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はじめに

平成 16 年現在、G 県下には 26 の過疎地域に指定さ

れた町村がある。平成 13 年度から過疎地域の看護活動

の充実に向けて始められた本学の看護実践研究指導事

業において、過疎地域看護職者には医療の枠組みを越え

て住民生活に幅広く対応する役割があることが把握でき

た。そこで平成 15 年度は、保健・医療・福祉・介護サー

ビスの活用を促進するための看護活動を診療所看護師と

保健師が協働して実施できることを目的として、看護大

学教員と共に現地での事例検討を行った。その後検討内

容を過疎地域の対象町村看護職全体で共有できるように

事例検討研修会を行った。今回過疎地域看護職者と看護

大学教員がともに現地において事例検討することには意

義があったと考える。そこで一連の過程を終えての過疎

地域看護職者の思いや考えの中から、その意義を明らか

にしたい。

Ⅰ．研究目的

2 回の事例検討、及び事例検討研修会（以下これら 3

回を含めて事例検討とする）終了後の過疎地域看護職者

の思いや考えを捉え、事例検討についての思いや考え、

事例検討後に認識された課題を把握することによって、

看護大学教員と現地において事例検討することの意義に

ついて検討する。

Ⅱ．研究方法

１．事例検討の方法

１）対象 : Ａ村診療所看護師２名、Ａ村保健師１名。

２）経過・方法 : ①事例検討の趣旨説明と事例の選定（平

成 15 年７月、開催場所 : Ａ村）、②１回目事例検討（平

成 15 年９月、開催場所 : Ａ村）、③保健師から提示され

た事例への家庭訪問（平成 15 年 11 月中旬、Ａ村）、④

２回目事例検討（平成 15 年 11 月末、開催場所 : Ａ村）、

⑤対象町村（33 の過疎地域町村）全体での事例検討研

修会（平成 16 年２月、開催場所 : 大学）という経過で

行った。

２．調査方法

聞き取り調査は、事例検討終了後に、Ａ村において行っ

た。看護師２名、保健師１名同席のもとで、事例検討を

終えての思いや考えについて、教員２名が聞き取り調査

（２時間）を行った。

３．分析方法

聞き取り調査の内容は、保健師・看護師の了承を得て

テープに録音し逐語録を作成した。それをもとに事例検

討を終えての過疎地域看護職者の思いや考え、課題を抽

出し、それを質的に分析し検討した。その際、意味内容

の同じものは１つのデータとして分類した。

４．倫理的配慮

過疎地域看護職者に研究の目的を口頭で説明し、了承

を得たうえで、テープ録音し逐語録を作成した。また町

村名や、看護職者および事例の個人が特定されないよう

に配慮した。

Ⅲ．結果

事例検討終了後に過疎地域看護職によって語られた思

いや考えは以下のようであった。
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1．事例検討についての思いや考え

事例検討についての思いや考えは、１）検討会を開い

たことに関する思いや考えと、２）事例を振り返ったこ

とに関する思いや考えに分類された。

１）検討会を開いたことに関する思いや考え

さらに内容を分類すると「教員に対する思い」「事例

検討への期待」「またかという感じ」「取り組みについて」

の４つに分類された。

２）事例を振り返ったことに関する思いや考え

さらに内容を分類すると、「看護の振り返りができた」

「医療・福祉・保健の協力の必要性」「担当者会議の効果」

｢ 生きていくことについて ｣「対象者に対する思い」の

５つに分類された（表１）。

2．事例検討後に認識された課題

事例検討後に認識された課題は、「個人情報の管理」「保

健師と看護師の連携」「訪問看護について」「事例検討の

機会」の４つに分類された（表２）。
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表１．事例検討についての思いや考え
カテゴリ 小見出し 看護師・保健師の思いや考え

１）検討会を開いたことに関する思いや考え

教員に対する思い

どういうことを教え
てくれるのか

いう事をやることによって、どういう事を先生達は私達に教えてくれるんかなあって。

興味があった 大学の方がどんな考えで自分達を見るかっていう事については興味があったんです。

先生たちが来なけれ
ば関わってても一生
懸命考えようとはし
なかった

ひょっとしたら先生たちが来なければ、この人に関わっててもそんなに深く関わらないっ
ていうか、一生懸命考えようとした事はしなかったかな。考えるようになったのは、そ
のきっかけかもしれない。だから最初よりも二回目の方が考えるようになったっていう
か。考えるようになったのは、そのきっかけかもしれない。

