


岐阜県立看護大学紀要
Journal of Gifu College of Nursing

第 10 巻 1 号　

2009年 10月





岐阜県立看護大学紀要 第 10 巻 1 号 , 2009

〔巻頭言〕

大学としての図書館の整備の在り方

長谷川桂子 ……………………………………………………………………………………………… 1

〔教育実践研究〕

保健師の実践上の課題と連動させて実習を行なうことの教育効果におよぼす意味

坪内美奈、松下光子、森 仁美、大井靖子、宮島ひとみ

山田洋子、大川眞智子、岩村龍子、北山三津子 …………………………………………………… 3

〔報告〕

過疎地域における訪問看護師の役割に関する検討

普照早苗、田内香織、森 仁実、藤澤まこと

今井さち子、安江こず枝、米増直美、片岡三佳 ………………………………………………… 13

退院後の療養生活の充実に向けた支援方法の開発－その１

藤澤まこと、黒江ゆり子 ……………………………………………………………………………… 23

B 特別養護老人ホームにおける看取り介護実現への取り組みと課題

古田さゆり、小野幸子 ………………………………………………………………………………… 33

ケアマネジャーの通い介護家族への支援経験と支援についての意見

松下光子、米増直美 …………………………………………………………………………………… 43

〔その他〕

韓国における上級実践看護師（APN）制度と教育

橋本麻由里、泊 祐子、山内栄子、大川眞智子 …………………………………………………… 51

地域保健福祉関連機関および病院の視察を通してみた韓国における上級実践看護師（APN）の活動

大川眞智子、泊 祐子、山内栄子、橋本麻由里 …………………………………………………… 59

〔投稿規定〕 …………………………………………………………………………………………………………… 68

〔執筆要領〕 ……………………………………………………………………………………………………………71

目　　　次





本学は平成 12 年 4 月に開学し、今年で 10 年目を迎

える。大学の図書館はこの間に在籍した教職員の協力で

順次整備がなされ、今日に至っている。

平成 17 年に文部科学省の科学技術・学術審議会学術

分科会・研究環境基盤部会学術情報基盤作業部会が「学

術情報基盤としての大学図書館等の今後の整備の在り

方」の中間報告で、大学図書館は「高等教育と学術研究

活動を支える重要な学術基盤であり、大学にとっては必

要不可欠な機能を持つ大学の中核をなす施設」であり、

「教育の側面からみると、大学の教育はそもそも教室に

おける講義と、その前後における学生自らの学習を合わ

せて成り立つものであり、学生が図書館資料を活用しな

がら自ら学習する場」であると述べている。

開学時から本学の図書館は教職員の学術研究活動を支

え、学生の自己学習を支援することを目指して、以下の

4 つを整備・運営の方針として掲げてきた。

① 高等教育機関に求められている学生の自立的課題探 

  求能力の育成を図る　

② 教員の教育・研究・実践活動をバックアップできる 

  整備を行う　

③ 図書館を一般開放することで学外者の生涯学習支援 

  に寄与し、県下の看護の質の向上に貢献する　

④ 本学の教育理念、特色が十分反映されるよう整備を 

  行う　

以上のような方針のもとに蔵書数は開学時 17,000 冊

であったが、完成年度の平成 15 年度末には 52,000 冊、

平成 20 年度末には 76,800 冊を数える。

学生の自己学習を支援するため、貸出頻度の多い図書

は複数冊をとり揃え、シラバスに記述のある参考図書は

可能な限り入手し、学生の希望する図書も基本的に整備

している。図書館に学生が自由に活用できる自己学習ス

ペースは確保されているが、冬季は寒く学生の自己学習

環境として最適であるとは言えない。昨年度、図書館は

暖房効果を上げるため一部の改修を行い、学生の学ぶ環

境を蔵書の充実だけではなくホスピタリティの面からも

整えている。

教員には年 2 回、図書館が所蔵するのに適した図書

などの選択を依頼している。教員の図書選択への協力に

は、学生の自己学習環境と教員の学術研究活動環境の充

実に向けての図書整備の意味がある。蔵書数は前述のと

おり増加しているが、洋書は開学時約 3,500 冊、平成

20 年度末 5,700 冊で、今後の教員の図書選択に大いに

期待したいところである。

図書館では教員や大学院生の学術研究活動および学生

の自己学習を支援するため、土曜日開館を平成 15 年度

から開始し、平成 18 年度に開館時間を午後 9 時（通常

期）まで延長した。看護にかかわる新刊書はできうる限

り充足したいと考え、毎月、書店が選択して持ち込む新

刊書から必要な図書を購入している。開館時間の拡大や

確実な新刊書の入手は、教職員の学術研究活動や学生の

自己学習環境の整備に貢献している。

教職員や学生の学術研究などの便宜を図るため、医

中誌 Web をはじめとする 7 種のデータベースの導入と、

和洋を合わせて 400 タイトル以上の雑誌をこれまで揃

えてきた。しかし、洋雑誌の値上りや予算削減などの影

響で、使用頻度を勘案して雑誌は減らさざるを得ない状

況に陥っている。学術研究活動を支える図書館としては

課題である。また、雑誌などの電子ジャーナル化が進み、

今後の図書館の蔵書のあり方を検討する必要もある。

教職員は速いスピードで変化を遂げる医療にかかわる

現場と、それにつれて変化する看護学教育や学術研究を

取り巻く状況をとらえている。図書館もその変化を確実

に捉え、敏感に対応できることが望ましい。変わりゆく

社会の変化を捉え、常に教職員の学術研究活動と学生の

自己学習を支えられるように、今後も教職員の協力を得

て図書館の整備を進めていきたい。　

（育成期看護学講座准教授）

〔巻頭言〕

大学としての図書館の整備の在り方

  
図書委員長　長谷川 桂子
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Ⅰ．はじめに

地域基礎看護学実習の一部である公衆衛生看護領域の

実習は、保健所および市町の保健センターが実習施設で

あるが、保健師の業務も拡大する中で、看護系大学の増

加に伴い学生数が急増し、実習場の確保が困難な状況

にあるという全国的な傾向 1）と違わず、筆者らも、実

習施設の確保には例年頭を悩ましている。看護学実習

は、教員のみならず実習を行なう施設や施設スタッフの

協力・支援・指導によって学習環境が整って成り立つ 2）

ので、実習指導における大学教員と実習施設の看護職と

の協働体制づくりは重要と考えている。

本学では、平成 17 ～ 19 年度に、岐阜県内実習施設

の看護職（臨地実習指導者）を対象に、臨地実習指導者

の実習指導にかかわる教育能力の向上を図ることを目指

した個別面接研修やワークショップが実施され、市町

村・保健所においても、実習や学外演習を受け入れたこ

とのある 28 市町 7 保健所の実習担当保健師と直属の上

司である保健師や管理者を対象に実施された。その結果、

実習指導者の大学教育に対する理解が深まったり、教育

効果を高める実習のあり方・方法が検討できた 3）。また、

平成 18 年度からは県の現任保健師研修として実習指導

者研修会が、本学を含めて県内の看護の 4 年制大学教

育課程をもつ大学 3 校の協力により、開始されるよう

になった。

このような大学の取り組みと並行し、筆者らは、学生

実習が実習施設の保健師にとっても、活動の充実や改善

に有効に活かすことができるように、また学生にとっ

ても教育効果が高まるようにと意図して、3 年次看護学

領域別実習や 4 年次卒業研究において、実習方法を模

索してきている。保健師が気にかけている実践上の課題

をとりあげて、よりその課題が明確になるように、また、

保健師の活動のあり方を検討できるように学生実習を行

なう理由は、保健師の活動が充実することで、より良い

実践から地域における看護の本質を学生が学べるのでは

ないか、また、活動の充実を追究する保健師の姿を学生

が知ることで、専門職としてのあり方を学べるのではな

いか等の教育効果があると考えるからである。看護実践、

教育、研究の機能を 1 つの活動に組み込むというユニ

フィケーションの考えがあり 4）、ユニフィケーションが

取れない場合でも、質の高い実習場になるように教員が

働きかけていくことは必要と言われている 5）。筆者らの

取り組みは、実習施設の看護の質を高めていく取り組み
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〔教育実践研究〕

保健師の実践上の課題と連動させて

実習を行なうことの教育効果におよぼす意味

坪 内   美 奈 1 ）                 松 下   光 子 1 ）            森   仁 実 1 ）

大 井   靖 子 1 ）                 宮 島   ひ と み 1 ）            山 田   洋 子 1 ）

大 川   眞 智 子 2 ）                 岩 村   龍 子 2 ）            北 山   三 津 子 1 ）

The Meaning of Students Practice Programs Connected

 with Nursing Activities Have Influenced Educational Effectiveness

Mina Tsubouchi1 ) ,  Mitsuko matsushita1 ) ,  Hitomi Mori1 ) ,

  Yasuko Ohi1 ) ,  Hitomi Miyajima1 ) ,  Yoko Yamada 1 ) ,

  Machiko Ohkawa2 ) ,  Ryuko Iwamura2 ) , and Mitsuko Kitayama1 )

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



という教育的な意味もあると考えている。

その一つの試みとして、3 年次領域別実習において単

独家庭訪問の実習施設である A 町で、保健師の実践上

の課題に対し活動が充実・推進されることを目指して保

健師と教員により共同研究を実施し、また単独家庭訪問

実習においても、保健師の活動の充実に寄与し、かつ学

生の教育効果も高めるように、保健師と相談しながら実

習内容を企画し、実施した。

学生単独で行なう家庭訪問実習プログラムについては、

看護援助の特質を深く学べる意義があるなど、学士課程

における地域看護実習として有効であることが検証さ 

れ 6）～ 8）、さらに教育効果が高まるよう工夫がされてい

る 9）～ 11）。本報告では、実践上の課題に対して保健師の

活動の充実や改善を図るプロセスに学生実習も連動する

よう単独家庭訪問実習を工夫したことが、実習環境や学

生の学びにどのように影響したのかを明らかにし、教育

効果に及ぼす意味を考察したい。

＜用語の説明＞

学生の学び：実習の体験および、学生、実習指導者、

教員とのカンファレンスやグループディスカッションの

体験を通して、学生が修得した看護の意義、必要となる

知識や技術、態度。

実習環境：実習環境には、臨地実習施設における施設

スタッフの看護学実習への協力・支援・指導など人的環

境と、施設や学習教具などの整備など物理的な環境があ

る 12）が、本研究では前者に焦点をあてる。

共同研究事業：本学教員と岐阜県内の看護職との日常

の看護業務の改善・充実に直結した研究活動。応募様式

（研究計画）の申請後、本学の共同研究として適切であ

るかの審査結果に基づいて予算配分がされ、当該年度の

取り組みが開始される。

Ⅱ．単独家庭訪問実習について

1．単独家庭訪問実習の位置付けと実習内容

単独家庭訪問実習は公衆衛生看護実習の一部であり、

公衆衛生看護実習の目的・目標を表 1 に、単独家庭訪

問実習の位置付けと実習内容を表 2 に示した。単独家

庭訪問実習では、担当保健師及び教員の指導の下に、原

則、学生 1 人につき成人・高齢者 1 事例、母子 1 事例

計 2 事例の家庭訪問を、学生が単独で行なうことを通

して学習する。なお、1 グループの学生人数は 11 ～ 15

名である。

家庭訪問後には事例カンファレンスを学生、教員、担

当保健師と共に実施し、単独家庭訪問実習の最終日のカ

ンファレンスでは、情報収集の視点にそって、訪問事例

の一覧表を学生が作成し、地区の健康問題について学生

主体でディスカッションをしている。これは実習目標（表

1）の 10. 地区活動の手段としての家庭訪問の意義を理

解するに位置づき、カンファレンス前に教員から学生に

実習目標との関連でカンファレンスの目的・方法を説明

している。最終カンファレンスで、保健師は、報告内容

や意見交換された内容に対してコメントを述べる。また、

3 日間を振り返っての学びと今後の課題について学生一

人ひとりが報告したことについても、助言をする。

2．保健師の実践上の課題と連動させた単独家庭訪問実

　   習にするための工夫

A 町における実践上の課題は、前年に保健師が実施し

た a 地区における全戸訪問の結果と、a 地区の地域ケア

会議の場での全戸訪問結果に対する地区役員の意見から、

a 地区ではストレスをもっている人が多いので、ストレ

ス発散になるような世代を超えたつながりのある健康づ

くりの場をつくるということであった。

そこで、A 町保健師 3 名と教員 7 名により、異世代

交流を促進する活動を地域住民と協働しながら企画、実

施、評価し、その活動方法を蓄積することを目的として、

本学の共同研究事業に申請し共同研究を開始した。そし

て、単独家庭訪問実習においても、地区診断に活用でき

るように、また、異世代交流のニーズや活動方法につい

て検討できるように、実習対象者の選定やカンファレン

スでのディスカッション内容を保健師と相談し企画した。
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表１　公衆衛生看護実習の目的・目標（大項目）
 1.  保健医療福祉に関わる行政機関の機能・役割を理解する
 2.  保健所の機能・役割を理解する
 3.  地区活動の展開方法を理解する
 4.  地域特性に合わせた保健福祉事業の展開方法について理解する
 5.  信頼関係形成の意義と方法を理解する
 6.  援助のプロセスを試行して、理解する
 7.  対象の主体的な問題解決を促す援助方法を理解する
 8.  家族を単位として援助する意義と方法を理解する
 9.  家庭に出向いて援助を行う意義を理解する
10.  地区活動の手段としての家庭訪問の意義を理解する
11.  他機関・他職種との連携・協働について理解する
12.  住民との協働について理解する
13.  サービス資源の活用を促す援助の必要性と方法を理解する
14.  地域ケア体制の中での保健師の役割について理解する
15.  住民のニーズを行政施策に反映させていくことの重要性を学ぶ



A 町で実践上の課題と連動させて実習をする取組みは 3

年間継続している。

 

Ⅲ．方法

1．実習環境の変化の分析

1）情報収集方法

実践上の課題と連動させて単独家庭訪問実習を実施

するにあたって、教員が A 町保健師と実習前後の相談・

調整や実習中に関わりをもつ度に、日にち、手段、関わっ

た保健師は誰か（各保健師に割り当てた記号で示す）、

協働して実施したこと、教員の意図と実施内容、保健師

が実施した内容を記録する。また、実習指導に関わった

保健師等の人数や時間については、単独家庭訪問実習の

プログラム表からも確認する。

2）分析対象

A 町の保健師など施設スタッフの単独家庭訪問実習へ

の協力・支援・指導に関する記録と実習プログラム表。

3）分析方法

   学びの分析対象となった学生の実習クールからその翌

年にかけて実習環境がどのように変化したかをみるため

に、何名の保健師がどのように実習に協力・支援・指導

したかを、時期毎に項目別に整理し、記述する。

2．学生の学びの分析

1）対象

A 町で実習を行なった 3 年生 42 名（3 グループ分）

の内、承諾の得られた 39 名の下記に示すレポートであ

る。学生は学習課題として、「家庭訪問の実習を終えて

の学び・課題」について実習レポートを書く。3 段階の

学びを記述するようになっており、1 段階目は、単独家

庭訪問実習後に、①この家庭訪問実習で学んだこと、②

課題として感じたことを記述する。2 段階目は、市町村

での同行家庭訪問の実習後に、上記の①②を記述する。

そして、3 段階目として学内でのまとめを終えた後に、

家庭に出向いて行なう看護についての学びを記述する。

この中の 1 段階目の家庭訪問実習で学んだこと・課

題として感じたことと、3 段階目の学内でのまとめを終

えた後の実習レポートの記述内容を分析対象とする。

2）分析方法

分析対象である実習レポートの記述内容について、1

つの意味のある文章のまとまりを 1 件として記述する

（基本的には 1 文章が 1 件である）。学生の学びの定義

に照らして学びが記述されている文章を抽出し、内容の
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表２　公衆衛生看護実習における単独家庭訪問実習の位置付けと実習内容
学内オリエンテーション（２日間）
 ①公衆衛生看護実習の目的・目標の理解
 ②地区活動事例を用いたグループワーク
 ③地区活動についての個別レポート作成
 ④単独家庭訪問準備

   ・家庭訪問の目的の振り返り
   ・模擬事例を用いて、訪問計画立案・グループワークと発表
   ・各自の訪問対象者について訪問計画立案。教員の個別指導
   ・自己学習

 ⑤保健所実習オリエンテーション
 ⑥市町村実習オリエンテーション
単独家庭訪問実習（３日間）
 ①地区概況・地区活動計画についての説明
 ②家庭訪問
 ③記録
 ④家庭訪問後のカンファレンス（事例カンファレンス、全事例について情報収集の視点にそっ
      て一覧表を作成し、地区の健康課題についてのディスカッション）
市町村実習（４日間）
 ①地区概況・地区活動計画についての説明
 ②地区把握
 ③保健福祉事業への参加
 ④同行訪問
保健所実習（１日間）
 ①保健所の施設説明
 ②保健所の保健師活動事例についての説明と、役割機能についての検討
公衆衛生看護のまとめ（２日間）
 ①市町村実習・保健所実習の報告と共有
 ②地域を基盤とした看護活動についてのグループディスカッション（保健師らしいと感じた
      活動、家庭に出向いて行う看護の方法、行政に所属して機能する看護の役割・機能）
 ③地区活動のイメージ図の紹介と意見交換
 ④個別面接



