状と課題

共同研究開始後３年目で, 実践の向上による実習内容

の充実が６施設で生じている. 共同研究を実施している

全施設数の83と比較すると, まだ少数ではあるが, 継続

することにより, 多くの施設において実践の改善がなさ

れたならば, 学生が良い実践を学ぶ機会が増えていくと

考えられる. この観点から考えると, より多くの実習施

設で共同研究が実施されることが望まれる. また教員の

興味で研究を行うのではなく, 共同研究が目指している

看護実践現場の課題を取り上げ, 業務や実践の改善に直

結した研究活動が継続される必要がある. これは共同研

究と実習の関連がうまく行われている理由に, ｢実践を

改善する共同研究だった｣ ことが挙げられていることか

らも, その必要性が明らかである.

実習準備・打ち合わせ・実習自体の円滑化には, 教員

が共同研究を通して実習場の現状を理解していること,

教員と実践現場の看護職が良い関係を形成していること

が影響している. 共同研究と実習の関連がうまく行われ

ている理由の１つに ｢共同研究により相互理解が促進さ

れた｣ があるように, 教員と現地看護職がお互いを理解

することが必要不可欠である. この相互理解は, 従来の

大学教員が実践現場を研究フィールドとして使用すると

いう形の研究では達成できない.

本学の共同研究は, 現場のニーズに沿って, 現場の課

題を達成するという姿勢で取り組んでいることが, 実践

現場の看護職との良い関係形成に影響を及ぼしていると

思われる.

学生が共同研究の一部に参加するという形で学習する

ことは, ごく少数の施設で行われている. 今後, 卒業研

究を履修する４年生を中心に, その実施を検討する必要

がある.

共同研究と実習の関連がうまく行っている理由に,

｢共同研究に参加している教員が実習を担当した｣ こと

と ｢共同研究と実習の関連を教員が意識していた｣ こと

が挙げられている. 共同研究に参加している教員が常に

実習を担当できる場合ばかりではないが, 可能な範囲で

意識的に繋げて実行される必要がある. 学内交流会で共

同研究内容を共有する機会を設けているが, この機会を

最大限利用し, また共同研究を担当する教員から個別に

情報収集する努力も加えて, 共同研究と実習の関連を意

識する必要がある. このことは, 共同研究を推進し教育

を充実していくために, 全ての教員が実行すべきである.

共同研究を実習に活用する方法として挙げられた内容

は, 全て関連している. まず共同研究本来の目的である

｢共同研究によって実践を改善していくこと｣ が重要で

ある. これには ｢共同研究を継続・拡大すること｣ が必

要になり, またこの過程において ｢現地看護職と良い関

係を作り, それを維持すること｣ が必要となる. これら

のことにより, 実習を円滑に行うことができ, さらに良

い実践を学生が学ぶことができる. そして共同研究を最

大限に実習に活用するためには, そうしようとする教員

の意識が重要で, ｢現地看護職と接するとき, 共同研究

者であり, 実習を引き受けてくれている看護職であるこ

とをよく認識して対応すること｣ が必須となる.

今回は, 共同研究と実習が関連している可能性の高い

13施設を選択して調査を行った. 今回対象とならなかっ

た70施設の中には, 共同研究に積極的に参加していない

ことが自己点検評価から読み取れる施設もある. 共同研

究と実習の関連と共に, 共同研究のあり方についても今

後検討が必要である.

おわりに

共同研究が実習にどのような影響を及ぼしているのか

についての今回の面接調査により, 共同研究と実習の関

連における現状と課題が明らかになった. これらは共同

研究の発展と共に変化するものであり, 継続的な検討が

必要となる. 看護研究センターは, 今後も共同研究をさ

らに発展させ, それを教育に活用する方策を見出してい

きたいと考えている.

(受稿日 平成16年２月４日)
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Ⅰ. はじめに

本学では, 平成12年の開学当初より, 県下の看護実践

における質の向上への貢献, 県内看護職の生涯学習支援

や人材育成への取り組みとして, 共同研究事業・看護実

践指導事業の促進, 岐阜県看護実践研究交流会 (以下,

交流会とする) の立ち上げと運営支援等を行ってきた.

これらの活動は, 本学教授会の下部組織である研究交流

促進委員会が中心となり, 全学的に取り組んできた1)が,

さらに, 平成15年４月, 本学組織内の看護研究センター

に専任教育３名を配置し, これまで以上に効果的・総合

的に本学の使命の追究をめざしているところである.

看護研究センターは, 県内看護職の生涯教育を含めた

大学の教育活動及び看護実践の改革のための研究活動に

ついて, その基盤を強化し, 看護実践の質の向上を効果

的にすすめることを目的として, 看護実践現場と大学と

の連携を強化するための諸活動を行っている. ここでは,

その活動のひとつである研究支援事業について, そのシ

ステム構築の経緯を整理するとともに, 現時点での実績

を報告し, 今後の運営の発展を追究する基礎資料とした

い. 尚, 本事業は研究交流促進委員会が運営しており,

看護研究センターは研究交流促進委員会をバックアップ

し, 事務局的な働きを担う立場である.

Ⅱ. 岐阜県看護実践研究交流会について

１. 発足の経緯

看護実践に従事する看護職が主体的に自らの実践活動

を改革していく力量を向上させるためには, 互いの実践

研究実績を交換し合い, 刺激し合うことが不可欠である.

そこで本学では, 事前に, 学内での検討や県内看護職

への相談を重ねた上で, 平成14年２月, ｢共同研究報告

と討論の会｣ に参加した県内看護職に向け, 現場の看護

職が個人的に加入する交流会の発足を提案した.

