
Ⅰ．はじめに

「在宅看護論」は、平成８年にカリキュラムに位置づ

けられ、平成９年より実施され、現在に至っている。本

学では、「在宅看護論」に相当する内容を、地域基礎看

護学の概論・方法の中に組み込んで教授しており、訪問

看護分野の実習（以下 ､ 訪問看護実習と記す）は、公衆

衛生看護分野・精神看護分野の実習とともに、地域基礎

看護学実習の一分野として実施している。地域基礎看護

学実習の目的は、生活の営みの中で人々の健康を支える

ための看護活動を体験し、看護実践に必要な基礎的能力

を培うことであるが、訪問看護実習は、地域で疾病や障

害を持って暮らす人とその家族への個別援助に焦点を当

てた看護活動を体験する機会となる。

本実習も今年度で３年目が終わり、学生記録やカン

ファレンスの内容から、実習目的・目標は概ね達成され

たと評価しているが、学生の学びの詳細な内容は明確に

していない。そこで、訪問看護実習における学生の学び

を整理して、その内容を明らかにしたいと考えた。

Ⅱ．研究方法

１．分析対象

訪問看護師と同行訪問した体験から、「行われた看護

について考えたこと」を記述する、記録用紙１（毎日

の記録・Ａ４版 1枚）を分析対象とした。その理由は、

本記録では、学生が感じ・考えたことの元になった体験

を明記するよう求めており、訪問看護師の具体的な活動

事象から得られた学びを抽出することができると考えた

からである。

学生に対して、研究の目的・意義を説明し、記録用紙

１を分析対象にすること、データの匿名性、成績への影

響がないことを保障し、書面による意思表示を求めた。

結果、２名を除く 76 名から同意が得られた。

２．訪問看護実習の概要

訪問看護実習の目的・目標は、表１に示した。実習は

訪問看護ステーションにて４日間（場合により３日間）

で実施しており、訪問看護師との同行訪問と所長からの

オリエンテーション（ステーション管理・運営の実際）

を内容としている。学生は同行訪問で、対象の状況や訪

問看護師の実施する看護を観察しながら、可能な範囲で

ケアに参加する。同行訪問する事例は６から 15 例程度

で、その内１例については、ほとんどの学生が２回訪問

を体験する。

３．データ収集方法

訪問看護師との同行訪問で体験したことから、看護に

ついて学生が感じたり考えたりしたことを「学び」とし

た。データは、学びの元になった体験が把握でき、その

体験と学びの関連性について客観的に理解可能であるこ

とを条件とした。学びは、元になった体験とともに抽出

し、学びの内容が複数あるものは分割して、内容が一つ

になるようにした。

４．分析方法

抽出したデータをもとに、できるだけ学生の記述を生
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かして意味を変えないように要約を行い、その意味内容

