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本学の紀要は、開学初年度から刊行され、毎年 1 冊ず

つ年度末に発刊されてきた。本巻が第 6 巻となる。当

初から看護学および看護学教育の発展・向上に貢献する

ことを目的とし、専任教員が研究成果を発表し共有する

場として位置づけられている。

過去 5 巻に発表された論文の総計は 122 編であり、1

巻に収録された論文は 18 編から 30 編であった。内容

を分類してみると、教育実践活動の評価や方法の開発に

関するものが 35% と最も多く、次いで、看護実践現場

との共同研究の成果の報告が 26%、看護実践研究指導・

研修事業を通じて捉えた看護の実態やこの事業の意義や

成果に関するものが 11% であった。看護実践研究指導・

研修事業は、県内看護職が大学の知的資源を活用して自

己学習や業務改善ができることを目指して教員が現地に

出向いて、地域特性を理解した上で実施しているもので

ある。以下、国際交流委員会で計画され、大学の教育・

研究活動の充実のために実施した海外研修の報告 6%、

入試委員会や教育能力開発（ＦＤ）委員会、大学院設置

準備推進部会等の委員会の活動成果や各委員会活動で捉

えた実態の分析が 5%、その他が 17% であった。これら

発表された論文は、教員の日頃の活動が反映されたもの

であり、特色ある内容となっている。本学では、教員が

毎年度の夏期に次年度の教育・研究活動とそれに伴い必

要となる予算計画を立てる。講座ごとに教育（実習を含

む）のために必要となる経費や共同研究および看護実践

研究指導事業・研修の費用、各種委員会活動のための費

用を算定しており、事務局の担当者と協働して資料を作

成して予算の獲得に努めている。本紀要は、教員が行なっ

た教育・研究活動の成果を県民や実習施設等に示す主要

な手段として機能していると考えられる。今日、教員が

研究成果を発表する場は、学会誌等多様であるが、その

なかで、本学紀要が果たす役割は明確であり、今後もよ

り一層の充実を図りたい。

本学科は、既に完成年度を終え、開学後 6 年目となっ

ている。昨年度から看護学科のカリキュラムの見直しを

開始している。過密な授業編成は、看護学の学士課程に

共通する課題であり、本学科も同様であるが、授業内容

の精選と授業時間の短縮による学生の自主的な学習時間

の保障のために、教育課程検討委員会や関連委員会が

連携し合い、全教員参加による検討が着実に進んでい

る。本学科を卒業する学生の看護実践能力の到達度を社

会に対して担保していくために、三年次の領域別実習や

看護学の学習の総仕上げと位置づけられる四年次の卒業

研究の到達目標を明確にするための取り組みが講座単

位で、あるいは委員会単位でなされてきている。今後は、

このような教育活動の評価を通じた、卒業時の到達度の

明確化や学生の到達度の評価に繋がる教育実践研究の報

告が求められる。また、看護実践研究を中核とした大学

院修士課程は今年度が完成年度である。さらに、来年度

には大学院博士後期課程が設置される時期を迎え、看護

学の高等教育機関としてようやく形が整う。博士課程で

は、看護実践研究指導ができる人材の育成を目指してお

り、実践研究方法論の確立が急務である。今後は、開学

当初から推進してきた看護実践現場の課題をとりあげた

共同研究を通じて、実践研究方法論の創出に繋がる研究

報告が求められる。

毎年の投稿論文数は相当な数に及び、本年度から年 2

回の刊行となる。教員は、教育・研究活動に積極的に取

り組んでいるので、紀要がそれらの活動の評価・拡充の

ために活用され、活動成果の公表の場として発展するよ

うに活発な投稿を期待したい。
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〔巻頭言〕

本学紀要の特徴と今後の発展をめざして

学部長　北山 三津子





Ⅰ．はじめに

「育児不安」1）という言葉が社会に浸透し、母親の育

児に関する意識が活発に研究され 2）～ 4）、育児不安を抱

くには育児に関心があるからこそ感じること 5）であり、

育児への無関心や育児放棄とは区別され、育児不安の肯

定的側面も議論されるようになった。母親は様々な育児

不安、育児負担感をもちながら育児している 6）。このよ

うな育児によって、親はどのように「親となる」意識の

形成や変容をおこしているのだろうか。

子育てに伴う親の意識の形成と変容について牧野ら 7）

は、父親よりも母親に育児のインパクトが大きいこと、

親自身が変化したと感じた内容は、母親では「性格的・

精神的影響」に対して、父親では「責任感」であったと

報告した。同時に子育ての場を人間に関する学習の場、

あるいは人格形成機能を含んだ親子の相互作用として捉

える必要性を指摘し、親意識の形成はプロセスであり変

容していくことを確認している。

「親となる」意識の発達は、柔軟性、自己抑制、視野

の広がり、自己の強さ、生き甲斐、運命・信仰・伝統の

受容と多岐にわたるが、いずれの面も父親よりも母親に

著しくみられ、母親が父親よりも大きな変化であった 8）。

さらに、子ども・育児に対して父親は肯定的な感情面だ

けを強くもっていたが、母親は肯定面と否定面の両方の

感情を同時にあわせもちアンヴィバレントであった。一

方父親の育児・家事参加度の高さは母親の否定的感情の

軽減につながるとともに父親自身の子どもへの肯定的感

情を強めていた 8）。子育てによって、親にこのような人

格発達がみられるならば、障害児を育てる場合には、ど

のようであろうか。

本稿では、一般の育児よりもより一層の努力と苦労が

必要と思われる障害児を育てる親がどのように障害を理

解し、どのような育児困難を経験し「親となる」のかを

検討し、本領域における今後の課題を明らかにする。

文献検討はまず、障害児をもつ親に関する研究を夫婦

関係ならびに親の障害のとらえ方を検討し、障害のある

子どもの育児による困難と親の変容を、最後に、単胎の

障害よりもより一層の困難を生じていると考えられる双

子の一方に障害児をもつ親に関する文献をみる。

Ⅱ．用語の定義

「親となる」意識：子育てを自分のこととして引き受

けられるようになる態度・行動をとる自覚と定義する。

「親となる」意識の発達：子育てによる人格の積極的

方向への変容と定義する。

Ⅲ．障害児をもつ親の夫婦関係

障害児を授かることが親の夫婦関係にどのように影響

し、親自身が障害をどのように受けとめて育児に取り組

んでいるのかを検討する。

障害児をもつまでは、ほとんど障害児者と関わること

がなかった多くの親が通院や療育に追われるようになる。

そのような状況での親の支えについて、広瀬ら 9） 10）は、

脳性麻痺児（者）をもつ親を対象に面接調査を行い、夫

婦それぞれの支えは、互いに配偶者であるという結果
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を出している。また、夫婦関係の質は家族に加えるスト

レスの程度や対処能力に最も影響する要因となっている。

母親のストレスの程度は、配偶者から得られるサポート

量によって影響を受けるという指摘もある 11） 12）。つま

り、夫婦がお互いに支え合えていると感じることが重要

であると思われる。

橋本 13）は、障害児をもつ母親のストレスに最も影響

を与えるのは「家族の結束度」であると報告しており、

障害児を育てていても家族の結束度が高いと母親のスト

レスは低いことを示唆した。一方、障害児をもつ母親の

ストレスは、あらゆる項目において健常児をもつ母親よ

りも高く、逆に「充実した家族の連帯感」は健常児をも

つ親が高く 14）、障害児をもつ家族のストレスの高さを

示した。

上林 15）は、心身障害のある子どもをもつ専業主婦の

母親とそうでない母親を比較した健康調査から、心身障

害児をもつ母親が自分自身の健康観を失い、家族の団ら

んよりも休養を求めている状況を指摘している。今川

ら 16）は、障害児をもつ母親 231 人（内訳は自閉 25 人、

精神発達遅滞 50 人、視覚障害 46 人、聴覚障害 57 人、

肢体不自由 53 人）を対象に配偶者とのかかわりについ

ての認知構造を検討し、配偶者との間に葛藤がある可能

性を指摘した。夫に対する期待と実際の夫の行動が必ず

しも対応していると認知しておらず、自分の行動につい

ての評価も夫に対する期待や実際とは別物と判断してい

ると述べており、期待と現実との間での葛藤を示唆して

いる。

障害児の誕生や発症によって離婚率が高いという報 

告 17）もあり、障害児をもつ親への対応の重要性が示唆

される。子育てのパートナーである父親との相互作用

にどのように医療者がかかわっているのかを「障害の告

知」の面からみると、障害の告知者はほとんどが医師で

あり、約半数が母親に告知をしていた 18）。一方で、父

母が同席して告知を受けたか否かということが告知に対

する満足度と関連していた 19）。また健診の機会などで

専門機関が子どもの発達障害を発見しても、親が子ども

の療育を開始するまでの間には約1年のギャップがあっ 

た 20） 21）。この 1 年というギャップは養育者の障害に対

する認知の困難さを推測させると同時に、告知を父母同

席ではなく、母親ひとりに告知している現状が、葛藤や

障害に対する父母間の相互理解を失わせていると考えら

れる。

専門家の障害の告知の仕方について、母親への面接

調査から親自身も両親同席での告知を望んでいた 22）18）。

告知という場面で、母親は質問に十分に答えてもらえな

い、具体的な育児についての助言がなかった等の不満を

感じており、告知の仕方は病名をいうだけでなく，今何

が必要で，親は何をすることが大切なのか，先の見通し

がもてるような情報の提供を求めていた 18）。父母同席

による告知は二者間関係の相互作用をもたらし、子ども

の障害認知に重要な役割を果たすと考えられる。

Ahmann,E.23）は「悪い知らせ」を医師から話すときに

は二人の親がいる場合には二人一緒の時に告知するべき

であると二つの論文のレビューから再確認し、告知の仕

方についての慎重な配慮の必要性に言及している。

Ⅳ．親の障害のとらえ方

多くの母親は子どもの障害を告げられたとき、冷静に

受けとめることができず、大きな衝撃を受け、時には子

どもと一緒に死を覚悟する者もいる。なぜこれほどまで

に衝撃を受けるのか。フロイトの対象の喪失論をとる立

場では、妊娠中に抱いていた健康な子どもの死「期待し

ていた子どもの死」と見なし、対象喪失の喪の作業を基

盤に親の心の軌跡に焦点を当てる「障害の受容過程」と

考えられている。障害の受容過程は、混乱から回復まで

の段階的な過程として説明されることが多い。Miller,L.

G. 24）は、子どもに精神発達遅滞があることを告知され

た後の親の反応をショックと混乱、適応への努力、再

統合の 3 段階にとらえた。Drotar ら 25）は先天性奇形を

伴った子どもの診断告知後に起こる親の心理的変化を

1）ショック、2）否認、3）悲しみと怒り、4）適応、5）

再起の 5 段階説と報告している 26）。

わが国では、三木 27）が精神薄弱をもつ親の理解や態

度について、1）子どもの現状に対する理解、2）教育観、

子どもへの教育的期待、3）対社会的態度、世間体、4）

親の気分、心構えの 4 つの側面を提示し、各々をさら

に三段階のプロセスに区分し説明を加えている。鑪 28）

も精神薄弱児をもつ親の受容過程を、1）子どもが精神

薄弱であることの認知過程、2）盲目的に行われる無駄

な骨折り、3）苦悩的体験の過程、4）同じ精神薄弱児
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の親の発見、5）精神薄弱児への見通しと本格的努力、6）

努力や苦悩を支える夫婦、7）努力を通して親自身の人

間的成長を子どもに感謝する、8）親自身の成長、精神

薄弱児に関する取り扱いなどを啓蒙する社会的段階の 8

段階を説明している。そして第 8 段階目に親たちの態

度の変化、人格的成長があると述べている。

段階説に共通する特徴は、時間躍進モデルのように、

障害を知ったために生じた混乱は時間の経過と共に回復

する、終了が約束された正常な反応であり、障害児の親

はいずれ子どもを受容するという前提であるといえる。

それに対して、受容に至る過程には障害の否定と肯定の

両方の気持ちが存在するとして、中田 29）は障害の受容

を課題としない螺旋形モデルを提案している。 

再適応を前提とした段階説とは逆の慢性的悲嘆

（chronic sorrow）の概念が、Olshansky30）によって、明

らかにされている。段階説のように一過性の悲嘆を経験

した親が、落胆と回復の過程を繰り返し、慢性的悲嘆の

周期的回復 31）を経験するというものである。筆者もこ

の考え方に同意できる面がある。障害児の親たちと接し

た経験から障害の受容に到達して固定されるのではなく、

何らかのきっかけや節目で、迷いと不安・焦りを感じな

がら、悲嘆と回復を繰り返しているように見える。つま

り、健常な子どもでは当たり前に過ぎる発達的事象や社

会の出来事が親の悲嘆を再燃させている 32）と思われる。

しかし単に慢性的悲嘆を繰り返すのではなく、慢性的悲

嘆を繰り返しながらも、親の成長・変容した姿をそこに

みることができる。鑪 28）が説いた親の障害に対する態

度の第 7 段階（努力を通して親の人間的成長を子ども

に感謝する）、第 8 段階（親自身の人間的成長、精神薄

弱児を社会に啓蒙する）と一致すると思われる。

親の障害の理解の進行を「障害の受容過程」としてみ

たり、悲しみが繰り返される「慢性的悲嘆」という観点

で研究されているが、障害児をもつ親が障害の受容過

程を一直線に進むのではなく、行きつ戻りつしながらも、

その過程で、親自身が変容し成長しているといえる。

Ⅴ．障害児をもつ親の人間的成長

教育学分野において、「子育て」ではなく、「共育ち」

という用語がある 33）。この考え方は、親は子どもを育

てることによって親自身も育てられているので、子育

てではなく、「共育ち」だという見解に立つものであり、

その「共育ち」の概念がこのプロセスに当てはまる親の

成長の鍵概念と思われる。

障害児をもつ親が障害を受容するまでの段階説や慢性

的悲嘆の研究について概括したように、障害の種類は異

なっていても同じような過程を経ていることを確認で

きる。障害児をもつ母親は意識変容過程 34）のなかで苦

悩から努力へのプロセスを繰り返し自我を再編成し、親

は価値観を変容させていた。障害児をもつ親が育児を通

して意識や価値観の変容が起こっていることを確認でき

た。 

母親自身が障害児＝不幸・大変という図式（観念）を

もち、社会からの差別と偏見の対象になるという思いに

当初は縛られていると思われ、その状況からの解放のプ

ロセスを辿り、親としての人間的成長が見られると考え

られる。子どもに障害があるとわかることによって、“差

別される側” であることを感じながらも “差別する側”

にいるという両義性の葛藤から解放されるとみなし得る。

そこに価値観の変容をみることができる。

牛尾 35）は「母親の養育姿勢の変化プロセス」を、“子

どもの障害によるショック” → “障害を受容できない・

人生の夢が破れた” → “子どもを比較する・障害をうち

明けられない・閉じこもる” → “子ども中心の生活・訓

練者になる” → “子どもから教えられる・普通の母親に

なる” → “社会への積極的参加” → “障害の説明・啓発”

→ “社会活動” のように変化すると説明している。母親

のいくつかの落ち込みと回復を繰り返していく姿を人間

的成長と捉えている。「親となる」ことによる人格発達

に加え、障害児の養育の経験によって人格発達が起こっ

ている 36）と考えられる。

では、障害児の育児において親たちはどのような

経験を通して人格発達が起こっているのであろうか。

Johnson,B.S.37）は、親がどのような経験をし、自分たち

の育児の困難に対処しているのかをグラウンデッドセオ

リー・アプローチを用いて明らかにした。対象は就学前

と小学生で、軽度中等度障害児をもつ10人の母親であっ

た。その結果 7 つのカテゴリを見出し、3 つは子どもに

焦点をもち、3 つは親に焦点をもち、残りの一つは親子

双方の援助の要請についてであった。関係性カテゴリで

は、“parental straddling（迷い、苦悩）” が現出されている。
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迷いは親役割においてバランスを欠く結果をもたらせて

いる。“parental straddling” は、‘現在と過去’、‘普通と

障害’、‘親の問題や感情’ を ‘子どもと同時に扱うこと’

であった。子どもへの対処における親の相反する行為と

感情を読みとることができた。このような相反する行為

と感情の経験から “障害児の親となる” ことによる人格

発達を遂げるのであろう。

Seideman ら 38）～ 40）は、31 人の精神遅滞の子どもを

もつ親 42 人を対象に、養育過程において親の経験を包

括的に捉えることを目的に、グラウンデッドセオリー・

アプローチを用いて調査した。親の経験を養育する過程

における変容する親のモデルを、初期の導入の過程と実

行の過程から構成されることを明らかにした。導入の過

程は ‘子どもの障害の診断を受ける’ ‘子どもの障害の診

断に反応’ する過程としている。下位カテゴリに最初の

感情（唖然、悲しみ、ショックなど）を感じ、次に家族

に告げる、困難に対する模索が挙げられている。実行の

段階は、‘現実を受けとめていく過程’（実行のプロセス

の中心概念であり、他のカテゴリと影響し合っている）、

‘周囲との関係を築いていく過程’（環境のストレスと環

境のサポートに反応する）、‘行動する過程’（心構えする、

慢性的悲嘆の経験、行動による適応）の 3 段階で構成

されている。親たちは子どもの状況に対処するため、心

構えをする際に経験に基づいた方略を用いる。様々な活

動に参加するという行動による適応によって、親として

人格が変容している。これを＜変容する親＞と名付けた。

以上のように、‘行動する過程’ において、親は心構え

しつつ、期待と悲嘆を繰り返す経験をしながら、適応で

きていることが行動の上からも確認できるようになると

いうプラスの変容が見られる。この＜変容＞を親の成長

とみることができる。 

障害児をもつ親に関する以上の研究は、“障害児をも

つ親となる” ことによる親自身の人格発達あるいは人間

的成長が起こっていることが明らかであり、自ら行動す

るという主体的過程を歩んでいるといえる。

Ⅵ．双子育児および双子の一方に障害児を育てる親の

経験

双子の一方に障害児をもつ親の経験に言及する前に、

一般の双子育児を親はどのように経験しているのかを検

討する

1．双子育児の困難

双子の育児困難の調査では、Chang41）は台湾で 166

人の双子をもつ母親を対象に行い、睡眠不足（49％）、

他の子どもの世話をする時間がないこと（43％）、精神

的不安定さ（39％）、夫婦関係への妨害（22％）、経済

的問題（18％）を明らかにし、これらの「夫婦関係へ

の妨害」以外の問題はすべて、双子の成長とともに減少

することを見いだした。しかし、Thorpe ら 42）はコホー

ト研究において単胎児をもつ母親と比較して、双子をも

つ母親が 5 歳の時点でもなお不安スコアが 3 倍も高く、

うつを経験しやすいことを指摘し、母親の情緒的ウェル

ビーイングとストレスが関係していると指摘した。

双子の両親は一方にのみ最高の愛着をもつというモノ

トロフィーの概念はよく知られている。アンビバレント

や怒り、不平等な愛着が、母親に育児をより一層ストレ

スで困難なものにさせた 43）。双子の育児そのものだけ

でなく、母子の一対一の関係ではなく、双子と母親の三

者関係の形成の困難さはストレスフルな状況をさらに複

雑にしている。 双子との生活は母親に大きなストレスを

もたらし、母親の世話のパターンは、双子との三者関係

の形成プロセスへの父親の巻き込みと関連しており、双

子の誕生は父母関係への影響が避けられない 44）45）。つ

まり、双子の出産により家族関係への影響があり、その

関係の再構成が必要であるという指摘もある 46）47）。

Beck48）は、16 人の母親を対象にグラウンデッドセオ

リー・アプローチを用いて、双子をもつ母親が生後 1

年間にであう基本的な社会心理的問題と、これらの問題

を解決するプロセスを明らかにしている。その結果、一

番の危機は生後 3 か月であり、出産以来自分の時間が

なく、この時期のサポートの必要性を強調している。基

本的な社会心理的問題は、‘自分自身の生活が止まって

いること’ である。この問題の解決プロセスは、（a）力

を使い果たす、（b）自分の生活をさておく、（c）やり直

しのための努力をする、そして、（d）自分自身の生活を

取り戻すことに至るプロセスであることが明らかになっ

ている。

このように双子の育児においては、睡眠不足や経済的

困難以上に、父母間、および母－双子間の関係の形成に

課題を抱えていた。そのため双子を育児している家族へ
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の専門的なサポートシステムの構築の必要性を示唆して

いる 49）。障害児と健常児の同年齢の子どもを同時に育

てる場合は、どのような養育の困難があるのか。単胎の

場合でも、障害児をもつ母親には、健常児をもつ母親に

比べて、単に睡眠不足ではなく、配偶者との葛藤や様々

な困難を抱えていることは上述の通りである。また、双

子を育児中は睡眠不足 50）であり、その上に双子に障害

児がいる場合は、障害児のいない双子の母親に比べて睡

眠時間がより短く、重度の睡眠不足を感じている 51）と

いう報告は当然のことと思われる。

中北 52）は、親自身の夫婦関係を相互理解という視点

で、双子に障害児をもつ 5 組の夫婦を対象に、自分自

身と配偶者の障害の理解がどのように認識されている

のかを、面接調査を用いて明らかにしている。その結果、

夫婦はお互いの感情や考えを理解できていないことも多

かったが、夫婦とも自分の感情に影響を受けていた。夫

が妻に求めるサポートは不明瞭であったが、妻は、夫と

の対話を強く望み、より一層の情緒的サポートを求め

ていた。一方、祖父母からは手段的サポートを受けてお

り、妻は、障害児をもつ母親であるという自分自身を受

け入れ、自分と障害をもつ子どもを肯定的に捉える過程

で、特に夫方の祖父母から負の影響を受けていることを

見いだしている。夫や祖父母など周囲の人々との相互作

用での影響をみる重要性が示唆されている。しかし、こ

の研究では、双子に障害児がいる場合の特徴には言及し

ていない。

2．双子の一方に障害児をもつ親の経験

双子の一方に障害児をもつ親が育児においてどのよう

な経験をしたのか。泊ら 53）は単胎児に障害児をもつ母

親と双子に障害児をもつ母親を比較し、約 4 年間にわ

たる縦断的研究によって養育困難を明らかにした。2 歳

までの幼児期前半では、単胎・双子に障害児をもつ母親

ともに障害児の養育に共通して様々な困難を経験した。

困難の内容は、“子どもの障害の特徴に対する困難”、“周

囲の人たちの理解不足” であり、医療関係者への不満を

もっている。単胎と双子の養育困難の相違点は、“きょ

うだいへの対応” である。単胎の場合には、障害児の世

話の代替え者および援助者としての期待と同時に、きょ

うだいに気遣う気持ちの間で、母親は葛藤しているとい

う “きょうだいに対する両義性” を見いだしている。双

子の場合には、母親は二人を比較してみている一方、健

常児から平等の欲求が発せられ世話への負担を感じてい

るという “公平な世話のための葛藤” を示している。

双方の母親とも 2 歳以降の幼児期後半では、父親や

近隣・友人たちとの相互作用を通して、子どもたちや

夫など周囲の人々の力を感じ “精神的強み” を獲得した。

この精神的強みを人格発達とみることができるであろう。

双子に障害児をもつ親の養育困難の特徴は、“公平な世

話のための葛藤” である。母親は双子の公平な扱いに葛

藤しているといえる。

さらに、双子の一方に障害児をもつ母親がどのような

経験から自分の役割取得を行い、積極的に社会参加でき

るようになるのかを、泊 54）は、子どもが思春期に入る

までの期間でみた。母親は〈双子の育児の始まり〉、次

に〈双子に障害児と健常児をもつ母親の役割認知と取

得〉、〈双子という既成概念への葛藤からの解放〉、最後

に〈人の役に立つ自分になる〉というプロセスを経て社

会的自我の獲得をしていることを明らかにした。

さらにそのプロセスにおいて、母親が相互作用し重要

他者となっている存在の 1）健常児の存在、2）身近な

援助者、3）分かり合える仲間、4）健常者世界しか知

らない人々を明らかにした 55）。母親はこれらの重要他

者と相互作用しながら、〈人の役に立つ自分になる〉と

いう親である自分を認め、障害のある子どもの養育を通

して、自己実現を行っていると考えられる。

Ⅶ．まとめと今後の課題

これまでの文献検討より、次の 5 つにまとめること

ができる。

1．障害児の育児はストレスが高く、母親は配偶者の

サポートや支え合えているという気持ちがストレス

を軽減しており、夫婦の二者間関係が重要であった。

2．親の障害の理解の進行を「障害の受容過程」とし

てみたり、悲しみが繰り返される「慢性的悲嘆」と

いう観点で研究されているが、親は子どもの障害の

受容過程を一直線に進むのではなく、行きつ戻りつ

しながらも、その過程で、親自身が変容し成長して

いる。

3．障害児をもつ親は、様々な葛藤や苦悩の経験から

親としての役割を変容させていた。
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4．双子を育てる親は、双子が健常であっても三者関