｢共同研究報告と討論の会｣ は, その年度に実施した

教員と現場看護職との共同研究の成果を報告し合い, 参

加者・発表者がディスカッションしてともに学ぶことを

意図した交流機会であり, 例年, 200人前後の県内看護

職の参加を得ているものである. 当日の開会時に交流会

の構想を提案した上で, 昼休み時間に意見交換する集ま

りを設定し, 十数名の県内看護職から意見を聞いた. ま

た, 当日のアンケートでは, アンケート回収者105名の

内, 交流会への参加意思のある者は61名, 交流会の運営

に関わる意思のある者は４名であった.

この４名の看護職に加え, 実習や共同研究で関わりの

ある看護職に教員が働きかけることにより, 県内看護職

有志14名による世話人会が発足した. 世話人会は, 研究

交流促進委員会の支援のもと, 平成15年からの交流会の

発足をめざして, 運営方針・会則2)・事業計画等につい
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ての検討及び役員の決定を行った. 次いで平成15年２月,

｢共同研究報告と討論の会｣ で, 世話人会代表が交流会

設立のアピールを行い, 同時に会員の募集を開始した.

世話人会は, 交流会発足を機に解散し, 現在は７名から

なる役員会で運営を行っている.

平成15年10月には第１回の総会及び研究交流集会 (会

員である実践現場の看護職が行った研究について報告・

討論する会) を開催し, 現場看護職112名, 本学教員27

名の参加のもとに, ９題の研究発表と討論を行った. 会

員数は, 平成15年11月現在, 正会員77名, 賛助会員43名

である.

２. 岐阜県看護実践研究交流会の概要

１) 目的：県下の実践に従事する看護職が, 主体的に自

らの実践の改善・研究に取り組む力を高めることと, そ

の体験を共有・交流することにより, 看護業務の改革と

看護サービスの質の向上を図る.

２) 事業：①研究交流集会の開催, ②看護実践研究活

動の奨励, ③岐阜県立看護大学の協力支援を得て, 研究

活動を促進する.

３) 正会員は, 岐阜県下の看護実践現場で実践研究活動

を行う意思のある看護職 (養護教諭を含む) の個人加入

とし, 年会費を納入する. 賛助会員は, 本会の目的に賛

同し, 事業の後援を表明した看護職個人とする. 本学教

員の加入は賛助会員となる.

４) 役員：代表・代表補佐・書記・会計・研究支援受付

担当を各１名, 会計監査２名を置き, 正会員の中から互

選により決定する.

５) 研究支援：正会員は主体的な研究活動の推進のため

本学教員の支援を受けることができる.

Ⅲ. 研究支援事業

１. 概要

交流会会員が行う看護実践研究活動を推進するため,

申請に基づき, 本学教員が会員の研究実施について助言・

相談・指導等の支援を行う. 運営は, 本学研究交流促進

委員会が担当し, 実務は看護研究センターが行う. 運営

については, 有効な研究支援システムとして機能するこ

とをめざし, 研究交流促進委員会及び交流会世話人会・

役員会で検討を重ね実施してきており, 今後も同様であ

る.

１) 支援する研究

義務的に行う研究ではなく, 会員が主体的に行う研究

であること, 看護実践の改善に直結する研究であること

を条件とする. 支援の申し込み件数が多い場合は, 一定

件数に限ることもある.

２) 支援事業への適用の決定

申込用紙をもとに, 研究支援を担当する予定の教員が

申込者と面談した上で, 研究内容･意図などを十分把握

し, 支援事業の適用の可否を決定する.

３) 研究支援の方法

教員個人の専門性の限界や助言の偏りを防ぐことを考

慮し, ２人以上の教員で行う. 会員が主体的に研究をす

すめることを原則とし, 教員の支援は, 期間を１年間と

し, その間に３回程度のスポット的な支援を行う.

４) 研究に関わる経費

研究支援を受けるための来学の際の経費を含めて, 研

究に要する費用は, 申請した会員の負担となる. 大学の

教員が現地に出向く場合には, 大学の経費の範囲内で行

い, 謝金等は不要である.

５) 研究交流集会での報告

研究支援を受けたものは, 研究結果もしくは研究経過

について, 必ず研究交流集会で報告するものとする.

６) 自己点検評価

大学としての活動評価のため, 教員の他の活動と同様

に自己点検評価を実施する. その際, 研究支援を受けた

看護職は, 支援の成果について評価を実施し, 評価書を

大学側に提出する.

２. 研究支援受付システム

１) 受付と支援担当教員の決定

研究支援を望む会員及び入会予定者は, 申込用紙 (表

１) を, 交流会の研究支援受付担当者を通じて本学に提

出する. 本学では, 看護研究センターが窓口・調整役と

なり, 研究交流促進委員会と連携の下, 支援担当教員を

決定する. その決定にあたり, 申込用紙で必要な情報が

得られない場合は, 事前に看護研究センター教員が面接

を行う. なお, 担当教員の選定は, 教員の専門領域, 申

込者が所属する施設への実習や共同研究での関わり等を

考慮し, また可能な限り複数講座の教員で担当できるよ

う努めている.
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２) 支援担当教員と申込者の初回面接

申込者との初回面接においては, 研究支援事業の適用

の可能性を探るだけの面接ではなく, 研究の方向性を確

認し, 先方の意思決定を助けたり, 申込者の研究への意

欲をさらに高めるような, 支援的な面接を実施すること

を取り決めている.

そのため, 支援担当教員は, 申込者との初回面接にお

いて, 申込用紙をもとに, 研究動機や目的・内容・方法・

準備状況などを確認する際, 申込用紙に書ききれていな

い申込者の意図を十分に聞き, また申込者の明確になっ

ていない部分をともに話し合うことで明確にしている.

その結果で, 研究支援の可能性を検討し, 本事業の適

用・不適用の決定を行う. したがって, 研究課題や方法

を修正したり, 変更を加えたりして本事業の適用となる

場合や, 今後の研究の方向性の決定に支援を求めている

者には, 初回面接だけの支援で終わる場合もある.