視点が変わった

何かそのへんでそうじゃない、「この人達は本当に夫婦仲良く生きてていいね」なんて先
生たちが言われた事で、あっ考え方を変えようかなっと思ったのはその機会かもしれま
せん。問題っていうよりもこの人達がすばらしいていうふうに思って下さったその先生
の声。あの先生が言ってくれたことで視点を変えた部分が二回目の発展かなと思う。

刺激を与えてもらっ
た

刺激を与えていただいてっていう感じです。先生が全然違った感性で見てくださった事
には感謝するかな。先生たちもそうなんですけど、自宅へ行ってそういうことについて
感心を持ってもらったみたいなのはあった。やっぱりよそから見てもらう村っていうイ
メージっていうのは、あまり無いですね。だからそういう意味では、私達にとっては、
いい勉強になるんだろうな。村の方たちに自分たちの村を見てもらう。住民のみんな。
それはまた全然違う看護職じゃない人に見てもらうのも一つかもしれないんですけれど、
同じ職種の中でどういうふうに思われるのかなっていうのは興味がありました。

小さなところに光を
当ててくれることは
うれしかった

診療所っていうか、そういう小さな所を、こう、こないだも言ってたんだけど、光を当
ててくれるっていうか、全然そういうふうは望んで、そんなつもりじゃないけど、絶対
そういう事は無いだろうっていう思ってたので、その改めて、目をつけてくれたってい
う事だけで嬉しかったです。浴びたいとかそういうわけじゃないですけど。

事例検討への期待

目標があった
（意識して取り組んだとか、そういう事っていうのはありましたか）やっぱ発表って、な
んか、目標っていうか、その先行きが何かやらなかんっていうのは、あったから。

地域の事例をどうす
るかと期待していた

自分としては一事例をするんじゃなくって、地域の事例をどう見ていくかみたいな事に
は期待はしてた。

よい環境で仕事でき
ている

この同じ建物で協力してくれる人と、一緒にやっていけれるっていうか、他の所はこの
人がダメだとか、ちょっと難しいとか、っていう施設とか病院があったりとか診療所が
あったりとかしている中で、恵まれてるなあってすごく嬉しくって感じました。この前
の研修会出させていただいて、気づかされたっていうか、いい環境で仕事をしているなっ
ていう気づきをいただきました。

難しい問題を何とか
できないかと思った

何か学生が来るとか、先生達が来るとか事例をしなくちゃいけないということによって、
難しい問題を何とかできないかなっていう事には利用できたのかなと思う。

利用しようという気
持ちでいる

私もわりとそういう色んな関わりがある・・・・・をしたりとかっていう事には今までやっ
てるので、そういう刺激になるなとか、何か言いたいようにならないかなっていうふう
では、利用しようかなという気持ではいます。

ターミナルの事例は
出してみたかった

難しい事例だって、さっき言われたんですけど、そういう事例が２，３あるんです、やっ
ぱり。あるんですけど、ちょっと手をつけずに、ちょっと待ってようかなっていうケー
スが何件かあって、それが難しいケースなのかなと思って。　たまたまその頃に、その
方に関わってる時間が長かったっていう。毎日だったから。特にこのケースやりたいっ
ていうものは無かったっていうのと、実際その二人については私は直接、褥瘡の手当て
をするわけでもなく、デイサービスで関わるわけでもないから、本当はやりたくないケー
スだったんです。検討をする一事例として考えてるつもりは全然無かった。ま、日にち
は無いし、対象が浮かばないって、そういう意味で。ターミナルでもう先が見えてるっ
ていうか、そういう症例は出してみたいっていう気もあったし、関わっていた時期だっ
たので。
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またかという感じ 今年もという感じ 正直言って、えっ今年も？って感じ。ああ、え、またって感じでしたけど。正直です。