の類似性に従って分類・整理した。分類に当たっては、

研究者間で合意が得られるまで検討を加えた。

Ⅲ．結果

学生の学びは、12 分類、45 細目に整理できた（表２

参照）。以下に、学びの内容を説明する。なお、「　」内

はデータを、＜　＞内は細目を、【　】内は分類を表す。

１．【個別性を重視した援助の方法】

本分類の個別性の中味には、身体的な側面と生活的な

側面の両者が含まれていた。身体面の内容として、＜身

体状況に応じた援助＞があり、「病状」「身体障害の程度」

「訪問時の体調」「本人が楽な体位」に応じて、援助の方

法を工夫する必要性を学んでいた。

生活面では、＜習慣の尊重＞があり、「家事の方法」「爪

の長さ」「行きつけの店」など本人の日常的な習慣を把

握して、それが保持できるようかかわる意味に気づいて

いた。また、＜こだわり・好みの尊重＞として、本人が

「好む湯温」「決めている物品の位置」を理解し、それに

従って援助する大切さを学んでいた。他に、元保健師と

いう職歴のある対象者の自尊感情に配慮した指導の場面

から、＜生活歴の考慮＞が必要と感じていた。さらに、

＜個々の家庭に合わせる＞では、「家族の介護に対する

考え」「その家の介護の仕方」に合わせて援助する必要

性を学んでいた。これらの学びは、本人および家族がそ

の人らしく生活し続けることを支える援助であった。

２．【家族支援に関すること】

学生は、家族に面接し、実際の介護状況を見聞きした

ことで、＜家族への支援の必要性＞を実感していた。さ

らに、利用者本人だけでなく＜家族全体が援助の対象＞

と捉える意味や、＜家族の健康保持への支援＞の必要性

に気づいていた。

＜家族介護の継続支援＞とは、家族による主体的な介

護の継続を意図した働きかけのことである。「介護のや

り方を認める」ことにより介護意欲を支える、「実施し

たケアの意味」や「物品の必要性」を説明して、介護の

主体である家族の納得を得て援助を進める、「本人の状

態理解」「介護に必要な情報」など、介護に必要な知識

や技術を提供する働きかけについて学んでいた。

＜介護負担を軽減する援助＞では、「介護者を労う」「介

護環境を整える」「介護から開放される時間をつくる」

など、多様な働きかけの方法を学んでいた。＜家族とと

もにケアする意義＞として、「本人の現状について共通

認識がもてる」「家族の介護方法が確認できる」「具体的

に指導できる」がみられ、ケアに家族の参加を得ること

で、きめ細かな援助ができると感じていた。＜家族成員

間の関係性への働きかけ＞は、「本人の気持ちを代弁し

て介護者に伝える」、お任せの本人と世話好きの介護者

の事例から、「両者の関係性を踏まえた声かけ」につい

て学んでいた。

３．【情報収集の方法】

＜会話を通して行う情報収集＞＜ケアを通して行う情

報収集＞の二つの方法を学んでいた。＜会話を通して行

う情報収集＞では、「話しを傾聴して思いを汲み取る」「具

体的な問いかけをする」必要性を学んでいた。

＜本人以外からの情報収集＞では、「家族」「手帳など

記録物」「援助関係者」から情報を得る意義を学んでいた。

＜情報収集すべき項目＞として、「自覚症状」「医師の説

明に対する受け止め」、＜情報収集に必要な態度・心構

え＞として、「自分の目で確認する」「本人の心身状態を
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表１．訪問看護実習の目的・目標
目的
１．健康上の問題を持って家庭で生活する人とその家族の生活のありようを理解し、その人らしい生活を尊重した訪問看護の
　　機能と役割の実際を学ぶ。
２．看護職が自立して経営できる事業所としての訪問看護ステーションの特徴を理解する。

目標
１．本人とその家族を生活者としてとらえることができる。

２．対象の抱える健康問題をアセスメントし、解決するための援助方法を考えることができる。
３．在宅療養者の生活を支援するために社会資源を活用することの必要性が理解できる。
４．保健医療福祉のチームの一員として他職種と連携して機能することの重要性が理解できる。
５．医療保険法・介護保険法などによるサービス提供方法の違いが理解できる。
６．在宅療養者の健康的な生活を保障するために、看護専門職としてどのような責任を負うべきかを考えることができる。
７．私生活の場に第三者が介入することの意味を考え、利用者に配慮した行動がとれる。



