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本誌の刊行も 7 冊目となる。本紀要の価値はどこ

にあるのか。以下二点について述べたい。

第一の価値は、その独自性についてである。大学

界における紀要の位置づけは、芳しいとはいえない。

若手教員の育成用、または専門学会誌投稿未満のも

ので研究業績としてのポイントは低いと聞いている。

本紀要は、レベルの差でなく、内容の差で勝負し

たい。

本学の建学の精神である看護の質の向上を実践家

とともに協働する、これを通して本学の看護学を確

立する、さらに看護職の生涯にわたる成長・発展に

資する、これらに対する説明責任、結果責任を果た

す内容としたい。

独創的な四大講座制による大学運営には、試行錯

誤や、特に冒険が必要である。そのためには、他専

門誌の規則や枠では表現しきれない、しかし、価値

のあるものを公表していく。時には、貴重な失敗

例の報告もあっていいのではないかと、個人的には

思っている。一般的にいわれるのは、独創性を発揮

する人は、とかく慣習やルールにはまりきれないこ

とが多い。

看護は” 実践が命” と信じているが、それを実践

家とともに実行する大学、そのために行う具体的な

活動、すなわち、看護基礎教育、それ以降の生涯教育、

実践家と協働して看護の質的向上を目指す共同研究

が本誌の内容の主要部分になっている。

私が査読で心がけてきたこととして、あまりこま

かい、うるさい注文はつけないようにしてきた。本

学へ赴任して、はじめて大学の教員になった若いメ

ンバーが多い大学である。研究論文は、書くこと

を始め、長期にわたって書き続けることが大切であ

る。査読のコメントで書く気を削ぐことはしたくな

い。明らかな誤りを指摘し、論文や研究がよくなる

ことを願って意見を付すにとどめてきた。本学の教

育や研究が発展し、教員も経験ととも成長すること

により、本誌の質も上っていくに違いない。その経

緯を長い目で見ていたい。

第二の価値は、本学の歴史を語るものとして、後

日に発揮される価値である。

月日がたち、人は去り、文書は散逸しても創刊号

からの紀要は残る。大学運営が低滞したり、混迷に

陥った時、また個人が同様な状況になった時、建学

の精神という初心に立ち戻ることができる。この大

学の存在する理由、教育・研究方針、実践家との協働、

これらの why, what, how to を問い続けることが重

要である。

私個人の体験として、1970 年前後、NTT で成人

病管理が定着した頃、why, what, how to に深刻な

疑問が生じ、プロフェッショナルとしてのアイデン

ティティクライシスに陥ったことがある。本社へ

行って、保健婦活動に関する公文書を年代順に見せ

てもらった。結核管理の成功には、結核を制御した

い、結核患者を助けたいという保健婦のひたむきな

真剣さ、熱い心、暖かい手が紙面から伝わってきて、

深い感動を覚え仕事を続ける力を取り戻した。と同

時に上からの指示を誠実に実行し、自分たちで主体

的に看護を創り出していくという姿勢は読みとれな

かった。ここから学んだことは、自分たちの看護

は自分たちで創っていく以外に方法はない。why, 

what, how to を実践しながら問い続けていくことが

必要不可欠であるということであった。

違いで勝負する時代に、他大学や社会・世界の動

向を知るとともに、開学当初の教員たちがどのよう

な大学を創ろうと努力したのかを想い、大学の現状

を検討し続けてほしい。その時こそ、本紀要が、最

も価値を発揮するであろうことを期待したい。
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〔巻頭言〕

本学紀要の価値

機能看護学講座教授　奥井 幸子





Ⅰ．はじめに

岐阜県においては、ホスピス・緩和ケア病棟として承

認されている施設は 1 ヶ所しかなく、わが国の 70% 以

上の人が病院で死亡している現状 1）から推察して、県

下の多くの人は一般病院で死を迎えているといえよう。

この現状から、県下の一般病院におけるターミナルケア

の質の向上は、看護実践現場において重要な課題であっ

た 2）。このことから、平成 12 年度から一般病院におけ

るターミナルケアの質の向上を目指して、大学と 2 つ

の一般病院とで共同研究を行っている。その共同研究の

要旨

本研究は、一般病院におけるがん患者のターミナルケアの明確化を目的とした。分析対象は、4つの事例検討会の検

討内容から作成した逐語録をデータとした。そのデータから、目的・意図が判断できるターミナルケアの看護援助を抽

出し、看護教員 5名で繰り返し読み、質的に分析した。倫理的配慮として、事例提供者は、対象患者の遺族に、匿名性

の確保とプライバシーの保護、検討会参加者には、事例検討会の内容を口外しないことを口頭で説明し同意を得た。

結果、看護援助は 61 抽出され、18 のサブカテゴリーに、さらに 13 のカテゴリーに分類された。抽出したカテゴリー

の関係性を検討し、以下のように、一般病院におけるがん患者のターミナルケア仮説モデルを作成した。まず、一般病

院におけるターミナルケアを行う上での基盤と考える看護援助は、【患者の思いに寄りそう】、【患者の生きる意欲・希

望を支える】、【患者の要望・欲求にこたえる】である。これらの援助は、看護職者と患者が、パートナーとして関わる

ことを通じて【家族や友人と満足した時を過ごすことができる】につながる。日々の看護援助には、【患者と心を開い

て語り合う】を中核とし、患者自身の苦痛に関わる援助として【身体の集中ケア、苦痛緩和をする】、【患者が気分転換

を図れるようにする】、【患者が死の受容ができるようにする】、【患者が自分の行く末を悟ることができるようにする】、

【患者の知る権利を守る】がある。家族に対しては【家族の疲労を軽減する】がある。さらに、看護職者を支えるチー

ム体制として【チームとして患者にかかわる活動】と看護職者の成長を促す【看護職者の成長を促すチーム体制作り】

がある。

以上のことから、一般病院におけるがん患者のターミナルケア仮説モデルが、一般病院におけるがん患者のターミナ

ルケアの質の向上に期待できることを考察した。

キーワード：一般病院、ターミナルケア、がん患者
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〔原著〕

事例から見いだした一般病院におけるがん患者の

ターミナルケア仮説モデルの提案

田 中  克 子  奥 村  美 奈 子  梅 津  美 香  北 村  直 子  小 田  和 美

Oncology Nursing Hypothelical Model’s Proposal at General Hospitals

by Terminal Care Case Studies

Katsuko Tanaka,  Minako Okumura,  Mika Umezu,  Naoko Kitamura, and Kazumi Oda

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



一環として、大学、その 2 つの一般病院の共催で、平

成 15 年度から事例検討会を行っている。事例検討会で

は、ターミナルケアにおいて緩和ケアや告知など重要な

テーマが検討され、検討内容は、ターミナルケアの具体

的方策を模索する上での資料になると考えられた 3）。ま

た、3年間での事例検討会で出された事例は、すべてが

ん患者であり、一般病院の看護職者にとってがん患者の

ターミナルケアが大きな課題であると思われた。先行研

究においては、一般病院におけるターミナルケアの現

状 4,5）や課題 6）、そしてターミナルケアの質の向上への

取り組み 7,8）の報告はされている。しかし、一般病院に

おけるターミナルケアの質の向上に焦点をあてた研究は、

ほとんど見つけられなかった 9）。そこで本研究では、一

般病院のターミナルケアの質の向上に焦点を絞り、活発

な意見交換が見られるようになった平成 17 年度の事例

検討会での検討内容を分析し、一般病院におけるがん患

者のターミナルケアの明確化を目的とした。

用語の操作定義

ターミナルケア : 生命予後を正確に診断することは難

しく、延命されるケースも少なくない。また、この研究

ではターミナルケアの時期ごとの看護援助を明確にする

ことは目的ではないので、文献 10）を参考に次のように

ターミナルケアの定義をする。あらゆる集学的治療をし

ても治癒に導くことはできない状態で、むしろ積極的な

治療が不適切と考えられる状態の患者とその家族に対す

るケアと定義する。

Ⅱ．研究方法

1．データ収集

表 1 の 4 つの事例の検討内容を事例提供者、参加者

の了解のもと録音し逐語録とした。作成した逐語録を

データとした。

2．倫理的配慮

事例提供者は、匿名性の確保とプライバシーの保護に

ついて、事例提供時点では、対象患者は全て死亡してい

たので、遺族に口頭で説明し、同意を得た。　

また、参加者は、事例検討会の開始時に内容を口外し

ないこと、配布された資料をコピーして他者に配布しな

いことを口頭で説明し、同意を得た。さらに、事例提供

者と参加者全員に事例検討会の内容を録音し、逐語録と

し、後日、共同研究者に配布することを口頭で説明し同

意を得た。

3．データ収集期間

平成 17 年 4 月から 8月までの 5ヶ月間。

4．分析方法

逐語録を看護教員 5 名で繰り返し読み、その中から

目的・意図が判断できるターミナルケアの具体的看護援

助を抽出した。なお、チームで協働して行った場合でも、

看護職者が介在したと判断した場合は、抽出した。抽出

した看護援助は、場面・語彙の意味内容を変えないよう

に要約し、看護援助の主な目的・意図と合わせて 1デー

タとした。次に看護援助の主な目的・意図を性質から分

類し、抽象化し、サブカテゴリ、カテゴリとする質的分

析を行った。分析の過程においては、5名がそれぞれ分

担して分析したものを、他の 4 名の看護教員の合意が

得られるまで繰り返し検討した。次に、得られたカテゴ

リ間の関連性を看護教員 4 名で整理した。具体的には、

カテゴリが導き出された逐語録を繰り返し読み、一般病

院におけるがん患者のターミナルケアの質の向上を目指

すには、どのようなカテゴリ間の関連性があるかの視点
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表 1　事例の概要と事例検討会参加者
A 施設 ● 70歳代　女性　夫息子家族の 5人暮らし　診断名：肝がん　Ｃ型肝硬変黄疸　入院期間：約１ヶ月（死亡）

本人には告知済み、肝機能悪化により入院、治療は当初ドレナージ療法を行ったが本人の希望で抜去し、
その後、症状緩和に努めた　　　　　　（参加者：看護師 15名　医師 1名　心理士 1名　大学教員 1名）

● 30歳代　女性　実母夫子どもの４人暮らし　診断名：横行結腸癌　多発肝転移　入院期間：約２ヶ月（死亡）
本人には告知済み、経口摂取できなくなり入院したが、経口摂取はできず主に症状緩和が行われた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者：看護師 14名　医師 3名　薬剤師 3名）

B施設 ● 60歳代　女性　一人暮らし（子ども近所在住）　、診断名肺ガン、脳・骨転移　入院期間：約 2ヶ月（死亡）
本人には告知済み、疼痛の緩和と脳転移による複視により入院、脳転移には治療の効果見られず、
主に症状緩和が行われた　　　　　　　（参加者：看護師 15名　医師 1名　）

● 50歳代　女性　一人暮らし（子供は近所在住）診断名：肝門部胆管癌　入院期間：約４ヶ月（死亡）
家族の希望により本人には未告知、疼痛緩和目的に入院したが、薬剤による精神症状出現したため
入院が長期化した　　　　　　　　　　（参加者：看護師 18名　医師 1名　薬剤師 1名）



で討議し、モデル化を行った。

Ⅲ．結果

1．事例検討から抽出された看護援助

看護援助は 61 抽出され、18 のサブカテゴリに分類

され、さらに 13 のカテゴリに分類された。なお、<> は

サブカテゴリ、【】はカテゴリを表す（表 2）。

1）【患者の生きる意欲・希望を支える】は < 患者の

生きる意欲・希望を支えるため >、< 患者の死への不安

を軽減し、生きる希望を支えるため > で構成されていた。

具体的な看護援助は、患者がパソコンを習おうとするこ

とを支援する、薬剤の使用が患者の死への不安を軽減す

ることから、薬剤の使用を継続した等が含まれた。

2）【患者の思いに寄りそう】は < 患者の苦しみに共

感する >、< 患者が心情を十分語るため > で構成されて

いた。具体的な看護援助は、患者のそばに行き患者に共

感の言葉を示す、患者の話を丁寧にしっかり伺う、患者

の問いかけには逃げずに一緒になって考える等が含まれ

た。

3）【患者の要望・欲求にこたえる】は < 患者の気持

ちを理解し要望・欲求にこたえるため > から成った。具

体的な看護援助では、できることはしたいという患者の

思いを尊重するために洗髪や歯磨きをする、患者が訴え

る前にこうしてほしいのではないかと感じ取る等が含ま

れた。

4）【患者と心を開いて語り合う】は < 患者と心を開

いて語り合うため > から成った。具体的看護援助は、看

護職者も自分の気持ちを素直に言葉にして患者に返す等

が含まれた。

5）【患者が家族や友人と満足した時を過ごすことが

できる】は < 患者が家族や友人と過ごす時間を大切にす

るため >、< 患者が家族とともに満足した日々を過ごす

ため > で構成されていた。具体的看護援助は、状態観察

の頻度や時間を配慮する、家族と過ごす時間を大切にす

る等が含まれた。

6）【身体の集中ケア、苦痛緩和をする】は < 疼痛、

皮膚統合性障害、下肢浮腫など身体的苦痛を軽減する

ため >、< 集中的な病状管理のため > で構成されていた。

具体的な看護援助では、薬剤使用による疼痛コントロー

ルや皮膚統合性障害予防、タオルやホットパックによる

疼痛緩和、病状悪化により集中ケアの必要に伴う病棟変

更等が含まれた。 

7）【患者が気分転換を図れるようにする】は < 患者

が気分転換を図れるようにする >から成った。具体的看

護活動は、ベッド上での生活を余儀なくされたことへの

フットセラピーの介入であった。

8）【患者が死の受容ができるようにする】は < 患者

が死の受容ができるため >から成った。具体的な看護援

助は、告知によりパニック状態の患者と話を聞き、話し

たいだけ話してもらうが含まれた。

9）【患者が自分の行く末を悟ることができるように

する】は < 患者自身が予後が長くないことを悟ることが

できるため >、< 家族が告知に同意するため > で構成さ

れていた。具体的な看護援助は、直接病名告知ではない

接し方をする、家族に未告知であってもいずれ本人には

隠しきれないことを説明する等が含まれた。

10）【患者の知る権利を守る】は < 患者の知る権利を

守るため > から成った。具体的看護援助は、告知内容は

本人が知るべきである個人情報であることを前提にする

が含まれた。

11）【家族の疲労が軽減できる】は < 付き添う家族の

疲労が軽減できるため >から成った。具体的看護援助は、

待合室のソファーで休むように進めるが含まれた。

12）【チームとして患者にかかわる活動】は、< チー

ムとして患者にかかわる活動 >から成った。具体的看護

援助は、主治医を交えて患者の薬剤の減量や今後の過ご

し方について話し合った等が含まれた。

13）【看護職者の成長を促すチーム体制作り】は、< 看

護職者の成長を促すチーム体制つくり >から成った。具

体的看護援助は、ケア場面で困ったことを先輩やチーム

で話し合う等が含まれた。

2．一般病院におけるがん患者のターミナルケア仮説モ

デル

抽出した　カテゴリーの関係性を検討した結果、まず

一般病院におけるターミナルケアを行う上での基盤と考

える看護援助は、【患者の思いに寄りそう】、【患者の生

きる意欲・希望を支える】、【患者の要望・欲求にこたえる】

である。これらの援助は、看護職者と患者が、パートナー

としてお互いに関わることを通じてターミナル期の患者

が目指すべき状態である【患者が家族や友人と満足した

岐阜県立看護大学紀要 第 6巻 2号 , 2006

̶ 5 ̶



岐阜県立看護大学紀要 第 6巻 2号 , 2006

̶ 6 ̶

表 2　事例検討から抽出された看護援助
カテゴリー サブカテゴリー 看護援助の目的・意図 看護援助

患者の生きる意欲・希望を

支える

患者の生きる意欲・希望を

支えるため

患者が生きがいをもって生活ができるため 患者の話を傾聴し、患者の前向き考えである退院後少し
でも家族の役に立ちたいと考えパソコンを習おうと考え
を尊重し一緒に希望もって支援した

自分が生きていた存在価値や証を残すため フットセラピストの提案でセラピストとともにビーズの
小物を作る

患者の生きる意欲・希望を支えるため 「まだ立てる、まだ散歩ができる」という患者からの希
望を聞き、車椅子での散歩を実施した

患者の生きる意欲・希望を支えるため 抗痙攣剤の使用中止を患者と話し合うことが、患者の生
きようとする思いを遮断し、死を早めると考え、行動し
なかった。

患者の死への不安を軽減し、

生きる希望を支えるため

痙攣を予防することにより、患者の死への
不安を緩和し、生きる希望を支えるため　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　

患者は痙攣を起こすことに不安を感じており、抗痙攣剤
を使用していれば痙攣を起こさないと考えていたので、
それを尊重し薬剤を継続的に使用した

患者の思いに寄りそう 患者の苦しみに共感する そばにいって少しでも患者の味わっている
苦しみを感じ取るため

なるべく患者のそばにいるようにし ｢痛い、えらい ｣の
うったえに対して ｢痛いね、えらいね ｣という共感を示
す

そばにいって少しでも患者の味わっている
苦しみを感じ取るため

つらそうな時にはそばに付きそい痛い部分をさすった
り、触れたりという援助

患者が心情を十分語るため 話をしながら患者の気持ちを聞き出すため ケアをする時に自然と体を拭きながらとか、痛いところ
をさすりながらとか、そうやって聞き出す

患者の気持ちの受け皿の部分でお話を聞き
にいく

医師からの話の理解や納得を確認するため

話を聞いてくれる、共に考えてくれる看護
師を選んで問いかけをしてきている患者の
思いに応えるために

丁寧にしっかりと患者さんの話を伺う

勇気を持って覚悟をして看護師側に聞いて
くれた患者の思いに応えるために

患者に対して素直になる

話をしながら患者の気持ちを聞き出すため 少し調子のいいときには、ベッドサイドに座り、話をし
ました

未告知であることによる不安の解消や落ち
着きを取り戻すため

患者の問いかけから逃げずに一緒になって考える

未告知であることによる不安の解消や落ち
着きを取り戻すため

家族に患者の情報を伝え、再度主治医、看護職、家族で
告知について検討する

患者の要望・欲求にこたえ

る

患者の気持ちを理解し要望・

欲求にこたえるため

食べられないが食べたいという患者の欲求
に沿うため

医師に相談して本人の希望するものを食べてもらえるよ
うにした

「早く元気になって髪をきれいにしたい」
という患者の要望に沿うため

ベッド上での洗髪実施する

少しでもできることは自分でしたいという
思いを尊重するため

Ｋ氏と相談し、ベッド上で歯磨きを行うことができた

患者の要望・欲求に沿うため 日常生活を整えるケアや質問にきちんと答えることを中
心に行う

患者がうったえる前にこうしてほしいので
はないかと感じとるため

口腔内が乾燥しているときには冷たい水を持っていき飲
ませたり、唇が乾燥している時はリップをぬったり暑そ
うにしているときは冷たいおしぼりで顔を拭く

患者と心を開いて語り合う 患者と心を開いて語り合う

ため

患者と今後について語り合うため 家族にも悩みを聞き、本人にもこの先の希望についての
話をする

患者と素直に語り合うため 看護師は自分の気持ちを素直に言葉にして患者に返す
患者と心を開いて語り合うため 看護師もあるがままの自分で今答えられることだけを身

構えずに話す
患者が家族や友人と満足し

た時を過ごすことができる

患者が家族や友人と過ごす

時間を大切にするため

入院中の気心の知れた仲のよい友人と同病
室になりたいという患者の希望にそうため

友人の病室とできるだけ近い２階の病室になるように調
整する

集中的な病状管理を行いながらも入院中の
気心の知れた仲のよい友人の近くにいたい
という患者の希望に沿うため

友人と同じ病棟のナースステーションに隣接する病室へ
転床する

病室で患者が家族や友人と気兼ねなく会話
ができるように

状態観察の頻度や時間も配慮する

友人が患者と最後のお別れができるため 夜間であったが、患者の最後のときに友人に声をかけて
最後のときをともに過ごせるようにした

友人と過ごす時間を確保するため 面会を制限しないで友人との関わりが持てるように配慮
した

看護師でない友人が安全に介助できるため 飲水介助の手技を友人に教える
看護師でない友人が安全に介助できるため 友人の援助が適切かどうかの確認した
蛍を見る患者の姿を通して、患者と家族が
深い心の交流をもち、家族が患者とともに
過ごす時間を提供するため　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

コミュニケーションはできなかったが外の刺激には反応
があったので、自然のものに触れられるよう蛍をもって
いき、患者と家族とともに見た

患者が家族とともに満足し

た日々を過ごすため

日々の生活に満足が得られるため 家族と過ごす時間を大切にする



時を過ごすことができる】につながる。つまり、これら

が一般病院におけるターミナルケアを行う上での基盤と

なる看護援助である。

日々の看護援助には、患者と看護職者が【患者と心を

開いて語り合う】を中核とし、患者自身の全人的な痛み

に関わる援助として【身体の集中ケア、苦痛緩和をす

る】、【患者が気分転換を図れるようにする】、【患者が死

の受容ができるようにする】、【患者が自分の行く末を悟

ることができるようにする】、【患者の知る権利を守る】

がある。家族に対しては【家族の疲労を軽減する】があ

る。さらに、看護職者を支えるチーム体制として【チー

ムとして患者にかかわる活動】と看護職者の成長を促す

【看護職者の成長を促すチーム体制作り】がある。

これらの関係性を図にして、一般病院におけるがん患

者のターミナルケア仮説モデルが作成できた（図 1）。
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表 2　事例検討から抽出された看護援助（続き）
身体の集中ケア、苦痛緩和

をする

疼痛、皮膚統合性障害、下

肢浮腫など身体的苦痛を軽

減するため

嘔気の軽減のため 制吐剤を使用し経口摂取を促進した
胃の圧迫感の軽減のため 食べることで胃の圧迫感があるが、本人は食べないと元

気になれないと思っているので食べなくても人は生きて
いけること、気持ちが悪いときには無理にたべなくても
水分だけ取れば大丈夫だと説明した

疼痛コントロールのため 疼痛の程度に応じてディロテップパッチの増量、レス
キューでの鎮痛剤の使用、ディロテップパッチの早期に
交換した

疼痛コントロールのため 痛みをともなう部分をさすったり、ホットパックを使用
したり、痛い部分にタオルを入れる

痛みがあることに関して緩和するため ちょっとしたタオルを少しかませる
痛みがあることに関して緩和するため 段差とかに、色々入れてすき間をなくす
痛みがあることに関して緩和するため ホットパックを使用する
皮膚統合性の障害の軽減のため　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

装具周囲の皮膚発赤に対して、皮膚保護剤とガーゼの併
用による皮膚保護を実施した

皮膚統合性の障害の軽減のため　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IVH挿入部からの漏れや浸出液による皮膚トラブルに皮
膚保護剤とガーゼの併用による皮膚保護を実施した

長時間の臥床による腰や肩の痛みの軽減の
ため

湿布貼付。体位変換の介助。疼痛部分をさすりながら訴
えを傾聴した

下肢の浮腫軽減のため 自宅から持参した枕での下肢の挙上
患者の苦痛を最小限に抑えながら呼吸状態
の改善を図るため

喘鳴時の吸引が患者の苦痛を増加させると考え、患者の
希望を確認しながら吸引を実施した

下肢浮腫の軽減 状態が悪化し、フットセラピーを介入した
状態が悪化し集中的な病状管理を行うため 病棟の変更をする
患者さん自身の苦痛の評価のため ペインススケールを用いている

集中的な病状管理のため 状態が悪化し集中的な病状管理を行うため 病棟の変更をする

患者が気分転換を図れるよ

うにする

患者が気分転換を図れるよ

うにする

患者が気分転換を図るため ベッドでの生活を余儀なくされ、フットセラピーを介入
した

患者が死の受容ができるよ

うにする

患者が死の受容ができるた

め

患者が自分なりに解釈し落ち着き少しずつ
死を受容していけるため

告知によりパニック状態の患者に対しまず話を聞き話し
たいだけ話してもらう

患者が自分の行く末を悟る

ことができるようにする

患者自身が予後が長くない

ことを悟ることができるた

め

患者自身に悟らせるために 直接病名を伝えるのではない接し方をする
患者自身が予後が長くないことを悟るため 家族と相談して病名告知ではない接し方をする
なんとなくわかってもらえるように方向づ
けをするため

看護師が自分の思いを素直に出していくように話をする

家族が告知に同意するため 家族に告知に同意してもらえるため 家族に未告知を希望してもいずれ本人には隠しきれない
ことを説明する

患者の知る権利を守る 患者の知る権利を守るため 本人の知る権利を守るため 告知内容は本人が知るべきである個人情報であることを
前提にする

家族の疲労を軽減する 付き添う家族の疲労が軽減

できるため

患者のそばを離れることが心配で夜遅くま
で毎日付き添う夫の疲労の軽減のため

待合室のソファーで横になり休めるように勧める

チームとして患者にかかわ

る活動

チームとして患者にかかわ

る活動

チームとしてターミナル期にある患者へ最
良のケアを提供していくため

患者に残された時間で自分たちが何をしなければならな
いかを主治医を交えて話し合う

チームとしてターミナル期にある患者へ最
良のケアを提供していくため

薬剤の減量について、患者のエネルギー消費の状態を考
慮し、医師と話し合った

患者の希望にそうため 主治医と相談し、患者と家族に外出を提案した
看護者の成長を促すチーム

体制作り

看護者の成長を促すチーム

体制作り

その後のケア・看護者としての成長に活か
せるように

ケア場面で困ったことをそのままにせずに職場の先輩と
一緒に話し合う

その後のケア・看護者としての成長に活か
せるため

患者から逃げ出したくなった自分を振り返りその後を同
僚・先輩にフォローされることが大事である

経験の浅い看護師でも対応していかれるた
め

未告知の患者から最期なのかと問いかけられたときにつ
いてチームで予測し関わり方を検討しておく



Ⅳ．考察

1．仮説モデルから見た一般病院におけるがん患者のタ

ーミナルケア

1）ターミナルケアを行う上で基盤となる看護援助につ

いて

ターミナルケアは、患者をこれまで生きてきて現在も

精一杯生きている、かけがえのない人と尊ぶところか

ら始まる 11）と恒藤は述べている。本研究で見出された

基盤となる看護援助の【患者の思いに寄りそう】、【患者

の生きる意欲・希望を支える】、【患者の要望・欲求にこ

たえる】は、このかけがえのない人と尊ぶ気持ちに相

当すると考えられる。すなわち、ターミナル期の【患

者の思いに寄りそう】、【患者の生きる意欲・希望を支

える】、【患者の要望・欲求にこたえる】という看護援助

ができる看護職者の姿勢が何よりも重要といってよい。

これらは、全ての患者に対してあてはまる援助でもあ

る。しかし、ターミナル期にある人は、目前に見えてき

た人生の最期に向かっており、【患者の思いに寄りそう】、

【患者の生きる意欲・希望を支える】、【患者の要望・欲

求にこたえる】の看護援助がされてはじめて、死が訪れ

るまで積極的に生きていくことができる。そして、その

支える援助が、ターミナル期の患者が目指すべき状態で

ある【家族や友人と満足した時を過ごすことができる】

の援助につながっていく。

今回の対象事例は、4事例であるので、ターミナルケ

アを行う上で基盤と考える看護援助やターミナル期の患

者が目指すべき状態については、今後さらに事例を増や

して検討すると、新しいカテゴリを見出せる可能性があ

る。

2）患者や家族の苦痛への看護援助

（1）中核となる看護援助について

ターミナル期の患者の全人的な痛みは、複雑な要素を

含むため 12）、患者自身を全人的に理解することは困難

である。さらに、患者自身の気持ちが常に変化しうるた

め 13）、思い、生きる意欲・希望、要望・欲求を的確に

捉え、援助していくことは必ずしも容易ではない。だか

らこそ、看護職者は患者自身をよく知り、お互いがよい

人間関係を築くことに努めなければならない。その点で

【患者と心を開いて語り合う】ことは、極めて重要である。

また、患者への看護援助は、どれひとつをとっても良好

なコミュニケーションなしには、成立し得ない 14）とも

述べている。しかし、【患者と心を開いて語り合う】は、

看護職者自身も、患者に対して人間として素直な気持ち

で、あるがままの自分をさらけ出さなければならず、看

護職者自身の人間性も問われることでもある。このこと

は、看護職者にとってもたやすいことではないが、パー

トナーとしてお互いが信頼関係で結ばれ、最期まで歩ん

でいくことが何より重要であると、まずは看護職者自身

が捉える必要があると思われる。

（2）身体苦痛緩和について

症状コントロールとして【身体の集中ケア、苦痛緩和

への援助をする】は疼痛コントロールの問題が多かった

が、看護職者の薬剤の効果的な使用についての知識、ホッ

トパックを取り入れ、積極的に症状コントロールにかか

わっていると思われる。特にフットセラピーは【患者が

気分転換を図れるようにする】にもかかわることから、

フットセラピーのような代替医療については、身体苦痛

緩和以外の効果も期待される。しかし、代替医療の導入

には保険や人材確保の問題そしてその効果についても一

長一短があるので、有効な取り入れ方法については、今

後も学習会等の機会提供も必要であろう。

（3）告知について

患者自身が、その人らしい生き方ができるように意思

決定するには、正しく情報が伝えられなくてはならない。

しかし、がんは、悪性疾患の代表的な病気で、予後不良

であることが多いことから、治療に苦痛を伴うことや死

をイメージすることが多い。したがって、病名を告知す

ることに、時として、不安を感じることが多い。このこ

とから、【患者が自分の行く末を悟ることができるよう

にする】、【患者の知る権利を守る】といった告知の問題

に関しては、患者自身に正しく病状を知らせること、本

人の知る権利を守るといった援助がなかなか貫けない苦

しい現状が見られる。告知の問題は、ターミナルケアに

は避けて通れない問題でもあるが、悪い知らせを、いつ、

誰が、どのような方法で告知するかという段階 15）も看

護職者だけではなくチームとして検討する必要もあろ

う。さらに、告知が患者に対する影響を考えて、告知後、

【患者が死の受容ができるようにする】ために、十分に

話をしてもらうといった、適切な看護援助を行うために

も、告知後の看護援助についても看護職者だけではなく、
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チームとしての体制整備が必要と思われる。

（4）家族への看護援助について

【家族の疲労を軽減する】は付き添う家族が休めるよ

うにするための援助であったが、一般病院においては、

設備上の不備から、家族が休息を取れる場所さえも保障

できない現実がある。このことは、一般病院であるから

致し方ないということではなく、待合室でのソフアーを

提供してでも休んでもらうといった看護職者の家族に対

する気持ちと、それに対する厳しい現状が垣間見られる。

3）看護職者を支えるチーム体制

（1）チーム医療と人材育成について

チームアプローチとしては、【チームとして患者にか

かわる活動】があるが、具体的には、医師との協働のみ

で正確な意味での薬剤師、栄養士、心理士、理学療法士

等とのチームアプローチには至っていない。チームアプ

ローチができるためには、まず、各専門職がターミナル

ケアに関して理解がなければ成立しない。しかし、今回

の結果から、医師と話し合う関係に至っていることは評

価したい。今後は事例検討会などを通じて、他職種を交

えた本来の意味でのチームアプローチができるようにす

る必要性を感じる。

人材育成について【看護職者の成長を促すチーム体制

作り】は、経験の浅い看護職者の育成や看護チームとし

て患者や家族にかかわる体制を整えようとしている。し

かし、看護職者には、所属病棟のローテーションの問題

もあり、チーム体制・人材育成にはリーダー育成も含め、

組織としてどのように取り組むかについての計画が必要

であろう。

2．一般病院における仮説モデルの意味

一般病院では、さまざまな健康レベルの患者が混在し

ているので、患者や家族に対してその人らしさを尊重し

たターミナルケアを提供することは、困難な現状にある。

先行研究 16）では、ホスピスでの終末期の看護援助とし

て、身体症状コントロール、日常生活援助、患者の意思

尊重、家族の意思決定の尊重等のケア行動を明らかにし

ている。この研究結果と本研究の結果を比較すると、患

者が自分の行く末を悟ることができる、そして患者の知

る権利を守るという告知に関する看護援助が、本研究で

明らかになった。つまり、ホスピスでは、告知されて、ター

ミナル期までの過ごし方を自己決定できる患者がほとん

どであるが、一般病院では、告知がされていないために、

病状の理解が十分ではなく、ターミナル期をどのように

過ごすかを決めかねている患者もいることが、今回の違

いにつながったと思われる。さらに、家族や友人と満足

した時を過ごすことができるというターミナル期の患者

が目指すべき状態が明らかになった。このようにホスピ

スではない一般病院におけるターミナルケア仮説モデル

が明確になったことで、それを枠組みにターミナルケア

に用いることによって、ケアの質の向上が期待できると

考える。

一般病院におけるがん患者のターミナルケアの実現は、

患者や家族にとっても慣れ親しんだ地域で、患者や家族

をよく理解し、親しんだ医師や看護師に診てもらえると

いった長所もある。今回の結果から、一般病院における

がん患者のターミナルケアは、看護職者も、患者ととも

に最期まで、パートナーとして歩んでいくことから、看

護職者にとっても成長する機会といえよう。したがって、

一般病院においては、がん患者のターミナルケアは難し

いとあきらめるのではなく、取り組むことで看護の質的

向上に貢献することから、がん患者のターミナルケアの

実現に向けて努力していくことが重要であると考える。

今回のこの研究では、4つの事例検討内容が対象であっ

たので、モデルとしても未完成であるが、今後は事例を

重ねて、看護援助の関係性を明らかにすることも課題と

し、一般病院におけるがん患者のターミナルケア実現に

向けてよりよいモデルとしていきたい。

Ⅴ．結論

抽出したカテゴリーの関係性を検討し、以下のよう 

に、一般病院におけるがん患者のターミナルケア仮説 

モデルを作成した。まず、一般病院におけるターミナル

ケアを行う上での基盤と考える看護援助は、【患者の思

いに寄りそう】、【患者の生きる意欲・希望を支える】、【患

者の要望・欲求にこたえる】である。これらの援助は、

看護職者と患者が、パートナーとして関わることを通じ

て【家族や友人と満足した時を過ごすことができる】に

つながる。日々の看護援助には、【患者と心を開いて語

り合う】を中核とし、患者自身の苦痛に関わる援助とし

て【身体の集中ケア、苦痛緩和をする】、【患者が気分転

換を図れるようにする】、【患者が死の受容ができる】、【患
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者が自分の行く末を悟ることができる】、【患者の知る権

利を守る】がある。家族に対しては【家族の疲労が軽減

できる】がある。さらに、看護職者を支えるチーム体制

として【チームとして患者にかかわる活動】と看護職者

の成長を促す【看護職者の成長を促すチーム体制作り】

がある。
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Oncology Nursing Hypothelical Model’s Proposal at General Hospitals

by Terminal Care Case Studies

Katsuko Tanaka,  Minako Okumura,  Mika Umezu,  Naoko Kitamura, and Kazumi Oda

Nursing of Adults, Gifu College of Nursing

Abstract

This study is aimed to clarify what type of terminal care for cancer patients is realizable at general 

hospitals. The object of analysis was verbal data made by recording the contents of 4 case study review 

meetings. Nursing support of terminal care with purpose and intention  was extracted from the collected 

verbal data. It was qualitatively analyzed by 5 nursing instructors, who read them over carefully. For 

ethical reasons, we verbally explained to bereaved families about security of anonymity and protection 

of privacy, and promised not to cause disadvantage for medical treatment whether or not they consented 

to the survey. As for the participants of the case review meeting, we directed orally not to reveal the 

contents of the meeting. We obtained the consent from both patients and meeting participants.