類似性により分類し、カテゴリー名をつけた。分析対象

外としたのは、学生の興味・関心を記載した文章など数

件であった。分析は第一著者が行ない、分析結果につい

て共著者から助言を得た。

3．倫理的配慮

A 町で単独訪問実習を行なう 3 年次学生には、学内オ

リエンテーション時に、研究の目的、保健師と大学が協

働して地域の健康課題を解決する取り組みに実習を組み

込んで実施すること、レポート類を本研究に活用するが

最終レポートの使用にあたっては成績評価がでた後に同

意を求める予定であること、したがってこの研究協力

の有無が成績評価に関係しないことについて、文書を用

いて説明し書面で承諾を得た。そして、成績評価を終え

た次セメスター当初に、研究の目的と最終レポートの研

究への活用、活用の際には個人が特定されないことを文

書を用いて説明し、書面で承諾を得た。また、保健師お

よび所属長には、研究の目的・趣旨、個人が特定されな

いこと、情報の目的外使用をしないこと、研究への参加

中断が不利益をもたらさないことを文書を用いて説明し、

書面で承諾を得た。本研究は、岐阜県立看護大学の研究

倫理審査部会の承認を得た。 

Ⅳ．結果

1．実習環境の変化

実習環境の変化を表 3 に示した。

1）実習の企画・調整

従来は、学生が訪問する対象の選定への協力や実習指

導に携わる保健師の配置を依頼し、最終カンファレンス

の内容を話し合っていた。実践上の課題と連動させて実

習を行なうにあたり、実習前年の 1 月に 1 回、4 名の

保健師（管理職、実習指導担当者）と実習を行なう方向

性や学生の訪問対象者について話し合った。

1 クール目の実習前には、3 月に 2 回、2 名の保健師（実

習指導担当者、異世代交流の事業担当兼管理的立場の

者）と単独家庭訪問実習を地区診断にも活用していく上

で、保健師が捉えている地区の状況を確認し、地区把握

項目についてその理由を確認しながら精選した。1 クー

ル目の実習直後に、先の 2 名の保健師と 2 クール目の

実習の対象について相談し、その後 2 回、その 2 名と

1 回目の実習評価を行ないつつ、学生に捉えてきてほし

い項目をさらに精選する必要について話し合った。また、

異世代交流の活動を推進していく上で、学生のカンファ

レンス資料も活用して検討できるとよいことを話し合い、

学生に特に捉えてきてほしい項目を検討し、確認した。

2 クール目の実習中以降は、保健師の説明が学生に伝

わるように保健師が捉えてきてほしい項目を教員が再度

確認したり、学生が質問できるように保健師と学生間の

コミュニケーションが図られるようにした。また、2 クー

ル目の実習後には、異世代交流活動を推進していく上で

地区役員と保健師が話し合いをする時の参考にと思い、

学生のカンファレンス資料から、異世代交流を通した健

康づくり活動の方法の考察などの項目をまとめなおして

保健師に提供した。

3 クール目の前には、2 回、実習指導担当者とメール

や直接に会って学生の訪問対象や異世代交流促進の活動

に実習をどう位置づけられるか相談し、学生の訪問対象

や学生が捉えてくる内容について打ち合わせた。3 クー

ル目の実習終了後から翌年の実習開始までには、実習指

導担当保健師や管理的立場の保健師に、3 回、メールや

直接に会って、実習を実践上の課題に連動させて実施す

る方向性や学生が訪問する対象について打ち合わせた。

2）学生が訪問する対象の選定

2 クール目では異世代交流の場に来所してほしい a 地

区の虚弱高齢者を対象にし、3 クール目では交流のもう

一方の側である子どものいる若い世代を対象にして、高

齢者との交流経験の現状を把握し交流の可能性を探ろ

うとした。翌年からは訪問対象者数は原則として学生 1

人につき 2 名となった。

3）学生が立案した訪問計画への指導

保健師も対象への支援経過があるため、1 クール目は

学生 15 名（訪問事例数 2）に対し保健師 3 名が、2 クー

ル目は学生 11 名（訪問事例数 1）に対し保健師 1 名が、

3 クール目は学生 14 名（訪問事例数 1）に対し保健師

2 名が 90 分～ 120 分程度かけて指導をした。指導をす

る保健師に過重な負担がかからないようにと管理職保健

師が配慮し、翌年は 2 ～ 3 名の保健師が指導を行なう

ようになった。

4）保健師によるオリエンテーション内容

1 クール目では、対象の選定理由、対象の特徴と特に

捉えてきてほしいことの説明であったが、2 クール目以
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降、実践と関連させて、なぜその対象を訪問するのかと

いう理由についても説明がされた。翌年には、「この地

区はアパートやマンション暮らしの転入者が多く、同居

が少ない。乳幼児相談の利用も高く、様々なことで悩ん

でいるようだ。母親が慣れない環境で育児をしている様

子が伺えるのでよく捉えてきてほしい」と保健師の課題

意識がより一層説明されるようになった。

5）最終カンファレンス

最終カンファレンスには実習の企画・調整をした保健

師が出席し、学生同士が意見交換した地域のニーズや今

後の活動のあり方について、例えば 3 クール目では、「育

児面では昔と今の常識が違うこともあり、高齢者の言う

ことを受け入れがたいという固定観念をもっている若い

世代もいるが、農作業の面では、高齢者の知識がとても

役立ったという意見もあり、こうした所から、高齢者の

理解へつながればよいと思う」などのように保健師が捉

えている地域の状況を説明したり、学生が捉えたことが

地区活動の発展にどのように役立つかなど前向きなコメ

ントを返していた。翌年は、実習指導担当者だけでなく

参加可能な保健師や栄養士が出席するようになった。

上記のように、実習指導担当者だけでなく事業推進者

兼管理的立場の保健師と、活動をどのように推進してい

くか、その上で実習をどうするか実習の企画・調整を綿

密に行なう関係ができ、そして、訪問対象者の確保への
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表３　実習環境の変化
項 目 １ｸｰﾙ目 ２ｸｰﾙ目 ３ｸｰﾙ目 翌年

教員との実習の企画・調
整に関わった保健師数と
回数

２名，２回
（全体の企画について４名
と１回）

２名（実習指導担当者 +
事業推進者兼管理的立場
の者）３回

左記に同じ，２回
２名（実習指導担当者 +
管理的立場の者），３回（１
クール前迄）

訪問対象者数（学生１人
あたり） ２名 １名 １名 ２名（４月のみ１名）

学生が訪問する対象の選
定理由として保健師と合
意したこと、対象の概要

出生数の多い b 地区の地
区診断に活用できるよう
にする。
母子事例：主に出生数の
多い b 地区の乳児健診等
の利用者
高齢者事例：a 地区の介
護予防事業終了者

異世代交流の場に来所し
てほしい a 地区の虚弱高
齢者を対象にして、a 地
区高齢者の生活の特徴を
把握し地区での異世代交
流や健康づくりの可能性
を探る。
高齢者事例：a 地区老人
クラブ会参加者の内、基
本チェックリストで介護
予防判定ありの者

子どものいる若い世代の
子育ての現状と高齢者と
の交流経験の現状を把握
し交流の可能性を探る。
母子事例：全町の乳幼児
健診・相談の利用者

共同研究（家庭訪問を通
して個人、家族、地域を
みる視点を追究する）の
方向性と関連させ、保健
師が気になる地区や介護
予防が必要な対象を訪問
し、生活の実態を把握す
る。
母子事例と高齢者事例

学生が立案した訪問計画
に指導した保健師数

３名 １名 ２名 ２～３名

保 健 師 に よ る オ リ エ ン
テーション内容

対象の選定理由、対象の
特徴と特に捉えてきてほ
しいことの説明

左記に加えて、実践と関
連させて対象選定や特に
捉えてきてほしいことの
理由

左記に同じ 左記に加えて、保健師の
問題意識

最終カンファレンスへ出
席した保健師数

３名 ２名 ２名 出席可能な保健師と栄養
士（約５名）

最終カンファレンスの地
区の健康課題についての
ディスカッション内容

地区の特徴として気づい
たこと、育児支援上の課
題、高齢者の訪問もふま
えて異世代の交流の実態

a 地区踏査の結果報告、a
地区の高齢者の生活、健
康意識の特徴、異世代交
流型の健康づくりの催し
の内容や方法

町または地区の特徴、特
徴から考えたニーズ、異
世代の交流の内容

訪問対象者の特徴、対象
の生活に影響する地域の
特性、共通するニーズ、
ニーズから考えた援助に
ついて

最終カンファレンスでの
保健師からの助言、コメ
ント例

育児だけでも大変だが、
外に出て行きたい、交流
したい気持ちをもってい
る人多いと多いと思った。
乳児健診の場面でも交流
できるように会場の設営
を工夫している。
地区役員からも年代の違
う人と交流したいという
希望もあるので形にして
いきたい。

日昼独居者の昼食がおろ
そかなので、料理教室を
という提案があったが、
それをどう家での生活に
つなげていくか、普段の
食 事 の 状 況 の 把 握 が 大
切。
コミュニティバスがない
と活動範囲が限定される
という意見のように、異
世代交流の催しをするに
も家の近くでないと続か
ない。住民の来やすい場
所で行う必要性。

育児面では昔と今の常識
が違うこともあり、高齢
者の言うことを受け入れ
がたいという固定観念を
もっている若い世代もい
るが、農作業の面では、
高齢者の知識がとても役
立ったという意見もあり、
こうした所から、高齢者
の理解へつながればよい
と思う。
積極的に交流は求めてい
な く て も、 何 か 困 っ た
ことがあった時にお互い
見守られるような環境を
作っていくことが必要で
はないか（全ての世代に
共通）。

一見問題がないようでも、
家に入っていくといろい
ろ見えてくることがある。
困っていること、今後問
題になってきそうなこと
に対応できるとよい。そ
の場限りになりがちだが、
継続していくことが大切。



協力が一層得られるなど実習で体験させたい内容を確実

に行なえる実習環境になった。また、学生が家庭訪問を

する対象について、訪問の必要性や理由がわかりやすい

オリエンテーション内容になり、カンファレンスでも学

生が家庭訪問をしたことがどのように保健師の地区活動

に役立つのか、地区活動の手段としての家庭訪問の意義

がわかる助言がされるなど、家庭訪問の体験の前後にお

ける指導が充実するという実習環境の変化をもたらした。

2．学生の学び

学生の学びを表 4 に示した。承諾は 42 名中 39 名か

ら得られた。大カテゴリを『 』で、中カテゴリを「 」

で、小カテゴリを＜ ＞で示す。39 名の学生全員から

合計 256 件の学びが確認でき、4 つの大カテゴリ、19

の中カテゴリに分類できた。

1 つめの大カテゴリは『対象者本人・家族に対して援

助をすることについての学び』であった。中カテゴリの

「家庭に出向いて援助を行なう意義」は、71 件（実人数

では 33 名）の学びがあり、全ての中カテゴリで最も多

い学びであった。その下位のカテゴリとして、＜信頼関

係ができる要素である＞＜五感をつかって情報収集でき

る＞＜対象理解が深まる＞＜普段と変わらない対象者・

生活を把握する＞＜対象の生活に即した援助につなげ

る＞＜家族への援助・家族を巻き込んだ援助を行なう＞

の学びが含まれた。その他の中カテゴリは、「対象と信

頼関係を築く必要性の理解」「信頼関係形成の方法の理

解」「情報収集の方法の理解」「対象理解の方法の理解」

「援助ニーズを判断する方法の理解」「個別のニーズを捉

えた援助」「対象の主体性を尊重する援助の大切さ」な

どであった。

2 つめの大カテゴリは『対象者本人・家族のニーズを

基軸にサービス資源につなげる学び』であった。中カテ

ゴリには、「家庭訪問から次の援助やサービス資源につ

なげ、継続して支援する」等が含まれた。

3 つめの大カテゴリは、『個別援助と地域の特性・ニー

ズの明確化とを関連させた学び』であった。中カテゴリ

には、「家庭に出向き五感で対象者の生活環境や地域を

把握する」「個別のニーズと地域のニーズを関連させて

考える」「地域の顕在・潜在している健康問題に対応す

る保健師の責任性についての学び」が含まれた。

4 つめの大カテゴリは、『自らの専門性を高める学び』

であり、中カテゴリは「看護職として自分自身の幅広い

勉強の必要性」であった。

   

Ⅴ．考察

今回の取組みから、実習環境としては、実習指導担当

者だけでなく事業推進者兼管理的立場の保健師と実習の

企画・調整を綿密に行なう関係ができ、実習で体験させ

たい内容が確実に行なえるようになり、家庭訪問の体験

の前後における指導が充実したことがわかった。

学生が単独で行なう家庭訪問実習に対する臨地指導者

の評価より、教育効果を高めるには、学生に対する事前

の動機付けや事後の受け止めが大事であること、また臨

地側指導者と教員が、学生に対する教育のあり方を共に

考える機会をもつことが大事だと言われている 13）。実

践上の課題と連動させた実習では、活動をどのように推

進していくか、その上で実習をどうするかを保健師と組

織的に、繰り返し話し合うことができたため、それが実

習指導にも活かされ、教育効果をもたらしたのではない

かと考える。

学生の学びをみると、本学と同様に、学生単独で行な

う家庭訪問実習プログラムを実施した学生の学びの分析

では、基本的な看護技術や対象者と援助者との一対一の

関係を基盤とした看護の本質に関わる学びが報告されて

おり 14）～ 16）、本報告においても、対象者本人・家族に

対して援助をすることについての学びや対象者本人・家

族のニーズを基軸にサービス資源につなげる学びのよう

に、看護の基本についての学びが多く見られた。

この背景としては、学生が立案した訪問計画の確認に

おいて、対象者の個別性を重視した訪問計画になるよう

に、また、訪問対象の選定理由をふまえて、保健師とし

て気にかかっている地域的な背景や対象者と地域のつな

がりなども含めて、学生一人ひとりにきめ細やかな指導

がされるようになったことも学びに影響を与えていると

捉えている。

地区活動の手段としての家庭訪問の意味の理解につい

ては、1 回の学生の単独訪問だけでは理解が難しいと報

告されている 17,18）が、本報告では、看護の基本の学び

とも重なるが、上記に該当する対象者本人・家族のニー

ズを基軸にサービス資源につなげる学び、加えて、個別

援助と地域の特性・ニーズの明確化とを関連させた学び
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があった。単独家庭訪問実習後から学内まとめ後までに、

市町村実習で保健師に同行する家庭訪問等の体験、学内

まとめでの学生同士のディスカッションや教員からのコ

メントをふまえて、学生は学びを深化させていくのだが、

家庭に出向き五感で対象者の生活環境や地域を把握でき

る学びは、単独家庭訪問実習後に 8 件、学内まとめ後
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表４．学生の学び                                                                            Ｎ＝ 39

カテゴリ 単独後 , まとめ後 : 
合計件数（実人数）

記載例

Ⅰ．対象者本人・家族に対して援助をすることについての学び
１．家庭に出向いて援助を行う意義 30,  41: 71 (33)
 １）信頼関係ができる要素である 0, 5: 5 (5) こちらから出向いていくことが出来るため、関わり作りの積極的な

きっかけとなる
 ２）五感をつかって情報収集できる 4, 2: 6 (5) 実際に本人の顔を見て話をすることで、言葉だけでなく、その人の表

情や態度からも情報を得ることが出来るということも学んだ
 ３）対象理解が深まる 7, 5: 12 (9) 生活の場に入って看護を展開していくので、普段の生活やどんな環境

の中で暮らしているのかを知ることができ、生活そのものを知るとい
うことに大きな意義があるとわかった

 ４）普段と変わらない対象者・生活を把握する 10, 11: 21 (19) 家庭に出向くことは、家庭でのその人の様子や生活を知ることができ
ることや、リラックスして話が出来るという利点がある

 ５）対象の生活に即した援助につなげる 7, 15: 22 (20) どのような生活を送っているかわかるため、アドバイスもより生活に
即したものができる

 ６）家族への援助・家族を巻き込んだ援助を行う 2, 3: 5 (5) 家庭へ出向くと家族に出会う機会も増え、家族の状態も把握しやすく、
本人とともに家族も巻き込んで援助をしていける

２．対象と信頼関係を築く必要性の理解    8, 9: 17 (12) 家庭に出向くということは対象者のプライベートな場に入るというこ
とであるので、対象者に受け入れてもらうこと、信頼してもらうこと
が大切になる

３．信頼関係形成の方法の理解  5, 15: 20 (14) 「いつでも困ったことがあれば、相談してね」と声かけを行い、存在
を伝え、安心してもらえるようにすることが大事である

４．情報収集の方法の理解     10, 4: 14 (12） 把握のための情報収集に集中するのではなく、相手の価値観、意思を
尊重し、保健師側で流れをつくるというよりは、相手のペースにあわ
せて傾聴する姿勢が大切

５．対象理解の方法の理解  5, 1: 6 (6） 観察した相手の様子、表情、家の中の様子など、様々な情報を収集し、
総合的に対象理解に努めなければいけない

６．援助ニーズを判断する方法の理解   4, 1: 5 (5) 対象の将来像を考えた上で、ニーズを見つけるということを学んだ
７．個別のニーズを捉えた援助 4, 2: 6 (6) 個別のニーズを捉えることができ、個別的な対応・援助ができる
８．対象の主体性を尊重する援助の大切さ  2, 5: 7 (7) 住民が生活をしていく中で、健康やより良い状態に向かっていくため

に生活を捉えて、住民自身が考え、それをサポートしていく姿勢が大
切であるとわかった

９．話をきくという援助の方法 1, 1: 2 (2) 生活について話すことが、対象者にとっては自分の生活を振り返る
きっかけとなることが大切だと思った

10．倫理に適った援助の実践    0, 4: 4 (4) 家庭に出向くという事は対象のプライバシーに介入することになる。
その事に最大限配慮して必要十分な情報収集と効果的な活用により、
人権の侵害が起こらぬようにすることが必要

11．家庭訪問における事前準備 4, 0: 4 (4) これだけは聞かなければいけないというところを確認する事前の準備
が必要だとわかった

12. 家族を捉えて援助する方法    11, 15: 26 (21) 家族として生活しているので、食事のことなど家族共通の要因を掴み
援助ニーズを把握することが重要である

13. 大きな問題にさせない予防的な援助   2, 2: 4 (4) 問題がないように見える対象であっても、詳しく見ていくと、何かし
ら今後問題となるような事や気をかけていかなくてはならないような
ことが出てくると知った

Ⅱ．対象者本人・家族のニーズを基軸にサービス資源につなげる学び
１．家庭訪問から次の援助やサービス資源につなげ、
継続して支援する

3, 12: 15 (14) 家庭訪問は 1 回の支援で終わりではなく、乳児相談や健診につなげて
継続して支援していくことが大切である

２. 個別のニーズに対応するために関係者やサービ
ス資源につなげる   

2, 2: 4 (4） 対象となる世帯の社会資源活用の状況を把握して、必要だと思われる
資源を紹介し、活用を促す機会にすることが出来る

Ⅲ．個別援助と地域の特性・ニーズの明確化とを関連させた学び
１. 家庭に出向き五感で対象者の生活環境や地域を
把握できる

8, 10: 18 (16) 住居環境や近所づきあいの状況など、家庭に出向かなければ得られな
い情報を収集できる上に、生活のリズムも知ることができるので、対
象者の生活スタイルに合った援助を提供できることを学んだ

２．個別のニーズと地域のニーズを関連させて考え
る

11, 9: 20 (20） 私の担当した事例だけではわからない事が、何例も見るうちに明らか
になるということを理解した

３. 地域の顕在・潜在している健康問題に対応する
保健師の責任性についての学び

0, 4: 4 (4) 自分から相談できない方や、出向いて来られない方のニーズを捉えて
いくためにも、保健師が自ら積極的に出向いていくことが大切だとい
うことを学んだ

Ⅳ．自らの専門性を高める学び
１．看護職として自分自身の幅広い勉強の必要性 2, 0: 2 (2) ニーズや悩み相談に応じられるよう幅広い専門知識が必要だというこ