念頭に置く」「機会を有効活用する」がみられた。

４．【アセスメントに関すること】

本分類の学びは ､ 看護過程に即して内容を整理するこ

とができた。＜アセスメントに必要な観察＞として、「継

続的な観察」「病状に応じた観察」「生活環境の観察」が

みられた。

＜分析・解釈の段階で考慮すべきこと＞として ､「経

過を踏まえた判断」「生活状況を加味した判断」という、

時間の経過や生活と関連させて現状を分析する必要性、

「本人・家族の意向を考慮する」という、本人と家族の

意向が異なる場合に、各々の立場や状況を考慮して援助

の方向性を判断する重要性を感じていた。他に ､「薬物

の影響の検討」や症状発現の背景にある「原因の追求」

の必要性についても学んでいた。

＜計画立案の段階で考慮すべきこと＞として、「優先

順位の判断」が求められること、「訴えに対応した計画」

を立案する必要性について学んでいた。

＜ケアをしながら行うアセスメント＞として、ケアを

実施しながら身体状況を観察して、ケアを評価したり再

アセスメントすることを学んでいた。

５．【看護ケア実施上の工夫・配慮】

＜経済的負担への配慮＞には、「物品の使用量を最小

限にする」「安いものを使う」「再利用する」がみられ、

看護ケアに伴う支出が全て利用者の自己負担となる在宅

介護の特徴が反映された学びであった。

＜ケアに伴う負担への配慮＞＜精神面のリフレッシュ

を図る工夫＞では、「本人の身体的負担を最小限にする」

「羞恥心への配慮」「ケアを通して気分転換を図る」な

ど、施設内看護に共通する内容が多かった。しかし、「話

し相手になる」「準備・後片付けの負担を最小限にする」

のように、在宅でより重視される内容も含まれていた。

＜生活の一部として実施する工夫＞は、ペットボトル

の膿盆、割り箸のスワブなど「家庭にある物の利用」や、

足を上げてズボンをはく指導など「生活行為の中にリハ

ビリを組み込む」方法を学んでいた。

６．【セルフケアを支援する方法】

＜残存機能の重視・活用＞には、「残存機能の見極め」

により ､「本人ができることは行うよう促す」「本人が

できることは見守る」という姿勢で臨むべきこと、本人

が自力で行えるよう「実施しやすい条件を整える」こと

が含まれていた。

＜意欲を高める働きかけ＞には、「小さな変化を捉え

て認める」「本人が問題点に気づけるよう促す」など意

欲を引き出す働きかけと、「本人のやる気を大切にする」

「家族の協力が得られるようにする」など、本人の意欲

が保持できるよう支える働きかけが含まれていた。

＜現状や目標の共有＞では、「療養に対する思いを受

け止める」、本人と「問題点を共有する」「共に計画する」

など、本人の主体性を重視した援助について学んでいた。

＜実施可能な方法の提示＞では、「無理のない方法」「生

活の仕方に対する具体的な説明」という、実施方法を提

示する際のポイントを、＜根拠のある説明＞では、「ケ

アが必要な理由」や「特定の食品を避けるべき理由」を

きちんと示す必要性について学んでいた。

７．【援助関係者との連携に関すること】

＜援助関係者が連携する意義＞として、「安心してサー

ビスが利用できる」「手厚いケアが受けられる」がみら

れ、援助関係者間で利用者の状況や思いを共有すること

で、質の良いケアが提供できると感じていた。反面、複

数の援助関係者が関わることで対象が戸惑う可能性があ

ると考え、＜ケアの一貫性を確保する必要性＞に気づい

ていた。

＜援助関係者への対応＞として、「信頼関係をつくる」

「対象の援助ニーズを理解してもらう」がみられ、看護

職から援助関係者に働きかける必要性を学んでいた。

＜連絡ノートの意義＞では、訪問した援助関係者の記

録や、受診医療機関の記録を見ることで、「訪問してい

ない時」「他サービス利用時」の情報が把握できること、

病状に応じたケアを行うための留意点を記すことで、「ケ

アの統一を図る」手段になると学んでいた。

８．【信頼関係形成に関すること】

＜対象の意向・気持ちの理解と尊重＞は、本人に確認

する、反応を見る、思いを察するなど、本人からの表明

がない場合も含めて、「本人の意向や気持ちを捉える」、

援助者の既成観念にとらわれないで、「対象の気持ちを

ありのままに受け止める」、多少の危険はあるが独居生

活を続けたいという「本人の希望を重視する」など、対

象の意向や気持ちを重視した援助についての学びであっ

た。

＜ニーズに対する的確な対応＞では、「本人の身体状
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況」「家族の困りごと」を捉えて、対象のニーズに的確