面接結果は, 初回面接記録用紙 (表２) で看護研究セ

ンターに報告され, 研究交流促進委員会で全学的に共有

されることとなる｡

３. 研究支援事業の運営状況

平成15年11月25日現在までに, ８題の申し込みがあっ

た. そのうち６題が研究支援事業の適用となっており,

それぞれ２名の教員が研究支援を行っている. (表３)

申し込みから本学受付までの期間は, 平均21日 (14日

～33日), 本学受付から初回面接までの期間は, 平均30

日 (14日～44日) である.

４. 評価

１) 申込用紙だけでなく面接をして適用の可否を判断す

ることは, 申込者の意図が十分に把握でき, 意見交換や

教員からの説明が十分にできる利点がある. 研究の目的

や方向性が明確になり, 研究支援を受けることにつなが

るという効果や, 本事業が適用不可となった場合も, 研
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表１ 研究支援申込用紙

看護実践研究交流会

研究支援申込用紙 年 月 日

研究者氏名
(職種・会員番
号)
＊全員について
記入し, 代表者
には○をつけて
ください

所属機関・所属
部署

連
絡
先

住
所

〒

電話番号

FAX番号

ｅ－mail

研究課題

研究目的
(この研究をす
ることで期待さ
れる実践活動の
改善)

研究動機

組織としての了
解の有無

支援を受けたい
内容

教員の希望 (教
員名, 職種, 担
当領域など)

表２ 初回面接記録用紙

研究支援のための面接

研究代表者氏名

被面接者氏名

所属

申請時の研究課題

大学での受付年月日 受付番号

面接年月日 面接場所

面接者氏名

面接内容：

研究支援 (いずれかに○) 適用 不適用

適用時の研究課題

不適用の場合の理由：



究に取り組む意欲を支持し, 今後の研究につなげるため

には何をするべきかを明確にして伝えられるという面で

の効果が確認されている.

２) 開始後間もないので, 支援を受けた看護職及び支援

を行った教員からの評価はできていない. しかし, 支援

を受けている看護職の一部からは, 実施していることを

聞いてもらい, 肯定してもらったり, アドバイスや新た

な発想の意見をもらうことが励みになっているといった

感想を聞いている. また, 一部の教員からは, スポット

的な支援ではなかなか研究が進められない, 対象者の実

践現場が遠方のため双方の時間の捻出が困難である, と

いった意見が出されている.

詳細の評価については, 支援期間終了を待って, 自己

点検評価を実施する予定である.
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表３ 研究支援申込課題一覧

申込日
申 込
受付日

申込者 申込時の研究課題
初回面接日

(担当教員所属講座)

事業
適用
の
可否

適用時の研究課題/
不適用の場合はその理由

看護実践研究交流集
会で報告した課題

1 15. 4. 1 15. 4.19 Ａ病院
助産師

虐待リスクアセス
メント表の当院に
おける有効性の検
討

15. 5.16
(育成期看護学講
座・機能看護学講
座)

可 虐待事例の見直し (仮題) 退院後の育児に問題
が見られる事例に対
する周産期看護の見
直し

2 15. 5. 6 15. 5.20 Ｂ病院
看護師

白内障手術後の患
者指導

15. 6.10
(看護研究センター・
看護研究センター)

否 薬剤師の点眼指導の効果を明
らかにすることが目的となっ
ており､ 看護実践の改善のた
めの研究ではなく､ 点眼指導
及びそれに関わる看護の現状
分析から看護実践上の課題を
見出すことからはじめる必要
がある｡ また､ 研究の初歩か
ら教えてほしいという期待が
あり､ 本事業のスポット的な
支援では困難と思われた｡

3 15. 4.30 15. 5.20 Ｂ病院
看護師

透析患者における
下肢病変への意識
調査

15. 6.30
(機能看護学講座・
成熟期看護学講座)

否 研究を始めるまでの準備不足
(研究目的・意義の明確化､
実践方法に関する知識・技術
の裏づけ) が明らかになり､
研究者から申込が取り下げら
れた｡

4 15. 4.17 15. 5.20 Ｂ病院
看護師

せん妄を予測する
観察シートの作成
と活用

15. 7. 4
(成熟期看護学講
座・看護研究セン
ター)

可 ルートの自己抜去を減らすた
めの方法の検討

点滴ルート自己抜去
を防ぐ看護を考える
＜中間報告＞

5 不明 15. 6.24 Ｂ病院
看護師

体圧測定器を用い
てのモビライザー
上での効果的な体
圧分散用具の検討

15. 7.28
(成熟期看護学講
座・地域基礎看護
学講座)

可 体圧測定器を用いたモビライ
ザー上での効果的な体圧分散
用具の検討

次年度報告予定

6 不明 15. 6.24 Ｃ病院
看護師

摂食・嚥下障害患
者の口腔ケアに対
するスタッフの意
識改革

15. 7. 8
(成熟期看護学講
座・看護研究セン
ター)

可 摂食・嚥下障害患者の口腔ケ
アに対するスタッフの意識改
革

口腔ケアの定着に関
する研究
－口腔ケアに対する
看護師の実態調査－

7 15. 6.10 15. 6.30 Ｄ病院
看護師

脳卒中患者のセル
フケアを考える
－FIM を利用し
て－

15. 7.30
(機能看護学講座・
地域基礎看護学講
座)

可 脳卒中患者のセルフケアを考
える
－FIMを利用して－

脳卒中患者のセルフ
ケアを考える
－FIM を利用し見
える看護に取り組む－

8 15. 6.30 15. 8. 2 Ｅ発達
相談セ
ンター
保健師

自閉症 (自閉傾向)
のある子どもを育
てる家族への支援
について

申込以前に研究支
援に向けた関わり
があり､詳細把握
ずみのため､面接
は実施せず (地域
基礎看護学講座・
地域基礎看護学講
座)