とも痛感した
Ⅴ．その他 3, 4: 7 (7) 行政に所属しているので、地域の特性を理解し、その地域にあった保

健事業が提供できるよう、調査や研究をして改善し続けていることを
学んだ



10 件、個別のニーズと地域のニーズを関連させて考え

る学びは、同様に 11 件、9 件あった。

保健師によるオリエンテーションは、どの実習施設で

あっても、地区概況・地区活動計画、訪問対象者につい

て、特に捉えてきてほしいことについて説明がされてい

る。実習を実践上の課題と連動させて行なうことにより、

A 町ではこれらに加えて、実践と関連させて対象選定の

理由や特に捉えてきてほしいことが説明された。このこ

とに対しての直接的な学びは確認できなかったが、個別

援助と地域の特性・ニーズの明確化とを関連させた学び

が単独家庭訪問実習後からあった背景として、家庭訪問

が地区活動の一つの手段であることを保健師の言葉や姿

勢からも学んでいるのではないかと考えた。

また、最終カンファレンスも、学生個々が捉えた家庭

訪問の情報を地区活動にどう活用するか、つまり、個々

の事例の情報を集約して地域の特徴や共通するニーズを

見出すこと、そのニーズを基に援助のあり方を検討する

思考のプロセスを学生自身が体験することになり、それ

も単独家庭訪問直後から、個別援助と地域の特性・ニー

ズの明確化とを関連させた学びにつながったのではない

かと考える。この最終カンファレンスもどの実習施設で

も実施しているが、A 町では実習指導担当者だけでなく

実習の企画・調整に携わった複数の保健師が参加し、学

生の報告を聞き、保健師が捉えている地区の状況を伝え

たり、保健師が推進している活動との関連で、学生が捉

えた情報がどのように今後の活動に役立つかを伝えてく

れたことも、学生の学びにつながったと考える。これら

から、保健師の活動の充実を図るプロセスに学生実習を

連動させることは、実習目標の到達に向けて学生が学び

を深められるような実習の協力・支援・指導が実習施設

の保健師から得られる教育効果をもたらすのではないか

と考える。

しかし、個別援助と地域の特性・ニーズの明確化とを

関連させた学びは、対象者本人・家族に対して援助する

ことについての学びに比して少ない。学生は、実習協力

の承諾が得られた対象に家庭訪問をさせていただくので

あるが、なぜ、この対象に家庭訪問をするのか、実践上

の課題や保健師の活動との関連において理解できるよう

に今後も工夫していく必要がある。また、家庭訪問の計

画立案、実施、評価、記録の体験だけでなく、最終カン

ファレンスにおけるディスカッションの学びを学生が意

識化できるようにすること、そもそも、このカンファレ

ンスの準備として情報収集の視点にそって訪問事例の一

覧表を作成する意味、つまり、個別のニーズを集約して

地域のニーズを見出すプロセスについて、学生が理解で

きるようにしていくことも今後の課題である。

最後に、「行政に所属しているので、地域の特性を理

解し、その地域にあった保健事業が提供できるよう、調

査や研究をして改善し続けていることを学んだ」という

学びがわずかながらあった。保健師自身も説明をするに

あたって、活動推進の経緯を把握し、保健師としてどの

ような目的で何を学生実習に期待しているのかを、自分

なりに整理しておく必要がある。活動を充実させていこ

うとする保健師の姿勢が、説明を通して学生に伝わった

のではないか、実践上の課題と連動させて実習を行なう

ことは、こうした保健師の姿勢を側面的に支えることに

もなると捉えている。

Ⅵ．おわりに

本研究では、A 町の保健師の実践上の課題に対し、活

動の充実に寄与するように単独家庭訪問実習を実施した

ことによる実習環境の変化と学生の学びを分析した。

 全ての施設で A 町と同じように単独家庭訪問実習を

実施できているわけではなく、実習方法については今後

も検討を要するが、今回の取り組みにより、学生実習を

保健師の活動の充実や改善の機会となるようにすること

が、教育効果において意味があることを確認できた。今

後も、教員としてこうした取り組みを継続し実習プログ

ラムの工夫をしていきながら、その教育効果をさらに検

証して、実習プログラムのあり方を検討していきたい。

本研究は科学研究費補助金基盤研究（C）18592436

（研究代表者：坪内美奈）の一部である。
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Ⅰ．はじめに　

A 診療所は、平成 20 年 4 月に病院から診療所に体制

移行した当自治体における唯一の医療機関である。筆者

らは、体制移行前の平成 19 年度に、体制移行後も利用

者に対して看護援助の質を保持するためには、どのよう

な取り組みが必要かを明らかにするため、病院利用者

本人および家族を対象として聞き取り調査を行なった 1）。

その調査においては、訪問看護の充実、外来看護の充実、

相談機能の充実、職員研修等によるスキルアップという

4 点について、さらなる充実を図る必要があることが明

らかになった。また、一般病床への入院機能がなくなっ

たため、訪問看護や外来看護における日頃のかかわりが、

ますます重要になってくるということも考えられた。勤

務体制として、土日祝日、夜間帯に医師が常駐しないと

いうこともあり、特に、訪問看護は利用者を 24 時間体

制で支援できる機能を有していることから、現在勤務す

る 2 名の訪問看護師の役割がさらに大きくなってくる

ことが示唆された。

そこで今回は、過疎地域で暮らす訪問看護利用者の思

いや考えを明らかにすることによって、それに添った訪

問看護活動のあり方について考え、過疎地域訪問看護師

の役割を明確にすることを目的とした。

Ⅱ．方法

1．地域の概要

この地域は、過疎地域自立促進特別措置法に指定さ

れている過疎地域であり、総面積の 90% を山林が占

め、主要道路は 1 本のみである。公共交通手段は、路

線バス 1 路線（平日 1 日 4 本）と役場に申請し利用で

きる送迎サービスがあるのみである。人口は約 2,800 人、

886 世帯（H21 年 5 月末現在）、毎年約 0.9% の割合で

人口減少が続き老年人口は増加している。高齢化率は

35.8%（2005 年）と県下第 1 位である 2）。また、近隣

市の中核病院へ行くには車で約 40 分から 1 時間かかる。

2．調査対象者

1）対象者の選定方法

A 診療所における訪問看護利用者、または過去に利用

者であった人のうち、本人またはその家族で、いずれも

口頭での聞き取り調査が可能な人を選定した。さらに、

研究目的、面接調査の方法、倫理的配慮について説明書

に添って説明し、同意の得られた人を対象者とした。な

お、A 診療所における利用者数は、月平均約 20 名前後

である。

2）対象者概要

面接調査の対象者は、男性 4 名、女性 7 名（内夫婦

3 組）、計 11 名、8 世帯であった。本人 2 名、家族 9
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The Study of the Roles of Home Visiting Nurse in the Depopulated Area
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3）前岐阜県立看護大学 地域基礎看護学講座 Formerly Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing
4）徳島大学 Tokushima University



名であり、家族の場合は全て主介護者であった。内訳

は子 4 名、配偶者 4 名、嫁 1 名であった。子に関して

は、3 名は同居、1 名についてはきょうだい 2 人が 1 ヶ

月交代で、他県から介護に通っており、介護を担当する

1 ヶ月間は療養者本人宅に滞在していた。対象者の中に

は、療養者本人が死亡後の夫婦（療養者本人の子とその

嫁）もおり、本人生前の介護経験を語って頂いた。訪問

看護利用期間は、2 ヶ月から 4 年、平均 1 年 9 ヶ月であっ

た。詳細は、表 1 に示す。

3．訪問看護利用者への半構成的面接調査

筆者らが独自に作成した調査票を用いて半構成的面接

調査（以下、面接調査）を行ない、その内容を調査票に

記入した。対象者から承諾が得られた場合には、同時に

IC レコーダーに録音した。なお、面接を行なう場所は、

承諾を得て対象者宅とし、玄関など第三者に聞かれる恐

れのない居室で、かつ対象者の都合のよい部屋で実施し

た。

調査項目は、以下の通りである。

① 基本情報（年齢、性別、疾患名と病歴、当該病院に

関わってからの経緯）

② 利用者及び家族の日常生活状況について（治療また

は療養状況について、日常生活の様子：食事・運動・排

泄・睡眠・仕事または社会との関わり・過疎地域特有の

課題や問題にかかわること・その他）

③ 看護師とのかかわりについて（看護師とどのような

かかわりをもっているか、かかわりの中で助かったこと、

役に立ったと思ったこと、特に過疎地域で働く看護師だ

からこそ期待することなど）

④ 過疎地域にある診療所や保健医療福祉体制に関して

広く思うこと

4．分析方法

録音した場合は、聞き取った内容を逐語録として書面

に起こした。録音の許可が得られなかった場合には、面

接調査に同行した共同研究者の手書きの調査票をつき合

わせ、語られた内容の補完と整理を行なった。その後、

内容分析の手順に従いデータの分析を実施した。具体

的には、各対象者の逐語録の文章すべてを意味内容が分

かる文節単位で区切って要約し、コード化した後、さら

にカテゴリ化を行なった。その際、信頼性を高めるため、

最初のカテゴリ化作業に関わっていない 2 名以上の共

同研究者参加の上で、計 3 回協議を行なった。協議では、

カテゴリの構成内容が適切であるか、語られた内容の要

約を反映しているカテゴリ名となっているかどうかなど

を検討した。

Ⅲ．倫理的配慮

対象者には、研究目的と方法を紙面にて説明し、同意

が得られた場合は同意書に署名を得た。本研究の結果は、

研究の目的以外に使用することはなく、公表時は情報の

取り扱いに配慮し個人が特定されないようにした。対象

者は訪問看護利用者であり、調査協力を断り難い状況も

あるため、自由意思を尊重するため、事前に調査協力を

頂いた場合も、調査当日訪問前に電話にて再度協力の同

意を頂けるかを確認した。また、一旦協力を頂き、調査

  

岐阜県立看護大学紀要 第 10 巻 1 号 , 2009

— 14 —

表１．対象者概要
聞き取り調査の対象者 療養者本人の概要

療養者本人
との関係

年齢 性別 年齢 主疾患名 訪問看護  
利用期間（約）

要介護度 認知度 利用している介護サービス

長男 60 代後半 女性 90
前半

慢性心不全 5 ヶ月 4 なし 訪問看護（月 1）、訪問介護（週 2）、ショー
トステイ（月 7）、福祉用具

長女 60 代前半 女性 90
後半

慢性心不全 2 ヶ月 5 Ⅳ 訪問看護（週 2）、ショートステイ（月
10）、福祉用具

長男夫婦 どちらも 
70 代後半

女性 90
前半

脳梗塞後遺症、
仙骨部褥瘡

4 年 4 Ⅳ 訪問看護（週 4）、デイサービス（週 2）、
訪問介護（毎日）

妻 60 代前半 男性 60
後半

脊髄損傷 3 年 5 なし 通所介護（週 2）、ショートステイ（月７
～ 14）、訪問看護（月７～ 14）、福祉用具

妻 60 代前半 男性 70
後半

脳出血後遺症 1 年半 5 Ⅱｂ 訪問看護（週 1）、デイサービス（週 3）、
福祉用具、往診

本人と妻 妻：60 代前半 男性 70
後半

慢性閉塞性肺疾患 4 ヶ月 要支援２ なし 介護予防訪問看護（月 3）、介護予防住宅
改修

長女 60 代前半 男性 90
前半

糖尿病、ネフローゼ 2 年半 1 なし 訪問看護（月 2）、訪問介護（週 5）、往診

本人と妻 妻：60 代前半 男性 80 
前半

パーキンソン病 1 年 5 1 訪問看護（週 1）、往診、訪問介護（週 2）、
福祉用具、デイサービス（週 1）

（計 8 世帯 11 名）



を終えた後でも協力をやめたい場合には、研究者に連絡

して頂き取りやめることができることを文書及び口頭に

て説明した。扱うデータは、研究者の個人研究室内で保

管および処理することとした。なお本研究は岐阜県立看

護大学研究倫理審査部会の承認を得た。

Ⅳ．結果

面接調査を依頼した対象者 11 名すべてに同意が得ら

れ面接することができた。面接調査の時間は平均 55 分

であった。面接調査内容を分析した結果、介護の現状に

伴う思いや考えでは、6 つのカテゴリ及び 23 の小カテ

ゴリ、訪問看護を利用して助かっていることでは、6 つ

のカテゴリ及び 15 の小カテゴリ、保健医療福祉に関し

て広く思うことでは、6 つのカテゴリ及び 21 の小カテ

ゴリを抽出した。その内容は以下のとおりである。【 】

はカテゴリ名を、［ ］は小カテゴリを示す。実際に語

られた内容については、対象者の本人・家族の区別をし

表 2 ～ 4 に示した。

1．介護の現状に伴う思いや考えについて

【前向きな思いや考え】に関しては、［自分なりのポリ

シーをもっている］［これからも頑張ろうと思う］など、

意欲的に介護に取り組もうとしている姿や、［本人を喜

ばせてあげたい］［みんなのおかげ］といった本人や周

囲の人への思いが語られた。また、［満足、悔いはない］［力

を合わせてやった］など自身の介護に対してよい評価を

表している発言もあった。

【つらさや負担がある】では、［何も分からずどうしよ

うかと思った］［介護は 1 人ではできない］［経済的負

担がある］［世間からの偏見］［睡眠不足がある］［自由

時間がない］といった精神的身体的訴えとともに、経済

的時間的なゆとりのない状況も明らかとなった。

【自分なりの判断や工夫】では、［介護者としてのアセ

スメントをしている］［食事の工夫］［時間の調整］［サー

ビス担当者とのかかわり］といった実践的であり、具体

的な介護の工夫が明らかとなった。

【家族に対する思い】では、［孫・こどもに対して］［配

偶者に対して］［きょうだいに対して］［家族全体に対し

て］の思いが明らかとなった。また、介護をしている人

の家族への思いや気がかりといった内容についても語ら

れていた。

【介護者の健康問題】では、［持病がある］［腰痛予防］

［急病になったとき困る］という内容であった。

さらに、【今困っていることはない】という内容も聞

かれた。

2．訪問看護を利用して助かっていること

【心の支え】では、［安心できる］［気にかけてもらえ

る］［見守り、認めてくれる］［話をきいてもらえる］［背

中を押してもらえる］［頼りになる］［相談できる］とい

う具体的な内容が語られた。

【看護師の人柄】では、［人間関係］［笑顔］［思いやり］

など、日頃利用者が抱いている思いが明らかとなった。

【医療的管理・処置】では、今回の面接調査におい

て、利用者の疾患や障がいの種類で個別性があったが、

［HOT の管理］［カテーテル交換の指導］［吸引の指導］［褥

瘡の処置］［創処置］といった医療的管理や処置が助かっ

ているという実際的な内容が語られていた。

【状態悪化時の対応】【健康状態のチェック】【清潔・

排泄に関わる援助】では、利用者本人や介護者、家族の

状況に応じた内容が語られていた。

3．保健医療福祉に関して広く思うこと

【看護師の質向上・育成に向けて】では、［看護師の要

望をくんでほしい］［看護師の仕事を役場の職員にも知っ

てもらいたい］［住民の対応による看護師の質向上］［村

外からの看護師も登用してほしい］［学生実習受け入れ］

［看護師の研修の機会を増やしてほしい］といった提案、

要望などが具体的に語られていた。

【福祉サービス等に支えられている】では、［デイサー

ビス］［ショートステイ］［役場の送迎サービス］［民生

委員］の福祉サービスに関する内容が語られていた。

【医療体制への希望】では、［医療にかける予算を増や

してほしい］［身近で入院できる場所が欲しい］［救急体

制整備］に関する具体的な希望が語られていた。

【入院中に困ったこと】では、［不適切な処置があった］

［介護方法の指導がなかった］という入院していた病院

における医療職者の対応の不備について語られていた。

【医療・福祉従事者への要望】では、［デイサービスへ

の要望］［医師への要望］があった。

【その他】では、［サービスがよく分からない］［将来

への不安がある］［田舎の風習がわずらわしい］［要望は

ない］といった内容が語られていた。

                               岐阜県立看護大学紀要 第 10 巻 1 号 , 2009

— 15 —



  

岐阜県立看護大学紀要 第 10 巻 1 号 , 2009

— 16 —

表２．介護の現状に伴う思いや考え
カテゴリ 小カテゴリ 語られた内容の要約（抜粋）    

前向きな思いや
考えがある

自分なりのポリシーを
もっている

入院中、毎日病院に車を運転して通った。看護師のケアを見て、陰部清拭、胃瘻からの食事方法、吸引などを見
よう見まねで学んだ。家に帰ってからは、世話をするのが当たり前、自分が介護しなければならない、という思
いがあり、ケアの方法を学ぼうと思った。（家族）
ショートステイも利用できるから介護もできる。しかし、長く入れようとは思わない。やはり自分の家で最期を
看取りたい。（家族）
介護は大変だと思うが、自分たちの親、生まれた場所なのでこうやって遠方から来ている。（家族）

これからも頑張ろうと
思う

夫の介護と孫の世話と忙しいが、そのおかげで「がんばっとらないかんかな」と思う。張り合いがある。（家族）
在所のすぐ隣の家の旦那さんが寝たきりで、その奥さんが介護していた。「おばさんいくつ？」と聞くと、「82」
と言われた。年下の私も、まだ頑張らないかん、と思った。（家族）

本人を喜ばせてあげた
い

風呂に入れたとき、本人が喜んだ。それを見ると、どんなに汗を流しても風呂に入れ、喜ばせてやりたいなと思
う。（家族）
最期には受け付けなくなったが、好きなお酒を飲ませてあげられてよかった。寝たきりであったため、ビールを
ストローで飲ませると、まどろっこしそうに飲んでいた。寒いときには、酒を持っていった。口をパタパタさせ
て舐めていた。（家族）
本人は居室の部屋の窓から、国道を車が通るのを眺め、喜んで過ごしていた。また、夏には花火を見て喜んでい
た。（家族）

みんなのおかげ 介護者自身も病気を抱えていたり、いろいろと大変なこともあったけれど、みんなのおかげでなんとかやれた。
みんな大事な存在。（家族）
診療所に移行し、夜間は病院に医師がいなくなった。不安な気持ちはあるが、近所の建設業の人や電気やさんも
手伝ってくれて、夜中に病院に連れて行かなくてはならないときにも、手を貸してくれる。ほんとに田舎はあり
がたいと思う。（家族）

満足、悔いはない 最期は本人の望むとおりであった。介護者としても悔いはない。（家族）
力を合わせてやった 介護は夫婦で協力しながらやっていた。（家族）

つらさや負担がある 何も分からずどうしよ
うかと思った

知識がないので、手取り足取り、一から教えてもらいながらだった。そして、（介護は）どこまでやっても山が
見えるということがなかった。それが一番大変だった。（家族）
介護をしているとき、真っ暗なトンネルのようだった。何も分からなかった。（家族）

介護は 1 人ではできな
い

自分の他に誰か 1 人いてくれると安心。本人の体がだらんとなったときは、とても自分ひとりでは介助できない。
（家族）
認知症の自宅介護は、一人では絶対にできない。介護者が参ってしまう。（家族）

経済的負担がある 隔月の介護に遠方から通うため、交通費がかなりかかる。きょうだいで何度も話し合いをもち、ようやく１万円
ずつ出してくれるようになった。共同の通帳を作って、そこから介護にかかわるお金を使っている。（家族）

世間からの偏見 他人からは、「もう子どもも大きいし、旦那さん一人だから、だから（介護に）来れるでしょ」と言われる。実
際はそうでもないが、その程度にしか理解されない。「そうでもないですよ・・・」と言っても、どうなるもの
でもない。（家族）
きょうだいの中でも、「親の面倒は年長者がみるもんだ」という考え方があり、身体的にも経済的（遠方から通
う交通費）にもつらい。（家族）

睡眠不足がある 本人がはっきりしない病状で、波があり、夜間 3 回くらい危ないときがあった。その頃はつらかった。（家族）
ちょっと昼寝ができると楽かもしれないが、なかなか昼寝もできない。（家族）

自由時間がない 「私今日、１回みるから１日ゆっくりして」と声をかけてもらえる。実際にやってくれなくても、「この人は私の
こと思ってくれてるんやな」と思う。それがない。（家族）
認知症の本人のテンションが高い時は何を言ってもだめ。たまの 1 日、何回か起きても数回で寝てくれると助か
る。（家族）

自分なりの判断や
工夫

介護者としてのアセス
メントをしている

発熱の場合「部屋の中を暖めすぎ、電気毛布の熱が強すぎて、熱が出ることがよくあるんですよ。だからちょっ
と様子を見ていると引いてるから」このように今までの経験から、熱の時は安心して看ていられる。（家族）
介護者が交代するときに、今月の状態や気をつけることなどを顔を見て、直接伝えている。（家族）