取り組みについて

記録は大変と思わな
かった

（看護記録、あれ実は研修会当日、回覧させていただいたんですけど）あれはそんなに大
変だとは思わなかったです。あれはちょっと写しかえただけです

意識はしていなかっ
た

（意識して取り組んだとか、そういう事っていうのはありました）私はそんなに意識して
いなかったと思う

２）事例を振り返ったことに関する思いや考え

看護の振り返りができた

振り返りが出来た 振り返りが出来た。いい振り返りが出来たなあっていうのがありましたけど。
いい機会を与えても
らえた

あと事例検討に関しては、振り返りがやっぱ出来たって事がいい機会を与えていただい
たなて思います。

目先しか見ていない
のでもっと遠くを見
たい

目先しか見ていないので、もっと遠くを見たいなと思います。出来るだけ見たいなと思
います。そうですね。それが下手なんです。きっと。全体の地域をどうしようかってい
う村づくりが、主に今まで活動してたので。それがちょっとぼやけてたかなと思いますね。

これまで１ケースに
ずっと関わることが
できなかった

私の関わる本当に深く関われるケースっていうのは、地元の看護師さんたちがかかるケー
スに、同行する部分があった場合だとかっていうふうになっちゃうんで。どちらかって
いうと、公衆的ないろんな面に関しての関わり方とか。１ケースをずっと自分が関わるっ
てことは、出来ない状況だったんですね、今まで。どちらかというと、集団的健診をやっ
たりだとか、村をどうしていくかみたいなことになってしまって、個人をみて何かして
いこうっていう視点では、あまり動けなかった。

一つ一つが大事だと
考えた

どうしても村づくりとか地域をどうするかっていう部分が基本的にあって、そういうよ
うな事で関わっていくっていうことの一つ一つっていうのが大事かなとは考えた。

医療・福祉・保健の協力
の必要性

医療・福祉・保健の
協力が一番必要

（自分自身の中で学びとして残った事っていうんでしょうか）みんな医療福祉、保健の協
力が一番必要だなあって保健師さんから発信してきてくれるので、すごく繋がりが、住
民からこういうふうにうまく流れてきている。こないだも事例があって、元気になられ
たばかりなので、そのきっかけを作って下さっている。

担当者会議の効果

家族のバラバラな思
いがあったのが一つ
にしていこうという
気持ちになった

（担当者会議はどんな意味があったなと今振り返って思われるでしょうか）あのその人バ
ラバラな思いが家族が思いがあったのが一つにしていこうという気持ちになったのかな
あと思います。例えば一人は、施設にすぐ入れたい、病院に入れたいっていう人があっ
たのが、なんとか家族、本人の意思を尊重して在宅で生活するようになった。

生きていくことについて

生きていくことにつ
いて、自分たちが大
切な事を忘れていた

あのあとに色んな事があったり、看護師さんの家族が悪かったりっていうこともそうい
う事も見えたりとか、自分の周りに亡くなる人がいたりとか、色んなことがあの後にあっ
て、やっぱり生きてくっていうことについて、自分たちが大切な事を忘れてたみたいな。

生きていく事の尊さ
を大事にしないとい
けない

原因治療するとかそんな事じゃなくて、もっと本当に生きていくっていう事についての
尊さみたいなのが。大事にしないといけないなと。それプラスその原因治療がどうして
いるのかななんていうことが言えたらいいだろうなと。

対象者に対する思い

重みを感じた
大事なのはこの二人の原点みたいなところで感じたのかなあ。分かってたけどやっぱり
何かもう一つ、重みを感じた・・・・。自分自身かなあなんて思うようになったので。
私も一人なんだけど。一人では生きていけないんだっていうのを本当に思いました。

今でもその人の姿が
他の人より強く浮か
ぶ

今でもその人の姿が強く浮かびますね、他の人よりも。印象に強いっていうか。（どうい
うところで、印象に残っているんですか）昔はそういう生活してたんだなあっていう。
私達よりずっとちょっと先輩ですので、昔の事はあまり分からないし、奉公に行ってとか、
色んな仕事をしてきたっていう話も。色んな人から時々は聞くけど、あ、この人もそうやっ
たんだなあとか。苦労された話。今の若い人たちはあまり苦労って無いんかなあとか考
えたり。