可 自閉症 (自閉傾向) のある子
どもを育てる家族への支援に
ついて
－地区担当保健師と発達相談
センター保健師の協働のあり
方－

自閉症 (自閉傾向)
のある子どもを育て
る家族への支援につ
いて
－地区担当保健師と
発達相談センター保
健師の協働のあり方
について－



Ⅳ. 現時点での課題

１. 研究課題の偏り

研究支援の申し込みは, 病院看護職の課題に偏ってい

る現状であり, 今後は, 多様な領域から研究支援の申し

込みを期待するところである. 交流会の会員自体が病院

看護職に偏っていることもあり, 他の実践現場の看護職

への交流会及び研究支援事業の PR方法を検討する必要

がある. 交流会としては, 多様な県内看護職が集まる場

での PR活動を推進するとともに, 役員や準備期間に携

わってくれた世話人に, 病院以外の看護職もいることか

ら, これらの看護職から周囲の看護職への口コミでの

PRがこれまで以上に必要である. また, 教員としては,

教育や研究で関わる看護実践現場に対して, 現場の改革

に取り組むことへの意欲を喚起し, これまでの共同研究

ばかりでなく, 交流会及び研究支援事業の活用を勧める

努力が必要である.

２. 申し込みから受付までの期間短縮

研究支援申し込みから本学の受付まで, 最長33日かかっ

ていた. 支援担当教員の決定と, 教員と現場の日程調整

をして初回面接を実施するまでも期間がかかることを鑑

み, 研究支援受付担当の交流会役員との連絡調整を密に

し, できるだけ速やかに申込書が届くようにする必要が

ある.

３. 支援担当教員の選定

専門領域等を考慮して支援担当教員の選定を行ってい

るが, 今後, さらに病院に限られた課題が重なった場合,

対処できない可能性もある. それぞれの教員が, 支援の

必要な内容を判断した上で, 専門領域を超えて支援する

ことへの理解と協力が必要である.
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【研究支援受付の手順】

－看護研究センターは研究交流促進委員会のバックアップ体制として機能するものとする－

図１ 研究支援受付システム

受付とりまとめ (看護実践研究交流会：研究支援受付担当役員)

研究交流促進委員会

看護研究センターで検討

面接 (看護研究センター教員)

適切と思われる教員に打診し調整する (看護研究センター教員：適時､ 委員会と連携)

全 教 員 に 発 信

面接 (支援予定教員)

面接結果を看護研究センターに連絡する

看護研究センター及び委員会で検討

看護研究センターから適・不適を本人・委員会・交流会・教員宛に連絡する

研究交流集会での発表

(内容不明確なもの)

調整がついたもの 調整できなかったもの

＊支援的な面接をする

支援できないもの

支援事業適用・不適用・再調整の決定

支援事業開始 支援事業不適用 (支援を受けずに行なった研究)

(必ず報告する)

大学へ連絡

教員に依頼

支援の意思が示されたもの 支援の意思が示されなかったもの

(報告してもよい)



４. 支援方法

支援方法については, 各教員が模索している段階であ

るが, 現状の支援方法・回数では対応しきれない状況が

見られる. 今後の経過や評価を見て, 改善が必要である

が, 一方では, 本学の教員による研究支援の要望が大き

いことが交流会役員等の現場看護職の意見から確認され

ており, 教員の負担が過大にならないようにすることも

課題である.

Ⅴ. おわりに

本システムづくりは, 実践に従事する看護職が主体的

に実践の改善・研究に取り組み, 看護サービスの質の向

上を図ることを目的とした大学の取り組みの一環である.

開学から力を注いできた共同研究事業が, 教員と県内看

護職のフィフティフィフティの関係を目指すのに対し,

研究支援事業では, 研究の主体はあくまでも県内看護職

であり, 教員はスポット的な支援にとどめるところが大

きな相違点である. また, 県内看護職の自主的な交流会

の運営の中で本システムを稼動させることで, 交流会の

運営をも支援している点が特徴である. 県内看護職の有

志は, 本学側の呼びかけの意味を十分理解して, これま

での期間, かなりの主体的な努力をしていると評価でき

る.

本システムの２年目の課題としては, 多様な領域の県

内看護職に対して交流会と研究支援の周知と活用促進を

図ること, 申し込みから支援開始に至るまでの期間短縮,

教員における専門領域を超えた支援体制の確立, 支援方

法の改善, であると整理した.

これらの課題については, 交流会役員会と共有すると

ともに, 学内では, 研究交流促進委員会が中心となって

検討してもらい, 看護研究センターとしては, 本事業の

目的達成に向け充実に努めたい.
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はじめに

筆者は, 2002年５月から10ヶ月間, 英国と米国におい

て, 地域看護教育について学ぶ機会を得た. 本稿では,

英国における専門地域看護師 (Community Nurse：CN)

の養成の一例として, レディング大学保健福祉学部

(University of Reading, Department of Health and Social

Care) におけるカリキュラムについて, そして, 米国

における地域看護学教育の一例として, カリフォルニア

大学サンフランシスコ校看護学部 (UCSF：University

of California, San Francisco, School of Nursing) におけ

る 地域看護学 (Community Health Nursing) の講義

と実習について紹介し, 今後の, 我が国における地域看

護学の教育・研究の課題について検討したい.

Ⅰ. 英国における専門地域看護師 (Community

Nurse：CN) の養成について

１. 英国におけるCommunity Nurse (CN)

英国では, NHS (National Health Service) という保

健医療制度により国民に保健医療サービスが提供されて

いる. ほとんどの保健・医療機関は, NHS の下にあり,

保健医療機関は国営に準じ, 保健医療に従事する者は国

家公務員に準ずる. 基本的に保健医療サービスは市民へ

無料で提供される. 近年, NHS が負担する医療費の増

加により, その方針をプライマリーケア重視の方向へと

転換してきた. プライマリーケアは, Primary Care

Trusts (PCT) により提供され, 現在, PCT は, NHS

の中心にあり, NHS 予算の約75％を占める1). PCT に

は, GP Surgery と呼ばれる一般診療所や, 地域のヘル

スセンター等が含まれ, そこで多くの CNが活躍してい

る. GP (General Practice) とは家庭医のことで, GP

も CN 同様, PCT に所属している. 英国市民は皆, 各

自の GP を登録し, PCT において, がん検診や予防接

種等の予防活動から慢性疾患の治療等の一般診療, そし

て訪問看護等のサービスを受ける. これらは, 我が国に

例えて言うならば, 診療所と保健所・保健センターが統

合した形で, それがすべて国営で各地域に設置され, そ

こで専門性の高いCNがケアを提供しているのである.