食事の工夫 ものを噛むということは、本人も幸せじゃないか。食べると便の量も多くなるし、顎の力も出るし、噛むことは
大事だと思った。食事が食べられないときはベビーフードを利用し助かった。（家族）

時間の調整 栄養剤を飲みやすいように、ストローの長さを変えたり、いろいろ試しながら工夫をした。（家族）
ショートスティに本人を預けたときには、可能な限り自分の自由な時間を作る。このごろ、何があるか分からな
いので遠くへは行かない。（家族）
オムツ交換は、朝 5 時、10 時、2 時、5 時、8 時ごろと自分の中で決めて行なっている。おしっこが出ているときは、
その都度換えている。それが当たり前のことになっており、どうってことない。（家族）

サービス担当者とのか
かわり

どうしても用事がある場合は、看護師もヘルパーも自分を呼んでくれるので、（訪問看護や訪問介護中は）なる
べくその場を離れている。（家族）
往診や訪問看護のとき、排泄に関しても、すぐに答えられるように、全部帳面につけていた。（家族）

家族に対する思い 孫・こどもに対して 子どもが年寄りの老いていく姿を家庭の中で見ることによって、年寄りを大事にするようになる。「年をとると
こういう風になる」というのは見たほうがいい。（家族）
娘が何か手伝うことがあるかと声をかけてくれるので、安心できる。（家族）

配偶者に対して 夫を一人、家に残して、自分だけが実家へ介護に来ている。夫も隔月で一人暮らしになるので大変だと思う。（家族）
きょうだいに対して 介護をしている１ヶ月間は、妹には連絡しないようにしている。介護を離れたときには、そのことを忘れていた

いと思うようだ。かわいそうだと思うので、自分が看ている時は、妹には介護のことは忘れていてもらう。（家族）
家族全体に対して うちで留守番している家族のことが気になる。今のところは健康だから大丈夫。（家族）

介護者の健康問題 持病がある 自分もネフローゼがあり、内服治療中であるが、寝込むこともなく介護をしてきた。何かやらなくてはならない
ことがあるということは大事であると感じている。（家族）
父親の家に介護に来ているときは、何でもないが、介護を終わって自宅に帰ると１週間くらい自律神経がおかし
くなる。介護中は、やはり気を張っているのか、と思う。（家族）

腰痛予防 ケアマネにカタログを見せてもらって、お風呂の腰掛を買った。すごく役に立っている。（家族）
本人が腹水が溜まっているので重くなっている。介護者の腰に負担がかかるので、腰痛用のベルトをはめている。

（家族）
急病になったとき困る 隔月の介護のために、本人宅に滞在する。自分が急病になったときに困る。（家族）

今困っていることはない 介護していて、困っていることは今のところ特になし。（家族）



Ⅴ．考察

1．介護者が介護を前向きに受け止められる環境づくり

介護の現状に伴う思いや考えからは、一般的にイメー

ジされる介護のつらさや負担以外に、表 2 の【前向き

な思いや考えがある】という内容や、介護者自身がどう

すればよりよい介護につながるかを積極的に工夫や判断

をしている【自分なりの判断や工夫】の内容が具体的に

明らかになった。

【前向きな思いや考えがある】では、「･･･ どんなに汗

を流しても風呂に入れ、喜ばせてやりたいなと思う」と

いった［本人を喜ばせてあげたい］という強い思いをもっ

ていることや、「･･･ 近所の建設業の人や電気屋さんも

手伝ってくれて夜中に病院に連れて行かなくてはならな

いときにも手を貸してくれる。ほんとに田舎はありがた

いと思う」という［みんなのおかげ］だという声があった。

このように認識しながら介護を行なえたからこそ、［満

足、悔いはない］［力を合わせてやった］という介護者

自身がよい評価として介護を捉えることができたのでは

ないだろうか。特に「田舎」という地域性から、人との

つながりが密であり、声を掛ければ助けてくれるという
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表３．訪問看護を利用して助かっていること
カテゴリ 小カテゴリ 語られた内容の要約（抜粋）

心の支え 安心できる 役に立っていることは、特に、安心できる、ということが一番。（家族）
利用しようと思った理由は、自分（介護者）はやっぱり素人で何にもわからないし、専門の人に、こうして月に
何回、とかいうことで来てもらえれば安心ということ。私（介護者）の安心ということ。（家族）

気にかけてもらえ
る

介護者も見てもらえていることが、安心感や介護を続けていくことにつながる。（家族）
声をかけてもらえると嬉しい。訪問看護としての関わりが終了してからも、関係性が途絶えず、お互い気にかけ
ており、温かみがある。（家族）

見守り、認めてく
れる

在宅介護が継続できたのは、訪問看護やディサービスの人おかげである。誰か支えてくれる人がいる、自分の介
護を見守り、認めてくれる人がいることは支えであり、励みであった。なんとか夫婦二人でやってこれた。（家族）

「おばさんようやったね～」と訪問看護師に言われると、恥ずかしいから、やらないかん、がんばらないかんって、
何度か思った。そのおかげでやれた。（家族）

話をきいてもらえ
る

会う人、誰にでも愚痴を言えるわけではない。訪問看護師とケアマネは自分にとってなくてはならない人。（家族）
親子（本人と介護者）で話すことは、毎日一緒にいるのでそんなにない。訪問看護が入るようになってから、本
人の言葉が出るようになってきた。やっぱり（訪問看護師が）顔出すと喋るので、いいと思う。そういうことが

（外からの刺激が）必要だと思う。（家族）
背中を押してもら
える

生きる気力がわいてくる存在である。言葉を失った僕には、一時期、家族と話すこともままならないこともあっ
た。死んだほうがましだと思ったこともあった。ところが、この頃は考えが変わったように思う。（本人）
介護をする人はトンネルに入ってしまうような感じで、動かないものをてこで動かすように、訪問看護師さんに、
てこでちょっとこづいてもらったことが助かった。本当にあとで、涙こぼれた。嬉しかった。てこで、ちょっと
こづいてもらうと、あぁ、そうかって思った。（家族）

頼りになる 9 年間の介護は大変であったが、訪問看護やデイサービスなどのサービスに頼りながら、夫婦二人で協力してやっ
てこれた。（家族）
何かあれば診療所に電話して、訪問看護師に連絡をする。休みの場合は、代理の人にお願いすることになってい
る。（家族）

相談できる 利用者本人のちょっとしたことや今の健康状態を教えてもらえたり、相談に乗ってもらえるのが嬉しい。（家族）
困ったことがあれば、すぐにその都度、看護師に電話するようにしている。看護師が家に来た時に聞こうという
よりも、思い立ったらその都度電話している。（家族）

看護師の人柄 人間関係 病気を治療するというよりも、人間関係を大切にしてくださることがよい。（本人）
笑顔 看護師が難しい顔していると、患者も気分が落ち込んでくるので、今のような明るい顔でいてもらいたい。（本人）

今の看護師は笑顔がいい。変わらないでほしい。（本人）
思いやり 思いやりがあって優しい看護師である。（本人）

医療的管理・
処置

HOT の管理 酸素の残量（SPO ２のこと）が、どれだけあるかわからない。1 週間に 1 回測りにきてもらえると、だいたいの
目安がつけられる。（家族）

カテーテル交換の
指導

尿道カテーテル交換が頻回であった。入院中の２ヶ月間に指導を受け、家に帰ってから訪問看護師に一人ででき
るよう教わった。最初は怖かったが、人間必死になれば何でもできる、と思った。今は自信がついた。（家族）

吸引の指導 病院では、吸引器の使い方、吸引の方法の指導はなく、見よう見まねで覚えた。在宅で訪問看護師から教えても
らった。（家族）

褥瘡の処置 褥瘡の処置で入ってもらっていた。（家族）
創処置 訪問看護利用の目的は、創処置のために入ってもらった。（家族）

状態悪化時の対応 退院後しばらくは週 3 回訪問看護に来てもらった。発熱時や肺炎を起こしたときは毎日来てもらった。心細かっ
たので大変ありがたかった。（家族）
肺炎の徴候があるとき、訪問看護師に相談し、対応方法を決めている。（家族）

健康状態のチェック 最初は褥瘡の処置で入ってもらっていたが、現在は健康状態をチェックしてもらうなどで来てもらっている。（家
族）
胸に聴診器を当ててもらうと、精神的に安心する。（本人）

清潔・排泄に関わる援助 29 分という短い訪問時間であったが、陰部洗浄、爪きりなど、いろいろやってもらえた。（家族）
清拭をしてもらった。こんなことまでしてもらえるのかと、とてもありがたく思った。（家族）
訪問看護での下の世話は、本人は嫌がらない。（家族）
髪の毛を切ってもらったことが嬉しかった。夏は暑いし、汗をかくし。自分の親なら髪の毛くらい切ってやりた
いと思ったが、自分たちではどうすることもできないし、寝たきりの人を美容室に連れて行くこともできない。（家
族）



周辺の人々とのよい関係性があったため、このように語

られていたのだと思われた。

一方では、【つらさや負担がある】【介護者の健康問題】

もあり、今回語られた内容を誰かが聞き、受け止めてい

かなくてはならないということも確認できた。［何も分

からずどうしようかと思った］や［世間からの偏見］で

は、他人に話しても理解してくれないといった内容であ

り、専門職である看護師だからこそじっくり話を聞き、

根拠をもってアドバイスができる立場であるため、現状

における訪問看護師の存在は重要であるといえる。

このように看護師としては、介護者が前向きに感じて

いる部分とつらさや負担を感じている部分のどちらに対

しても同時に目を向け、それぞれに適した対応をする必

要があると考えた。表 3 の【心の支え】の［気にかけ

てもらえる］で「･･･ 介護者も見てもらえていることが、

安心感や介護を続けていくことにつながる」と語ってい

  

岐阜県立看護大学紀要 第 10 巻 1 号 , 2009

— 18 —

表４．保健医療福祉に関して広く思うこと
カテゴリ 小カテゴリ 語られた内容の要約

看護師の質向上・
育成に向けて

看護師の要望をくん
でほしい

看護師が不満を抑えて働き続けるのはかわいそう。看護師の要望も聞き、ある程度くんでほしい。（家族）
様々な家庭に入り、家族のことを考えてくれる看護師は、その家族のストレスをぶつけられて大変だと
思うので、精神的にもっと楽になってほしいと思う。（家族）

看護師の仕事を役場
の職員にも知っても
らいたい

村の行政の人たちにも、看護師さんの働きを知ってもらいたい。（家族）
よその村にも「うちの村の看護師は…」と自慢できるように、村の役場の方にもなってもらいたい。（家族）

住民の対応による看
護師の質向上

看護師に言いたいことがあれば、お茶のみ場で愚痴をいうのではなく、直接、当の看護師に言うべきだ。
そのことが看護師の資質向上につながる。（家族）
住民が閉鎖的である。変に遠慮して言いたいことも言えていない。きちんと伝えることが看護師の資質
向上につながる。（家族）

村外からの看護師も
登用してほしい

よそから看護師が多く入ってきたほうがよい。そのほうが、こちらも変な遠慮をせず、割り切って、し
がらみなくものを言えると思う。（家族）
適材適所、開かれた考え方で人材登用し、もっと外からの風を村に入れてほしい。（家族）

学生実習受け入れ 学生の実習で、現場を見てたくさん家族の声を聞いてほしい。（家族）
看護師の研修の機会
を増やす

看護師が臨む講習や勉強をもっと受けさせてあげたいと思う。（家族）

福祉サービス等に
支えられている

デイサービス 本人のことが気になるので、長時間は離れられない。デイサービスに行っている間は安心して、農作業
をしたり、近所の人とおしゃべりをすることができる。（家族）

ショートステイ ショートステイを月１回、2 泊 3 日で利用。本人がショートに行っているときは、安心してぐっすり眠
ることができる。（家族）

役場の送迎車サービス 役場の送迎車サービスを数百円で利用している。普通に車を借りると５万円はかかるので、本当にあり
がたい。（家族）

民生委員 民生委員に紹介してもらい、役場に介護保険の申請をした。ケアマネにも調べてもらって助かっている。
（家族）
民生委員から情報を得たりしていろいろ助かった。（家族）

医療体制への希望 医療にかける予算を
増やしてほしい

いい医療器具を村に入れてほしい。（家族）
人の命に関わることであるし、老人も多くなってくることが予測されるのであれば、いい器械を導入し
て安心して診て頂けるようにしてほしい。（家族）
医療福祉にかけるお金を惜しんでほしくない。もっと広い視野でみていただき、後進を養成していただ
きたい。（家族）
医療にはお金をかけてほしい。（家族）

身近で入院できる場
所が欲しい

診療所に移行し、入院できなくなったので、病状がこれ以上悪くなったら、救急車で村外の病院へ行く
ことになる。診療所にできなこと、入院施設の確保を「やって下さい」と言っても、無理なので諦めて
いる。（家族）

救急体制整備 救急隊の人が村のことをよく知らないので、すぐに場所が分からない。目印の建物もないので、いざと
いうとき、番地がいえないと救急車を呼ぶことができない。「練習をしとかないと…」と思いつつ、でき
ていない。（家族）

入院中に困ったこと 不適切な処置があった 入院中は処置の時、ベッドのカーテンを閉められ、家族は様子を見ることができなかった。弾性ストッ
キングをしたまま、本人の足が血流障害になっていることに気づくことが遅れた。医師や看護師が、毎
日みてくれていると思っていたが、確認していなかったらしい。家族が気になって見てみようと思ったが、
触ると叱られるので、触ることができなかった。退院後、他院に受診したとき、「１週間もはいとったの？」
と驚かれた。（家族）

介護方法の指導が
なかった

入院中、看護師から介護方法の指導は無く、下の世話の仕方から胃瘻からの食事方法、吸引器の使用方
法まで看護師の世話を見ながら覚えた。（家族）

医療・福祉従事者
への要望

デイサービスへの要望 デイサービスの送迎の際、裏口から入って、本人を車椅子に乗せ、送迎車に乗せ、そのまま家族には声
をかけずに行ってしまった。そのため、いつ来てくれたか分からないことがあった。声をかけてくれる
と良かったと思う。（家族）

医師への要望 コンピュータの画面ばかり見ているのではなく、患者の顔を見て話したり、実際に手を触れて確認した
りしてほしい。（本人）

その他 サービスがよく分か
らない

介護保険などのサービスのシステムについては、実際のところよく把握していない。（家族）

将来への不安がある 9 年間介護をしてきたが、自分たちは誰に面倒をみてもらえるのかと思う。しかし、そんなことをいっ
ても仕方がないという思いもある。（家族）

田舎の風習がわずら
わしい

田舎の風習で救急車を呼ぶと、「誰が呼んだか？」ということがすぐに村中に広まるというわずらわしさ
がある。興味本位というわけではないのだが、「誰が救急車に乗ったか」を知って安心しておきたい、と
いう風習がある。（家族）

要望はない 診療所や看護師、医師などへの要望はない。（本人）



ることや［見守り、認めてくれる］で「･･･ 自分の介護

を見守り、認めてくれていることは支えであり、励みで

あった」と語っていることから、看護師が捉えた介護者

のつらさや頑張りを言葉にして、客観的に伝えることが

大切なのではないかと考えた。言葉で表現することに

よって、介護者も「看護師は自分をちゃんと見てくれて

いる」と分かり、今後の介護意欲にもつながるのだと思

われる。

また、【自分なりの判断や工夫】に関することでは、

それが本人や介護者の健康状態に悪影響を与えていない

かという看護専門職としての視点でアセスメントする必

要はあるが、それをふまえた上で、たとえば［食事の工

夫］にあるように、食べにくいときは初めから食材を潰

したりする手間が省けるベビーフードにしてみたり、ス

トローの長さは大体このくらいがよいらしい、といった

介護者たちの工夫から学ぶことが非常に重要であると感

じた。訪問看護師は、それらを日常生活の中で生み出し

たその介護者ならではの知恵であると認識し、他の介護

者に対して「このように工夫している人もいますよ」と

いう工夫の内容をヒントとして情報提供することが有用

ではないかと思う。特に、サービスや情報の数や種類が

限られた過疎地域においては、訪問看護師自身が貴重な

情報源となり得る。その介護者自身が自発的に他人へ介

護の工夫を伝えるという機会も、通常ないと考えられる

ため、訪問看護師が有効に情報伝達する役割もあると考

えた。

その際、気をつけなくてはならないことは、表 4 の【そ

の他】の［田舎の風習がわずらわしい］ということである。

狭い地域の中で誰が何をしている、ということを「知っ

ておきたい」という人と、一方でそれをわずらわしいと

思う介護者がいる状況が確認できた。この地域に限った

ことではないが、特に閉鎖的な過疎地域の特徴として捉

えられたため、誰が、ということを田舎の風習で尋ねら

れても伝えないという基本的な倫理的配慮にも留意が必

要である。

2．いつでもタイムリーな対応を保障する

訪問看護師の存在による精神的な支えが、利用者に

とって大きいということが明らかとなった。【健康状態

のチェック】ほか、いわゆる看護技術の提供に関しては、

訪問看護導入時にどのような看護援助を実施するかとい

うことで契約しているため、利用者の目に見える形で助

かっている内容が分かりやすい。しかし、訪問看護を実

際に利用し始めてみると、実は、かなりの部分で【心の

支え】にもなってくれていたということを、利用者本人、

介護者ともに実感できたのではないかと思われた。

佐藤らは、「いつでも相談できたり、タイムリーに適

切な対応が得られること、連絡を取り合ってくれている

といった【在宅療養に対する安心感】がそのまま在宅療

養を続けていけるといった自信や意欲につながってい

る」3 ） としている。同様に、表 3 の【心の支え】の［安

心できる］の内容にも、「･･･ 専門の人に、こうして月

に何回とかいうことで来てもらえれば安心」とあるよう

に、確実に専門職とのつながりがあるということが、自

宅で生活を続けられる安心につながっているといえる。

とりわけ、近所にいくつか開業医があり、何かあればす

ぐに出かけられるという環境ではないこの地域であるか

らこそ、月に何回かは必ず看に来てくれるという、つな

がりの確実性が非常に重要であり、訪問看護の大きな役

割であると考える。定期的な訪問日ではなくても、［頼

りになる］にあるように、「何かあれば（中略）電話して、

訪問看護師に連絡する」とあり、いつでも、タイムリー

に、という対応を保障していることも安心感につながっ

ているのだと考えた。さらに、「休みの場合は、代理の

人にお願いすることになっている」とあり、たとえその

とき訪問看護師本人につながらなくても、確実に関係者

につながるように二重三重の対策がとられていることが

重要であると確認できた。

3．利用者の視線を敏感に感じ取り人間関係を継続する

【看護師の人柄】については、［人間関係］にあるよう

に「病気を治療するというよりも、人間関係を大切にし

てくださることがよい」という声や［笑顔］の「看護師

が難しい顔していると、患者の気分が落ち込んでくるの

で、今のような（明るい）顔でいてもらいたい」、［思い

やり］の「思いやりがあって優しい看護師である」とい

う利用者本人や家族と訪問看護師の日頃のつながりや信

頼関係の深さが感じられる内容が語られていた。

【看護師の人柄】は個性によってさまざまではあるが、

しかし、その【看護師の人柄】が原因で訪問が中止となり、

必要なサービスが途切れてしまうようなことがあれば、

利用者にとって不利益となる。看護師にも生来の個性は
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あるものの、【看護師の人柄】で語られた内容は、看護