係の形成にストレスを感じていた。さらに母親自身

が自分の生活を取り戻すのに、生後 1 年間かかっ

ていた。

5．双子の一方に障害児をもつ親は、“公平な世話の

ための葛藤” に養育の困難を感じる特徴があった。

また母親は〈双子の育児の始まり〉、次に〈双子に

障害児と健常児をもつ母親の役割認知と取得〉、〈双

子という既成概念への葛藤からの解放〉、最後に〈人

の役に立つ自分になる〉という社会的自我を獲得し

自己実現を遂げていた。

障害児を育てる親の「親となる」意識の発達は、子ど

もの障害を理解し、引き受ける過程の中で、親自身が変

容し成長したが、親のストレスの軽減には夫婦の二者間

関係の重要性が明らかとなり、父母それぞれの「親とな

る」意識の発達の特性はまだ不明確であり、明らかにす

る必要があると考えられる。また、双子育児においては

双子と母親の三者関係の形成の困難はあったが、父母と

双子の関係の形成はどうであるのか、明らかではない。

さらに、双子の一方に障害児を育てる母親は子育ての

過程において、〈人の役に立つ自分になる〉ことにより

社会的自我の形成という人格発達がみられ、「親となる」

意識の発達と考えられたが、父親の「親となる」意識の

発達はどうであるのか。双子の一方に障害児を育てる父

親の「親となる」意識の発達の特性を明らかにする必要

性が示唆された。
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Ⅰ．はじめに

看護実践の質を向上させるためには、看護師の看護と

いうキャリアへのコミットメントは必要不可欠である。

しかし経験豊富な看護師の離職によるその組織での看護

実践の質への影響、さらに現任教育にかかる日数と経費

の投資 1）を考えるとき、キャリアコミットメントのみ

ではなく、組織に対してコミットメントすることも重要

になる。つまり個々の看護師が、看護という職業が自分

の人生にとって意味のあるキャリアであると捉えるだけ

でなく、個人が所属する組織へ気持ちの上でのつながり

を作り、その場で能力を発揮し、組織に貢献しようとす

ることも必要であるといえる。本研究の目的は、臨床看

護師の組織コミットメントを促す経験を帰納的に探索す

ることである。

Ⅱ．組織コミットメントの定義と研究

組織コミットメントは、様々に分類、定義されている。

古典的分類では、Etzioni2）の組織の目標と価値を内在化

することに基づく道徳的関与・コミットメント、貢献に

見合った報酬が得られることによる打算的関与、他の選

要旨

臨床看護師の組織コミットメントを促す経験を探索することを目的として、自由記述による質問紙調査を実施した。

本研究で組織コミットメントとは、個人の組織への心理的なつながりと定義した。対象は、15 カ所の病院に勤務する

臨床看護師 70 名で、自分が勤務する病院に愛着を感じ、頑張って働こうと思うときの記述を依頼した。質問紙の冒頭

に研究目的、匿名性・プライバシーの保護、本研究目的以外に使用しないことを記述し、質問紙への回答を同意とみな

した。

組織コミットメントなしと記述した 6 名、および無記名の 6 名を除き、58 名の記述を質的に分析した。その結果、

12 サブカテゴリー、7 カテゴリーを抽出し、カテゴリーの関連性を図示した。分析結果の厳密性は、メンバーチェッ

キングにより実施した。

組織コミットメントの中心となっているのは、＜自己の存在価値の実感＞である。それは＜仲間との良好な関係＞の

中で生じる＜チームケアへの満足＞、＜能力発揮のチャンス＞、＜充実感・やりがいの実感＞から起こっている。これ

らの経験に影響を及ぼしているのが＜病院理念への共感＞と＜良い病院評価＞であった。

以上の結果から、臨床看護師の組織コミットメントを促進するためには、個々の看護師の能力を発揮できるチャンス

の提供、病院の理念の明確化、個々の看護師のキャリア発達の支援、内的要因による職務満足の促進が重要であると考

えられた。

　キーワード：組織コミットメント、臨床看護師、経験、質的分析
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択肢がないことによる疎外的関与がある。Jaros ら 3）は、

文献検討により 3 形態の組織コミットメントを定義し

た。それらは、帰属意識、愛情、誠実さなどの感情に基

づく心理的アタッチメントである情緒的コミットメント、

組織の目標・価値・使命の内在化に基づく心理的アタッ

チメントであるモラルコミットメント、組織に留まる必

要性による継続的コミットメントである。また Mowday

ら 4）は、組織コミットメントを、個人の組織へのつな

がりの相対的な強さであると定義し、次の 3 要素があ

るとしている。組織の目標や価値を強く信じて受け入れ

ること、組織のためにかなりの努力を行う意思があるこ

と、組織のメンバーとして留まりたいと強く望むことで

ある。本論文では、Mowday らの定義に基づき、組織コ

ミットメントを個人の組織への心理的なつながりと定義

し、情緒的コミットメントおよびモラルコミットメント

を組織コミットメントとして扱う。また本論文で組織と

は、設置主体や規模に関わらず、研究参加者が所属して

いる病院を指す。

看護職者の組織コミットメントについては、海外で

様々な研究が行われている。看護師を対象とした職務満

足と組織コミットメントのレベル 5）、ナースマネジャー

を対象とした脱中央集権化や職務満足との関係 6）、職場

のエンパワーメント、組織への信頼感、職務満足、およ

び組織コミットメントを関連づけたモデルの検証 7）、マ

ネジャーのリーダーシップ行動との関係 8）、組織コミッ

トメントに関する新人看護師の 1 年間の変化 9） などで

ある。これらの研究は、組織コミットメントの操作的定

義に基づき、変数との関連性を探索している量的研究で

ある。一方、質的研究は少なく、看護師の組織コミット

メントに貢献するリーダーシップ行動 10） 、組織コミッ

トメントに貢献する要因 11）が明らかにされている。

日本で行われた看護職者を対象とした組織コミットメ

ントの研究はまだ少なく、組織コミットメントと職務

コミットメントが異なる因子であることの確認 12） 、コ

ミットメント尺度の因子的独立性の検討 13） といったコ

ミットメントの概念に関する研究が行われている。組

織コミットメントのより実証的な研究では、組織コミッ

トメントと勤続年数や看護部の意志決定システムとの関 

係 14） 。また精神科看護師の組織コミットメントと専門

職性との関係 15） 、助産師と看護師の組織コミットメン

トの違いと関連する変数の検討 16） 、組織コミットメン

トと関連変数の因子の検討 17） が行われている。これら

の研究は、何らかの尺度を用いて組織コミットメントを

測定することによって、関係する要因を明らかにし、看

護職者の組織コミットメントの理解に貢献している。し

かしこれらは全て量的研究であり、どのような経験が組

織コミットメントを促しているのかを明らかにし得るも

のではない。そこで臨床看護師に焦点を当て、どのよう

な経験が組織コミットメントを促すのかを探索する基礎

的研究を実施した。

Ⅲ．研究方法

15 カ所の病院に勤務する臨床看護師合計 70 名を対

象とし（便宜的サンプル）、質問紙を用いた調査を実施

した。対象となった看護師は、本研究者が講師を務めた

A 県内の研修会の参加者であり、研修会終了後に研究目

的および倫理的配慮を説明し、協力を依頼した。回収に

は、テープ付き封筒を準備し、各自が封をした上で提出

できるようにした。なお研修会テーマは、本研究とは無

関係であった。

質問項目のうち、「あなたはどのようなときに、自分

の勤務する施設に愛着を感じ、頑張って働こうと思いま

すか。」の 1 項目への自由記述を分析した。この質問項

目は、組織コミットメントの定義および文献検討を基に

作成した。倫理的配慮としては、質問紙の冒頭に研究目

的、匿名性・プライバシーの保護、本研究目的以外に使

用しないことを記述し、質問紙への回答を同意とみなし

た。

組織コミットメントなし（愛着は感じていない、この

病院でなくてもよいなど）と記述した 6 名および記入

のなかった 6 名を除き、58 名の記述を質的に分析した。

具体的には、記述内容を意味内容を変えないように要約

してコード化し、このコードを相違点、共通点について

比較分析することにより、カテゴリー化（抽象化）を行っ

た。次に、この分析で抽出されたカテゴリーの関連性を、

Glaser18） が提唱したコーディング・ファミリーを用いて

検討した。これらは原因、前後関係、付随する事柄、結果、

共に変化するもの、条件の 6 つであり、「このカテゴリー

は、別のカテゴリーの原因に当たるか」というような問

いを発しながら、カテゴリー間の関連性を図式化した。
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分析結果の厳密性の検討については、3 名の看護学研

究者とディスカッションをするとともに、メンバーチェ

キングを行った。メンバーチェッキングは、分析結果を

5 名の研究参加者にＥメールで送付して意見を聞き、分

析結果は支持された。

Ⅳ．結果

分析対象となった記述を行った看護師の性別は、男

性が 1 名のみで、残り 57 名は女性であり、平均年齢は、

33.9±10.7歳であった。現在の職場での経験年数は、6.5

± 5.7 年で、全体の看護経験年数は 10.6 ± 8.6 年であっ

た。一方、組織コミットメントの不在を記述した看護

師は、全員女性で、平均年齢は 29.2 ± 6.9 歳であった。

現在の職場での経験年数は、5.3 ± 6.0 年で、全体の看

護経験年数は 8.3 ± 7.5 年であった。

分析の結果、臨床看護師が組織コミットメントを感じ

る経験として 12 サブカテゴリー、7 カテゴリーが抽出

された。

＜自己の存在価値の実感＞

カテゴリー＜自己の存在価値の実感＞は、『自己の有

用感』『自分の努力・成長の実感』『他者による良い評価・

承認』の 3 サブカテゴリーにより構成されていた。『自

己の有用感』では、「自分の知識・技術・経験によって

患者の危機を察することができ、危機状態から救えたと

き」や「受け持ち患者が関わりによって良い方向へ進ん

だとき」、「後輩を指導したり教育したりして、少し役に

立っているときに、もう少し頑張ろうと思う」など、自

分が臨床において有用であると感じられる経験が述べら

れていた。『自分の努力・成長の実感』では、「目標達成

ができたとき」や「看護師として同僚や患者様に関わっ

ていくうえで、自分も成長していけると思うとき」と述

べられていた。『他者による良い評価・承認』では、「自

分の仕事が患者、仲間特に上司、組織からそれなりの評

価をしてもらえたとき」という個人に対する評価だけで

なく、「患者中心の看護実践をしようとしていることを

他職種（特に医師や看護部以外の管理職）に認められた

とき」といった看護職自体が評価・承認される経験が挙

げられていた。自己の有用感と努力や成長を感じ、また

周りに認められる経験が、この病院で頑張ろうという思

いにつながっていた。

＜仲間との良好な関係＞

カテゴリー＜仲間との良好な関係＞は、『一緒に頑張

る仲間の存在』『上司や同僚との良い関係』の 2 サブカ

テゴリーにより構成されていた。『一緒に頑張る仲間の

存在』では、「厳しい勤務状況の中で、運命共同体の人

が頑張ろうとしているとき」や「この病院には一緒に仕

事をしたいと思う大好きな人が 3 人いる。前向きに物

事を捉えるこの人たちに接すると、辞めたいと思うこと

があっても、やっぱりこの病院が良いと思う」と、一緒

に頑張ることができる仲間の存在による組織へのアタッ

チメントが述べられていた。『上司や同僚との良い関係』

では「病棟スタッフ間での関係が良いとき」、「上司やス

タッフの関係が良いとき」が挙げられていた。上司、同

僚など仲間との良好な関係をもっていることが、所属施

設に愛着を感じ、頑張って働こうという思いにつながっ

ていた。

＜充実感・やりがいの実感＞

カテゴリー＜充実感・やりがいの実感＞は、『患者・

家族からの肯定的フィードバック』『患者との関わり』

の 2 サブカテゴリーにより構成されていた。『患者・家

族からの肯定的フィードバック』では、「長く関わって

いる患者さんから、ここの看護で良くなったなど看護

を認める意見をもらったとき」や「退院した患者さん

が、外来通院時に病棟へ顔を出し、自分に会いに来て下

さったとき」など、何らかの形で患者や家族から肯定的

なフィードバックを受けたと思う経験に言及されていた。

『患者との関わり』では、「患者の反応が心に残ったとき」

や「病院での勤務は、患者さんとの関わりが私にとって

とても楽しく、病気の回復は自分の喜びでもある」と記

述されていた。看護実践に対する充実感ややりがいが実

感され、それが組織コミットメントにつながっていた。

＜良い病院評価＞

カテゴリー＜良い病院評価＞は、『他者からの良い病

院評価』と『自己の良い病院評価』の 2 サブカテゴリー

により構成されていた。「他の人から自分の病院を良い、

よくしてもらったという評価をもらったとき」といった

他者の評価のみではなく、「他の施設と比べて、良い点

や優れた点があったとき」や「自分の病院は暖かみがあ

るなと思ったとき」など、所属する病院を自分が良いと

評価する『自己の良い病院評価』があった。さらに自分
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の病院が良いと思うときには、「研修や資格取得を週休

ではなく、出張扱いや年休で行けるとき」や「冠婚葬祭

以外の家族の緊急時に休みが取れること」などがあり、

個人的に何らかのメリットがあると感じることも良い病

院評価につながっていた。

＜チームケアへの満足＞

カテゴリー＜チームケアへの満足＞は、カテゴリーと

同様『チームケアへの満足』の 1 サブカテゴリーで構

成されていた。「チームとして頑張ったと自分たちのケ

アに満足したとき」、「スタッフのチームワークで患者様

の問題点を見出し、解決できたときの喜びを分かち合え

たとき」など、チームで実施したケアへの満足が組織コ

ミットメントにつながっていた。

＜能力発揮のチャンス＞

カテゴリー＜能力発揮のチャンス＞は、カテゴリーと

同様『能力発揮のチャンス』の 1 サブカテゴリーで構

成されていた。「今まで体験・経験したことを充分に発

揮するチャンスが多々あるため、病院に愛着を感じ、好

きである」と述べられていた。

＜病院理念への共感＞

カテゴリー＜病院理念への共感＞は、カテゴリーと同

様『病院理念への共感』の 1 サブカテゴリーで構成さ

れていた。「病院の掲げる理念に共感していること」が

組織コミットメントにつながっていた。

＜カテゴリー間の関連＞

抽出された 7 カテゴリーのカテゴリー間の関連性を

検討した。研究方法に述べたように Glaser のコーディ

ング・ファミリーを使用し、例えば＜自己の存在価値の

実感＞は、＜充実感・やりがいの実感＞、＜チームケア

への満足＞、＜能力発揮のチャンス＞の結果であると解

釈した。また後者の 3 カテゴリーは、ともに変化し相

互に影響し合うと考えられた。これらの関係性は、図 1

に示すとおりである。組織コミットメントの中心となっ

ているのは、＜自己の存在価値の実感＞である。それは

＜仲間との良好な関係＞の中で生じる＜チームケアへの

満足＞、＜能力発揮のチャンス＞、＜充実感・やりがい

の実感＞から起っている。これらの経験に影響を及ぼし

ているのが＜病院理念への共感＞と＜良い病院評価＞で

ある。

Ⅴ．考察

Meyer ら 19） は、組織コミットメントに最も関係する

のは、個人特性や職務特性よりも職場での経験であるこ

とを指摘している。看護師が職場でどのような経験をす
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るかが重要であるが、組織コミットメントの中心的な経

験となっているのは、＜自己の存在価値の実感＞であっ

た。組織コミットメントモデルの中で Steers20） は、組

織コミットメントを個人特性などの先行条件と職務業績

などの成果との媒介変数として捉えているが、その中で

組織にとっての個人の重要性の認識を先行条件の 1 つ

としている。この組織にとっての個人の重要性の認識は、

まさに＜自己の存在価値の実感＞そのものといえる。自

分自身が組織にとって重要と感じられるためには、自己

の有用感を持ち、自分の努力・成長を実感できることが

必要である。具体的には、院内の委員会活動や病棟内で

の何らかの役割など、個々の能力を発揮できるチャンス

が有用であろう。臨床看護師は、自分の能力を活用する

ことを期待して病院で働いており、病院が看護師個々の

能力を最大限に発揮できるようにしていくことで、組織

コミットメントは強くなっていくと考えられる。つまり

組織のニーズと個人のニーズの一致を図るキャリア開発

が重要である。

仕事への満足は、組織コミットメントに正の強い関係

があることが指摘されている 21、22） 。また看護職者の職

務満足の調査 23） では、看護師間相互の影響として、お

互いに助け合い協力しあう関係が満足を高めているこ

とが報告されている。30 名のスタッフナースを対象と

した質的研究 24）では、組織コミットメントに貢献する

要因として、同僚を挙げている。友人、サポートシステ

ムとしての同僚と良い関係を保って働くことで、組織コ

ミットメントが強まり、逆に同僚とうまく行かないこと

が組織コミットメントを弱めることを報告している。ま

た McNeese-Smith ら 25） は、病院看護師を対象とした調

査で、上司との良い関係が組織コミットメントに影響を

及ぼしていたと述べている。本研究の＜仲間との良好な

関係＞は、仕事への満足を高める重要な要因となり、そ

れが組織コミットメントに影響を与えているといえる。

また職務満足の要因として、患者との関わりや患者から

の評価で、職場でのやりがいを感じている看護師が多い

ことが報告されている 26） が、本研究においても、患者

との関わりや患者・家族からの肯定的フィードバックが

＜充実感・やりがいの実感＞をもたらし、その環境への

心理的なアタッチメントとしての組織コミットメントを

生じていると考えられる。

この患者・家族からの肯定的フィードバックによる

＜充実感・やりがいの実感＞を得るためには、肯定的

フィードバックが得られるだけの専門的知識・技術の保

有が必要不可欠であり、組織コミットメントという心理

的アタッチメントの形成には、気持ちだけの問題ではな

く、専門職として成長することが重要である。経験が長

いほど組織にコミットメントする 27）ということは、こ

れらの専門的知識・技術の獲得との関係を示している

と解釈できる。本研究参加者の調査時点の経験年数は、

10.6 ± 8.6 年、所属施設での経験年数は、6.5 ± 5.6 年

であり、これらは組織コミットメントの不在を記述した

看護師よりも長かった。専門的知識・技術を獲得するこ

とは、組織コミットメントに関係すると考えられる。

組織コミットメントの 1 種である情緒的コミットメ

ントと監督者による仕事の評価の関係を調べた Meyer

ら 28） は、その間に有意な正の相関を報告している。つ

まり組織コミットメントが強ければ、高い評価を得る仕

事をしていると解釈できるとしている。この研究は食品

サービス業従事者を対象としているが、看護師に当ては

めると、強い組織コミットメントを持つ看護師は、望ま

しい看護実践を行い、看護部の目標を達成するために働

き、ひいては病院の理念により貢献すると考えられる。

病院の理念に共感することは、組織コミットメントを

促す経験の 1 つとして抽出された。組織コミットメン

トの定義からすれば、病院理念への共感は、3 要素のう

ちの 1 つである「組織の目的と価値観の受容とそれら

に対する強い信念」29） そのものであるといえる。組織

コミットメントを強めるためには、組織と個人の目的や

価値観の一致を重視すべきであることが指摘されてい 

る 30） が、組織の理念を看護実践に反映できるほど理解

し、それを支持すること、さらに組織における自分の位

置付けを明確にすることが重要である。組織と個人の目

的や価値観の一致は、病院も看護師個々人も意識し重視

すべきことである。

看護師は組織より職業へ、より強くコミットメントし

ていると指摘されている 31）。組織コミットメントとキャ

リアコミットメントが代替関係にあるという主張もある

が、岩田 32） は、仕事の面白さや専門に対する自己有効

性などの内的報酬を喚起する仕事が組織から与えられる

場合に、組織コミットメントもキャリアコミットメント
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も強い二重コミットメントが生じると述べている。さら

に McCloskey ら 33） は、臨床看護師を対象とした縦断調

査の中で、キャリアコミットメントと組織コミットメン

トは葛藤を生じないことを報告している。看護師個々人

が、所属する組織によって自己のキャリア発達が支援さ

れていると感じるならば、キャリアコミットメントだ

けでなく、必然的に組織コミットメントは強まると考え

られる。Katz と Van Maanen34） は、仕事の満足を、能

力の活用、仕事のチャレンジ性、自立性などの内的要因

による満足と、給与や昇進などの外的要因による満足に

分類している。本研究結果の＜自己の存在価値の実感＞

＜充実感・やりがいの実感＞＜チームケアへの満足＞

＜能力発揮のチャンス＞は、内的要因による満足であり、

組織コミットメントおよびキャリアコミットメントの両

方を強めることのできる経験であるといえる。

組織コミットメントは離職との関係で議論されること

が多く、組織コミットメントの結果として離職あるいは

残留意思が想定されている。キャリアマネジメントの観

点からは、離職を組織にマイナスの影響として捉えるの

ではなく、人材育成をとおして組織の成長をはかるキャ

リアマネジメントの一形態と受け止める必要性が指摘さ

れている 35） 。離職の組織に対する影響をどのように捉

えるかについては、さらに議論されるべきであるが、組

織コミットメントとキャリアコミットメントが両立する

ならば、組織にとっても個人のキャリアにとっても、そ

のメリットは大きいと考えられる。

臨床看護師を対象とした組織コミットメントに関する

質的研究は、日本では行われておらず、まず組織コミッ

トメントを生じる経験に関する概要を把握する目的で、

今回の質問紙調査を実施した。15 病院は、設置主体や

規模も様々であり、これらのデータは収集していない。

また、詳細な個人特性や役割特性についても収集してい

ない。臨床看護師の組織コミットメントの様相をさらに

探求するには、これらのデータは必須である。先行研究

においては、組織コミットメントに影響を及ぼす要因と

して 4 つが明らかにされている。それらは、教育レベ

ルなどの個人特性、仕事の範囲を示す役割特性、所属組

織の大きさや権威の集中化の程度を示す構造特性、仕事

の経験である 36）。個人および役割の特性や組織の構造

特性と、仕事の経験との関係を明らかにすることは、今

後の課題である。さらに、今回は質問紙を用いたので、

仕事の経験についてもその内容を充分に明らかにできて

いない限界がある。今後、面接法を用いて、さらに詳細

な経験内容を明らかにしたいと考えている。

Ⅵ．おわりに

臨床看護師の組織コミットメントを促す経験を探索す

ることを目的として、自由記述による質問紙調査を実施

した。記述内容を質的に分析した結果、12 サブカテゴ

リー、7 カテゴリーを抽出し、カテゴリーの関連性を図

示した。

組織コミットメントの中心となっているのは、＜自己

の存在価値の実感＞である。それは＜仲間との良好な関

係＞の中で生じる＜チームケアへの満足＞、＜能力発揮

のチャンス＞、＜充実感・やりがいの実感＞から起こっ

ている。これらの経験に影響を及ぼしているのが＜病院

理念への共感＞と＜良い病院評価＞であった。

組織コミットメントと個人・役割・組織の特性および

仕事の経験との関係を明らかにすることは、今後の課題

である。今後、面接法を用いて、さらに詳細な経験内容

を明らかにする必要もある。
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Clinical Nurses’ Experiences which Facilitate Organizational Commitment

Misuzu F. Gregg

Nursing Collaboration Center, Gifu College of Nursing

Abstract

The purpose of this study was to identify the experiences that facili tate organizational 

commitment  of  c l in ica l  nurses .   Organiza t ional  commitment  in  th is  s tudy was  def ined as 

psychological attachment to an organization.  Seventy clinical nurses from 15 hospitals, which 

is a convenient sample, agreed to participate in this study.  Data were collected by the responses 

to one question on an open-ended questionnaire: When do you feel that you are attached to your 

hospital and dedicated to your work?  Data were analyzed qualitatively.

Six nurses wrote that they did not feel attachment to their hospital and another 6 nurses 

wrote nothing.  Therefore, the following findings are based on the results of the responses of 

58 nurses.  A systematic analysis of the data identified 7 categories, and 12 subcategories and a 

model was developed from the data.  The credibility of the findings was supported by member 

checking.  

The core of organizational commitment was “realizing self worth”.  This happened when 

they were “sat isfying care with team work”,  “having a chance of  using their  own abil i ty”, 

and “feeling a sense of fulfi l lment” in the environment of “having a good relationship with 

colleagues”.  The influential factors were “getting/having a good evaluation about the hospital” 

and “being attracted by the hospital’s vision”.  

Based on the findings, the ways to facilitate clinical nurses’ organizational commitment 

were considered.  It was important to consider the followings: to prepare for a chance to show 

an individual nurse’s ability, to clarify the hospital’s vision, to support an individual nurse’s 

career development, and to facilitate a nurse’s satisfaction based on internal factors.