As a result  of  the analysis ,  61 i tems of nursing support  were extracted and classif ied into 18 

subcategories, which were further classified into 13 categories. After studying the mutual relevance 

of the extracted categories,  we made the following hypothetical models for terminal care of cancer 

pat ients  at  general  hospitals .  Nursing support  i tems considered to be the basis  of  performance for 

terminal care at general hospitals are: “to grasp patients’ thoughts and to show consent,” “to support 

patients’ willingness and desire to live,” and “to meet patients’ requests and demands.” This type of 

nursing support leads to patients’ benefit ing from “good quality t ime with their  family members or 

friends,” through the partnerships between nurses and patients. In order to enable the patients to spend 

“good quality time with their family members or friends,” “open-hearted conversations between patients 

and nurses as partners” is also essential. In short, these items are fundamentals of nursing support to be 

performed in terminal care at general hospitals. Daily nursing support items includes “intensive care of 

patients’ bodies and palliative aid,” “help to alter patients’ moods in positive way,” “help to let patients 

acknowledge and accept what will happen to them in the future,” and “protection of patients’ right to 

know.” Nursing support to family members includes “to reduce family member’s tiredness ”.In order to 

support nursing staff, there are “activities to have relationship with patients as a team” and “formulation 

of the team structure to promote the professional growth of nursing staff.”

From the above analysis, we studied how the terminal care for cancer patients at general hospitals 

is realized.

Keywords: general hospitals, terminal care, cancer patients
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Ⅰ．はじめに

本学では、開学当初から、看護実践現場の業務改善･

充実に直結した課題に取り組むことにより、県内の看護

サービスの質的向上を図ると共に、大学の教育活動の基

盤確立を目指し、実践現場との共同研究を行なっている。

共同研究の目的としてあげられた現場課題への取り組

みの成果としては、毎年行なわれている共同研究報告

と討論の会で報告、討論がなされており、平成 15 年度

の共同研究の成果・改善点についても、自己点検評価お

よび現地看護職者を対象とした調査から、看護実践の改 

善･充実に貢献できている現状が明らかにされている 1）。

しかし、共同研究が現地参加者の専門職としての成長

という視点からどのような意義があるのかについては明

らかにされていない。　　

そこで本論文では、共同研究としての「健康づくり計

画」への取り組みが、現地参加者にどのような影響を与

えたのかを、現地参加者の認識から明らかにし、共同研

究の意義を検討することを目的とした。

Ⅱ．研究方法

1．研究対象者

共同研究に参加した A 町保健センター職員 5 名、お

よび B保健所職員 1名。

2．調査方法

まず、共同研究が現地参加者の仕事や専門職としての

成長に与えた影響についての自己記入式質問紙を作成

した。次に、現地参加者個々に対して、研究目的、倫理

的配慮についての考え方、回収日を現地に出向き説明し、

後日現地にて回収した。

3．調査内容

現地参加者の専門職としての成長に共同研究がどのよ

うに影響を与えているのかについては、共同研究での気

づきや学びがその場だけでなく、その後の実践において

も活用できる力となっているかについてと、その要因を

明らかにするため、以下のような項目について調査を行

なった。調査項目は、職種、経験年数、および共同研究

への取り組みが仕事や自らの専門職としての成長に影響

を与えたと考える内容とその要因であった。

4．分析方法

記述内容を何度も読み返し、共同研究への取り組みに

よる自己の反応や、仕事や専門職としての自己の変化に

関する記述内容に着目し、語彙の意味を変えないように

要約した。要約した内容のうち、類似するものをまとめ

てカテゴリー化し、命名した。さらに、カテゴリー間の

関係を、原因と結果の関係から分析した。

確証性および一貫性を維持するため、分析過程におい

て1名の研究者が分析したものを3名の研究者間でディ

スカッションを行い、合意が得られるまで検討した。

5．倫理的配慮

研究目的および得られたデータは、個人が特定できな

いように全て匿名で扱うこと、研究目的以外には使用し

ないことを直接個々の対象者に説明し、協力を依頼した。
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Ⅲ．共同研究における活動の実際

A 町において、コミュニティーをパートナーとし、エ

ビデンスに基づいた健康問題を明確にした健康なまちづ

くり計画を策定することを目的として、以下のような活

動を行った。　　　

まず、コミュニティー・アズ・パートナーモデル 2）

についての学習会を開催し、参加者全員が文献を読み、

概念の意味や現状との照合について議論を行なった。

次に、A町の実態に関するヒアリングと討論を行なっ

た。具体的には、既存資料をコミュニティー・アズ・パー

トナーモデルの考え方で整理し、課題を明確にした。こ

の討論において、A町の理念・目標を明らかにする必要

性が生じ、理念・目標の共有のための議論も行なった。

三番目には、住民を対象とした調査の企画・実施・分

析を行なった。この調査では、健康な暮らしに関する住

民の考え方や行動を明らかにし、健康問題を探る目的で、

20 ～ 69 歳で、性別、年齢は無作為抽出による 1,000

人を対象とした。内容は住民がどのようなことを大切に

考えているのか、既存資料から問題が推定されたことに

関する質問、将来にわたる住民の困りごとを重視した内

容であった。この結果を「健康を考える集い」で住民に

説明した上で、さらに住民の声を聞くフォーカス調査を

行った。

最後に、これらの分析から計画の素案を作成し、保健

センター運営協議会で検討した上で、パンフレットの作

成、配布を行なった。（表 1参照）

共同研究の活動回数は、2 年間、計 54 回（1 回 3 ～

4 時間）で、全員参加の会は月平均 2～ 3 回であった。

Ⅳ．結果

質問紙は、全員からの回答が得られた。

1つのカテゴリーとしてまとめると、最終的に 7カテゴ

リー『　』となり、そのうち 2 カテゴリーは、それぞ

れ 3つのサブカテゴリー「　」を含む構造に整理できた。

（表 2参照）

カテゴリー『保健活動についての認識の変化』は 15

件の記述があり、「地域看護の理解の深化」7件、「住民

理解の深化」4 件、「実践に取り組む自己の姿勢につい

ての反省」4件から構成されていた。

「地域看護の理解の深化」は、‘保健事業の本当の目的

や住民にとっての意味をきちんと考える必要性を認識し

た’、‘ヘルスプロモーションの真の意味を理解できた’

など、大学教員と一緒に勉強することで、地域看護に関

するこれまでの理解をさらに深めることができたという

内容であった。

「住民理解の深化」は、‘町民にすごい力があったこと

がわかった’、‘健康とは毎日充実した日々を送れること

と答えた人が多く、自分たちの予想とは違い心の面を

重視する人が多いことがわかった’ など先のサブカテゴ

リー同様、共同研究を通して、大学と共に住民の声を聞

き自分たちの予測とは異なる結果を得ることで、これま

で住民のことを理解していると思っていたが、実際は住

民理解が十分でなかったことに気づき住民理解が深まっ

たという内容であった。

「実践に取り組む自己の姿勢についての反省」は、‘勤

務経験が長いことから A町の姿を決め付けていた’ のよ

うに先の「地域看護の理解の深化」や「住民理解の深化」

で自分たちがわかったつもりになっていた原因となる実

践を行う姿勢を振り返り、不十分な点を反省する内容と

なっていた。

カテゴリー『地域看護実践能力の向上』は 13 件の記

述からなり、「情報活用能力の向上」4件、「思考力の向

1．対象者の属性

職種は、保健師 4 名、栄養士 1 名、歯科

衛生士 1 名であった。経験年数は、10 年未

満　2 名、10 年以上 20 年未満　1 名、20

年以上 30 年未満　3名であった。

2．共同研究が現地参加者に与えた影響

共同研究が現地参加者に与えた影響を分析

した結果、11 の類似した内容が抽出できた。

さらに、内容同士の関連が見られるものを
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表１　A町における共同研究過程
事業内容（回数）
１．モデルの提案と学習会（7回）

２．既存資料の分析およびヒヤリングによる健康問題の課題抽出（4回）
３．A町の理念・目標の明確化（1回）
４．アンケート調査の企画･実施･分析（22回）
５．調査結果の住民への提示と討議、フォーカス調査（9回）
６．住民の声の分析（2回）
７．計画案の策定・吟味・パンフレット作成（14回）
８．議会での決定によりパンフレット配布



上」4 件、「実践を通した理解の深化」5 件、から構成

されていた。

「情報活用能力の向上」は、‘統計の分析方法 1つをとっ

ても何を視点に捉えるかが学べた’、‘きっとこうだろう

と思っていたことを調査で明らかにできることがわかっ

た’ のように、方法そのものを知っているだけではなく、

自己のめざす理念に視点を定めデータを分析する必要が

あること、自分たちの仮説を検証していく手法として理
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表２　共同研究が現場看護職に与えた影響
カテゴリー (記述件数 ) サブカテゴリー ( 記述件数 ) 記述の要約

保健活動についての
認識の変化 (15)

地域看護の理解の深化 (7)

保健事業の本当の目的や住民にとっての意味をきちんと考える必要性を認識
した
ヘルスプロモーションの真の意味を理解できた
すべてこちらがやらねばという考え方から、住民が主体でこちらは支援をす
るという考え方にシフトした
住民のセルフケアを支えることの方が大変だと思う
住民の本当の意見をきくことで、事業計画の方向が異なることがわかった
大学と一緒に勉強をすることで、新たな地域看護を学べた
事業の目的を明確にすることの必要性がわかった

住民理解の深化 (4)

町民にすごい力があったことがわかった
住民という強い見方がいるから強気になれるという思いがもてるようになっ
た
住民の考えていることの実態がわかった
健康とは「毎日充実した日々を送れること」と答えた人が多く、自分たちの
予想とは違い、心の面を重視する人が多いことがわかった

実践に取り組む自己の姿勢に
ついての反省 (4)

勤務経験が長いことから A町の姿を決め付けていた
ただ事業をこなしていて、疑問もなかった
業務に流され、見直しといっても小さな見直しで終わっていた
考え方が凝り固まっていた

地域活動実践能力の
向上 (13)

情報活用能力の向上 (4)

統計の分析方法 1つをとっても何を視点に捉えるかが学べた
調査結果をまとめるための資料作成のまとめ方が養われた
他の資料を見る目が養われた
きっとこうだろうと思っていたことを調査で明らかにできることがわかった

思考力の向上 (4)

自分自身の考え方の幅が広がった
考える力がついた
問いをもち、本を読んで考えることができるようになった
幅広い考え方･知識を得て、自分自身の見方を変えることができた

実践を通した理解の深化 (5)

はじめは理論を学ぶ意義がわからなかったが、実践を通してその必要性がわ
かった
「町民の声をきいて上へ提言する」の意味が実践して漸くわかった
業務の見直しおよび計画を立案することが実践をとおして理解できた
はじめは新しいモデルを何故学ぶのかわからなかったが、勉強した理論を活
用することを通して「わかった」といえるようになった
実践を通して、さらに専門的知識や幅広い視野が必要であることがわかった

自己の課題の明確化 (2)
20 代、さらには中高年の健康づくりに取り組みたい
今回明らかになった住民の健康観に基づいた健康づくりを進めたい

実践活動における学びの再現 (5)

市町村支援でともに体験したことを、現在の看護に生かしているつもり
幅広く長期的な視野で計画作りを行う体験を、現在の看護に生かしている
今回えた視点 ( 健康の価値や助け合い ) で町民と健康問題を話し合えている
自ら問い、文献を活用し、考えることで出した結果に納得でき、成長につながっ
た
今回学んだ保健事業の本当の目的や住民にとっての意味を意識する姿勢で業
務を考えている

問題を共有しているという認識の獲得 (1)
これまでできなかった職種間の問題意識の共有ができ、同じスタートライン
に立てたと実感できた

自信の獲得 (2)
住民がこう思っている、これが大切だということを胸を張っていえる
自信をもって A町の姿を話せる

仕事への意欲の向上 (1) この仕事への魅力を改めて感じ、やる気がでた



解ができたというように、実践の根拠を明らかにするた

めの情報の見方、調査、分析の手法などの情報活用能力

の向上を示す内容となっていた。

「思考力の向上」は、‘考える力がついた’、‘問いを持ち、

本を読んで考えることができるようになった’ など自分

で考え行動するために必要な思考力の向上につながった

という内容であった。

「実践活動を通した理解の深化」は、‘町民の声をきい

て上へ提言するの意味が実践して漸くわかった’、‘業務

の見直しおよび計画を立案することが実践をとおして理

解できた’ など、実践を通して如何に行うのかという理

解へと深化したという内容であった。

その他、「自己の課題の明確化」は、2 件の記述から

なり ‘さらに、中高年の健康づくりに取り組みたい’、‘今

回明らかになった住民の健康観に基づいた健康づくりを

進めたい’ など共同研究を通して、新たに見出せた自己

の課題を表明する内容となっていた。

「実践活動における学びの再現」は、5 件の記述から

なり ‘今回得た視点で町民と健康問題を話し合えてい

る’、‘幅広く長期的な視野で計画づくりを行う体験を、

現在の看護に生かしている’ など共同研究を通して学ん

だことを、そのときの学びだけでなく、現在の実践に活

用できているという内容であった。

「問題を共有しているという認識の獲得」は、‘これま

でできなかった職種間の問題意識の共有ができ、同じス

タートラインに立てたと実感できた’ という記述 1件で

あった。

「自信の獲得」は 2件の記述からなり、提言において

住民が大切にしている思いを話せることや、町の姿を自

信もって話せるという自信についての内容であった。　

「仕事への意欲の向上」は、‘この仕事への魅力を改め

て感じ、やる気がでた’ という意欲向上につながったと

いう内容の記述 1件であった。

3．影響を支えた要因　

記述内容は、「教員の視点の違う発言」、「大学教員と

共に取り組めたことで、異なる見方や新しい考え方を学

ぶことができた」という『異なる視点からの刺激』3件、

「教員の肯定的な発言」という『他者の承認』2件、「普

段考えていることが自分の立場から発言ができたこと」

という『自己の承認』2 件、「本を読む機会を得てじっ

くり考えることができたこと」という『考える機会の獲

得』1 件、「職員以外の第 3 者が参加することで、雰囲

気が悪くなったり、妥協せずに取り組めた」という『安

心できる環境』1件、『妥協しない環境』1件であった。

Ⅴ．考察

1．共同研究への取り組みによる影響とその要因との関

係

ここでは、共同研究への取り組みにより参加者が受け

た影響とその要因との関係について考察をする。

まず、参加者が受けた影響の『保健活動についての認

識の変化』および『地域活動実践能力』という 2 つの

カテゴリーの関係であるが、新たなモデルを学び、住民

理解や地域看護についての認識が変化したことが、情報

活用時の視点の明確化に影響を与え、また、情報活用能

力が向上し、データから真の住民の思いや力を明らかに

できるようになることで、住民理解や保健活動の認識を

変化させていたなど、相互に認識や能力を高めあいなが

ら向上していく関係にあったと考える。

次に、この 2 つのカテゴリーと他のカテゴリーとの

関係についてであるが、前の 2 つのカテゴリーが相互

に影響を与えながら向上していく過程を通して、自己の

できることが表明できたという『自信の獲得』や、現実

と目指す姿とのギャップから課題が明らかになったとい

う『自己の課題の明確化』、さらには仕事への魅力を再

確認し意欲をもった『仕事への意欲の向上』へと発展し

ていたと考える。

そして、これらの変化と平行して、2 年間 54 回にわ

たる仲間との対話を通して、職種を超えた『問題を共有

しているという認識の獲得』に至っていたと考える。

最終的に、これらの共同研究での学びが、共同研究終

了後の実践においても再現し活用しているという『実践

活動における学びの再現』につながっていた。

次に、以上の現地参加者が受けた影響を支えていた 6

つの要因についてみていく。

今回の結果から、共同研究における影響は、『保健活

動についての認識の変化』のように、これまで定着して

いた自己の枠組みを壊し、保健事業の本当の目的や住民

の真の姿を理解するに至っていた。これは、共同研究の

場が、自己の枠組みを揺さぶる理論の提供や教員の意見
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などの『異なる視点からの刺激』を与える場となってい

たこと、刺激に対して自らの意見を考え、明らかにする

『考える機会の獲得』となっていたことが学びの促進を

支えていたものと考える。しかし、研究参加者は、新し

い理論を学ぶ段階では、‘新しいモデルを何故学ぶのか

わからない’ というような葛藤体験をし、困難感を感じ

ており、肯定的な思いばかりではなかったことが伺える。

人は、基本的に意識する･しないにかかわらず、なん

らかの自己実現を目指して生きており、人間ならば基本

的に誰もが持ち備えている、自ら働き出す力 “対外能動

性の働き、発動性” をもつと言われている。自己充実し

たあり方を目指して、成長発達していく過程には、葛藤

を伴うこともあるが、前向きな情緒の安定がはかられる

ことで、次の事柄に立ち向かっていくと考えられてい 

る 3）。

このような発動性の理論に基づいて、今回の共同研究

の過程を考察すると、葛藤体験を乗り越えさせた要因と

して、普段共に仕事をすることのない第三者の大学教員

が入り、現場と対等の関係で取り組んだことや、参加者

が 6 名と少なく、個々が自らの役割を果たすことが求

められたことで、容易に投げ出せない『妥協しない環境』

であったこと、さらに、雰囲気が悪くなる心配をせずに

考えを表現できる『安心できる環境』であったことが影

響したと考える。発動性を発揮するための情緒の安定は、

承認（見守る、認める、積極的に誉めるなど）の欲求や

所属（愛情・仲間意識など）の欲求充足に支えられると

いわれている 4）ように、今回の結果からも、毎回全員

が集まって進めてきた過程と、個々が役割を果たすこと

が求められたこと、雰囲気を心配せずにどんな意見も発

言できる環境であったことが、所属欲求を充足していた

ことが、前向きな情緒の安定につながっていたと考える。

そして、取り組みの中で、自己の意見が認められる『他

者の承認』や、自分の考えが発言できたことによる『自

己の承認』により承認の欲求が充足できたことも、情緒

を前向きに安定させ、目前の課題に立ち向かっていけた

要因であったと考えられる。

以上のことから、現地参加者は、葛藤体験を感じなが

らも、共同研究の場で所属や承認の欲求充足を行い、前

向きに情緒を安定させることで、共同研究での課題達成

に向け取り組むことができ、共同研究終了後も学んだこ

とを再現し、実践につなげることで、自己実現にむけて

立ち向かっていると考えた。（図 1参照）

2．共同研究の意義 

本結果から今回の共同研究では、理論を学び実践に活
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図 1　共同研究による影響とその要因の関係



用することで、実践が変化すること、実践を通して理論

の意味がようやく理解できることを体験していた。そし

て、これまでの自己のありようと目指すものとのギャッ

プから、新たな課題を明らかにしていた。これらのこと

から、大学教員と現地の共同研究の意義としては、看護

が、看護として成り立つために理論と実践の両方が必

要であることを実感でき、自己の枠組みを拡大できる 5）

という意義があったと考える。

今回の共同研究においては、モデルの学習から健康な

まちづくり計画の策定をともに実践しており、その過程

において、参加者個々は、理念達成を常に意識し、新し

い理論を学び、それを実践に活用するとは具体的に何を

どのように行うことなのかを身をもって体験している。

共同研究の参加者は、自律した判断や行動が求められ

その責任が問われる専門職ばかりであるが、日常業務の

中では、人数が少ないこともあり、今抱えている疑問や

課題について議論を行ったり、指導を受けることができ

る環境にはない。そのため、今回の共同研究の場が、自

己の考えや技術を確認したり、明確な根拠をもって実践

すること、さらに、理念を共有しその達成にむけて行動

することを、具体的な行動レベルで理解する学びの場と

なっていたと考える。

また、共同研究を通して、これまでの自己の物の見方

や考え方、住民の捉え方、情報活用のときの視点などを

振り返り、自己の認識が変化していることに気づき、今

後の課題を明らかにしていた。これは、2年間に 54 回

におよぶ話し合いの中では、何度となく自己の立場や

意見を明らかにし、他者の理解を得ることが求められ

た。そのことが、自己のこれまでの実践やその基盤にあ

る価値観等を振り返り、これまで経験では当然と考えて

きたことが本当にそれでよかったのかどうかを吟味する

内省の機会となっていたと考える。そして、共同研究が、

大学教員や他職種を含めたメンバーで行っていたことが、

より効果を高めたのではないかと考える。

日々の実践の中で、自己の実践の振り返りとその意味

の吟味を一人で行うことは容易ではないと思われる。し

かし、専門職として、日々の実践に責任を持ち、成長を

し続けるためには、自己の実践を振り返り、学びや課題

を意味づけ、次の実践に活かしていくという過程を繰り

返すことが、重要な学習となるのではないかと考える。

共同研究は、そのようなことに気づく機会であり、その

ような方法を学ぶ場としての意義もあると考える。

Ⅵ．おわりに

今回は、共同研究の現地参加者の専門職としての成長

の視点から、共同研究が現地参加者に与えた影響とその

要因との関係、および共同研究の意義について考察した。

「実践なき理論は空虚であり、理論なき実践は盲目で

ある」というように看護が看護として成り立つには、両

者が必要であると実感する 6）ため、また自己の成長の

ためにも自己のありようを振り返り、今後の課題を明確

にするためにも重要であることが再確認できた。

今回は調査対象とはしなかったが、大学の参加者に

とってもその過程は、看護学教育の教育環境を拡充する

ための共同学習の場であり、各々の成長に向けた人材育

成の場である。

今後は、実践と理論の両者の重要性を意識しながら、

より有意義な共同研究となるよう取り組んでいくと共に、

教員が共同研究の過程においてどのような学びをし、そ

れをその後の実践で活用しているのかを明らかにしたい

と考える。

文献

 1）グレッグ美鈴，岩村龍子，大川眞智子，他：共同研究実施

者の意見に基づく事業の見直しと課題，岐阜県立看護大学

紀要，5(1)；93-99，2005．

 2） エ リザベス T. ア ン ダーソン：Community As Partner 

Theory And Practice In Nursing，金川克子、早川和生訳，

医学書院，2002.．

 3）近田敬子：発動性の理論と看護 ; 体験からの理論構築を目

指して，日本看護研究学会誌，20(1)；31-35，1997．

 4）近田敬子：発動性の理論と看護診断　全体性を視座におい

て，日本看護診断学会誌，3(1)；5-10，1998．

 5）陣内泰子：私の看護研究へのとりくみ ; 臨床看護実践にこ

だわって，看護教育，39(11)；979，1998．

 6）石原美和：臨床と教育機関との共同研究の意義，看護教

育，39(11)，1998．

（受稿日　平成 18 年  1 月 11 日）

（採用日　平成 18 年  2 月 20 日）

岐阜県立看護大学紀要 第 6巻 2号 , 2006

̶ 18 ̶



Ⅰ．はじめに

思春期から高齢期の人々を対象とする看護学である成

熟期看護学領域では、講義・演習の最終段階として、4

セメスター（2年次生後期）に、紙上患者を活用した看

護過程演習（以下、本演習とする）を行っている。本演

習は既習の様々な知識や技術を統合して具現化する演習

であり、成熟期看護学領域別実習の準備学習としても重

要な意義をもっている。

本学開設後初めての本演習の際には、グループ学習の

各グループに対し 1 名以上の教員がファシリテーター

として支援する体制をとっていたが、翌年の本演習にお

いては、グループ学習に直接参加する学習支援はほとん

ど確保できなかったため、各回のグループ学習後に提出

された学習結果の記録に複数の成熟期看護学講座の教員

がコメントを返す方法で行った。

成熟期看護学を専門とする複数の教員が学生の看護過

程の記録に対して返したコメントはこの時期の学生が健

康障害をもつ成熟期患者とその家族の援助を展開するた

めの看護過程を学習する上での問題・課題であるととも

に必要とされる指導内容であると捉えられ、これらのコ

メントの内容を整理することで、本演習における指導内

容が明確になり、本演習の指導上の視点を含めた学習支

援を検討できると思われる。また、今回の演習で複数の

教員が学生に指導した内容を明確にしておくことで、今

後の本演習に関わる全教員が共通した明確な視点をもっ

て指導に臨むことが可能となるであろう。

小田 1）は、本演習における関連図（事例の情報から

必要な内容を関連させながら全体像を図示して「看護ケ

アが必要な状態」を仮定するための図）への教員のコメ

ントを分析し、学生に事例理解の前提となる知識が不足

しており、学習支援として事前学習の告知や関連図の丁

寧なオリエンテーションを言及している。今回は「関連

図」で仮定した「看護ケアが必要な状態」を根拠を持っ

て理論的に確定する「診断プロセス」へのコメントを分

析対象としており、言語によって具体的に表現された学

生の知識や思考が表現された記録に対する教員の指摘で

あることから、より具体的で詳細に、健康障害をもつ成

熟期患者の看護診断プロセス学習への指導内容があきら

かとなり、学習支援を検討する資料となると考えた。

したがって、本研究の目的は、成熟期看護学領域の最

終段階として行う本演習における学生の記録への教員の

コメントを分析することで指導内容を明確化し、この時

期の学生が成熟期患者とその家族への看護過程の診断プ

ロセスを学習する際の指導の視点を含めた学習支援を検

討することである。

Ⅱ．成熟期看護学教育における紙上患者を活用した看

護過程演習

1．本演習の位置付けと学習目標

本演習を受ける学生はこの前年に基礎的学習科目で
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30 時間を使って、看護過程の基本的な概念や構成要素、

その展開について学習している。また、実習以外のすべ

ての成熟期看護学科目と専門関連科目を既習もしくは本

演習と同時進行で学習している。

本演習が行われる授業科目の目的は「さまざまな健康

状態で生活を営んでいる成熟期の人とその家族が健康を

維持し、また、健康障害に適応・健康障害から回復して

社会的復帰や自立・自律した生活をおくるために関連の

ある看護技術を中心に、基本的な援助方法を演習を通じ

て学習する」ことであり、本演習の学習目標は「健康障

害をもつ成熟期患者とその家族の状況に応じた援助過程

を展開できるよう成熟期に生じやすい疾患をモデルとし

た紙上患者とその家族の看護過程の一部を学ぶ」として

いる。

2．本演習の方法

紙上患者として提示した事例は、クモ膜下出血で緊

急入院した 52 歳女性であり、患者の基礎的事項（職業、

家族構成など）、発症時の状態、手術（開頭血腫除去術）、

手術後の状態、医師から家族への説明とその反応などに

ついての情報を提示した。学生のグループ学習の課題は

『術直後の時期の「看護ケアが必要な状態」の診断と看

護計画立案』とした。

本演習に使用した記録用紙は、成熟期看護学領域別実

習で使用するものと同じ、「対象とその家族の理解」（以

下「関連図」）、『「看護ケアが必要な状態」の診断プロセ

ス用紙』（以下「診断プロセス用紙」）、『「看護ケアが必

要な状態」の診断リスト用紙』（以下「診断リスト用紙」）、

「看護計画・実施・評価用紙」（以下「看護計画用紙」）

の 4種類である。

本演習は 8回の授業時間を使って、援助技術演習と同

時進行に行い、4回終了後に学生を入れ替えて実施した。

半数ずつに分かれた学生は2回連続の授業時間（180分）

の 2 回をグループ学習に使用し、そのうち初回の 30 分

は看護過程についての復習や記録用紙の記述方法の全体

講義とした（表 1）。4～ 5 名の学生で 1グループとなり、

計 16 グループを構成し、延べ 8名の教員が担当してグ

ループワークの支援を行った。学生は 1 回目のグルー

プ学習で記述した記録用紙を教員に提出し、4名の教員

すべてが 8グループに対し学習支援となるコメントを 2

回目のグループ学習の前に返却した。学生は、教員から

のコメントを参考に、さらにグループ学習を行い、再度

記録用紙を提出した。教員は最終的な学習結果に対して

1回目と同様にコメントを返却して、演習は終了とした。

Ⅲ．研究方法

1．分析対象

本演習において、学生 16 グループの学習結果である

看護過程記録に対して、延べ 8 名の教員が返却したコ

メントのうち、「看護ケアが必要な状態」の診断プロセ

スに対するコメントを分析対象とした。本演習で使用し

た記録用紙で「看護ケアが必要な状態」の診断プロセス

に該当する記録用紙は、「情報の整理」、「情報の分析・

統合」「看護ケアが必要な状態の確定」の欄を設けた「診

断プロセス用紙」である。

2．分析方法

延べ 8名の教員が学習支援として行ったコメントを 1

記述 1 意味となるように抜き出して要約した。その際

にコメントした教員の学習支援の意図は変えずに、より

望ましい学習のあり方として表現した。コメントの要約

を読み、意味内容の類似性に基づいてカテゴリー化した。

コメントの意味、意図の解釈に迷う際にはコメント全文

に戻って再度検討する、コメントした教員に確認するな

どして判断し、カテゴリー化は成熟期看護学担当教員 3

名が検討し合意を得ながら進めた。

3．倫理的配慮

本研究は学生の記録を直接分析対象としていないので、

学生の同意を得ることはしていないが、分析の際に学生

個人が特定されたり、学生の記録物を本科目の担当教員

以外の者が取り扱かったりすることがないように配慮し

た。また、分析対象であるコメントを行った教員はすべ

て本研究に共同研究者として参加しており、コメントを

分析対象とすることを了承している。
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表１　本演習が行われる授業の進行
授業 
回数