に対応することが、＜責任ある援助の履行＞では、「継

続して根気強くかかわる」「自分の発言に責任を持つ」「実

施した援助に責任を持つ」という、専門職としての責任

性を全うすることが、信頼関係形成につながるとしてい

た。

＜人間的な接触＞とは、「対象に関心を寄せる」「意識

レベルの低い人にも声をかける」など、看護職の方から

積極的に対象者との関係をつくろうとする態度のこと

で、＜教養を身につける意味＞とは、「豊かな教養が関

係形成の助けになる」という、専門以外の様々な知識が

対象との関係形成の助けになると感じたものであった。

９．【起こり得ることを予測した対応】

＜事故やトラブルの予測＞では、「皮膚のトラブル」「医

療物品の不足や破損」「緊急事態」の発生を予測して ､

あらかじめ予防的な対応をとること、「褥瘡発見時の迅

速な対応」のように、悪化予防を意図して、早期から積

極的に対応する内容がみられた。「医療物品の不足や破

損」「緊急事態」に備えての対策は、在宅ケアに特有の

療養条件を背景とした学びであった。

＜ケアに伴う危険の予測＞とは、「移動介助」に伴う

転倒や建具との接触による外傷の危険、「入浴介助」に

伴う循環機能への影響や転倒の危険、医療処置や体位変

換によって「発生し得る自覚症状」を考慮して、実施方

法を工夫していることへの気づきであった。

＜感染予防＞には、「カテーテルの清潔操作」「ケア実

施前の手洗い」という看護職自身が注意すべきことと、

「家族や援助関係者への教育」という家族や援助関係者

が清潔操作を実施できるよう教育的に関わることへの学

びがみられた。

10．【訪問看護の特徴・意義】

＜訪問看護サービスの特徴＞として、「単独でサービ

スを提供する」「断続的なサービスである」ことから、

的確な判断が要求されること、ひとりで実施できるよう

作業の手順や方法を工夫する必要性を感じていた。また、

介護保険利用者の事例から、「限られた時間内で看護を

提供する」特徴に気づき、制度の枠組みが看護や利用者

に影響すると感じていた。

＜看護職が家庭に出向く意義＞として、「異常の早期

発見ができる」「医療依存度が高くても在宅生活できる」

「安心感がもてる」がみられ、看護職が家庭に出向くこ

とで、医療ニーズの高い在宅療養者が安心して暮らせる

と実感していた。＜家庭で暮らす良さ＞として、「リラッ

クスできる」「その人らしく暮らせる」「本人が大切なこ

とを中心に援助できる」が確認され、家庭で看護する意

義を感じていた。

11．【対象特性の理解】

これは、学生が実際に対象に出会い、看護の視点で観

察することによって得た、対象特性についての学びであ

る。学生は、シャワー浴直後の本人に疲れの色を感じ、

やはり「寝たきり者の予備力は少ない」と実感していた。

また、前回とは全く動きの違うパーキンソン病患者を目

の当たりにして、「パーキンソン病患者における服薬の

重要性」への認識を深めていた。

12．【特定の看護ケアの意義】　

これは、訪問時に実施した看護ケアの効果から、行わ

れた看護ケアの意義を実感したものである。学生は、入

浴介助を手伝い、実施後の浴槽に多量の垢が付着してい

たことから、「入浴の必要性」を強く感じていた。

Ⅳ．考察

整理した学びの内容と訪問看護実習の目的・目標との

関連を検討することにより、学生の得ている学びの内容

を明らかにする。（表２参照）

１．訪問看護実習の目的・目標に関連するもの

まず、目標１・２に関連する学びは、【個別性を重視

した援助の方法】【家族支援に関すること】【情報収集の

方法】【アセスメントに関すること】【看護ケア実施上の

工夫・配慮】【セルフケアを支援する方法】に含まれて

いると考える。

【個別性を重視した援助の方法】の＜習慣の尊重＞＜こ

だわり・好みの尊重＞＜生活歴の考慮＞＜個々の家庭に

合わせる＞は、その人・その家庭らしさの基盤となる価

値観や生活信条を尊重した援助についての学びであっ

た。この学びは、対象を生活者として捉えた対応の基本

であり、目標１に含まれると考える。【家族支援に関す

ること】の＜家族への支援の必要性＞＜家族全体が援助

の対象＞＜家族の健康保持への支援＞は、本人と家族を

一つの単位として捉える必要性についての学びであっ

た。これは、本人と家族を生活者としてとらえる（目標１）
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ための基盤となる対象の見方であると考える。また、＜家