Key words: Organizational commitment, Clinical nurses, experiences, qualitative analysis
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Ⅰ．はじめに

「看護とは、病人あるいは保健サービスを必要として

いる人間と、彼らの援助へのニードを認識し、かつそれ

に応じられるような特別な教育をうけた看護師との間の

人間関係である」と、治療的な対人的プロセスとして看

護を述べた Peplau1）は、看護における対人関係の重要

性を強調している。また、Travelbee2）や外口 3）も同様に、

援助における対人関係の重要性とともに援助関係の時期

に応じた看護者の関わりの重要性を述べている。特に精

神疾患をもつ患者においては、対人関係に障害をもって

いるため、対人関係の形成から終結に向けた援助が重要

となる。

精神疾患をもつ患者と援助者との関係は、一般的には

患者の退院や自立で終結するが、看護学生の場合は、実

習期間が終わることで患者との対人関係の終結を迎えな

ければならないことが多い。そのため、看護学生と患者

との対人関係の終結によっては、看護学生の実習での達

成感に影響を与えるのではないかと思われた。また、患

者にとっても看護学生との「別れ」は、分離や喪失の体

験となり 4）、看護学生が患者との「別れ」の場面で看護

者としてどのように関わるかが、患者の治療過程上、重

要となる。これらのことから、看護学生と患者との対人

関係の終結を重視し、看護学生が患者との「別れ」の場

面をどのように感じているのかを明らかにする必要性が

あると思われた。

精神看護学実習における患者と看護学生との対人関係

に関する研究には、対人関係発展に向けての教師の役 

割 5）や、患者と看護学生関係の展開プロセスに関する

研究 6）など、関係形成に向けての研究は多いものの、

関係終結に関する研究は少なかった。

そこで、今後の精神看護学実習での指導を行う際の基

礎資料とするために、精神看護学実習において、看護学

生が受持ち患者との別れをどのように感じていたのかを

明らかにし、看護学生と受持ち患者との別れの場面での

教員の関わりを検討する。

Ⅱ．精神看護学実習の概要

本学の精神看護学実習は、3 年次の領域別実習の中で、

公衆衛生看護実習、訪問看護実習とともに地域基礎看護

学実習の中に位置づけられている。

精神看護学実習の目的・目標は表 1 に示すとおりで

ある。精神看護学実習は、3 年次の 4 月中旬から 11 月

中旬までに行われ、準備・臨地実習・学内のまとめの三

段階で構成されている。

臨地実習では、1 グループ 6 ～ 7 名の学生が 8 ～ 9

日間、精神科病棟および社会復帰施設で実習を行ってい

る。実習期間中は、1 名の患者を受持ち、看護過程を展

開するとともに、実習中間日には社会復帰施設で 1 日

体験実習を行っている。指導体制としては臨床指導者と

教員 1 名が担当している。

Ⅲ．研究方法

1．調査対象

平成 16 年度に精神看護学実習を終了した本学 3 年生
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（以後、学生とする）。

2．調査方法

精神看護学実習終了時に、全対象に無記名回答を採用

した自記式質問紙をグループ毎に配布し、所定の場所に

提出を依頼した。

3．調査内容

1）“受持ち患者との別れ” を具体的に意識をした時期：

①実習前、②実習初日、③実習前半（2・3 日目）、④実

習中半（4 ～ 6 日目）、⑤実習後半（7・8 日目）、⑥実

習最終日（9 日目）の 6 段階に設定し、当てはまる時期

を一つ、選択してもらった。

2）“受持ち患者との別れ” を通して感じたこと、考え

たこと：学生の感情が自由に表現できるように自由記載

で回答を求めた。

4．調査期間

平成 16 年 5 月～ 11 月

5．データ分析方法

1）“受持ち患者との別れ” を具体的に意識をした時期：

単純集計を行った。

2）“受持ち患者との別れ” を通して感じたこと、考

えたこと：舟島が紹介する Berelson,B. の内容分析 7）を

用いて、自由記載の分析を行った。主語と述語の単文を

基本的な記録単位とし、意味内容の類似性に従い分類し、

その分類を反映したカテゴリーネームをつけ、記録単位

数を集計した。データの信頼性と妥当性は、3 名の精神

看護学に携わる教員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。

6．倫理的配慮

口頭および書面にて研究の主旨、匿名と守秘の保証、

研究への参加は自由であり、実習の評価とは関係がない

ことなどを説明し、協力を依頼し、回答をもって同意を

得た。

Ⅳ．結果

学生 81 名に配布し、75 名の回答が得られた（回答

率 92.6％）。

1．“受持ち患者との別れ” を具体的に意識をした時期

実習期間中に “受持ち患者との別れ” を具体的に意識

をした学生は 71 名（94.7％）、意識をしなかった学生

が 3 名（4％）、わからないと答えた学生が 1 名（1.3％）

であった。具体的に意識をした時期は、実習前が 2 名

（2.8％）、初日 1 名（1.4％）、前半 3 名（4.2％）、中

半 12 名（16.9％）、後半 41 名（57.7％）、最終日 6 名

（8.5％）、未記入 6 名（8.5％）であった。

2．“受持ち患者との別れ” を通して感じたこと、考え

たこと

自由記載への記入がみられた 66 名の学生の記述は

142 記録単位数に分割できた。これを、類似性に従っ

てカテゴリー化した結果、5 カテゴリー、22 サブカテ

ゴリーに分類できた。5 カテゴリーは、表 2 に示すよう

に、《意外性》《充実感》《寂しさ》《不満足感》《気がかり》

があった。

なお、本文の《　》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。「　」内は記述例をプ

ライバシーの保護を配慮して要約した内容を示している。
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表 1　精神看護学実習の目的・目標
目的
　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。

目標
1．対象が持つ日常生活能力や対人関係能力を理解し、それを対象がどのように受け止めているかを理解できる。

2．精神保健医療上の問題が対象の日常生活や対人関係にどのように影響しているか、それを対象がどのように受け止めてい

るかを理解できる。

3．対象が抱えている困難さを理解し、対象が望む生活が送れるための援助を考え、看護チームと共有しながら、その一部を

実施できる。

4．対象との関わりの中で生じる自らの気持ちに気づき、自己洞察を深めることができる。

5．実践を通して見いだされた精神保健医療上の諸問題の解決にあたり、看護の社会における特質、ならびに、看護の現状か

ら今後の課題を検討できる。
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表２　患者との別れを通して感じたこと・考えたこと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｎ =142

カテゴリー
記録 

単位数
サブカテゴリー

記録 

単位数
　　記載例の要約

意外性　　 8 別れの場面の意外性 8 「案外あっさりだったなぁと思った」　　　　　　

「もっと感情的なものだと思っていたが違っていた」

充実感　　 48 自分の存在を認めら

れる

16 「初めて患者が私に対して思っていることを少し捉えることができた」

「私の存在がその人のなかにあったんだなぁと感じた」

「最後に名前を確認してもらえて嬉しかった」

達成感 9 「お互いが別れを意識し合うことで人間として素直な気持ちを表現し合うこと

ができた。その結果、自分の自信につながった」「“お世話になり、ありがとう”         

ということを患者に伝えることができて良かった」

込み上げてくる思い 5 「別れの挨拶での訪室時に、何だか込み上げてくるものがあった」

「すごく笑顔を下さり、“体に気をつけて” と声をかけてもらったので、泣き

そうになった」

関わりの意味 4 「帰るときに手を振ってくれたので、本人のなかでも何か変化はあったのか

なぁと感じた」「影響を与えられていたのかもしれないと感じた」

感謝 4 「楽しかった、ありがとうを言いあった、A さんの受持ちで良かった」

「患者に今までの感謝の気持ちと大好きなことを伝え、一緒にいたことが楽し

かった」

積極的関心 3 「もう少し関わっていたかったなぁと思った」

「もっと関わっていきたいと感じた」

振り返り 3 「この受持ち患者との出会いについて振り返った」

「期限があることで関係が終わり、区切りがはっきりすることで振り返りがと

ても客観的にできる」

忘れない 2 「最後、扉が閉まっていく時に、廊下を歩く受持ち患者さんの後ろ姿が見えた、

忘れません」

今後への抱負 2 「学んだことを今後にいかしていきたいと感じた」

寂しさ　　 18 別れの寂しさ 18 「最後だと思うと淋しい気がした」

「患者が別れることが寂しいと言って下さり、私も寂しく感じた」

不満足感　 37 関わりへの不全感 11 「せっかく関係が作れてきたところで中途半端に終わってしまった感じ」

「患者にとって私が関わった意味を見出すことが難しかった」

「まだ全然、患者のことを理解できないのに “もう終わり？” と感じた」

行為の不確かさ 9 「患者と関わって何ができただろうということがよくわからなかった」

「結局、自分は患者に対して何も援助できていないように思って、不完全燃焼

のような気がした」

関わり方の戸惑い 5 「看護学生と患者という関係ではないような感じ、それじゃいけない」

「患者から “もう来ないの？” “次は？” と聴かれると返答に困る。相手側にも

別れの心の準備があるかないかもしれないが、つらい」

後悔 4 「もっと体調の良いときを見はからって挨拶をしたかった」

「お礼は言えたが今後のこと、自分の考えは伝えられなかった」

否定的な自分 4 「最後の挨拶を断られてショックだった」「一緒にいた人なので寂しいが、実

習だから仕方ないと割り切っている自分もいて複雑だった」

時間が欲しかった 3 「時間を長くすれば良いというものではないが、この実習では短い」

無力感 1 「自分にいったい、何ができたのだろうかという無力感」

気がかり　 31 患者の思いを

気にかける

18 「あっという間に去っていった私にどのような気持ちをもっていくのか」

「患者に何が起こっているのだろうか」「“いつまで実習なんですか” と聞いて

くれた。患者自身も別れというものを意識していると感じた」

患者の今後を

気にかける

12 「患者はここで生活をしつづけていくと思うと切なくなる」

「私がいなかったときのように、１日ホールや自室でボーっとした生活に戻っ

ていくのだろうかと思った」

お互いの思いを

気にかける

1 「相手に “ありがとう” と言われると互いにいい関係のまま別れられる気がし

た」



1）《意外性》

このカテゴリーは、看護の初心者である学生がイメー

ジしていた「（別れは）感情的なものである」などの儀

式とは異なった実際の患者と別れの場面であり、《意外

性》を表現している記述であった。サブカテゴリーとし

て＜別れの場面の意外性＞の 1 カテゴリーに分類でき、

8 記録単位数であった。記載には「案外あっさりだった

なぁと思った」や「もっと感情的なものだと思っていた

が違っていた」など、自分が思い描いていた別れの場面

との違いを感じている記述が掲げられていた。

2）《充実感》

このカテゴリーは、患者との関係が終結しようとする

なかで、患者への愛おしさにも似たような感覚や感謝の

気持ち、患者からお礼や挨拶を言われたことでの嬉し

かった体験、少しでも患者の役に立てたのではないかと

いう手ごたえなど、学生の《充実感》を表現している記

述であった。サブカテゴリーとして、＜自分の存在を認

められる＞＜達成感＞＜込み上げてくる思い＞＜関わり

の意味＞＜感謝＞＜積極的関心＞＜振り返り＞＜忘れな

い＞＜今後への抱負＞の 9 カテゴリーに分類でき、48

記録単位数であった。

（1）＜自分の存在を認められる＞

＜自分の存在を認められる＞とは、「別れの場面で初

めて患者が私に対してどう思っているのかを少し捉える

ことができた」「私の存在がその人の中にあったんだなぁ

と感じた」「最後に名前を確認してもらえて嬉しかった」

など、患者が学生に声をかけたり挨拶をしたりすると

いった患者の肯定的な反応に、学生自身が患者から認め

られたと、自分の体で感じている記述が掲げられていた。

（2）＜達成感＞

＜達成感＞とは、「お互いが別れを意識し合うことで

人間として素直な気持ちを表現し合うことができた。そ

の結果、自分の自信につながった」「“お世話になった。

ありがとう” ということを患者に伝えることができて良

かった」など、患者との関わり、自分の働きかけを実感、

確信できていることで何らかの達成感を感じている記述

が掲げられていた。

（3）＜込み上げてくる思い＞

＜込み上げてくる思い＞とは、「別れの挨拶での訪室

時に、何だか込み上げてくるものがあった」「挨拶時に、

すごく笑顔を下さり、“体に気をつけて” と声をかけて

もらったので、泣きそうになった」「嫁に行く娘のよう

な気分」など、言葉で表現することができないような、

患者への愛おしさにも似たような学生の患者への思いを

表現している記述が掲げられていた。

（4）＜関わりの意味＞

＜関わりの意味＞とは、「帰るときに手を振ってくれ

たので、本人のなかでも何か変化はあったのかなぁと感

じた」「影響を与えられていたのかもしれないと感じた」

など、患者が手を振ってくれたり言葉などから、自分の

関わりの意味を感じている記述が掲げられていた。

（5）＜感謝＞

＜感謝＞とは、「楽しかったとか、ありがとうとかを

言い合った。A さんの受持ちで良かった」「患者に今ま

での感謝の気持ちと大好きなことを伝え、一緒にいたこ

とが楽しかった」など、患者との出会いに対する感謝の

気持ちを表現している記述が掲げられていた。

（6）＜積極的関心＞

＜積極的関心＞とは、「もう少し関わっていたかった

なぁと思った」「もっと関わっていきたいと感じた」など、

もっと関わりたいという相手への積極的な関心を表現し

ている記述が掲げられていた。

（7）＜振り返り＞

＜振り返り＞とは、「この受持ち患者との出会いにつ

いて振り返った」「期限があることで関係が終わり、区

切りがはっきりすることで振り返りがとても客観的にで

きる」など、学生自身が患者との出会いについて振り返っ

たことが表現している記述が掲げられていた。

（8）＜忘れない＞

＜忘れない＞とは、「最後、扉が閉まっていく時に、

廊下を歩く受持ち患者さんの後ろ姿が見えた、忘れま

せん」「この実習は忘れないだろうなぁと思った」など、

患者のことを忘れられない印象として残ったことが表現

されている記述が掲げられていた。

（9）＜今後への抱負＞

＜今後への抱負＞とは、「学んだことを今後にいかし

ていきたいと感じた」といった、今後のことを視野にお

いた学生の表現が記述していることが掲げられていた。
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3）《寂しさ》

このカテゴリーは、患者との関係が終結を迎えようと

するなかでの学生の《寂しさ》を表現している記述であっ

た。サブカテゴリーとして＜別れの寂しさ＞の 1 カテ

ゴリーに分類でき、18記録単位数であった。記載には「最

後だと思うと淋しい気がした」や「患者が別れることが

寂しいと言って下さり、私も寂しく感じた」など、実習

期間を患者と共に過ごし、別れへの寂しさを感じている

記述が掲げられていた。

4）《不満足感》

このカテゴリーは、患者との関係が終結しようとする

場においても、関わり方に戸惑いや不確かさを感じてい

たり、学生自身が自分の行動に意味をみつけられなかっ

たり、学生の《不満足感》を表現している記述であった。

サブカテゴリーとして、＜関わりへの不全感＞＜行為の

不確かさ＞＜関わり方の戸惑い＞＜後悔＞＜否定的な自

分＞＜時間が欲しかった＞＜無力感＞の 7 カテゴリー

に分類でき、37 記録単位数であった。

（1）＜関わりへの不全感＞

＜関わりへの不全感＞とは、「せっかく関係が作れて

きたところで中途半端に終わってしまった感じがする」

「患者にとって私が関わった意味というものを見出すこ

とが難しかった」「まだ全然、患者のことを理解できな

いのに “もう終わり？” と感じた」など、患者との関わ

りの過程において、学生のなかに何らかの形・イメージ

が存在しており、それに達することができていないよう

な学生の状況を表現している記述が掲げられていた。

（2）＜行為の不確かさ＞

＜行為の不確かさ＞とは、「患者と関わって何ができ

ただろう、ということがよくわからなかった」「結局、

自分は患者に対して何も援助できていないように思って、

不完全燃焼のような気がした」「自分が実施した看護ケ

アにどのような意味があったのだろうかと感じた」など、

学生が患者と関わる時の行為、“看護行為” としての不

確かさを表現している記述が掲げられていた。

（3）＜関わり方の戸惑い＞

＜関わり方の戸惑い＞とは、「看護学生と患者という

関係ではないような感じ、ホントはそれじゃいけない」

「患者から “もう来ないの？” “次は？” と聴かれると返

答に困る。相手側にも別れの心の準備があるか、ないか

もしれないが、つらい」など、学生が患者との具体的な

関わり方での戸惑いを表現している記述が掲げられてい

た。

（4）＜後悔＞

＜後悔＞とは、「もっと体調の良いときを見はからっ

て挨拶をしたかった」「お礼を言うことはできたけど、

今後のことについての自分の考えは伝えられなかった」

など、患者の調子によって別れの場面や挨拶、学生自身

が行いたいと思ったことができなかったことなどの後悔

を表現している記述が掲げられていた。

（5）＜否定的な自分＞

＜否定的な自分＞とは、「最後の挨拶を断られてショッ

クだった」「短期間だったが、一緒にいた人なので寂し

いが、実習だから仕方ないと割り切っている自分もいて

複雑だった」など、患者からの拒否や客観的にみている

自分を学生自身が感じ、そのことで自分自身を否定的に

感じている表現の記述が掲げられていた。

（6）＜時間が欲しかった＞

＜時間が欲しかった＞とは、「時間を長くすれば良い

というものではないが、この実習では短い感じがした」

など、実習期間の時間的な短さを表現している記述で

あった。

（7）＜無力感＞

＜無力感＞とは、「自分にいったい、何ができたのだ

ろうかという無力感」と、学生の無力感を表現している

記述が掲げられていた。

5）《気がかり》

このカテゴリーは、患者との関係が終結しようとする

なかで、患者の思いや患者の今後を気にかけている、学

生の《気がかり》を表現している記述であった。サブカ

テゴリーとして、＜患者の思いを気にかける＞＜患者の

今後を気にかける＞＜お互いの思いを気にかける＞の 3

カテゴリーに分類でき、31 記録単位数であった。

（1）＜患者の思いを気にかける＞

＜患者の思いを気にかける＞とは、「患者はあっとい

う間に去っていった私にどのような気持ちをもっていく

のかを知りたかった」「患者に何が起こっているのだろ

うか」「患者が “いつまで実習なんですか？” と聞いて
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くれた。患者自身も別れというものを意識していると感

じた」など、患者の “今の思い” “今後の思い” など、患

者の思いを気にかけている記述が掲げられていた。

（2）＜患者の今後を気にかける＞

＜患者の今後を気にかける＞とは、「患者はここで生

活をしつづけていくと思うと切なくなる」「私がいなかっ

たときのように、1 日ホールや自室でボーっとした生活

に戻っていくのだろうかと思った」など、“これからこ

の人はどうなっていくのだろうか” と感じ、患者の今後

を気にかけている記述が掲げられていた。

（3）＜お互いの思いを気にかける＞

＜お互いの思いを気にかける＞とは、「相手に “あり

がとう” と言われると互いにいい関係のまま別れられる

気がした」と記述された、相手と自分の両者の思いを気

にかけている記述が掲げられていた。

Ⅴ．考察

1．精神看護学実習場面での受持ち患者との別れを通し

て学生が感じたこと

実習開始時のオリエンテーションにおいて、患者－看

護者関係の終結も含めた援助関係の重要性の説明は行っ

ている。しかしながら、受持ち患者との別れを具体的に

意識した時期の 7 割が実習中半から後半であることは、

患者－看護者関係の形成・発展を重視する精神看護学実

習であること、学生のほとんどが初めて精神疾患をもつ

人と関わるため、関係を形成するだけでも精一杯の状況

でありそれに集中してしまいやすいこと、たとえ関係性

が形成できても維持することに関心が向いてしまい、学

生が、受持ち患者との援助関係の終結に向けての関心が

向きにくい状況にあり、援助関係の終結に向けた看護者

のあり方を考えるまでの心身のゆとりがなかったように

思われた。

受持ち患者との別れの場面で学生が感じたことには、

《意外性》《充実感》《寂しさ》《不満足感》《気がかり》があっ

た。

看護の初心者である学生の受持ち患者との別れは、儀

式的で「感情的なものである」などのイメージが先行す

ることに関連した＜別れの場面の意外性＞を実感した

《意外性》を表現しているものの記録単位数は少なかっ

た。これを除くと、精神看護学実習での受持ち患者との

別れを通して感じた主なものには、《充実感》《寂しさ》《不

満足感》《気がかり》があった。特に、《充実感》《不満

足感》が約6割をしめており、患者の役に立ちたいと思っ

て実習に臨む学生は、青年期でもあり、「自分自身であ

ること」に過剰に・過敏に反応するアイデンティティが

揺れ動かされる時期であるため、《充実感》《不満足感》

のような学生自身のことに関心が向きやすいように思わ

れた。

別れのときに患者からお礼や挨拶、名前を呼んでもら

えたことなどから、少しでも患者の役に立てたのではな

いかという手ごたえを感じていた。つまりは、患者の言

動により学生自身が、個人として、また看護者として承

認された体験になっていたと思われた。

一方、関わり方に戸惑いや不確かさを感じていたり、

学生自身が自分の行動に意味をみつけられなかったりす

ると《不満足感》が残ることになっていた。大なり小な

りに対人関係に障害をもつ精神疾患を抱える患者は、自

己表現が上手にできなかったり学生が思うような反応が

見られない場面が多々みられる。臨床指導者や教員など

の助言により、様々な表現をする患者について知識を得

ていても、現象と知識を統合することが難しく、患者の

役に立ちたいと思う反面、できなかったことによる学生

の十分でなかった患者への関わりに対する感情を表して

いるように思われた。

また、患者の思いや今後のことを《気がかり》として

表現している記述数が 2 割程度、みられた。学生の記

述には、「患者はあっという間に去っていった私にどの

ような気持ちをもっていくのだろうか」「患者に何が起

こっているのだろうか」「患者が “いつまで実習なんで

すか？” と聞いてくれた。患者自身も別れというものを

意識していると感じた」「患者はここで生活をしつづけ

ていくと思うと切なくなる」「私がいなかったときのよ

うに、1 日ホールや自室でボーっとした生活に戻ってい

くのだろうか」など、患者の “今の思い”、“これからの

患者の生活” を気づくことはできていたが、人との別れ

に弱いと考えられる精神疾患をもつ患者にとっての別れ

の意味を考えている学生が少なかった。このことは、受

持ち患者との別れを具体的に意識した時期とも関連して

いるが、学生の関心が受持ち患者との援助関係を形成・

発展、それを維持することに向いてしまい、《気がかり》
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や《寂しさ》の体験を、援助関係の終結や “受持ち患者

にとっての別れの意味” にまで、思考を発展させること

が困難であったと思われた。

2．精神看護学実習場面での受持ち患者との別れの場面

での教員の関わり

上述の結果から、精神看護学実習場面での受持ち患者

との別れの場面において、精神看護学実習という独自性、

つまりは、対象者の特性から患者－看護者関係の形成・

発展を重視すること、学生のほとんどが初めて精神疾患

をもつ人と関わること、および自己中心性が高まるアイ

デンティティが揺れ動かされる青年期 8）にある学生の

特性を考慮すれば、学生は受持ち患者との援助関係を形

成するだけでも精一杯の状況であり、たとえ関係性が形

成できても維持することに関心が向き、終結に向けた援

助関係のあり方までには関心が向きにくい状況があるこ

とがわかった。そのなかで、《寂しさ》《不満足感》《気

がかり》をもって実習を終えることは、学生にとっても

自分が患者と出会ったことの意味、関わりの意味などを

実感できず、自尊感情の低下にもつながりかねない。

一方、患者にとっては、援助関係の終結に向かう時期

の達成課題は「治療的な別れ」（＝ターミネーション）

であるとも言われている 9）。精神疾患をもつ患者の場合、

これまでの人生で信頼するに足る人間関係を築けなかっ

た人が多くいる。そうした人々にとって、短い期間でも

信頼関係を築けたことは重要であり、適切な別れができ

れば次の新たな関係性へと踏み出すことになり、それが

「治療的な別れ」になる。反面、信頼関係を築いた人が

理由もわからないまま自分のもとを去ってしまうなどの

不適切な別れになれば、患者の心に大きな痛手を受ける

ことになる。

このように、学生にとっても患者にとっても関係を形

成・発展し、終結できることは、重要である。学生が治

療的な別れを達成するには 2 つのポイントがあり、第

一に、徐々に別れの日を迎えること。第二に、実際に最

終日を迎えた時の対応である。それには、①学生が患者

に対して思ったことや感じたことを伝える、②患者が学

生に対して思ったことや感じたことを伝える、③患者と

学生は、今後に期待していることを伝え合う。この「治

療的な別れ」の際には、これまでの学生の人との別れ方

が影響する。いつも曖昧な別れ方をしてきた学生にとっ

ては、この作業は大変厳しいものとなり、曖昧な別れ方

は、上記の如く患者を傷つけることにつながる。“すっ

ぱり切る” という課題を含む患者－看護者関係における

ターミネーションは、患者および学生の双方にとって、

成長を促すものとなると川野 10）は述べている。

受持ち患者との別れを具体的に意識した時期の 7 割

が実習中半から後半であり、受持ち患者との別れの場面

では、学生側・患者側のどちらかに視点がいきやすいよ

うにも思われた。そのような学生の状況をふまえ、教員

は、従来、実施していた実習オリエンテーションでの援

助関係の説明にくわえ、実習期間中も意識的に援助関係

の終結に向けた指導を行い、徐々に学生と患者が別れの

場面を迎えることができるように配慮する必要があると

考えられた。

また、学生が感じている患者の思いや今後のことへの

《気がかり》や、学生が《寂しさ》と表現している学生

自身の感情を活かして、自我機能が弱いといわれる患者

が見捨てられたと思わないように、別れる意味を確認し

丁寧に終結を迎えられるような教員の配慮が必要である。

つまり、教員は、実習場面での学生と患者との別れの意

味を両者の側面から考え、学生が患者との別れという体

験のなかで、患者にどのような影響を与えているのかを

考えることができるように関わっていく必要性があるこ

とが示唆された。

そのためにも、初めて精神疾患をもつ患者と関わり、

援助関係を形成・発展に要する学生のエネルギーは計り

知れないことに教員は留意し、終結に向けた看護者のあ

り方を考えられる心身のゆとりを学生がもつことができ

るように配慮することが不可欠である。

Peplau11）も、「看護学校基礎課程の中心的課題は、あ

る状況のもとで自分がどう機能するのかを自覚する人

間として看護師を十分に成長させること」と述べている。

学生が患者との別れという体験のなかで、他者にどのよ

うな影響を与えているのかを考えられるように、教員が

精神的・知的サポートを行いつつ、関わっていく必要が

ある。

3．本研究の限界と課題

本研究は、精神看護学実習終了直後に提出された質問

紙調査による記述内容を分析したものである。学生自身

の心身の疲労もあり、「感じたこと」を言語化し記述す
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るには限界がある。また、実習の展開によって精神看護

学実習が初めての病棟実習の学生もいれば最終の学生

もおり、データの内容に違いがあることも考えられるが、

検討には至っていない。

今後、データの収集方法や学生にとっての受持ち患者

との別れの体験の意味、実習時期による影響、別れを意

識した時期と感じたこととの関連、患者にとっての学生

に受持たれたことの意味などを検討する必要がある。

Ⅵ．まとめ

本研究は、精神疾患をもつ患者と看護学生との関係終

結に向けた援助に関わる教員の実習指導上の課題を明ら

かにするために、看護学生が受持ち患者との別れを意識

した時期と、そのときに感じ、考えたことについて質問

紙調査を実施した。75 名の看護学生から回答が得られ、

以下のことが明らかになった。

1．受持ち患者との別れを具体的に意識をした時期：

71 名（94.7％）の看護学生が実習期間中に “受持ち患

者との別れ” を具体的に意識をしており、その時期は、

後半が 41 名（57.7％）と最も多く、次いで中半 12 名

（16.9％）、最終日 6 名（8.5％）などであった。

2．受持ち患者との別れを通して感じたこと、考えた

こと：記入回答は 142 記録単位に分割でき、《意外性》《充

実感》《寂しさ》《不満足感》《気がかり》の 5 カテゴリー、

22 サブカテゴリーが抽出できた。最も多かったのが《充

実感》であった。

3．精神看護学実習での看護学生と受持ち患者との別

れの場面において、看護学生が患者にどのような影響を

与えているのかを考えられるように、教員が精神的・知

的サポートをする必要がある。
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Ⅰ．はじめに

精神看護学が看護基礎教育の柱として独立して、10

年目を迎えようとしている。精神看護学は、各大学のカ

リキュラム特徴を反映し、「臨床看護学」や「地域精神

看護学」などの中に位置づいている。

本学の精神看護学実習は、3 年次の領域別実習の中で、

訪問看護実習、公衆衛生看護実習と共に地域基礎看護学

実習という大きな枠組みの中に位置づいている。

精神看護学実習の実習場は、単科の精神科病院ならび

に社会復帰施設である。そのため、対象は精神に障害を

もった人たちである。学生が受け持つ対象の中には、急

性期を脱した者や長期在院者、地域で暮らしている精神

障害者が含まれることから、学生にとっては、対象の回

復過程を含めた変化が学生の実習期間中には、みえに

くいばかりでなく、学生が看護者の行っている看護実践

や看護者の患者への関わりの意図がみえないため 1）に、

学生は精神看護の具体的な援助方法を理解しにくい傾向

がある。そのため、実習目標の達成に当たっては、実習

に携わる教員および臨床指導者を含めた指導者側の指導

方法の工夫が問われる。

そこで、精神看護学実習終了時のレポート分析から、

より学生が看護実践を理解できるよう、実習指導方法の

検討に向けて、精神看護学実習の学生の学びを明らかに

することを目的とした。

Ⅱ．精神看護学実習の概要　

1．実習の目的・目標

実習の目的・目標は表 1 に示す。

2．実習方法

1 グループ 6 から 7 名で構成され、7 から 8 日間の

精神科病棟実習を行う。その期間で、それぞれが、1 名

の患者を受け持った。指導体制としては、1 グループに、
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〔教育実践研究報告〕