学生 40名 学生 40名
内容 内容

1～ 6 学習支援及びコミュニケーション方法の演習
7・8 看護過程演習 援助技術演習
9・10
11・12 援助技術演習 看護過程演習
13・14
15 授業全体のまとめ



Ⅳ．結果

1 回目のグループ学習後に提出された学習結果の記録

に対するコメントの数は 218、2 回目のグループ学習後

は 56、全コメント数は 274 であった。分析の結果、23

のサブカテゴリー（〈〉にて表示）が抽出され、最終的に【既

習の知識を適切に理解して診断に活用する】【個々の診

断に必要十分な情報を取り出す】【事例の事実を根拠に

解釈・判断を適切に説明して診断する】【「看護ケアが必

要な状態」を適切に表現する】【「看護ケアが必要な状態」

を診断するプロセスを理解する】【言葉を適切に使用し

て表現する】の 6つのカテゴリーが抽出された（表 2）。

1．【既習の知識を適切に理解して診断に活用する】

本カテゴリーは、これまでの授業での知識や文献・資

料等を活用して得ることができる知識の中から、本事例

を読み解くために必要とされる知識が学生に十分に理解

され、活用されるように支援する内容である。〈治療を

適切に理解する〉〈クモ膜下出血とその合併症のメカニ

ズムを正しく理解する〉〈感染のメカニズムを正しく理

解する〉〈手術後の痛みのメカニズムを適切に理解する〉

〈不安という情動現象を適切に理解する〉の 5つのサブ

カテゴリーから構成された。〈治療を適切に理解する〉

で適切に理解することを求められた治療は「中心静脈栄

養」「経鼻カテーテル」「全身麻酔」「バルーンカテーテル」

「薬物（アレビアチン、グリセオール）」などであった。

2．【個々の診断に必要十分な情報を取り出す】

本カテゴリーは、個々の「看護ケアが必要な状態」を

確定する材料を事例情報から学生が取り出せるように

支援する内容である。〈「看護ケアが必要な状態」の原因

誘因の情報を示す〉〈事例から個別の状態を判断した根

拠となる情報を十分明示する〉〈行われている治療を情

報として活用する〉〈診断に関連のない情報は記述しな

い〉の 4つのサブカテゴリーから構成された。具体的に、

事例から取り出すことができなかった情報は、合併症リ

スク、不安やストレスを判断した根拠となる情報、「不安」

を診断する際の Y さんの受け止めや対処、医師からの

説明時の反応の情報や絶食状態に対する治療や合併症を

予防するための治療の情報などであった。

3．【事例の事実を根拠に解釈・判断を適切に説明して

診断する】

本カテゴリーは、学生が、情報を適切に読み解き、根

拠をもった論理的思考で診断するプロセスを説明できる

ように支援する内容である。〈事例で示している事実の

データを活用して状態を分析する〉〈診断に至るまでの

情報の解釈、分析･統合を十分に明示する〉〈情報の特性

を理解して適切に活用する〉〈分析の視点を活用して分

析･統合を行う〉〈「情報の整理」で記載した情報のすべ

てを「情報の分析･統合」で活用する〉〈解釈を飛躍させ

ずに情報の分析･統合を行う〉〈抽象的な言葉を用いずに

具体的に説明する〉の 7 つのサブカテゴリーから構成

された。〈事例で示している事実のデータを活用して状

態を分析する〉を構成するコメントで具体的に、事例の

事実の活用が不十分とされた分析は Y さんの意識レベ

ルや運動麻痺の状態や合併症の状況などであった。また

〈解釈を飛躍させずに情報の分析･統合を行う〉で具体的

に解釈の飛躍を指摘された分析は「患者自身が自分の置

かれている状況を把握しきれていない」「受容する」な

ど事例の心理面の分析であった。〈抽象的な言葉を用い

ずに具体的に説明する〉で抽象的と指摘された言葉の使

用は「安楽の変調」「合併症」「喪失感」「セルフケア」

などであった。また〈分析の視点を活用して分析・統合

を行う〉の分析の視点を具体的に紹介すると「正常（値

もしくは状態）や健康（値もしくは状態）からの逸脱」、「患

者家族が苦痛に感じているもの（こと）」「看護ケアが必

要な状態は良い（望ましい）方向へ向かっているか、悪

化傾向か」「ケアをしなかったらどのような状態を起こ

すか」「患者家族はその状態を解決するだけの力を持っ

ているか」などである。

4．【「看護ケアが必要な状態」を適切に表現する】

本カテゴリーは、「看護ケアが必要な状態」を適切な

診断名として学生が表現できるよう支援する内容である。

〈「看護ケアが必要な状態」に原因、誘因、要因も示す〉

〈診断は「看護ケアが必要な状態」として表現する〉〈顕

在している状態、潜在している状態を区別して表現する〉

の 3つのサブカテゴリーから構成された。

5．【「看護ケアが必要な状態」を診断するプロセスを理

解する】

本カテゴリーは、「看護ケアが必要な状態」を診断す

る個々のプロセスの意味やプロセスとしての意味を学生

が理解できるように支援する内容である。〈関連図との

整合性をもたせる〉〈「情報の整理」は自分の解釈や判断
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表２　コメントによる「看護ケアが必要な状態」の診断の学習支援
カテゴリー サブカテゴリー コメントの例

既習の知識
を適切に理
解して診断
に活用する

治療を適切に理解する

動脈ラインと IVHを挿入した理由が違うのでは？
カテーテルやラインにより行動が制限されているわけではない。
経鼻カテーテルでは話すのに支障はない。
バルーンカテーテルを挿入した理由の解釈が違うのでは（術中の詳細な尿量チェックのためではないか）。
アレビアチン投与の根拠をもう少し丁寧に書く必要があります。

事例の疾患とその合併
症のメカニズムを正し
く理解する

頭蓋内圧亢進の診断で、「再出血、脳血管攣縮、脳浮腫と関連して」とあるが、どのように関連しているのか。
再出血の可能性に手術の傷口と脳内動脈瘤の破裂が並べられているが、この二つの出血の意味はまったく

違うので、並べられない。
病状のメカニズム，治療の影響など，もう一度知識を確認してください。
術後の呼吸器合併症に関することと感染に関することが整理できていないようです。呼吸器合併症＝感染

によるもの、ではないと思いますが。看護ケアが必要な状態として「感染の危険性（創部感染とドレーン

チューブ類からの感染と肺合併症からくる感染）」とありますが、肺合併症からくる感染とは何を指して

いるのでしょうか。

感染のメカニズムを正
しく理解する

「低栄養状態で炎症を起こしていると考えられるので感染を起こす危険がある」とありますが、関連がよ

くわかりません。体温が高く、白血球が多いのは炎症をおこしているためと解釈していますが、炎症の原

因は何でしょうか。そのことと感染の危険性はどのようにつながりますか。
「白血球の増加が感染を起こしやすくする」という分析は誤りではありませんか？
感染の危険性では、感染部位や感染経路や感染の症状はそれぞれ違いますね。もう少し整理と分析統合が

必要ですね。
血糖値は感染にどう関連していますか。

手術後の痛みのメカニ
ズムを適切に理解する

疼痛についての情報を整理し、分析統合した結果、軽度の痛みと診断していますが、その下に書かれてい

る「しかし、痛みのピークは術後２～６時間が最も激しいと言われているため、今後、痛みが増加する可

能性がある」という部分が生かされていないようです。
手術部位の創部痛の危険性によって，痛みによる苦痛のほかに生じる問題はないでしょうか。

不安という情動現象を
適切に理解する

ショック＝不安か，また不安は大きい，小さいで表現しますか？
不安や精神的ケアでは、本人と家族の不安は生命の危機という点では、近いものがありますが、分けるほ

うがすっきりするように思います。
Yさんの悲嘆と家族の不安ついての情報の分析は看護職として専門的に書いてください。

個々の診断
に必要十分
な情報を取
り出す

「看護ケアが必要な状
態」の原因誘因の情報
を示す

「看護ケアが必要な状態」を生じさせている原因誘因（もしくは関連因子や危険因子）の情報も必要です。

なぜ「再出血の危険」があるのかについて分析するだけの情報が不足しています。

事例から個別の状態を
判断した根拠となる情
報を十分明示する

プロセス用紙で「高血圧をもっている」のはどこから判断したのか。そのような事実はあるのか。
「感染のリスク状態」を導きだす情報に感染の兆候に関する情報が不足しています。
分析部分で「これまでは家庭を第一に考えストレスとなるだろう」と判断しているが事実を情報として整

理する。
「水分バランスが崩れやすい状態」を診断する情報の整理欄に水分バランスをアセスメントする情報を示

す。
「合併症の危険性」を診断する際に合併症の症状の有無に関する情報を示す。
「ボディイメージの変調」を問題としてあげることの根拠に乏しい。
本人の不安について、その内容だけでなく、Yさんの受け止めやどのような対処をしそうかということを

判断するための情報もあってよいでしょう。例えば、Yさんは術後覚醒し、医師から説明うけたときにど

の様な反応をしていますか。
家庭内役割の変化に対する不安とするなら、患者家族のこれまでの家庭内役割と変化後の役割についての

情報が必要。

行われている治療を情
報として活用する

絶食状態に対して医師は何もしていませんか？
出血、脳浮腫、血管れん縮を予防するための治療は行っていませんか？
呼吸循環体温を正常に保つための治療もしています。これらの治療を受けて、Y さんは血圧

136/80mmHg、体温 37．2度、左右呼吸音清澄、呼吸数 18回 / 分なのです。
薬の副作用の診断では、現在の副作用症状の有無や程度、副作用を引き起こす危険性がどの程度なのかな

どの情報が必要。

診断に関連のない情報
は記述しない

感染のハイリスク状態の診断で、データに創部の出血を示しているが、感染との関連は？
「情報の整理」と「看護ケアが必要な状態」が乖離している。そう診断するには必要でない情報、あるい

は別の診断がつく情報が入っているがアセスメントされていない。
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表２　コメントによる「看護ケアが必要な状態」の診断の学習支援（つづき）
カテゴリー サブカテゴリー コメントの例

事例の事実
を根拠に解
釈・判断を
適切に説明
して診断す
る

事例で示している事実
のデータを活用して状
態を分析する

患者の現在の状態をとらえてアセスメントしていない。状態を示す情報を読まずに、病名や術式から看護

ケアが必要な状態を診断している。
＃２頭蓋内圧亢進の危険性について、“診断プロセス” の中で頭蓋内圧が亢進するとどういう症状がでる

のかは書かれていました。Yさんにその症状は出ているのでしょうか？～中略～その原因となるものは Y

さんにおこっているのでしょうか？
事例として提供された元の情報をもっと出してくると、よいのではないか。
「情報の分析統合」でなされていることは，基礎知識を活用して出されているのですが，この Yさんの事

実の情報も大いに活用する必要があります。

診断に至るまでの情報
の解釈、分析・統合を
十分に明示する

[情報の整理 ] の部分にバイタルサインや意識レベルや瞳孔の情報を書いてあったのですが、その情報の

意味も分析し、統合して文章で書いてください。
「家族の生活の変化」「慣れない生活に伴う疲労」を導き出す分析統合が不十分です。家族がどのように変

化するのか、どのような疲労があるのか、家族は皆同じ状態なのかも分析してください

情報の特性を理解して
適切に活用する

TP，ALB などのデータは，いつのデータかを明記する必要があります。

TP．ALB のデータは変化しています。そのことを事実と示し，それを読む必要があります。

分析の視点を活用して
分析・統合を行う

情報の分析の視点は，正常（値もしくは状態）や健康（値もしくは状態）からの逸脱，患者家族が苦痛に

感じているもの（こと），患者家族が問題にしていること，看護の専門的立場から問題，もしくは問題が

生じる危険性のある状態などですね。そして，～中略～「看護ケアが必要な状態」は良い（望ましい）方

向に向かっているか，それとも悪化傾向か，もし，今ケアをしなかったらどの様な状態を引き起こすか，

患者家族はその状態を解決する力をもっているか否か、などです。
疼痛の恐れの看護ケアが必要な状態を放置することによってどうなるのでしょうか？

「情報の整理」で記載し
た情報のすべてを「情
報の分析・統合」で活
用する

例えば、「看護ケアが必要な状態」のほとんどは感染ですが、集中治療室入室や、気管内チューブなどな

どはまったくアセスメントも診断もされていません。

解釈を飛躍させずに情
報の分析･統合を行う

「受け入れる」「受容する」ということがしきりに出てくるが、そこまで判断してよいか。
断定できないことを断定して書いている
２枚目：「知識がない」とは？

抽象的な言葉を用いず
に具体的に説明する

具体的な状態（頭痛）を示す情報を抽象化（安楽の変調）せずに診断する
「喪失感の出現」とは何の喪失か。
１ページ目の「セルフケア」は何を指すか？

「看護ケアが
必要な状態」
を適切に表
現する

「看護ケアが必要な状
態」に原因 , 誘因 , 要因
も示す

 「看護ケアが必要な状態」には，その危険因子関連因子（原因誘因））の明記が必要です。

診断は「看護ケアが必
要な状態」として表現
する

「看護ケアが必要な状態」の欄には、看護目標や具体的なケアで表現されています。

顕在している状態，潜
在している状態を区別
して表現する

感染がたくさん出されていますが，これは顕在（実在）しているのですか？危険性ではないでしょうか

「看護ケアが
必要な状態」
を診断する
プロセスを
理解する

関連図との整合性をも
たせる

「血圧不安定の可能性」は，関連図で確定されていませんが、診断されています。
「対象とその家族の理解」である程度、関連をつかんでいる部分があるのに、診断プロセスに生かされて

いない。

「情報の整理」は自分の
解釈や判断を記述せず
に事実の情報を整理す
るプロセスであること
を理解する

栄養低下，免疫力低下などは，皆さんの判断であり，事実のデータ，情報ではありません。提示したケー

スのデータや情報を使って整理していくことが必要です。

診断プロセスが論理的
思考過程であることを
理解する

「情報の分析統合」は，整理されたデータや情報の意味を読み，解釈判断していくプロセスです。

情報の整理から，分析統合が導かれ，分析統合からケアが必要な診断が導き出されるのですよね。

言葉を適切
に使用して
表現する

言葉を適切に使用して
表現する

情報の分析で「病気の受容ができるか」の意味するものは？受容できていないということか、できないか

もしれないということか？

望ましくない状態が予測される場合に、可能性と表現している。



を記述せずに事実の情報を整理するプロセスであること

を理解する〉〈診断プロセスが論理的思考過程であるこ

とを理解する〉の 3つのサブカテゴリーから構成された。

6．【言葉を適切に使用して表現する】

本カテゴリーは、日本語としての言葉を学生が適切に

使用できるように支援する内容であり、〈言葉を適切に

使用して表現する〉サブカテゴリーから構成された。

Ⅴ．考察

あきらかになった 6 つのカテゴリから、本演習にお

いて教員がコメントの形で行っている学習支援の全体像

は以下のように考えられる。【個々の診断に必要十分な

情報を取り出す】は診断プロセスの情報の整理の段階で、

【事例の事実を根拠に解釈・判断を適切に説明して診断

する】は情報の分析・統合の段階で、【「看護ケアが必要

な状態」を適切に表現する】は診断の段階で必要とされ

る学習支援であり、学生の診断プロセスの進行にそっ

て提供されるべき支援である。【既習の知識を適切に理

解して診断に活用する】【言葉を適切に使用して表現す

る】は診断プロセスのどの段階でも必要とされる学習支

援であるが、特に【既習の知識を適切に理解して診断に

活用する】は学生の診断プロセスの学習進行の初期の段

階、多くは、情報の整理の段階で十分に支援されること

が、その後のスムーズな診断プロセスの学習展開に肝要

である。【「看護ケアが必要な状態」を診断するプロセス

を理解する】は、診断プロセスを実際に展開し始める以

前に学生に求められるべき内容とも考えられるが、実際

には診断プロセスを学習していくどの時点においてもプ

ロセス自体への理解が深まることがあり、先に述べた診

断プロセスの各段階で必要とされる学習支援と、互いに

補強しあいながら提供されることで、学生の診断プロセ

スへの理解と対象となった成熟期の人とその家族への看

護への理解がともに深まる関係になっていると考えられ

た。

サブカテゴリーも含めてあきらかになった指導内容か

ら、学生が紙上患者事例を活用して成熟期にある人とそ

の家族の「看護ケアが必要な状態」の診断プロセスを学

習する際の指導上の視点を含めた学習支援を考察したの

で、以下に章を起こして述べる。

1．健康障害をもつ成熟期患者とその家族の診断に要す

る知識の活用を支援する

〈治療を適切に理解する〉〈事例の疾患とその合併症の

メカニズムを正しく理解する〉〈感染のメカニズムを正

しく理解する〉〈手術後の痛みのメカニズムを適切に理

解する〉〈不安という情動現象を適切に理解する〉〈行

われている治療を情報として活用する〉のコメントに

より、教員はクモ膜下出血を発症し開頭血腫除去術直後

の Y さんの状態を適切に理解して「看護ケアが必要な

状態」を診断する際に必要とされる知識を指南している。

清水らが周手術期看護における事例を用いた看護過程演

習の成果を検討する中で学生が「手術を受けることによ

る身体侵襲、身体機能の変化の視点から対象を理解する

ことの難しさ」2）を述べているように、本演習において

も知識を活用して事例の身体的変化を理解することが学

生にとっては、看護の診断をする以前に乗り越えねばな

らない大きなハードルであったと言えよう。これは、本

演習における関連図へのコメントを分析した小田の報告
3）でも事例理解の前提となる知識不足が述べられており、

同様の結果であった。クモ膜下出血を発症し開頭血腫除

去術直後の Y さんの状態を理解する際に必要とされる

のは、本学の専門関連科目の人体・治療学にあたる「解

剖生理学」「病態学」「疾患学」の知識、成熟期看護方法

で学習する周手術期の患者への一般的な看護の知識およ

び脳神経系の障害に関する知識などであり、これら、す

でに学んだであろう知識を学生がうまく活用できるよう

支援する必要がある。学生はこれまで講義等で知識を得

ることを中心に学習してきており、本演習は「知識を活

用する」数少ない演習であるため、診断プロセスにおけ

る知識の活用を具体的に示して学習を導く必要があろう。

これまでの授業内容の復習や文献・資料準備を演習前に

アナウンスしたり、グループワーク中にも事例の情報の

解釈に必要な関連知識を確認したりする支援が必要であ

ろう。

また、点滴のルートやカテーテルを留置してベッド上

に横たわる患者を実際に目の前にすればたやすく〈治療

を適切に理解する〉ことができるが、実習前の学生では

イメージし難く理解しづらいため、事例での情報提示の

内容・方法等を工夫するなどして患者が置かれている状

況を学生がイメージしやすくする支援も必要であろう。
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本来、健康障害をもつ成熟期患者とその家族の「看護

ケアが必要な状態」の診断の際には、発達課題的な視点

や心理社会的側面の理解、価値観や自己認識の理解も必

要だが、今回カテゴリーとしては〈不安という情動現象

を適切に理解する〉のみが心理面への言及であった。こ

れは対象事例が手術直後という侵襲的治療の身体的影響

が注目されやすい時期であったためと推察されるが、こ

のような侵襲的治療に対する全人的な反応に着目する

視点を学生が持てるように指導する必要もあろう。また、

全人的な捉え方が看護の特性であることを強調して学生

に伝えていくことに加え、提示した事例の情報が全人的

な反応に関する十分な情報を提供していたかを検討して、

学生の気づきを促す学習支援も必要であろう。

2．提示された事例の状態を捉えることを支援する

〈事例から個別の状態を判断した根拠となる情報を十

分明示する〉〈事例で示している事実のデータを活用し

て状態を分析する〉のコメントによって教員は、クモ膜

下出血を発症し血腫除去術を受けた患者の一般的な「看

護ケアが必要な状態」だけでなく、提示された事例 Y

さんの「看護ケアが必要な状態」を診断することを指導

している。このような指導の重要性は、クモ膜下出血を

発症した事例を解説した参考書を活用するなどして看護

問題、すなわち本演習でいう「看護ケアが必要な状態」

を手軽に見つけようとしたり、看護診断名のみを当ては

めようとしたりする状況が演習中にみられることから

も支持される。看護の診断プロセスは単に診断をするこ

とが目的ではなく、診断のプロセスの中で看護対象者と

なった人を十分に捉えて診断することでその人にあった

看護援助を導くことが目的であり、この点を学生が理解

して診断プロセスを展開できるよう支援する必要がある

だろう。

〈行われている治療を情報として活用する〉助言がな

されていることから、学生が手術後の情報を読む際に、

すでに治療が施された上での Y さんの状態であること

を考慮することが難しく、行われている治療に気づかせ

るアドバイスが必要であると思われた。行われている治

療について十分に意識することで、治療によるリスクや

弊害を考慮する看護的視点を持たせることにもつながる

と思われ、そのような視点を含めての指導が肝要であろ

う。

3．詳細で丁寧な論理的思考を支援する

〈診断に至るまでの情報の解釈、分析･統合を十分に明

示する〉〈分析の視点を活用して分析・統合を行う〉〈「情

報の整理」で記載した情報のすべてを「情報の分析・統

合」で活用する〉〈解釈を飛躍させずに情報の分析・統

合を行う〉〈抽象的な言葉を用いずに具体的に説明する〉

のコメントにより、教員は学生の詳細で丁寧な論理的思

考を支援している。教員はコメントの中で分析の視点を

具体的に挙げたり、解釈が飛躍している文章を指摘して

学生に考えさせたりして丁寧に助言していた。このよう

に殊更、情報の解釈、分析・統合の思考について具体的

にコメントしているのは、「看護ケアが必要な状態」の

診断は看護過程の中心であり 4）、正確で適切な看護計画

を実施、評価、継続していくために非常に重要なプロセ

スであると同時に、このような論理的思考が学生にとっ

ては馴染みがなく、困難であったためであろう。「看護

過程の学習には徹底した思考の訓練が必要」5）とされて

いるように、このような論理的思考を本演習のみで会得

することは難しいが、Winningham,M.L. が「成果だけで

なく、プロセスを扱うことは、学生の問題解決の認知レ

ベルを発見することにつながる。誤りがどういう傾向に

あるか、次のステップが理解できないでいることを見守

りなさい。これらのことがどの特別な認知レベルで起こ

るかを見分けることは、学生がどの分野で助けを必要と

しているかを分析する助けとなるだろう」6）と述べてい

るように、学生の思考内容を把握して教員がコメントを

返却することを繰り返す本演習の方法は看護過程初心者

の学習には効果的であろうと思われた。本演習において、

学生と教員とのやりとりは 4 回の授業回数のうち 2 回

目と 4 回目の後の 2 回に限定されていたが、どの時期

にどの程度の回数のやりとりがもっとも効果的であるか

は今後さらに検討していく必要があるだろう。また、学

生が自立して適切に看護の診断を行うには、本演習の後

に行われる実習の事前学習での紙上患者事例学習や臨床

実習においても訓練していく必要があり、その際も教員

が十分に支援する必要があろう。

4．「看護ケアが必要な状態」の診断の形式的な構造か

ら思考を深めることを支援する

〈「看護ケアが必要な状態」に原因、誘因、要因も示す〉

〈診断は「看護ケアが必要な状態」として表現する〉〈顕
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在している状態、潜在している状態を区別して表現する〉

のコメントにより、教員は「看護ケアが必要な状態」の

診断の形式的な構造の理解とその構造の中身、つまりは

「看護ケアが必要な状態」の原因、誘因、要因や事例の

状態、その顕在性及び潜在性を捉えることを促している。

診断の形式的な構造を使って、学生の頭の中を整理させ、

さらに思考を深める効果があると思われる。これらのサ

ブカテゴリーに加えて、〈関連図との整合性をもたせる〉

のコメントも、関連図を活用して思考を整理することで

「看護ケアが必要な状態」を確定しやすくすることを支

援している。しかしながら、先の小田の報告 7）による

と学生は関連図の目的の理解が不十分であったり、記述

のルールを誤っていたりして、十分に活用できていない

状況にあり、関連図の理解を促進する支援も同時に必要

とされている。

5．本研究の限界と今後の課題

本研究の分析対象は本演習の一学年分の指導内容を分

析対象としており、この結果を本演習の学習者への指導

内容として一般化するには限界がある。また紙面に書か

れたコメントのみが分析対象であり、教員による学習支

援すべてをあきらかにしていない。今後はさらにデータ

を増やして分析を重ねるとともに、今回考察した指導上

の視点を指導教員間で共有して学習支援を実践し、その

成果と課題をあきらかにすることに取り組みたい。

Ⅵ．まとめ

成熟期看護学領域の最終段階として行う本演習におけ

る学生の記録への教員のコメントの分析から【既習の知

識を適切に理解して診断に活用する】【個々の診断に必

要十分な情報を取り出す】【事例の事実を根拠に解釈・

判断を適切に説明して診断する】【「看護ケアが必要な状

態」を適切に表現する】【「看護ケアが必要な状態」を診

断するプロセスを理解する】【言葉を適切に使用して表

現する】6つの指導内容が明らかとなった。これらから

この時期の学生が成熟期患者とその家族への看護過程の

診断プロセスを学習する際必要とされる学習支援として

「看護ケアが必要な状態」の診断に要する知識活用の促

し、提示された事例の状態を捉えさせること、詳細で丁

寧な論理的思考に取り組ませること、診断の形式的な構

造を思考を深める作業に活かすことなどを考察した。

文献
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Ⅰ．はじめに

近年、わが国の保健医療領域においてヒューマンサー

ビス評価がしきりに行われるようになった。その先駆

的取り組みはアメリカにおいて 1960 年代後半に A. ド

ナベディアンが提案したモデル「構造 Structure」「過程

（Process）」「結果（Outcome）」という概念枠組みにし

たがった流れを汲んでいるものである 1）。その後、その

概念がわが国に輸入され、保健・医療・福祉施設などが

質評価を行うようになった。評価の主体をまとめてみる

と、①サービス提供の主体である施設・事業者あるいは

自分自身が行う「自己評価」、②同業者や事業者との間

で相互に行う「相互評価」、③利用者や家族などのサー

ビス満足度を通じて行う「利用者評価」、④サービス提

供者でもなく利用者でもない第三者が行う「第三者評価」

がある。わが国の保健・医療領域における具体的取り

組みは、1987 年の「病院機能評価マニュアル」の発表

から始まったといわれている 2）。第三者評価については、

サービスの質評価にとどまらず、質向上・改善に係わる

取り組みとして 1999 年ころから基準が作られ、方々で

行われるようになった。その一環として、今回、本学の

実習施設である A 病院から病院機能評価に関連して利

用者満足度調査の依頼を受けた。

本学は、県内の看護の質の向上を追究している。その

基本理念は、看護サービスの利用者である県民の受ける

サービスの質を保証していくことであり、利用者のニー

ズを充足する看護職のあり方を追究するものである。そ

こで、今回の A 病院からの依頼を契機に、外来診療利

用者および入院治療を受けた患者とその家族を対象とし

て、医療サービスの現状と課題を明確化する利用者満足

度調査を実施した 3）。入院治療を受けた患者本人を対象

とした調査結果については本学紀要に報告した 4）。本稿

では、外来診療利用者の満足度調査から A 病院の外来

診療の現状と課題を明確にしたい。

Ⅱ．方法

1．調査方法

利用者満足度に関する質問紙調査。調査用紙は各科の

受付担当職員（事務職）が、質問紙と返信用封筒を受診

した全利用者に手渡した。回収は、院内 6 箇所に回収

箱を設置し、当日回収を原則とした。ただし、当日記載

できない場合は、1週間以内に大学宛の郵送を依頼した。

なお、本人が回答できない場合は付き添い者が回答、ま
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たは代筆した。

2．調査対象

調査日に外来診療を受診したすべての利用者。

3．調査日

平成 15 年 9 月 12 日（金）

4．調査内容

利用者の概要として、受診した患者の属性（年齢・

性別）、回答者、A 病院を選んだ理由、初診・再診の別、

予約の有無、受診した診療科、待ち時間（受付から診療

に呼ばれるまで、薬の待ち時間、退出までの総時間）を

項目としてあげた。

職種別では、各職種（看護師・医師・薬剤師・検査技師・

事務職員）に共通した質問項目として、各職種の関わり

についての満足度を < 大変満足 >< 少し満足 >< どちら

ともいえない >< あまり満足していない >< 全く満足し

ていない > の 5 段階で回答を求めた。薬剤師・検査技

師に対しては「説明が理解できたか」と「質問や相談は

しやすいか」の 2点について < そうである >< ややそう

である >< やや違う >< 違う > の 4 段階で聞いた。医師

の対応については、「説明は納得できたか」「質問や相談

はしやすいか」「自分は大切にされていると感じられる

対応がなされたか」の 3点について、< そうである > か

ら < 違う > の 4 段階で聞き、「他の病院を受診して意見

を聞くことを、担当医は了解したか」には < はい >< い

いえ >の 2段階で聞いた。看護師の対応については、「質

問や相談はしやすいか」「今日の受診で看護師は質問や

相談に答えてくれたか」「看護師間の連携は取れている

と思うか」「自分は大切にされていると感じられる対応

がなされたか」「看護師の技術は上手でしたか」の 5項

目について < そうである > から < 違う > の 4 段階で回

答を求めた。また、「受診時に看護師とどのような関わ

りがあったか」については 10 項目中該当する項目に丸

をつけてもらった。前述の質問項目に対して該当しない

ことやわからないことが想定できる場合（説明がなかっ

た、必要がなかった、連携の状況がわからない等）は、< 該

当しない >< わからない > という選択肢も設けた。

全体を通しては、「プライバシーが守られていると感

じたか」について < そうである > から < 違う > の 4 段

階で聞き、「不快や危険を感じたか」については < は

い >< いいえ > で聞いた。総合評価として「今日の受診

全体を通して、満足したか」を < 大変満足 > から < 全く

満足していない > の 5 段階で聞いた。職員の対応、通

院手段や設備への気付き、感想・要望については自由記

載とした。

5．倫理的配慮

調査用紙には、調査は病院の依頼を受けて大学が行う

こと、無記名調査であり、統計的に処理するため個人が

特定されないこと、研究目的以外に使用しないこと、記

入は自由意思であることを明記した。A病院職員に対し

ては、A病院の院長が、調査の趣旨を説明し、協力を依

頼した。

6．分析方法

統計ソフトは SPSS を使用し、質問項目別に単純集計

した。看護師の対応の各項目及び受診時の看護師との関

わりの各項目については看護師の関わりについての満足

度とクロス集計した。自由記載の内容は、意味内容の類

似性に従って分類した。

Ⅲ．結果

1．回収率

配布した調査用紙は 1,980 部、回収は 1,268 部（回

収率 64.0%）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。また、回答者が

本人でない場合の代筆も有効回答として分析した。

2．回答者の属性

年齢は 0 歳から 95 歳までで、平均年齢は 57.3 ±

20.4 歳であった。10 歳未満は 61 名（4.8%）、20 歳以

上が 92.4% をしめた。年齢階層別では 60 歳代が最も多

く 320 名（25.2%）、70 歳代が 312 名（24.6%）であっ

た。性別は、男性 614 名（48.4%）、女性 632 名（49.8%）

であった。患者本人が回答したのは 1,031 名（81.2%）

で、付き添い者が回答したのは 198 名（15.6%）であっ

た。年齢別では、10 歳未満の全受診者は付き添い者が

記入し、10 歳代では 18 名（51.4%）が付き添い者の記

入であった。100% 本人の記入であったのは 30 歳代の

みで、70 歳代は 13.5%、80 歳代は 31.0%、90 歳代で

は 83.3% と、患者本人の年齢が高くなるに従って付き

添い者が記入する割合が増加していた。

受診状況では、初診が 99 名（7.8%）、再診が 1,114

名（87.9%）であった。予約の有無では、「予約あり」
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が 985 名（77.7%）、「予約無し」が 209 名（16.5%）であっ