色んな思い出が繰り
返されよかった

一人の場合は、やってる間、何も黙ってるわけいかないので、色んな話。辛そうな時は、黙っ
てるんですけど。問いかけると、もう次々話し好きな方だったので、色んな事話されます。
やはり今言われたように、話し出すと生き生きした姿、結構見られたですね。その人にとっ
ては、色んな思い出が繰り返されて良かったかなあと思います。

自分が治らないって
分かっていても一生
懸命生きようという
姿に強さを感じる

自分が悪い病気で治らないって分かってても、それでも一生懸命生きようっていう姿っ
ていうかね、強さを何か感じる。（どういう声かけをしたらいいかっていうのを私言われ
てたように思うんですけど、そういう葛藤ていうものもありましたか）できるだけ自然
でいこうっていうのは思ってましたけど、結構他の人は、「わしはあと何日生きれるか」
とか言われる。強い人でしたねえ。痛くても「どうもない」って一点張り。あんな人見
たこと無いです。表面っていうかその、あなたはこれくらいなのよなんていう告知はし
てなかったので、でもその方はうすうす気づいているんだけど、よく聞かれる時が他の
人は、他の人はっていうか、結構聞く時もあるんですけど、その人は絶対そういう事は
言わないっていうか、自分で悟ってるっていうか私達には聞かなかったのでその点ちょっ
と楽っていうか、ごまかす事をさせなかったっていうか、それも気遣いなのかなあって
思った。
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表２．事例検討後に認識された課題
カテゴリ 小見出し 看護師・保健師の思いや考え

個人情報の管理

本人家族の了解を得
てと医師が最初に
言った

（本人家族の了解を得て、病名とかも担当者会議にかけるべきだったっていうようなこと
を言われてましたけども、あれは今後にも活かせそうですか）最初先生 ( 医師 ) がそう
言われたんです。

会議の時も病名を
言っている

私もああそうかなあと思ったんですけど、考えてみたらここの B村とかの会議の時も、
病名とか言ってるでしょう。皆一応、守秘義務はあるので、いいとは思うんですけど、
後からそう思ったんですけど。

テレビ会議で情報を
流す時は最初に了解
を得ておくべき

ケア会議っていうのをやる場合、事例検討やる場合はその本人に承諾を得る、家族に得
るっていうのが前提ですよね。テレビ会議の事も監査が入った時に県の人がみえてて、「そ
れは私も同感です」って言って下さったんです。やっぱテレビ会議で情報を流す事自体は、
最初に了解を得てもらって、こういうことで情報が入るよってことの確認としては家族
通しておくべきじゃないかっていうのは、そのことは医師に伝えてあるんですけれど。

ケア会議でヘルパー
に言う時にも了解を
得るべき

必要なケース検討する時、その個人の病名、前このケースの時も私が言ったりもするん
ですけど、ケア会議をする時に病名をヘルパーさん達に言うとか言わないとかってこと
は、家族に了解を取ってないといけないという事は、言ったような気がするんですけど。

ケアプランを立てる
時の病名の管理もこ
れから厳しくなると
思う

関わるから絶対いる場合と関わらなくってただ話し合いをするだけの場合というのは、
家族にある程度了解を取って行うのが今までケアプラン立てる時でも、同じだと思うの
で、病名についてとかいうのはこれからもっと厳しくなるんじゃないかなと思うんです
けど。ケアマネージャーが何かプランを立てる時は、ケアマネージャーが「こういうチー
ムでこういう関係者にこういう事を話しますけどいいですか」って事を最初に了解して
いただいて、サービスを計画するってのが筋だと思うんです。

病名の扱いで脳梗塞
なら別に言ってもい
いやというところが
ある

もしそれが診療の側で主体が診療所だったら、診療所の方がこういう方たちにサービス
の事をお願いしようと思うと、病名もある程度この人達には了解してもらうんですがい
いですかっていうのは、了解してもらう。それがこの後にやってあるかどうかっていう
のは、疑問ですけれど、ただメンバーを揃えて、話し合いをしよかっていうのは。今こ
の人どうしようかという事だけを先走ってしまって、その人の病状はこういうふうだか
らって話までは至ってない場合は、案外そういう脳梗塞とかそういうふうだったら別に
言ってもいいやみたいなとこあって。