精神看護学臨地実習終了後のレポート分析からみた学び

高 橋  香 織　　片 岡  三 佳

What Students Learned from Psychiatric and Mental Health Nursing Practice

Kaori Takahashi,  Mika Kataoka

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

表 1　精神看護学実習の目的・目標
目的
　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。

目標
1．対象が持つ日常生活能力や対人関係能力を理解し、それを対象がどのように受け止めているかを理解できる。

2．精神保健医療上の問題が対象の日常生活や対人関係にどのように影響しているか、それを対象がどのように受け止めてい

るかを理解できる。

3．対象が抱えている困難さを理解し、対象が望む生活が送れるための援助を考え、看護チームと共有しながら、その一部を

実施できる。

4．対象との関わりの中で生じる自らの気持ちに気づき、自己洞察を深めることができる。

5．実践を通して見いだされた精神保健医療上の諸問題の解決にあたり、看護の社会における特質、ならびに、看護の現状か

ら今後の課題を検討できる。



臨床指導者と教員 1 名が担当した。病棟実習の中間日

には、社会復帰施設での 1 日体験実習を行っている。

Ⅲ．方法

1．研究対象

本研究の対象は、平成 16 年度、精神看護学実習を行っ

た学生が最後に提出する実践を通した学びが記述され

た「精神看護学実習最終レポート」である。分析対象は、

了解が得られた 79 名のレポート内容である。

2．分析方法

分析方法として、質的記述的分析を行った。実習を通

しての学びが記載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 つの意味・内容を

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。なお、カテゴリー化にあたっ

ては、研究者間で合意が得られるまで検討を加えた。

3．倫理的配慮

レポートを提出した学生に、研究の目的や個人が特定

されないこと、拒否する権利があることや同意の有無が

成績に関係しないことを、口頭と書面にて説明し、同意

を得た。

Ⅳ．結果

学びを抽出した結果、5 つのカテゴリーと 23 のサブ

カテゴリーが抽出された（表 2）。

【　】内はカテゴリーを、≪　≫内はサブカテゴリーを、

「　」内はデータを表す。

1．【対象との関係を築き、発展する方法】

【対象との関係を築き、発展する方法】には、≪安心

感を与える≫≪相手を尊重する≫≪関心を示す≫≪相手

の状態・反応に着目する≫≪相手の気持ちを推測して関

わる≫≪非言語的コミュニケーションの重要性≫≪技術

としてのコミュニケーションの重要性≫≪信頼関係の形

成が重要≫≪疾患の特徴を理解して関わる≫≪対象を理

解するときの手段≫≪対象理解の重要性と困難さ≫の

11 のサブカテゴリーが含まれる。

≪安心感を与える≫には、「その後もう一度丁寧

に自己紹介しゆっくりと話をしていくと、A さん

からも私に対しての質問が出るようになった。こ

のことから、最初は相手に自分を知ってもらい安

心してもらうことも大切であるということを実感した。」

という内容が含まれる。

≪相手を尊重する≫には、「対象本来の姿を理解し、

その人のペースに合わせたコミュニケーションの仕方が

大切なのだということを学んだ。」という、相手のペー

スに合わせるという内容や、「入院という集団生活の場

では、たとえスタッフが気をつけてみていても集団の中

で自発的に自己主張をすることが難しい患者は埋もれて

しまいがちになり、状態が悪くなっていくということも

考えられるため、患者を集団としてだけでなく常に個人

としてみていくことが必要だと考えている。」といった

相手をひとりの人として捉えることの重要性が含まれる。

≪関心を示す≫には、「患者にも自分があなたの話を

聞きたい、分かろうとしているんだという姿勢を示し、
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表 2　実習からの学び
【対象との関係を築き、発展する方法】

≪安心感を与える≫

≪相手を尊重する≫

≪関心を示す≫

≪相手の状態・反応に着目する≫

≪相手の気持ちを推測して関わる≫

≪非言語的コミュニケーションの重要性≫

≪技術としてのコミュニケーションの重要性≫

≪信頼関係の形成が重要≫

≪疾患の特徴を理解して関わる≫

≪対象を理解するときの手段≫

≪対象理解の重要性と困難さ≫

【自己理解の重要性】

≪自己洞察の重要性≫

≪自分の捉え方が変わると対象の見え方が変わる≫

≪自己の課題を見つける≫

【健康な部分に関わる必要性】

≪健康な部分を維持・強化する関わりの必要性≫

【精神障害者が生活する場の現状と課題】

≪社会復帰が困難な現状と長期入院による社会性の

低下という悪循環の現状≫

≪安全・プライバシーを確保した環境整備の必要性≫

≪他職種・他施設との連携の必要性≫

≪精神障害者の正しい理解の必要性≫

≪早期発見・早期治療・再発予防の支援が必要≫

≪患者と家族の調整をはかる必要性≫

≪葛藤の中で提供される看護≫

【看護師の力を実感】

≪看護師の意識・対応によって変化する≫



伝えることが大切だと感じた。」という関心を態度で示

す必要性を学んだ内容が含まれる。

≪相手の状態・反応に着目する≫には、「普段の A

さんの様子を、会話をしながら観察し、どのような表

情で話されるかということを把握して、そうした時

との違いを判断していくということが必要だと感じた。」

という内容が含まれる。

≪相手の気持ちを推測して関わる≫には、「患者さん

にとって一番いい生活を患者さんの立場に立って考えて

いくことが大切だと思った。」という相手の立場に立つ

という内容も含まれる。

≪非言語的コミュニケーションの重要性≫には、「コ

ミュニケーションは言語的なものだけではなく、非言語

的な部分も観察し意味を考え患者さんの気持ちや思いを

理解していくことが大切だと思った。」という内容が含

まれる。

≪技術としてのコミュニケーションの重要性≫には、

「コミュニケーションを手段として用いながら、関係を

つくり看護ケアを行っていくことの難しさを学んだ。」

「対象が最も望んでいることを把握しケアができるよう

にするために、関わる人がコミュニケーションスキルを

持っていなければ、見つけることが困難であることが実

感できた。」という内容が含まれる。

≪信頼関係の形成が重要≫には、「信頼関係があれば

語ってもらえるというものではないかもしれないが、信

頼関係があるからこそ患者さんが話してくれるという

こともあると思ったので、患者さんと関わるときには、

いかに関係をつくっていくかということが大切である。」

という内容が含まれる。

≪疾患の特徴を理解して関わる≫には、「患者は、精

神機能の障害が社会生活能力、対人関係能力、作業能力

の障害となってあらわれるため、日常生活上に困難を及

ぼす。このように、疾患だけでなく、生活のしずらさと

いう二次的障害を抱えてしまう。」という、病気の特徴

を理解して関わる必要性や、「その人の思いや気持ちを

大切にし、その人の疾患の時期や段階、生活というもの

をトータル的に見て関わっていくことがとても大切だと

いうことを感じた。」という病気の時期や、段階にあっ

た関わりの必要性を学んでいた。

≪対象を理解するときの手段≫には、「今の患者さん

のおかれている状態は病気からくるものだけでなく、今

の生活環境や入院歴、その人の生活歴、家族関係、その

人自身の性格、価値観など、いろんなことがからみあっ

ていて、単純なものではないから、いろいろな視点から

総合的に患者さんを知ることが大切だと思った。」とい

う内容が含まれる。

≪対象理解の重要性と困難さ≫には、「私は実習に看

護の基本である相手の立場に立って考えるという課題を

もって臨んでいた。課題は完全には達成できなかったと

思う。この課題を達成するには相手のことを理解するこ

とが前提だが、その難しさを実感した。」という内容が

含まれる。

2．【自己理解の重要性】

【自己理解の重要性】には、≪自己洞察の重要性≫≪自

分の捉え方が変わると対象の見え方が変わる≫≪自己の

課題を見つける≫の 3 つのサブカテゴリーが含まれる。

≪自己洞察の重要性≫には、「自分がなぜそう考えた

のか、どうしてその行動をするのか自分で自覚してい

ないと、勝手な思い込みで動いてしまうような気がした。

実習を通じて自己洞察をする大切さを学んだ。」という

自己洞察の重要性を述べた内容が含まれる。

≪自分の捉え方が変わると対象の見え方が変わる≫に

は、「患者さんと関わるときに自分というものさしがそ

こに加わってしまうことで患者さんがどんな風にも変化

してしまうのだと思った。」という自分の捉え方で、対

象の捉え方が変わってくるという内容が含まれる。

≪自己の課題を見つける≫には、「今回、自分がうま

く働きかけることができなかったということから、実感

したが、今後の実習の中で少しずつでもできるように 

なっていければと思う。」「妄想のような非現実的な会話

の中では、妄想をすぐ否定せずそのなかにＡさんが伝

えたいことがあると考え、最後まで聞くようにした。聞

いていくと、妄想のなかにも、自分を責めたり、自分を

脅かすような発言があり、不安や悲しみが存在していた。

しかし、その言葉に対して、どう反応したらよいかが難

しく、これについてはこれからも考えていきたい。」と

いう自己の課題を述べた内容が含まれる。

3．【健康な部分に関わる必要性】

【健康な部分に関わる必要性】には、1 つのサブカテ

ゴリー≪健康な部分を維持・強化する関わりの必要性≫
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が含まれる。

≪健康な部分を維持・強化する関わりの必要性≫に

は、「その人が本来持つ力を引き出していくことの大切

さも学ぶことができたと思う。患者さんに働きかけて

いく際、つい病的な部分にばかり目がいってしまうこ

とがある。病気からくる部分はどこなのかを把握してい

かないと、このような点ばかり見てしまう。しかし、実

際患者さんには、相手を気遣う力や、優しさをいっぱい

持っていると感じた。患者さんの健康な部分にも目を

むけ、その面を強化していく関わりも非常に大切だと実

感した。」という内容が含まれる。また、「Ａさんは頭痛

などの症状に自分で対処しようといろいろと工夫され

ているところがあり、そこから患者さんが自分で症状

や現象などに対処できるということが生活のしずらさ

を取り除くためには必要で、そこに関わっていくこと

で患者さんが社会生活を継続していけるのだと感じた。」

という対処方法を考え強化する関わりが必要であるとい

う内容が含まれる。

4．【精神障害者が生活する場の現状と課題】

【精神障害者が生活する場の現状と課題】には、≪社

会復帰が困難な現状と長期入院による社会性の低下と

いう悪循環の現状≫≪安全・プライバシーを確保した環

境整備の必要性≫≪他職種・他施設との連携の必要性≫

≪精神障害者の正しい理解の必要性≫≪早期発見・早期

治療・再発予防の支援が必要≫≪患者と家族の調整をは

かる必要性≫≪葛藤の中で提供される看護≫の 7 つの

サブカテゴリーが含まれる。

≪社会復帰が困難な現状と長期入院による社会性の低

下という悪循環の現状≫には、「やはり長期入院の人に

対するアプローチの仕方が課題として考えられる。長期

入院によって、世代交代し帰る場所、受け入れてくれる

家族がなくなってしまうこと、対象者自身が病院にいる

ことに依存的になること、社会復帰に向けての意欲の低

下や対象にあった施設が不十分であることなど、様々な

問題を引き起こしていると実感した。」という内容が含

まれる。

≪安全・プライバシーを確保した環境整備の必要

性≫には、「入院という環境は精神疾患の患者さんに

は特に大きなストレスとなると思う。ストレスによっ

て患者さんの状態が悪化することは避けなければな

らないことだと思う。患者さんが安定していられるよ

う、安全を確保すること、そのための環境を整備して

いくことも日々の看護の中では大切なことだと思った。」

という、安全を確保するための環境整備が必要であるこ

とや、「処置時に、皆がいる中でお尻を出して処置をす

る姿が見られた。本人さんもそれが当たり前のように下

着を脱いでいた。環境（設備）の問題もあるけれど、人

間が生きていくためにはプライバシーを保護するという

ことは必要だと感じた。」 という、プライバシーの保護

が不十分な看護師の対応から、逆にプライバシーの保護

や、その重要性を学んでいた。

≪他職種・他施設との連携の必要性≫には、「そのよ

うな明確な情報を得るためには、看護職間での連携に

加え、主治医、家族、福祉、訪問看護など、他職種との

連携を密にし、情報交換をしていくことが大切だと思っ

た。」という内容が含まれる。

≪精神障害者の正しい理解の必要性≫には、「地域住

民や一般の人に正しい知識を得てもらい、精神疾患につ

いて理解してもらう必要がある。」という課題を学んで

いる。

≪早期発見・早期治療・再発予防の支援が必要≫には、

「病状が悪化してきてひどくなる前に入院するというの

もいいけど、悪化する前の段階で対処できるように、在

宅での療養に対する支援が確実になると、再発の予防に

もなるのではないかと思った。」という内容が含まれる。

≪患者と家族の調整をはかる必要性≫には、「退院後

患者が望む生活ができるように、患者の希望も聞いてい

き、また、家族との調整もはかり、患者・家族にとって

一番良い方法を考えていく必要がある。」という、患者・

家族との調整をはかる必要性を学んでいる。

≪葛藤の中で提供される看護≫には、「たった 2 週間

の実習でさえ『とりあえず、このままがいいのかな。』

と思ってしまうのだから、現場の看護職にはもっと葛藤

があるのだと思われる。」という内容が含まれる。

5．【看護師の力を実感】

【看護師の力を実感】には、1 つのサブカテゴリー≪看

護師の意識・対応によって変化する≫が含まれる。

≪看護師の意識・対応によって変化する≫には、「患

者さんとゆっくりと話す時間が必要であり、それに

ついても看護師側が時間を作っていくなどの工夫が
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必要であると思う。」 という、看護職が対応・業務を

工夫する必要があることや、「どの障害にも共通なこ

とだが、特に精神疾患を持つ方は、やりたいことを制

約されることが多くあると分かった。それは、本人自

身ではなく疾患を見て周囲の関わっていく人々が無理

だ、できないと判断してしまうからだと思った。患者

さんの抱える問題よりもはるかに関わる側の問題の

ほうが大きいと思った。」という看護師の意識の問題

である内容が含まれる。また、「病棟の環境の現実を

見て、疑問に思うことはたくさんあったが、それを現

場の看護職はもちろんそれでいいとは思っていない

し、その現実の中でも工夫をしてその中でいかに良くし

ていくかを考えているということを知ることができた。」

という看護師の前向きな姿勢を知ったという内容が含ま

れる。

Ⅴ．考察

以上の結果と精神看護学実習の目的・目標との関連性

を検討することにより、学生の学びを明らかにし、精神

看護学実習の課題を検討する。

1．精神看護学実習の学生の学び

学生は、対象との関わりを通して、≪関心を示す≫

≪相手の状態・反応に着目する≫といった相手に関心を

示し、≪相手の気持ちを推測して関わる≫ことで、相手

の立場に身を置き、どうしたら相手に受け入れられるか

という方法を模索しながら、相手に≪安心感を与える≫

≪相手を尊重する≫≪疾患の特徴を理解して関わる≫な

どの、自我が弱いといわれる精神障害者の特性を考慮し、

より対象を理解するために、生育歴や家族歴などの情報

を収集するといった≪対象を理解するときの手段≫を学

んでいた。これは、対象との関わりを通して【対象との

関係を築き、発展する方法】であり、対象理解の過程に

ある要素を学生は、充分とはいえないが、体験し学んで

いたといえる。また、精神障害者との関わりから、精神

機能の障害からくる、対人関係形成の不得手さを理解し、

≪非言語的コミュニケーションの重要性≫≪技術として

のコミュニケーションの重要性≫≪信頼関係の形成が重

要≫≪対象理解の重要性と困難さ≫を実感していたと思

われる。そして、精神障害者の対人関係形成の不得手さ

は、疾患からだけではなく、精神障害者が置かれている

人とのつながりが希薄であるという社会背景も影響して

いるということを学生は理解し学んでいた。

このことは、実習目標 1 および 2 に掲げられている

ように、対象がもつ日常生活能力や対人関係能力を理解

したり、精神保健医療上の問題である社会的入院や精神

障害者への偏見、精神医療の歴史などが、対象の日常生

活や対人関係にどのように影響しているのかを理解する

ことと関連した学生の学びである。

そのなかで、学生は、精神保健医療上の問題を含めた

対象がもつ日常生活能力や対人関係能力に関して、問題

点ばかりをみつめるのではなく、患者の持っている力や

健康的側面にも着目することができていた。【健康な部

分に関わる必要性】には、学生が、対象者と共に対処方

法を考え、健康な部分を維持・強化する看護援助の必要

性を学んでいた。このことは、問題志向型の看護過程の

展開では対象者が病気であるということだけを捉えがち

になるが、それだけではなく病気と共に生活していく生

活者として捉えているからこその学びであると考える。

【自己理解の重要性】には≪自己洞察の重要性≫≪自

分の捉え方が変わると対象の見え方が変わる≫≪自己の

課題を見つける≫があり、学生は、自己理解の重要性を

学んでいる。このことは、実習目標 4 に掲げられてい

るように、対象との関わりの中で生じる自らの気持ちに

気づき、自己洞察を深めることと関連した学生の学びで

ある。自己理解の重要性は、Joyce Travelbee2）が治療的

な自己利用として述べており、自分自身を治療的に用い

るには、自己洞察、自己理解、人間行動の力動性の理解、

他人の行動はもちろん自分の行動を解釈する能力、そし

て看護場面に効果的に介入する能力を必要としており、

治療的な自己利用に向けた学びとなっていた。

【精神障害者が生活する場の現状と課題】での≪社会

復帰が困難な現状と長期入院による社会性の低下という

悪循環の現状≫≪安全・プライバシーを確保した環境整

備の必要性≫≪他職種・他施設との連携の必要性≫≪精

神障害者の正しい理解の必要性≫≪早期発見・早期治療・

再発予防の支援が必要≫≪患者と家族の調整をはかる必

要性≫≪葛藤の中で提供される看護≫および【看護師の

力を実感】での≪看護師の意識・対応によって変化する≫

は、実習目標 3 および 5 に関連していた。≪看護師の

意識・対応によって変化する≫は、実習目標 3 に掲げ
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られているように、看護チームと共有しながら、その一

部を実践した結果であると考える。しかしながら、具体

的な看護師の行為に関する記述が少なかったことは、精

神看護に特徴的な看護者の行っている看護実践やその意

図が見えない 3）ことが影響しているように考えられた。

【精神障害者が生活する場の現状と課題】は、実習目標

5 に掲げられるように、≪社会復帰が困難な現状と長期

入院による社会性の低下という悪循環≫≪安全・プライ

バシーを保護した環境整備の必要性≫≪他職種・他施設

との連携の必要性≫≪精神障害者の正しい理解の必要

性≫≪早期発見・早期治療・再発予防の支援が必要≫≪患

者と家族の調整をはかる必要性≫≪葛藤の中で提供され

る看護≫といった、精神保健医療上の現状を学生は、実

習での実践を通して学んでいた。これらの精神看護の現

状から、看護がどのような役割を担っていかなければな

らないかを、学生は、検討していた。

2．地域基礎看護学実習の中での精神看護学実習の学び

の特徴

本研究で導き出された精神看護学実習での学び

は、【対象との関係を築き、発展する方法】【自己理

解の重要性】【健康な部分に関わる必要性】【精神障

害者が生活する場の現状と課題】【看護師の力を実

感】のカテゴリーであった。本研究と同様に実習終

了後のレポート分析を行った他の研究をみると、入

澤らの研究 4）では〈精神看護における看護者の姿勢

と役割〉〈他者理解に向けた具体的手段〉〈対象理解・

人間理解〉〈精神医療の実際〉〈自己と他者の関係及

び相互作用〉〈患者を取り巻く相互の連携〉〈自己調

節・自己理解〉の 7 カテゴリー、滝下らの研究 5）では、

精神看護における〈援助内容〉〈患者－看護者関係〉

〈対象〉〈社会復帰〉〈概念・機能〉〈看護者の要件・

資質〉〈実習の評価・感想〉の 7 カテゴリーが導き

だされていた。これらの先行研究と比較すると、対

象との関わりを通して対人関係の築き方、自己理解

を中心にした人間理解を学ぶことをベースに精神看

護の実際を学んでいたことが共通の学びとして考え

られる。

一方、特徴としては、本研究でカテゴリーとして

導き出された【健康な部分に関わる必要性】およ

び【精神障害者が生活する場の現状と課題】がある。

【健康な部分に関わる必要性】では、他の研究では

サブカテゴリーとして抽出されていたが、本研究で

はカテゴリーとして抽出されていることに注目した

い。前述したように問題志向型の看護過程において

は、学生の関心が患者の問題に向く傾向にあるが、

本研究においては、精神看護における健康な部分に

着目する必要性を学生自身が学んでいた。このこと

は、入澤 6）も述べているように、学生が患者－看護

者間の相互行為に参加して、患者をひとりの人間と

して理解し、病的な部分にとらわれない看護の対応

に気づき、知識としての患者理解のレベルから、実

践を通した患者理解へと深まったことを示唆してい

る。

また、【精神障害者が生活する場の現状と課題】

では、学生は精神医療として狭義に現状を捉えるの

ではなく、それも含めた幅広い視点で、人間が生き

るベースである生活・生活者の視点で現状と課題を

考え、学んでいた。

精神障害者の生活する場の現状と課題に気づき、

対象を生活者として捉え、健康な部分を強化する関

わりに着目した学生の学びは、近年、精神病は、高

血圧症や糖尿病と同様の慢性疾患であり、疾患に

よっては一生涯治療の継続が必要な場合もある 7）と

言われているように、精神疾患もひとつの慢性疾患

のごとく病状を消去するのではなく、日常生活のス

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、地域生活

を可能にしていく 8）ことから、病気とつきあう・病

気とともに地域で生活を送ることができるような援

助が一方では求められていることを反映しているこ

とが考えられた。それとともに、従来、臨床看護学

の一つとして精神看護学が位置づけられることが多

かった場合と異なり、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いう地域基

礎看護学の中に位置づけられているからこそ、強調

された部分もあるのではないかと考える。

本研究の限界は、実習記録が分析対象となってい

るため、必ずしもそこに表現されているとは言いが

たく、自ずと限界がある。しかし、今回、得られた

学生の学びの結果を基礎資料として、精神看護学実
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習の学びが深められることができるように、教育活

動を検討していきたい。

Ⅵ．まとめ

本研究では、精神看護学実習での学びを明らかに

するために、精神看護学実習最終レポートから学び

に関する質的記述的分析を行った。その結果、【対

象との関係を築き、発展する方法】【自己理解の重

要性】【健康な部分に関わる必要性】【精神障害者が

生活する場の現状と課題】【看護師の力を実感】の

5 つのカテゴリーが抽出された。

これらのことから、学びの特徴としては、【健康

な部分に関わる必要性】および【精神障害者が生活

する場の現状と課題】であると考えられた。

今後の課題として、学生にとってイメージしづら

い精神症状を理解することは困難であるため、精神

疾患が対象の日常生活にどのように影響しているか、

それを対象がどのように受け止めているかについて、

さらに教育的な関わりが必要であると考える。また、

現在、地域連携や地域精神保健の重要性が指摘され

るなかで、本学の精神看護学の位置づけを考慮した

とき、連携から協働という視点での学びに発展・強

化するといった教育的介入の必要性が示唆された。
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Ⅰ．はじめに

機能看護学は、平成 12 年度開学と同時に機能看護学

講座独自の構想で新しい分野の授業を構築してきた。機

能看護学の対象は、患者・クライアント・住民でなく看

護者自身であり、看護者・チーム・組織の「一人ひとり

がよい看護をする、組織としてよい看護をする、生涯発

展する人材を育成する」機能を探求することを目的・目

標としている。

1 年次にセルフマネジメント、2 年次にキャリアマネ

ジメント、看護情報および機能看護学演習、3 年次に組

織とマネジメント、4 年次にトップマネジメント機能（自

由科目）の科目を組み立て、マネジメント・情報・人材

育成を構成要素として授業構築をしてきた。

本稿で対象とした「組織とマネジメント」（機能看護

学方法 3）は、3 年次生が 4 月から 11 月までの領域別

実習終了後に履修する科目であるが、これは全看護学必

修科目の最後に置かれている科目である 1）～ 4）。

「組織とマネジメント」授業の目的・目標は、優れた

組織・チームに共通する条件を学び、既修のセルフマネ

ジメント、キャリアマネジメント、情報のマネジメント

を活かした看護実践が組織・チームへ貢献することを理

解することをねらいとし、グループワークはチームワー

クの体験学習と位置づけている。

授業内容は、組織とマネジメントを基盤に講座で構築

してきたものである 5）～ 8）。

構築にあたっては、組織として優れた事例の多い企業

から学ぶべきものが多いため、企業の組織とマネジメ

ントを参考にしてきた。実践看護職の多くは、組織は自

分を縛る、仕事を押し付ける、命令する、管理する存在

としてネガティブな認識をしている場合が多い。しかし、

本来、組織は人を育て、よい仕事を生み、組織の構成員

および社会に貢献するものである。看護専門職がよい看

護を実践するにはよい組織が必須であり、同時に、よい

組織にしていくことも求められる。このためには、トッ

プは勿論であるが、一人ひとりの看護師の自律したマネ

ジメントによる組織への貢献が期待される。　

授業の 6 回目は、「企業における組織のマネジメント

の実際」を学ぶために、地元の企業トップ（代表取締役

社長）を授業協力者として招聘している。

本稿は、企業トップの講義から、学生が学んだ組織と

マネジメントを明らかにすることを目的に、併せて本授

業の意義と今後の課題を検討することとする。

Ⅱ．方法

1．対象

平成 16 年度「組織とマネジメント」の受講者で、6

回目授業「企業における組織のマネジメントの実際」を

受講し、研究協力に同意した 87 名の学生のミニレポー

ト「今日の授業で学んだこと」「今日の授業に関する質問・

意見・感想」のうち、「今日の授業で学んだこと」の記

述内容を分析対象とした。

2．分析方法

記述内容を繰り返し読み、まとまりのある意味内容を

文節で取り出し 1 データとした。類似するデータをま
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とめてカテゴリー化し、命名した。分析は、一貫性を維

持するために研究代表者が行い、その後 4 名の研究者

で合意が得られるまで検討を重ねた。

3．倫理的配慮

ミニレポートを研究に活用することについて、最終回

の授業で研究目的、プライバシーの保護および匿名性の

保証、協力可否の自由とその結果が成績評価等不利益に

ならない保証について口頭と文書で説明し、個々の同意

書の提出を依頼した。

授業協力者には、授業協力の依頼時に説明して承諾を

得た。

Ⅲ．授業の概要

1．組織とマネジメントの授業構成

授業の構成を表 1 に示す。ワーク A では企業の組織

とマネジメントを学び、その後、看護における場合を学

ぶ順序性にした。

Ⅰ . 組織とマネジメントでは、1 回目授業で、文 

献 9）～ 11）や本学の大学組織の実例からよい組織、チー

ムの条件および個人の貢献 について講義をした。2 回

目は、領域別実習施設の組織について振り返りによる

課題学習（自己学習）とした。3 ～ 5 回目は、企業に関

する文献をもとに組織とマネジメントについてグループ

ワークをした上で、6 回目に企業トップからその実際を

聞きワークとの照合を行った。7 ～ 8 回目は、それまで

の学びと領域別実習施設の組織をもとに、病院看護部の

組織とマネジメントについて考えた。また、次の講義に

みえる病院看護部授業協力者への質問をグループワーク

のなかで用意し、予め送付して講義のなかで質問にふれ

てもらうように依頼した。9 回目に、病院看護部トップ

と中堅看護師を招聘して組織とマネジメントの実際を聞

き、10 回目に統合ワークを行った。

Ⅱ . 常時・非常時のマネジメントについては、11 ～

13 回目の授業で、「アポロ 13 号奇跡の生還」12）の読書

とビデオ視聴により、奇跡の生還要因、改善要因、非常

時にそなえる常時のマネジメントについて、グループ

ワークおよび交流ワークを行った。

14 回目は、学生個人による総括（自己学習）、15 回

目はレポート（試験）提出、教員からの総括コメント、

学生による教員の授業評価を行った。
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表１　組織とマネジメント授業構成