専門職として備えていなければならないと考える。特に

過疎地域で、訪問看護師として就職する人材が簡単に確

保できない地域においては、利用者との人間関係を継続

していく上で重要である。そのため、人数が少ないなが

らも看護師間において、自分たちが利用者からどのよう

に見られているのかということを振り返り、常に敏感に

感じ取っておく必要があるのだと考える。

4．過疎地域の訪問看護師としての評価を示しさらなる

       自己研鑽を積む

今回の調査で特徴的であったのは、利用者から【看護

師の質向上・育成に向けて】の内容が多く示されたこと

であった。たとえば、［看護師の要望をくんでほしい］

の中の「様々な家庭に入り、家族のことを考えてくれる

看護師は、その家族のストレスをぶつけられて大変だと

思うので、精神的にもっと楽になってほしい ･･･」や「･･･

看護師の要望も聞き、ある程度くんでほしい」など擁護

する意見や、［看護師の仕事を役場の職員にも知っても

らいたい］といった訪問看護師の有用性をよく理解し、

認めている内容が語られた。一方で、［村外からの看護

師も登用してほしい］では「･･･ 変な遠慮をせず、割り

切って、しがらみなく物を言えると思う」という声もあ

り、過疎地域という容易に看護師の代替者がいない環境

において、やはり関係性を継続していくために遠慮して

しまうという実態もあり、課題であると思われた。これ

らは、看護師の問題としてだけで捉えるのではなく、利

用者も指摘しているように、この地域全体のこととして

行政職員にも認識してほしい内容であると考え、重要な

示唆であると思われた。

このような課題に対する改善策として、人材確保が難

しい現状では、利用者の指摘するように「･･･ もっと外

からの風を村に入れてほしい」ということで日頃の訪問

看護の質を向上させるように努めることが挙げられるの

ではないだろうか。具体的には、これも利用者の意見に

あった［学生実習受け入れ］ということや、［看護師の

研修の機会を増やす］ことによって外部の考え方を取り

入れることが可能となる。つまり、看護師自身が外部の

新たな考え方に触れることによって、利用者の期待に応

えることもできるのではないだろうか。このことは、は

じめに、でも触れた平成 19 年度の先行研究 4）の「職場

研修等によるスキルアップ」に通じ、特に閉鎖的な過疎

地域において、外の風を村に入れるために看護師自身が

自己研鑽を積み、援助として利用者に還元することが重

要であると考えた。

5．過疎地域における他サービスをモニタリングする

使えるサービスが限られる過疎地域において、利用で

きて助かっているといった【福祉サービス等に支えられ

ている】という声も聞かれた。今回の対象者は、全員が

訪問看護以外のサービスも複数利用していた。これは過

疎地域に限ったことではないが、医療面と生活面の両

方をみて支援する訪問看護師が、対象者の利用している

サービス全体の利用状況についても情報収集を行ない、

必要時再調整をする役割がある。この地域のデイサービ

ス、ショートステイについては、施設が 1 ヶ所しかな

いため、利用者にとっては複数の施設から選ぶというこ

とができず、サービス自体を利用するかしないかのどち

らかとなる。だからこそ、訪問看護師が第三者の目でそ

の質を監視する役割ももっているといえる。

たとえば、表 4 の【医療・福祉従事者への要望】の

中で挙がっていた「･･･ 本人を送迎車に乗せ、そのまま

家族には声をかけず行ってしまった」という［デイサー

ビスへの要望］については、利用者にとっては不快や不

信感を残すことになる。ほかにも、【入院中に困ったこ

と】では、この地域外の中核病院に入院していたときに

［不適切な処置があった］［介護方法の指導がなかった］

という体験が語られた。患者が自宅に帰ってからどのよ

うなことに困るかということを、訪問看護師が病院側ス

タッフにも伝えていき、入院中も退院後も、引き続き本

人や家族が困らないように関係職種が協力し、互いに質

の向上を図っていく必要があると考えた。

［役場の送迎サービス］については、当地域独自のサー

ビスで、現状では利用価値の高いものになっている。何

が実際に役立つ支援であるかということを訪問看護師も

把握しておく必要があると考える。訪問看護師は、訪問

中、利用者と腰を落ち着けて話す機会も持て、日頃から

利用者のニーズを捉えやすい立場にあるため、生活の中

で利用者が何を求めているかを常に意識して、ニーズを

拾い上げ、関係職種や行政につなげていく役割があると

考えた。特に、過疎地域のサービスが少ない中において

は、今ある資源で誰と協力していくかを考えるため、利
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用者の思いや考えを幅広い分野に渡って捉え、よりよい

方策を得るために関係職種につなげることが重要になっ

てくる。表 4 における【医療体制への希望】の［医療

にかける予算を増やしてほしい］や［身近で入院できる

場所が欲しい］といった利用者の声は、財政上すぐには

実現困難かもしれない。しかし、利用者はこのようなこ

とを望んでいるという声を行政に伝えていくということ

は、今後の支援のあり方を考える上で重要なことである

と思われる。

Ⅵ．おわりに

今回の調査では、過疎地域で暮らす訪問看護利用者の

さまざまな思いや考えを聞くことができた。その中には、

即時の改善が難しくても、訪問看護師が積極的にかか

わっていくことで利用者の声を伝えるといった重要な役

割が果たせることが考えられた。

具体的には、過疎地域の特性を踏まえながら、介護者

が介護を前向きに受け止められる環境づくりをすること、

いつでもタイムリーな対応を保障すること、利用者の視

線を敏感に感じ取り人間関係を継続すること、過疎地域

の訪問看護師としての評価を示しさらなる自己研鑽を積

むこと、過疎地域における他サービスをモニタリングす

ることという役割が明らかとなった。今後は、これらの

役割を実践する上で、具体的にどのような課題があり、

充実に向けてどのような方策があるのかを検討していく

必要があると考えた。
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Ⅰ．研究の背景および研究目的

1．研究の背景

わが国では急速な少子高齢化のなかで、2006 年の国

民医療費は 33 兆 1276 億円となり、国民医療費の国民

所得に対する比率は 8.88% とその伸びは止まらない 1）。

そこで医療費の伸び率を抑えるために 1997 年から、医

療保険制度改革が始まり、2000 年に急性期病院加算の

要件として在院日数が新設され、平均在院日数の短縮化

が加速された。また、地域における医療機関の機能分化

がすすみ、地域医療との連携の実績が診療報酬にも反映

されることから、病院でも ｢ 退院支援 ｣ への関心が高まっ

てきた。そして、在院日数の短縮化により、退院後も医

学的管理や療養の継続が必要となることが予測され、自

宅または他施設において、安心して暮らせる条件づくり

としての退院支援が主要な課題となっている ｡

岐阜県においては、2004 年度から退院支援が看護の

質向上のための重要課題として取り上げられ、岐阜県健

康福祉部医療整備課が中心となって「退院調整と地域連

携推進事業」に取り組み、看護職者が主体的に地域と連

携しながら、質の高い医療を提供できる体制づくりを

推進してきた。また同年に、県内の 112 医療機関に退

院調整の実態調査を行い現状が把握された。その結果

2004 年の時点で退院支援の体制がある医療施設は、県

内 112 施設（県内全病院）中 39（48.1%）施設であり、

それは看護職者と他職者との協働による退院支援体制で

あった。病棟で主に退院支援を行っているのは 15 施設

（13.4%）であり、特別な体制がないと答えたのは 19 施

設（17.0%）であった。看護師の関わりの面で見ると、

退院調整看護師の配置を中心とした対応や、地域連携部

門の設置などが行われていた。しかし退院調整看護師は、

各医療施設内で単独で退院調整業務を行っている場合が

多く、その役割や成果については、明確にされていない

場合もあった。そして家族の介護力不足、社会資源の不

足、病院のシステム整備と人員不足などが退院支援の課

題としてあげられた。

また当該事業において 2005 年は「退院調整マニュア

ル」の作成に取り組み、2006 年度は、退院調整の体制

作りを模索している 10 施設を対象として、「退院調整

マニュアル」を活用した退院調整に取り組んだ。同年よ

り 3 年間「退院調整看護師育成のための研修」が開始

され、95 人の看護職者が研修に参加し退院支援の課題

に取り組んでいる 2）。　

退院支援の充実において重要なことは、基本的な考え

方を基盤として自施設において実際的に取り組むことで

あり、取り組む際には、「退院後に患者・家族が望む療

養生活が送れるためには入院時から退院後の療養生活を

視野に入れた病棟看護師の日々のかかわりが重要であ

る」という視点をもち、自施設の現状を把握しながら取

り組みを継続することであると考える。そこで、本研究

では、岐阜県内の一つの医療機関（以下病院と示す）に

おいて当該施設に適合する退院支援方法を開発するとと

もに、組織全体としての方法へと発展させる取り組みを

病院の看護職者と共に行ったのでここに報告する。
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2．研究目的

岐阜県内の過疎地域の基幹病院である A 病院におい

て、退院後に患者・家族が望む療養生活が送れるために

は入院時から退院後の療養生活を視野に入れた病棟看護

師の日々のかかわりが重要であるという視点を中核にお

き、病棟看護師と共に退院支援を実施し、退院後の療養

生活を視野に入れた退院支援方法を開発する。さらに、

当該病院の退院支援における組織的取り組みの充実を図

る。

3．用語の説明

退院支援とは、「個々の患者・家族の療養生活上のニー

ズに応じて、退院後の療養生活を安定させるために、患

者・家族への教育・支援や諸サービスの適切な活用を支

援すること」とする。

　

Ⅱ．研究方法

本研究の取り組みは、過疎地域の基幹病院であり、当

該取り組みの了解の得られた A 病院において実施した。

また、本研究は 2004 年度から 2007 年度までの 4 年間

にわたって行った看護実践研究であり、各方法と実際の

研究経過を、具体的な取り組み内容がわかるように図 1

に示した（図 1）。方法 1 の退院支援のニーズ調査の結

果をふまえて、方法 2 ではモデル病棟において看護師

と共に退院支援を行い、現状と課題を明らかにし、方法

3 においてその課題を解決するための退院支援プログラ

ムを作成した。方法 4 では、退院支援プログラムの試

行的取り組みを行い、方法 5 の病棟看護師への質問紙

調査によりその成果を明らかにすることとした。

本研究を、方法 1・2・3 の退院支援プログラム作成

までのプロセスと、方法 4、5 の退院支援の取り組みの

充実およびその成果との 2 部に分けて報告することと

し、今回は、前者の退院支援プログラム作成までのプロ

セスについて報告する。

1．退院支援における患者・家族のニーズを把握するた

めの調査

1）病院を退院した患者・家族への家庭訪問による聴き

取り調査

【調査期間】2004 年 9 月～ 11 月。

【調査対象者】病院を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）

のうち聴き取り調査の了承の得られた人。

【調査方法】退院後の患者の家庭を訪問し、下記の調査

内容にもとづき半構成型聴き取り調査を行う。

【調査内容】基本的事項（年齢、性別、病名、要介護度、

家族構成と年齢、既往歴）、退院指導の状況、退院後の

病状経過・ADL、退院後の治療・処置内容、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、病院のサービスおよび退院に際し

ての希望など。

【分析方法】聴き取り内容は聴き取り後すぐに調査票に

書き取り、その内容を要約して対象者別に分類する。 

   上記の訪問調査の聴き取り内容から、本研究の目的に

沿って退院支援に求めていたことを明らかにするため

に、｢ 退院後の経過 ｣｢ 退院時の指導状況 ｣「現在困って

いること」および「病院のサービスおよび退院に際して

の希望」に焦点を当ててニーズを抽出する。

2）病院に入院中の患者・家族への退院時の質問紙調査

による退院支援におけるニーズ把握

【調査期間】2005 年 10 月～ 11 月。

【調査対象者】病院の入院患者および家族。

【調査方法】病棟看護師より質問紙調査を依頼し、了解

の得られた協力者に対して質問紙を配布し退院時に回収

した。

【調査内容】質問紙記入者、患者の年齢、入院期間、入

院科、退院を告げられた時期、退院を告げられた時の不

安、不安の相談の有無、誰に相談したか、相談しなかっ

た理由など。

【分析方法】患者の年齢、入院期間、入院科の人数は単

純集計を行う。質問紙の自由記載の内容は意味ごとの文

節に分け分類する。

2．モデル病棟における退院支援の現状と課題の把握

（1）モデル病棟において病棟看護師と共に患者の退院

支援を実施し、その退院支援の経過を整理して重要な要

素を取り出す。

（2）病棟における退院支援の課題を明確にする。

3．退院支援の現状から退院支援プログラムの作成

把握された退院支援のニーズ・重要な要素を取り入れ

た退院支援プログラムを作成する。　

4．倫理的配慮

本研究における研究協力者には、研究目的および研究
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図 1　研究の内容・経過



方法について文書を用いて説明し、同意を得る。また、

研究のいずれの時点でも参加を取りやめることができる

ことを説明し、研究協力の有無によって不利益を被らな

いように配慮するとともに、研究協力者となる個人の人

権を擁護するために、研究結果を論文やその他の方法で

公表する際には匿名性を守る。研究データは、鍵の掛か

る場所に保管し、本研究目的以外に用いることをしない。

研究データは調査結果がまとまり、公表した時点で破棄

することとする。

本研究は岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の承認を

得ている。

Ⅲ．研究結果

1．取り組みを行った病院の現状と課題

A 病院は、人口 38,032 人（2009 年 4 月）、高齢化率

32.7%（2009 年 4 月）の B 市の基幹病院としての機能

を果たしている。病床数は 325 床で 6 つの病棟（内科、

外科 ･ 小児科、産婦人科、整形外科、脳神経外科、回復

期リハビリテーション病棟）よりなる。入院患者の平均

在院日数は 16.0 日（2009 年 4 月）である。2002 年度

に副院長直属の地域連携室が設置され、退院調整看護師

が専任化された。2004 年度には地域連携室が「サポー

トセンター」として開設され、2008 年度からは、地域

連携室の看護師長が退院調整看護師として医療ソーシャ

ルワーカーと連携しながら、退院調整の業務を担ってい

る。また退院支援に関わる病院内の委員会組織として、

継続看護委員会があり、各病棟より 1 人の看護師が委

員として参加している。

2005 年度には A 病院の退院調整看護師を含む継続看

護委員と看護大学教員との共同研究として、退院支援の

充実を目指して、既存のスクリーニングシートの内容を

検討し、新しい「退院調整スクリーニングシート」を開

発して、全入院患者の入院時アセスメントのツールとし

て 2 ヶ月間活用した。しかし、2006 年 1 月より電子カ

ルテシステムが導入され、退院調整看護師への依頼が入

力方式の「退院調整・医療相談依頼書」に変更されたこ

とで、紙面上の ｢ 退院調整スクリーニングシート ｣ は使

用されなくなった。

A 病院では前述したとおり 2002 年から退院調整看護

師が専任になり、患者、家族の意向を尊重した退院支援

が行われるようになった。しかし、病棟においては、入

院時には急性期の対応があり、退院後の療養生活を視野

に入れた支援を行うことは難しい現状があるのではない

かと思われた。

そこで今回は、まずモデル病棟を退院に向けて多様な

ケアが必要になる整形外科病棟と決定して、病棟の退院

支援事例を通して退院支援の現状と課題を把握し、患者・

家族のニーズに沿える退院支援方法を検討することとし

た。

2．A 病院を退院した患者・家族の退院支援におけるニ

ーズの把握

A 病院を退院した患者・家族が病院で受けた退院支援

に求めていたことを把握するために以下の聴き取り調査

を行った。

1）退院した患者・家族のニーズ

（1）対象者の概要

患者・家族への聴き取り調査は、家族のみに話を聴

いたものが 4 事例、患者と家族から話を聴いたものが 4

事例であった。事例の年齢は、60 歳代 3 人、70 歳代 3 人、

80 歳代 2 人で、性別は 8 人とも男性であった。病名は、

脳血管疾患 4 人、動脈炎 1 人、脊髄損傷 1 人、水頭症

1 人、食道がん 1 人であった。要介護度は要介護 1 が 1

人、要介護 2 が 1 人、要介護 3 が 1 人、要介護 5 が 3

人、不明が 2 人であった。各事例の退院後の経過は表 1

に示すとおりである。（表 1） 

（2）退院時の指導状況

退院時の指導状況は病棟看護師・退院調整看護師とも

に相談できたと述べた人は 2 人であった。退院調整看

護師から退院指導を受け相談できた人が 3 人、退院指

導を受けなかったと述べた人は 2 人、言語聴覚士の支

援を受けていると述べた人が 1 人であった。（表 1）

（3）現在困っていること

現在困っていることがあると答えた人は 4 人で、本

人の病状に対する不安や介護継続に対する不安が述べら

れた。また「介護保険料以外に衛生材料が約 4 万かかる」

など介護上の経済的な困難も述べられていた。（表 1）

（4）病院のサービスおよび退院に際しての希望

病院のサービスおよび退院に際しての希望について患

者・家族より語られた内容は、「退院調整看護師に相談

した。相談できるし、不安が取れる。勇気づけられる（a
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表１．退院後の経過、退院時の指導状況、現在困っていること、病院のサービスおよび退院に際しての希望
事
例

年
齢

聴き取
り対象 退院後の経過 退院時の指導状況 現在困っていること 病院のサービスおよび退院に

際しての希望

ａ

70
歳
代
男
性

家族
のみ

脳血管疾患・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。退院後は訪問看護師も関わり、
経口摂取を進め、誤嚥しなくなった。
水分摂取量が不足しているため排尿量
が少なく（500 ｍｌ＋α）尿混濁・浮
遊物がある。週 3 回点滴（1000 ｍｌ / 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 ( 夫 ) の嗜好が変
わっているので、難しい。
・本人が水分を取ろうとせず水
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。

・看護師はいい人だったが、『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』と話を聞
いてくれなかった。
・退院後に身体障害者手帳の取得時
に退院調整看護師に相談した。相談
できるし、不安が取れる。勇気付け
られる。　　　　　

ｂ

70
歳
代
男
性

家族
のみ

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。自宅では、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、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 ( 夫 ) の食事量が少ないこ
とが心配。・これ以上、寝たき
りに近い状態になると、主介護
者の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。
・介護者の妻も膝と腰が痛い。
もともと血圧が低くて疲れやす
い。

・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ひとなので、よ
く分かってくれている。　　　　　
　　　　

ｃ

80
歳
代
男
性

患者・
家族

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
回復した。

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。

・主介護者の娘はこれといって
( 困っていることは ) 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。

・ケアマネジャーがとても親身に
なって相談にのってくれる。
・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。退院調整看護
師にはなんでも話ができるので助か
る。

ｄ

60
歳
代
男
性

家族
のみ

脳血管疾患で入退院を繰り返しており、
2 月に心のう・肺水腫により A 病院に
入院した。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。

・本人 ( 夫 ) は気管切開をして
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。

・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し、人工呼吸
器はつけない。他県にいる次男が最
期に立ち会えるように配慮してほし
い。

ｅ

60
歳
代
男
性

家族
のみ

作業中に墜落して脊髄損傷となった。
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。退院後尿漏れが始まり、膀胱留置
カテーテルを挿入した。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。

入院時から在宅療養に
向けた準備として、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。

・主介護者の娘は、全面的に本
人 ( 父親 ) の介護を担っている。
今後母親の病気の治療を開始す
るため、一層大変になりそう（母
親の病気のことは、本人が動揺
するだろうと思って説明してい
ない）。