保健師と看護師の連携

会議をやったことは
知らなかった

会議をやった事は知らなかった。大体は事務所が一緒なので社協の方たちが参加した話
を言ってみえるので、ああやられたんだろうなあっていうのは知らなかったわけじゃな
いですけど、その終わった後の事は。いつやるよとか、いつやってたとかっていう召集
は一緒に参加するという話までは、聞いてないので。

情報交換だけの調整
会議になっている

だけどやっぱりまだ情報の交換だけっていうのが調整会議になってるから、やっぱり役
割っていうのは、ここはじゃ誰かに行ってもらおうかとかっていう指示をするまでの役
割を持った人はいない。だからそのままの今日の会議ではこういう情報を交換しました、
で終わっててしまう。

自分から動いたらい
いと思いながらどう
しようかと思う

自分が動いたらいいんだろうなとは思っていながら、どうしようかなっていうのが今ま
でにあったと思うんです。最近は今自分が関わってる人がやっぱ自分が関わるべきだなっ
ていうふうに判断した人は声を上げて、っていうのが家族と連絡を取るわっていうふう
になるらしいんですよね。それにあえて保健師が入る必要は無いっていえば無いケース
だったらいいのかなとは思うんですけど、そういう共通の場で誰が何をやっていくかっ
てことを言った時に自分が必要だったら私は行きますとか私が声かけますとかって言え
るような関係作りができると調整会議で、はい。

問題については改め
て話をしない

（少しきっかけにして、また情報提供しあったりとか、情報交換したりとか少し話すよう、
その人について話すっていうような事っていうのは、あったでしょうか）もしやるとす
るんだったら、本当に Aさんが問題だなって言ってた時に、この人の問題は何？って話
を改めてしてないです。ただこういう事言ってるし、こういう事気をつけてねって伝え
ると診察に行った時とか、何かで関わった時に、こうだったみたいな形でやっぱ情報交
換しかとどまってないんですよね。その朝のちょっとした時間に情報交換で終わってし
まったりとか、・・事業があるっていうだけで終わったりとかってなっているので、そう
いう問題になる人がいないっていえばいい事なのかもしれないですけど、ひょっとした
らもうちょっと問題がなさそうな一人の患者さんをテーマにしてもいいんだろうなと思
うんですけど。

一人一人の視点を話
す時間を作らないと
出来ない

やっぱり一人一人の視点というところが話を時間を作らないと出来ないのかなあってい
うのはあるんですけど。
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Ⅳ．考察

過疎地域の看護職者は、住民のニーズに対応するため

に、少人数で保健医療の枠組みを越えた多種多様な業務

をこなさなければならない。そのため日々の看護実践を

振り返る機会や、自己を高めていく機会が得られにくい

と考えられる。そこで今回看護大学教員が現地に出向い

て、同じ立場に立って、看護職者とともに看護実践内容

の検討会を２回行った。またその間に教員２名が実際に

事例の家庭訪問に同行し看護職者と意見交換をした。そ

して対象町村全体で、事例検討研修会を開催した。その

経過の中で、看護職者自身が自らの思いや考えを再認識

したこと、事例検討の中で現状を語ることにより課題を

認識したことに意義があるといえる。語られた内容から

その意義について考えてみる。

1．事例検討についての思いや考え

１）検討会を開いたことに関する思いや考え

「教員に対する思い」では、様々な内容が語られた。

例をあげると、「興味があった」「先生たちが来なければ

関わってても一生懸命考えようとはしなかった」などが

ある。教員の考え方に対してかなり期待をもって検討会

に臨んでいる。そして事例に対して「問題というよりも

その人たちがすばらしいと言った教員の言葉で視点を変

えた部分が二回目の発展」という表現もあり、教員の考

えが看護職者の考え方に影響を与えたといえる。また「診

療所という小さなところに光をあててくれたっていうこ

とだけでうれしかった」という思いが述べられた。実際

に診療所で行われている住民のニードに即した看護に対

して、看護職者がもっと自信を持てるように支援してい

くことが必要ではないかと考える。

「事例検討への期待」では、「地域の事例をどうするか

と期待していた」「利用しようかという気持でいる」「ター

ミナルで先が見えている事例は出してみたかった」と述

べられていた。このように事例検討に対しては前向きに

受け止められていた。しかし、「またかという感じ」では、
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訪問看護について