族介護の継続支援＞＜介護負担を軽減する援助＞＜家族

成員間の関係性への働きかけ＞＜家族とともにケアする

意義＞は、家族の介護への主体的な取組みを促し、家族

機能を高める援助についての学びであった。これは、対

象の健康問題を解決する援助を考える際の基本となる考

え方で、目標２に関連する学びであると考える。

【情報収集の方法】の＜会話を通して行う情報収集＞

＜本人以外からの情報収集＞＜ケアを通して行う情報

収集＞は、情報収集の手段についての学びであった。ま

岐阜県立看護大学紀要 第 5巻 1号 , 2005

̶ 37 ̶

表２．「学び」の内容
分 類 細 目 関連する実習目標

１．個別性を重視した援助の方法 身体状況に応じた援助 目標２
習慣の尊重

目標１
こだわり・好みの尊重
生活歴の考慮
個々の家庭に合わせる

２．家族支援に関すること 家族への支援の必要性
目標１家族全体が援助の対象

家族の健康保持への支援
家族介護の継続支援

目標 2
介護負担を軽減する援助
家族とともにケアする意義
家族成員間の関係性への働きかけ

３．情報収集の方法 会話を通して行う情報収集

目標 2

ケアを通して行う情報収集
本人以外からの情報収集
情報収集すべき項目
情報収集に必要な態度・心構え

４．アセスメントに関すること アセスメントに必要な観察
分析・解釈の段階で考慮すべきこと
計画立案の段階で考慮すべきこと
ケアをしながら行うアセスメント

５．看護ケア実施上の工夫・配慮 経済的負担への配慮
ケアに伴う負担への配慮
精神面のリフレッシュを図る工夫
生活の一部として実施する工夫

６．セルフケアを支援する方法 残存機能の重視・活用
意欲を高める働きかけ
現状や目標の共有
実施可能な方法の提示
根拠のある説明

７．援助関係者との連携に関すること 援助関係者が連携する意義

目標 4
ケアの一貫性を確保する必要性
援助関係者への対応
連絡ノートの意義

８．信頼関係形成に関すること 対象の意向・気持ちの理解と尊重 目標７
ニーズに対する的確な対応

目標 6
責任ある援助の履行
人間的な接触

目標 7
教養を身につける意味

９．起こり得ることを予測した対応 事故やトラブルの予測
目標６ケアに伴う危険の予測

感染予防
10．訪問看護の特徴・意義 訪問看護サービスの特徴

なし

看護職が家庭に出向く意義
家庭で暮らす良さ

11．対象特性の理解

12．特定の看護ケアの意義
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た、【アセスメントに関すること】【情報収集の方法】の