・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。

ｆ

60
歳
代
男
性

患者・
家族

脳血管疾患、右不全麻痺で入院した。
回復期リハビリテーション病棟に転棟
後退院となった。退院直後は横になっ
ていることが多かったが、身の回りの
ことは自立していて、畑仕事もできる
くらいに回復している。毎朝 40 分歩
いている。治療は A 病院脳外科に通
院中。受診時は妻が運転して乗せて行
く。言語療法にも２週間に１回通う。
右不全麻痺があり、右側に疼痛がある。 

言語聴覚士が「何でも
相談にのる」と声かけ
をしてくれた事が、心
の支えになった。

・本人は知人に「前と変わらん
な」と言われたのがショック
だった様子である。痛み、重い
ものが持てない、右眼がよく見
えない（1 月まで待って、眼鏡
を作れば今よりよくなるだろう
と言われている）。
・妻は困っていることは特にな
くここまで回復できてありがた
いと思っている。

・何か個人的なことで頼んだことが
あったが、やってもらえないことが
あった（内容は忘れてしまったとの
こと）。

ｇ

70
歳
代
男
性

患者・
家族

水頭症で、入院前は徘徊などの問題
行 動 が あ り、ADL も 徐 々 に 低 下 し て
いった。今回の入院でシャント術を
施行し、退院後は ADL は自立してい
る。通院時は嫁が車で送り迎えしてく
れる。デイサービスを週 3 回利用し
ているので、リクリエーションに参加
するなどし、運動機能も維持されてい
る。妻が主介護者である。緊急時は嫁
の自宅につながるようになっている。 

家族は特に退院指導と
いうかたちで指導は受
けていないと述べた。

・今特に困っていることはない。・退院時にどういう症状が出るか予
測がつかず、不安だった。
・外来受診時には看護師は忙しいの
で話しかけにくい。
・1 度予約票をもらったのに、予約
が入っていなくて、受診できないこ
とがあった。病院までは遠いので出
直すのは大変だった。

ｈ

80
歳
代
男
性

患者・
家族

食道癌（本人には告知していない）と
診断され、放射線治療が必要と診断さ
れたが、Ａ病院治療できないため他院
に転院し放射線治療を受けた。治療
終了後、Ａ病院に転院し、退院した。 
退 院 直 後 は、 座 位 の 保 持 も 困 難
だ っ た よ う だ が 病 状 は 軽 快 し、 室
内 歩 行（4 点 杖 か ら 1 本 杖 歩 行 に な
る ） も 可 能 と な っ て い た。 排 泄 も
ト イ レ に 自 力 で 行 け て い た。 食 事
は、 嘔 気 も な く な り、 茶 碗 8 分 目 の
ご飯が食べられるようになっていた。 

退院時医師から看護師
に介護の方法を教えて
もらうようにと話があ
り、看護師とも約束し
ていたが、結局、時間
がとれずに介護のアド
バ イ ス な し で 退 院 し
た。

・本人（義父）はこの病気があ
ることが一番困っている（食べ
物が詰まる。膝の具合が悪い）
・本人は家の外を歩いて見てい
ないので、田畑が気になる。今
は困っていることは特にない。
・主介護者の嫁、困った時に相
談できる人は、ケアマネジャー
と近医の妻であり、何かと普段
から相談にのってもらってい
る。

・病院で検査がある時、検査の目的
や内容・結果を本人には話をしてく
れるが、家族には話してくれなかっ
た。後で、家族が本人に聞いても忘
れてしまっているので家族にも説明
がほしい。
・２つの病院に入院していたので、
病院のカラーがあると思った。



氏家族）」「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（b 氏家族）」や「何でも話ができ

るので助かる（c 氏家族）」などがあった。

また、その半面「退院時にどういう症状がでるか予測

がつかず不安だった（g 氏家族）」「検査の目的や内容・

結果を本人には話をしてくれるが家族には話してくれな

かった。後で家族が本人に聞いても忘れてしまっている

ので家族にも説明がほしい（h 氏家族）」など、本人・

家族に対する説明を望んでいた。また、「ケアマネジャー

がとても親身になって相談にのってくれる（c 氏家族）」

など専門職に気軽に相談できると安心できることが述べ

られていた。（表 1）

2）入院患者の退院時のニーズ

退院調整看護師と筆者との共同研究として「患者の退

院後の生活をよりよくするための退院支援方法を検討す

る」という意図で、入院中に受けた退院支援についてど

のように受け止めたかを知るために退院時に質問紙調査

を行った。

（1）対象者の概要

入院患者 295 人に対して質問紙調査を依頼し、135

人から回答が得られた（回収率 45.8%）。

回答者の入院病棟の内訳は、内科 24 人、外科 ･ 泌尿

器科 14 人、産婦人科 7 人、小児科・混合 41 人、整形

外科 21 人、脳神経外科 21 人、回復期リハビリテーショ

ン 7 人であった。質問紙記入者は本人が 96 人、家族が

26 人、無回答が 13 人であった。

患 者 の 年 齢 は、65 歳 以 上 が 69 人（51.1%）、50

～ 64 歳 が 28 人（20.7%）、20 ～ 49 歳 が 20 人（ 約

14.8%）であった。

入院期間は、1 ～ 2 週間未満が 48 人（35.6%）、と一

番多く、次いで 1 週間未満が 27 人（20%）、1 ヶ月以

上が 24 人（17.8%）、2 ～ 3 週間未満が 20 人（14.8%）、

3 ～ 4 週間未満が 5 人（3.7%）であった。

（2）退院支援に関する記載内容

①退院を告げられた時期

退 院 2 ～ 3 日 前 が 49 人（36.3%）、 退 院 前 日 が 9

人（6.7%）、退院当日が 2 人（1.5%）であり、退院を

告げられてから退院するまでが 3 日以内の場合が 60

人（44.4%）であった。そのほか入院して数日後 13 人

（9.6%）、退院 1 週間前 12 人（8.9%）となっていた。

②退院を告げられた時の不安

不安があったと回答した人が 24 人（17.8%）、特にな

しが 91 人（67.4%）、無回答が 20 人（14.8%）であった。

不安内容として自由記載された内容を分類すると、「家

での生活に対する不安（5 人）」「病状悪化に対する不安（5

人）」「退院が早すぎる（4 人）」「病状についての説明が

ほしい（2 人）」「体力低下が心配（1 人）」「介護に対す

る不安（1 人）」「仕事復帰への不安（1 人）」などがあった。

③不安の相談の有無

不安を相談したと回答した人は 18 人（13.3%）であ

り、相談しなかったとの回答は 33 人（24.5%）、無回答

が 84 人（62.2%）であった。

④誰に相談したか

不安を相談した 18 人の相談相手は、病棟看護師 13

人、医師 10 人、退院調整看護師 2 人、病棟師長 1 人、

病棟師長 1 人であった。

⑤相談しなかった理由

相談しなかった 33 人の理由として「誰に相談してよ

いかわからなかった」と答えた人が 5 人であった。　

3．モデル病棟における退院支援の現状の把握と課題の

明確化

1）モデル病棟における退院支援の実際

モデル病棟において病棟看護師とともに退院支援を行

い、その退院支援経過より現状を把握した。退院支援の

実施においては方法 1 における調査より、患者・家族は、

退院後の生活についての予測や、不安を軽減するための

説明を望んでおり、病状や生活に対する不安を気軽に相

談できることを望んでいると捉えられたことから、これ

らを踏まえて病棟での退院支援を行った。

事例 C 氏（80 歳代後半女性）は、左大腿骨頚部外側

骨折で観血的骨接合術を施行しており、息子と 2 人暮

らしであること、退院後に ADL の低下が予測されるこ

とより、入院時より退院調整看護師による支援が依頼さ

れた。4 週目ごろより原因不明の発熱、食欲不振、下痢

が続いていたが、本人は家に帰りたがっていた。しかし、

同居家族である長男の意向の確認ができていなかったた

め、本人・家族の意向の確認、退院に向けた方針の共有

のために多職種参加のカンファレンスが開催された。話

し合いの結果、在宅に退院することが決まり、退院まで
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のリハビリ期間を 1 ヶ月として、在宅に向けての目標

を食事摂取が自力でできること、車椅子移乗が可能にな

ることとした。5 週目頃より胸水貯留が著明となり、心

不全の急性憎悪と診断され、6 週目には内科病棟に転科・

転棟し、治療を受けた。

入院 10 週目には、病状は一進一退の状況ではあった

が、ADL は徐々に拡大してきた。その状況で、在宅で

の療養生活に向けたケア会議が開催された。そこで、退

院までの支援内容が話し合われ、病棟看護師は、理学療

法士に確認しながら、本人がベッドから車椅子、ベッド

からポータブルトイレへの移乗がスムーズにできるよう

に援助していくこととした。退院調整看護師は介護保

険の意見書の確認を行い、退院が決まったらケアマネ

ジャーに連絡することとした。ケアマネジャーは、ベッ

ドの手配、ポータブルトイレの確認、デイサービスへ

の手配をすることとなった。サービスの利用について

は、訪問介護の利用は、退院後の様子を見て検討するこ

ととし、デイサービス週 2 回、福祉用具貸与（ベッド）

を利用することとした。そして 12 週目に試験外泊の後、

退院となった。退院後にモデル病棟看護師と筆者が家庭

訪問を行い、家族のサポートを得ながら、本人の望む生

活が送れていることを確認した。

2）病棟の退院支援から明らかになった退院支援に重要  

な要素と課題

事例の退院支援経過から、本人、家族それぞれに退院

に向けた意向があり、入院早期にその意向を聴いて、本

人・家族の望む生活に向けた アセスメントが必要であっ

た。

また事例の場合、入院時カンファレンスで医療職者・

患者・家族間での目標の統一ができたことや、退院前に

ケアマネジャーも参加するケア会議を開催したことで在

宅生活に即した話し合いができ、自宅での療養生活への

移行に向けて効果的であった。

そして、モデル病棟での受け持ち看護師と筆者が家庭

訪問を行い、本人・家族の望む生活が送られていたこと

を確認できた。

このように事例の退院支援経過を振り返ることによっ

て、そこから退院支援に重要な要素として、「退院後の

生活の視点を持った入院時アセスメント」「医療職者・

患者・家族間でのケア目標の共有」および「退院後の生

活状況の把握」が抽出された。

病棟の通常の退院支援では、入院時のアセスメントは

各受け持ち看護師に任されており、入院時の多職種によ

るカンファレンスはほとんど行われていなかった。また

病棟師長は、医師・リハビリスタッフとの目標の共有の

場であるリハビリカンファレンスが開催されていないこ

とを病棟の課題と捉えていた。そのように、退院支援に

重要な要素を看護実践に取り入れて行うことが病棟の退

院支援の課題であった。

3）退院支援の現状に基づく退院支援プログラムの作成

退院支援に重要な要素を含めた退院支援プログラム案

を作成し、病棟の課題を含めて共有するために病棟ス

タッフに説明した際に、「入院時カンファレンスを開く

時期」「家族の意向を聞く時期」の判断が難しいという

意見が出された。そこで、退院支援プログラム案におけ

る入院時から退院時までの流れを再度検討し、退院後の

生活の視点を持った入院時アセスメント、医療職者・患

者・家族間でのケア目標を共有するためのカンファレン

ス（リハビリカンファレンス）、地域の専門職者を含む

退院前カンファレンス（ケア会議）、退院後の生活状況

の把握を含めた「退院支援プログラム」として改善した

プログラムを作成した（図 2）。

プログラム作成後は、当該プログラムを試用できるよ

うに、まず、退院後の生活の視点をもった入院時アセス

メントのために「退院調整スクリーニングシート」の積

極的活用を促した。それらにより、当該病棟では退院

支援プログラムの試行的取り組みが実施されるに至っ

た。この退院支援プログラムの取り組みについてはその

2 で報告する。

Ⅳ．考察

患者・家族のニーズをもとにどのような支援が求めら

れているかを的確に判断してそこから考えていくことが、

退院支援方法の開発において重要な視点である。そこで、

退院後の療養生活を視野に入れた退院支援の開発につい

て、患者・家族のニーズを基軸として考える。この報告

では退院支援プログラムの開発に焦点をあてて述べる。

1．退院支援における患者・家族のニーズ

A 病院を退院した患者・家族に退院支援に関する聴き

取り調査を行い、具体的な介護方法の指導を受けずに退
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院している場合があることがわかった。また、退院時の

質問紙調査では、退院と告げられてから退院までの期間

が 3 日以内の場合も多かった。このように退院を告げ

られてから退院までの期間が短い場合、本人・家族は心

の準備も家の準備もできない状況で退院することになり、

不安を抱いている。そのため自宅での療養生活に向けた

準備状況を判断し、患者・家族が納得して退院できるよ

うに、入院時からの計画的な準備を必要としていると考

えられた。

病院のサービスおよび退院に際しての希望について述

べられたことでは、退院調整看護師が退院後も相談でき

る存在として、患者・家族に安心感を与えていることが

分かった。そして、退院後に言語聴覚士やケアマネジャー

などの専門職に相談することで安心感を得ていることも

把握できた。これより患者・家族は退院後に相談できる

体制を求めていることが把握できた。

上記より退院支援に関する患者・家族のニーズを「退

院後の療養生活に向けた計画的な準備」「退院後の相談
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図 2　退院支援プログラム
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図２．退院支援プログラム

スクリーニングシートの記入 

本人・家族の意向の確認 

リハビリカンファレンスを企画 

再度本人・家族の意向の確認 

リハビリカンファレンス開催 

チームカンファレンス 

（リハビリカンファレンス内容の共有） 

退院前カンファレンス 

(ケア会議) 

試験外泊 

退院 

外来看護師との連携 

家庭訪問 

退院調整看護師の支援の必要性の検討 

家族によるリハビリ見学の調整 

目標の確認                

目標達成に向けた本人への看護計画 

家族への支援についての看護計画立案                     

 

出席者：医師、理学療法士、受け持ち看護師、（退

院調整看護師） 

本人・家族                                                  

検討内容：医師による病状・治療方針の説明、理学

療法士によるリハビリ状況の説明、受け持ち看護

師による入院前の生活状況、本人・家族の意向の

説明、各職種間で目標の共有             

・リハビリカンファレンス開催にあたり日程調整  

（医師、理学療法士との時間調整）を行う 

・手術患者は手術日の翌週に行い、リハビリ入院患

者はオーダーが出た翌週に行なう         

・項目に○がついた場合、退院調整看護師に退院支

援を依頼 

・75 歳以上の患者は、スクリーニングシートを記載

し、スキャナーを用いてカルテに掲載する                     

・転院・施設の場合、MSW・退院調整看護師との面談

を勧める  

・介護保険申請の有無・要介護度変更の有無の確認 

出席者：医師、受け持ち看護師、退院調整看護師、外

来看護師、理学療法士,ケアマネジャー、本人、家族                                                   

検討内容：・現在の患者のＡＤＬの状況、・患者・家族

の療養生活に対する思いの確認 ・在宅でのＡＤＬ介

助の具体的な方法 ・退院までの患者への援助内容 

・家族の協力体制 ・サービスの利用 

外泊前に、家での生活状況、困難点の有無を確認する 

本人・家族の意向の再確認、・外泊に当たっての準備をする（物品、

生活上の注意点等） 

帰院後在宅での生活状況を把握し、支援が必要なことに対応する。 

退院時必要な物品の確認 

帰宅手段・時間の確認 

必要書類の確認（退院療養計画書など） 

退院サマリの記載 

訪問看護指示書の確認 

外来で継続支援が必要なケア内容を提案する    

外来通院時の状況把握：外来看護師より、外来受診時の状況

を報告してもらい、支援の必要であれば外来看護師に支援を

依頼する  

支援が必要な状況があった場合：外来通院をしている場合は外来

看護師に連絡をして支援を依頼する。他院に通院している場合は

退院調整看護師に連絡し、外来または診療所の看護師と連携して

支援を行う 

必要時、退院調整看護師に支援を依頼する 

                   



体制の整備」と捉えた。それは、樋口らの退院支援の要望・

意見の分析により抽出されたニーズの 5 コアカテゴリ

「対象者の意思を尊重した退院準備」「療養継続に向けた

ケアの計画的指導」「退院後の生活を見据えた社会資源

の紹介」「対象者にわかる連携体制」「対象者に伝わる診

療看護体制」3）と共通している。そこで、患者・家族の

ニーズに基づいた退院支援方法の開発を試みた。

2． 退院後の療養生活に向けた退院支援プログラムの開

発

患者・家族の退院後の療養生活に向けた計画的な準備

のためには、看護職者は、入院時に患者・家族の意向を

確認し、患者・家族の退院後の療養生活を把握したうえ

で、退院の時期や退院時の回復状況を判断し、入院中に

どのような支援が必要であるかを的確に判断する必要が

ある。そして自宅での療養に向けた目標設定、計画立案

は関連職種と連携をして、患者・家族とも話し合って計

画的に進めていく必要がある。

そこで、退院に向けた計画的な準備のための退院支援

の方法とその開発については、以下の事項が重要である

と考えられた。

1）事例の退院支援経過から退院支援に重要な要素を抽

出すること　

事例の退院支援経過を振り返ることによって、そこか

ら退院支援に重要な要素が導き出された。それらは、退

院後の生活の視点を持った入院時アセスメント、医療職

者・患者・家族間でのケア目標の共有、および退院後の

生活状況の把握であった。これらの 1 つ 1 つについて

具体的にどのように実施するかを考えることとなった。

（1）退院後の生活の視点を持った入院時アセスメント

スクリーニングシートを用いた入院時アセスメントの

利点は、受け持ち看護師が退院支援の必要性を早い段階

で判断し、患者・家族の意向を確認しながら一緒に退院

時のイメージを共有し 4）退院支援計画を立案できるこ

とにある。今回の取り組みでは、以前使用されていた「退

院調整スクリーニングシート」をモデル病棟用に修正し、

患者・家族の意向を入院時と手術後 2 週間の 2 回確認

して記載する欄を設けて、入院時アセスメントのツール

として用いることとなった。

（2）医療職者・患者・家族間でのケア目標の共有

事例の場合は、入院時カンファレンスにおいて、医療

職者・患者・家族間での退院時の目標の統一ができ効果

的であった。以前にモデル病棟の研究的取り組みとして、

全事例に医師・理学療法士・看護師の参加する「リハビ

リカンファレンス」を行っていたこともあり、リハビリ

カンファレンスなら開催できるのではないかという意見

が出され取り組みにつながった。

また、退院前に退院後の在宅生活に向けてのケア会議

を開催したことで、医療・介護のニーズを地域の関連職

種と共有し、患者・家族の意向も再確認しながら調整し

ていく機会となり、スムーズな自宅での療養生活への移

行に向けて効果的であった。これらのカンファレンス

はケア目標の共有の機会だけでなく、それぞれの専門職

にとって退院支援における自身の役割を認識するきっか

けとなる。病棟看護師にとってもアセスメントに社会的

側面や生活の視点が加わり、アセスメント能力が向上す

るとともに在宅での療養生活に向けた支援が可能になり、

退院支援においては欠かすことができない 5）と考える。

このように患者・家族に関係する専門職が退院時の状況

を共有して、連携しながら継続的に関わっていけるよう

にケア体制を整えることが、退院後の療養生活の安心に

つながり、患者・家族ニーズに応えることにつながる。

（3）退院後の生活状況の把握

事例の場合は、モデル病棟での受け持ち看護師と筆者

が家庭訪問を行い、本人・家族の望む生活が送られてい

たことが確認でき、退院支援の評価が行えた。実際に退

院支援の後患者がどのような療養生活を送っているのか

を病棟看護師が把握することは難しいが、確認は必要で

あり、退院後に外来看護師、訪問看護師、保健師、およ

びケアマネジャーと連携して退院後の療養生活を把握し、

継続した支援を行うことが重要であると考える。

2）退院支援に重要な要素を取り入れた退院支援プログ

ラムを作成し共有すること

平田は、急性期病院において患者・家族に対し早期退

院の理解と安心を得るためには、患者・家族とともに全

スタッフが情報と目標を共有する事が重要とし、退院後

の生活を考えた各職種による計画的な指導や支援を行い、

転院・入所先または在宅へつないでいく退院計画システ

ムを構築している 6）。モデル病棟でも事例の退院支援経

過から抽出した退院支援に重要な要素を含め、入院時か

ら退院時までの流れを示した「退院支援プログラム」を
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考案したことで、病棟での退院支援プログラムの試行的