た。受診した診療科は 20 科すべてに渡っていたが、最

も受診者の多かった科は「消化器科」で 277 名（21.8%）、

ついで「内科」の 220 名（17.4%）、「整形外科」187

名（14.7%）「循環器科」183 名（14.4%）、「眼科」136

名（10.7%）であった。

3．受診の理由

A 病院を選んだ理由で最も多かったのが「設備が整っ

ている」で 630 名（49.7%）、ついで「総合病院である」

が 591 名（46.6%）、「専門医がいる」510 名（40.2%）

と続き、最も少なかったのは「評判がよい」で 154 名

（12.1%）であった。その他の自由記載欄には 50 名から

の回答があり、「救急で受診したから」16 名、「いつも

通っている」10 名、「時間的・距離的な利便性」7名、「安

心感・信頼感」8 名、「入院・治療の継続」7 名、「（地

域で）唯一の施設」2名などがあった。

4．待ち時間

受付から診療に呼ばれるまでの待ち時間は、74.9%

が 1 時間以内であった。薬の待ち時間は 1 時間以内が

74.4% で、2 時間～ 3 時間以上は 3.2% であった。退出

までの総時間は、1時間半～ 2時間が最も多く、22.3%

であった。

5．看護師の対応について

1）看護師の対応の各項目について

看護師の対応について、肯定的な回答の割合が最も多

かったのは「看護師は質問や相談に応えてくれたか」で、

肯定的回答の割合が最も少なかったのは、「自分は大切

にされていると感じられる対応がされたか」であった（表

1）。

2）受診時の看護師との関わりについて

「当日の受診時に看護師とどのような関わりがあっ

たか」については、1,242 名から回答があった（表 2）。

関わりで最も多かったのは「病気や治療・検査等の説明

を受けた」であった。「その他」では 10 名が内容を記

載しており、「待ち時間の理由を聞く」が 4名と最も多

かった。

3）看護師の関わりについての満足度と各項目との関連

看護師の関わりについての満足度には 1,011 名が回

答した（表 3）。看護師の対応の各項目と看護師の関わ

りについての満足度との関連については、「看護師への

質問や相談はしやすいか」を表 4に、「看護師は質問や

相談に応えたか」を表 5 に示した。また、受診時の看

護師との関わり 10 項目中では、「利用できるサービス

や制度の説明を受けた」と回答した者9名中8名（88.9%）

が看護師の関わりについての満足度で <大変満足 >と回

答した。他 9 項目の関わりの内容と満足度との間には

一定の傾向は見られなかった。

4）看護師に対する意見

自由記載を求めた中から、看護師に対する記述を抽出

した結果、61 件が検出された。「親切・丁寧で優しい」

「明るく和やかな雰囲気」などの肯定的意見が 12 件、「忙

しいと思うが患者さんの身になってもらえれば幸い」「窓

口の看護師さんは早口なのでゆっくりしゃべってほし

い」など要望が 9件記載された。否定的な記述は 40 件

あった（表 6）。

6．医師の対応について

1）医師の対応について

「説明は納得できたか」に < そうである > と回答した

のは 634 名（63.7%）、< 違う > は 10 名（1.0%）、「質
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表 1　看護師の対応 人（％）

項目 そうである
ややそう
である

やや違う 違う わからない 合計

看護師への質問や相談はしやすいですか 646 
（55.5）

419 
（36.0）

77 
（6.6）

22 
（1.9）

1164 
（100）

今日の受診で、看護師は質問や相談に応えて
くれましたか（該当しないを除く）

607 
（72.4）

198 
(23.6）

23 
(2.7）

11 
（1.3）

839 
(100)

看護師間の連携はとれていると思われますか 424 
（42.5）

308 
（30.9）

49 
（4.9）

12 
（1.2）

204 
（20.5）

997 
（100）

看護師から、「自分は大切にされている」と
感じられる対応がされましたか

404 
（42.1）

410 
（42.8）

104 
（10.8）

41 
（4.3）

959 
（100）

看護師の技術は上手でしたか（該当しないを
除く）

417 
（52.9）

323 
（41.0）

35 
（4.4）

13 
（1.7）

788 
（100）



問や相談はしやすいか」に < そうである > と回答したの

は 654 名（62.8%）、< 違う > は 18 名（1.7%）、「医師

から大切にされていると感じられる対応がされたか」に

< そうである > と回答したのは 502 名（50.3%）、< 違う >

は 26 名（2.6%）であった。「他の病院を受診して意見

を聞くことを了解したか」に < はい > と回答したのは

239 名（26.8%）、< いいえ > と回答した者は 39 名（4.4%）

であった。他の 68.9% の人は < 該当しない > であった。

医師の関わりについての満足度では、474 名（44.9%）

が < 大変満足 > と回答したが、< 全く満足していない >

と回答した者は 14 名（1.3%）であった。

2）医師に対する意見

自由記載において医師に関する記載は 84 件あり、「と

ても感謝している」「親切で丁寧・やさしい」「信頼・安
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表２　受診時の看護師との関わり（複数回答） 人（％）
項目 該当する 該当しない 合計

病状や治療，検査等の説明を受けた 359 
（28.9）

883 
(71.1）

1242 
（100）

病院内の案内を受けた 110 
（8.9）

1132 
（91.1）

1242 
（100）

日常生活の送り方に関する説明を受けた 54 
(4.3）

1188 
（95.7）

1242 
（100）

不安や悩みを聞いてもらった 47 
（3.8）

1195 
（96.2）

1242 
（100）

病状や生活状況等について聞いてくれた 89 
（7.2）

1153 
（92.8）

1242 
（100）

処置（注射や点滴，吸入等）を受けた 186 
（15.0）

1056 
（85.0）

1242 
（100）

体調や体の状態に応じた対応・配慮を受けた 60 
（4.8）

1182 
(95.2)

1242 
（100）

身体上の援助を受けた 12 
（1.0）

1230 
(99.0)

1242 
（100）

受診や検査の予約の相談をした 192 
（15.5）

1050 
(84.5)

1242 
（100）

利用できるサービスや制度等について説明を受けた 10 
（0.8）

1232 
（99.2）

1242 
（100）

関わりはなかった 210 
（16.9）

1032 
（83.1）

1242 
（100）

その他 35 
（2.8）

1207 
（97.2）

1242 
（100）

表３　看護師の関わりについての満足度 人（％）

項目 大変満足 少し満足
どちらともい
えない

あまり満足し
ていない

全く満足して
いない

合計

看護師との関わりに満足
されましたか

374 
（37.0）

338 
（33.4）

245 
（24.2）

35 
（3.5）

19 
（1.9）

1011 
（100）

表４　看護師への質問・相談のしやすさと看護師の関わりについての満足度との関連 人（％）

 
 

看護師との関わりについての満足度
合計

大変満足 少し満足
どちらともい
えない

あまり満足し
ていない

全く満足して
いない

看護師への
質問や相談
はしやすい
か

そうである
314 156 55 4 1 530
(87.0) (47.7) (23.5) (11.4) (5.6) (54.4)

ややそうで
ある

46 158 140 15 3 362
(12.7) (48.3) (59.8) (42.9) (16.7) (37.1)

やや違う
1 13 31 14 5 64
(0.3) (4.0) (13.2) (40.0) (27.8) (6.6)

違う
0 0 8 2 9 19
(0.0) (0.0) (3.4) (5.7) (50.0) (1.9)

合計
361 327 234 35 18 975
(100) (100) (100) (100) (100) (100)



心できる」などの肯定的評価の記載が 12 件、不満・要

望に関する記載が 72 件あった。不満・要望に関する記

載を分類した結果、「納得できない診療」が 28 件、「不

適切な対応」が 21 件、「説明不足」が 15 件、「診療間

隔に不満」が 3件、「忙しくて話が出来ない」が 3件、「他

の人と話している」が 2件あった。

7．薬剤師の対応について

「薬の種類や服用方法についての説明は理解できたか」

に < そうである > と回答したのは 250 名（59.1%）で、

< 違う > と回答したのは 3 名（0.7%）、「質問や相談は

しやすいか」については 263 名（42.4%）が < そうで

ある >と回答した。薬剤師の関わりについての満足度で

は、691 名から回答があり < 大変満足 > と回答した者

が 221 名（32.0%）、< 全く満足していない > と回答し

た者が 13 名（1.9%）であった。薬剤師の対応に対する

記述は「薬局の方々は無表情すぎる」の 1件であった。

8．検査技師の対応について

「検査技師からの説明は理解できたか」に < そうであ

る > と回答したのは、247 名（48.4%）で、< 違う > と

回答したのは 2 名（0.4%）であった。「質問や相談は

しやすいか」に < そうである > と回答したのは 237 名

（51.6%）で、< 違う > と回答したのは 13 名（2.8%）であっ

た。検査技師の関わりについての満足度では、484 名

から回答があり、223 名（46.1%）は < 大変満足 > と回

答し、<全く満足していない>と回答したのは6名（1.2%）

であった。

9．事務職員の対応について

事務職員の関わりについての満足度では、960 名から

回答があり、392名（40.8%）は <大変満足 >、19名（2.0%）

は < 全く満足していない >と回答した。受け付け職員の

対応で、< あまり満足していない >< 全く満足していな

い > の理由を記載した人は 18 名であった。内容は「受

付の対応が悪く、何を聞いてもはっきりせずもっとしっ

かりした人を置くべきだ」「医療界もこれからはサービ

ス業だと思ったほうが良い。個人病院はそうなりつつあ

る。TEL の対応、受付の対応、自分のミスは素直に認め

頭を下げること」などの不満や、「事務的で人間扱いを

しているとは思えないときもある」など配慮に欠ける対

応が記載された。

10．診療全体を通じての意見

1）プライバシーの尊重

「プライバシ―が守られたか」の問いに対して、< そ

うである > と回答したのは 482 名（52.8%）で、< 違

う > と回答したのは 37 名（4.1%）であった。プライバ

シーが守られていないと回答した者に自由記載でその具

体的内容を記述してもらった結果、67 件の記載があっ

た。記載内容を分類した結果、「診察室と待合室が筒抜

けで、視線を遮断できない構造」58 件、「個人情報の流

出・露出への無配慮」5件、「不必要な露出」2件、「個
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表５　看護師は質問・相談に応えてくれたかと看護師の関わりについての満足度との関連 人 (％ )
 
 

看護師との関わりについての満足度
合計

大変満足 少し満足
どちらともい
えない

あまり満足し
ていない

全く満足して
いない

今日の受診
で、看護師
は質問や相
談に応えて
くれたか

そうである
285 173 44 4 1 507
(79.2) (53.2) (19.1) (11.1) (6.3) (52.4)

ややそうで
ある

14 81 60 13 1 169
(3.9) (24.9) (26.1) (36.1) (6.3) (17.5)

やや違う
0 3 9 5 1 18
(0.0) (0.9) (3.9) (13.9) (6.3) (1.9)

違う
0 0 1 0 8 9
(0.0) (0.0) (0.4) (0.0) (50.0) (0.9)

該当しない
61 68 116 14 5 264
(16.9) (20.9) (50.4) (38.9) (31.3) (27.3)

合計
360 325 230 36 16 967
(100) (100) (100) (100) (100) (100)

表６　看護師に対する否定的記述
内　　　　　　容 件数

不愉快な対応（いいかげん・こわい・態度が悪いなど） 20
追い立てるような対応 4
説明がわかりにくい 3
忙しそうで質問や話がし難い 3
科によって看護師の対応が悪い 3
連携が取れているか疑問 2
医師側に立った対応 1
（点滴の）開始時間が遅くいらいらする 1
その他 3



人情報の流用の疑い」1 件、「羞恥心への無配慮」1 件

の 5 つに分類された。また、67 件中女性の記載が 51

件で、女性が 76.1% を占めていた。

2）不快・危険と感じたこと

「不快や危険を感じたか」の問いに対して、1,269 名

から回答があり、「はい」は 58 名（4.6%）、「いいえ」

は 859 名（67.7%）であった。その内容を自由記載で求

めたところ、49 件の記載があり、大項目で 7 つ、小項

目で 12 に分類された（表 7）。また、記載者を性別で

見ると、女性が 31 件で 63.3% であった。

3）受診全体を通しての満足度

受診全体を通して < 大変満足 > と回答したのは 419

名（36.6%）、< 全く満足していない > と回答したのは

24 名（2.1%）であった。満足していない理由を自由記

載で求めた結果、121 件の記載があった。最も記載が

多かったのが待ち時間が長いことであった。職員に対す

る不満では、ほとんどが「配慮に欠ける対応」に関す

る記載であった（表 8）。記載者の性別では、女性が 75

名（62.5%）であった。

11．職員の対応などで気付いたことや感じたこと

職員の対応で気付いたことや感じたことについて自由

記載を求めた。記載内容を職種別に否定的・肯定的・要

望その他に分類した（表 9）。

12．通院手段・設備への気付き

通院手段や設備に関する意見も調査したが、本報告か

らは割愛する。

Ⅳ．考察

調査当日の利用者のうち約 64% の意見が集約できた。

回答者の 90% は成人であることから、この結果は成人

の意見とみてよいと考える。また、利用者の 87.9% は

再診者であり、回答者は単に当日のことだけを回答して

いるのでなく、日常の感想も述べていることから、本調

査の回答は、日常性を反映しているものと考えられる。

1．外来診療について

受診の理由は「設備は整っている」「総合病院である」

「専門医がいる」などの回答率が高かったことより、地

域の中核病院という性格から、より専門的な医療の提供

を求められているといえる。満足していない理由でもっ

とも多くの記載があったものは「待ち時間の長さ」であっ

たことから、外来診療で最も改善されなければならない

点は「待ち時間」だといえる。

2．職員の対応について

1）看護師に対して

看護師との関わりについては、外来診療利用者の約

8割は看護師との接点があるが、2割弱は看護師との接

点が無いまま帰宅していることが分かる。また、「看護

師が質問や相談に答えていない」と回答した者の 9 割

が看護師の関わりに満足していないと回答したことか

ら、看護師の関わりについての満足度には「質問や相談

がしやすい」「質問や相談に応える」事が大事な要素と

いえる。受診時の外来看護師と利用者の関わりの内容で

最も多かったのが「病状や治療・検査等の説明を受けた」

で 28.9%、次いで「受診や検査の予約の相談をした」が

15.5% であったが、本来の看護業務である日常生活の援

表９　職員の対応について気付いたこと・感じたこと

職　種
肯定的
意見

否定的
意見

要望・他 合計件数

看護師 8 22 9 39
医師・研修医 12 24 5 41
受け付け・事務 25 9 34
職員全般（不明） 68 44 16 128
PT・OT 3 3
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表７　今日の受診において不快・危険と感じたこと
項目 件数

看護師の対応への不満 8

待ち時間が長い

待ち時間が長い 6
予約しても待つ 2
システムが悪くて待つ 4
待ち時間への対応が悪い 2

診療への不満
医師への不満 8
診療手技への不満 4
主治医に見てもらえない 3

職員の対応全般の不満 6
感染の危険 2
診察室の構造上プライバシーが守られない 1
その他 3

表８　今日の受診に満足していない理由
記載内容 件数

待ち時間に関する不満（待ち時間が長い・予約でも待つ） 66
受付等に対する不満（事務的対応・配慮に欠ける対応） 18
医師に対する不満（医師の態度に不満・説明不足） 17
診療に対する不満（痛みがあるのに様子を見ること） 8
受診システムへの不満（システムが分かり難いなど） 6
看護師に対する不満（いいかげん・態度が悪いなど） 5
その他 1



助に関する「日常生活の送り方に関する説明を受けた」

が 4.3% であったこと、「不安や悩みを聞いてもらった」

が 3.8% と極めて回答者が少なかったこと、また、「関

わりが無かった」が 16.9% であったことから、外来看

護のあり方を検討する必要性が示唆された。検査予約な

どを非専門職に委譲することが可能となれば、看護師が

患者側に立って、日常生活についてアドバイスするなど

の利用者の健康的な生活を保障するための看護業務が可

能になるのではないかと考える。

看護師に対する否定的記述では、態度が悪い等不愉快

な対応に関する記述が多くあった。外来では多くの患者

に対応するため、一人の患者に丁寧に関わることが困難

であるかもしれないが、体調が悪い中で長時間の待ち時

間を強いられる患者もいることから、患者の立場にたっ

た、やさしい接遇が求められよう。また、「看護師が忙

しそうでなかなか聞けない」「看護師が早口なのでもう

少しゆっくりしゃべってほしい」など、看護師の業務の

多忙さを反映していると思われる記載があった。1日の

平均利用者数約 2,000 名に対し、外来看護師 91 名であ

ることから、十分に対応できない現実が推測できる。対

応への不満が生じている原因として多忙であることが要

因かもしれない。外来看護の適正人数配置および看護業

務の再検討の必要性が示唆された。

2）医師に対して

利用者の満足度を職種で比較すると、「大変満足」と

回答したものが最も多かったのは医師に対してであり、

474 名であった。また、「自分は大切にされていると感

じられる対応があったか」という問いに対しても < そう

である > という回答が 50.3% と看護師と比べ多かった。

これは医師との接点が他の職種に比べ多いことが影響

していると考えられる。また、利用者にとっては医師の

存在が大きいことも影響していると考えられる。しかし、

自由記載における医師に対する不満・要望の記載は 72

件と多かった。医師との接点が多いことから当然意見も

多くなると考えられるが、その内容は「納得できない医

療」「説明不足」「不適切な対応」が多く、利用者は、明

確な診療と十分な説明と共に、患者の身になって気持ち

を聞いてほしいと医師に希望していることが分かる。社

会の一般的傾向から、診療内容や説明を求める傾向は今

後強くなると考えられるため、医師は常に患者の立場に

たって、患者の納得のできる医療を提供していく努力が

求められているといえる。

3）薬剤師・検査技師に対して

本調査では、薬剤師と検査技師の対応についてのみ

聞いた。回答者は薬剤師に対して 691 名、検査技師に

対しては 484 名と少なかった。また、対応については、

約 5 ～ 6 割は「説明は理解できた」としており、自由

記載でもあまり不満や要望の記載は見られなかった。こ

れは両職種とは薬物や検査の説明等が中心で、関わりが

限定されていることが反映していると考えられる。

4）事務職員に対して

事務職員に対して、960 名と多くの回答が得られたの

は、接点の多さが影響していると思われる。関わりにつ

いての満足度では他の職種との大きな差はないが、自由

記載内容からは、サービス業としてやさしく事務的にな

らない接遇態度を求めていることが分かる。

3．全体を通して

特に改善が求められている点は、待ち時間の長さ、診

察室と中待合室の構造上の問題から話が筒ぬけで視線を

遮断できないためにプライバシーが守られないこと、職

員全般の接遇態度であるといえる。また、プライバシー

や不安・危険に関しては、女性が男性より否定的意見を

多く記載していることから、プライバシーや安全につい

ては誰に対しても同様に配慮すべきであるが、特に女性

には、細かい配慮が必要と考える。時代とともに利用者

のニーズが多様化していくため、今後さらに不満足の原

因を分析し、利用者が満足できる外来診療のあり方を検

討する必要があると考える。

Ⅴ．まとめ

地域の中核病院である A 病院の病院機能評価の一環

として外来診療利用者の満足度調査を実施し、外来診療

の課題を明らかにした。外来診療利用者 1,980 名に質

問紙調査を実施し、1,268 名から回答があった。

受診全体を通して大変満足しているものは 36.6% で

あった。満足していない理由で最も多かったのが待ち時

間の長さ、ついで事務的で配慮に欠ける対応であった。

特に医師・事務職員・看護師に対して接遇態度の改善が
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求められていた。また、プライバシーが守られない構造

上の課題についても多くの指摘があった。外来利用者の

満足を高めるためには、待ち時間の改善・プライバシー

が保てる構造、職員の接遇態度の改善が課題であること

が明らかにされた。
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Ⅰ．はじめに

少子高齢化が急速に進んでいるわが国では、国民所得

に対する国民医療費の占める割合が急激に増加し、平

成 15 年度には 8.55% となった 1）。2002 年の診療報酬

改定において「退院指導計画の作成と実施」が要件とし

て追加され、急性期入院加算にも在院日数 17 日以内と

いう要件が設けられた 2）。そして、医療費削減に向けた

2006 年の中長期の医療費適正化方策にも平均在院日数

の短縮があげられている 3）。そのため入院患者はますま

す医療依存度の高い状態のまま、在宅で療養生活を送ら

なければならなくなる。また家族の介護力や受け入れ状

況によっては在宅療養が困難となり、後方病院への転院

や、施設入所を余儀なくされることになる。そのような

状況下では、病院利用者を、入院時から退院後の在宅療

養まで一貫して支援していく退院支援がますます重要と

なってきている。

本研究の対象となった G 病院のある G 市の人口は、

39,551 人（2005 年 12 月 1 日現在）であり、高齢化率

は 28.57%（2005 年 4 月 1 日現在）である。また G 市

は 2004 年 3 月 1 日に過疎地域の村と合併し、過疎市

町村となっている。診療圏内には病院が 2 ヵ所、診療

所が 5 ヵ所、訪問看護ステーションが 2 ヵ所、介護老

人保健施設が 2 ヵ所、介護老人福祉施設が 2 ヶ所ある。

その中で G 病院は、325 床を有し、過疎市町村におけ

る唯一の中核病院としての役割を担っている。そして、

1999 年度から退院調整看護師が病棟業務と兼任で退院

調整業務を始め、2002 年度の退院調整室の設置ととも

に専任となった。2004 年度には退院調整室が「総合サ

ポートセンター」となり、在宅療養に向けて地域との連

携をはかっている。しかし、退院調整看護師は院内に

1人であり、退院支援には限りがある。そのため、看護

サービスの質を確保した上で在院日数の短縮化に応じた

支援を行うには、病院組織全体として取り組む必要があ

り、数々の課題が残されている。

本研究では、まず退院調整看護師の活動実績を明らか

にし、支援の対象となった病院利用者の現状を把握した。

また病院利用者側から退院支援の実際を把握するために、

退院調整看護師が関わった病院利用者に対して家庭訪問

調査を行い、意見・要望を聴いた。その結果より、病院

利用者側からみた退院支援における課題を明確にし、退

院支援のあり方について検討する。

Ⅱ．方法

1．退院調整看護師の活動内容

退院調整看護師に活動内容について聞き取り把握する。

2．退院調整看護師の活動実績

分析方法 : 退院調整看護師が活動実績として記録した

5 年間の年度別相談事例数、2003 年度の年代別相談事
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例数、疾患別状況、平均在院日数のデータを収集し分析

した。

1）年度別相談事例数（1999 年度 ~2003 年度）をエク

セル表に単純集計し表記した。

2）2003 年度の年代別相談事例数、疾患別状況、平均

在院日数についてエクセル表に単純集計し、年代別

相談事例数、疾患別状況について表記した。

3．病院利用者への退院後の家庭訪問調査

1）調査期間

2004 年 9 月から 11 月。

2）調査対象者

退院調整看護師が退院支援に関わりケア会議を開いて

退院した人、退院後一定期間在宅で療養生活を送った人

（過去 3 ヶ月 ~1 年程度の範囲内で退院した人）で、家

庭訪問の了承の得られた 5事例を選定した。

3）調査方法

退院後の病院利用者の家庭を訪問し、退院後の生活実

態や病院利用者側の意見・要望を調べた。その際共同研

究者間で話し合って作成した訪問調査票をもとに、本人・

家族を対象に半構成的面接を行った。聞き取った内容は、

面接後すぐに訪問調査票に記述した。なお本調査は、研

究メンバーである大学教員 5 人と他 2 人の教員の協力

を得て実施した。

4）調査内容

調査内容は、事例の概要（氏名、性別、年齢、住所、病名、

要介護度、家族構成と年齢、既往歴）、退院時の指導内

容（看護師その他の職種との関わり）、退院後の経過（病

状経過）、医学的管理（治療・処置内容、服薬内容、病状・

症状、かかりつけ医、往診・外来通院の状況）、本人の

生活状況（移動、食事、排泄、清潔、運動活動・睡眠状

況・褥瘡の有無と程度、意思疎通の有無、24 時間の生

活の現状〔日課〕）介護状況、家族の状況、利用してい

る保健・医療・福祉サービス、現在困っていること、病

院のサービス利用および退院に際しての看護職者への希

望、であった。

4．事例の概要の把握

事例の概要の把握については、家庭訪問調査において

聞き取った内容に、退院調整看護師から得た情報とケア

会議記録も加味した。

5．倫理的配慮

家庭訪問に際しては、退院調整看護師からその趣旨を

本人・家族に口頭で説明し、了承が得られたことを確認

してから実施した。また訪問時に再度、調査結果は本研

究の目的以外に使用することはないことを説明した。公

表にあたっては施設や個人が特定されないよう配慮した。

Ⅲ．結果

1．退院調整看護師の活動内容

退院調整看護師の活動内容は、以下の通りである。

①退院調整を必要とする患者のスクリーニング（病棟訪

問）、②患者・家族との面談（退院後の意向確認、介護サー

ビスの説明、介護用品等の調整）、③退院に向けての患者・

家族・医療者との意見調整、④ケア会議の開催（在宅療

養に向けて関係職種との情報交換）、⑤地域関係機関と
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の連絡調整、⑥患者の状況に応じた後方施設への紹介な

ど。

2．退院調整看護師の活動実績

1）相談事例数の推移

退院調整看護師が、年度別に記録した過去 5 年間の

年度別相談事例数は、図 1 のとおりである。相談事例

数は、退院調整看護師が兼任であった 2001 年度は 47

事例であり、専任になった 2002 年度は 96 事例、2003

年度は 98 事例となった。

2）2003 年度 1 年間の相談事例の状況

相談内容については 2002 年以前のデータが得られな

かったため、家庭訪問調査の前年度に当たる 2003 年度

1 年間の実績を以下に示す。

（1）年代別相談事例数

2003 年度に退院調整看護師が関わった相談事例数は

98 件（98 人）であった。年代別に見ると、20 代 1 人

（1%）、30 代 1 人（1%）、40 代 1 人（1%）、50 代 2 人（2%）、

60 代 13 人（13%）、70 代 40 人（41%）、80 代 26 人

（27%）、90 代 14 人（14%）であり、70 歳以上が 82%

を占めていた（図 2）。平均年齢は 76.8 歳（SD=12.1）

であった。

（2）疾患別状況（表 1）

疾患別でみると、脳血管疾患 22 人（22.4%）が最

も多く、次いで悪性新生物 18 人（18.4%）、心疾患 11

人（11.2%）、呼吸器疾患 11 人（11.2%）となっていた。

以下詳細は表 1に示す。

（3）平均在院日数

退院調整看護師が関わった事例の平均在院日数は

82.1 日であった。

3．家庭訪問調査の概要

1）対象者 : 今回家庭訪問を実施した事例は、5事例（男

性 5人）であった。年齢層は、60 歳代 2人、70 歳代 2

人、80 歳代 1人であった。

2）家庭訪問調査の結果

訪問調査票の調査項目より、病院利用者の意見・要望

が語られた項目「退院時の指導内容（看護師その他の職

種との関わり）」「現在困っていること」「病院のサービ

ス利用および退院に際しての看護職者への希望」を中心

に示す。

（1）退院時の指導内容

今回訪問した 5 事例では、入院中に退院指導を受け

たと認識していたのは E 氏 1 例であり、「本人は電動車

椅子の操作を習得し、娘は導尿処置・リフトの操作を

マスターした」「退院前には、病院関係者・在宅で利用

予定のサービス提供者によるケア会議を開き、その場に

娘も出席して話し合いを行った」と述べていた。他の 4
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図 2　退院調整相談事例数（年代別）

表１　退院調整相談事例数（疾患別）
疾患の種類 件数 （％）

脳血管疾患 22 22.4%
悪性新生物 18 18.4%
心疾患 11 11.2%
呼吸器疾患 11 11.2%
整形外科疾患 8 8.2%
腎・泌尿器疾患 4 4.1%
消化器疾患 3 3.1%
糖尿病 3 3.1%
難病 1 1.0%
その他 17 17.3%

計 98 100.0%



事例では、「病棟では、退院指導はされていない」「在宅

に帰ってからの介護方法などは病棟看護師と時間が合わ

ず、結局聞かないまま退院になった」と述べていた。

退院調整看護師の関わりに対しては「退院調整看護師

には話を聴いてもらえた」「医師に話せない不安なこと

を、病棟看護師、退院調整看護師に聴けた」「声をかけ

てもらえたことが心の支えになった」と述べられていた

（表 2）。

（2）現在困っていること

現在困っていることとして、「食事のメニューを考え
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表 2　家庭訪問事例の概要