学習課題 内容 方法 回数

Ⅰ　組織とマネジメント

　・組織

　・組織・チーム

　・個人

　ワークＡ：

よい組織、チームの条件および個人の貢献 について 講義 1

病院等での看護実習体験からよい組織、チームの

条件について考える
自己学習 2

企業のマネジメントに関する文献と看護実習体験

から組織とマネジメントについて考える

グループワーク ① 3

グループワーク ② 4

グループワーク ③ 5

　企業における組織のマネジメントの実際
講義（実例） 6

～ A 株式会社代表取締役社長をお招きして

企業のマネジメント実例授業の振り返りと

病院看護部の組織とマネジメントについて考える

グループワーク ④ 7

グループワーク ⑤ 8

　病院看護部における組織のマネジメントの実際

～ B 病院看護部長、看護部副主幹をお招きして
講義（実例） 9

交流ワーク　　 ⑥ 10

Ⅱ　常時・非常時に
非常時に備える常時のマネジメントで大事なこと　　　        

「アポロ 13 号奇跡の生還」（文献・ビデオ）から学ぶ

ビデオ視聴 11

  おけるマネジメント グループワーク ⑦ 12

　ワークＢ： 交流ワーク　　 ⑧ 13

  統 合
これまでの学習を統合 自己学習 14

これまでの学習を通して教員からのコメント 総括・試験 15



授業方法は、講義 3 回、視聴覚 1 回、グループワー

ク 8 回、自己学習 2 回、総括 1 回であることが示すよ

うにグループワークを中心に構成されている。教員の役

割は、講義による知識の提供は必要最小限に留め、グ

ループワークを学生が主体的に運営しながら授業を創っ

ていけるように関わった。平成 14・15 年度は、10 名

の全教員で担当したが、平成 16 年度は、4 名の教員で

担当した。12 グループを編成し、1 教室 3 グループを

各教員が担当したため、教員はワークの進行を見守り、

必要時に助言を行ったり、ワークにおける学生の学びを

フィードバックするなどの関わりをした。

2．企業における組織のマネジメント実例講義内容と位

置づけ

6 回目授業は、地元の企業トップから、自社組織のマ

ネジメント実例を直に聞く講義としている。これは、5

回目までの授業が動機づけになっている。3 グループず

つ担当した 4 教員は、ワークにおいて各々企業の文献

を選定し使用した 13）～ 16）。5 回目のグループワークでは、

トップへの質問を用意し予め送付した。

企業トップから、経営者は 100 人 100 様の理念、人

生観、歴史観、企業観により独自の戦略により戦ってい

るという話と、講義ではマネジメントの学問的普遍性を

語るのでなく、自社の実例を紹介するとして企業概要、

製品の紹介、業務遂行上と管理上の二つのピラミッド組

織（図 1）による会社の具体的な事業展開、顧客あって

の企業活動の実際、組織と社員の関係、人間関係、人生

観などの具体的話をとおして、学生が組織とマネジメン

トを考える材料を提供してくださった。講義は、質疑応

答を含めて約 70 分であった。

本講義は、それまでの授業で学んだことを現実に引き

寄せて照合したり、文献と実例による学びを統合した

りしながら考えを拡げ、その後の授業が目的に向って進

展していく節目の講義として位置づけられている。また、

実例の講義は学生に強い印象を与え学びが深まることも

意図している。

Ⅳ．結果

学生が記述した内容から以下の 5 カテゴリー、33 サ

ブカテゴリーに分類された学びが取り出された（表 2）。

以下、カテゴリーを【　】、サブカテゴリーを＜＞で示す。

【組織に係わるマネジメント】では、組織には業務遂

行上と管理上の二つのピラミッド組織があること、社

員が仕事に誇りを持てる組織にする＜組織を構成する＞、

組織のバランスを保ち、守るとき・打って出ようとする

ときがある＜組織を舵取りしていく＞、商品づくりと

利益とのバランスをとり、競争し利益を確保できるよ

う＜経営していく＞、顧客のニーズに応えるコスト・品

質・納期で＜他企業と競争していく＞、お客に近い営

業をトップにした業務遂行上の＜理念と実践を一貫させ

る組織＞、有害物質を出さず＜社会環境を考えていく＞、

仕事を＜評価していく＞、ニーズに応える製品を用意し

開発していく業務遂行上の＜ニーズに即した組織をつく

る＞、すなわち “組織のマネジメントとは、ニーズに即

していける組織にするよう考えていくこと” などの学び

が取り出された。

【人に係わるマネジメント】では、お客を会社に合わ
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図１　A社の組織
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表 2　 企業トップの実例講義をとおしての組織とマネジメントについての学生の学び
カテゴリー 　　サブカテゴリー 要　　約

組織に係わる
マネジメント

組織を構成する
組織には業務遂行上と管理上の二つのピラミッド組織がある
社員が仕事に誇りを持てる組織にする

組織を舵取りしていく
トップの考えを明確に伝え組織のバランスを保つ
組織は守るとき、うって出ようとするときがある

経営していく
顧客本位の商品づくりと利益とのバランスが大切
市場で競争し利益を確保していく経営

他企業と競争していく 顧客のニーズに応えるコスト・品質・納期で競争する
理念と実践を一貫させる組織 お客に近い営業をトップにした業務遂行上の組織
社会環境を考えていく 有害物質を出さず豊かな社会的環境づくりに応える
評価していく 仕事の評価が重要

ニーズに即した組織をつくる
ニーズに応える製品を用意し開発をしていく業務遂行上の組織
組織のマネジメントとは、ニーズに即していける組織にするよう
考えていくこと

人に係わる
マネジメント

顧客中心で考える お客を会社に合わせるのでなく、お客の視点にたって満足して
もらう

組織を構成する人を考える
経営者は個性的・独自の発想が必要
企業は個性的人材が集まった戦う集団

動機づけしていく 社員が株主になることで経営を考え、会社を盛り上げる

人間関係を大事にする

どの世界も人が中心となって成り立ち、お客や社内外の人間関係、
信頼関係が重要
他社との競争で一番大事なのは人間関係と言われ、マネジメントに
は人間関係が大事

人間関係を築く
社長は全社員と対話
顧客との人間関係の満足・信用が利益につながる

フラットな関係
社長が偉いという考え方ではない
社員が平等で意見が言い合える関係が重要

人を尊重する
個人個人が尊重されることで組織が発展する
人々のお陰で今の自分が存在できることを感謝する

謙虚に取り組む 過信することなく謙虚な気持ちで取り組む

会社の理念

組織の存在意義を明らかにする 何のためにあるのか、目的のために何をすればいいのかを明らかに
することが必要

理念を浸透させる 顧客第一の理念が組織全体に徹底
理念を達成していく 顧客第一という理念を達成していく

理念に向って動く
創業時から社員のための会社、みんなで会社をたてていこうという
理念
理念に向かって組織が構成され、一人ひとりが取り組んでいく

理念をもって動かす 組織や社員が同じ目的に向うよう強い理念を持つ

看護のマネジ
メントを考える

会社のマネジメントを 
看護に引き寄せる

お客にあった商品を提供していくところは、看護に通じる
営業の役割は看護に相当する

人間関係を大事にする 患者との人間関係を大切にすることが重要
看護師の貢献 患者の思いや考えを組織に伝えていくことは貢献である

ニーズに即した組織をつくる
患者第一の病院づくり
患者中心に多職種が組織として協働することが大切

看護の再発見
看護はやりがいのある仕事
看護師は重要な位置にいる
人間性の向上が良い看護につながる

実例講義の意義

文献と違う組織の実例 文献と違う組織の実態を学んだ

文献と現実の違い 文献に利益は後からついてくると書いてあったが、現実はそれだけ
でないと学んだ

すっきり考えがまとまった 組織構成の話で権威を振るっていると思っていた管理上組織の意義
が納得できた

努力しても成功しないことがある 一生懸命努力しても報われないことがあるという話が印象に残りま
した

実体験との照合 社長の話は働いていた時思ったことと同じであった

実例は理解しやすい 実際をもとに話してくださったので、企業経営に無知でも理解しや
すかった

感動した学習 組織の一員である自分の立場、位置づけが明確でなかったので非常
に感動した学習
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せるのでなく、お客の視点にたって満足してもらう＜顧

客中心で考える＞、個性的・独自の発想が必要、かつ個

性的人材の集団である＜組織を構成する人を考える＞、

社員が株主になることで経営を考え会社を盛り上げてい

くように＜動機づけしていく＞、いつでもどこでも重要

な＜人間関係を大事にする＞、社長・社員との対話や顧

客との＜人間関係を築く＞、社長が偉いというのではな

く、社員が平等で意見が言い合える＜フラットな関係＞、

個人個人が尊重されて組織が発展する、人々に感謝する

＜人を尊重する＞、過信することなく＜謙虚に取り組

む＞などの学びが取り出された。

【会社の理念】では、何のためにあるのか＜組織の存

在意義を明らかにする＞、顧客第一の理念が組織全体

に徹底している＜理念を浸透させる＞、顧客第一という

＜理念を達成していく＞、創業時から社員のための会社、

理念に向かって組織が構成され取り組んでいく＜理念に

向って動く＞、組織や社員が同じ目的に向かうよう＜理

念をもって動かす＞などの学びが取り出された。

【看護のマネジメントを考える】では、お客にあった

商品を提供していくところは看護に通じることや、営業

の役割は看護に相当するなど＜会社のマネジメントを看

護に引き寄せる＞、患者との＜人間関係を大事にする＞、

患者の思いや考えを組織に伝えていく＜看護師の貢献＞、

患者第一の病院づくり、患者中心に多職種が組織として

協働する＜ニーズに即した組織をつくる＞、看護はやり

がいのある仕事、看護師は重要な位置にいる、人間性の

向上が良い看護につながる＜看護の再発見＞などの学び

が取り出された。

【実例講義の意義】では、文献と違う組織の実際を学

んだ＜文献と違う組織の実例＞、文献に利益は後からつ

いてくると書いてあったが、現実はそれだけでないと

学んだ＜文献と現実の違い＞、組織構成の話で、権威を

振るっていると思っていた管理上組織の意義が納得でき

＜すっきり考えがまとまった＞、一生懸命＜努力しても

成功しないことがある＞、社長の話は働いていた時思っ

たことと同じであった＜実体験との照合＞、実際をもと

に話してくださったので、企業経営に無知でも＜実例は

理解しやすい＞、組織の一員である自分の立場が明確で

なかったので非常に＜感動した学習＞などの学びが取り

出された。

Ⅴ．考察

本授業では、企業の組織とマネジメントを基盤にして

看護師の組織とマネジメントを考えていく方法を取り入

れているが、濱口は、看護師はもっと組織を勉強する必

要があると述べている 17）。桑田、田尾は、医療等ヒュー

マン・サービス組織では、サービスの送り手と受け手は

強者と弱者の関係になりやすく、企業組織のマネジメン

トに対し医療は特殊な組織として位置づけしやすいが、

一般的なモデルで議論していくことを提言している 18）。

これらの意見からも、医療の世界からのみ思考するので

なく、企業も含めた組織とマネジメントを考える経験を

しておくことは意義ある教育と考える。以下、実例の講

義から明らかになったことを考察したい。

1．講義による学生の学びの特質について

取り出された学びは、【組織に係わるマネジメント】【人

に係わるマネジメント】【会社の理念】など企業の組織

とマネジメントからの学びと、これらの学びを発展した

【看護のマネジメントを考える】および文献学習・グルー

プワーク等それまでの学習と違う実例講義からの学びに

よる【実例講義の意義】などであった。

1）業務遂行上と管理上の二つのピラミッド組織からの

学び

【組織に係わるマネジメント】＜組織を構成する＞で、

業務遂行上と管理上の二つのピラミッド組織の学びがみ

られた。なかでも、業務遂行上の組織は＜理念と実践を

一貫させる組織＞であり、＜ニーズに即した組織＞とし

て重要な役割を担っていた。【実例講義の意義】＜すっ

きり考えがまとまった＞では、権威を振るっていると思

われた管理上の組織も納得できたというものであった。

これら二つの組織は、社員が仕事に誇りをもてる組織で

あること、【人に係わるマネジメント】でみられた＜人

間関係を大事にする＞、＜人間関係を築く＞、＜フラッ

トな関係＞、＜人を尊重する＞など人が重要な関わりを

していることを学んでいた。この学びから学生は、【看

護のマネジメントを考える】＜会社のマネジメントを看

護に引き寄せる＞で、“お客にあった商品提供や営業の

役割は看護に相当する” と考え、業務遂行上の組織を看

護に引き寄せて考えていた。学生は卒業して就職する

と、まず業務遂行上の組織の一員として患者に最も身近

な立場で働くことになり、講義で話された業務遂行上の

岐阜県立看護大学紀要 第 6 巻 1 号 , 2005

̶ 39 ̶



組織の位置づけ、役割、働きがいは納得しやすいもので

あった。業務遂行上の組織の重要性が理解できることに

より、権威を振るっているように見えた管理上組織の意

義も、理解できるようになっていた。このような組織構

成は、トップが現場を大事にするマネジメントを実践し

ていることをうかがわせ、＜文献と違う組織の実例＞に

よる学びであった。文献・実例双方の学びを補完してい

くことの重要性が確認できた。

2）顧客中心からの学び

【組織に係わるマネジメント】【人に係わるマネジメン

ト】【会社の理念】での学びにみるように、企業は全て

が顧客中心で成り立っていることを学生は学んだ。【看

護のマネジメントを考える】＜会社のマネジメントを看

護に引き寄せる＞ “お客にあった商品を提供していくと

ころは看護に通じる”、＜ニーズに即した組織をつくる＞

“患者第一の病院づくり” “患者中心に多職種が組織とし

て協働することが大切” などの考えにみるように、お客

を患者に、会社または組織を病院に置き換えて、患者第

一の組織づくり、患者中心の看護の重要性を考えてい

た。そのためには、患者との＜人間関係を大事にする＞、

＜看護師の貢献＞として患者の思いや考えを組織に伝え

ていくことも大切であると考えていた。このような学び

は、その後の授業の動機づけになるものである。

3）人間関係などからの学び

【人に係わるマネジメント】における人間関係などか

らの学びは、どの世界も人が中心となって成り立ち、お

客や社内外、他社との競争でも一番大事なのは人間関係

であり、フラットな人間関係、人間尊重、人への感謝の

気持ちの精神が重要であるという学びがあった。ここか

ら 2）顧客中心からの学びで記述したように患者との人

間関係の大切さも学んでいた。

4）看護の再発見

【看護のマネジメントを考える】＜看護の再発見＞で、

“看護はやりがいのある仕事” “看護師は重要な位置にい

る” などの再発見がみられた。業務遂行上組織・顧客中

心・人間関係など企業のマネジメントからの学びをとお

して、再起したものと考える。企業からの学びがポジティ

ブであったように、これらもポジティブ思考であった。

5）組織のマネジメントとは

 “組織のマネジメントとはニーズに即していける組織

にするように考えていくこと” と現実を踏まえた柔軟な

考えが示された。

6）実例講義の意義

【実例講義の意義】で示したように、文献とは違う組

織の実例を聞くことができ、そこから多岐にわたる学び

が得られた。また、文献で学んだ考え方に関しても、トッ

プは違う見解のものがあり、その根拠は納得できるも

のであった。文献の根拠も否定できるものではなく、自

らの実践を根拠に、自分の考えを培っていくことの重要

性、文献・実例など広範な資料から学ぶことの意義があ

り、情報を吟味したり真実を探求していくことが重要で

あり、学問の姿勢に通じるものである。

 ＜実体験との照合＞では、実際に働いた経験のある

学生から “トップの話は働いた時思ったことと同じで

あった” という共通性と普遍性を示唆するものであった。

＜実例は理解しやすい＞＜感動した学習＞という学び

もあり、以上の学生の学びから実例講義の意義が多岐に

わたり認められた。

2．企業トップの実例講義を授業におく意義と今後の課

題について

1）企業トップの実例講義を授業におく意義

①　実例講義により、それまでの文献や実習体験から

学べなかった内容が追加できた。理論のみ、実例の

みに偏らず組織とマネジメントを広く学ぶことが重

要である。

②　実例講義と文献での学びが相反する場面があった。

夫々の根拠を吟味してその意味を探求していくこと

の大切さを学ぶことができた。

③　企業社会を経験していない学生は、実例講義によ

り組織のマネジメントが理解しやすくなった。

④　学生は、実例講義から会社組織を病院組織に、顧

客中心を患者中心に置き換えて、看護師の組織とマ

ネジメントに考えを進め、その後の授業の動機づけ

になっていた。

⑤　実例講義は、それまでの授業を現実に引き寄せて

統合する機会となり、その後に続く授業が発展して

いく基盤になり、授業の一つの柱として意義のある

ものであった。

2）今後の課題

今後の課題は、よい組織とマネジメントを実践する

岐阜県立看護大学紀要 第 6 巻 1 号 , 2005

̶ 40 ̶



トップ（授業協力者）を毎年新たに探すことと学生の学

びに対応していくことである。講座の教育理念を理解し、

授業に協力していただくことは、多忙な企業トップに困

難なことである。また、トップの講義内容は、当然独自

性がある。それを文献や実習経験、授業目標と統合して

いくことも常に教員の課題である。

Ⅵ．結論

企業トップの実例講義から学生が学んだ組織とマネジ

メントは、5 カテゴリー、33 サブカテゴリーに分類さ

れた。これらの学びには、文献や実習では学べない独自

性のある学びが認められ、学生は病院・看護のマネジメ

ントへの活用に考えを拡げるなど、トップの講義による

学びは有用であった。また、実践家から直に講義を聞く

ことは、機能看護学の目的を実践する職業人との出合い

の場ともなり、その人間性に触れる感動もあった。この

講義はそれまでの学びを統合し、その後の授業を発展し

ていく上で多くの意義が認められた。
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Ⅰ．はじめに

本学の機能看護学講座では、看護専門職が必要とされ

る機能の中でも特に、組織のトップと同等の視点に立っ

て責任ある意思決定を行い、課題解決とサービスを提供

していく機能をトップマネジメント機能として捉え、本

学の 4 年次生を対象に授業を展開している 1）。これまで

のトップマネジメント機能の考えは、トップマネジャー

としての情報管理機能、人的管理機能、資源管理機能で

あった 2）が、本講座では、看護専門職として一人ひと

りがもつべき機能と考えており、新しい概念として構築

を図っているところである。

平成 15 年度には本学開学後初めて 8 セメスターを経

験し、4 年次生を対象にした自由科目である機能看護方

法 3（トップマネジメント）3）が開講された。本科目では、

学生が看護専門職としてトップマネジメント機能を実際

に発揮していくために、A 町での子育て支援に焦点を当

て演習形式で行った。

そこで、本研究では、その授業内容の振り返りにより、

地域の課題抽出過程で学生が地域を担当する保健師とし

て意思決定した場面を取り上げる。その場面において責

任ある意思決定を行った根拠として、そのときに大事に

していた視点を明らかにする。そのことから学生が体験

したトップマネジメント機能を検討し、本科目の成果を

確認したい。

Ⅱ．方法

1．対象

1） 分析対象

平成 15 年度 8 セメスターに開講された機能看護方法

3（トップマネジメント）で子育て支援に焦点をあてた

A 町での課題抽出のための授業の記録を分析対象とする。

具体的には、授業内での学生と教員によるディスカッ

ションの記録である講義録と機能看護方法 3（トップマ

ネジメント）の授業報告書である「育児者と育児関係者

の声から親の育児力を考える 4）」をデータとした。

2） 課題抽出を行った A 町の概要

（1） 人口：約 1 万人

（2） 世帯数：約 2800 世帯

（3） 出生数：年間約 100 人

（4） 住民の活動や交流の特徴

・ 生涯学習に力を入れており、公民館活動が活発で

ある。

・ 1 小学校、1 中学校であるため同じ学年のつなが

りが永年続く。
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2． 分析方法

1） 授業の記録から、課題抽出過程において学生が保

健師として行ったプロセスを整理する。

2） 課題抽出過程での学生による保健師としての意思

決定場面を取り出し、そのときの判断と行為および

その判断のプロセスからそのときに大事にしていた

視点を明らかにする。

3） 地域の課題抽出に関しては、A 町の育児支援関係

者と育児者から収集した情報の分析過程を整理し、

抽出した課題と活用した情報を明らかにする。

4） 3）の情報の分析データから判断のプロセスを読み

取り、地域の課題として決定するために大事にして

いた視点を明らかにする。

Ⅲ．倫理的配慮

A 町での子育て支援に関する課題を抽出するに当たり、

A 町保健師に授業の趣旨を説明し同意を得た後、保健師

から情報源となる A 町住民に聞き取りの趣旨説明と協

力依頼を行った。聞き取り対象者から収集した情報に関

しては、情報の内容から対象者が特定できないように、

情報開示の時点で配慮した。また、この全過程を研究的

にまとめることについて A 町保健師と学生から同意を

得た。

Ⅳ．用語の定義

1．トップマネジメント

トップマネジメントとは、組織のビジョンに照らした

最善の意思決定を基に、組織全体をマネジメントするこ

と。

2．トップマネジメント機能

上記のマネジメントを行うための十分な働きのこと。

ここでは、トップマネジャーとしての機能だけに着目し、

組織のトップと同等の視点に立って自分の役割の中で責

任ある最善の意思決定を基にマネジメントするための機

能とする。

Ⅴ．授業の展開方法

表 1 に授業の展開を示す。地域の課題抽出のための

目標決定後は、目標別に 3 つの小グループをつくり、6

回から 12 回まではそれぞれのグループで調査・検討を

行った。調査・検討は学生と教員が共に行い、教員は学

生の意思決定をサポートした。また、必要時当該地域の

保健師も授業に参画した。

Ⅵ．結果

1. 意思決定場面

意思決定場面は「課題を明確にするための目標の決定」

「情報収集のための情報源の決定」「収集した情報の吟

味」「課題の抽出」の 4 場面であった。

2. 意思決定場面において大事にしていた視点

意思決定場面ごとにその決定内容と大事にしていた視

点を示す。
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表１　授業の展開
回数 学習課題 内容ならびに方法
１ 導入 本科目の目的・目標・進め方について
２ 地域の課題抽出の方法を学ぶ 文献学習

３～５ 目標・調査対象の決定 地域の既存資料を使った調査および検討

６

７

親の育児力に関係のある施設・部署に従事する

キーパーソン（以下育児支援関係者）からの情

報収集

育児支援関係者にインタビュー

＊目標別に小グループをつくり調査・検討を行う

８
育児支援関係者等の考える育児に関する課題を

明らかにする

収集した情報の分析

＊目標別に小グループをつくり調査・検討を行う

９
地域で育児している親（以下育児者）からの情

報収集

育児者へのインタビュー

＊目標別に小グループをつくり調査・検討を行う

10
育児に関する課題の明確化 収集した情報の分析

＊目標別に小グループをつくり調査・検討を行う

11・12

地域の育児に関する課題と対応策の検討① 育児支援関係者・育児者から得た情報を統合し、地域の育児に

関係する課題とその対応策の検討

＊目標別に小グループをつくり調査・検討を行う
13・14 地域の育児に関する課題と対応策の検討② 学生と教員による全体討議

15 地域の育児に関する課題と対応策の検討③ 現地保健師との意見交換



1） 課題を明確にするための目標の決定

子育て支援の課題を明確にするための目標を以下のよ

うに決定した。

（1） 健やかかつ安全に子どもを育てるために、今の子

どもや子育て者の現状を明らかにする。

（2） 親が安心して子育てをするために、子育てが楽し

くなる条件を明らかにする。

（3） 親が子育てに必要な知識・技術・知恵を持つため

に、援助できることを明らかにする。

これらは、町が目指す子育ての姿を示したビジョンで

ある「子どもが誰からも愛され、健やかに育ち、親が不

安や悩みを軽減しながら、見通しを持った子育てができ

る」から、このビジョンを実現させるための子育ての条

件を考え、目標を決定していた。

2） 情報収集のための情報源の決定

目標に合った情報収集をするために、情報源としての

適切性を判断し決定していた。情報収集する対象と役割

および選定理由を表 2 に示す。

3） 収集した情報の吟味

情報収集を行う際には次の 2 つの方法をとっていた。

1 つは、適切な情報源から目標にあった情報が収集でき

るように情報収集項目をあげる。もう 1 つは、広い視

野で子育て支援を考えていくために、コミュニティ・ア

ズ・パートナーモデルの一部であるアセスメントの車 

輪 5）を用いることである。アセスメントの車輪は、人々

の暮らしを包括的に捉えることができ、必要な支援を判

断するために有効である。得られた情報はアセスメント

の車輪にあてはめて必要な情報収集ができているか確認

し、さらに子育ての条件にあてはめて目標に合った情報

であるかどうかを吟味していた。

4） 課題の抽出

（1） 抽出された課題とその判断根拠

収集した情報を聞き取り対象者の役割や立場と合わせ

て、地域の真の課題かどうかを判断し決定していた。以

下に、抽出した課題ごとに、活用した情報の一部と真の

課題とした判断を示す。なお、情報は「」で示す。

a） 親への教育

「子どもに小さな怪我などもさせないようにしている

ため、子どもは怪我などの経験から自分で予防するこ

とを学ぶ機会がない」ことや「親世代に遊びの経験が乏

しく、子どもと一緒に遊べない親がいる」ことなどから、

親自身の姿だけではなく、今の子どもの姿からみられる

問題の背景を考え、親への教育が必要として課題として

いた。
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表２　情報収集のための情報源
情報源　 役割および選定理由