取り組みにつながったといえる。

以上より、患者・家族の退院後の療養生活に向けた計

画的な準備のために、病棟の看護実践に適合した退院支

援プログラムを作成し、それに基づく退院支援の取り組

みを行うことが効果的であると考え進めることとする。
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Ⅰ．はじめに

特別養護老人ホーム（以下、特養とする）を対象とし

た平成 18 年度の介護保険制度改正の中で、特記すべき

一つは、重度化対応加算と看取り介護加算が創設された

ことである。この算定にあたっての要件には、看護責任

者として常勤の看護師の在職、看取り介護指針の策定、

施設における看取り介護に関する家族への説明、家族の

同意に基づく看護・介護計画の作成、個室の確保などが

挙げられている。これは、入所者の高齢化や重度化など

に即した適切なケアの意識を評価するものとして位置づ

けられている。なお、平成 21 年度からは、看取り介護

加算は、「重度化対応加算の要件のうち看取りに関する

要件を統合するとともに、施設内における看取りの労力

を適切に評価するため、看取りに向けた体制の評価と看

取りの際のケアの評価を別個に行う」1）こととなった。

看取り介護について、筆者らの平成 13 ～ 17 年度に

おける A 県全特養を対象とした調査 2,3）では、死の看取

りを行う方針として明言している特養は、約半数であっ

た。しかし、18 年度の介護保険制度改正により、今後、

施設での看取り介護は推進されるものと予測できる。

今回、平成 13 年度より本学の全実習（1・3・4 年次）

の受け入れ施設であり、全学的な取り組みである看護

実践研究指導事業註 1）や共同研究事業註 2）にも参画して

いる特養 B 施設（以下、B 特養とする）において、平成

18 年度、看取り介護の実践を標榜できる施設として準

備が始められ、その取り組みの支援の要請に応じて、看

取り介護の体制を含む終末期ケアの指針・マニュアル

作成に参画した。なお、この B 特養は、本取組以前は、

基本的には看取らない方針の施設であり、看取り期には

協力病院に依頼する対応であったが、身元引受人がいな

い長期入所者など、例外的・限定的に施設職員は職員間

の合意の下で死の看取りを行ってきており、施設で死の

看取りを行うことの必要性を感じていた。

そこで本研究は、この B 特養における看取り介護実

現に向けての取り組みを報告し、入所者・家族、そして

職員にとっても、入所者が B 特養で最期を迎えること

ができて良かったと思えるような看取り介護実現に向け

ての今後の課題を検討することを目的とする。

なお、本研究では、終末期ケアを「近い将来に死が近

づいている状態にある高齢者へのケア」、死の看取りを

「死期が近づいていることを予測した上で、入所者と家

族が死を迎える準備をすることを意識した支援をするこ

と」とする。

Ⅱ．方法

B 特養では、看取り介護を行うことの必要性を職員

個々では感じていたものの、それを共有する機会がな

かったため、本取組では、まず、B 特養における看取り

介護実践に対する職員の意識調査を実施し、さらにその

結果の報告会を実施した。

また、B 特養の看取り介護に関する基本的な考え方や

姿勢を明確にし、さらに職員の看取り介護への共通理解

を得るために、検討会において、意識調査およびその結

果報告に対する職員の感想・意見、これまでに死の看取
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B 特別養護老人ホームにおける看取り介護実現への取り組みと課題
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りを行った事例から課題を整理し、看取り介護の体制を

含む終末期ケアの指針・マニュアルについて検討した。

具体的な方法は、以下に示す。

1．B 特養における看取り介護実践に関する職員の意識

　  調査

B 特養で働く全介護職および全看護職を対象とし、そ

の内訳は介護職 46 名、看護職 4 名である。調査は、自

記式質問紙を作成し、配票留置法で実施した。質問紙と

回収用封筒は筆者が準備し、配付については、看護主任

･ 介護主任を通じて、職員に口頭と文書で依頼した。ま

た、回答した質問紙の回収は一緒に配付した封筒に入れ

て封をし、各主任へ手渡しまたは設置した回収袋に提出

することも説明してもらった。

調査内容は、（1）B 特養での死の看取りの経験につい

て、（2）死の看取りを通じて、①良かったこと、②困っ

たことやジレンマに感じたこと、③課題と思うこと、（3）

B 特養で終末期ケアを行う利点 ･ 障害、（4）B 特養で終

末期ケアを行うにあたり、①大切なこと、②不安なこ

と、（5）B 特養、看護職・介護職、教員に望むこと、（6）

その他、終末期ケアを行うことについて考えていること、

である。なお、回答方法は、（1）は死の看取りの経験

の有無を単数回答、（3）は終末期ケアを行う利点およ

び障害として該当する項目全てを選択してもらった。ま

た、（2）および（4）～（6）については、自由記述と

した。調査時期は、平成 18 年 12 月で、12 日から 14

日に配付し、19 日から 31 日にかけて回収した。分析

対象は、回答が得られた介護職 46 名と看護職 4 名の内

容で、完全回答でなくても回答部分は分析対象とし、調

査内容（1）および（3）は単純集計、（2）および（4）

～（6）は 1 意味 1 文に整理して質的・帰納的に分類・

整理した。

倫理的配慮は、まず、施設長・事務長に調査の趣旨 ･

方法および回答は無記名であり、強要するものではない

こと、また、得られた回答は量的・質的に分析し、その

結果は職員に報告する機会を持つことを口頭と文書で説

明して了解を得、次いで、看護主任と介護主任に同様に

説明して了解を得、さらに調査対象者には、調査用紙と

同内容の説明文書を同封し、調査用紙の回答をもって同

意を得たこととした。

2．上記 1 の調査結果の報告に対する職員の感想・意見

　  の調査

上記 1 の調査結果の報告会の実施について、事務長

を通じて全職員に参加を呼びかけ、報告会に参加した施

設職員 29 名を対象とした。

調査方法は、調査結果の報告後、まず報告したことに

ついて、①自由に感想・意見を聞いた。さらに、これに

十分な時間をとれなかったことから、②白紙を配布して、

感想・意見の記述を求めた。①については、報告を聞い

ての感想・意見について語られた内容を逐語録にし、意

味を損なわないように要約して、質的に分類整理した。

②については、記載された内容を、質的に分類整理した。

また、報告会は、より多くの職員が参加できるように同

じ内容の報告を 2 回に分けて開催し、従来型特養で働

く介護職・看護職を対象にした報告会（平成 19 年 3 月

6 日）とユニット型特養で働く介護職・看護職を対象に

した報告会（平成 19 年 3 月 29 日）を実施した。

なお、倫理的配慮として、参加者には、報告会前に、

本取組の趣旨、①で得られたデータ処理に際しては個人

名を加工すること、②については無記名で回答を得て個

人が特定されないことを説明し同意を得た。さらに、②

については報告会が終了した直後に回収し、回収をもっ

て了承が得られたとした。

3．看取り介護の体制を含む終末期ケアの指針・マニュ

       アル作成の検討

看取り介護の実現に向けての看取り介護の体制を含む

終末期ケアの指針・マニュアルの検討は、事務長、看

護主任、介護主任、本学教員 2 名の 5 名が、平成 18 年

10 月～平成 19 年 7 月までの月 1 回、1 時間半程度の

時間で行った。その際、上記 1・2 の調査結果とこれま

で看取った 4 事例の看護・介護記録を資料に課題を整

理し、看取り介護の体制を含む終末期ケアの指針・マニュ

アルについて検討した。検討会の概要は、表 1 に示し

ているとおりである。

Ⅲ．結果

1．B 特養における看取り介護実践に関する職員の意識

      の現状

介護職 46 名、看護職 4 名の計 50 名の全職員から回

答が得られた。
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1）B 特養での死の看取りの経験について

B 特養での死の看取りの経験は、「あり」「なし」とも

に 25 名（50.0%）であった。

2）死の看取りを通じて、良かったこと・困ったことや  

 ジレンマ・課題と思うこと

死の看取りを通じて良かったことは、17 名の職員か

ら 27 記述の回答が得られ、表 2 に示しているとおり、【自

然で安らかな死を迎えられたこと】【家族の満足感が得

られたこと】などの 9 つに分類された。

死の看取りを通じて困ったことやジレンマに感じたこ

とは、19 名の職員から 21 記述の回答が得られ、表 3

に示しているとおり、【家族間で意見の相違があること】

【家族の協力が得られないこと】などの 11 に分類された。

課題と思うことについては、21 名の職員から 29 記

述の回答が得られ、表 4 に示しているとおり、【終末期

ケアにおける個室の確保】【終末期ケアにおける職員の

配置】などの 9 つに分類された。

3）B 特養で終末期ケアを行う利点・障害

B 特養で終末期ケアを行う利点は、46 名の職員から

回答（複数回答）が得られ、表 5-1 に示しているとおり、

最も多かった回答が、「過剰な医療をせず自然な死を迎

えられる」33 名（71.7%）、であった。また、B 特養で

終末期ケアを行う障害は、44 名の職員から回答（複数

回答）が得られ、表 5-2 に示しているとおり、最も多かっ

た回答が、「現在の医師・看護 ･ 介護の体制では困難で

あること」、「他の入所者への対応時間の確保が困難にな

ること」でいずれも 26 名（59.1%）であった。

4）B 特養で終末期ケアを行うにあたり大切・不安なこ

     と

大切なことは、44 名の職員から 59 記述の回答が得

られ、表 6 に示しているとおり、【入所者・家族の看取

りに関する事前確認】などの 10 に分類された。不安な

ことは、39 名の職員から 41 記述の回答が得られ、表 7

に示しているとおり、【職員が少ない夜間や急変時の対

応】などの 8 つに分類された。

5）終末期ケアを行うにあたって、B 特養、看護職・介護職、

    教員に望むこと

表 8 に示しているとおり、B 特養に望むこととして、

【家族が宿泊・休息できる部屋の確保】【終末期ケア専用

の個室の確保】などに分類された。介護職が看護職に望

むこととして、【夜間・休日、急変時の看護体制の充実】【苦

痛緩和の方法】などに分類され、看護職が介護職に望む

こととして、【介護・看護の共通認識】【終末期ケアに対

する不安の軽減】に分類された。教員に望むこととして

は、【よりよい終末期ケアの体制作り】【死生観の充実化】

などに分類された。

6）その他、終末期ケアを行うことについて考えている      

    こと

14 名の職員から 18 記述の回答が得られ、表 9 に示

しているとおり、【その人の意思に添ったケアの必要性】

【終末期ケアに関する情報・学習の機会の必要性】など

の 9 つに分類された。

2．調査した「B 特養における看取り介護実践に関する 

       職員の意識」の結果報告に対する職員の感想・意見 

       の調査結果

従来型の介護職・看護職を対象とした報告会は、介

護職 10 名・看護職 3 名の計 13 名の参加が得られ、ユ

ニット型の介護職・看護職を対象とした報告会は、介護

職 13 名・看護職 2 名および事務長の計 16 名の参加が

得られた。

表 1　検討会の概要
検討会 実施日                                  内容の概略
第 1 回 18.10.3 看取り介護の体制を含む終末期ケアの現状把握 

・これまでに施設で看取った実践事例 
・終末期ケアに使用している資料の確認 
・施設方針の変更についての職員への説明、など 

第 2 回 18.11.9 終末期ケア実施に関する意識調査の実施について
第 3 回 18.11.29 死の看取りの実践事例 3 事例より課題を整理
第 4 回 19.1.17 死の看取りの実践事例 1 事例より課題を整理
第 5 回 19.2.15 看取り介護の体制を含む終末期ケアの指針の検討 

意識調査の結果より課題を整理 
第 6 ～ 10 回 19. 3.15、19.4.13 看取り介護の体制を含む終末期ケアの指針・マニュアルの検討

19. 5.15、19.6.15
19. 7.25
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表 2　死の看取りを通じて良かったこと                                                         （ ）内は記述数

分類 回答内容の例
自然で安らかな死を迎えられたこと（8） 無理矢理な医療行為をせず、自然な形で死を迎えられたこと。

苦しまれる事なく安らかに最期を迎えられた。
家族の満足感が得られたこと（5） 家族に喜んでもらった。

家族が満足していた。ありがとう、お世話になりましたと不満がなかった。
家族や職員に見守られながら最期を迎え
たこと（3）

一緒に生活をしているワーカーと最期を過ごしたこと。
家族に看取られ昇天していくこと。

入所者・家族の意思に添えたこと（2） その人にどうしてあげたら少しでも日々を楽にまた楽しく過ごしてもらえるかなと考え、行
動できたことが良かった。
家族の意思に添えた。

死の看取りを行う準備ができたこと（2） 最期が近づいてきている事がわかったこと。
死に対する心の準備も自分自身できていて、焦りなく安らかな最期を看取れたこと。

他入所者に配慮できたこと（1） 家族、スタッフ共に身体状況の状態を心得る事により、他入所者、入所者の方々に影響を与
えることなく、すみやかに対応できたこと。

生きる喜びを教えてもらったこと（1） 生きる喜びを教えてもらった。
死の看取りが経験できたこと（2） 経験させていただけたことに感謝の思いがわいたこと。

人はこうやって亡くなるのだと知る事ができた。
入所者の最期に立ち会えたこと（3） 介護させて頂いた方の最期を看取れたことは良かったと思う。

継続して最期までその方に関わらせて頂けたことが良かった。

表 3　死の看取りを通じて困ったことやジレンマに感じたこと                                                  （ ）内は記述数

分類 回答内容の例
家族間で意見の相違があること（3） 親戚と身元引受人の意見が違い、直前まで看取るか入院かで言い争ったこと。

家族の意見の相違があり、それを調整できなかったこと。
家族の協力が得られないこと（3） 死というものは家族に看取られることが一番、施設でも付き添ってもらえないこと。

家族に連絡してもなかなか来所して頂けなかったこと。
嘱託医・看護職が不在の夜間における介
護職の責任の重さ・辛さ（4）

看護師・医師が夜勤帯は不在の為、責任が重い。
夜間、一人であるため、不安はある。具体的にどういう状態で看護師を呼べばいいか、わか
らない部分がある。

死の看取りの経験が不足していること（3） 施設側もターミナルの対応に慣れておらず、その時（死を迎える時に）バタバタしたこと。
静かに家族と過ごして頂きたい。

不適切な終末期ケアがされていること（1） ターミナルだからといって、食事が食べられないのに「少しでも食べないといかんよ。よけ
いえらくなってしまうよ」と声かけをし、涙を流しながらも一生懸命食べられる姿をみて何
とかして欲しいと思った。

チームでの連携が不足していること（2） チームケアがより以上必要であることの周知が不足していたように思った。
家族に連絡する判断の困難さ（1） どういうタイミングで家族に知らせるか。
入所者の意思確認の困難さ（1） 本人の意思はどうだったのか、最期まで分からなかった事。
家族が突然意思を変更すること（1） 家族が急に病院へ搬送して欲しいと言われたこと。
食事を食べないこと（1） 食事介助の時食べてもらえない事。
つい涙もろくなること（1） つい涙もろくなってしまうこと。

表 4　死の看取りを通じて課題と思うこと                                                          （ ）内は記述数

分類 回答内容の例
終末期ケアにおける個室の
確保（5）

家族が見守れる個室があるとよい。
家族に対しての環境作り（ベッド・ソファの設置）

終末期ケアにおける職員の
配置（4）

ターミナルケアの実施される施設では、夜勤帯の看護師一人は施設内に待機する態勢でありたい。

家族との連携（7） 家族の思いを統一させること
家族との話し合い
家族の協力が必要

職員間・医療の連携（3） 全ての職種が一丸となり、取り組むことが大切であるのかな ? と思う事。
医療との連携も不可欠

終末期ケアのマニュアル化
（3）

もっと詳しくターミナルの方への対応をマニュアル化する。
マニュアルを作る。読んでもらう。

職員の教育（2） スタッフの知識をもう少しつけていく。
勉強会をする。ミーティングをする（経験を話し合う）。

職員間の意思の統一（2） 看取りプランに基づき、スタッフが統一したケアをしていくこと。
スタッフの思いを統一させること。

入所者・家族の意思を尊重
（2）

本人がどのように望まれているか、家族はどのように考えているのかを十分に聞くこと。
自分の家族だったらどうしただろうかを考えていきたい。

経験の積み重ね（1） 積み重ね、経験が必要。
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表 5-1　施設での終末期ケアを行う利点                                                                                                                n=46（複数回答）

利点
入所者や家族の
希望が実現でき
る

入所者にとって
住み慣れた場所
で最期を迎える
ことができる

家族が安心して
付き添える

その人らしい最
期を看取ること
ができる

過剰な医療をせ
ず自然な死を迎
えられる

特養は終の住処
であり、終末期
ケアは当然のこ
とである

その他

人数 30 19 17 16 33 5 3

   % 65.2 41.3 37.0 34.8 71.7 10.9 6.5 

表 5-2　施設での終末期ケアを行う障害                                                      n=44（複数回答）

障害
特養は生活の場
であり、医療の
場ではない

現在の医師・看
護 ･ 介護の体制
では困難である
こと

介看護の業務が
煩雑化すること

他の入所者への
対応時間の確保
が困難になるこ
と

その他

人数 24 26 20 26 4

   % 54.5 59.1 45.5 59.1 9.1 

表 6　施設で終末期ケアを行うにあたり大切なこと                                             （ ）内は記述数

分類 回答内容の例
入所者・家族の看取りに関す
る事前確認（8）

入所者がどのように最期を迎えたいのかを知っておく事。
家族・入所者がどのような最期を迎えたいのか聞いておく。

入所者の意思を尊重、家族の
意向との調整（5）

本人 ･ 家族が望まれる、よりよい形で天寿を全うして頂けるように何よりも本人を思う気持ちが大
切である。
身元引受人の意思だけでターミナルを決めるべきではない。

自然で安らかな終末期を過
ごすこと（8）

病院と違い家族的で温かい雰囲気の中、ひたすら安らかに穏やかに死を迎えさせてあげること。

その人らしい最期を迎える
こと（3）

最期まで生きる力と向き合い、その人らしい最期を迎えてもらいたい。心のこもったケアをしてあ
げたい。

家族との連携（14） 家族にも死に対する受容をしていただくため、スタッフは家族と連携、コミュニケーションを日頃
から大切にする。

職員間の連携（7） 医師や看護師と介護者との情報の共有。
スタッフ同士のコミュニケーションと引継ぎをしっかり行うことが先決。

終末期ケアにおける居室の
確保（6）

家族等の看取りに際し、昼夜安心して過ごせる場所があること。
家族が付き添える専用の部屋が必要。

終末期ケアにおける職員の
確保（3）

ターミナルケアをするにあたり、看護師・介護スタッフの人員確保が必要。他入所者のサービスが
手薄にならないために。

終末期ケアに関する職員の
知識・意識の向上（4）

スタッフ一人一人のターミナルケアについての知識・意識の向上。
一人一人がターミナルを取り組むことへの理解をすること。

記録に残すこと（1） どんな事でも記録に残すこと。

表 7　施設で終末期ケアを行うにあたり不安なこと                                           （ ）内は記述数

分類 回答内容の例
職員が少ない夜間や急変時
の対応（18）

認知症の高齢者、ショートステイ利用の高齢者の対応も日々多様に対応している中で、夜間帯のス
タッフとしての業務との兼ね合いが不安となるのではないか。
夜間は職員が少なく看護師もいないため不安。