レディング大学においては, ７種類の CNを養成して

いる. 地区看護師 (District Nurse：DN), ヘルスビジ

ター (HealthVisitor：HV), 地域小児看護師 (Community

Children's Nurse ： CCN ) , 地域発達障害看護師

(Community Learning Disability Nurse：CLDN), 地

域精神看護師 (Community Mental Health Nurse：

CMHN), 一般診療看護師(General Practice Nurse：

GPN), 学校看護師 (School Nurse：SN), である. こ

れらの７つの専門地域看護は, 連合王国看護師助産師ヘ

ルスビジターカウンシル (United Kingdom Central

Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting：

UKCC) により定義されている. 専門地域看護師には,

産業看護師 (Occupational Health Nurse) も含まれる

が, レディングから半径50マイルのエリアにおいて, 産

業看護婦の93％はすでにスペシャリストの資格を持って

いるため, 現在は養成されていない.

各専門地域看護師について, 我が国の現状と比較しな

がら説明する. まず, DNは, 我が国で言う訪問看護師

で, 在宅療養者を家庭訪問しケアを提供する. HV は

Public Health を担うと定義され, 我が国の保健師に最

も近い. 新生児の家庭訪問や子どもの健診 (４歳半まで)
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等を行ったり, 虐待予防の活動や虐待問題への対応を行っ

たり, 禁煙教育などの健康教育を行ったりする. DN,

HV, そして助産師が英国における伝統的な看護職であっ

たが, 徐々に専門分化し, さらに以下の職種ができた.

CCN は小児専門の訪問看護師である. CCN の活動によ

り, 医療処置が必要な子どもの入院期間を短縮し, 地域

で療養生活を送ることができるようになった. CLDN

は直訳すると学習障害看護師であるが, その活動内容か

ら説明すると, 学習障害だけでなく, 自閉症や知的障害

も含めて, 発達障害児・者へのケアを, 地域で行う看護

師である. 発達障害児・者の自立にむけての支援や, デ

イケア等を実施している. CMHN は子どもから高齢者

までの心の問題全般を扱う. 対象をいくつかのグループ,

例えば, 高齢者, 思春期の子どもなど年齢層別のグルー

プ, 精神疾患を持つ人や, 刑務所にいる人, ドラッグ・

アルコール問題を持つ人などのグループに分け, それぞ

れに対応している. GPN は GP Surgery やヘルスセン

ターの中で, 予防接種や, 一般健診・がん検診を行う.

さらに, 限られた薬については処方ができるので, 糖尿

病, 高血圧等の慢性疾患の治療も行う. SN は児童・生

徒の健康管理にあたる看護師である.

これらの CN は様々な PCT に所属している. SN も

同様に, 各学校に所属するのではなく, 地域の PCT に

所属し, そこから受け持ちの学校を尋ねるスタイルを取っ

ている.

２. カリキュラム

入学資格は, 既に看護師の基礎教育, すなわち,

Registered Nurse (RN) の教育３年間 (基礎学習) を

受け, 既に資格を得ている者に与えられる. RN の基礎

教育の中がすでに成人(Adult), 小児 (Child), 精神

(Mental), 発達障害 (Learning Disability：LD) に分

かれているため, CCN 取得のためには, 基礎教育で

Childのコースを, CMHN取得のためにはMental のコー

スを, CLDN取得のためには LDのコースを修了してい

ること, そしてそれぞれの分野で実践経験があることが

入学の条件となっている.

英国においては, RN の資格を取得するためにも

degree コースや diploma コース, パートタイムのコー

スなど多彩なコースが用意されているが, CN 養成にお

いても同様である. ここでは, 標準の１年間のコースを

紹介する.

新学期は10月から始まり, 翌年の７月上旬までを３学

期に分け, 合計40週の中にカリキュラムが組まれている.
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表１. 授業科目群と時間数

授業科目群 時間数

Core Units

1 Law and Ethics 40時間

2 Management in Community Nursing 35時間

3
Social, Political and Economic Influences on
Health

40時間

3
The Human Lifespan:
Development, Adaptation and Change

40時間

4 Professional Development 40時間

Specialist Option Units

6 Specialist Theory 95時間

7 Specialist Practice (part one) ９週

8 Specitalist Practice (part two) 10週

表２. １週間のモデル

曜日 授業内容

月 Specialist Option Units

火 Core Units

水 Core Units

木 Core Units

金 Private Study /Tutorials

週 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

＊１ ＊１ ＊１ ＊１ ＊２ ＊２ ＊２ ＊２

週 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

＊２ ＊２

学内での学習
Specialist Practice Placement (part one)
Specitalist Practice (part two)
実習場所の選択期間
休暇12週～14週はクリスマス休暇､ 26・27週はイースター休暇

＊１：週１日は実習
＊２：週１日は学内

図１. ＣＮコースの全体構成
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表 ３. 各専門領域での授業選択科目