小学校以下の子どもをもつ親 育児の当事者である。

公民館主事 
公民館は育児教室や育児サークルなどが行われる場所であるため、地域の育児者と話

す機会を多く持っている。育児教室には、企画者として関わっている。

育児教室託児ボランティア 

育児経験者。少し先輩の育児経験者から , おばあちゃん世代まで年代は様々である。

中には、育児教室の経験者であり、子どもの幼稚園入園や就学時などから支援者とし

て関わっている人がいる。育児教室時の子どもの遊びや見守りを担当しており、子ど

もの姿を通して今の育児の課題を感じている人々である。
児童民生委員 地域の育児支援者として県の推薦により厚生労働大臣から委嘱されている。

生涯学習講師 
生涯学習が盛んな町であり、小学生の親の会に積極的に取り組んでいる。長年育児真っ

最中の親と関わっている。

地域診療所医師・看護師 
町唯一の診療所であり、小児科も看板に掲げていることから、子どもの受診も多い。

また、保健センターでの乳幼児健診の担当医でもある。
地域保育所保育士 福祉分野における育児支援の中核施設である保育所の保育士である。
学童保育指導者 長年学童保育指導者として、小学生とその親に関わっている。

絵本ボランティア 
保健センターで定期に絵本の時間を設け、その機会を通して主に就園前の子どもとそ

の親に関わっている。
ファミリーサポートセンター 

スタッフ 

育児支援に関する行政サービスの委託を受けている施設であるため、日頃から育児中

の世帯と関わりがある。

保健センター保健師
地域の健康課題に対してトップマネジメント機能を発揮する当事者であるが、その当

事者の思いや地区把握の状況を明らかにするために聞き取り対象者とする。
既存資料（保健センター活動の記録、

母子保健計画、総合計画）

町のビジョンや方向性を確認する。



また、この現状は、親は自分たちの生活状況や子ども

の発達に合わせて育児を行いながらも、親の経験不足や

その方法が子どもにとって良いことなのか親自身が判断

できていないことに課題があるとしていた。

b） 子どもの姿

「相手のことを思いやれずに自己主張だけする子ども

が多い」や「けんかできない子どもがいる」などは、子

どもの姿を客観的に見ている育児支援関係者から出てき

た情報であり、人との関係の中で子どもが成長していく

必要性の認識があるからこそ出てきた問題意識であると

捉えていた。このことからも親への教育が必要であると

同時に、町として住民と共に考えていく必要性があると

判断し、子どもの姿そのものも対応策が必要な地域の課

題として抽出していた。

c） 世代間交流

「祖父母世代が身近にいながらも距離をおいて付き

合っている」ことや、「躾について世代間で意見の食い

違いがみられる」ことから世代間で子育ての知識・技術・

知恵などが伝承されにくいことや、子どもの躾について

世代間で違う価値観を理解しあえていないことを課題と

していた。

d） 情報・資源の活用

「現在ある子育て資源や情報がうまく活用できない」

という育児者自身の問題や「育児に関する情報をもって

いても育児者が必要とする情報となっていない」という

育児に関する情報の中身や提供者側の問題も含めて既存

のサービスを評価した上で情報・資源の活用を課題とし

ていた。

e） 育児のストレス

「ゆとりをもった育児ではなく、ストレスを感じてい

る」とういう情報は一部に過ぎなかったが、安心して子

育てをしていくためには地域社会でゆとりを持てる子育

てを考えていく必要があるとし、育児のストレスを課題

としていた。

f） 育児者同士の交流

「古い地域に住んでいる育児者は、育児仲間を見付け

ることが困難で、母親が同世代の中で孤立しがちになる」

という情報は地域の生活者像や土地柄など地域の特性を

知った上での解釈が必要であった。また、「育児経験者

から育児について話を聞ける機会を求めている」現状を

知り、これまでの保健師活動の中で行われていなかった

先輩育児者を含めた育児者同士の交流を課題としていた。

g） 子育て環境

「通学路の場所によっては安全が保たれていない」や

「道路が遊び場になっていたり、公園に遊具がなく子ど

もが遊びにくい」ことなど子どもの通学路や地域の中で

の遊び場を把握した上で、子育て環境について課題とし

ていた。

h） 子育てにおける考えのずれ

育児者は、「人の気持ちがわかるやさしい子になって

ほしい。きちんと躾をして社会に迷惑をかけないように

したい。」と子どもの将来像を語っている。一方、育児

支援関係者は「子育てしている親は、就学前になると子

どもの基本的な生活習慣よりも、勉強に興味が向く。ま

た、今と昔の考え方の違いからか、過保護であり、リス

クを未然に排除しようとするため体験が乏しくなる傾向

がある。」と育児者を評価している。また、育児支援関

係者は、子どもがいろいろな体験から学ぶことを重視す

る傾向にあることから、育児支援関係者と育児者の育児

におけるビジョンや考えにずれがあると捉え課題として

いた。

（2） 課題の抽出時に大事にしていた視点

上記の a ～ h）の課題を抽出するために活用した情報、

その情報源、および分析過程から、大事にしていた視点

として以下の 7 つが明らかになった。

1） 保健師として実際の親子の関わりや子どもの様子

などを把握した上で、親子関係、子どもの様子、子

ども同士の関わり方などを客観的に評価できる育児

支援関係者からの意見を参考にする。

2） 家族の中や、育児支援関係者と育児者との異世代

間における単なる知識・技術の違いではなく、その

根底にある価値観の違いを重視して課題として抽出

する。

3） 既存のサービスを評価した上で課題として抽出す

る。

4） 一部の意見でも町のビジョンに照らして援助の必

要性を吟味する。

5） 日頃の保健師活動で捉えている地域の特性を考慮

し、今後の課題として抽出する。

6） 育児者と育児支援関係者の子育てにおける考えの
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ずれが明らかになったことから、それぞれの立場で

の思いや状況を見極めながら課題として抽出する。

7） 一つの情報から見えてきた一側面を捉えるのでは

なく、その情報や情報源の背景を考えながら、複数

の情報を基に情報の分析を行う。

Ⅶ．考察

1． 学生が体験したトップマネジメント機能

以上の結果から、トップマネジメント機能として、組

織のトップと同等の視点に立って自分の役割の中で責任

ある最善の意思決定を基にしたマネジメントがどのよう

な働きをもって行われたのか考察する。

1） 目標の明確化

地域の課題を抽出する際には、まず始めに町のビジョ

ンに照らして、課題を明確にするための目標を決定して

いた。このように目標を明確にすることで、町のビジョ

ンに対する理解を共通のものにし、方向性を一致させて

いくことができると考える。

2） 適切な情報源の選定

次に、目標の到達に必要な情報収集のための情報源を

その適切性を判断しながら選定していた。これにより目

標に合った質の高い情報が収集できると考えられるため、

責任ある意思決定を行うために必要なトップマネジメン

ト機能であると考える。

3） 人的・物的資源の役割・機能の把握および活用

情報源を確保するためには、日頃から地域での子育て

に関係する組織や個人あるいは施設等の役割・機能を把

握しておく必要がある。それらの役割・機能を十分に把

握しておくことで、効果的に活用していくことができる

ため、責任ある意思決定には必要な要素であると考える。

4） 効果的な情報の収集・活用

情報源としての適切性を判断して情報を収集していた

ことと、目標に合った情報を収集していたことから効果

的な情報の収集が行われていた。また、課題を抽出する

際には判断根拠を明確にして情報を活用していたことか

ら、効果的な情報の活用が行われていたと考える。

5） 包括的な情報の分析

アセスメントの車輪を用いたことから地域の情報を多

角的に収集することができた。しかし、その情報を活用

していく際には、1 つの情報から判断につなげるのでは

なく、その情報や情報源の背景を考慮しながら複数の情

報を基に分析していくことが必要であった。つまり、地

域の子育てに関係する諸条件をシステム的に捉える包括

的な情報の分析であったと考える。

6） 評価とフィードバック

課題を抽出する過程では、既存のサービスの評価が行

われていた。これにより、既存のサービスの見直しの方

向性とこれから必要なサービスが何かを考え、地域の課

題として抽出することができていた。このように、評価

をフィードバックし次につなげていくことは、意思決定

に必要な機能であったと考える。

7） 住民の視点と専門的な立場からの視点をもった判断

最後に課題を抽出する際には、一部の住民の意見で

あっても、町のビジョンに照らして援助の必要性を吟味

していた。一方、地域の特性を考慮することや情報源と

なった住民の立場や役割における思いや状況を見極め

ながら課題として抽出していた。これは、町のビジョン

だけではなく、住民の視点と専門的な立場からの視点を

もった看護専門職としての判断であったと考える。最善

の意思決定を行うためにはこの視点が必要であり、学生

が保健師として発揮したトップマネジメント機能であっ

たと考える。

2． 学生が演習形式の授業を通して体験したトップマネ

ジメント機能の特徴からみた学習成果　

ここでは、演習形式の授業を通して学生が体験した

トップマネジメント機能の特徴をあげ、本授業の成果に

ついて考察する。

1） ビジョンを大事にする姿勢をもつ

学生は、地域の課題を抽出していく過程の中で、町の

ビジョンに照らして活動目標を決定していた。また、住

民から得た課題が町としての真の課題かどうか吟味して

いくには、町のビジョンと照合しながら、住民それぞれ

がもっている価値観やビジョンを大切にしていく姿勢が

必要であった。宮崎 6）の研究でも、事業開発の過程で

その質を保証するためには、ビジョンをもつこと、ビジョ

ンに沿って計画を立て活動し、評価していくことが重要

であるとしている。このように、住民個人や町のビジョ

ンを大事にすることは、受け持ち地域の住民の健康に責

任をもつ看護専門職として、自分の役割の中で意思決定

でき、マネジメントの方向性が明確になっていくと考え
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る。既修の機能看護方法 2（組織とマネジメント）7）では、

優れた組織・チームに共通する条件として、理念・目標

の共有およびそれらと一貫性のある実践であること、ま

た、理念を実現させていくための組織への個人の貢献に

ついて学習しており、学生はこの演習を通して、理念も

しくはビジョンの意味とその役割について体得できたと

考える。

2） 情報をマネジメントする

情報を収集する際には、明確になった目標に合わせて

情報源としての適切性を判断し、情報源を選定してい

くことが必要であった。このためには、保健師が日頃の

活動の中で人的・物的資源の役割や機能を十分に把握

し、資源を有機的に活用していくことが必要である。こ

ういった基盤があるからこそ効果的な情報の収集・活用

が可能になると考える。今回は授業の一環であったため、

地域の保健師が日頃からつくっている基盤を基に行った。

それと同時に目標を明確にすることで情報収集項目も明

確になり、情報に埋もれることなく課題が抽出できたと

考える。このときに必要な視点は、満たすべき必要条件

を満足させるうえで何が正しいかである 8）。組織のトッ

プと同じ視点で課題を見出し、解決に向けた活動につな

げていくためには、幅広い視野とビジョンに照らした情

報のマネジメントが必要不可欠である。

3）意思決定に責任をもつ

地域の課題抽出過程では、目標を設定するとき、情報

源を選定するとき、情報を吟味するとき、課題を抽出す

るとき、の 4 場面で意思決定が行われていた。今回の

演習では、トップマネジメント機能がテーマであり、常

に最善の意思決定が課題であった。その意思決定を評価

することは難しいが、昨今では説明責任が重要な行政の

キーワードとなっている 9）ことからも、説明責任を果

たすために必要な根拠を持った意思決定を体験できたこ

とが成果であった。

4） 活動を評価し、次につなげていく

地域の課題を抽出するには、これまでのサービスを評

価した上で、今後の援助の方向性を見極めていく必要が

あった。事業実績や評価は、政策の企画立案・実施・評

価というマネジメントサイクルのなかで、効果を分析し

て業務にフィードバックしながら、次年度計画や他事業

へ反映させていくことが望ましい 10）。授業時間の範囲

内という時間的な制約もあり、学生は既存のサービスや

行われている事業の効果を十分に分析できていたとは言

い難いが、次につながる課題としていくために、このよ

うな機能を演習の中で発揮していた。

5） 住民の視点と専門的な立場での視点を大事にする

学生は、地域の特性を考慮することや情報源となった

住民の立場や役割における思いや状況を見極めながら課

題として抽出していた。保健師は行政に所属していても

既存のサービスの押し売りをするのではなく、住民が求

めているものを施策化していく役割を担っている。しか

し、住民の声を単純に施策に反映させるのではなく、住

民の視点に立ちながらもさらに専門的な立場での視点が

必要であり、それらの視点をもって判断し課題を選択し

ていくことが求められる。学生が発揮したトップマネジ

メント機能にも、これらの視点で意思決定が行われてお

り、トップマネジメント機能の特徴であったと考える。

Ⅷ．まとめ

地域の課題抽出過程で学生が体験したトップマネジメ

ント機能には、目標の明確化、適切な情報源の選定、人

的・物的資源の役割・機能の把握および活用、効果的な

情報の収集・活用、包括的な情報の分析、評価とフィー

ドバック、住民の視点と専門的な立場からの視点をもっ

た判断の 7 つの機能が考えられた。

また、課題抽出過程でのトップマネジメント機能の特

徴として、「ビジョンを大事にする姿勢をもつ」「情報を

マネジメントする」「意思決定に責任をもつ」「活動を評

価し、次につなげていく」「住民の視点と専門的な立場

での視点を大事にする」が考えられた。

本研究で考察したトップマネジメント機能は学生が発

揮したものであり、日常的に地域を見て地域の中で活動

している保健師と違い、限られた時間と資源の中での地

域の一場面であった。しかし、本研究によりトップマネ

ジメント機能として上記の 7 つが発揮されていたこと

が確認でき、本授業の目的であったトップマネジメント

機能の体験学習の成果であったと考える。16 年度には、

15 年度の授業評価を基に授業内容と方法の検討を行い、

15 年度の課題であった学生数に応じた適切な教員の配

置を考慮したことから異なった方法で行われた 11）。そ

こでは、看護専門職の活動の実際からトップマネジメン
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ト機能を学生自身が考察している。さらに今後は検証を

重ね、看護専門職のトップマネジメント機能を説明して

いく必要がある。
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Ⅰ．研究目的

本学では、県内の看護実践に従事する看護職の資質の

向上を意図して、現地との共同研究や看護実践研究指

導事業を実施している。A 病院は本学の実習施設で、共

同研究を実施している施設でもあるが、平成 15 年度に、

病院側から病院機能評価の一環として、患者満足度調査

の実施依頼を受けた。本学ではこれを契機に、単に患者

満足度調査を実施するだけでなく、調査結果を活用して

看護職に働きかけることにより、看護専門職として利用

者主体の看護実践を追求する意識の向上を図る方略を見

出したいと考えた。ここに、A 病院における看護実践研

究指導事業が始まった。

本事業による満足度調査は、医療サービスの対象を患

者本人のみではなく家族も含むものと考え、利用者満足

度調査として実施した。具体的には、①外来診療利用者

への調査、②入院治療を受けた患者とその家族への調査

の 2 種類で構成されている 1）。これまで、調査結果を用

いて、現地看護職との意見交換や病棟単位の業務改善を

推進する研修会などを実施してきたが、現地の看護の質

向上に貢献する効果的な方略を見出すには至っていない。

しかし、今回実施した利用者満足度調査の結果から、A

病院の看護サービスに求められることを追求することは

可能であると考える。そこで本稿では、前述②の調査か

ら、患者本人を対象に実施した調査を取り上げて、A 病

院の入院患者が抱えるニーズを整理することで、今後の

検討に資する資料を得たいと考える。

Ⅱ．方法

1．調査対象

平成 15 年 9 月 1 日から 9 月 30 日の 1 ヶ月間に A 病

院を退院した患者

2．調査方法

患者の退院時に、各病棟の看護師から、入院患者用、

家族用の 2 種類の自記式質問紙と返信用封筒を配布し

てもらい、退院後 2 週間程度で返送するよう依頼した。

患者自身が記入できない場合は、家族に代筆を依頼した。

なお、本調査に先立って予備調査を実施した。予備調

査は、患者の年代・性別・病棟を大学側が指定し、退院

間近の段階にある A 病院入院患者の中から 10 名を病院

側に選定してもらった。平成 15 年 8 月 11 日、教員か

ら対象者に予備調査の趣旨を説明して協力を依頼し、そ

の場で回答を記入してもらった。設問や選択肢に対する
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対象者の反応を踏まえて、調査項目の妥当性、表現の適

切さについて検討した。

3．調査内容

調査項目は、回答者の属性（入院した診療科・病棟、

年齢・性別、入院期間、現在の日常生活自立度）、入院

生活への満足度、看護師の対応（看護師の対応全般、退

院後の生活に関する対応について）、医師の対応、今後

の入院サービス利用意向、改善への意見（病院システム、

病院の施設・設備、病室環境、病院の食事、病院の規則、

駐車場、医師・看護師以外の職員の対応）、入院中に感

じた満足・不満足である。

回答方法は、看護師の対応および医師の対応につい

ては、「そうである」から「違う」の 4 段階を原則と

し、該当する状況が発生しないことが想定される項目に

は、「非該当」にあたる選択肢を追加した。ただし、看

護師の対応についての 3 設問は、「はい」「いいえ」の 2

択とした。入院生活への満足度は、「大変満足している」

から「全く満足していない」の 5 段階で回答を求めた。

今後の入院サービス利用意向は、「利用したい」「どちら

かといえば利用したい」「どちらかといえば利用したく

ない」「利用したくない」「わからない」の 5 択とした。

改善への意見、並びに入院中に感じた満足・不満足の設

問は、自由記述式とした。

4．倫理的配慮

調査用紙の表紙には調査目的を記述すると共に、調査

は無記名で、回答内容は統計的に処理すること、結果は

研究目的以外に使用しないことおよび連絡先を明記した。

5．分析方法

SPSS12.0J を使用して、質問項目別に単純集計した。

自由記述の内容については、ひとつの意味内容を示す記

述を 1 件として、意味内容の類似性に従って分類・整

理した。分類にあたっては、研究者間で合意が得られる

まで検討を加えた。

Ⅲ．結果

1．回収率

配布した調査用紙は 1019 部で、郵送により 332 部

返送された。回収率は 32.6％であった。回答は、全項

目に回答していない場合も回答項目毎に有効回答とした。

2．回答者の属性

回答者の基本属性を表 1 に示す。性別は、男性が

50.0％、女性が 47.3％であった。年齢は、最小が 0

歳、最大が 95 歳で、平均年齢は 55.3 歳であった。年

齢階級別では、60 歳代が 24.4％と最も多く、70 歳代

が 19.9％とそれに続き、60 歳以上の者で 55.1％に達し

ていた。入院期間は、1 週間未満が 31.3%、1 週間から

2 週間未満が 30.7％であり、2 週間未満の者が全体の 6

割を占めていた。

3．入院生活への満足度

「 大 変 満 足 し て い る 」 と 回 答 し た の は 155 人

（50.0％）、「少し満足している」97 人（31.3%）、「どち

らともいえない」41 人（13.2%）、「あまり満足してい

ない」13 人（4.2%）、「全く満足していない」4 人（1.3％）

であった。

4．看護師の対応について　

1）看護師の対応全般

4 段階回答を求めた設問に、「そうである」と回答し

た者の割合を表 2 に示した。その割合が 80％を超えた

設問は、「きちんとした挨拶」「ナースコールへの適切な

対応」「私語を慎み不用意な言動をしない配慮」の 3 項

目であった。一方、「そうである」が 70％に達していな

い設問は、「技術（注射・採血・洗髪など）が上手」「疑

問・不安・要望等への十分な対応」「予定時間通りの処置・
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表 1　回答者の属性　　　　　　　　　　       n=332
項　目 カテゴリー 度数（％）

性　別
男性
女性
無回答

166（50.0%）
157（47.3%）

9（  2.7%）

年　齢

10 歳未満
10 歳代
20 歳代
30 歳代
40 歳代
50 歳代
60 歳代
70 歳代
80 歳以上
無回答

31（  9.3%）
6（  1.8%）

18（  5.4%）
24（  7.2%）
15（  4.5%）
47（14.2%）
81（24.4%）
66（19.9%）
36（10.8%）
8（  2.4%）

入院期間

1 週間未満
1 週間から 2 週間未満
2 週間から 4 週間未満
1 ヶ月以上
無回答

104（31.3%）
102（30.7%）
62（18.7%）
56（16.9%）
  8（  2.4%）

現在の
生活自立度

自立している
何らかの介助が必要
全面介助が必要
無回答

252（75.9%）
 55（16.6%）
 14（  4.2%）
 11（  3.3%）



ケアの実施」「家族（面会者）への適切な配慮」「今後の

見通しについての十分な説明」の 5 項目であった。

他に、「自己紹介をきちんとしましたか」の問いに、

301 人（95.3％）が「はい」と答え、「看護師によっ

て対応が違うと思ったことがありましたか」の問いに、

50 人（16.7％）が「あった」と回答した。どのような

違いを感じたか記述してもらったところ、『質問への対

応や説明の態度』『言葉遣いや語調』『ケアの実施方法』『療

養に関する説明内容・対応方法』などが挙げられた。

2）退院後の生活に関する対応

看護師からの説明は 254 人（82.7％）が受けていた。

しかし、「退院準備に十分な期間をもった説明」「退院後

の生活についての具体的な助言」「必要なサービスや制

度の紹介や手配」に「そうである」と回答した者の割合

は、いずれも 70％を下回っていた。（表 2 参照）

5．医師の対応について

各設問の内容と「そうである」が占める割合を表 3 に

示した。「そうである」の割合が最も多かった項目は、「病

気が理解できるような説明」255 人（82.5%）で、この

他の 8 項目ではいずれも 80％を下回っていた。特に割

合が低かった項目は、「回復の見通しについての十分な

説明」199 人（65.7％）で、次いで「満足できる検査・
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表 2　看護師の対応に関する設問に＜そうである＞と回答した割合

看護師の対応に関する設問
a 

有効回答数

b 

＜そうである＞

c 

＜非該当＞

b
× 100

a － c

【看護師の対応全般】

きちんとした挨拶 320 278 ― 86.9%

ナースコールへの適切な対応 316 249 20 84.1%

私語を慎み不用意な言動をしない配慮 317 261 ― 82.3%

間違ったり、遅れた時などの謝罪 314 179 79 76.2%

疑問・不安等への十分な対応 312 203 8 66.8%

技術（注射・採血・洗髪など）が上手 310 192 ― 61.9%

日常生活に対する適切な援助 315 215 27 74.7%

予定時間通りの処置・ケアの実施 310 199 ― 64.2%

看護師・医療関係者とのきちんとした連携 313 218 15 73.2%

援助や処置を行なう前の十分な説明 315 238 3 76.3%

入院中の生活の送り方に対する適切な説明 312 225 5 73.3%

今後の見通しに対する十分な説明 311 215 ― 69.1%

家族（面会者）に対する適切な配慮 313 199 20 67.9%

プライバシーへの十分な配慮 310 239 ― 72.0%

【退院後の生活に関する対応】

退院準備に十分な期間をもった説明の実施 237 156 ― 65.8%

退院後の生活についての具体的な助言 248 166 ― 66.9%

必要なサービスや制度の紹介や手配 241 97 93 65.5%

表 3　医師の対応に関する設問に＜そうである＞と回答した割合

医師の対応に関する設問
a 

有効回答数

b 

＜そうである＞

c 

＜非該当＞

b
× 100

a － c

病気が理解できる十分な説明 309 255 ― 82.5%

検査・治療・処置に対する十分な説明 311 246 ― 79.1%

検査・治療・処置をする前の意向確認 306 225 14 77.1%

満足できる検査・治療・処置の実施 307 216 ― 70.4%

疑問や相談に対する十分な受け止め 308 222 7 73.8%

疑問や相談に対する満足できる対応 305 210 9 70.9%

検査結果についての十分な説明 303 226 ― 74.6%

回復の見通しについての十分な説明 303 199 ― 65.7%

退院の見通しについての十分な説明 299 213 ― 71.2%



治療・処置の実施」216 人（70.4%）となっていた。

6．今後の入院サービス利用意向

「利用したい」が 257 人（82.9％）、それに対して、「ど

ちらかといえば利用したくない」「利用したくない」が

合わせて 4 人（1.2％）であり、再利用に積極的な意向

を示した者が圧倒的に多かった。

7．改善への意見

記述の総件数、改善してほしい内容が含まれた記述の

件数、その主たる内容を表 4 にまとめた。改善につい

ての記述件数が多い項目から順に、その主たる内容を説

明する。

最も多かったのは「病院の施設・設備」の項目で、ト

イレの改善に関する意見が 73 件と際立って多かった。

主たる内容は、『洋式トイレ・トイレが少ない』『トイレ

が遠い』『狭い』などであった。次に多かった項目は「駐

車場」で、『数が少ない』『料金が高い』ため面会家族に

負担がかかることが主な内容であった。「病院の食事」

についての記述は3番目に多く、『おいしくない・まずい』

『味付けが悪い』などの指摘があった。続いて「病室環境」

として、『騒音への対策』『快適な冷房コントロール』『病

室の拡充』を求める意見がみられた。具体的な騒音の発

生源として、『同室・隣室患者』『処置台移動時』『足音』

『洗面所・トイレの水音』等が挙げられた。冷房につい

ては、『クーラー停止に伴う暑さによる不眠』『効きの悪

さ』等が指摘された。また、「病院の規則」として、『就

寝時間の延長』を求める意見が多く寄せられた。「病院

システム」の項目では、『入院費を早く知らせてほしい』

『退院手続きに要す時間の短縮』『退院時の外来予約手続

きの簡素化』など、退院に伴う手続きや支払いに関する

意見があった。最後に、「医師・看護師以外の職員の対応」

について改善を望む意見が 13 件寄せられ、そのうち具

体的な職種が明示されていたのは、『救急職員』『看護助

手』『売店店員』であった。

8．入院中に感じた満足・不満足

良かったと思うことが 136 件、不満に思ったことが

69 件あった。良かったと思うことで最も多かったのは、

『看護師の対応・態度』（50 件）で、『医師・看護師の対

応・態度』（22 件）、『職員（職種不明）の対応・態度』（21

件）と続いており、良かったことの記述全体の 77.9％

を占めていた。一方、不満に思ったことで最も多かった

のは、『環境への不満』（33 件）で、『同室者・面会者が

うるさい』（12 件）ことが多く指摘された。続いて『看

護師の対応への不満』（20 件）が多くみられ、具体的に

は、『看護師によって対応が違う』（5 件）、『不適切な技

術』（4 件）、『特定の看護師の対応への不満』（3 件）な

どが指摘された。
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表 4　改善への意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                   　単位：件

項目 記述
総件数

改善して
ほしいこと 主たる内容

病院の施設・設備 151 114 洋式トイレが少ない　　　　　　　 
トイレが遠い　　　　　　　　　　 
トイレが狭い　　　　　　　　　　 
トイレを増やしてほしい　　　　　　 
庭が狭い・ほしい　　　　　　　　　 
トイレを清潔にしてほしい　　　　　 