訪問看護で何をする
のか分からない

（在宅ケアを支える立場でそういう訪問看護っていうのを制度、システムっていうのはど
んなふうに思われますか）介護保険とかヘルパーさんとかそういうのが入ってくること
で、訪問看護っていうのは何をやってくるのかなって分からないんです。今の状況で。

往診の同行が訪問看
護の一部

看護師さんたちが往診に行って、たまたま足が汚れたり何かしてたらタオルで拭いた、
それが訪問看護の一部だろうなと思うんですけど、それがもしかしてその人に「一時間
訪問看護ですよ」ってつきっきりでやる事が必要な人がたくさんいるかどうかっていっ
た時に、そこらへんちょっと調べてないので分からないんですけれど。時間をかければ
いいってもんじゃないような気もするから、病室で看護をしてくるもんと在宅で看護を
してくるものというのは、さっきやっぱり点滴の時にやっぱり看護師としての視点で観
察をしながら、話を聞いて心の中の。

看護師が往診に同行
しているが訪問看護
はしていない現状

実際透析をしながら在宅で今生活してる方がいるんですけど、そういう方にじゃあ、看
護師さんが行って何かをするっていうと、やっぱ往診と一緒にして行くとか先生の指示
だけで何かをしてくる、その時の看護が訪問看護になる部分が多かったりするんですけ
ど、出来てないわけじゃないような。だけどそれが孤立して一人の看護師さんが専門に
訪問看護してきなさいよっていった場合に、ただもしかしたら、観察して血圧測ってく
るだけの人が訪問看護になってしまいがちなところが結構どっかの町村にあるんですけ
れど、それも一つなのかな、どうかな。

医師は訪問看護が必
要ないという

（今の段階としてはお二人の訪問看護の可能性っていうんですかね、さっきの話だと
ちょっと今の体制ではっていうような話で、体制的にはやはり難しいし、どうなんですか）
先生はもう必要無いようなことは、それとなく言われるので。

二人体制では往診の
介助ぐらい

この二人体制では往診の介助ぐらいしか。前、胃瘻とか気管切開して酸素もやってて家
庭狭くて透析もしてる人いて、そういう人も結構往診とかでリハビリみたいな真似事やっ
てたんですけど、往診の度に。そういうのも時間あればもっとやってあげれるかなあと
か感じた事もありますけど。限界があります。（訪問看護というのは必要性っていうのは
どんなふうに思われているのか）時間がないというか。やろうと思えばできるんだろう
とは思うんですけど、どっかで無理がでてくるんじゃないかと思います。

やりたいが自信がな
い

（もしそういうのがあったらいいのになっていうのはもう）気持ちもありますけど。でも
自信が持てない部分があったりとか色々ありますけど。あればどんどんやっていきたい
んですけどね。必要はある人もありますとは思うんですけど。

事例検討の機会
その場の情報で検討
できる機会がもてた
ら

ここの職員スタッフがこの村に適したサービスっていうのを考えていけるのかなあと思
うんですけど。そういう意味では、信頼・・・の協力っていうのは、現場に行ってその
場の情報で検討できる機会が持てたら。同じ町村の保健師とかっていう活動は色々な事
業をこなしたりとか、っていう事をやってるんですけど、看護っていう視点では、そう
いう勉強会とかそこまでは出来ないですね。
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今年もやるのかという負担感も感じ取れた。