CNLD CMHN DN HV SN CCN GPN CNの種類 授業科目

The Context of Community Nursing ＊

Theories and Models of Nursing ＊

Community Nursing: Culture and Beliefs ＊

Community Nursing: Transcultural Issues ＊

Carers ＊

Care Management ＊

Community Collaboration and Development ＊

Child Protection ＊

Dealing with Violence and Aggression ＊

Elder Abuse ＊

Interprofessional Working ＊

C.P T Panel ＊

Nursing Models

Primary Health Care

Immunology

Immunisation

Communication Skills

Elderly Assessment

Managing Services in General Practice

Health Education

Theory and Assessment of Wound Healing

Wound Management / Wound Research / Leg Ulcers

Legal Issues

Diabetes

Accountability

Nurse Prescribing

Community Nurses and HIV

75-year Assessment

Nurse Practitioner Outreach

The Children Act

PN Depression

Family Planning

Asthma

Employment Issues

Measuring Quality

Macmillan Nurse Role

Hodge: Health Career Model

Leininger's: Sunrise Model

Paediatric Service

Working with Families

Children with Learning Disabilities

Nutrition of Children

Nutrition of the Elderly

Nutrition for Clients with Special Needs

Teenage Pregnancy and Motherhood

Child Carers

Palliative Care of School Child

Sexuality and Children with Learning Disabilities

Eating Disorders

Indicates shared sessions
＊ These lectures are followed by discussion within the specialist options



学習内容は, 表１に示すように, Core Units と Specialist

Option Units に分かれている. 図１に40週の構成を示

すが, 学内での学習がおよそ15週, 実習が19週で, 実習

に多くの時間をとっている. 前半は学内での学習, 後半

が実習となる. 実習は第１部と第２部に分かれ, 第１部

は第５週から始まる. 第８週～11週 は学内での学習に

なるが, 週に１日は実習第１部が含まれている. 17週か

ら22週の実習第１部は週に１日は学内での学習時間となっ

ている. 第２部では, 学生は自立し, 現場のスタッフと

同様のレベルで実践活動を行う. １週間のモデルを表２

に示す. Core Units は全学生が同じ科目を学習するが,

Specialists Option Units からはそれぞれの専門に基づ

いて授業を選択する. 表３に, 各専門別にどの授業科目

を選択できるかを示した.

CN が専門細分化されたことは, 各分野でより専門性

をもった看護活動ができる一方, サービスを受ける対象

にとっては, 多種類の看護師が関わるため, 混乱を招い

ているという問題もあった. そのために, いかに CN同

士で連携をとるかが課題であり, 特別演習ももうけられ

ていた.

Ⅱ. USCF における地域看護学について

１. 地域で活動する看護職

米国においては, Advanced Practice Nurse (APN)

と呼ばれる大学院教育を受けた Nurse Practitioner

(NP) や Clinical Nurse Specialist (CNS) が地域看護

の分野においても活躍している. UCSF の School of

Nursing は, 大学院大学で, 多種類の NP や CNS を養

成している. 地域看護の実践現場では, Adult Nurse

Prctitioner (ANP) がホームレスを対象者としたクリ

ニックで健診や保健指導を行ったり, Family Nurse

Practitioner (FNP) や Pediatric Nurse Practitioner

(PNP) が地域のヘルスセンターで子どもの健診等を行っ

たりしている. また, APN ではないが, 我が国の保健

所や保健センターと同様, 行政機関に所属する Public

Health Nurse (PHN) が地域看護分野では重要な役割

を担っている. PHN の資格は, 看護大学で所定の単位

を取得していれば認定される.

このような APN や PHN の活動は, 大学院の授業の

一つである Community Health Nursing 講義と実習の

一部に参加することで知ることができた. そこで, この

授業内容から, 地域看護教育と実践の場を紹介する. こ

の授業は, MEPN (The Masters Entry Program in

Nursing) コースのためのものである. MEPNとは, 看

護以外の学位を持っている者が, ３年の修士課程で学ぶ

ことによって, NP や CNS を取得するコースである.

１年目に看護の基礎的勉強をした後, NCLEX (National

Council of Nursing Licensing Examination) を受験し,

看護師 (RN) の資格を得る. そして, 大学院修了後は

APNとなる.

２. 地域看護学 (Community Health Nursing) の講義

と実習

Fall Quarter (10週間) に開講される. 講義は, 週３

時間 (３単位), 実習が5.5単位で, 実習は講義以外の日

に２日間組まれているが, 実習先が細かく分かれており,

各実習先で曜日や実習内容が若干異なっている. シラバ

スより講義内容を抜粋し, 表４に示した. シラバスには,

講義の目的, 到達目標, 課題, 評価方法などが具体的に

書かれている. 実習内容は実習先の特徴に併せて異なっ

てくるが, 共通の課題として, Community Assessment

とCommunity Projectがある. Community Assessment

は地区診断で, 実習先のある地域について情報を集め,

診断を行う. Community Project は, 実習先により多

少異なるが, テーマを決めて健康教育を行うことがほと
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表４. Community Health Nursing の講義内容

回数 講義内容

1

授業全体の概観：地域看護学の紹介
地域看護学の歴史
Healthy People 2010 (米国における健康政策)
世界の健康問題と環境問題

2
家族看護：個人と家族への介入
生涯にわたるヘルスプロモーション

3
地域看護理論と介入
疫学＆健康教育

4
ヘルス・ケア・システム & 経済学
地域資源&アドボカシーの役割

5
公衆衛生問題としての暴力：家庭内暴力 & 子供の虐
待&ネグレクト

6
対象別健康問題：男性, 高齢者, 慢性疾患の在宅療養,
労働者

7 対象別健康問題：女性, 子ども, 思春期

8
伝染病の予防と管理
災害時の管理

9
弱い立場の人々：ホームレス, 慢性的精神疾患患者,
薬物乱用者, 移民



んどで, 講義の最終日に各グループで実践したことの報

告会があった. また, 講義と実習が同時進行であること

から, 講義のトピックにあわせて, 学生が実習先で学ん

だ事例を紹介し, 全員で討論する機会を持っていた.

約30名が受講していた. 10カ所の実習先があり, ２名

から５名ずつに分かれて実習していた. 以下に, 筆者が

実際に見学することができた実習先を紹介する.