31
11
 8
 8
 6
 4

駐車場 120 96 駐車場の数が少ない      　　      
駐車料金が高い           　　     
一台分のスペースが狭い        　　

32
29
 8

病院の食事 143 69 おいしくない・まずい　     　　   
味付けが悪い　            　　    
貧弱な副食                　　    
ご飯の量への不満         　　     

13
13
10
 7

病室環境 118 66 騒音への対策　　　　　　　　　　  
快適な冷房コントロール　　　　　  
病室の拡充                　　 　 
同室者との問題　　　　　　　　　  

15
12
11
 5

病院の規則 105 42 就寝時間の延長
面会時間の延長

25
 3

病院システム 64 38 入院費を早く知らせてほしい　 　　　
退院手続きに要す時間の短縮　　　　 
退院時の外来予約手続の簡素化　　　 
請求書は病室へ届けてもらいたい  　 

 8
 7
 3
 2

医師・看護師以外の
職員の対応

90 13 救急職員の態度が悪い         　　  
看護助手の態度が冷たい・横柄　　   
売店店員の態度が横柄・無愛想　　   

 2
 2
 2



Ⅳ．考察

入院生活に対する患者本人の満足度は、「大変満足」「少

し満足」を合わせて 81.3％に達していることから、A

病院の入院患者は概ね入院サービスに満足していると考

えられる。しかし、「そうである」の割合が低い設問や

改善を求める自由記述がみられたので、それらを基に入

院患者本人のニーズを整理して、A 病院の看護サービス

に求められることを考察する。

1．巧みで確実な技術の提供

「技術（注射・採血・洗髪など）が上手」「予定時間通

りの処置・ケアの実施」など、他項目に比して、看護師

が提供する技術への満足が低い結果であった。自由記述

にも、『新人看護師の技術向上に努めてほしい』『もう少

しきれいに体を拭いてほしい』など不適切な技術への不

満がみられた。医療行為や看護ケアの提供は、患者の身

体に直接的な影響を与えるため、患者にとっては大きな

関心事であると考える。また、緊張して処置やケアを待っ

ている患者にとっては、予定した時間に実施してもらえ

ないことで、さらにストレスが増大することも考えられ

る。患者の苦痛や不快を少なくするためには、看護師全

員が一定水準以上の技術を提供できるよう保証すること

が求められるが、特に新人看護師においては、その技術

習熟を促す教育体制を院内で整備する必要があると考え

る。

2．疑問や不安が容易に表出できること

看護師の対応では、「疑問・不安等への十分な対応」

について「そうである」とした割合は 66.8％、医師の

対応の「疑問や相談に対する満足な対応」では 70.9％

となっており、患者の疑問や不安に十分な対応がされて

いない可能性がある。また、自由記述から、『尋ねやす

い雰囲気をつくってほしい』『忙しそうで聞きづらい』

などがみられ、患者が疑問や不安を訴えにくい雰囲気が

あることも考えられる。患者はわかりやすい説明を受け

ることを期待しているが、忙しそうだから、悪いからと

医療者に遠慮する気持ちがあることが確認されている 2）。

また、専門家と圧倒的な知識格差のある患者が、医療者

に適切な質問をすることは困難であり、医療者の方から

質問を引き出すような対応が求められる。

3．治療の効果や意味が実感できること

「病気が理解できる十分な説明」「検査・治療・処置に

対する十分な説明」「検査・治療・処置をする前の意向

確認」に「そうである」と回答した割合に比して、「満

足できる検査・治療・処置の実施」に「そうである」と

した割合が低かった。これは、病気や治療方針について

理解できる説明を受け、意向確認をした上で検査や処置

が実施されても、患者が満足できない場合があることを

示唆している。満足度は期待値との関係で決まる特質が

あるいわれており 3）、検査や処置に伴う苦痛が想像より

大きかったり、期待したほどの効果が実感できない場合

に、患者の満足度が低くなることが考えられる。つまり、

行なわれた検査・治療・処置への満足には、検査や処置

にかかわる技術の巧みさだけでなく、患者が、その効果

や意味を実感できることが重要であると思われる。病状

によっては、適切な治療が行なわれても患者が期待する

ほど回復しない場合もあり得るが、治療に対する患者の

期待や受け止めを確認して、患者にとって意味が見出せ

るように支えることが必要であろう。

4．入院時の生活環境の整備

『洋式トイレが少ない』『遠い』『狭い』、『処置台移動時』

『洗面所・トイレの水音』による騒音、『クーラー停止に

伴う暑さによる不眠』『効きの悪さ』など、患者として

病室に寝起きすることで感じた具体的な指摘が多かった。

また、排泄や睡眠など人間の基本的欲求の充足を阻害す

る環境の存在が示唆された。生活環境は病気の回復過程

に影響を与えるので、看護師には、患者の視点から病室

や病棟の環境を評価して、個々の患者に応じた配慮をす

るとともに、建物の構造や設備などアメニティーの改善・

充実に向けた提言をすることが求められる。

5．退院後の生活支援の充実

退院後の生活に関する看護師の対応に、「そうであ

る」と回答した割合は、いずれも 70％を下回り、退院

指導の実施時期・助言の内容・社会資源の利用支援の面

で、患者のニーズに十分応えられていない可能性が示唆

された。本調査では、退院後 2 週間頃に回答を返送す

るよう求めており、この結果には、実際に在宅生活を再

開して感じたことが反映されていると思われる。そもそ

も、退院後に患者が困らないようにすることは、入院サー

ビスを提供する医療機関の責務であり、病棟看護師には、

患者の退院後に生じる問題を的確にアセスメントする能

力が必要である。そのためには、自らが行なった退院支
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援を評価する取り組みが不可欠だが、実際には、病棟看

護師が退院した患者の生活状況を直接把握できるチャン

スは少ない。退院支援の充実を図るためには、在宅ケア

に従事する看護職や外来看護師と連携して情報を得るな

ど、病棟外の援助関係者と協働する取り組みが求められ

る。

6．退院にかかわる事務手続きの改善

『入院費を早く知らせてほしい』という意見が多くみ

られ、支払うべき金額が予測できないため、不安な気持

ちで退院を迎えていることが示唆された。また、『退院

手続に要す時間の短縮』『退院時の外来予約手続きの簡

素化』を求める意見もみられ、退院にかかわる事務手続

きが不快な体験になっている可能性がある。問題解決に

向けての取り組みは、事務職を中心とした関係者による

べきではあるが、退院支援の第一歩として、看護の立場

からも事務手続きに関心をもち、事務関係者による改善

の歩みを見守る必要があると考える。

Ⅴ．まとめ

地域の中核的な総合病院である A 病院で行った、入

院患者を対象とした満足度調査の結果から、入院サービ

ス利用者のニーズを整理した。その内容は、①巧みで確

実な技術の提供、②疑問や不安が容易に表出できるこ

と、③治療の効果や意味が実感できること、④入院時の

生活環境の整備、⑤退院後の生活支援の充実、⑥退院に

かかわる事務手続きの改善、であり、技術・ケアの提供

から入院環境、事務手続き、退院後の生活までに及ぶ広

範なニーズの存在が確認された。これらのニーズに対応

するため、A 病院の看護サービスに求められることとし

て、①看護師全員が一定水準以上の技術を提供すること、

②患者の疑問や不安を引き出す対応、③患者の治療過程

への主体的参加の支援、④患者の視点からの環境評価に

基づく個別的配慮とアメニティーの改善、⑤在宅ケア従

事者との協働による退院支援の評価、⑥事務手続きも含

めたサービス評価の視点、が必要と考えられた。

本調査の回収率は 32.6％に留まっており、得られた

回答に偏りがある可能性は否定できない。しかし、その

内容には肯定的・否定的意見の両者が含まれていること、

今回整理した入院サービス利用者のニーズは、患者が入

院に伴って体験する一連のプロセスに対応していること

から、およそのニーズは整理できたものと考える。今後

は、入院患者の家族、外来診療利用者を対象とした調査

結果と合わせて検討を行い、A 病院の看護サービスに求

められることを総合的に追求する必要があると考える。
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Ⅰ．はじめに

本学は、平成 12 年度の開学以来、県内看護職と連携

して県民の健康と福祉への貢献を視野に入れた看護実

践の改革を行い、大学の地域基盤づくりを行う事を大学

の理念として一貫して追求している。この取組みを効果

的に促進するために、平成 15 年度に看護研究センター

（以下、センターとする）を設置し、専任教員 3 名（助

教授 2 名、講師 1 名）を配置して、大学と県内の看護

実践の場や看護職とを繋ぐ方法を追求する体制をつくっ 

た 1）。

看護職者との連携は、学部・大学院を含む大学組織に

おいて、個々の教員又は講座単位で行う活動だが、本学

では、特にセンターの研究等の活動を通して意図的に取

り組むことで、本学固有の教育・研究・社会貢献活動の

基盤の発展を計画的・組織的に拡充し、大学理念の実現

を目指している。センターは、教授会の下部組織である

研究交流促進委員会と常に連携して、全教員が県内の看

護職に直結した教育・研究・社会貢献活動を実施するこ

とを推進するものである。

本学の教育・研究・社会貢献活動が大学の理念を具現

化するものであることを示したのが図 1 であるが、セ

ンターは、本学の教育・研究・社会貢献活動の活動同士

の関連及び看護職との連携を強化して大学活動を効果

的・組織的に促進していく役割や大学理念の実現のため

に県内看護職の研究ニーズや看護生涯学習支援ニーズを

把握し、それに基づく本学固有の大学活動のあり方を追

求していく役割をもつ。

今回は、センターの活動毎に分けて、活動実績と今後
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図 1　看護職と連携した大学活動を通して実現を目指す大学の理念
　　図 1　看護職と連携した大学活動を通して実現を目指す大学の理念
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の課題について報告する。

Ⅱ．県内看護職者との連携方法の開発に向けたニーズ

把握

看護職者とのさらなる連携強化に向けて、大学として

取り組むべき研究・看護生涯学習支援ニーズを明らかに

し、本学全体の教育・研究・社会貢献活動をより充実・

発展させるための連携方法の開発に取り組んでいる。

1．活動実績

1）共同研究の実施方法改善のための調査

（1）平成 14 年度から共同研究が継続されており（あ

るいは 3 ヵ年継続）、かつ領域別実習・卒業研究を行なっ

ている施設に関与している本学教員を対象に面接調査を

実施し、共同研究が実習にどのように活かされているか、

どうすれば共同研究を実習に活かせるか等を聴取した 2）。

その結果は、平成 15 年 12 月の学内交流会で報告して

全学的に共有し、グループディスカッションの素材とし

た。

（2）平成 14 年度から継続している、あるいは 3 年間

継続した共同研究 24 件中、教員から推薦があった 15

件の共同研究者である現地看護職者を対象とした面接調

査の結果、次の 5 つの課題：①現地側との意思疎通を

図ること、②研究結果の実践・教育への活用を考えるこ

と、③共同研究実施のための環境整備を行なうこと、④

組織の了解を得ることの意味を再確認して実施すること、

⑤名前だけでなく実質的な参加を得ることが確認され 

た 3）。これらについては、学内交流会で報告し全学的に

共有するとともに、当該研究を継続実施中の教員に対し

ては、現地看護職の意見を具体的に返し、今後の方策を

話し合った。これらの分析結果は 16 年度の学内交流会

で報告し、更にグループディスカッションにおいて共同

研究と実習を意図的に関連づけていくことの重要性を全

学的に確認することができた。

2）科研費の活用による地域基盤づくりの研究

センター 4 名･地域基礎看護学講座 2 名･機能看護学

講座 2 名･育成期看護学講座 1 名･成熟期看護学講座 2

名で構成するメンバーで、平成 16-18 年度科研費（基

盤研究Ｂ）の助成（研究代表者：平山朝子）を受け、「地

域貢献に直結した大学の基盤及び体制づくりの方法に関

する研究」として、平成 16 年度は、（1）～（5）の事

項を実施した ｡ なお、センター教員は、本研究全体の企

画・実施・調整や経費管理に責任を持ち、本研究の推進

を促す役割を果たした。

（1）公立の看護大学としての地域貢献の現状と課題

の追求：　先発の公立大学における看護学分野の地域貢

献の現状を把握し、地域との連携を促進する有効な方法

と学内での連携･調整のあり方を改善することを目指し

て、高知女子大学･三重県立看護大学･青森県立保健大学

を訪問し、互いの現状報告と意見交換を行う交流会を実

施した ｡

（2）看護学実習における実践の場への影響調査：　

大学と地域施設の関係は、看護実習の受け入れ経験があ

る、あるいは学士課程の卒業生を就業させている施設と、

これらの経験を持たない施設とでは異なることが考えら

れる ｡ そこで、今回は、看護学の学士課程教育の歴史が

ある大学の実習施設を例にして、実習などの受け入れが、

看護実践の場にどのような影響を与えているかを調べた。

本調査は、平成 17 年度にも実施して、結果を分析する

予定である ｡

（3）看護実践研究指導事業が看護実践の場に与えた

影響調査：　4 テーマ（過疎地域の看護活動の充実、特

別養護老人ホームの看護活動の充実、モデル病院、岐阜

県看護実践研究交流会会員への研究支援）について、各

テーマ責任者と面接し、①実践の場に与えた影響、②教

育活動や共同研究活動との関連等を調べた。また、平成

12 年度から 15 年度まで継続して実施した 2 テーマ（過

疎地域の看護活動の充実、特別養護老人ホームの看護活

動の充実）の研修を受けた現地看護職を対象に面接聞

き取り調査を行い、①研修を受けて良かった点・良くな

かった点、②実践への影響、③研修の改善すべき点等を

調べた。なお、聞き取り結果はテーマ責任者に個別に返

し、研修のあり方を一緒に検討した。

（4）遠隔施設との共同研究・教育活動の効果的展開

方法の開発：　遠隔地の施設の中でも、共同研究・教育

活動において教員が頻繁にかかわっている岐阜県立下呂

温泉病院をモデル的施設として TV 会議システムを導入

し、共同研究の相談や事例研究を実施した ｡

（5）看護生涯学習支援ニーズ調査：　岐阜県下の看

護職者の看護生涯学習支援センターとしての本学の役

割・機能を検討するために、県内看護職者を対象に、看
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護生涯学習に関するニーズ調査（質問紙法）を実施した。

なお、引き続き平成 17 年度に分析を行なう。

（6）広域的地域健康危機における大学の機能・役割

の検討

平成16年度科研費（萌芽研究）の助成を受け、センター

のメンバー 4 名（研究代表者：岩村助教授）で取り組んだ。

本研究は、広域的地域健康危機における看護系大学とし

ての本学のあり方や位置づけを明確化し、地域に対する

責任性のもと大学として果たすべき機能・役割や看護職

者との連携方法を模索するものである。

また、本学の災害時の対応（実習時の連絡、学生の安

否確認方法等）を実習調整委員会、学生生活委員会、事

務局と連携して検討し、申し合わせ事項を作成した。

2．課題

看護職者との連携強化の改善策の全学的取組みの推

進；センターとしては、内部の各講座の取組み（教育・

研究・社会貢献活動）などとの関連で、各調査において

明らかになった現状と課題を分析し、大学として取り組

むべき研究ニーズや看護生涯学習支援ニーズを明らかに

する必要がある。また、実施した各調査の結果や他大学

の状況について、学内交流会で情報を共有し、意見交換

を行う等、看護職者との連携強化の方法について検討す

る場を設ける。さらに、本学と看護専門職者の連携のあ

りようや連携強化の方法を具体的に検討するために、県

の医療整備課や健康政策課、看護協会、看護職能団体等

の看護職代表者と調査結果をもとに意見交換をすすめる。

センターは、学内交流会や看護職代表者との検討結果を

基に各講座や各種委員会に諮り、看護職との連携強化に

関する改善策を全学的に実行できるよう調整し、組織的

な取り組みとしての大学活動の基盤づくりを推進する必

要がある。

研究活動と教育活動との関連強化の推進；共同研究を

行なっている教員や現地看護職への聞き取り調査の結果

から、共同研究と教育との意図的な関連づけが十分な

されていない現状が明らかになった 4）5）。しかし、共同

研究と教育活動を関連づけ、相互作用により両者の活動

を充実・発展させることは重要である。とりわけ、学生

が共同研究と看護実践改革の関連を現地で実際に確認し、

実践改革を追求するための研究のあり方を学ぶことは非

常に意味深い。センターとしては、共同研究と教育活動

を関連づけ相乗効果を意図して両者のプログラム構築を

していくプロセスと必要な教員の能力を実践例から明ら

かにし、看護職との効果的な連携方法の開発に取り組む

必要があると考える。

Ⅲ．看護演習・実習フィールドの現状分析と学内共有

体制の確立

1．活動実績

看護演習・実習（卒業研究を含む）と共同研究事業の

関連性を意識して教育・研究活動を推進するために、共

同研究施設における演習・実習の実施状況を明示した一

覧表を毎年作成し、学内交流会で全学的に共有した。ま

た、地図関連ソフトを活用し、演習・実習施設だけでな

く、共同研究事業や看護実践研究指導事業で関わる施設

を岐阜県の地図上にプロットして図示した。これは、本

学と県内看護職の関わりを視覚的にわかりやすく示すも

のであることから、本学学生および外部からの来校者と

現状を共有するために、地図上にプロットした大きなパ

ネルを就職支援室の前に掲示した。

2．課題

大学の地域基盤に関する情報の総体化への取組み；今

後は、演習・実習施設のデータと共同研究事業や看護実

践研究指導事業のデータ、卒業生及び看護学研究科学生

の就業情報等を統合させたデータベースシステムの構築

をすすめていく。そのために、データベースの活用目的

の明確化および内容の精選が重要となるため、研究交流

促進委員会や教務委員会、実習調整委員会と連携して

データ管理システムのあり方を検討し、全学的方針の中

でデータベースが有機的に機能して、看護職との連携強

化が図られることを促進していく必要性があると考える。

なお、県内看護職が気軽にアクセスして、共同研究の内

容や成果を閲覧できるデータベースシステムの構築も視

野に入れて、今後の検討をすすめていきたい。

Ⅳ．共同研究事業の充実に向けた運営

1．活動実績

1）実施計画の策定

前年度の予算措置要求（例年 8 月末）には、研究の

学内公募を行い、予算計画づくりをした。次いで、4 月

には、再度、実施計画を学内から募集した。平成 16 年
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度は申請 28 題について、応募要件への適合性の判断を

中心として、個々の計画書の予備審査を行い、研究交流

促進委員会に諮った。

2）自己点検評価の推進と総括

平成 15 年度末に実施した現地側共同研究者及び本学

教員の自己点検評価内容を集約・分析し、その結果を研

究交流促進委員会に諮り、平成 16 年度の学内交流会で

全学的に共有した。なお、15 年度の自己点検評価の分

析結果では、現地看護職・教員ともに、共同研究が援助

方法・内容の充実につながっていることや大学の学士課

程教育に直結した成果もあることが確認された 6）。

3）研究関係者の意見交換の場づくり

研究交流促進委員会をバックアップして、「共同研究

報告と討論の会」の企画・運営・実施を行なった。平成

16 年度は、その会に 182 名の参加があったが、参加者

のアンケート結果の集約や参加者からの申し出があった

共同研究希望者への対応として教員と希望者をつなげる

等の調整を図った。なお、参加した看護職は、病院に勤

務する看護師が約半数を占め、参加者の所属や職種に著

しい偏りが見られた 7）。

4）報告書の作成と成果の公表

研究交流促進委員会の企画に基づくが、センターは報

告書の編集・発注等の作業を分担・サポートし、報告書

を刊行・配布した。

2．課題

共同研究の申請課題の審査結果については、従来、研

究交流促進委員会において公開し、委員が講座に報告す

る形式をとってきたが、審査方法の透明性を高める必要

があるため、平成 17 年度からは、査定手順および申請

額から査定額への減額理由の説明を申請教員へ確実に返

していくこととした。

現地側共同研究者の面接調査から明らかになった課題

に対しては、従来どおり研究交流促進委員会と連携して、

共同研究事業の基本路線の徹底を図る方策を検討し、学

内交流会において、共同研究のあり方についてのディス

カッションを全学的に重ねていく。また、現地側共同研

究者の職場内において研究成果の共有を図るために、共

同研究施設での報告会の試行等を推進し、共同研究事業

の充実・発展を促す必要がある。

共同研究報告と討論の会は、参加者の職種や所属に偏

りがあり、参加者数の変動も著しい。そこで、平成 17

年度には、参加者の構成分析を行い、県内看護職に対す

る共同研究事業の浸透に向けた効果的な方法について検

討をすすめていきたい。

Ⅴ．看護実践研究指導事業の推進

1．活動実績

1）実施に向けた調整

本事業は、県内看護職が大学の知的資源を活用して自

己学習や業務改善ができるように、看護の実践研究指導・

研修を行なうものである。そこで、本事業の学内公募を

行い、事業申請者から提出された実施計画案を基に、本

事業の予算計画を作成した。次いで、事業申請代表者と

の事業調整会議において目的や実施方法の確認、課題の

検討を実施して本事業の企画・調整を図った。平成 16

年度は、平成 15 年度に引き続き、4 題（過疎地域診療

所利用者への看護活動の充実、病院利用者の満足度調査

から導く看護実践の改善、岐阜県看護実践研究交流会会

員への研究支援、介護老人保健施設の看護活動の充実）

が採用された。

研究支援事業は看護実践研究指導事業の一つであるが、

センター教員は、県内看護職の自主組織である交流会と

本学教員の調整を図った。研究支援の実績は、平成 15

年度は 9 題の申し込みがあり、そのうち 7 題が研究支

援の適用となり、平成 16 年度は 7 題の申し込みのうち

6 題が適用となっている。よりよい研究支援のあり方を

追求するために、1 年間の研究支援が終了した看護職及

び研究支援を行った教員に対して自己点検評価の記入を

依頼している。今後の課題として、研究申し込み者の病

院以外看護職への拡大、研究支援申し込みから支援適用

までの短期間化、看護職との連絡が取りやすい情報環境

の整備、具体的な研究支援方法の周知等があげられてい

る 8）。

2）充実・改善に向けた検討

（1）事業担当者との検討会

平成 16 年度は、平成 15 年度の事業ごとに担当教員

と検討会を実施し、本事業が看護活動の場や教育・研究

活動に与えた影響、今後の課題、充実・発展させるため

の方策についてディスカッションを行なった。

その結果、本事業が看護実践の場に与えた影響として、
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研修を受けた看護職が家族を援助対象として認識するよ

うになったこと、高齢者施設で死の看取りを行なう動き

が出てきたこと、看護実践を振り返るきっかけづくりに

なったこと等があげられた。また、本事業で得られた情

報が本学の学士・修士課程の授業素材として活用されて

いること、教員と看護職との信頼関係の構築が実習や卒

業研究の円滑な受け入れに結びついていること等を確認

した。一方で、研修対象である現地施設が遠隔地である、

ワークショップ研修での看護職の発言が少ない、研修後

のフォローアップが必要、臨床分野以外からの研究支援

申請が少ない等の課題が出された。

（2）研修を受けた看護職の効果の追跡

本事業の研修が看護実践の場に与えた影響を明らかに

するために、平成 13 年度より継続しているテーマ 2 題

（過疎地域診療所利用者への看護活動の充実、特別養護

老人ホームの看護活動の充実）の研修を受けた看護職を

対象に面接聞き取り調査を行なった。その結果、研修に

よって看護活動の振り返りができており、他者から活動

を認められることが看護職の自信につながっていること

や実践の改善意欲を高めていることが明らかになった。

2．課題

本事業担当者との検討会で出された課題に関して、解

決に向けた方策を具体的に検討し実施する必要がある。

特に、現地施設が遠隔地の場合は、TV 会議システムの

導入を検討し、現地の環境確認や設定に関する調整を事

業担当教員とすすめていきたい。

年度末に、事業担当教員に自己点検評価の提出を求め

ているが、その結果を基に次年度の事業計画づくりを検

討していきたい。なお、平成 17 年度からは、研究交流

促進委員会において本事業の検討も行うことになったの

で、研究交流促進委員会と連携して本事業の調整・支援

を図っていくことが重要と考える。

Ⅵ．岐阜県看護実践研究交流会の活動支援

1．活動実績

岐阜県看護実践研究交流会（以下、交流会とする）は、

平成 15 年に発足した県内看護職の自主組織であるが、

本センターは研究交流促進委員会とともに、毎年 8 月

に実施される交流集会の企画準備・実施のサポート、交

流会と本学教員との橋渡しや調整、年度末の交流集会報

告書の刊行をバックアップしている。そのため、交流会

役員会において一緒に話し合いながら活動支援をしてい

るが、平成 16 年度は、研究交流促進委員会メンバー 1 名、

本センター教員 1 名の計 2 名が毎回の役員会（計 6 回）

に出席した。

2．課題

交流会員は、病院に勤務する看護師が約 7 割を占め、

施設の種類や職種に偏りがあることから、病院以外の施

設に勤務する多様な看護職に対する PR 活動として、今

後も学内教員の協力を得て、実習依頼時等に交流会の活

動について周知してもらうことを継続して推進していく

ことが重要である。また、実践上の課題をいかに研究的

に取り組めばよいのか、漠然とした研究課題をどのよう

に明確化すればよいのか等、大学教員から研究支援を受

ける以前の段階で悩んでいる会員がいるとの声が交流会

の役員から聞かれるので、会員の潜在的な研究支援ニー

ズを明らかにして、今後の交流会の活動のあり方を役員

と具体的に検討していく必要がある。

Ⅶ．卒業生の就業支援

1．活動実績

平成 16 年 3 月に第 1 期生 82 名が卒業したが、セン

ターでは、卒業生が仕事上の不安や悩みを気軽に相談で

きる場を月に 1 回（第 3 水曜日の 15：00 ～ 19：00）

設け、センター教員による「卒業生のためのキャリア支

援」を平成 16 年 4 月から開始した。気軽に来学してほ

しいと考え、事前の予約なしで受け付けているが、平成

16 年度の利用者は 1 名であった。

2．課題

「卒業生のためのキャリア支援」は利用者がほとんど

いないのが現状であるため、今後は、就職・進路対策委

員会等と連携して、本活動のあり方を含めて卒業生の就

業支援を検討していく必要があると考える。

Ⅷ．その他

教育研修や本学の県内看護職との活動に関する面接調

査を目的として来学した、看護系大学（国立大学 1 校、

県立大学 1 校）の教員を対象に、大学と地域との関係

やその発展を目指した取組みとしての共同研究事業・看

護実践研究指導事業の目的・活動実績・課題、センター
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の役割等について説明し、看護系大学としての地域貢