＜情報収集すべき項目＞＜情報収集に必要な態度・心構

え＞は、的確なアセスメントを導くための情報収集、情

報の分析・解釈、ニーズに即した計画立案の方法につい

ての学びであった。これらは、目標２の対象の抱える健

康問題をアセスメントする方法に関する学びであると考

える。【看護ケア実施上の工夫・配慮】では、在宅であ

るから特に重視されるべき工夫や配慮と、看護一般に共

通して求められることを学んでいた。【セルフケアを支

援する方法】では、療養者本人のセルフケアを高める援

助の方法を、【個別性を重視した援助の方法】の＜身体

状況に応じた援助＞では、身体状況に応じた個別的な援

助の工夫を学んでいた。これらは、目標２の対象の健康

問題を解決する具体的な援助方法に関する学びであると

考える。

次に、目標４・６に関連する学びであるが、この内容

は、【援助関係者との連携に関すること】【信頼関係形成

に関すること】【起こり得ることを予測した対応】に含

まれると考える。

【援助関係者との連携に関すること】の＜援助関係者

が連携する意義＞＜ケアの一貫性を確保する必要性＞で

は、他職種との連携によって質の良いケアが提供できる

こと、反面、複数の援助関係者が関わることで対象が戸

惑う可能性があると感じ、ケアの一貫性を確保するため

の工夫が必要であることに気づいていた。また、＜援助

関係者への対応＞では、チームとして有効に機能するに

は、看護の立場から援助関係者に働きかけていく必要が

あること、連携の手段としての＜連絡ノートの意義＞を

学んでいた。これらは、他職種と連携して機能する意義

や方法に関する学びで、目標４に関連すると考える。

【信頼関係形成に関すること】の＜ニーズに対する的

確な対応＞＜責任ある援助の履行＞では、本人の身体的

なニーズや家族の困りごとに的確に応えること、専門職

としての責任を全うする姿勢を学んでいた。また、【起

こり得ることを予測した対応】では、事故やケアに伴う

危険・感染に対して、予防的に対応することを学んでい

た。これらは、在宅療養者の健康的な生活を保障するた

めに、看護職が担うべき責任に関する学びであり、目標

６にあたるものと考える。

他に、【信頼関係形成に関すること】の＜対象の意向・

気持ちの理解と尊重＞＜人間的な接触＞＜教養を身につ

ける意味＞では、対象の意向や希望に沿う必要性や、看

護職の方から積極的に対象と関係をつくっていく姿勢を

学んでいた。在宅で看護を展開するためには、第三者で

ある看護職が、対象の私生活の場に受け入れてもらうこ

とが前提であり、これらの学びは、第三者として援助介

入していく際の基本となる態度や姿勢であり、目標７に

つながる学びであると考える。

２．訪問看護実習の目的・目標に関連しないもの

【訪問看護の特徴・意義】【対象特性の理解】【特定の

看護ケアの意義】は、目的・目標の内容には該当しない

学びであると考える。【訪問看護の特徴・意義】の＜看

護職が家庭に出向く意義＞＜家庭で暮らす良さ＞では、

看護職が家庭に出向くことで医療依存度の高い人が安心

して在宅療養できること、対象のホームグラウンドであ

る家庭で看護を受領する意義を学んでいた。これらは、

家庭で看護する意義や価値についての学びであると考え

る。また、＜訪問看護サービスの特徴＞では、限られた

時間内に単独でサービス提供する特徴があることから、

的確な判断や技術が要求されること、制度によって看護

が影響を受けることを学んでいた。つまり、訪問という

活動形態や根拠となる制度が、サービス提供に影響する

ことを学んでいたと考える。

【対象特性の理解】【特定の看護ケアの意義】には、訪

問看護実習に特徴的な内容は含まれていなかった。この

学びは、学生が実際に病者や障害者に出会ってその療養

生活に触れたこと、看護ケアの効果を目の当たりにした

ことから、対象の特性や特定の看護ケアの必要性を再確

認したものであると考える。

３．訪問看護師との同行訪問から得ていた学びの内容

学生が得ていた学びは、訪問看護実習の目的１、目標

１・２・４・６・７に関連するもの、在宅看護の意義お

よび価値、訪問という活動形態や制度がサービス提供に

与える影響への理解を含むものであると考えられた。目

標と関連する学びの内容は、以下のように整理できた。

目標１では、家族を単位として捉え、生活の基盤とな

る価値観や生活信条を尊重すること、目標２では、家族

のセルフケア機能を高めることを基本とし、健康問題を

アセスメントする方法や問題解決のための具体的方法、

目標４では、他職種との連携によりケアの質向上が期待
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できるが、有効に機能するには、ケアの一貫性を確保

し、看護の立場から働きかける必要があること、目標６

では、ニーズへの的確な対応、予防的な対応に加え、専

門職としての責任性を全うする姿勢の必要性、目標７で

は、対象の意向や希望に沿い、積極的に対象と関係をつ

くる姿勢についての学びが確認された。本研究で抽出し

た学びは、実習記録をもとに学生の学びを分析した他の

報告１，２）と類似していたが、より具体的な視点や方法

に関する内容が認められた。この違いは、本研究では学

びの元になった具体的事象が確認できるものを抽出した

ことによると思われるが、訪問看護師に同行することで、

幅広い学びが得られることが確認できた。

Ⅴ．おわりに

本研究では、訪問看護実習の中心的プログラムである

訪問看護師との同行訪問から得られた学びの内容を明ら

かにした。最終日の学内まとめでは、２回訪問事例の対

象理解を深めるグループワークや事業所経営の側面から

訪問看護ステーションのあり方を検討する機会を設けて

いるが、今回は、これらの方法による学びは明らかにし

ていない。今後は、本研究の成果を踏まえて実習目的・

目標の明確化を図るとともに、他のプログラムによる学

びの内容についても明らかにしてゆきたい。
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