３. 実習先の紹介

１) 行政機関での看護活動展開

①Chinatown Public Health Center

チャイナタウンにある保健所である. 医師, 保健師,

ソーシャルワーカー等がおり, 学生は母子の家庭訪問を

中心に実習を行っていた. 住民には中国人が多いので,

健康教育等で用いるパンフレット等の媒体には英語版と

中国語版が用意されている.

②Berkeley Public Health Department

サンフランシスコ市郊外のバークレー市の公衆衛生部

門である. ここでは保健師は担当地区を持ち, 子どもか

ら高齢者まで全数を対象に活動している.

これらの機関は, 制度の違いによる実践内容の違いが

あるものの, 我が国の保健所や市町村の保健衛生部門で

の保健師活動とおおよそ同様である.

２) Bernal Heights Neighborhood Center Senior

Services

保健所とは異なり, 地域の中にあるコミュニティーセ

ンターで, 高齢者デイサービスや学校帰りの子どもたち

がグループ活動等をしている. ソーシャルワーカーが常

駐しており, 保健師は常駐ではないが, 市の保健師が週

に１日程度立ち寄る. 学生はここを拠点に家庭訪問や,

経費老人ホームへ出向き, インフルエンザの予防接種と

健康教育を実施した. この地域には, ヒスパニックの人々

が多く居住しているので, 健康教育は英語とスペイン語

で行われていた. また, 地域のお祭りであるストリー

トフェアで, 学生が血圧測定コーナーを受け持ち, 血圧

測定および指導を実施した.

３) Valencia Health Services

UCSF と San Francisco State University (SFSU) が

共同で立ち上げたヘルスセンターで, 主に母子の健康問

題に対するサービスを提供しながら, 学生が実習をする

ところである. UCSF と SFSU の教員が FNP, PNP と

してサービスを提供しながら, 実習指導も行う.

４) ホームレスの人々へのケア

サンフランシスコには多くのホームレス者が生活して

いる. 健康問題としては, メンタルヘルス, ドラッグ,

糖尿病等があり, いろいろな形でヘルスサービスを提供

しており, それぞれの看護職の活動に沿って, 学生が実

習をしていた.

①Multi-Service Center South Program for the Homeless

公的なホームレスのシェルターで, 週１回ANP がク

リニックを持つ. そこでは, フィジカルアセスメントと

簡単な処置, さらに専門の治療が必要な場合には医療機

関等の紹介を行っていた.

②Next Door Homeless Program

公的なホームレスのシェルターである. ソーシャルワー

カーが常駐している. 市の保健師が定期的にそこを尋ね,

身体面の状況を中心に話を聞きながら, 生活指導を行っ

ている.

③Glide Memorial Church Health Services Health Clinic

UCSF の教員をはじめとする医療・福祉関係者が集ま

り, 行政や企業から補助金・寄付金を集めて設立したク

リニックである. 教会と隣接している. UCSF の教員も

ANP として, クリニックを持つ. 対象者一人に30～45

分かけ丁寧にアセスメント・指導する. HIV, 肝炎等の

検査, 女性の場合は乳がん検査などを実施し, さらに感

染症の予防についての教育や, 糖尿病の自己管理につい

て指導, 禁煙教育等を実施していた.

５) SF General Hospital Case Management Program

病院の中でのケースマネージメントプログラムである.

看護師, ソーシャルワーカー, 医師が集まり, 退院する

ケースや入退院を繰り返しているケースについて話し合

いがもたれていた. ここは公的な病院で, 医療保険を持

たない患者が多いため, ホームレス, ドラッグの問題の

ケースが目立っていた.

４. 実習指導者

これらの実習先での指導は, ボランティア臨床教員

(Volunteer Faculty) と呼ばれる指導者と講義責任者で

ある教授で行われていた. 現場の看護職が臨床教員とし

て指導している場合もあるし, 実習のときだけ指導に来

る臨床教員もいた.
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Ⅲ. 考察

１. 我が国における地域看護分野における看護の発展の

可能性

英国・米国において, 看護職が地域の中でそれぞれの

専門性を発揮している現状を知ることができた. 例えば,

英国の CCN の活動により, 子どもの入院期間を短くす

るなど, 病院の中で行われていた専門的な看護を地域で

も提供できていた. また, CMHNは精神障害者だけでな

く, 思春期の子どもたちや, 刑務所にいる人への対応な

ど, 幅広い範囲での心の問題に対応していた. これらは,

我が国においても, 訪問看護師や保健師の活動の幅を広

げることにより, 今後発展させていくことができると考え

る. また, 英国のGPNや米国のANPはフィジカルアセ

スメントから治療・処置まで行っていた. 我が国におい

ては, 法制度の違いで治療・処置を看護師の判断で行う

ことができないが, 過疎地域など医療専門職が少ないと

ころでは, 緊急対応が必要かどうかを判断するため, 基

本的知識として看護職にも求められる. 現在の我が国に

おける教育内容を見直していく必要があると考える.

２. 教育方法の検討

UCSFでの地域看護学の講義と実習は同時進行ですす

み, 講義で学んだことをすぐに実践で試行することができ,

また, 実践で学んだことをすぐに講義で再確認したり,

クラスのディスカッションで議論を深めることができてい

た. 本校では, 講義と実習の間が離れてしまうが, ３年

次の実習における ｢実践と理論の統合｣ のなかで, １年

次の看護学概論および２年次まで続く看護方法の講義と

実習を効果的に連動できるように検討する必要がある.

３. ｢連携｣ に関する教育内容の検討

英国においては, CNが専門細分化されたことにより,

CN 同士の連携をいかに取るかが課題であった. また,

USCFでは, 病院でのケースマネージメントプログラムが

始まり, 看護職と医師, 福祉職で連携を取ることが課題

となっていた. 我が国においても専門職間の連携のあり

方については長年の課題であり, 現在でもどのように連

携をとるか, さらにその教育のあり方についても試行錯誤

しているところである. 国内外の連携に関する実践や,

教育の現状を整理し, 検討していく必要がある.