事例 事例の概要
退院時の指導内容・看護師そ
の他の職種との関わり

現在困っていること

A

入院前はトイレ歩行もできていたが、誤嚥性肺炎で 6ヶ月入

院している間に、寝たきり状態となった。嚥下障害のため経

口摂取は許可されず、医師より胃瘻を勧められたが家族が拒

否した。点滴施行し、妻の持ち込み食（おかゆ，ｾﾞﾘーなど）

のみ摂取していた。退院後は訪問看護師も関わり、妻が一口

ずつ食べさせていたところ、経口摂取しても、誤嚥しなくなっ

た。時々むせることはあるが、嚥下できているそうである。

水分は本人が摂取を嫌がり、摂取量が不足している。そのた

め排尿量が少なく（500 ｍｌ＋α）尿混濁・浮遊物がある。

週 3回点滴（１０００ｍｌ /回）で水分・栄養分を補給して

いる。

病棟では、退院指導はされていな

い。退院調整看護師には話を聴い

てもらえた。　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

・食事のメニューを考えること。食べら

れるものが限られていることと、本人の

嗜好が変わってきるので、難しい。

・本人が水分を摂ろうとせず水分摂取量

が少ないこと。

・バルンカテーテル挿入中であるが、排

尿時に不快感があること。

B

脳血管疾患、慢性心不全があり、、脱水、発熱、肺炎などで入

退院を繰り返している。入院中は、おもに点滴治療を行う。

自宅に戻れば、日中はほとんど車椅子に乗って過ごす。1年

前までは、妻の介助により、トイレで排泄できていたが、最

近は自分で体を支えることが困難になり、小柄な妻が介助す

るのは無理になった。今は、ベッドと車椅子の移動介助で精

一杯である。日中もうとうとしていることが多く、言葉も少

なくなってきた。ADL は徐々に低下している。

医師に話せない不安なことを、病

棟看護師、退院調整看護師に聴け

た。

・本人の食事量が少ないことが心配であ

る。

・これ以上、寝たきりに近い状態になると、

妻一人では体を支えられなくなり、車椅

子への移乗が困難になる。

・妻も膝と腰が痛い。もともと血圧が低く、

90/60 くらいなので疲れやすい。

C

動脈炎で、入院前から外来診察に月 1回通っていた。発熱、

血尿などがあり、娘と一緒に車椅子で受診した。CRP が 20.8

もあり、主治医に入院を勧められたが、当初本人が納得せず

に「死んでも入院せん」と嫌がったものの、何とか説得し入

院した。入院後 1ヶ月してようやく原因が分かった。1ヶ月

半ほど、病棟では寝たきり状態だった。治療は、抗生剤の点

滴をステロイド系に変更し快復した。

退院調整看護師に、退院近くに

なって「1日も早く退院させてほ

しい」と頼んだところ、すぐに医

師に連絡をとってくれて、直後に

医師から返事をもらえた。在宅に

帰ってからの介護方法などは病棟

看護師と時間が合わず、結局聞か

ないまま退院になった。退院後は、

ケアマネに困ったことは相談して

いる。

・これといって思い浮かばない。ストレ

スを感じるようになったら終わりだと思

うので、その前に自分で対処していると

思う。

D

脳血管疾患で入退院を繰り返しており、2月に心嚢・肺水腫

により他院に入院する話がでた。妻が通うことが困難になる

ことと、妻の体調不良もあり、G病院に入院することにした。

いったん退院したが、38℃以上の発熱、血圧低下、アルブミ

ン低下による浮腫出現のため、8月に入院し 9月に退院した。

退院後は発熱も無く、落ち着いている。

退院調整看護師から、妻の体調を

考えて「あわててつれて帰る必要 

はない」と言われ、患者も付き添

い者も癒された。

・気管切開をしており、吸引をしなけれ

ばならないので、ヘルパーを使えない。

ショートステイも利用できない。

・昼間は、買い物にもいけない。

・介護保険料（約２万円）以外に衛生材

料費が約 4万円かかる。

E

作業中に墜落して受傷。他県の病院にて、手術施行。在宅療

養に向けた準備を目的として転院してきた。そのため、入院

当初から、本人は電動車椅子の操作を習得し、娘は導尿処置・

リフトの操作をマスターした。退院前には、病院関係者・在

宅で利用予定のサービス提供者によるケア会議を開き、その

場に娘も出席した。退院してすぐ、尿漏れが始まり、泌尿器

科を受診した。尿漏れに対する薬を服用したが、そのせいで

大便がゆるくなってしまい、もれたり臀部が汚れたりして大

変だったが、膀胱留置カテーテルになり落ち着いた。また、

エアマットの電源が入っていないことがあり、一晩で褥瘡が

できてしまった。訪問看護師に臨時訪問で対処してもらい、

１ヵ月半くらいで治癒した。 それ以降は特にトラブルなし。今

のところ体調は安定している。主介護者は娘である。

在宅に帰るための準備を目的とし

て転院してきた。入院時から在宅

療養に向けた準備した。本人は電

動車椅子の操作を習得し、娘は導

尿処置・リフトの操作をマスター

した。退院前には、病院関係者・

在宅で利用予定のサービス提供者

によるケア会議を開き、その場に

娘も出席して話し合いを行った。

娘は、全面的に本人の介護を担っている。

今後、妻の病気の治療が開始するため、

一層大変になりそう。（妻の病気のことは、

本人が動揺するだろうと思って説明して

いない。）



ること。食べられるものが限られていることと、本人の

嗜好が変わってきるので難しい」「本人が水分を摂ろう

とせず、水分摂取量が少ない」「食事量が少ないので心

配」など食事に関する不安が述べられていた。また「排

尿時に不快感がある」など症状に関する不安も述べられ

ていた。主介護者である家族自身のことについても、「膝

と腰が痛い。もともと血圧が低く疲れやすい」「ストレ

スを感じるようになったら終わりだと思うので、その前

に自分で対処している」と述べていた。そして、「（本人

が）気管切開をしており、吸引をしなければならないの

でヘルパー、ショートステイが利用できない」など社会

資源活用に関することや、「衛生材料費が 4万円かかる」

など経済的な負担についても述べられていた（表 2）。

（3）病院のサービス利用及び退院に際しての看護職者

への意見・要望

病院のサービス利用及び退院に際しての看護職者への

意見・要望としては、肯定的意見、否定的意見の両方が

述べられていた。退院調整看護師に対しては肯定的意見

が多く、「この人がいるから相談できるし、不安が取れ

る。勇気付けられる」「退院のときも熱心に相談に乗っ

てくれて助かる。話すとホッとする。何でも話せる感じ

なので心安い」「『おじいさんが、さっき怒ったり怒鳴っ

たりして看護師さんを困らせていたよ』と言われた時に、

『私たち看護師はプロなんだから、そんなこと気にしな

いでいいよ』と言ってくれた。その一言でとても救われ

た」「退院調整看護師にはなんでも話ができるので助か

る」「退院前にケア会議を開催してもらえたことで、ス

ムーズに在宅へ移行できたと思っている」と述べられて

いた。病棟看護師についても、「受け持ち看護師さんも

同じ人なので、よく分かってくれている。やはり、医師

の次に看護師さんに頼っていると思う」という肯定的な

意見があった。否定的な意見としては、医師に対して「胃

瘻造設を断ったら、熱がなくなったから帰ってもらうと

言われた」「入院中 6ヶ月間リハビリもさせてもらえな

かったので、入院前はトイレまで歩行できていたのに寝

たきりになってしまった」と述べられていた。また看護

師に対しては、「看護師としてはいい人だったが、『食べ

られない、ということはみんなで話し合って決めたこと
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表 3　病院のサービス利用および退院に際しての看護職者への意見・要望
事例 病院のサービス利用および退院に際しての看護職者への意見・要望

A

・医師については、「嚥下造影の結果、食事を出してもらえなかった。胃瘻造設を断ったら、熱がなくなったから帰ってもらうと言われた。

退院が決まってから、入浴後に 40℃の熱が 5日間で 8回出た。血尿が出ていて、尿路感染ではないかと思ったが、CTで胸に陰があると言

われた。入院中６ヶ月間リハビリもさせてもらえなかったので、入院前はトイレまで歩行できていたのに寝たきりになってしまった。」と述

べていた。

・病棟看護師については、「看護師としてはいい人だったが、『食べられない、ということはみんなで話し合って決めたことだから』と話を聴

いてくれなかった。」と述べていた。

・退院調整看護師については、退院後に身体障害者手帳の取得時にも退院調整看護師に相談したということで、信頼感が強い。「この人がい

るから相談できるし、不安が取れる。勇気付けられる。」と述べていた。

B

・退院調整看護師は、退院のときも熱心に相談に乗ってくれて助かった。話すとホッとする。何でも話せる感じなので心安い。

・入退院を繰り返しているので、いつも同じ病棟に入っている。受け持ち看護師さんも同じ人なので、よく分かってくれている。やはり、医

師の次に看護師さんに頼っていると思う。医師の話だけでは分からないことがあるが、看護師は気軽に聞け、納得することができる。

・ケアマネは、月 1回は必ず自宅に来てくれるので、そのときに相談したいことは何でも話している。向こうからもよく連絡してくれるので

安心している。

・訪問看護師は、週 1回なので、本人の食べる量が減ったり、発熱したりすると、来てくれるまでが不安である。24時間連絡体制をお願い

しており、何かあったらいつでも電話してください、とも言われているが、不安な気持ちのままでいることもある。

C

・ケアマネがとても親身になって相談に乗ってくれる。

・病院に対しては、入院前と同じ状態で退院したい、という希望を持っていた。歩けるようになってから退院させたかったが、それは無理だっ

た。

・退院調整看護師の存在がとても大きくありがたかった。ある日、自分（娘）が訪室したところ、同室の付き添いの人から「おじいさんが、さっ

き怒ったり怒鳴ったりして看護師さんを困らせていたよ」と言われた。申し訳なく思って、退院調整看護師にその話をしたら、「私たち看護

師はプロなんだから、そんなこと気にしないでいいよ」と言ってくれた。その一言でとても救われた。退院調整看護師にはなんでも話がで

きるので助かる。

D
・病院に対しては言うことはない。十分に聞いてもらっている。看護をする際に、患者の身になって、自分が寝たとしたらどうかを常に考え

てほしい。

・急変したときには、入院する（人工呼吸器はつけないと決めている）。他県にいる次男が父の最期に立ち会えるように配慮してほしい。

E
・特になし。「手取り足取り対応してもらった」と言われ、満足されている様子。

・退院前にケア会議を開催してもらえたことで、スムーズに在宅へ移行できたと思っている。



だから』と話を聴いてくれなかった」「看護をする際に

患者の身になって、自分が寝たとしたらどうかを常に考

えてほしい」と述べられていた（表 3）。

Ⅳ．考察

これまでの退院調整看護師の活動実績と今回の家庭訪

問調査結果をもとに、退院支援における課題、今後の退

院支援のあり方について考える。

1．入院時からの退院支援が必要

これまで退院調整看護師が実績としてまとめたデータ

により、退院調整看護師が関わった事例は、年齢別で見

ると、70 歳以上の高齢者が 8 割以上を占めていた。疾

患別で見ると、脳血管疾患・悪性新生物・心疾患・呼吸

器疾患の患者が多く、その平均在院日数は 82.1 日と長

期にわたっていることが明らかになった。その理由とし

ては、退院調整看護師の関わりが最も多い脳血管疾患の

患者は、後遺症により身体障害が残る可能性が高く、生

活の再構築に時間がかかったためであると考えられる。

そして高齢化率の高い G 市では、高齢者 2 人暮らしの

世帯も多く、介護上の問題や、通院手段が確保されない

という問題もあり、一層入院が長期化していると考えら

れる。それらのことから、入院時から退院後の療養生活

について患者・家族と十分に話し合い、通院手段も含め

た具体的な生活支援を行う必要があるといえる。

2．病院利用者・家族に安心感を提供する

今回家庭訪問調査を行った 5 事例は、入院中に退院

調整看護師が関わっており、退院時にケア会議等で本

人・家族も含めて在宅療養での課題が話し合われ、訪問

看護ステーションやケアマネジャーなどとの連携が確立

された上で退院できていた。しかし、その中の 3 事例

が入退院を繰り返しており、在宅療養での課題について

話し合われて退院しても、家族は「今度またいつ熱が出

るか、状態が変化するかわからない」という不安を常に

持っていた。その現状を受け止め、状態の変化が予測さ

れる場合は、病棟看護師、退院調整看護師、訪問看護師、

および介護保険を利用している場合はケアマネジャーも

含めて連携し、家族とともに対処方法を検討しておく必

要がある。また、退院後本人・家族は、病状についての

みでなく、日々の生活の中で様々な不安を持ちながら療

養生活を送っていることが窺えた。特に食事や排泄など

の問題が困りごととして多く語られ、不安の原因となっ

ていた。食事摂取に関しては、生命に直結することとし

て、家族も最も重要視していると考えられる。そのため、

入院時から退院後の生活上の困難点を予測し、その解決

に向けた支援を行うことが求められる。

現在、退院後困難なことが起こった場合の相談窓口と

しての役割を、退院調整看護師が果たしており、本人・

家族に安心感を提供していたといえる。そこで、退院調

整看護師だけが相談窓口というのではなく、気軽に病棟

にも連絡できるようなルートを作っておけば、退院調整

看護師が退院支援に関わらない場合でも、本人・家族が

安心して療養生活が送れるのではないかと思われる。退

院時に病棟から「困ったことがあったら病棟に電話をし

てください」の一言があれば、安心して療養できるので

ある。そして病院受診の際には、退院調整看護師、外来

看護師の側から、療養生活上困っていることがないかを、

十分に聴いていくことが求められている。

3．病院利用者に寄り添う

「病院のサービス利用および退院に際しての看護職者

への意見・要望」で述べられた否定的な意見の内容は、

医師・看護職者が向き合うべき課題を呈している。本

人・家族は医師の治療方針に従わないと、入院が継続で

きなかったという思いを強く持っていた。そこに医師の、

本人・家族の意思を取り入れていく姿勢の不足が窺えた。

また、看護職者に対して「『食べられない、ということ

はみんなで話し合って決めたことだから』と話を聴いて

くれなかった」と述べられていた。「みんなで話し合っ

て…」の話し合いの中に、最も主体である本人・家族が

含まれていなかったことが問題であったと捉えるべきで

ある。看護職者は本人・家族の思いをいかにその人の立

場に立って聴くことができるか。また治療が受け入れら

れない場合は、その理由を明らかにし、本人家族の意向

に沿うためには何が必要なのかを考え調整していかなけ

ればならない。いかに在宅で療養生活を送る本人・家族

に寄り添った支援ができるかが退院支援の中核であるこ

とを示唆している。

今回の家庭訪問調査で、病院利用者は病院に対する不

満や要望があっても、いつ病気になり受診するかわから

ないという思いから、我慢せざるをえない現状が窺えた。

その中で、利用者の立場に立って寄り添える看護職者を
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病院利用者は求めているといえる。

4．病院全体で取り組む

長野らが述べているように、「本来は退院支援が必要

であるにもかかわらず、認識されずに療養困難な環境の

まま退院している患者も少なくない。重要なことは退院

困難となるリスクの有無をすべての入院患者について確

認することであり、支援の必要な患者を漏れなく抽出し、

必要な患者に最適の支援を実施することが病院としてシ

ステム化されていなければならない」4）。また長野らは、

「退院困難に陥るリスクファクターとして、ADL などの

身体機能や痴呆、うつ、意欲といった精神機能などの患

者の心身機能と、同居者の有無、介護者の有無、介護力

の程度、経済力などの社会的要因に分けられる」5）と述

べている。システム化の第一歩である、退院困難な患者

を漏れなく抽出する方法として、スクリーニングシート

の活用が考えられる。今回の家庭訪問調査では、退院

調整看護師の支援に関しては満足しているという表現

があったが、病棟看護師の支援内容については「病棟で

は、退院指導はされていない」「在宅に帰ってからの介

護方法などは病棟看護師と時間が合わず、結局聞かない

まま退院になった」と述べられていた。高齢者や脳血管

疾患などハイリスクと考えられる利用者については、入

院時から退院調整看護師と、病棟看護師が連携して退院

支援を行う必要がある。その連携のひとつの方法として

も、スクリーニングシートの活用が有効であると考える。

そのスクリーニングシートには、患者の心身機能、社会

的要因のアセスメントの要素や、具体的な生活支援に活

用していける要素が含まれている必要がある。それをも

とに、病棟看護師一人一人が、入院時から本人・家族の

意向を聴き、その意向に沿った支援を行う姿勢や能力を

身に付けていくことが今後の退院支援の大きな課題であ

ると考える。

また、退院調整看護師は院内に 1 人であり、院内お

よび地域におけるコーディネーター的役割が求められて

いる。退院調整看護師の専門性を活かし、病棟看護師と

連携しながら病院利用者の安心した療養生活が提供でき

るような退院支援が切望されているといえる。

Ⅴ．おわりに

本研究により、1. 高齢者世帯が多い中で生活の再構

築を促すためには、退院後の介護状況・通院手段も含め

た具体的な療養生活上の支援が必要であること、2. 病

院利用者・家族の退院後の困難を予測し、地域と連携を

取りながら安心を提供していくこと、3.入院時から本人・

家族の立場に立って寄り添える姿勢が求められているこ

と、4. 病院利用者は、退院調整看護師、病棟看護師か

ら適切な退院支援が受けられることを望んでいることが

示唆された。

そのニーズに応じるためにも、病院全体の組織的な取

り組みとして、退院支援のあり方を検討していく必要が

ある。病棟看護師が、入院時から退院後の療養生活を視

野に入れてアセスメントを行い、必要時退院調整看護師、

外来看護師と連携しながら、病院利用者主体の退院支援

を行うこと、退院調整看護師が院内および地域における

コーディネーター的役割を最大限に発揮できるシステム

にすることを今後の課題と考え検討を続けていきたい。
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Ⅰ．はじめに

A 県は「過疎地域自立促進特別措置法」に基づく過疎

市町村（以下、過疎地域とする）を、平成 17 年 4 月 1

日現在で 13 ヶ所有しており 1）、過疎地域における訪問

看護ステーションは 7 ヶ所ある。これは、県内の全訪

問看護ステーション 90 施設 2）のうち、わずかに 7% を

占めるのみで、訪問看護ステーションは都市部に集中し

ている。このように過疎地域においては訪問看護ステー

ションが少ないため、訪問看護のニーズがある場合、実

施する機関は自ずと診療所や病院に限られてくることと

なる。

これまで、県内の訪問看護ステーションについては、

（社）A県看護協会ナースセンターが、平成 8 年度から

継続して実態調査を行なっている 3）。設置の届出があっ

た 78 施設（うち 52 施設から回答 : 回収率 66.7%）を

対象とし、県内訪問看護ステーションの状況はほぼ把握

できるが、過疎地域における訪問看護活動の実態調査を

県下広域に渡って実施した例はない。そこで本研究では、

A県下過疎地域全体の視野から在宅療養者支援や訪問看

護の役割と課題を検討するため、過疎地域の病院及び診

療所における訪問看護活動の現状を把握することとした。

なお、本研究は岐阜県立看護大学平成 16 年度看護実

践研究指導事業における調査 4）の一部である。

Ⅱ．研究方法

1．調査方法

A 県過疎地域の国保病院、国保診療所（公営診療所を

含む）30 ヶ所の看護職に対して郵送にて質問紙調査を

行なった。質問紙は 1 施設に 1 部郵送し、訪問看護を

担当している看護職に回答を依頼した。その施設の現

状が把握できればよいため、特に記入者を 1 名とは限

定せず、複数人が相談して記入することも構わないこと

とした。訪問看護を担当している看護職がいない場合は、

その施設の代表の看護職に依頼した。

2．調査期間

質問紙の発送は平成16年8月25日に行なった。また、

同封した依頼文書には、同年 9月 25 日までに返送を依

頼する旨を記した。

3．調査内容

A 県看護協会が毎年調査を行なっている「A県におけ

る訪問看護ステーションの実態調査（平成 14 年度）」5）

の質問項目を参考に共同研究者で話し合い、調査用紙を

作成した。

なお、訪問看護を実施している施設としていない施設

があるため、実施している施設についてはその現状が記

載できるようにし、していない施設については過疎地域

の訪問看護活動に関する考え方が問えるような項目を設

けた。

1）調査項目

調査用紙の具体的な質問項目は以下のとおりである。

（1）基本情報

病院・診療所の別、外来の診療時間、開設している診

療科、看護職員数（常勤、非常勤）。

（2）訪問看護の実施状況について

訪問看護の実施の有無、訪問看護開始時期、訪問の時

間帯、訪問看護を実施している看護職の人数（専任・兼務）。
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〔資料〕

A 県下過疎地域における病院・診療所からの訪問看護の役割と課題

普 照  早 苗  松 山  洋 子  森  仁 実  松 下  光 子

Role of Visit Nursing from the Hospital and Clinic in a Depopulated Area in A Prefecture

Sanae Fusho,  Yohko Matsuyama,  Hitomi Mori, and Mitsuko Matsushita

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



（3）訪問看護の対象者の状況について

平成 16 年 7 月 1 日～ 31 日までの対象者の人数と訪

問回数及び介護保険と医療保険利用の人数、訪問目的と

なる主疾患名。

（4）実施している訪問看護の内容について（平成 16 年

7 月 1 日～ 31 日までの期間内）〔選択方式・複数

回答〕

身体ケア、病状観察・医療処置、本人・家族指導、他

機関との連絡調整。

（5）訪問看護の実施について〔自由回答方式〕

大切にしていること、困っていること、訪問看護を実

施していない理由（訪問看護を実施していない施設に対

して）、過疎地域における訪問看護についての意見・考え。

4．分析方法

返送された質問紙の記載内容はすべて Excel 表に入力

し、分析対象とした。選択肢による質問項目については

単純集計を行ない、自由記載の回答については、基本情

報に関するものは、訪問看護を実施している施設として

いない施設に分けて整理・表記した。

また、「（3）訪問看護の対象者の状況について」「（4）

実施している訪問看護の内容について」は「A県におけ

る訪問看護ステーションの実態調査（平成 14 年度）」6）

と同様の調査項目を採用したため、比較検討を行なった。

「（5）訪問看護の実施について」は、個人情報に関わる

内容は伏字にした上で、意味内容を変えずに一部を要約

して整理した。

5．倫理的配慮

質問紙調査の依頼に際し、事前に電話で許可を得た上

で質問紙を発送した。その中の依頼文書に、調査結果は

本研究の目的以外に使用することはなく、公表にあたっ

ては施設や個人が特定されないように配慮することを記

載した。データ整理にあたっては大学研究室内で処理・

保管することとし情報の流出がないように配慮した。

Ⅲ．結果

1．調査対象の概要

質問紙を発送した 30 施設中 21 施設の看護職からの

回答があった（回収率 70.0%）。そのうち、訪問看護実

施の有無の項目に無回答であった施設の回答は調査対象

から除外した。

有効回答とした施設は、病院 3施設、診療所 18 施設

であった。外来診療時間、診療科、看護職員数、訪問看

護の実施の有無を表 1に示す。なお、「訪問看護の担当」

は、看護職員数合計の内訳の人数である。

2．訪問看護の活動内容について

1）訪問看護の実施状況

回答のあった施設のうち、訪問看護を行なっている施

設が 13 件、行っていない施設が 5件、無回答が 3件で

あった。訪問看護を行なっている 13 件のうち、専任の

看護職者のみで実施している施設が 2 件、兼務のみで

実施している施設が 7 件、専任と兼務の看護職が両方

いる施設が 4 件であった（表 1）。看護職の職員数と比

べると、総看護職者数が少ない場合でも、必要性に応じ

て訪問看護担当者を設置していた。

また、訪問看護を実施していない 5 施設に関しては、

「訪問診療に同行」が 1 件、「往診に同行」が 4 件あり、

看護師が全く家庭に出向いていない訳ではなく、医師と

共に訪問しているという実態があった。

2）訪問看護を開始した時期

訪問看護を開始した時期は、昭和 63 年から平成 14

年までと大きく幅があった（表 2）。

訪問看護に関連する法整備については、昭和 57 年に

制定された老人保健法において訪問看護が制度化され開

始されたが、A県内過疎地域においては、昭和 63 年の

社会保険診療報酬改訂時に在宅患者訪問看護指導料が新

設された時点から訪問看護活動が開始されていた。さら

に、平成 4 年に老人訪問看護制度創設（訪問看護療養

費として評価）、平成 6年にがん末期・急性増悪時・器

具を装着した患者に対する評価が拡大、平成 12 年に介

護保険制度創設などのような転換期があるが、それに

伴う訪問看護実施施設数の大きな増加は特に見られず A
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表 2．訪問看護を開始した時期
年 施設数
S63 1
H2 2
H3 1
H4 1
H5 1
H6 1
H9 1
H10 2
H12 2
H14 1
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表 1　回答のあった施設の概要

病院・

診療所

訪問看護

の実施の

有無

診療時間 開設診療科

職員数 : 常勤 職員数 : 非常勤

看護職員

数合計

訪問看護の担当
訪問看護

実施の

時間帯
看護

師

准看

護師

保健

師

看護

師

准看

護師

保健

師
専任 兼務

A

訪

問

看

護

を

実

施

し

て

い

る

9 時 ~17 時 *
1 2 0 0 0 0 3

看護師 1

准看護師 2

0 午後

B 9 時 ~17 時 15 分 *
1 3 0 0 0 0 4

看護師 1

准看護師 3

0 午後

C 8 時 30 分 ~17 時 15 分

　

内科　外科　整形外科　婦
人科 1/w　皮膚科 1/w　耳
鼻科 1/w　小児科　泌尿器
科 1/2w 　脳神経外科 2/w

35 7 0 11 7 0 60
看護師 1 看護師 2 必要に応

じて調整

D 8 時 ~17 時 30 分 内科　整形外科　耳鼻科

9 5 1 0 1 0 16
看護師 1 看護師 1 特に決まっ

ていない

E 9 時 ~17 時 内科　小児科　整形外科

耳鼻咽喉科 4 5 0 2 4 0 15
看護師 1 看護師 1

准看護師 1

午前と

午後

F 8 時 30 分 ~17 時 15 分

当番制で 24 時間電話対応

(3 名で交代 )

内科　外科　小児科　整形

外科　リハビリ科　歯科 0 3 0 1 0 0 4
准看護師 3 看護師 1 午後

G 8 時 30 分 ~12 時 

夜診 16 時 30 分 ~18 時 30 分

内科　外科　整形外科

皮膚科　耳鼻科　小児科 5 8 2 3 4 1 23
0 看護師 1

准看護師 1

午前と

午後

H 8 時 ~17 時 内科　外科

1 2 0 0 0 0 3
0 看護師 1

准看護師 1

午後

I 9 時 ~12 時 内科　小児科

1 2 0 1 1 0 5
0 看護師 2

准看護師 3

午後

J 8 時 30 分 ~12 時 *
2 2 0 0 0 0 4

0 看護師 2

准看護師 2

午後

K 8 時 15 分 ~17 時 15 分

　

内科　外科

0 3 2 0 0 0 5
0 准看護師 3 午後

L 8 時 30 分 ~12 時 15 分 内科　小児科

3 1 0 2 0 0 6
0 看護師 3

准看護師 1

午後

M 9 時 ~17 時 15 分 内科　外科　整形外科

小児科 3 0 0 0 0 0 3
0 看護師 3 午後

N

訪
問
看
護
を
実
施
し
て
い
な
い

8 時 15 分 ~17 時

第 1､3 土 :12 時 15 分迄　

内科　外科　整形外科　耳

鼻科　小児科　歯科　人工

透析　リハビリ科　麻酔科
22 14 0 10 8 0 54

* * *

O 8 時 30 分 ~17 時 内科　外科　整形外科
小児科　眼科 (1/2W)
対応できる範囲内

5 2 0 5 4 0 16
* * *

P 9 時 ~17 時 内科　外科　小児科　

3 0 0 0 0 0 3
* * *

Q 9 時 ~16 時 30 分 内科　小児科

1 1 0 0 1 0 3
* * *

R 8 時 30 分 ~17 時 15 分

月・木は 18 時迄

内科　小児科

リハビリテーション科 0 2 0 0 0 0 2
* * *

注 1:* は未記入

注 2:「訪問看護の担当」は、看護職員数合計の内訳の人数である。



県内過疎地域病院・診療所においては、徐々に訪問看護

が実施されるようになっていた。

3）訪問看護を実施する時間帯

これ以降の結果 3）～ 6）については、訪問看護を実

施している 13 施設から回答を得た。

訪問看護の実施の時間帯に関しては、「午後のみ」が

9件、「午前と午後」が 2件であり、「対象者の必要に応

じて調整する」「特に決まっていない」という施設が 1

件ずつであった（表 1）。

兼務で実施している施設がほとんどであることから、

午前に病院・診療所の業務を行ない、午後に訪問看護を

実施するという業務内容によるものと思われた。

4）訪問看護の対象者の概要

訪問看護の対象者（以下、利用者とする）は、ひと月

に 0～ 46 人（病院 :7 ～ 18 人、診療所 :0 ～ 46 人）と

大きく差があった。

また、介護保険・医療保険利用の区分では、全体とし

て約 8:2 の割合で介護保険利用者が多く、訪問看護対象

者が介護保険利用者のみである施設もあった（表 3）。

5）利用者の主疾患名

利用者の主疾患名については、脳梗塞 11 件、呼吸器

系の疾患 10 件、心疾患 7件、糖尿病 7件、老人性痴呆

7件、褥瘡7件、高血圧性疾患6件、悪性新生物6件、パー

キンソン病（症候群）6件、廃用性症候群 5件、筋・骨

格系疾患 3件、消化器系疾患 2件、腎・尿路系疾患 2件、

頚髄・脊椎損傷 2件、ALS1 件、精神及び行動の障害 1件、

その他 3 件（うち 1 件が血液疾患で他 2 件は記載がな

かったため不明）であり利用者の主疾患は多岐に渡って

いた（表 4）。

6）実施している訪問看護内容

実施している訪問看護内容については、身体ケア、病

状観察・医療処置、本人・家族指導、他機関との連絡調

整と大きく 4 項目に分けて実施内容を尋ねた。以下に

その結果を示す。

（1）身体ケア

実施している身体ケアに関しては、全体として質問項

目に挙げた全ての選択肢が選ばれており、幅広く看護活

動が行なわれていた（表 5）。

「体位変換・移動の介助・安楽な体位の工夫」と「口

腔ケア・耳掃除・爪切り・髭剃り」が 11 件であり、利

用者本人の体を動かすという体力が必要なケアや清潔保

持に関わるケアが多く実施されていることが明らかに

なった。また、最も少なかったのは「入浴介助」4件で

あった。

（2）病状観察・医療処置

病状観察・医療処置については、21 の選択肢のうち

19 が選ばれており、過疎地域においても多くの医療処

置が必要とされている現状が明らかとなった（表6）。「バ

イタルサイン測定」「褥瘡の予防と処置」が 12 件と最

も多かった。次いで「服薬管理・指導・介助」が 9 件、
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表 3．訪問看護の対象者数・保険の種別・訪問回数（人）

診療所及び
病院

対象者数
保険の種別

訪問回数介護
保険

医療
保険

A 2 2 0 6

B 0 0 0 0

C 46 41 5 324

D 7 5 2 16

E 10 9 1 51

F 2 0 2 4

G 18 18 0 48

H 2 2 0 5

I 17 5 12 9

J 18 18 0 18

K 15 13 2 42

L 10 9 1 48

M 5 4 1 29

表 4．利用者の主疾患名（n=13）
疾患名 施設数

脳梗塞 11
呼吸器系の疾患 10
心疾患（高血圧は除く） 7
糖尿病 7
老人性痴呆 7
褥瘡 7
高血圧性疾患 6
悪性新生物 6
パーキンソン病（氏病・症候群） 6
廃用性症候群 5
筋・骨格系の疾患 3
消化器系の疾患 2
腎・尿路系疾患 2
頚髄・脊椎損傷 2
筋萎縮性側索硬化症（ALS） 1
精神及び行動の障害 1

その他（内１件が血液疾患） 3
（複数回答）



護支援センター」「病院・老人保健施設」の順で多かっ

た（表 8）。

7）訪問看護を実施するにあたり大切にしていること

11 施設から回答を得た。例えば、「地域に密着した訪

問することで対象者がホッとする看護。『顔を見るだけ

で安心』と言われるような訪問看護を行なっていきた

い」「本人・家族の思いを汲み取る。あせらず時間をとっ

て思いをうかがう。失礼にならない様な対応、明るい対

応をする」「生活全体をみてくることを大切にしている。

介護者の状態もよくみてくる」という意見があり、訪問

看護を実施するにあたり、看護師が本人・家族の思いや

人権の尊重を大切にして関わっている姿勢が特徴的で

あった。また比較的範囲の狭い過疎地域で、継続した支

援が行なわれるため、より一層、日頃からのコミュニケー

ションを大切にしている姿が窺われた。

8）訪問看護を実施する中で困っていること

困っていることに関しては、10 施設からの回答があっ

た。「患者の希望する時間帯に訪問ができない」という

実施体制に関することや、「介護の工夫が上手にできな

「創部の処置」「在宅酸素療法の管理」「摘便・浣腸」が

8件という結果であった。その他は表 6に示すとおりで

ある。

（3）本人・家族への指導

本人・家族への指導についても質問項目のすべての選

択肢が選ばれていた。「緊急時・死亡時の対応指導」「家

族の健康管理」が 9 件と最も多かった（表 7）。以下は

表 7に示すとおりである。

（4）他機関との連絡調整

他機関との連絡調整は、「ケアマネジャー」が 12 件

と最も多かった。次いで「主治医」「ホームヘルパー」「介
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表 5．実施している訪問看護内容〔身体ケア〕（n=13）
内容 施設数

体位変換・移動の介助・安楽な体位の工夫 11
口腔ケア・耳掃除・爪切り・髭剃り 11
陰部洗浄 10
排泄介助（トイレ・ポータブル・オムツ） 10
移乗・歩行介助・散歩 10
清拭・手浴・足浴・洗顔 9
食事・栄養・水分に関する援助（水分補給、
食事介助など）

8

リハビリテーション 8
整容・衣服の着脱・寝具の交換 7
環境整備 7
入浴介助 4
（複数回答）

表 6．実施している訪問看護内容

           〔病状観察・医療処置〕（n=13）
内容 施設数

バイタルサイン測定 12
褥瘡の予防と処置 12
服薬管理・指導・介助 9
創部の処置 8
在宅酸素療法の管理 8
摘便・浣腸 8
採血等の検査 7
吸引 7
膀胱留置カテーテル 7
注射・点滴 6
経管（鼻・胃・腸）管理 6
ターミナルケア 6
吸入 4
膀胱洗浄 3
身体的苦痛の管理 3
在宅中心静脈栄養法（HPN） 2
人工肛門・人工膀胱 2
人工呼吸器 1
導尿 1
（複数回答）