献のありようや看護職との連携方法についてディスカッ

ションを行った（計 3 回）。今後も、他大学教員との交

流の機会を大事にし、本学の活動についての貴重な意見

をセンターの活動に反映させていきたいと考える。

なお、「地域貢献と一体化させた大学の教育研究活動」

をテーマとして、平成 16 年度の現代的教育ニーズ取組

支援プログラムに申請した。その結果、採択はされなかっ

たが、看護実践現場と大学の連携強化の効果的方策や本

学の地域貢献のあり方を再考する貴重な機会となった。

Ⅸ．終わりに

以上、平成 15 ～ 16 年度のセンターの活動実績と課

題について述べたが、今後のセンターの活動として、モ

デル施設づくりによる大学活動の発展・拡充の促進に取

り組みたいと考えている。例えば、演習・実習施設であり、

かつ共同研究も実施しており、大学院生や卒業生も勤務

しているなど、本学とのかかわりの深い看護実践施設の

中からモデル施設を選定して、さらに連携を深めていき、

看護実践の改革を推進しながら本学の教育・研究活動の

発展・拡充につなげていくことは、本学が追究する大学

の理念を実現するために非常に効果的と考える。そこで、

センターとしては、研究交流促進委員会と協力してモデ

ル施設を選定し、当該施設看護職との独自の連携方法を

開発していき、大学活動を発展・拡充させる効果的な方

法を今後さらに追求していく必要があると考える。

本報告は、センターの活動を分析し、その評価を十分

行なうまでには至っていない。よって、今後は、センター

が本来の機能・役割を十分果たしているのか、目標到達

度はどうなのか等の視点からセンターの活動を分析・評

価し、センターとしての活動成果と課題をより明確に提

示していきたい。

なお、本報告は、自己点検評価報告（平成15～16年度）

に加筆・修正したものである。
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Ⅰ．序章

1．現代生活とクロニックイルネス

現代に生きる私たちにとってのクロニックイルネス

（chronic illness：慢性の病い）は、他の誰かの事柄な

のではなく、自分自身の事柄であると言えるであろう。

1900 年代後半における医療技術のめざましい進歩に

よって、生命維持装置などの医療機器が発達し、多種類

の医薬品が続々と開発され、これらの医療機器と多様な

医薬品を用いることで高度医療の発展という時代を迎え

た。急性疾患に伴う生命の危機的状況の多くは克服され

るようになり、医療技術の進歩から私たちは多くの恩恵

にあずかった。しかしながら、生命の危機的状況を克服

した人々がすべて元のその人の状態に回復あるいは治癒

するかといえば、必ずしもそうではなく、慢性的状況に

移行することが多いのも現実である。

すなわち、現代に生きる私たちは誰もが病気になる可

能性があり、同時に誰もが病気の慢性的状況に至る可能

性がある。特にわが国においては、人口の高齢化がすす

むと同時に生活習慣の変化などに伴って慢性疾患に罹患

する人々が増加し、平成 14 年厚生労働省「患者調査」1）

によれば、高血圧性疾患 698.5 万人、糖尿病 228.4 万人、

脳血管疾患 137.4 万人、および虚血性心疾患が 91.1 万

人に上り（主要傷病別総患者数）、このような疾患だ

けで国民の 10％が罹患していることになる。そのため、

クロニックイルネスとともに私たちが毎日の生活をどの

ように送るかを考えることは、現代に生きる一人ひとり

にとって、避けることのできない事柄であると言えよう。

2．クロニックイルネスとともにある生活における心理

社会的サポートの必要性

クロニックイルネスにおいては、病気の状態管理のた

めに、生活の中で多くの対応が必要となる。それは自

分の病状に適した食事であったり、身体活動であったり、

服薬などの医療的対応などである。これらは、一定の期

間だけ実践すればよいというものではなく、多くの場合

は一生続けることを求められる。そのため、たとえば食

事に関することであっても自分ひとりですべてを管理

できることはほとんどない。食事は栄養摂取の一手段で

あると同時に、社会生活を営んでいる私たちにとっては

家族との団欒の場であるとか、社会的役割を伴った仕事

や社交の場であるという特徴がある。自分の病状に適し

た食事を長期にわたって続けるためには、家族の協力や

支援が必要であることや、会食などの社会的状況では社

会の人々の理解が必要となることが多い。しかしながら、

今日のわが国においては、家族や社会の協力が十分に得

られないこともあり、自分の病気についての言いづらさ

に直面したり、なぜ自分だけがこのような病気になった

のかとか、この先どうなるのかなど心理社会的負担を抱

くこともある。

そのような場合、たとえば、生活の中で続けていくた

めの支援方法として健康教育が行われ、病気のコント
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ロールがなぜ必要であるか、どのような方法が適切であ

るのかという説明などが行われる。しかし、保健医療職

者から一方的な知識提供に終始することもあり、その個

人が現実の毎日の生活の中でどのようなコントロールが

可能なのかという重要な点に繋がらないことも多い。そ

のため、個人の生活を基盤とした支援方法が求められて

いる。

2003 年のソルトレークにおいて開催された AADE（米

国糖尿病教育者学会 American Association of Diabetes 

Educators）の年次集会において、Rosengren はクロニッ

クイルネスを持つ人々の心理社会的側面を理解した上

で自己管理を支援するひとつの技法として motivational 

interviewing を紹介した 2）。薬物依存の治療の中でこの

技法を多く用いてきた Rosengren は、Prochaska による

変化ステージモデルと統合させて紹介している。

筆者らは、その後約 2 年にわたって motivational 

interviewing について調べ、2005 年の 8 月には、Miller

と Rollnick が発展させたこの技法を糖尿病領域に適用し

ている Welch 博士と Rose 博士にスプリングフィールド

（米国マサチューセッツ州）にあるベイ・ステイト・メディ

カルセンターでお会いすることができ、実践活動に用い

ている看護師、栄養士、および研究に携わっている心理

学者とともに話し合う機会を得たので、この技法につい

て紹介しようと思う。

Ⅱ．Motivational Interviewing の歴史と理論的基盤

1．歴史的経緯

精神療法医である Miller は今から 20 年以上を遡る

1983 年に motivational interviewing に関する最初の

論文を発表した 3）。その後 85 年、87 年、88 年に続

けて論文を発表し 4）~6）、1989 年には心理学者である

Rollnick とともに、motivational interviewing の初版本

を出版した。初版本は、そのほとんどが Miller の専門

とするアルコール依存や薬物依存などのアディクション

の治療に関するものであったが、その後、この技法は保

健医療やソーシャルワークなど幅広い領域で用いられる

ようになり、11 年後には第 2 版が出版されるに至った。

第 2 版では、motivational interviewing の理論的な基盤

とこの技法における重要な考え方が紹介されるとともに、

実践における適用についての章が含まれ、25 章からな

る重厚な内容となった 7）。

その後 motivational interviewing は、米国糖尿病学

会、北米肥満学会、および糖尿病行動研究会において関

心が高まり、訓練方法としての MI 訓練ネットワークが

1995 年に開始され、この時点から実践者と研究者が共

同で情報を共有できるようになった。このネットワーク

は、motivational interviewing をさらに広げる大きな役

割を果たし、情報、研究、訓練の機会を多くの人々に提

供することになった。また、1998 年には motivational 

interviewing についてのビデオが出版され、このビデオ
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図 1　” motivational interviewing” の検索（CINAHL）



は、中国、イタリア、フランス、ポルトガル、スペイン、

ドイツなど世界各国で翻訳出版されている。

1980 年 代 か ら の motivational interviewing に

関 す る 文 献 を 調 べ て み る と（CINAHL1982-2005、

MEDLINE1984-2005）、年次的に増加がみられる（図 1、

図 2）。また、クロニックイルネスあるいは慢性疾患に

おいては、アルコール依存や禁煙に関するものが多くみ

られ、2000 年代では、糖尿病 8）、精神疾患 9）などに関

する論文が発表されている。さらに、看護に関連する文

献では、1994 年の薬物依存 10）と禁煙 11）に関する報告

から始まり、2000 年代には心臓疾患 12）,13）、禁煙 14）,15）、

アルコール依存 16）、精神疾患 17）などに関する報告がある。

わが国における紹介は少ないが、2000 年には永田

が神経性食思不振症患者に試みた実践例を報告し 18）、

2003 年には及川らがコンピュータを利用しながら糖

尿病患者 9 名に適用した結果を報告し、心理的負担感

の有意な低下を指摘している 19）。さらに、その同年に

岡嶋らは遺伝カウンセリングに用いた例を報告してい 

る 20）。しかし、いずれの場合も、採用した motivational 

interviewing の具体的な方法については説明されていな

い。

2．Motivational Interviewing の定義と理論的基盤

motivational interviewing は、「クライエント中心的技

法であり、アンビバレンス（反対感情の並存）を探り、

解決することによって、変化への内在的なモチベーショ

ンを高めるものである」として定義づけられている 21）。

Interviewing とされているのは、これが療法（therapy）

とか治療（treatment）などではなく、「inter‐view（・・・

と一緒に見る）」を意味するものであり、何かを一緒に

見る、あるいは誰かが語りその語りを他者が親しみ深

く、個人的な関心をもって聴くことを意味する。それゆ

え、検査とか治療とか療法とは異なる。

先に述べたように、motivational interviewing は広い

範囲に適用されてきている。これは、エビデンスに基づ

く一貫性のあるアプローチであり、行動の変化を視野に

入れた技法であり、習得することが可能で、これまでに

すでに存在する心理療法的モデルや健康行動変化理論

などに基づく複合的な哲学と原則をもった技術であると

されている 22）。最も重要な基盤であるところの、患者

中心に考えること、共感（empathy）に焦点をおいてい

ること、および反映（reflection）の技法を重要視する

ことなどは、C.Rogers のクライエント中心療法に基づ

いている（註 1）。同時に C.Rogers の信念であるところ

の「生きる力 force of life」、すなわち人々がもつ自己実

現する力を信じることに強調点がおかれている。これ

は、彼の基本的な姿勢であり、人は誰でも最終的には自

分で物事を決定する力をもっているとされており、支援

する者はその個人の可能性を信じることに大きな意味が

ある 23）。影響を与えたその他の理論には、Bem の自己

知覚理論 24）、Janis の意思決定バランス理論 25）、および
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図 2　” motivational interviewing” の検索（MEDLINE）



Prochaska と DiClemente の変化ステージモデルなどが

ある 26）。

Ⅲ． Motivational Interviewing のスピリットと技法

1． Motivational Interviewing スピリット

motivational interviewing は、この技法を実践するこ

とにおいて忘れてはならない精神的な基盤をもっている。

それらは、協働（collaboration）、喚起（evocation）、そ

して自律（autonomy）である。スピリットの中で最も

重要な要素は協働であり、実践者と対象者との関係は同

じ水平的立場に立つ。インタビュアーあるいは実践者は、

肯定的な人間関係的環境あるいは雰囲気を創り出す。

第二の要素は喚起（呼び起こすこと）であるが、協働

しようとするときの実践者の姿勢や声の調子は、知識や

洞察や現実についての何かを他者に授けるというもので

はない。そういうものはその人自身から生まれるものだ

からである。これは従来の教育の中に包摂されているよ

うな、対象者は知識や洞察や技術が不足しているという

立場とは一線を画する。

第三の要素は自律である。変化に対する個人の能力を

信じること、および個人の自律性を尊重することである。

対象者が話をするかどうかは自由であり、何からも束縛

されない、何について語るかはその個人の選択であり、

決定である。それゆえ、変化が生じるときは、外在的な

力によるものではなく、個人の内在的な力によるものと

なる。

2． Motivational Interviewing の技法

motivational interviewing は対象者と何をどのように

話すかについて、重要な 4 つの原則がある。それらは

①共感を表現すること、②相違を明らかにすること、③

抵抗とつきあうこと、および④セルフエフィカシイを支

えることである（表 1）。

1）共感を表現する：express empathy

最初の二つの要素である「共感を表現する」および

「抵抗とつきあう」は実践者と対象者の関係を形成する

ためのものである。反映的傾聴、すなわち対象者が語る

ストーリーを開放型質問、反映、および要約を用いなが

ら聴くことは、motivational interviewing の基本的な技

術である。これらは、対象者と健康行動との独自の関

係を理解し、ラポールを形成する手段となる。C.Rogers

が提唱する共感的コミュニケーションと反映的傾聴は、

motivational interviewing の最初から最後まで全体を通

してそこに存在する必要がある。対象者の感情や視野で

とらえようとするのであり、そこには実践者による判断

や評価や評定などはない。さらに、自己を理解しようと

する個人の語りに耳を傾け、その人の自己尊重を支える

ことが求められる。アンビバレンスは、人間の体験の正

常な一部分として理解される。

保健医療で行なわれる患者教育では、保健医療職者の

持っている知識や洞察を対象者に授けるというトップ -

ダウン式の方法が今なおみられるが、そのような方法と

は異なり、協働的関係を作り出すことを尊重する。たと

えば、保健医療職者がアドバイスや情報を提供するとき

は、これから行おうとすることについての許可を対象

者に事前に得ることが求められる。「個人的な事柄につ

いてお聞きしてよいでしょうか？」「もしよろしければ、
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表 1：Motivational Interviewing の 4 つの原則
1. 共感を表現する 十分な反映的傾聴が基本となる。

アンビバレンス（反対感情の並存）は通常のことである。

2. 相違を明らかにする 変化に対する意見を表現するのはカウンセラーではなく、クライエントである。

クライエントの現在の行動とその人にとっての重要な目標や価値の間にある相違が知覚さ
れることによって、変化は促進される。

3. 抵抗とつきあう 変化についての議論を避ける。

抵抗は直接的な妨害にはならない。

新たな視点を提供する。

答えや解決策を見つけるのは、第一義的にクライエントである。

抵抗は新たな反応への一つの兆しである。

4. セルフエフィカシイを支える 変化についての個人の信念は重要である。

変化を選択し、遂行する責任をもつのは、カウンセラーではなく、クライエントである。

変化に対するクライエントの力をカウンセラーが信じることが可能性を拓く。
註：Miller ＆ Rollnick：Motivational Interviewing（2002）から、その意味するところを筆者らがまとめた。



計画について説明しようと思いますが・・・」「さしつ

かえなければ、情報をお伝えしたいのですが・・・」な

どである。ここで言う許可を得るということは、単純に

言えば、他者の部屋に入る前にドアをノックするような

ものである。motivational interviewing を実践する者は、

許可を得るというこの単純なことが専門的な情報を対象

者に提供することを可能にし、保健医療職者の話してい

る内容は実は保健医療職者が好きな話なのであって自分

とは関係のないことだとして対象者が耳を傾けることを

やめてしまうようなことなく、アドバイスを提供するこ

とに効果的であるとしている。

2）相違を明らかにする：develop discrepancy

「相違を明らかにする」は、反映的な傾聴を基盤にし

ながら、現在の行動とその人の目標や関心および価値と

の違いを対象者の視野で明らかにすることである。こ

の技法はこれまでのカウンセリング技法と異なり、ア

ンビバレンスを解決することによって変化に向かおうと

するものであり、その人自身が、現在の行動と自分の目

標や関心との差異を知覚することが重要となる。これは

L.Festinger の「認知的不協和理論」（人間は矛盾を嫌う

という仮定をもつ）の考え方に近いとされている 27）。

現在の行動がその人にとっての重要な個人的な目標、

たとえば、健康に暮らす、何かをやり遂げる、家族の幸

せ、あるいは自分に対して肯定的なイメージをもつこと

などとの間に葛藤があるほど、変化は促がされやすい。

motivational interviewing は圧力や強制力を受けること

なく、対象者が相違についての自分の知覚を深めること

を可能にする。それは、自分の目標や価値との相違では

なく、他の誰か（たとえば医療職者）の目標や価値との

相違が焦点になる場合に人は圧力や強制力を感じるから

である。

3）抵抗とつき合う：roll with resistance

「抵抗とつき合う」とは、共感の特殊な例であり、議

論を避け、変化に対する対象者の気持ちを理解しようと

するものである。motivational interviewing では、抵抗

と直接的に対決して誰かがその議論に勝ち、誰かが負け

るということではなく、それにつきあうのである。対象

者は実践者によって新たな情報や新たな視野に招待され

る。「そのままにしておきたいことは、どのようなこと

ですか」などのアプローチが可能であり、そのような経

過を経ることで、抵抗として捉えられていたものは、変

化の徴候として捉え直される。抵抗は個人内の現象であ

ることから、実践者がどのように接するかによって、そ

れが増強したり姿を変えたりする。

4）セルフエフィカシイを支える：support self-efficacy

対象者は変化が可能であるという思いを持つことが必

要である。セルフエフィカシイとは、特定の課題をうま

く遂行することのできる自分の能力について、その人自

身が信じることができることを意味する。先に説明した

3 つの要素をすすめながら、実践者は対象者にとっての

重要な問題についてその人が認識できるように支援する。

セルフエフィカシイという用語そのものは比較的新しい

用語であるが、これまで希望あるいは信頼として表現さ

れていた経緯がある。また、別の側面からみると、どの

ような方向に変化するかということは、その人自身の選

択であり、決定であることから、変化に対する個人の責

任性でもある。ここにおいても効果的な傾聴は不可欠で

あり、可能な選択肢を一緒に探すことは、セルフエフィ

カシイを高めるために重要である。可能性のある解決策

はその個人から生まれるのであって、保健医療職者の処

方から生まれるものではない。そのようなサポートを受

けることができれば、個人は、変化の焦点をうまく描き

出すことができ、適切な方法をすすめることができると

されている。

Ⅳ .終章

ここまで述べたように motivational interviewing は質

の高い傾聴を基盤とし、なぜ変化が必要か、そしていか

に変化するかについて、対象者の思いを捉えながら、よ

り健康的な行動に至ることができるように支援するもの

である 28）。多くの専門職者にとって、このようなアプ

ローチは、これまでの実践方法とは異なることがあるか

もしれない。この技法はクロニックイルネスにおいてど

のような効果をもちうるのだろうか。

1．調査研究が示唆するMotivational Interviewing の

効果

臨床における motivational interviewing の効果につい

て検討してみようと思う。2002 年に Zweben らは治療

アドヒアランスに与える影響を検討し、アルコール依

存、薬物依存、精神科疾患、糖尿病、肥満、HIV を含
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む 1988 年から 2001 年の 21 研究を分析し、これらの

研究の多くは妥当性に関する問題（標本数が少ないこと、

対照群の欠如等）があるが、この技法はアドヒアランス

に効果をもたらしていることを報告している 29）。

しかし、Wakefield らは 2004 年にがん患者の禁煙行

動に関する RCT について報告し 30）、オーストラリアの

病院で治療を受けている 137 人を対象に、介入群（74

人）には 3 ヶ月にわたって motivational interviewing を

用いたが、6 ヵ月後の禁煙継続率は介入群 29％、対照

群 18％（ｐ＝ 0.32）であり、研究者らはさらなる効果

的な方法を検討する必要があると報告している。その後、

Hettema らは 2005 年までにアウトカムの検討をしてい

る 70 論文を含み 400 以上の論文が発表されていること

を指摘し、治療方法に用いるか、あるいは治療に先立っ

て行う場合に、治療への参加とアドヒアランスを高める

ことに効果があることを報告している 31）。

さらに、Welch らによれば Smith West らによる RCT

では、2 型糖尿病患者を対象にした臨床心理学者による

グループセッションの有用性が示されている 32）。217

名の過体重（BMI30 以上）の 2 型糖尿病女性患者を対

象に、motivational interviewing（MI）セッションによ

る減量プログラムと、通常の健康教育セッションによ

る減量プログラム（対照群）で比較したところ、MI プ

ログラム群は 6 ヶ月間の体重減少が大きく（－ 4.7：－

3.1kg、p ＜ 0.02）、プログラムに対するアドヒアラン

ス（セッションへの参加回数、SMBG 日誌の提出週数、

中程度～強度の運動によるカロリー消費量）にも有意な

向上がみられたとしている。その後 12 ヶ月間の追跡調

査においても、MI プログラム群にはさらなる減量がみ

られ（－ 4.7：－ 2.7kg、p ＜ 0.02）、セッションへの参

加と日誌の提出週数が多く、さらに 18 ヶ月においても

減量がみられている（－ 3.5：－ 1.7kg、p ＜ 0.04）。ま

た、Bellg らは 2004 年に motivational interviewing の訓

練においてはコーディングツールを使用し、オーディオ

テープのコーディングを含む訓練方法が効果があること

を報告している 33）。このように臨床において多様に用

いられるとともに、アドヒランスに与える影響などその

効果を明確にする努力が行なわれている

2．「病いとともに生きる方策」を発見することと

Motivational Interviewing

コービンとストラウスは、病みの軌跡に関する論述の

中で、クロニックイルネスにおけるケアの焦点はキュア

（治癒）にあるのではなく、「病いとともに生きる方策」

を発見することにあると指摘しているが 34）（註 2）、そ

のような方策は医療職者の処方から見いだされること

はないであろう。それは個人の生活がどのようであるか、

個人がどのように生きようとしているかによって影響を

受けるからである。現在のわが国のクロニックイルネス

における看護ケアは、エンパワメントやセルフエフィカ

シイの概念が重要であると言われて久しいが 35）、どの

ような方法を用いてケアを行えばエンパワメントが現実

のものとなり、セルフエフィカシイを高めることができ

るかについて安定した具体的な方法が示されているとは

言い難い。かつ、慢性の病いとともに生きている個人の

生活という観点はまだ不十分である。

それゆえ、3 つのスピリットを基盤に 4 つの原則をも

つ motivational interviewing が、基本的な訓練を受けた

技術をもって適用されるとき、それは個人の内面に呼び

かけるものとなり、「病いとともに生きる方策」が見つ

けられる可能性は高い。Miller らの指摘のように、アン

ビバレンスや抵抗は私たちの誰の中にもあるであろうし、

そのことが理解されたうえで支援を得ることができれば、

「なんとかしようと思っていてもできない自分」につい

て語ることができ、そこから自分なりの方策を探すこと

が可能になるであろう。

motivational interviewing は理論的な基盤が明確であ

ることから、実践に適用する方法としての有用性は期待

される。しかしその効果についてわが国で明らかにされ

たものは極めて少なく、また技法も明確に紹介されてい

ない。今後はわが国の現状の中で、この技法を十分な理

解のうえで活用し、その結果を集積する必要があると考

える。　

　

　註 1）：C.Rogers の基本的な考えについては、筆者らによる「ク

ロニックイルネスにおける『二人して語ること』－病みの

軌跡が成されるために－」の中で概説しているので参照し

ていただきたい 36）。
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　註 2）：病みの軌跡については、筆者らによる「病いの慢性性

（Chronicity）における『軌跡』について」の中で概説して

いるので参照していただきたい 37）。
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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。ただし、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、紀要委員会が認めた者。

２． 論文の内容

１）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。

２）その他、紀要委員会が認めたもの。

３． 論文の採否

査読者の意見をもとに、紀要委員会が最終的に決定する。

４． 投稿締切

毎月末とする。投稿にあたっては、原稿原本に投稿書式 1、２、３を添付して提出する。図書館で投稿を受領した際には「預かり証」

を発行し、直近の紀要委員会で正式に受け付けた後に受領書（書式３）を発行する。

５．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

６．投稿要領

１） 原稿は邦文および英文とし、Ａ 4 縦置き横書き、ワードプロセッサーを使用する。邦文（総説・原著）の場合は、図・表を含め、

18000 字（1 頁は、横 40 字×縦 40 行× 1 段＝ 1600 字）以内、邦文（研究報告・教育実践研究報告・資料・その他）の場合は図・

表を含め、14000字以内とする。英文の場合は、Ａ4縦置き1段組55行、1頁900語程度とし、ダブルスペース（Double-spacing）

で作成する。なお、論文タイトル、著者名および空白文字は文字数には含めないものとする。

２） 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。

３）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。

４）図・表は、いずれも 1 枚の用紙に 1 枚の図または表を書き、割付用紙（レイアウト用紙）を使って字数換算した文字数を付記する。

また、本文原稿の右側欄外に図・表の挿入箇所を明記する。字数の換算は各投稿者に任せるが、字数換算用の透明な割付用紙（レ

イアウト用紙）を紀要委員会で用意するので、必要な場合は貸与する。

５）図・表は原本のまま印刷できるものを提出する。表形式は下例に従い、縦罫線の使用は最小限にとどめ、左右両端の縦罫線は引

かないものとする。

表　Ａ市とＢ市の距離別居住人口と対前年増加率

中心からの距離（キロ） Ａ市 Ｂ市

人口（千人） 対前年増加率（％） 　 人口（万人） 対前年増加率（％）

　0 ～ 9.9 320 -0.5 410 -0.2

10 ～ 19.9 850  0.9 330 -0.7

20 ～ 29.9 620  0.4 255 -0.3

30 ～ 39.9 710 -0.6 890  0.8

40 ～ 49.9 460  0.6 　 720  0.5
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６）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．

 電子文献は、著者名（サイト設置者名）：タイトル，入手日（アクセス日），アドレス

 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．

 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． 

 ④電子文献

岐阜県立看護大学紀要委員会：紀要投稿マニュアル，2004-01-15，http://www.gifu-cn.ac.jp/journl/manual.html

７）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。

８）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。

７．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。

８．提出先

〒 501-6295　岐阜県羽島市江吉良町神宮 3047-1 岐阜県立看護大学図書館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県立看護大学紀要委員会 宛

９．査読

投稿原稿は全て査読する。査読者は、紀要委員会が任命する。

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、フロッピーディスクに保存したものとプリントアウトしたもの（2部）を提出する。フロッピーディスクには、

Windows で作成したファイルを保存し、論文名、著者名、ファイル名を明記したラベルを貼り付ける。保存するファイルは本原稿、図、

表の他に投稿書式 1 とする。本原稿は紀要委員会が指定する Word ファイルに書式を変更せずにそのまま入力して保存するものとす

る。入力プリントアウトした原稿には、投稿書式 1 を表紙として添付する。

( 平成 17 年 7 月改正 )
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編集後記
今年度から紀要の刊行が年 2 回になり、原稿も随時受け付けに変わりました。

当初、原稿の集まり具合が心配されましたが、総説１編、原著１編、教育実践研究報告４編、

資料２編、その他１編の計 9 編を掲載することができ、コンパクトながら内容構成としては

バランスのよい紀要になったのではと思われます。また、資料にあります研究センターからの

報告は、本学のありかたを理解する上で貴重な文献と思われます。本学の教職員・学生のみな

らず県内の看護職の方にも是非ご一読いただければと願っております。

紀要委員会では、今年度から総説・原著は 16000 字から 18000 字に、その他は 12000 字

から 14000 字に分量を拡大し内容の充実をはかりました。その他に、英文表記を統一するな

ど掲載形態の見直しを行いました。既に、2 号の刊行準備を始めております。本号をご覧いた

だきましてお気づきの点がありましたら紀要委員会までお寄せいただければ幸甚です。

最後に、第 6 巻 1 号を無事皆様にお届けできましたことを心より感謝申しあげます。

（坂田直美）