４. 教員の臨床活動と臨床指導者の育成

米国では, 大学教員が週に何日かは臨床活動をし, そ

してそこに実習に来ている学生に対し, 看護実践者とし

て実習指導をしていた. このことは, 教員の臨床指導能

力を向上するためにも有効であると考える. また, 英国

においても, 米国においても, 実習先の看護職が実習現

場での教育責任をもち, 学生指導を行っていた. 学生自

体がすでにRNの資格がある者や, 大学院生であるため,

自立して主体的に学ぶことができるためでもあるが, 現

場看護職自身にも教育能力があると言える. 実際,

UCSF では現場の看護職を臨床教員として任命し, 教育

にあたるシステムができていた. 大学教員の教育能力開

発は当然であるが, 現場臨床指導者の教育能力開発のた

めにも, 今後, 教員と実習指導者が共に実習指導のあり

方を検討していくことが必要であると考える.

まとめ

英国ならびに米国における地域看護教育の現状を紹介

した. 国により地域看護領域での活動内容が異なるため,

教育内容も異なるが, 我が国の地域看護を発展させてい

くための, そして教育内容を見直すための方向性を見い

だすことができた. また, 他職種との連携や協働のあり

方は, 我が国でも課題となっていることであり, 今後世

界共通の課題として, 共に検討していけると思われた.

今後の検討課題としてあげた点について, 再度, 得て

きた情報を整理し, 検討していきたい.
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投 稿 規 定

１. 投稿資格

１) 本学教員であること

２) 共同研究の場合は, 本学教員が first author であること. 但し, 本学の非常勤講師との共同研究では, この限

りではない.

３) その他, 編集委員会が認めた者.

２. 論文の内容

看護学及び, 看護学教育の発展・向上に貢献できるものであり, 未発表のものに限る.

３. 論文の採否

査読者の意見をもとに, 編集委員会が決定する.

４. 著作権

本紀要に掲載された論文の著作権のうち, 複製・頒布・公衆送信にかかる権利は岐阜県立看護大学に所属するもの

とする. 但し, 著者 (共著の場合は著者全員の総意のもと) によるこれらの権利行使を妨げるものではなく, 大学

の許諾も不要とする.

５. 投稿にあたっては, 原稿とコピー４部を添付する.

６. 論文の種類

総説・原著・研究報告・教育実践研究報告・資料・その他

７. 投稿要領

１) 原稿は邦文および英文とする. 邦文の場合は, Ａ４縦置き横書き, ワードプロセッサーを使用し, 図・表を含

め, ２段組６頁 (１頁は, 横25字×縦40行×２段＝2000字) 以内とする. 英文の場合は, Ａ４縦置き２段組55

行, １頁850～900語程度とし, ダブルスペースで５頁以内とする.

２) 図・表は, いずれも１枚の用紙に１枚の図または表を書き, 本文原稿の右側欄外に図・表の挿入箇所を明記す

る. 図・表１枚は, 原則として原稿400字相当とみなす.

３) 図・表はそのまま印刷できるものを１部とコピー４部を提出する.

４) 原稿は, 書式５の表紙を添付し, 書式２・３・４・６と共に提出する.

５) 原著の場合は, 800字以内の論文の要旨と, 500語前後の英文抄録を付ける. それぞれ下にキーワード３～５個

を付ける.

６) 原稿は, 新かなづかいとし, 原則として常用漢字を用いる. 句読点を明確にする.

７) 文献は, 本文の引用箇所に１), １,２), １～５) などで示し, 原稿の終わりに著者名を引用順に並べる.

雑誌は, 著者名：論文題名, 雑誌名, 巻 (号)；頁, 発行年.

単行本は, 著者名：表題名, 書名 (監・編者名), 版；頁, 発行所, 発刊年.

訳本の場合は, 原著者名：原書名 (版), 発行年, 監・訳者名, 書名；頁, 発行所, 発行年.

英文誌は, Index Medicus に従って記載する.

[例]

①雑誌

平山朝子：日本の看護系大学院 千葉大学大学院看護学研究科の教育・研究内容 地域看護学教育分野,

Quality of Nursing, 6(２)；133 135, 2000.
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②単行本

平山朝子：保健指導の技術的特質, 公衆衛生看護学大系１ 公衆衛生看護学総論１ (平山朝子, 宮地文子

編), ３版；169 174, 日本看護協会, 2000.

③訳本

Pierre Woog, Ph.D.：The Chronic Illness Trajectory Framework The Corbin and Strauss Nursing

Model, 1992, 黒江ゆり子, 市橋恵子, 寳田穂訳, 慢性疾患の病みの軌跡 コービンとストラウスによる

看護モデル, 初版；4 5, 医学書院, 1995.

８) 単位はＳＩ単位とし, 特殊な単位を用いるときは, 簡単な説明を加える.

９) 略語を用いるときは, 論文の初出のところで正式用語ととともに提示し, その後略語を用いることを明記する.

８. 提出先

〒501 6295 岐阜県羽島市江吉良町3047 1

岐阜県立看護大学

岐阜県立看護大学紀要委員会委員長宛 (教務学生課内)

９. 査読

投稿原稿は全て査読する. 査読者は, 編集委員会が任命する.

10. 著者校正

著者校正は, 原則として初校１回とする. 校正時に新たな加筆は認めない.

11. 掲載料

掲載料は無料とする. 別刷り (30部) は, 無料とする.

12. 掲載決定後の原稿提出は, フロッピーとプリントアウトした原稿２部を添えて編集委員長宛 (教務学生課) に提出

する. フロッピーには, 本原稿, 図, 表の他に, 本原稿の最初に書式５ (表紙) の内容を挿入して提出する. フロッ

ピーのインデックスラベルには, 論文名, 著者名, ファイル名, フォーマットの種類, ソフトの種類を明記する.

プリントアウトした原稿には, 論文名, 著者名, 所属を明記した表紙 (書式５) を添付する.

(平成15年10月改正)
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