表 7．実施している訪問看護内容

           〔本人・家族への指導〕（n=13）
内容 施設数

緊急時・死亡時の対応指導 9
家族の健康管理 9
療養・介護指導 7
診察時の同行訪問 7
福祉サービスなどの社会資源の紹介 6
福祉用具・機器の紹介 6
看護・介護用品の調達 5
介護保険等の指導・相談 4
（複数回答）

表 8．実施している訪問看護内容

           〔他機関との連絡調整〕（n=13）
機関・職種名 施設数

ケアマネジャー 12
主治医 11
ホームヘルパー 10
介護支援センター 8
病院・老人保健施設 8
ショートステイ・デイサービス 7
民生委員 3
市町村役場 3
特別養護老人ホーム 2
訪問入浴 1
（複数回答）



い」、「新しい医療の手技を知らない」などの援助の方法

に関すること、受け入れがよくないこと、人員不足、対

象者宅までが遠い、などが挙げられていた。

9）訪問看護を実施していない理由

訪問看護を実施していない理由については、実施して

いない施設全ての 5施設から回答があった。

内容としては「主に近隣に訪問看護ステーションがあ

りそちらを利用している」「人員不足、収入面、対象者

が少ない」などが挙げられていた。人員不足や収入面等

に関しては、前述の「困っていること」と同様、過疎地

域に特徴的な問題が挙げられていた。また、近隣にある

訪問看護ステーションを利用できるため、居住町村内の

病院や診療所からの訪問看護が絶対的に必要ではない、

という現状が明らかとなった。

10）過疎地域における訪問看護についての考え

過疎地域全体的な視野で訪問看護についての考えを尋

ね、11 施設からの回答があった。ここでは、各町村に

おける現状と課題が混在して表れていた。そのため、内

容も個人レベルの援助内容に関するものから、看護職の

マンパワー不足の訴え、連携・体制に関する町村ぐるみ

の取り組みに至る課題まで様々であった。

「過疎化が進み、老人世帯や一人暮らしの方が多くなっ

てきている。交通の便も悪く、特に体の不自由な方は病

院受診が困難である。今後もっと訪問診療や看護を希

望される方が増えてくると思われる。スタッフ確保など

問題点はあるが、今以上に充実した看護ができるように

なるといいと思う」という意見があり、過疎地域の限ら

れたサービスの中で訪問看護が担う役割が大きいと考え

る看護職もいた。しかし、訪問看護を実施できない町村

からの意見もあり、過疎地域においては看護だけではな

く、住民の生活を捉えた町村全体の保健医療福祉につい

て、広い視野で考えていかなければならないことが挙げ

られていた。

また、「地域的なことかもしれないが、往診なら『お

願いします』といっても、訪問看護を勧めたとき『特に

変わったことがないのに何で』という考え方がまだある」

というような訪問看護の受け入れそのものが難しい、と

いった意見もあった。

Ⅳ．考察

1．過疎地域における訪問看護のケア内容について

「身体ケア」で特徴的であったのは、「入浴介助」に関

してである。訪問看護ステーションの調査 7）では最も

多く実施されていたケアであったのに対して、過疎地

域の訪問看護では、最も実施が少なかったケアであった。

おそらく過疎地域診療所・病院からの訪問看護では、訪

問時間帯や滞在時間がうまく調整できず、さらにスタッ

フ不足などにより実施できない現状があるものと考えら

れた。それ以外の実施項目では、訪問看護ステーション

と過疎地域の訪問看護での大きな差は見られず、様々な

ケアが実施されていることが分かった。

「病状観察・医療処置」のうち、「褥瘡の予防と処置」が、

日常的に実施される「バイタルサイン測定」と同数で最

も多かったが、実際には予防と処置のどちらが行われて

いるのか今回の調査では把握できなかった。「予防」と

「処置」では実施するケア内容が全く異なってくる。平

成 18 年 4 月から介護保険制度が改正され、予防的ケア

にますます重点が置かれるようになるため、この点につ

いては、次回調査時には分けて把握すべき点と考えた。

「本人・家族への指導」のうち、「緊急時・死亡時の対

応指導」が「家族の健康管理」とともに最も多かったが、

訪問看護ステーションの調査 8）では、上位から 4 番目

であった。過疎地域においては、立地や体制の都合上、

緊急時すぐに救急搬送することが難しいということが

あり、日頃から本人や家族がどこに連絡をすればよいか、

という打ち合わせが行なわれているものと思われる。ま

た、主治医が訪問看護先の診療所や病院の医師であるこ

とから、緊急時の連絡先が診療所や病院であるため、所

属している看護師が対応することが多いと考えられた。

「他機関との連絡調整」では、訪問看護ステーション

の調査 9）とほぼ同様の傾向であったが、地域特性上「訪

問入浴」のような、都市部では比較的利用しやすいサー

ビスも民間業者が参入していないこともあり、利用その

ものが少なく、看護師が連絡調整を実施していたのは 1

件のみであった。介護保険利用者が約 8 割を占めてい

ることから、ケアマネジャーや医師との連絡調整は頻回

に行われていることが確認できた。

2．過疎地域における訪問看護の役割の明確化

訪問看護を実施していないという施設が 5 件あった
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が、全く看護師が家庭に出向いていないという訳ではな

く、診療報酬上は訪問看護として計上してはいないもの

の、医師と同行している事実はあり、訪問先で看護師と

しての役割を担っているものと思われた。中には、医師

の診察ではなく、実際には看護ケアのニーズがあるにも

拘らず利用には至っていない場合も考えられる。往診な

ら受けるが、訪問看護は勧められても利用しないという

ことからも、住民にとっては、看護師が何をしてくれる

人なのかという役割が伝わっていないと思われる。訪問

看護で何ができるか、ということを住民に対して明確に

示していくことも必要であると考えた。そのためにも、

現在医師と同行訪問する時、実際に看護職がどのような

活動をしているか、について具体的な内容を調査し、医

師が訪問する場合と看護師が訪問する場合の役割を明確

にしていく必要があると思われた。

さらに、過疎地域における訪問看護師は、病院や診療

所の業務を兼務していることが多いことが分かった。即

ち、訪問看護が必要である対象者について、病院・診療

所における診療場面でも把握するということも可能であ

り、それは貴重な機会であると考える。医療施設の少な

い過疎地域では、病院・診療所の看護師が、その町村の

住民のニーズを把握し、訪問看護が必要なケースを選別

するという特徴的な役割も担えるのではないかと考えた。

3．今後の課題

困っていることの中に挙げられていたのは、個別の援

助に関すること以外は、全て過疎地域であることによる

地域特性上・体制上のデメリットであるように思われた。

これらは、すぐに問題解決できることではないが、過疎

地域での訪問看護のニーズがある以上は対策を検討して

いかなければならないことである。訪問看護の課題とし

てだけではなく、その町村全体の保健医療福祉の課題と

して喚起していく必要があると考えた。

また、過疎地域における利用者は、高齢者や独居者が

多く、本調査においてもほとんどが要介護高齢者への

訪問看護であった。しかし、医療保険での訪問看護を受

けている利用者も約 2 割おり、難病、若年者もしくは

小児の在宅療養者の存在が窺われたが、訪問看護の実施

については、今回の調査では明確に把握することができ

なかった。介護保険が適用とならない年齢層への対応や

ニーズ把握を行ない、訪問看護で担える部分を検討する

ことが今後の課題として示唆された。

Ⅴ．まとめ

本調査では、回答のあった 21 施設中 13 施設で訪問

看護が実施されており、その施設の看護職者数が少ない

場合でも、必要に応じて訪問看護担当者が設置されてい

た。また、訪問看護を実施する時間帯については、11

施設が午後に実施しており、特に、兼務で訪問看護を担っ

ている場合には、午前の診療後に訪問しているという実

態が明らかとなった。

訪問看護の利用者については、地域特性から高齢者が

多いということもあり、介護保険の利用者が約 8 割を

占め、医療保険利用者よりも多かった。そのような利用

者への援助内容は県内訪問看護ステーションの調査とほ

ぼ同様の傾向を示していたが、看護内容のうち「入浴介

助」については実施が少なく、訪問時間帯の調整困難や

人員不足によるものと思われた。これは、過疎地域にお

いて特徴的な体制上の困難さであると考えられ、少ない

人員の中で、さらに利用者宅までが遠距離で時間とコス

トがかかるということから、訪問看護を必要としている

対象であっても、実施が難しいという実状が明らかと

なった。

しかし一方で、看護職者の意見の中には、今後ますま

す訪問看護を希望する人も増えてくると思われるため、

今以上に充実した看護が必要であると感じている、とい

う前向きな姿勢も窺われた。

今回は、主に訪問看護に携わる看護職の実態を把握し

たが、今後はさらに過疎地域における住民の訪問看護に

対するニーズ調査を実施する必要性が感じられた。それ

を明らかにすることで、訪問看護の必要な対象者を明確

にし、訪問看護が関わることでのメリットを広くアピー

ルしていくことにつながると思われた。
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Ⅰ．目的

筆者たちは、学生実習でお世話になった保健師の話か

ら、第二次世界大戦の末期に岐阜県内で保健婦養成所

が設けられていたことを知った。そのことをきっかけに、

岐阜県における保健師養成、保健師活動の経緯につい

て情報収集を始めた。そして、昭和 20 年に岐阜県立と

して初めて設けられた保健婦養成所の 1 期生の方たち、

さらに、保健婦教員の方と知り合うことができた。

我が国において保健師の資格要件が明確になったのは、

昭和 16 年（1941 年）の保健婦規則制定によってであ

る。大正末期から昭和初期、貧困や社会不安が広がる中、

社会事業や公衆衛生事業の中で始まった保健師の活動

は、その後、国を挙げて戦争に向かう社会の流れの中で

健民健兵育成のために国民の健康管理を担うものとして

期待されるようになった 1）。岐阜県では、昭和 19年当時、

無医村が 140 余あり、農村での住民の健康管理は大き

な課題であった 2）。そして、昭和 19 年に女子医専、20

年に保健婦養成所を開設している。男性は兵隊へ行くた

め、残った女性に期待しての対策と考えられる。

そのような時代の中で保健婦となっていった 1 期生

の方たちは、養成所でどのような教育を受け、何を感じ、

考えていたのか、また、その後の活躍が現在の保健師活

動にどのように影響を及ぼしているのか、岐阜県内の保

健師養成、保健師活動の初期の歴史として、保健婦養成

所 1 期生の方たちの体験を記録に残したいと考え、聞

き取り作業を行ってきた。

本稿では、昭和 20 年に岐阜県がはじめて県立で設立

した保健婦養成所 1 期生の方たちと養成所で教員をし

ていた保健婦の方の体験記録として、終戦前後の混乱期

にあった養成所での体験に関する情報を整理する。保健

婦規則による養成所教育に関するものの多くは、他県に

おいても、戦災で失われ、残されているものは卒業生の

記念写真や証言のみという現状があり 3）、記録として残

す意義は大きいと思われる。

なお、平成 13 年の保健師助産師看護師法の改正によ

り保健婦から保健師に名称が改正された。本稿では、固

有名詞や当時の名称を用いたほうが適切と考えた場合、

当時の状況を記述している場合は、保健婦もしくは看護

婦と表記している。

Ⅱ．方法

1．既存資料からの情報収集

昭和 55 年に日本看護協会保健婦部会岐阜県支部が発

行した岐阜県保健婦活動の記録である「あゆみ」4）から

岐阜県内における保健師教育の歴史を把握した。

2．養成所 1期生および保健婦教員からの情報収集

1）同窓会での情報収集

養成所時代の記憶は、相互に会話することで思い出し

やすいのではないかと考え、1期生の方たちの同窓会に

参加した。当時の品物や写真で手元に残っているものを

持参することを依頼し、それらも見ながら、養成所での

体験について話を聞いた。養成所時代の話題を提示した

部分のみについて ､ 参加者の了解を得て、テープ録音を

行い、録音内容を記述記録に作成した。連絡がついた 1
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岐阜県保健婦養成所 1期生の養成所での体験
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1）岐阜県立看護大学 地域基礎看護学講座　Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing
2）岐阜県立看護大学 看護研究センター　Nursing Collaboration Center, Gifu College of Nursing



期生 22 名（第一種生 16 名、第二種生 3名、不明 3名）

のうち 11 名（第一種生 9名、第二種生 1名、不明 1名）

と保健婦教員 1名が参加した。

2）郵送での情報収集

同窓会不参加の方からの情報と同窓会で話しきれな

かったことを捉えるために、同窓会終了後に、当時の思

い出について自由記載する郵送調査を行った。対象は、

同窓会の郵送案内を行った 1期生 21 名と保健婦教員 1

名であり、当時の状況について何らかの記載のある返信

があったのは 1 期生のうち 4 名（第一種生 3 名、第二

種生 1名）であった。

3）聞き取り調査

1 期生および保健婦教員の方で了解が得られた方に、

養成所時代の体験 ､ 卒業後の経緯、印象に残っているこ

とについて個別面接または、電話にて聞き取り調査を

行った。面接の場合、聞き取り内容は、了解を得てテー

プ録音を行い、録音内容を記述記録にした。電話の場

合は、電話中のメモをもとに、終了直後に聞き取った内

容の記録を作成した。連絡のついた 1期生 20 名のうち

10 名（第一種生 8 名、第二種生 2 名）と保健婦教員 1

名から聞き取りと調査データにすることについて了解が

得られた。

3．分析方法

1）岐阜県における保健師養成の歴史を既存資料に基づ

いて整理した。

2）既存資料、養成所 1期生および保健婦教員から得た

情報の記録の中から、養成所の概要と養成所での学

生たちの体験を項目立てて整理した。

4．倫理的配慮

養成所 1 期生および保健婦教員の方たちに対しては、

常に活動の目的と情報活用、プライバシーの保護等につ

いて説明し、協力の了解を得た。同窓会では、事前の案

内文書に説明を加えて送付し、当日は、口頭説明にて了

解を得た。聞き取り調査では、個別面接の場合は、文書
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表 1　岐阜県における保健師養成の歴史

年 ( 西暦 ) 岐阜県内での出来事
社会の状況・保健師教育
に関する出来事

昭和 16年 (1941) 保健婦規則制定

第二次世界大戦開戦

昭和 17年 (1942)
昭和 23年 (1948)
まで

日本赤十字社岐阜県支部斐太病院保健婦講習所が第二種保健婦講習所指定を受けた。
第 1回卒業生 8名。昭和 23年まで卒業生を出した。

昭和 20年 (1945)
昭和 26年 (1951)
まで

岐阜県保健婦養成所 ( 第一種、第二種の養成 ) 開設。第 1回卒業生、第一種生 18名、
第二種生 18名。この養成所は昭和 26年 3月卒業を持って終了。

第二次世界大戦終戦

昭和 21年 (1946)
昭和 23年 (1948)
まで

国立岐阜療養所看護婦のみを対象とした第二種の養成所である国立岐阜療養所附属保
健婦養成所が開設。第 1回卒業生 34名。昭和 23年まで卒業生を出した。

日本国憲法公布
保健婦看護婦再教育開
始

昭和 24年 (1949)
昭和 27年 (1952)
まで

岐阜県保健婦講習所 (5ヶ月養成 )が開設。第1回受講者27名。昭和27年6月をもっ
て廃止。

保健婦学校養成所指定
規則改正 (1 年以上 )

昭和 26年 (1951) 県内での保健婦養成機関なしの時代。 保健婦学校養成所指定
規則改正 (6 ヶ月以上 )

昭和 45年 (1970)
平成 14年 (2002)
まで

岐阜県立看護専門学院が開設され保健助産学科が設けられた。入学定員 20名。
翌 46年には、岐阜県立衛生専門学院と名称変更。
昭和 51年に保健助産学科が保健学科、助産学科それぞれ 1年コースに分科。

平成 11年 (1999) 岐阜医療技術短期大学専攻科地域看護学専攻開設。入学定員 20名。

平成 12年 (2000) 岐阜県立看護大学開学。入学定員 80名・3年次編入学 8名。

　 岐阜大学医学部看護学科開設（平成 13年 4月より学生受入）。入学定員 80名・3年
次編入学 10名。

　



を用いてあらためて目的、方法、プライバシーの保護等

について説明し、協力の了解を得た。電話の場合は、電

話時の説明に加え、後日文書を郵送し、協力の了解が確

認できた場合にのみデータとした。

Ⅲ．結果

1．岐阜県における保健師養成の歴史

岐阜県における保健師の教育機関の歴史は、表 1 に

示すとおりである。今回焦点を当てている岐阜県保健婦

養成所が開設される以前にも、第二種の保健婦養成機

関が 2 か所設けられていた ｡ また、岐阜県保健婦養成

所開設後にも 2 か所の養成機関が設けられた。しかし、

すべての養成所が数年で保健師養成を終了しており、昭

和 27 年～ 45 年までは、岐阜県内で保健師養成は行わ

れていなかった。県内での保健師養成再開は、昭和 45

年岐阜県立看護専門学院が開設され保健助産学科が設け

られた以降である。

2．岐阜県保健婦養成所概要と 1期生の養成所での体験

1）場所の変遷

昭和 20 年 4 月、岐阜市内の岐阜県中央保健所に併設

で設置されたが、実際の入学は 7月 1 日だった。しかし、

同年 7月 9 日の岐阜空襲により焼失し、授業は中断した。

その後、加茂郡白川村（現白川町）の県民鍛錬所に移転

して再開された。再開に際して、生徒たちから再開の要

請をしたと述べた 1期生もいた。終戦は白川村で迎えた。

終戦直後も女子は危険ということで授業が中断し、一度

実家に帰ったと述べている。寮生活をしていて空襲に

あった 1 期生の体験は、岐阜空襲の記録冊子に掲載さ

れている 5）。

その後、養成所はさらに、昭和 24 年に白川村から稲

葉郡蘇原町（現各務原市蘇原）に移転し、昭和 26 年 3

月に最後の修了生を出すまで授業が行われた。

2）職員の状況

保健婦教員の方によると、昭和 20 年 9 月の職員

は、保健婦教員 2 名、保健所長および県衛生課から 4

名、事務員 2名、炊事担当 1名の他、保健所や県立病院、

県衛生課の職員が授業を行ったとのことである。

保健婦教員と男性教員 1 名は、生徒たちとともに養

成所で寄宿生活をしていた。岐阜から来る講師は汽車で

通ってきたが、時間に遅れたり来なかったりしたことも

あったという ｡1 期生によると、保健婦教員は、母親へ

の対応を細かく指導し、また、勉強の仕方を教えたとい

う。先生は怖かった、厳しかったという 1 期生もいた。

保健婦教員自身も当時 22 歳か 23 歳頃と若く、看護婦

経験のある第二種生には教員より年上の生徒もいたとの

ことである。

3）入学資格･修業年限･入学試験

第一種と第二種の区別があった。第一種は ､ 入学資格

が高等女学校卒業または、これと同等以上の学力を有す

るものであること、修業年限 2 年以上であった。第二

種は、看護婦の資格を有するものであること、修業年限

6ヶ月以上であった ｡

実際には、岐阜空襲、終戦などにより ､ 授業の中断が

あり授業日数は短縮されている。また ､ すでに授業が始

まった終戦前後に途中入学している人もいた。1期生の

第一種生は、昭和21年7月、第二種生は、半年早く昭

和 21 年1月に卒業している。

入学試験は、受けた、口頭試問があったと述べた 1

期生と、試験を受けた記憶はない村役場への申し込みだ

けだったのだろうかと述べた1期生がいた。入学の時期・

経緯がさまざまであり、状況も異なったようである。

4）教育内容

（1）授業科目

表 2 は、第二種生の方が保管していた成績証明書に

記載されていた授業科目である。授業は第一種生も第

二種生も一緒に受けていたが、第二種生によると、表 2

に示したように看護学校で学んだということで履修を免

除される科目があったとのことである。さらに、第二種

生の方は、第一種生は病院実習があったが、自分たちは

保健所実習のみで、病院実習はなかったと述べている。

また、1 期生の方たちは、異口同音に教科書はなく、

すべて講義内容を筆記して自分の学習用の記録としたと

話すが、教員をしていた方は、「保健婦業務という簡単

な冊子のような教科書はあった。」と話された。授業や

実習、修学旅行での学習体験を表 3に示した。

（2）実習

病院および保健所で実習を行っている。前述したよう

に、病院実習は看護婦資格のない第一種生のみが受けて

いる。病院実習は、県立病院、市民病院 ､ 大学病院の 3

箇所に分かれて 3 ヶ月程度行き、病棟をローテーショ
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ンして体験したようである。病院ではいろいろ体験させ

てもらいよかったと言う声が多かったが、実習を受け入

れる病院側も保健婦とは何かが分からず、何を実習させ

ればよいか分からなかったのではないかと語った 1 期

生が 2名いた。保健所実習は、県内の保健所に 2、3 人

ずつ分かれていったとのことであるが、やはり ､ 何を学

ぶのか明確ではなかったようである。

 （3）修学旅行

修学旅行として語った 1 期生も学習として語った 1

期生もいたが、岡山県にあったハンセン病の療養所であ

る邑久光明園に見学に行っている。交通事情も悪い中、

苦労して電車に乗って往復したとのことである。

5）生徒たちの生活状況

岐阜市では通学の学生と寮生がいたが、白川に移転後

は近所の学生 2,3 名を除いて全員合宿生活であった。大

広間に第一種と第二種の学生が別れて寝泊りした。暖房

も無く、食料もサツマイモ 1 つが食事に出たこともあ

るほど乏しい状態であった。表 4 にあるとおり、食料

や物が無い中での学習の様子を多くの1期生が話された。

6）第 1期生の入学経緯

表 5 のとおり、無医地区の保健婦となることを村長

から要望された、保健婦という職業を知り自ら希望した、

親に勧められた、たまたま保健婦養成所の近くに住んで

いたなど、さまざまなきっかけで養成所に入学していた。

養成所を知ったきっかけも、新聞に学校ができることが

載った、人づてに聞いた、町や村役場で声をかけられた

などそれぞれである。

住民の健康管理を担う人材として周囲から期待されて

いたことを感じるエピソードとして、入学してから岐阜

新聞が無医村から来た生徒の取材に来た、5,6 人該当者

がいたということである。

Ⅴ．まとめ

1．養成所における 1期生たちの状況

・昭和 20 年 7 月に授業が始まった岐阜県保健婦養成所

は、授業開始わずか 1週間で岐阜空襲によって授業が

中断し、校舎を移動した。さらに、終戦による授業中

断もあった。特に初期の段階で授業の中断と再開が繰

り返された激動の養成所生活であった。岐阜空襲を体

験した寮生全員が無事であったことは幸いであった。

・養成所第 1 期生の入学のきっかけはさまざまであっ

た。戦時下で国民の健康管理を期待されて始まった教

育であったことも感じられたが、無医地区での活動や

工場での健康管理など人々の健康を守ることの必要性

を語った 1期生もいた。

・学習内容として感染症についてよく学んだとあるが、

結核対策や性病予防が重要視されていたその当時の状

況 6）7）を反映している。また、柿の葉を利用した栄養

指導や野生食づくりも食糧難という当時の現状の中で

住民が実施可能な方法を取り入れていったものと考え

られる。他県の保健婦講習所でも、野草料理作りや豆

乳作りの栄養実習をしたそうである 8）。その時代の健

康課題への対応、生活状況にあった保健指導の実施と

いう、いつの時代も変わらない保健師活動のあり方を

感じた。

・保健婦規則が作られて 4年後であるが ､ 実習施設側も

1 期生ということで職種の特徴も分からないまま受け

入れていた様子である。しかし、病院実習では医師に

質問に答えてもらった、いろいろ見せてもらったなど

新しい職種に対する期待や体験させようという現場の

受けとめが感じられ、1期生が誇りを持って学ぶ姿勢

を後押ししたのではないかと感じた。

・終戦前後の困難な生活の中で、生徒たちは合宿生活を
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表 2　第二種生の成績証明書に

記載された授業科目一覧
科目名
　○生理学及解剖学大意
　○細菌学大意
　○薬物及調剤大意
　　栄養大意及調理方法
　　衛生統計
　　国民保健大意
　○看護学乃大意
　　助産学大意
　　母子衛生大意
　　結核予防大意
　　急性伝染病予防大意
　　慢性伝染病予防大意
　　衛生法規
　　社会保険社会事業
　　保健婦業務
　　国民体力管理
　　環境衛生
　　心理学
　　倫理
　　保健所訓練
○は第二種生履修免除科目
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表 3　学習体験

授 業

教科書はなかった。黒板に書いたことと先生が話したことを裏紙をとじたノートに書いた。・・・夜、寮で清書をした。手がペンだこだ
らけだった。
夜は寄宿舎で何もすることないから、みんなその筆記を一生懸命整理した。あっちの隅、こっちの隅とみんなそれぞれの所で整理をした。
すると途中でお腹がすいてくる。なんとなしに心が寂しくなる。みんなしょぼっとなる。火鉢だけはあったので、家から送ってきた玄
米を缶詰のカンカンに入れて、火鉢の中へ入れて炒ってそれをお腹に入れる。みんなお腹すいてるので、ちょっと分けて、過ごしてそ
れで勉強していた。
とにかく本一冊無い。せめて看護学の本だけでも欲しいと思って、私の在所の方で 10歳くらい年上の看護婦さんがあったので、看護
婦の本がないか借りに行ったんです。上巻と下巻と全然違う会社のですけども、借りてきてくれて、その本で一応参考書にしたんです。
後は何にも無いです。特に公衆衛生なんてなのは全然。
時々、印刷物を配布する講師もいた。印象に残っているのは、保健所長が出したテスト問題で、結核患者の痰を食べたニワトリの卵を
食べると感染するかという問題だった。結核菌は、胎盤移行しないので感染しないと学んでいたので、そのように答えた。空気感染す
るもの、胎盤移行するものなど、感染症についてはよく教わった。
母乳の飲ませ方とかは保健婦の先生。栄養学は、県の先生だったと思う。地域へ出てってもその先生を頼る事が出来た。・・・とにかく
何にも無い時代。例えて言うなら乳児の湿疹、もう想像もできん湿疹が、頭いっぱいにくっちゃくちゃに出る。栄養が行き届いていないし、
不衛生。石鹸もそう無い時代だからね。先生はビタミンＢ１が足らんのやってしょっちゅう言われて。でもビタミンＢ１て何をあげた
らいいか分からない。今と違って何にも無いから、柿の葉緑素というか、新芽の出た時の柿の葉っぱを乾燥させて粉にして離乳食に入
れてやれとか、そういうことを教えて下さった。
その頃食糧難で、野生食づくりをやった。山でヨモギとかイタドリの葉とかギョウブだとか取ってきて野生食の講習会をやった。

実 習

県病院へ行きました。病院の先生も質問に対してすごく親切に教えて下さった。一目おいてくださった感じ。初めてだから、看護婦で
はない、もうちょっと上みたいな感じに先生はとってみえたのではないかしら。・・注射器の消毒は 1回 1回沸騰する所まで行って消毒。
「あんたちゃんと沸騰するまでやってきたかね」て看護婦さんが言うので、「はい、やってきました。」。何故それを聞かれるかというと、
空襲があると途中で電気が切れてしまう。それで「沸騰しとるのやってきたあ」て言われた。そういう時は、私たちも戸惑ってしまって、
もう 1回やらないといけないかなと思ってやりました。途中でなるとなんか気持ち悪いでしょう、（そういうふうに）ならんようにと願っ
て消毒、注射器を持って走りました。
市民病院へ３ヶ月ぐらい実習に行った。実習では看護婦としての仕事をやらせていただいたけど、珍しい手術があると見せて下さったり、
病気でもかわった病気やかわったケガがあると、見せて下さったんです。あとは、あっちこっちブラブラしとっただけみたいな実習です。
注射１本打たせてもらうわけじゃなし、予防、問診をやらせてもらうわけでなし、そういうことは全然、当時、病院が知らないんですね、
どんなことやっていいか。保健婦なるものが分からんものだから。
半年勉強した後、実習した。岐阜大病院で 3ヶ月実習し、各科を 10 日間ほどでまわった。手術も見せてもらった。名古屋大学では、
ホルマリン漬けにされていた空襲で焼けた人の解剖を見学した。
保健所へ行きましたけど、訪問に連れてってもらえるとかなにも無くって、保健所へただ行くだけ。保健婦さんみえるんですけど、・・
あんまり外へ出ていくことも無かったと思う。結局何をやっていたかいうと、薬剤師さんの軟膏をいろんなものと混ぜ合わせて練る、
それを一生懸命やってた。・・他の方はどうだか分かりませんけど、分かれて行っているので。だから保健所の印象は私はあまり良くな
いです。
保健所実習が１ヶ月ぐらいありました。その当時は保健所も保健婦の仕事のしてるような形ではないので、集団健診を見せてもらいに
行ったり、そしてただ役場へ見に行っただけ、やったことは。性病診療だけは、性病診療所は併設してましたから、やらされたっていうか、
やらせてもらったっていうんか、それは、実際実物でできたんです。
家庭訪問は、1回だけついて行きましたけど、その訪問が、今思うと家庭訪問ではないです。ただ知ってる家行って、笑い話して帰っ
てくるだけ。そこに赤ん坊はいましたけど、赤ん坊見るとか、着てるものを調べてあげるとか、そんなこと全然無い。・・そんで家庭訪
問なるものが、全然分からなくって、保健所に就職して、性病の方は様子を見てね、帰ってくる、それが家庭訪問やと思い込んでいた
んです。家庭訪問の意味、実際が分からなくって。その後保健所を移っても分からなかった。国立公衆衛生院で行った東京での保健所
実習はものすごく身になりました。その保健所では、ほんと活躍してましたから。

修 学 旅 行

修学旅行のようなもの。光明園では、ここにとどまってもらえないか（職員になってほしい）という誘いがずいぶん言われた。しかし、
病気への偏見（こわいなど）があり、残って働くことを希望したものはいなかった。食堂なども見学した。食堂に入る前に靴を消毒して入っ
た。患者は、家族で住んでいるので学校などもあった。
（光明園への修学旅行）旅館もあらへんで、先生の親戚かがあったんで、京都に、そこに皆が雑魚寝して、それで食べさせてもらって、
お金のことは全然覚えないんですけど。そして岡山まで行って、岡山から船に乗って。



しながら、食料もノートや筆記用具も十分に無く、学

習環境が整っていない中で、助け合いながら学習を続

けていた。他県の保健婦養護訓導養成所においても、

入学時期が戦争末期のため、教科書もなくひたすら先

生の講義をノートにとっていたとあり 9）、先生の教え

を吸収するが如くひたすらに学んでいた様子が伺われ

る。

・入学時は戦時下、卒業時は戦後の混乱期であり、1期

生の気持ちも終戦をはさんで揺れ動いたのではないか

と推察される。しかし、困難な中でも 1期生自身の努

力と周囲からの期待により、生活の場で人々の健康を

守るという基本的な職業意識が養成所で育まれていっ

たと考えられる。

2．養成所が存在することの意義

・昭和 27 ～ 45 年までは、岐阜県内で保健師養成が実

施されていなかった。養成施設が身近に存在し、養成

所での同級生、先輩後輩といったつながりがあること

は、異なる自治体に勤務し始めてからも情報交換をし

やすくし、連帯感をもつ基礎となる。また、保健師の

後輩育成への気持ちを強め、教員による卒業後の支援

を可能にすると考えられる。そのような保健師たちの

拠り所が長期間にわたり県内に存在しなかったことは、
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表 4　寮生活

階段をちょっと降りた所に教室があって、寮と建物は別だった。

大きな広間、30畳敷きぐらいの広間が 3つあってそこに 1種と 2種に分けて部屋におって、そして、ちょっと小さい部屋を教員。・・
見晴らしのいい所で、ちょっとこざっぱりした、今で言う 5階建てくらいの高さのとこ。で、ガスも何もあらへんで、皆が焚物の束を
1人が 5つづつ高いとこまで登ってかならん、持って。

冬場やけど誰も暖房も何もあれへんで、寒かったやろうけど、若かったで寒なかったんやろうね。今みたいなのは考えれんわ、何もあ
れへんでね。

金曜の晩か土曜日になるとガサガサガサガサ５時頃から廊下を走って並んで切符を買う。うちに帰るのに。並ばないと切符が買えない。・・
駅までちょっとあったから、走っていった。みんな食料を取りにうちに帰りたいから。