「取り組みについて」では、「記録は大変とは思わなかっ

た」「意識していなかった」と述べられ、取り組み始め

ると負担感はなくなったことが伺えた。

２）事例を振り返ったことに関する思いや考え

「看護の振り返りができた」では、「いい機会を与えて

もらえた」「目先しか見ていないでもっと遠くを見たい」

「関わっていくことの一つ一つが大事と考えた」と述べ

られた。これは日々の対応に追われている中で、事例検

討がきっかけとなって、振り返りの必要性や展望を持つ

ことの必要性に気づいたと考えられる。また、事例検討

を通して振り返ることで ｢ 同じ建物で協力してくれる人

といっしょにやっていける」ということは「よい環境で

仕事している」と気づけたようである。そこから「医療・

福祉・保健の協力の必要性」に気づいている。また家族

の意思統一に向けて開催された「担当者会議の効果」に

ついても再認識できていた。

また「生きていくことについて」「対象者に対する思い」

では、振り返る中での対象者への思いや、関わりの中で

考えさせられたことが述べられていた。

2．事例検討後に認識された課題

事例検討する中で課題として認識されたことは、「個

人情報の管理」「保健師と看護師の連携」「訪問看護につ

いて」「事例検討の機会」の４つの内容である。

「個人情報の管理」では、「会議の時も病名を言ってい

る。守秘義務があるから良いとは思うけど後からそう

思った」「テレビ会議で情報を流す時は最初に了解を得

ておくべき」と述べられていた。このように事例検討の

過程で、担当者会議の際に家族の了解を得ずに病名を告

げたことに疑問をいだいていた。過疎地域においてはカ

ルテなしでも名前と病状がわかるほど、看護職者と住民

とのつながりが強い。今まで、本人・家族の了承なしに

病名などを他職種に伝えていた現状を振り返り、今後の

個人情報管理の必要性に気づいたといえる。

「保健師と看護師の連携」では、「会議をやったこと 

は知らなかった」と述べられていた。担当者会議のメン

バーを招集したのは医師であるが、看護師も保健師が出

席する必要性を感じていなかった。また情報交換におい

ても「情報交換だけの調整会議になっている」「問題に

ついては改めて話をしない」と検討会にまで発展しない

現状があった。情報交換は毎朝行われ、必要時の情報提

供も行われてきた。しかし協働するためには看護専門職

者同士の検討が必要である。にもかかわらずその後も検

討会は行われず、連携のための体制作りの必要性を感じ

た。

「訪問看護について」では、訪問看護に対して「訪問

看護で何をするのか分からない」「二人体制では往診の

介助ぐらい」「やりたいが自信がない」と述べられていた。

看護師は訪問看護の必要性を感じながらも、体制的にも

時間的にも制約があるため限界を感じていた。保健師は

訪問看護の役割・機能の不明確さを述べ、過疎地域にお

いての訪問看護の必要性に疑問をいだいていた。訪問看

護の体制が整えば、看護も充実され最期まで在宅で療養

できる住民も増えるのではないかと考えられる。たしか

に看護師の人数、勤務時間、診療・往診との調整など、

数々の課題がある。しかし他町村では診療所で訪問看護

を行っているところもある。それら他町村の訪問看護の

実際の活動内容を参考にしながら、Ａ村での訪問看護の

可能性について検討ができるのではないかと考える。

「事例検討の機会」では、「その場の情報で検討できる

機会がもてたら」「看護という視点で勉強会とかそこま

でできない」と述べられていた。このことからも過疎地

域の看護職者は事例検討の必要性を感じながらもその機

会を得ることが難しい状況にあるといえる。

熊倉ら１）は「一般的に看護分野における事例検討の

意義は、複数の専門職が多面的に対応を検討することに

より、提供するケアを改善し、同時に、参加者の専門職

としての質の向上にもつながる効果を持つものと考えら

れている」と述べている。今回過疎地域看護職者と事例

検討を行ったことは、看護職者自身の看護実践を振り返

るための機会となったといえる。また町村以外の看護職

者である大学教員が検討に加わったことにより、新たな

視点で自らの看護を意味付けできたのではないかと考え

る。その積み重ねが、熊倉のいう参加者の専門職として

のケアの改善・質の向上に結びつくといえる。すなわち

過疎地域看護職者も看護大学教員もともに向上していけ

る機会となると考えられる。高木ら２）は、事例検討会

の成果の１つに「事例検討会の継続は関係機関や関係者

の相互理解や共通理解を深め、連携が強化された」こと

をあげている。保健師と看護師の連携が課題として認識
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されていたが、事例検討を共通理解の機会として、連携

が強化されていくよう支援していく必要があると考え

る。

以上のことから、過疎地域の看護の充実に向けて、看

護大学教員が事例検討の機会を提供していくことには意

義があることが再認識できた。

おわりに

過疎地域看護職者と看護大学教員とが、現地で同じ立

場に立って事例検討を行うことが、お互いの専門職とし

ての質の向上につながる効果を持つと確認できた。今後

とも事例検討を継続し、過疎地域における看護のあり方

をともに追究していきたい。
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