この大広間を・・皆が一緒に並んでずらっと。これくらいの幅の机があって、それが勉強机になったり食卓になったり、2つ並べて食
べたの。1番思い出なのは、サツマイモが 1個だけ出たときがある。サツマイモを蒸かしたやつ。それが 1食分。

寮母さんのような人が二人近所の人が通っていた。食事を作ってくれていた。夜野菜を刻んでなべに入れて帰り、朝来て煮て出してい
た。夜の間になべにムカデが入り、食べたらムカデが入っていたことがあった。しかし、食べるものがないので、ムカデを出して食べた。
自分は実家が農家なので、家からいり豆などを持っていっておやつに食べていた。家にはよく帰って食べ物をもっていった。家に食べ
物がない人はそういうこともできなかった。分けてあげてはいたが。

夕方になると川伝いに田舎行って、なんでもええで ( 食べ物を ) 売ってくださいって頼んだ。難儀した。

やっぱし帰っても仕事も無いし、なんとも仕方が無いし、今から工場へ入るわけにもいかんしっていう気持ち。女学校っていうのは六
年生で女学校に入って四年間行ったので、年齢的には若い。中学卒業したのと一緒。まだ、子供。その内に寂しいの何のっていうこと
も忘れてしまって。みんなと友達になったので、寂しいことも無しで、友達同士話したり。娯楽はあまりしなかった。卓球をやったり
ということは無かった。

表 5　入学の経緯

学校に入れば学徒動員に行かず、家に帰ることができた。ちょうどその時、実家のある地域で保健婦がほしいということで、学校がで
きると聞き、ちょうどよいと思って養成所に入った。保健婦ならば勉強したことが家庭に入っても役立つだろうと思った。

戦時中のことで、戦地に行ってみたい役に立ちたいという気持ちがあり、看護で行こうと思った。保健婦がよりよいだろうと思って養
成所に入った。

病院の手伝いをしていた時に ､養成所に入っていた友人から誘われて入学した。終戦後に入学。

働いていた工場で事故があり嫌になって実家に帰ったとき、父親が保健婦の存在を知り、勧められた。新聞に保健婦養成所の試験を行
うと出たのを見て受験した。工場の事故で健康管理に関心を持った。

看護師として勤務中に保健婦養成所ができると知り、やってみようと思った。若かったので、何でもやってみようという気持ちがあった。

女学校に行っていたが空襲で寮を焼け出され、実家に戻った。遊んでいるわけにもいかず、保健婦養成所が白川口に疎開してきたと聞き、
何をするところかわからないまま頼んで入学させてもらった。途中で入学。

教員養成所を受験したが、難しかったので、第 2希望だった保健婦養成所を受験し合格した。

日赤の看護婦になりたかったが身長が足りずに受験できず。女学校の職員室に保健婦養成所の受験についての掲示があり、それを見て
興味を持ち受験した。

村長から無医村の保健婦になってほしいと勧められた。



その後の保健師活動の全県下での統一的な発展や地域

での保健師確保に困難をもたらしたのではないかと予

測される。

・1期生たちは、卒業後にそれぞれの職業生活に旅立っ

ていった。卒業後の体験については、別途報告する。
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Ⅰ．はじめに

母乳育児推進は全国的な課題であり、岐阜県も母乳育

児を支援するための看護ケアが各施設や地域で行われ

ている。各省庁が支援して実施する、国民運動としての

母子保健対策である「すこやか親子 21」の取り組みに

おいても、母乳育児の推進は行動目標に掲げられており、

民間団体、専門団体、地方自治体など一丸となって取り

組んでいかなければならない。しかし、母乳育児の全国

的な傾向をみると、ここ 15 年ほどの間 1ヶ月時の母乳

率は 45% 前後であり、増加の傾向がない 1）。岐阜県で

は平成 15 年に「岐阜母乳の会」が発足し、母乳育児を

推進する全県的な高まりがみられるものの、母乳育児に

関する指導や支援の実態は明らかにされていない。また

当事者である母親や家族の母乳育児へのニーズの内容も

解明できていない。

そこで今回母乳育児支援に関して、母乳育児推進に向

けての取り組みの方法を検討するため、現状の問題点や

課題を明らかにすることを目的として調査を行った。

Ⅱ．対象と方法

1．調査対象と方法

調査対象は、岐阜県内のすべての有床産科診療所と産

科を標榜する病院および分娩を扱う助産院の計 67 件で

あった。調査は郵送による質問紙調査であり、回答を依

頼したのは、施設で母乳育児に関わっている医師や看護

職であった。調査の趣旨を文書で説明し、日ごろの指導

などについて記載を依頼した。

2．調査内容

内容は「施設の概要」「母乳推進の有無」「母乳育児に

関する方針の文章化の有無」「母乳育児に関する指導に

ついてスタッフの方針が異なることがあるか」「母乳育

児に関する指導方法の文章化の有無」「母乳育児に関し

て母親の意向を聞くことの有無」「入院中の母子同室に

ついて」「妊娠中の指導の有無と時期」「入院中の指導の

実際（マッサージ、授乳間隔、初回の吸てつ、母乳不足

のときの対応、不足分の補給の方法）」「退院時や退院後

の問題の把握状況」「卒乳の指導の有無」「母乳栄養確立

の実態」であり、選択式の回答を求めた。また「母乳育

児に関する課題」「指導の方針や方法が異なる点」「退院

時の課題」については自由記載による回答を求めた。自

由記載は、回答者が把握している施設の課題を記述して

もらった。

分析に関しては、選択式の回答の場合は、単純集計を

行い、自由記載は記述を意味内容にしたがってひとつの

文章にはひとつの意味が示されるように分け、同じ意味

内容を示すものを集めて分類した。

調査期間は平成 16 年 9 月～ 11 月であった。

3．倫理的配慮

倫理的配慮としては、県内の母乳育児支援の実態と課

題の調査であり、施設名は明らかにしないこと、また指

導内容についての評価をするものではないことを明記し、

施設代表として施設で行っている指導の実態について回

答してもらった。返答があったものを調査の同意があっ

たものとした。
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Ⅲ．結果

1．施設の概要

調査の主旨に賛同し協力していただけた施設からの回

答は、30 件（45%）であった。

質問紙調査の回答者は助産師が 25 件（83%）、看護

師が 2 件（7%）、医師が 3 件（10%）であった。施設

病床数は 100 床以上が 14 件（47%）、20~100 床未満

が 5 件（17%）、19 床以下が 11 件（37%）であった。

分娩件数は月 0~10 件が 9 件（30%）、11~20 件が 6

件（20%）、21~30 件が 5 件（17%）、31~40 件が 7 件

（23%）、40 件以上が 3 件（10%）であった。帝王切開

の割合は 0~10% が 15 件（50%）、10~20% が 7 件（23%）、

20~30% が 5 件（17%）、30% 以上が 3件（10%）であった。

看護職の勤務交代は 2 交代制が 18 件（60%）、3 交代

制が 9件（30%）、その他が 3件（10%）であった。

2．母乳育児の推進

母乳育児を推進していると答えた施設は 18 件

（60%）、どちらかといえばしているが 11 件（37%）、ど

ちらかといえばしていないが 1 件（3%）であった。母

乳育児に関する方針の文章化があるという施設は 6 件

（20%）、ないという施設は 24 件（80）% であった。指

導方法の文章化については、ある施設は 13 件（43%）、

ない施設は 17 件（57%）であった。母乳育児に関する

指導について、スタッフによって方針が異なることがあ

るという施設は 10 件（33%）、ないという施設は 20 件

（67%）であった。母親の意向と施設の意向が違う場合は、

母親の意向を最優先するが 14 件（47%）、どちらかと

いえば母親の意向を優先が 11 件（37%）、施設の方針

を優先は 5件（17%）であった。

入院中の母子管理については、終日母児同室が 19 件

（64%）、昼間のみ母児同室が 4 件（13%）、母児異室が

1件（3%）その他（希望による）が 6件（20%）であった。

いつから母児同室かという点については、24 時間後が

7件（23%）、帰室直後からが 5件（17%）、数時間後が

7件（23%）であった。

3．指導について

妊娠中の指導は 26 件（87%）の施設が行っていた。

妊娠中期に母乳の指導を行っているところが半数、妊娠

後期に行っているところが半数あった。

入院中の指導では、抱き方や吸わせ方、搾乳方法は

90% 以上の施設が行っていた。後搾りは 24 件（80%）、

前搾りは 23 件（77%）、授乳前の乳頭清拭は 23 件（76%）

で行われていた。搾乳器の使用は 9件（30%）であった。

入院中に乳房マッサージを行っているのは 25 件（83%）

であった。

卒乳の指導については、行なっているところが 19 件

（64%）、行なっていないところが 11 件（36%）であった。

4．初回の吸てつ・授乳間隔について

正常分娩で産まれた児が最初に乳首を吸てつするのは、

1時間未満が 17 件（57%）であり、2時間以降は 12 件

（40%）不明 2 件であった。帝王切開で産まれた児の場

合は、2時間未満が7件（23%）、2時間以降は23件（77%）

であった。入院中の授乳間隔は 3 時間おきの規則授乳

が 12 件（40%）、自律授乳が 8 件（27%）、規則授乳と

自律授乳をあわせて行なっているところが 4 件（13%）、

その他が 8件（27%）であった。

5．母乳栄養の確立

退院時における母乳栄養確立の割合は、50% 前後が

14 件（47%）、70% 前後が 11 件（35%）、ほぼ 100%

が 3 件（10%）、20% 前後が 1 件（3%）であった。29

件（96%）の施設で退院時の母乳育児の課題を把握し

ていた。1 か月健診時における母乳栄養確立の割合は、

70% 前 後が 14 件（46%）、50% 前 後が 11 件（36%）、

ほぼ 100% が 2 件（7%）不明 3件であった。

6．母乳育児支援の課題

自由記載の内容から主に看護職が感じている母乳育児

に対する課題や問題点などを分析した。

1）母乳育児支援に関する課題（表 1）

5 項目の課題がまとめられた。「母乳育児を促進する

ためのスタッフ配置を含めたシステム改善が必要」「妊

娠中からの指導が十分ではない」「スタッフの指導内容

の統一と質の向上」「母親や家族の母乳への認識が不十

分」「地域での支援が不十分」であった。

最も多かったのがシステムの改善であり、母児同室か

ら外来でのフォローアップ、夜間、休日の対応など母乳

がいつでも与えられる環境つくりや、継続ケアのシステ

ムについての改善を望む声が多かった。

2）指導の方針や方法が異なる点（表 2）

この点については、「個別の指導における指導内容の

相違」「看護職の経験や技術による相違」「医師との考え
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方との相違」の 3点があげられた。指導の細部にあたっ

て相違があり、それが母親やスタッフ間の混乱をもたら

していることが多い。またスタッフの意見自体に相違が

あって指導内容の統一が困難なこともある。

3）退院時の課題

退院時に母乳育児に関して課題となることは「母乳不

足」「母乳分泌過多」「直接授乳困難」「母親の疲労、支

援不足」「母子分離の状況」であった。

Ⅳ．考察

母乳育児は、あらゆる意味で子どもと家族の健康の基

盤となる 2-3）。わが国の母子保健の国民運動としてすす

められている「健やか親子 21」では、出産後 1 ヶ月ま

での母乳育児の割合を現在の水準より増加させるように

と具体的な目標をあげ、各地方自治体に取り組みをよび

かけている。今回の岐阜県内の産科施設を対象に行った

調査では、60% が積極的に取り組んでいる結果であっ

たが、まだ 40% の施設では積極的ではないといえる。

また母乳育児を推進していくために、施設として方針が

文章化されているところは、20% であり、推進してい

ると答えている施設でも文章化され、看護職や他の職員

に共有されているとは言い難い。方針の文章化ももちろ

んであるが、指導内容の文章化も 43% の施設でしか実

施されておらず、指導内容が具体化に職員が理解できる

ように施設としての取り組みを推進するべきであろう。

1989 年にWHO とユニセフから「母乳育児を成功さ

せるための 10 か条」という母乳育児を推奨する勧告が

なされ 4）、「赤ちゃんにやさしい病院」の認定も徐々に
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表 1　母乳育児支援に関する課題
分類 具体的内容

母乳育児を促進するためのス
タッフ配置を含めたシステム改
善が必要

・今後、母児完全同室に向けて体制を変えていきたいが、病院のシステムとして問題。
・総合病院ということもあり、異常の早期対応により小児科入院となり、クベースにすぐ収容されて
しまうことがある。（母子分離、直母できない）
・産科以外の入院も扱っているため、入院中の母乳育児に関する指導が希薄になりがち。徹底した指
導を行うためにはそれなりの人的環境を整える必要があると思う。
・乳房外来も行ってはいるが、担当が 1人しかいないため、継続したフォローが困難である。
・母乳外来の予約が多く、希望に応じられない。
・乳房外来受診者が多いと、助産師１人で対応できない時がある。
・休日中に母乳相談をＴＥＬにて受ける時があるが、休日中は対応できるスタッフがいない。
・３人で夜勤をしているため、分娩や手術があると褥婦のケアが手薄になる。
・母乳外来でのサポートも実施しているが、急に起こったトラブル等についての対応はすべて受け入
れられる、ということが出来ない。
・助産師が病棟に少ないので対応できない。
・母乳のみで入院中援助していきたいが、夜間のスタッフがいないため、中途半端な援助になるため、
実施していない。

スタッフの指導内容の統一と
質の向上

・スタッフの指導に一貫性がない。患者にしてみれば誰の指導を聞けばよいか迷う。
・指導、ケアが助産師によって質の差がある。
・完全母乳にしたいが、スタッフの意見統一で苦慮している。
・スタッフ側としても知識が十分でないため、トラブルに対してのケアが不十分なことがある。
・スタッフ内での母乳育児に対する意識、知識が統一されていない。
・方針の文書化やトラブルに対するマニュアル作りが遅れている。
・母乳管理技術を若い助産師にどのように伝承していくか。
・早期からの同室、自律授乳を行っていきたいが、分娩件数が少なくスタッフの経験が浅い為、follow
ができない。

妊娠中からの指導が十分できな
い

・妊娠中の乳房ケア（自己ケア）をどのように指導するか。具体的には乳頭、乳房ケアを積極的に行
うようにするか。妊娠中には乳頭清拭程度にとどめるか。
・母乳育児を推進していきたいが、妊娠中からの母乳に対する意識付けが不十分の為、母乳にこだわ
る人が少ない。
・里帰り出産が多い為、妊娠中からの指導がなかなかできず遅くなってしまうことがある。

母親や家族の母乳への認識が不
十分

・実母、義母（ミルク世代）の影響があり母乳に積極的でない・ミルクを安易に使用している。
・出産されて退院されるまでの６日間の間に全ての人たちが母乳育児を希望するわけではない。
・母乳不足の場合、あきらめて人工栄養に変える、根気がない。

地域での支援が不十分 ・地域との連携が不十分である。
・地域の保健指導が間違っているため、お母さんたちが戸惑ってしまう。離乳食の開始時期や果汁の
与え方、体重増加について。



進んできているが 5）、全国的な母乳育児の普及には決し

て順調な進展をしているとわけではない。その 10 か条

においては、母乳育児を成功させるための条件として、

早期授乳と自律授乳が提唱されている。

正常分娩であれば、分娩直後に直接母乳を吸てつさせ

ることに対して、特に業務などに支障があるとは考えら

れない。母児同室を進めるためには、母児異室の病棟で

は管理について、根本的な改革が必要になるであろうが、

早期授乳については、取り組みやすいケアになるのでは

ないだろうか。産科スタッフの母乳への意識を高めるた

めにも、出生直後の授乳の推進を図ることは、まず最初

に取り組んでいかなければならないことと思われる。

看護職者が課題とあげている内容をみると、「母乳育

児を推進するための、スタッフ配置を含めたシステム改

善」についてあげられていた。スタッフが少なく個別の

対応が困難ということもあるが、母児同室に施設が取り

組めないシステム上の問題もある。母児同室を取り入れ

るために、病棟管理やスタッフ配置などさまざまな問題

が浮上してくるが、施設で方針を明らかにした上で、母

乳育児推進のために必要な改善を行なっていくことが望

まれる。

また看護職者の指導内容が統一できていないことも、

課題としてあげられていた。母乳育児の指導については、

個別なかかわりが不可欠であり、看護者個人の指導力が

問われるといえよう。基本的に母乳育児を推進する姿勢

であっても、具体的な指導内容が個々の看護者によって

異なると、母親は混乱するであろう。スタッフには経験

の豊富な者も、初心者もいるので、常に施設としての母

乳育児指導の水準を維持し向上させるために、情報交換

と指導内容の改善に向けた学習会や研修が必要である。

また母乳育児を成功させるには、妊娠中からの関わり

が重要である。前述の 10 か条にも明記されている事柄

である。しかし最近では母乳に対する母親の意識もぜひ

母乳で育てたい、という意思は持ちづらい現状である 6）。

また母乳が出るか自信がなく、できれば、という消極的

な思いになりがちである。妊娠中から母親が母乳育児に

ついての知識を深め、母乳で育てたい思いを強くし、さ

らにその思いを母親に関わる産科医療関係者がサポート

し続ける体制が必要であろう。妊娠期から継続した母乳

育児支援の実践のためにも、施設での組織的な取り組み

が必要である 7-8）。

今回の調査では、岐阜県の分娩の 7 割を占める診療
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表 2　指導の方針や方法が異なる点
分類 具体的内容

個別の指導における指導内容の
相違

・出生直後のミルク補充の仕方や授乳時間について。
・文章化されていないので助産師の個々の考えにより指導方法が多少違う。
・スタッフの中には母乳のみで勧める人もいれば、分泌を見ながら初めは混合で、徐々に母乳に移行
するよう、指導する人もいる。
・基本的なところは同じだが、対象に合わせての指導がうまくできてないときがある。
・母乳育児に関する統一した指導マニュアルはあるが、徹底できない。
・母親の” ミルクを足してくださいませんか” という訴えに十分な対応してないレベルでミルクを足し
てしまう。
・他施設よりスタッフが来た場合、哺乳量の不足分を糖水にするかミルクにするかで方針が異なるこ
とがある。
・大筋ではないが、細部に個別性が出る。
・助産師 1人 1人の母乳育児に対する考えが違うことがある。
・全体的な指導は統一されているが、その場その場の対処が少しずつ違って時々母親が混乱する時が
ある。
・帝切後の褥婦で乳緊が出現し始めた時、夜間も積極的に直母をすすめる人と、夜間は休ませる人が
いる。
・児が効果的に直接乳頭が吸えず、介助しても困難な時、乳頭保護器等を使うか、搾母乳をどのよう
にして与える等、スタッフ間でも意見が違うことあり。

看護職の経験や技術による相違 ・医療者が専門職者としてのスキルが不足している為、褥婦に合わせて納得させられない場面が多々
ある。
・新採用者はしばらくＳＭＣをしていたり、又は個人的な方法でやっていたりという教育が十分出来
ていない時期、しばしば異なったことをする。
・スタッフの経験が少ないため、乳房トラブルなどの対処が十分出来ない。　　

医師との考え方との相違 ・黄疸が強く、光線療法を行う時、小児科医の指示で母乳禁止になる時もある。
・医師はほとんどＷＨＯの母乳育児成功 10カ条も母乳の会の考え方も知らない。



所の回答が少なく、診療所での母乳育児支援の実態が明

らかになったとは言い難い。診療所では助産師不足が問

題となっており、母乳育児の専門職である助産師の援助

が受けられない母親が多いと思われる。産科診療所では、

だれがどのように母乳育児支援に関わっているか明らか

にし、そこでの母乳育児に関する課題も検討していく

必要があるだろう。今後は診療所に勤務する看護職への、

母乳育児に関する研修などケアの質を高めることも、県

内の産科医療の課題だと考えられる。また地域における

継続支援も課題にあがっていた。今回は継続支援につい

ての分析は行なっていないが、退院時の母乳育児の確立

は 50% 前後が 45% と最も多く、ほぼ 70% の母乳育児

の確立は 33% であるので、施設での生後 6 日間程度の

ケアでは、現実的な問題として母乳で育てていけそうな

母親は少ない。自立した母乳育児の確立のためには、1

～ 3 ヶ月間かけて支援し続けなければならない。母乳

育児の普及は、施設から地域へと母乳に関わる専門職が

連携して取り組んでいかなければならない包括的な課題

である。

まとめ

岐阜県の医療施設における母乳育児支援の実態を調査

した。母乳育児を多くの施設では推進しているが、母乳

育児支援の方針や指導の内容には施設間、施設内でも差

があり、スタッフの配置も含めたシステムの改善や指導

内容の統一、妊娠中からの指導など多く課題があげられ

た。今後は、母乳育児の推進を目指して各施設において、

指導方針や指導内容など検討し、効果的な支援となるよ

う組織的な取り組みが必要である。
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Ⅰ．はじめに

英国の医療制度は、NHS（National Health Service）

により運営されている。NHS は国民の税収を財源とす

る制度で、利用者負担は原則無料であり、ヘルスケアが

必要なときに誰でも利用できることやプライマリケアを

重視する包括的な医療制度を特徴としている。英国のこ

のような医療制度は、かつて「ゆりかごから墓場まで」

のスローガンで高度福祉国家のモデルとして名を馳せた。

しかし英国の経済が低迷する中、医療費も対 GDP 比で

低く抑えられており、医療の荒廃が進んでしまった 1-3）。

今 NHS は新たな改革の只中にある。ブレア政権での

NHS 改革のひとつに「医療の質向上」の重要性が強調

されている。医療の質の向上において不可欠なのが、医

療従事者の質的向上であり、賃金や労働時間などの労働

条件の改善とともに、研修、上位の資格取得などの試み

による、レベルアップである。

英国での医療従事者の生涯学習は、医療政策上の課題

なのである。NHS という国家単位での組織的な取り組

みとして、NHS 職員の生涯学習は位置づけられている

が、今回特に看護職の生涯学習という視点で、英国の現

状を視察する機会を得た。Lifelong learning は英国の医

療職者養成の骨格となる考え方であり、本学が目指す

看護職の生涯学習の拠点という理念と通じるものがある。

今回はまず、英国における看護職の生涯学習の実際を学

ぶことにより、岐阜県での看護職の生涯学習に関して活

用できる示唆を得るために、NHS の生涯学習担当者を

訪れ現状を視察した。

第 1報の本稿では、まず NHS の変遷から現在の NHS

改革の背景を述べ、医療従事者の生涯学習が NHS の施

策にどのように位置づけられるかを確認し、看護職、特

にプライマリケアの現場での生涯学習の現状について述

べる。

Ⅱ．新しい NHS

1．NHS の変遷

NHS は 1948 年に成立した。英国が理想とする福祉

国家の構築にむけて、社会保障制度の基盤をなす利用時

無料の医療制度である。過去の労働党政権により効率よ

り公正を重視する政策がとられ、英国経済全体が低迷し

てしまい、医療も荒廃が進んだ。1979 年にサッチャー

率いる保守党政権が、英国経済の建て直しのために、公

正を犠牲にしてでも効率を高めるべきだ、という改革

を国有鉄道、電気、ガスなど次々に行なっていった。し

かし社会保障の理想の制度である NHS 医療については、

民営化に関して国民の同意を得ることが難しく、NHS

内部に市場競争を持ち込む形をとった。1990 年からの

サッチャー政権での NHS 改革により、医療費を低く抑

えたままで、医療に競争原理を持ち込み「効率」を求め
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れば、医療の質が上がる、という期待のうちに NHS 改

革が進められたが、その結果かえって、医師の海外流出、

待ち時間の長期化など医療現場はさらに荒廃してしまっ

た 4）。

ブレア首相の労働党が政権に返り咲いて、新たな

NHS 改革が始まったのが 1997 年からである。ブレア

の NHS 改革の 3 つの特徴は、①目標の設定でありこれ

は国として提供する医療サービスのスタンダードを示

すものである。特に EBM（evidence-based medicine）

が重視され、効果のある治療に費用を費やすことで医

療の質向上を図る。②クリニカルガバナンス（Clinical 

governance）といわれる政策の方針であり、これは臨

床現場に近いところに権限委譲するとともに、医療の質

向上について臨床現場に統治責任をおく系統的アプロー

チである。プライマリケアについては、PCT（primary 

care trust）をつくり、医師・看護師・福祉専門家など

NHS 職員全体で、その地域における医療福祉計画を立

て、予算を管理運営し、医療の質の保証、向上を実行

していく。③結果と成果の評価である。国の医療サービ

スのスタンダードは NSF（National Service Framework）

で提示された達成すべき目標値についてその結果はど

うか、評価と説明責任が求められているのである。ま

た各病院や PCT ごとに業績（Performance Assessment 

Framework）を発表し、成果主義・評価の重視を求めて

いる。　

2．新しい NHS の改革

さらにブレア首相は 2000 年に「The NHS Plan」を発

表し、医療費を増額し、医療の質を保証し公正を図るこ

とを重視した 5）。医療費は1997年では対GDP比で6.7%

の水準であったものを 2005 年には 10% にまで増やす

計画である。多額の投資をして様々な医療改革が進めら

れているのであるが、21 世紀に入り、特に患者中心の

医療が求められるようになり、英国の伝統的な第一次医

療（プライマリケア）の充実が強調されている。具体的

な数値目標として、医師 1 万人、看護師 2 万人を増や

すことをはじめ、ベッドや医療機器を増設すること、待

機者リストを減らすことなど 2005 年までの数値目標を

示した。

待機者リスト問題は、英国人にとって深刻な問題であ

るが、それに加えて医療従事者の不足や士気の低下は医

療現場をさらに荒廃させている。人口当たりの医師数が

ヨーロッパ諸国に比べて少ないのに加え、養成が追いつ

かず、さらに劣悪な待遇のために多くの医師や看護師が、

海外に流出しているのである。医師・看護師を海外から

「輸入」し、急場をしのいでいるのであるが、NHS 改革

では医療従事者の養成数を増やすとともに、医師では卒

後 3 年間の研修が義務付けられるなど、卒業後の研修

や現職の人たちへの研修の充実をはかっている。

Lifelong learning や WBL（Work Based Learning）と

いう概念と取り組みは、このような NHS 改革という国

家プロジェクトの一環として、多額の予算を投入された

重要な意味をもつのである。

Ⅲ．NHS とプライマリケア

今年度（平成 16 年度）の視察では、NHS はまさに改

革の真っ只中にあり、現場では成果主義に基づいて厳し

い評価を求められていた。今回の視察は、特にプライマ

リケアの現場を主として、GP や看護職の生涯学習の現

状を学んだ。

1．プライマリケアトラスト

前述の NHS Plan　において、英国の医療の中心にプ

ライマリケアをおく体制が改めて強調された。英国が伝

統としている予防的、包括的、全人的な医療を行なうた

めには、地域の診療所を基盤とした医療サービスを行な

う、プライマリケアトラスト（PCT primary care trust）

が、各地域のニーズに応じて独自の裁量で運営を行な

えるようになった。その他の新しい取り組みとして、電

話やインターネットを用いた「NHS Direct」という医療

情報提供サービスや、救急での待ち時間を減らすために

「Walk-in Center」と呼ばれる夜間休日診療所の整備な

どがあげられる 6）。

PCT は約 20 の診療所をもつ人口 5~25 万の地域を単

位としている。2000 年から改組された、プライマリケ

アグループの発展した形態であり、まだ各地域によって

サービスの提供内容も差があるが、各トラストは目標に

対する成果により業績が発表され、ランク付けがされて

いるのである。PCT では医療とリハビリ、訪問看護、ソー

シャルサービスの統合がなされ、より地域住民に密接し

たケアの提供が可能になっている。

英国のプライマリケアは、「病院以外で人々が受ける
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医療」を意味している。医療を受けたい利用者は、救

急の場合を除き、まず地域の診療所に出向きそこで GP

（General Practitioner）から必要な医療を受ける。専門

医への紹介が必要な場合には、他の病院や専門施設を

紹介するのである。GP は英国のプライマリケアを担う

「家庭医」であり、PCT と契約を結び、診療所では複数

の GP がグループ診療をしていることが多い。NHS 医療

を受けるためには、住民は必ず地域の GP に登録しなけ

ればならないので、専門的な治療を受けたい場合でも、

GP の紹介がなければ長期間待機などかなり手間取るこ

とになる 7）。

2．プライマリケアと看護職の役割

新しい NHS では、プライマリケアの場での看護職の

役割も強化されている。日本では病院がプライマリ医療

を担うことが多いので、訪問看護や保健指導など病院の

看護職も同様に地域に向けたプライマリケアを実施して

いる。しかし英国では、入院していない人がプライマリ

ケアの対象であるので、地域での看護も訪問を主とする

District Nurse、6 歳未満の子どもと家族を対象とする

Health Visitor、周産期のケアを専門とする助産師、学

校での児童の健康管理を行なう School Nurse、その他糖

尿病専門看護師、子どもの発達障害の専門看護師、精神

保健の専門看護師など、多くの専門分化した看護職がそ

れぞれの役割を地域で果たしている。PCT では看護職は

予防からリハビリ、介護まで地域の保健福祉全体に関わ

るので、今後の NHS の発展に大きな期待を寄せられて

いる。助産師や看護師のリーダーシップを強調し、疾病

の予防、健康増進のための他職種や他施設との連携を図

り、救急時にも対応できる看護職の養成を目指している。

またプライマリ医療における看護職の職権の拡大も実施

されている。従来医師が行なっていた、診療行為の一部

や特定の疾患に対する処方権を専門の資格をもった看護

職に委譲するのである。これにより看護職が、地域で患

者および家族中心の一貫したケアができる可能性は広が

ると考えられる 8）。

Ⅳ．新しい NHS と WBL

1．生涯学習の重要性

新しい NHS では職員の質向上のための現職教育に多

くの予算が割かれていることを述べた。看護職の大幅

増員を目標とするこれからの NHS についても、その戦

略として 3つの r「recruit 看護職の養成と海外からの輸

入」、「retain 専門職としてのキャリア開発、現職教育」、

「return 潜在看護職の復帰、家庭と仕事の両立への支援」

を掲げているが、その中でももっとも重視されているの

が、retain（キャリア開発）である 9）。このキャリア開

発のために英国では Lifelong learning の考え方が重視さ

れている。学校教育での基礎教育はあくまでも卒業後

に自ら学べる能力をつけるものであるという。視察先の

Hillington PCT の Life long learning の考え方を表 1に示

した。職場で学ぶことに意義と、長期短期、公式非公式

に関わらず、学び続けることを推奨している。また個人

の学習は PCT が予算的にサポートし、個々人に学習の

計画をたて、たとえば働きながら大学院で学ぶコースに

PCT が派遣している。

2．WBL ―日常業務から学ぶということ

WBL は日常の業務から学ぶことを意味するが、これ

は従来、臨床現場で行なわれていた、自己学習、グルー

プカンファレンスや勉強会も含むが、より組織的な試み

であり、職域を超えた職員が学びあうことにより、より

利用者中心に発展するというところに特徴がある。意図

的なWBL とは、i 職場の課題を意図的に学習に結びつ

け、理論的な裏付けを与える。②大学などの教育機関と

連携して、職場の学びを教育課程のひとつとして位置

づける。③学習者に協力的に関わるだけでなく、支持的

（supportive）に関わることがあげられている。さらに

これらの学習の積み重ねが、専門看護師の資格につなが

るように配慮されている。Hillington PCT の WBL の概

念モデルを図 1 に表した。自ら学ぶことを基盤に、臨

床能力を高め、大学などの教育機関と連携して組織的に

WBL を実践していこうとするものである。
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表 1　Lifelong Learning

•専門職としての成長、その人個人の成長のために長期短期、
フォーマルインフォーマルな学習の機会を継続して保障

•現場で学ぶことの価値を評価する

•実践の振り返り見直し

•仲間と支えあい学ぶ・・peer support, peer review

•学習のプロジェクト

• Action Learning、Action Research

•個別の学習計画の契約



V．プライマリケアとWBL

1．WBL から学んだ地域看護師の例

視察中にロンドンの PCT のスタッフより、地域で働

く看護師がWBL によって、自分のキャリアを発展させ

ていった例が紹介された。彼女はまず、地域で終末期ケ

アを行うパートタイムの看護師であり、大学で緩和ケア

のコースを勉強していた。このコースでは、ガン病棟で

の看護師経験とともに地域のホスピスでの経験も積んで

いた。コース終了後は薦められて病院で働き、パーキン

ソン病の専門看護師が彼女のmentor（指導者）となり、

パーキンソン病について学ぶ機会を得た。さらに 6年後、

大学で専門看護師の学士号を取る事ができた。この学士

課程はWBL によるカリキュラムであり、病院で働きな

がらパートタイムで大学で学び、臨床での学習が重視さ

れていた。特にパーキンソン病の患者から学ぶことが多

く、これは、単に学問としての学びよりも多くを得る事

ができた。このカリキュラムでは認知症についても学ぶ

事ができ、これは、パーキンソン病のケアに当たるとき

に大変有効であった。その後プライマリケアの組織再編

成が行われ、新たに PCT が結成され、そこで地域での

パーキンソン病の専門看護師となることができた。PCT

ではパーキンソン病についてあらたな知識を習得する必

要もあり、神経内科の医師や地域の病院看護師たちと

チームを組み、学習した。地域でパーキンソン病専門看

護師として働くことは、患者中心のケアのために他の専

門職と新たな人間関係を構築することであった。専門看

護師は特定の疾患について処方する事ができる。この処

方についても地域の GP（家庭医）や病院の神経内科医

と連携をもち、処方がスムーズに行われるようになった。

この専門看護師は、常に PCT や地域の病院の他の専門

職と学習会をもちながら、パーキンソン病の患者と家族

のために働いている。

このように大学の学位取得のような academic なカリ

キュラムから、職場での informal な学習会までWBL の

考え方が適応されているのである。　

2．新しい NHS でのWBL の効用

NHS ではWBL の効用を以下のように挙げている 10）。

 1）NHS を利用する患者に最善の医療を提供するため、

WBL は高等教育機関との連携を積極的に行うことが

できる。

 2）臨床現場での formal・informal な関わりを促進さ

せることができる。

 3）学ぶことにより理論的な基盤をつくる。

 4）個別の学習やグループでの学習を支援する。

 5）個別の学習を組織的な学習システムに発展させる。

 6）WBL により学習への動機が高まり、批判的思考、

反省的思考ができる。

 7）NHS 改革に関する理解の助けになる。

Ⅵ．まとめ

今回、英国における日常の業務から学ぶWBL という

実際を視察する機会を得た。日々の実践から学ぶという

こと自体、特に新しい手法があるわけではないが、医療

の質向上のための組織的な学習体制ということでは、わ

が国にある医療の問題と共通する点もあり、英国の試み
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図 1　WBL の概念モデル



から学ぶことは大きいと考える。専門職としてのキャリ

ア発達を組織的に行なうWBL は、職業と人間発達を全

人的に捉え、英国が誇るプライマリケアの本質から改善

していこうとする取り組みである。職場で学ぶことのす

べてがWBL であるが、これは職業人としての成長に関

わる哲学的な課題である、という NHS の看護職の言葉

が印象に残っている。

本学でも看護職の生涯学習の支援は、大学の理念のひ

とつとして今後も取り組まれていくものであるが、英国

とはシステムは異なっていても、看護職の生涯学習の意

義は本質的に変わることはない。今後英国の取り組みか

ら学び、本県の看護職の生涯学習の発展に貢献していく

ことが必要であると考えられた。
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Ⅰ．はじめに

英国には、医療専門職の生涯教育に Work Based 

Learning（以下WBL とする）という概念があるという

ことを知り、直訳のとおり “仕事を基盤にして学ぶ” こ

とが、岐阜県内の看護の質の向上を目指している本学の

理念に通ずるのではないかと考え、興味をもった。そこ

で、この考え方や具体的な方略を学び、現場看護職の生

涯教育の 1 つとして示唆を得ることを目的に、WBL を

プライマリケアの分野で先駆的に行っているロンドンを

訪ねる機会を得た。

英国は、1997 年にブレア首相の労働党が政権に返り

咲いてから、サッチャー政権で荒廃した医療を改善すべ

く、NHS（National Health Service）改革に取り組んで

いる。NHS 改革の特徴のひとつにクリニカルガバナン

ス（Clinical Governance）といわれるものがあり、これ

は臨床現場に近いところに権限委譲するとともに、医療

の質向上について臨床現場に当地責任をおく系統的ア

プローチを行うという政府の方針をさしている。プライ

マリケアについては、英国の伝統である予防的、包括的、

全人的医療をおこなう Primary Care Trust（以下 PCT と

する）がつくられ、その地域における第一次医療を担っ

ている。さらに、2000 年の「The NHS Plan」において、

英国の医療の中心に第一次医療（プライマリケア）をお

く体制が強調され、PCT の役割が増してきている。一方、

医療体制の改革とならんで医療従事者の質的向上も図ら

れ、既に現場で仕事をしている人々の「専門職としての

キャリア開発、現職教育」に多くの予算が割かれている。

特に GP（General Practitioner）の質の向上は大きな課

題であり、GP の生涯教育 CME（Continuing Medical 

Education）は、職業訓練（Vocational Training）となら

んで卒後教育の根幹となっている。さらに、最近では

CME は CPD（Continuing Professional Development）と

いう言葉に代わり、医療に関わる様々なスタッフを含め

たチームとしての学びが重視されてきている 1）。

キャリア発達・現職教育のために、英国では生涯学習

（Long Life Learning）が重視され、WBL はその重要な

概念のひとつである。

第 1 報では、英国の医療事情とブレア政権での NHS

改革、それに伴う医療スタッフの生涯教育としての

WBL について、特にプライマリケア領域に焦点をあて

て述べた。第 2 報である本稿では、現地で見、聞きし

たプライマリケアにおけるWBL の実際について報告す

る。

Ⅱ．英国のプライマリケアにおけるWBL の実際

まず、筆者ら 3人は、初日にWBL に関するジャーナ

ルを刊行している Deanery を訪れた。Deanery は、NHS

の 1 つの機関で医療スタッフの教育に関する体制を整
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ぞれが独立した機関としてその地域のプライマリケアに

関する医療政策を執行している。筆者らは滞在期間の前

半、North East London の 1 つの borough である Tower 

Hamlets を訪れた。

1．GP Education Meeting

筆者らは、この地域の PCT のオフィスに近く位置し、

町の中心的な hospital の建物の一角にある Education 

Centre というミーティングのためのスペースに案内さ

れた。この Education Centre は数年前に地域の医療ス

タッフの研修場所として新設されたとのことであった。

この地区の案内役は、Deanery の臨時職員であり、GP 

tutor（tutor については後で詳述する）でもあり、また

大学で講義も行っている Nurse である。彼女は自身が

運転する車のトランクから荷物をたくさん取り出し、そ

の荷物を会場に持ち込んだ。荷物の中身は多くの食べ物

であり、会場につくとそれらを机に並べ Lunch の準備

となった。この昼食代はPCTの予算から支払われている。

GP Education Meeting は GP のための研修であり、12

週間を 1 セッションとし、午後から開催されている。

参加者はその日の午前中の診療を終えて集合し、来た人

から自由に立食形式で昼食をとりながら、会う人と挨拶

を交わしたり会話をはずませている姿が印象的であった。

このセッションでは、医療倫理など 21 のトピッ

クスについて研修を行うスケジュールが組まれてお

り、この日のテーマはメンタルヘルスについてであった。

Education Centre には昼食会場となるオープンスペース

を中心に 4つの会場があり、その各部屋で 15 名程度の

GP に対して講義形式でのMeeting が行われていた。

2．Tutor Meeting

Tutor は、 各 地 域の Deanery に よ っ て 募集され、

Deanery 主催の定期的な会合に参加するなど研鑽を積

み、各地域に必要な教育活動に従事している。当初は無

給でボランティア的なものであったが、現在はそのポス

トと活動に対する報酬が保障されている。また、最近で

は GP だけからなる Tutor というより看護師やその他の

医療スタッフなどからなる Primary Care Tutor という考

え方になっている 2）。

筆者らが London を訪れた 3 月には偶然、年に数

回の Tutor Development Workshop が催されるという

ことで、そのワークショップに参加することができ

た。これは、一日を通したセミナーで、その日のテーマ

は、” Supporting GP Appraisal and GP Appraisers” であっ

た。参加者は、ロンドン全域の Tutor であり、この日は

司会者 2 名を含めた 19 名の GP とオーガナイザーとし

て Deanery の職員が参加していた。

テーマにある「評価」について述べると、英国の GP

に関しては、NHS 発足以来この 50 年で継続的な自己評

価の必要性が急速に認識されるようになり、いろいろな

形で行われるようになってきている 3）。その中の 1つに

GP を peer で評価するシステムがあり、その運用を目指

しているということであった。しかしながら、現状の問

題点として、GP は評価されることに慣れておらず、抵

抗することが多い。また、peer で評価することの意義

や恩恵を理解していない者がいることが問題としてあげ

られていた。その背景として、GP の免許更新の要件に

なっていないことも一因のようである。一方、Nurse は、

えることや研修の機会を設けるな

ど、人材育成をとおして医療サー

ビスの質の向上に貢献していく

使命をもっている。そこで、NHS

の政策に関する概略とその中での

Deanery の役割、およびWBL の

実際について説明を受けたあと、

翌日から対象の中心を GP とした

WBL が行われている現地におい

て視察を行った。

ロンドンでは、NHS が borough

（区）単位で PCT をつくり、それ
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表 1　 GP Education Meeting Programme　
Spring 2005 Tutor Developmental Workshop
“Supporting GP Appraisal and GP Appraisers”

Programme
  9.30   Opening round of current practice and current issues in supporting GP  
            Appraisal
10.30   Small group work and plenary - Tutor Core Activities
11.00   Tea/Coffee
11.15   In pairs - Experience with Appraiser support
11.45   Feedback and Appraiser support scenarios in large group
12.45   Lunch
  1.30   New developments from the Deanery Perspective 
  2.00   Large group discussion ‒ Elements of the ideal Appraiser support group
  3.00   Final plenary ‒ The link between the day’s work and the QA of Appraisal
  3.30   End



Nurse マネジャーより常に評価されているので、評価に

関しての抵抗感は少ないとのことであった。

今回のワークショップの内容は表 1 のとおりであり、

会の始まりには、全体でそれぞれの最近の活動や課題に

ついて発表していた。これは、Tutor としての活動に共

通した方法はなく、それぞれの地域に必要な教育活動を

各 Tutor が工夫しているためであり、ここでは、それぞ

れの活動の良さや課題を共有しながら意見を交換するな

ど peer support, peer review が行われていた。

また、このワークショップでは、3~4 人の小グループ

での話し合い、3グループに分かれての話し合い、全員

での話し合いというように様々な形態を用いて一日中熱

いディスカッションを行っていた。どのディスカッショ

ンでもその内容を丁寧に記録に残しており、その記録は

形を整えて、参加できなかった Tutor に情報として提供

するしくみになっているとのことであった。

3．Protected Learning Time

これは、2004 年に開始された政府から特別予算を得

て行っている新しいプロジェクトであり、GP が NHS と

契約する際の新しい契約要件の 1 つである。NHS はそ

の目的を 6 つあげている。スタッフの継続訓練とその

発達を通してケアの質を高めていくことの意思統一をは

かる、実践の振り返りを根付かせる、リスクマネジメン

トを確立する、専門職である個人やチームの発達を促進

する、日々の実践に新しい根拠を導入する、個人の過ち

から仲間で学ぶ 4）、である。

Protected Learning Time とは、保障された学習時間

のことを意味し、月に 1 回午後の時間を学習の時間と

してあてている。これまでは日常の診療で非常に忙しく、

学習の時間を確保できなかったことから、学習の時間が

制度として保証されたことには大きな意味があるといえ

る。主催は PCT であり、GP だけではなく、医療に関わ

る全てのスタッフが対象となっている。しかし、参加に

関しては自由意思であり、全てのスタッフが参加してい

るわけではない。

今回はその学習時間に参加することができた。開催場

所は前述の Education Centre を用い、午後からの開催

時間に間に合うように Lunch が準備されていた。その

Lunch の時間に徐々に参加者が増え、この日も通常どお

り総勢 45 名ほどの参加があった。この日のトピックス

は“Enhanced Services”で、午後1時 40分から開始となっ

たセッションの具体的な内容は表 2のとおりであった。

4．Self Directed Learning Meeting

Self Directed Learning Meeting も WBL の理念のもと

に行われている学習形態であり、今回月に 1 回行われ

ている meeting に参加することができた。参加者はす

べて GP であり、この日は約 10 名程度の参加であった。

このMeeting はこの地区のある診療所内の待合スペー

スを利用して行われた。開催時間は診療の合間である

ランチタイムを使っているため、診療所のオフィスに

参加者の為の十分な Lunch も用意されていた。参加者

は随時集まり、狭いスペースながらも談笑しながらの和

やかな Lunch であった。予定の時間になるとこの日の

テーマである” Dementia” と” Community Mental Health 
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表 2　Protected Learning Time Programme　
Protected Learning Time

Programme
1.40p.m. - 1.45p.m. Introduction
1.45p.m. - 2.00p.m. How to Become Involved in Enhanced Services
2.00p.m. - 2.45p.m. Everything apractice needs to know - 
                                  SLA/commissioning process 
                                  Accreditation and monitoring 
                                  Payment 
                                  Audit
2.45p.m. - 3.00p.m.  Tea/ coffee Break
3.00p.m. - 3.30p.m.  Developing Primary Care Mental Health Services
3.30p.m. - 4.30p.m.  Workshops 
          a)SMI Registers and Physical Health Reviews 
          b)Depression Template for Enhanced Services 
          c)Identifying and Managing Risk of Harm in Primary Care(for front line staff)
4.30p.m.                     Feedback from Breakout Sessions/Questions



Work Family” についてのプレゼンテーションがあり、

その後数人ずつの 3グループに別れ、症例を使って 45

分程度のグループワークを行った。その発表を全体で行

い、14 時 20 分頃解散となった。しかし、このMeeting

では、途中から参加する人や退席する人が何人もみられ、

日常の診療の貴重な合間に行われており、参加者が時間

に追われている様子が伺えた。こういった貴重な時間に

もかかわらず、参加している GP 達は、どの人も自分自

身の専門職としての発達や医療サービスの質を高めてい

くことに真摯に取り組んでいた。

英国では医療サービスの質の向上も各地域のニーズに

応じた形で発展していけるように考えている。今回研

修した診療所がある地区は、主な死亡原因の 1 つに精

神疾患があがっているほどに、精神的な問題が全地域レ

ベルとなっている。中でもこの地区はマイノリティと低

所得者層が多くその問題が深刻な地区であることが伺

えた。このように、GP はそれぞれの地区に特有の問題

に日々直面しており、また、患者を病院に送るまでの間、

すべての症例に対処していかなければならいない。こ

ういった状況の中、自分たちが抱えている問題や課題に

自分たちで取り組んでいくという意味で、Self Directed 

Learning Meeting が位置づけられている。

Ⅲ．プライマリケア領域の看護におけるWBL の実際

筆者らは、滞在期間の後半に、英国のプライマリケア

領域の看護におけるWBL について研修する機会を得た。

看護におけるWBL の研修は、North West London のな

かでも西の端のヒースロー空港に近い Hillingdon PCT

において行われた。この borough は、他の borough と

異なり、PCT と Mental Health 部門、Hospital が ひとつ

の Trust として組織されていた。他の borough では、通

常、Mental Health Trust と Hospital Trust は別の Trust

組織となっている。ここでは、Hillingdon の管理部門の

Head で Nurse である女性が案内役であった。

はじめに、Hillingdon PCT の事務所である Kirk House

において、Hillingdon 地区の特徴と、組織と大学と提携

した教育体制の概要について説明を受けることから研修

が始まった。

1．Tuesday Club

文字通り、火曜日に行われているために「Tuesday 

Club」と名づけられているもので、Pre-registration 

Nurse Programme である。これは、その地区の様々な

クリニックで実習をしている Pre Registration の看護学

生が、火曜の午後にひとつのクリニックに集められ、臨

床の専門家からの講義を受けるものである。講義のテー

マは様々で、Lecturer は大学の教員ではなく、そのテー

マにおける臨床の専門家が担当している。これは、大学

教育のカリキュラムに含まれており、実習（practice）

の一環として行われている。英国では、Pre-registration 

nursing の教育を、50% 理論学習（theory）、50% 実習

（practice）で行っているため、このようなプログラムが

組まれているようである。

この日の参加者は、大学 2年生 13 名であった。テー

マは、「糖尿病」で、Diabetes Specialist Nurse がパワー

ポイントを使って講義を行っていた。学生にはパワーポ

イントのハンドアウトが配布されていた。講義の内容

は、糖尿病とはどのような病気か、インスリンの機能、

1型糖尿病、2型糖尿病、リスクファクター、症状、診

断、合併症、治療の目標、食事療法と運動療法、薬物療法、

UKPDS、低血糖とその治療、シックデイで、最後にさ

らに詳しい知識を得るためのウェブサイトが紹介されて

いた。これらの内容は、ごく基本的な知識提供で、看護

というよりも医学知識の提供であり、大学での講義が少

ない分を補っているようであった。

2．Mentorship in practice session

Mentor とは、臨地での学生指導をする役割の Nurse

のことで、いわゆる日本でいうところの「臨床指導者」

であるが、英国の看護教育では「指導者」である「Tutor」

という言葉を使わず、「Mentor」という呼び名を使って

いる。Mentor と Tutor の違いは、Tutor の役割が学生

を教えることであるのに対して、Mentor は学生のサポー

トをするところにある。すなわち、看護学実習における

Mentorship とは、看護の専門職としての指導、教育的

で平等な関係、学生のサポートを意味する。Mentor の

役割は、1）臨床スタッフなどとのコミュニケーション

や関係性を作ること、2）知識や理論、体験の場の保障

など学生の学びを支援すること、3）アセスメントの学

習を支援すること、4）効果的な学習環境を保障し、評

価すること、5）看護実践の改善につなげること、6）

研究につながる知識の基盤をもつこと、7）全体の学習
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の評価をすること、などである。

筆者らは、Hillingdon 地区で Practice Educator である

女性、パートタイムで補佐をしている Health Visitor で

Practice Teacher でもある女性とともにオブザーバーと

してMentor Meeting に参加した。

この日のMeeting の参加者は、Mentor5 名と、学生

2 名であった。Mentor は、Buckinghamshire Chilterns 

University College の Lecturer1 名、クリニックのス

タ ッ フ ナ ー ス で District Nurse1 名、School Nurse1

名、Health Visitor2 名であった。学生は、2 年生 1 名、

District Nurse のコースをとっている学生 1 名であった。

District Nurse のコースをとっている学生は、卒後 2 年

間病院勤務、2 年間コミュニティのクリニックで勤務

ののち、District Nurse になるために、大学のフルタイ

ム学生として 9ヶ月の District Nurse のコースをとって

おり、勤務していたもとのクリニックで週に 2 日勤務、

大学に週に 2 日通学、週に 1 日は自宅学習というスケ

ジュールで学んでいた。

最初に、Buckinghamshire Chilterns University College

の Lecturer より、Mentor のための評価ドキュメント

が配布され、説明がなされた。それは、非常に細かい

チェックリストで、学生の達成度が把握できるように

なっていたが、大変分厚く、覚えることは難しいように

思われた。説明ののち、その内容について討議が行われ

た。討議が終了すると、そのドキュメントは回収された。

Buckinghamshire Chilterns University College は、1 セ

メスターの「Mentor in Practice」のコースをもっている。

その後、実習についての討議が行われ、議題は、実

習時間について、特にパートタイムの学生の実習時

間について話し合われた。Buckinghamshire Chilterns 

University College の Mentorship/Assessor Guidelines も

配布され、Mentor の役割について確認された。

最後に、Hillingdon 地区における Practice Educator の

女性より、Mentorship についての博士論文の一部が配

布され、簡単に紹介された。さらに、Mentor をねぎら

い鼓舞するようなスピーチで締めくくられた。

Mentor Meeting とは、臨床現場で Mentor にあたる

Nurse がミーティングをもつことで、直接的には実習の

充実のためのMeeting ではあるが、間接的にはMentor

の支援をすることも大きな目的であった。Mentor の

支 援 は Practice Educator や、Practice Teacher、Nurse 

Educator があたっていることがわかった。

3．Buckinghamshire Chilterns University College

Buckinghamshire Chilterns University College は、

Went London の端に位置し、London 中心部から地下鉄

で約 40 分程度のところにある。まわりは英国人が好む

いわゆる田舎の風景がみられ高級な邸宅もあるエリアで、

200 エーカーの公園のようなキャンパスに校舎や、寮、

図書館、研究機関（Research Centre）、スポーツや生活

施設、実習室などが点在している。訪れたキャンパスに

は、看護学部とビジネススクールがあり、看護学生は全

学で Diploma から博士レベルの学生まで約 1500 名い

るようである。キャンパスの一部は、古い邸宅を買い取っ

て、そのまま大学の施設として活用しているものもあり、

古いものを大切に使う英国の気質を見た気がした。

Buckinghamshire Chilterns University College の看護

学部は、Pre-registration、Post-registration の多くのタ

イプと専門領域のコースを開講しており、学士（BSc）、

修士（MSc、MA）、Diploma、Certificate などが取れる。

また、学位や認定でなく、専門領域を学ぶためのコー

スも開講されている。コースは、Acute and Continuing 

Care 領域、Education 領域、Health and Community 領

域に整理されており、卒後継続学習のためのコースも充

実している。学生は、フルタイムだけでなく、パートタ

イムでも学べるシステムになっている。

ここには、WBL によって学ぶ「Professional Nursing 

Studies」のコースがあり、BSc または Diploma をと

ることができる。筆者らは、WBL のコースの Senior 

Lecturer かつ  Course Leader である教員と、Health and 

Community Care の Head of Department で Community 

Nursing Courses の教員の 2名より説明を受けた。

このコースは、病院で仕事をしながら、大学の単位が

取れるもので、大学の教員が週 1回程度、病院に直接出

向いて指導を行い、学生が大学に行くことはほとんどな

い。現場での仕事そのものが、教育の素材となっている。

そのため、応募要件として、現在、決められた 4 つの

Hospital NHS Trust でナースの仕事が可能であることが

大前提で、その他に RN であり、BSc の学位と diploma

のためにはそれぞれ決められたレベルの単位の修得が要

求される。期間は、1年から最大 5年（part-time）で、個々
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の学生が自分の状況に合わせて期間を決めることができ

る。現場での実践能力の向上に焦点がおかれ、学生は教

育・管理・研究などそれぞれの現場に応じたモジュール

を組んで学習がすすめられる。Bsc Professional Nursing 

Studies の Programme Structure を表 3 に示した。

Ⅳ．看護職のための学習環境

1．Royal College of Nursing

英国看護職の生涯学習のための環境を提供している

のが Royal College of Nursing である。筆者らは London

中心部に位置する図書館などが入った施設に案内された。

ここでは、看護職のための図書が充実しており、必要な

会費を支払い会員になれば自由に活用することができ

る。また、IT を使った情報サービスにも力を入れており、

遠隔地であっても必要な文献や情報を入手できるように

工夫されている。その 1 つのサービスとして、ウェブ

上で個人のポートフォリオが作成できるようになってお

り、自分のキャリアを自分で管理できるようなしくみに

なっている。これらの情報サービスは会員以外にも一部

開放されており、筆者らのような日本人の旅行者であっ

ても日本看護協会の会員証があれば図書館などを利用で

きるとのことであった。

2．Buckinghamshire Chilterns University College

前述のように、Buckinghamshire Chilterns University 

College は卒後継続学習のための多くのコースをもって

いる。

また、Buckinghamshire Chilterns University College に

在籍している Nurse の学習のための Learning Resource 

Centre があり、多くの看護の蔵書をもっている。ここ

では、学習のためのコンピュータルームや自己学習のガ

イドとなるような多くのリーフレットが準備されている。

その他、Research Centre があり、主に教員の研究活

動に活用されているが、外部からでも依頼があれば共同

で研究を行ったり、研究の指導をすることもある。

Ⅴ．まとめ

1．今回の研修の概観

今回の研修は、まず、「WBL とは何ぞや」という疑問

を明らかにすることから始まった。そして、この疑問が

この研修の最も大きな命題であった。渡英前に英国の医

療制度について学習し、研修先である London Deanery

の医師が著述したWBL についての唯一の出版物を読ん

で出発した研修であっが、研修の前半では、「WBL とは

何ぞや」という疑問が何度も湧き起こった。研修におい

て参加したさまざまなMeeting はすべてWBL と説明さ

れ、最初は困惑し混乱した。それらのMeeting の形態

は一見我々が日常行っているものと非常に似ていたから

である。しかし、研修がすすみ、すべてWBL であると

いう視線で、そのMeeting の組み立てや参加者の参加

の仕方を見続けることによって、「WBL とは何か」とい

うことが見えてきた。それらのMeeting は参加者が参

加しやすいように融通がきく形態ですすめられおり、決

まりごとは多くなかった。しかし、いずれのプログラム

も、その地区ごとに現場に密着した担当者が計画・実施

し、現実の課題に即しており参加することが利益になる

内容、昼休みなどの参加しやすい時間帯、ついでに参
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表 3　Bsc（Hons）Progessional Nursing Studies Programme Structure
Module 
Code

Module Title
Academic Level 
(1, 2, 3, M)

Module Type 
(C, O, P)

Credit 
Value

Clinical/ 
Management

Semester 
Taught

CL323 Using Research in  Clinical Practice 3 C 15 N/A 1
CL325 Communication in Health Care 3 O 15 Clinical 1
CL326 Issues in Clinical Practice 3 C/O 30 Clinical 1
CL352 Managing Care 3 C/O 15 Clinical 1
CL327 Managing in Complex Organizations 3 C/O 15 Mgmt. 2
CL328 Managing the Care Environment 3 C 15 Mgmt. 2
CL329 Developing Clinical Practice 3 C/O 15 Clinical 2
CL330 Managing Client/Centre Relationships 3 C/O 15 Mgmt. 2
CL331 Professional Roles and Responsibitilies 3 O 15 Mgmt. 2
CL324 Progessional Practice 

(Project)
3 C/O 30 N/A 2

CL332 Learnig through Professional Practice 
(Project)

3 O 45 N/A 2



加しようと思わせるような昼食の提供など、主体的な参

加を促す運営がなされていた。これらのことから、NHS

が力を入れている事業であり、多くの予算がかけられ、

非常に意図的・目的的に組織され、評価され、運営され

ていると判断できた。WBL は決められた形があるので

はなく、Philosophy であり理念であった。

英国の医療システムでは、まず家庭医（GP）を受診

して、紹介により専門医を受診することになる。ゆえに、

Hospital はセカンダリケアとして急性期の治療を担う部

署であり、プライマリケアもリハビリテーションも高齢

者福祉も担う日本の病院とは全く機能が異なる。そこで、

英国において、医療の質を改善するためには、プライマ

リケア領域の医療の質の向上を図ることが第一優先とな

る。また、移民・難民を受け入れている英国では、多く

の移民・難民も英国の医療を担っており、そのボトムラ

インの底上げも課題となっている。

英国の NHS が取り組んでいるWBL について学ぶため

の今回の研修では、前述した英国の医療システムの特徴

ゆえに、NHS が WBL に最も力を入れている GP 部門か

ら始まることになった。また、看護においても、プライ

マリケア領域から研修を行ってきた。そして研修の最後

に、看護教育におけるWBL について学ぶことができた。

2．WBL とは何か

London Deanery の Postgraduate GP Education の

Dean で ある Neal Jackon ら はその著書 Work Based 

Learning in Primary Care5）のなかで、WBL とは、3 つ

の異なるプロセスを通して行われる仕事の役割と結びつ

いた学習とあると述べている。そのプロセスとは、「仕

事のために学ぶ（work for work）、仕事において学ぶ

（work at work）、仕事から学ぶ（work from work）」で

ある。今回さまざまなWBLの機会を視察し、地域のニー

ズに合った医療の質の向上を目指した学習、学習者を支

える組織的な取り組みや支援者の育成など、NHS の医

療改革のための生涯学習の取り組みについて学んだ。そ

のほとんどが Off The Job Training として研修的に行わ

れていたが、それぞれの学習機会に今の医療現場の課題

をテーマとして取り上げていたことから、3つのプロセ

スが行われていたと考えている。

WBL は、Teaching ではなく Learning であり、学習者

主体であることが強調されている。英国の NHS は、医

療に携わるすべての人に自ら仕事から日常的に学習し、

発展することを意識づけようとしているように思われる。

看護は実践の科学であり、最新の知見を学ぶと同時に

日々の経験から学ぶ意義は大きい。今回の研修全体から、

WBL とは、意識的に日々の仕事上の経験から学ぶこと、

個人の学びを組織的に支援していくことであると理解で

きた。この概念は、医療制度は異なっていても、日本の

看護の質の向上にも貢献することを確信している。

3．WBL 研修における今後の課題

今回の研修では、WBL の考え方と、プライマリケア

領域におけるWBL について知る機会をもつことができ

た。次回は、セカンダリケア領域、すなわち Hospital

においてWBL の理念はどう活用されているのか、さら

に、WBL による医療の質の向上の効果の評価方法につ

いて理解を深めたい。また、看護教育については、特に

WBL によるコースにおいて、臨床現場でどのようにし

て日常の看護業務を学習の素材として活用し学んでいる

のか、またどのようにコースワークとしての質を保証し

ているのかなどについて、現場から学びたいと考えてい

る。

文献

 1）斉藤康洋：英国のプライマリケア（下）― GP の生涯教

育，日本医事新報 4189；59-63，2004．

 2）前掲 1）

 3）前掲 1）

 4）Birmingham Primary Care Trust : Heart of Birmingham 

Teaching  2004, 2006-01-10, http://www.hobtpct.nhs.

uk/careers/why_work_for_us/protected_learning_time.asp

 5）Jonathan Burton, Neil Jackson: Work Based Learning in 

Primary Care, 6, 2003.

（受稿日　平成 18 年  1 月 11 日）

（採用日　平成 18 年  3 月  6 日）
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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
本号には、原著 1本、研究報告 1本、教育実践研究報告 1本、資料 7本の計 10 編の論文

を掲載することができました。掲載までには投稿者と査読者の間で短い期間に幾度ものやりと

りがあり、論文がシャープになっていきます。１編の論文には３人の査読者についてもらって

います。投稿者は３人の査読者の結果を元に論文の修正に向かいますが、やりとりは文書のみ

であるので、意図を伝わりやすくしたり、３人の査読者の意見を調整するコメントをつけたり

する役割を紀要委員会が担っています。査読者には多くのエネルギーと時間を費やしていただ

き、論文に目を通し丁寧にご意見を頂いていることに感謝申し上げます。

査読を真摯に受け止め、誠意を持って修正・発展させて、論文をクリアにされている投稿者

にも敬意を表します。１つの論文が仕上がるには多くの方々のご努力や協力があってのことで

す。その過程につきあっている紀要委員として、多くの学びをさせてもらっています。若い先

生方の飛躍的な論文の仕上がりをみた時には頼もしく感じます。

この２年間、紀要に携わり、問題に感じることは論文の種類についての誤解です。論文の種

類はまず投稿者が指定し、査読者や紀要委員会でも検討をしますが、内容的には「研究報告」

であるべきと思われる論文に「資料」と指定されることがあります。そのために、「資料」には「資

料」の価値があるべきですが、その本来あるべき「資料」の価値が曖昧になっているように思

われます。

投稿者には自分の論文をどのように扱いたいのか、どのような位置づけで行った研究である

のか、慎重に論文の種類を選択して、積極的に原著・研究報告にチャレンジしていただきたい

と思います。

最後に、本紀要の産みの苦しみの一端を担って頂いている図書館司書の井上さんにお礼申し

上げます。

　2006 年春　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（泊　祐子）