入所者の苦痛の訴えに対す
る対応（1）

ターミナルケアをして、「助けて、えらい」等、声を出して訴えるときが不安。

終末期に関する知識・経験の
不足（7）

今のところ経験がなく、いざ実際その場面になった時、慌てず動けるかどうか不安。
ターミナルケアに関する知識もあまりない。

終末期ケアを行うことでの
他入所者への影響（5）

他入所者が入所者の死をどのように受け止めるかが心配。
ターミナルケア対象者が複数重なった場合の他入所者への関わる時間が不足するのではということ

（夜勤の対応等）。
入所者と家族の意見の相違

（5）
家族の希望、本人の希望と違いはないか。

医療との連携（2） 今の現状で医療との連携ができているのかな ? と思う。
医療体制で医師の死亡診断書は不可欠であるが嘱託医の協力を得られていけるか。

施設で行える医療処置に限
りがあること（2）

精一杯のケアが本当に行えるのか。例えば介護と医療を望まれた場合等、現状では限界を感じる。

看取りの判断（1） 看取りの判断をどの時点で行うか。
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表 9　その他、終末期ケアを行うことについて考えていること                                         （ ）内は記述数

分類 回答内容の例
その人の意思に添ったケ
アの必要性（4）

人間としての尊厳を守る。リビングウィルがある場合はその意思に添った介護を行うこと。

終末期ケアに関する情報・
学習の機会の必要性（3）

悔いの残らないターミナルケアができる様学びたい。

終末期ケアにおける環境
の整備の必要性（3）

ターミナルケアを実施するにあたり、専用の個室・家族も安心して看取りのお世話の協力をしていた
だけるような場所の確保を施設としてしていただきたい。

職員間の連携の必要性（2） その人の望む介護がどこまで出来るか不安はあるが、スタッフ同士連絡を密にし、取り組んでいきた
いと思う。

看護職の夜勤の必要性（1） 終末期ケアに死の看取りを含むのであれば、夜勤も看護師がいてもいいと思う。
最期に立ち会えることに
感謝していること（1）

人生のラストシーンに立ち合わせて頂けることに感謝している。

施設における終末期は安
らかな死を迎えることが
できること（2）

ターミナルは賛成。本人と本人を良く知る、同じ時間を過ごしたスタッフと安らかな死を迎えること
は本人にとっても自然であり、良いと思う。

家庭に戻ることを優先し
たいこと（1）

家庭に戻る事を優先したい。

死の看取り後の家族の思
いの把握の必要性（1）

ターミナルケア後の家族の思い等を聞かせて頂きたい。できれば交流会の場が設定できればと思う。

表 8　終末期ケアを行うにあたって望むこと                                                （ ）内は記述数

分類 回答内容の例
施設に
望むこと

（18）

家族が宿泊・休息でき
る部屋の確保（6）

家族にも一緒に参加して頂かねばならないため、その環境としての部屋の確保。

終末期ケア専用の個室
の確保（3）

医務室の近くにターミナル部屋（一人部屋）が欲しい。
看取りの部屋（個室）が欲しい。

終末期ケアについての
職員教育（1）

ターミナルについてスタッフ全員が勉強することが必要である。安易にターミナルを引受
けるべきでない。

緩和ケアの充実化（2） 医療処置を行うか中止するか、判断に迷ったりするケースで痛み等の苦痛があるなら緩和
ケア優先であって欲しい。

職員間の連携（1） 他の入所者に差し障りなく、ターミナルケアができる様にスタッフのチームワークを取っ
て頂きたい。

入所者の求めに応じた
終末期ケアの体制づく
り（1）

本当に入所者が望む・求めているケアができるように体制づくりをしていただきたい。

終末期ケアにおける職
員の確保（3）

夜間のスタッフの体制について考えて頂きたい。

嘱託医への報酬（1） 嘱託医に対し、当たり前という考え方はしないで欲しい。看取り時の来訪については何ら
かの報酬を考えて欲しい。

看護職に望
むこと（14）

夜間・休日、急変時の
看護体制の充実（11）

日勤だけでなく時間帯を変えて出勤してもらえるとありがたいと思うし、良いケアができ
るのではないかと思う。

苦痛緩和の方法（1） 呼吸困難時の緩和方法、疼痛の軽減方法。
看護・介護の連携（1） 介護職と看護職との連携を密にする。
十分な情報提供（1） 医療面での情報をしっかり伝えて頂きたい。

介護職に望
むこと（2）

介護・看護の共通認識
（1）

共通認識し一緒に頑張っていきたい。

終末期ケアに対する不
安の軽減（1）

ターミナルへの不安を少しでも減らし、看る目を持って欲しい（大変なこと、疑問を解決
して欲しい）。

教員に
望むこと

（10）

よりよい終末期ケアの
体制作り（4）

より良いターミナルケアを提案して欲しい。

死生観の充実化（1） 職員それぞれ価値観が違う。しかし、経験させて頂く事により、死生観（自己）の充実を
学ばせて頂きたい。

現状の把握（1） 入所者の中にはターミナルケア、認知症の高齢者がいるため、看護職も夜勤を交代で行う
ことで夜間の現状を把握できるようにして欲しい。

看取りのマニュアル作
り（1）

家族にも介護者にも安心できる看取りのマニュアルが欲しい。

他施設の情報提供（2） 他の施設のことも良いところ、直したほうが良い場合などもっと知りたい。
職員の本心の聞き取り

（1）
スタッフの本心を洗い出して欲しい（スタッフからの看護職への想い）。
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調査結果の報告後、職員から語られた内容は、【認知

症高齢者の意思確認に対する疑問】【食事を食べたい思

いのある、窒息の可能性のある入所者に対するケアへの

葛藤】【家族間の意見の相違に対する対応へのとまどい】

【明らかな自覚症状がある入所者の対応への不安】であっ

た。また、記述してもらった感想・意見は、26 名の職

員から 33 記述の回答が得られ、表 10 に示していると

おり、【終末期ケアに対する思いが共有できた】【終末期

ケアの知識を得る機会・振り返りの機会となった】など

の 7 つに分類された。

3．死の看取りの実践事例から整理された課題

死の看取りの実践事例から整理された課題は、「入所

時における施設方針、施設で行える医療処置の説明」「入

所者・家族への意向確認」「職員間の連携」「入所者死亡

後の家族・介護職へのフォロー」であった。

B 特養における「入所時における施設方針、施設で行

える医療処置の説明」は、常勤医がいないこと、嘱託医

または協力医療機関と連携して必要時 24 時間の連絡体

制を確保すること、看護職は緊急時の連絡により駆けつ

けるオンコール体制であることなどを明記した文書を用

いて入所者・家族に説明が行われていたが、特養におけ

る設備などの条件から、医療処置に限りがあるため、B

特養で行える医療処置の限界についての説明および理解

を得た上での入所の必要性が明らかになった。

「入所者・家族への意向確認」は、B 特養では入所時

や終末期診断時に行われていたが、それだけではなく、

日常のケアの中でも確認していくこと、また、いつでも

意向は変更できることを加える必要が明らかにされた。

また、家族間での相違がないよう入所者と家族・家族間

で、入所者の意向を尊重した意向の調整が必要であるこ

とも課題として見出された。

「職員間の連携」では、入所者と家族の意向について、

どのように職員間で共有するのか、また、制度上認めら

れている「家族に対し週 1 回以上の看取り介護につい

ての説明」をどのように行い、終末期における入所者の

状態を、どのように共有するかが具体的な方法として検

討されておらず、課題として挙がった。

「入所者死亡後の家族・介護職へのフォロー」では、

死の看取りを経験した介護職から、呼吸状態に変化の

あった入所者に対し、何か医療的処置ができたのではな

いかという思いや、死の看取りの経験がない職員が看取

ることへの不安が語られた。また、入所者死亡後は、葬

式には主に施設長が参列し、他、家族が施設へ荷物や書

類を取りに来所した際には声を掛けていたが、「入所者

死亡後の家族・介護職へのフォロー」をどのように行う

かが課題として挙がった。

4．検討した看取り介護の体制を含む終末期ケアの指針

　　･ マニュアルの概要

上記、整理された 1・2・3 を通じての課題から、事務長、

看護主任、介護主任、本学教員 2 名で、看取り介護の

体制を含む終末期ケアの指針およびマニュアルについて

検討した。

表 10　報告会を通じての意見・感想（記述内容）                                                           （ ）内は記述数

分類 回答内容の例
終末期ケアに対する思いが
共有できた（6）

アンケートをみて、同じ職場スタッフが自分と同じ悩み、思いがあり、心強く思った。
アンケートを聞かせていただいて、他の方々がどのように考えているのか（看取りについて）知る事が
できよかった。

終末期ケアの知識を得る機
会・振り返りの機会となった

（3）

ケースを通して体験を話されたことが、よい振り返りとなった。
ターミナルケアについて、全くといっていいほど知識がなかったが、お話を聞き、本当に勉強になる事
ばかりだった。

終末期ケアに対する疑問の
解決・不安の軽減に繋がった

（9）

今自分たちが行っている介護は正しく、入所者にとってよいことをしていると安心、自信ができた。
看護職として何が出来るのかという点で自問自答することもあったが、安心し、入所者の気持ちを大切
にしたケアを実現していけたらと思う。

今後のより良い終末期ケア
に繋げていきたい（11）

本人、家族、医療スタッフでよりよいターミナルケアを実践していきたい。
入所者の最期を看取ったことが未だないため不安はあるがその方々や家族がそれでよかったと思えるケ
アをしたいと思った。

意思の確認の出来ない高齢
者に対する高齢者の意思に
そったケアのあり方を考え
る（1）

今まで看取ってきた高齢者は最終的には自身の意思を伝えることができなくなり、介護しながら本当に
望んでいることができているのかという思いは常にある、スタッフの自己満足になってしまわない様、
意思が聞けるうちに聞いておいたり家族の協力のもと、その人が喜ぶであろう最期が迎えられたらと思
う。

職種間・家族との連携の大切
さを感じた（2）

ターミナルと判断する時期、終了する時期の判断が難しく、医療面、ケア面、家族と相談・話し合いを
行う事が大切だと思う。

高齢者の死に携わる重要性
を感じた（1）

その人の最期をみとる、それは、その人らしさを最期まで尊重し敬意をもって見送る、すごく尊い瞬間
なのだと感じた。
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看取り介護の体制を含む終末期ケアの指針は、上記を

通じての課題「職員間の連携」、自然で安らかな死を迎

えるための「B 特養での施設方針や医療体制」など、さ

らに B 特養における理念をもとに作成した。具体的には、

看取り介護の考え方、看取り介護の視点、B 特養におけ

る医療体制、看取り介護の具体的支援内容、夜間緊急時

の連絡と対応、協力病院と連携体制に関する内容などで

ある。

作成した看取り介護の体制を含む終末期ケアのマニュ

アルは、B 特養が本取組前に終末期ケアに使用していた

資料（入所者への説明書・同意書、終末期ケアの記録用

紙の作成）を基にした。上記 1 の調査結果からは、現

在の医師・看護・介護の体制では終末期ケアを行うこと

が困難であることが挙がったため、マニュアルに看取り

介護の体制を含めて作成した。上記を通じての課題「入

所者・家族への事前の意向確認」「職員間の連携」「意思

にそったケアの提供」「医療者が不在時の対応」「看取り

の経験の少ない職員への対応」「入所者死亡後の家族・

介護職へのフォロー」などから、具体的には、①入所時

における入所者と家族に、施設における看取り介護に関

する説明と意向確認の内容・方法、確認者、②①の施設

職員への周知方法、③医師による終末期の診断後におけ

る看取り介護の指針を活用した説明と意向の再確認の方

法と担当者、④③の職員への周知方法、⑤終末期ケア ･

看取り介護のカンファレンスの実施と参加者、⑥終末期

ケア・看取り期におけるケア計画立案と立案者、⑦終末

期・看取り期における看護・介護の記録様式と記載の方

法・手順、⑧終末期における心身の変化や主な症状と各々

のケアのポイント、⑨病状悪化時と夜間緊急時の連絡網

と対応方法、⑩看取り後の通夜・葬式の参加方法と参加

者、⑪看取り後の振り返りカンファレンスの企画者と実

施方法から構成し、その内容を詳細に明示するものとし

て文章化した。

Ⅳ．考察

1．B 特養における看取り介護実現に向けての取り組み

　  の評価

看取り介護実践に関する職員の意識調査の結果より、

B 特養で看取り介護を行うことに肯定的であり、その人

らしく、自然な死を迎えることができる看取りを実現し

たいという意識は高い一方、施設での死の看取りの経験

がない職員が半数を占め、施設において終末期ケアを

行っていく上で、不安を抱えている職員もいることが明

らかとなった。また、意識調査の結果報告に対する職員

の感想・意見から、報告会後に語られた内容は、終末期

ケアを行うことへの疑問・不安などであったが、職員が

感じていることを言語化することで、これまで抱えてい

た思いを表出でき、記述してもらった感想・意見にある

ように、終末期ケアに対する思いが共有でき、終末期ケ

アに対する疑問を解決したり不安を軽減したりすること

ができた。

また、【今後のより良い終末期ケアに繋げていきたい】

【意思確認の出来ない高齢者に対する高齢者の意思に

そったケアのあり方を考える】など、共有する場を設け

ることは、今後のより良い終末期ケアを考えていく動機

付けにもなった。小野４）は、「職員が個々の気持ちを “言

語化” する機会を得ることができれば、自己を客観視し、

気持ちを整理したり、それを通じて実践したケアの意味

を問い、見出すことが可能になる」と述べているように、

職員で終末期ケアについて感じていること、また実践事

例を共有することは、次へのケアに繋げていく上でも有

効であると考える。死の看取りを行う施設方針として取

り組み始めたばかりの段階において、職員の施設方針に

対する思い等を知り、共有できることは、その特養がど

のような看取り介護を目指していくのかを考える上で有

効であると考える。

今回作成した看取り介護の体制を含む終末期ケアの指

針・マニュアルは、入所者と家族に施設における看取り

介護に関する説明と意向確認の内容・方法だけでなく、

確認した意向の施設職員への周知方法、また医療者が不

在となる夜間等における対応方法を明示することで、課

題として出された「職員間の連携」「医療者が不在時の

対応」に対応できると考える。さらに、終末期における

心身の変化や主な症状と各々のケアのポイントを示して

いるが、看取りの経験の少ない介護職が、終末期に起こ

り得る状態を知り、それに対応することに有効である。

看取り後の通夜・葬式、看取り後の振り返りカンファレ

ンスの方法等を示したことは、死亡後も家族や職員が B

特養で看取ることができて良かったと思えるよう支援す

ることに繋がり、課題である「入所者死亡後の家族・介
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護職へのフォロー」に対応できると考える。また、看取

り介護のカンファレンスの実施・ケア計画の立案により、

職員間の意思統一、さらには入所者や家族の参加により、

「意思にそったケアの提供」にも繋がると考える。しかし、

入所者と家族に対する看取り介護に関する説明と意向確

認は、認知症高齢者を看取り介護の対象としていること

が多いため、死の看取りを行った実践事例をみても、意

向確認を家族に行い、家族の意向にそってケアを提供し

ており、今後もこのような事例が多いと予測される。

2．今後の課題

今後の課題として必要なことは以下に示す 5 つである。

職員の意識とその結果報告に対する職員の反応、およ

び実践事例の課題から看取り介護の体制を含む終末期ケ

アの指針・マニュアルを作成したが、高齢者とその家族

は個々によって異なり、そこに関わる職員の背景も異な

ることから、実践事例からだされる課題も事例によって

異なることが考えられる。今後は、作成した看取り介護

の体制を含む終末期ケアの指針やマニュアルに基づいた

看取り介護を実践し、事例を積み重ねていくことで、B

特養が目指している看取り介護を実現していく取り組み

が必要である。2 つ目の課題は、入所者本人の意向が確

認できない場合、入所者が望む看取り介護をどのように

汲んでいくのかも検討が必要であることである。3 つ目

の課題は、終末期ケアに関する職員教育の必要性も課題

として出されたが、今回の取り組みでは、十分な検討が

出来ておらず、今後、職員のニーズを捉えながら、職員

教育の内容等を考えていくことである。

今回は職員の意識および職員間で検討した課題からの

取り組みであり、B 特養で看取りを行った事例の家族か

らの評価は反映されていないが、意識調査からも、【家

族の満足感が得られたこと】が看取りを通じて良かった

こととして挙げられ、また家族が安心して付き添えるよ

うな体制を整えていくことが必要であることからも、4

つ目の課題として、今後、家族にとってもより良い看取

り介護の実現を目指すためには、遺族からの評価も受け、

指針・マニュアルに反映していくことが挙げられる。

さらには、職員が看取りの経験を行った時に、B 特養

で看取りを行ったことに後悔が残らないよう、また看取

りの経験のない職員、職種の異なる職員間でもお互いの

感じたことなどを共有できるよう、実践事例に関わった

職員間で振り返りカンファレンスを実施し、遺族や各職

員の反応をも資料にして、看護主任や介護主任とともに、

指針・マニュアルの再検討・精選を繰り返していくこと

が必要である。
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本研究の趣旨を理解し、ご協力を頂きました B 特養

の職員の皆様に深く感謝致します。

なお、本研究は、第 13 回日本老年看護学会学術集会

に発表したものに加筆・修正したものである。

註 1）県内看護職が大学の知的資源を利用して、自己学

習や業務改善ができるようにするために、看護の実践研

究指導・研修として取組んでいる。単に公開講座や研修

を行うのではなく、現場看護職自身が現場の見直しを図

り、各自の業務改善に直結することを重視しているため、

まず大学教員が実践現場に出向き、県内看護職の看護活

動の現状や実践上の課題を把握した上で、現場の実態に

即した研修・指導方法をとっているのが特徴である。

註 2）本学では、県内における実践現場の看護職と、日

常の看護業務の改善・充実に直結した共同研究活動を展

開している。これは、県下の看護職が提供している看護

サービスの質の向上を目指すとともにその研究の過程で

看護生涯学習支援・人材育成に寄与しようとするもので

ある。
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Ⅰ．はじめに

本研究の目的は、別居の子どもが通って支援している

高齢者のみ世帯について、通って支援している別居の子

どもと高齢者を家族という一つの単位として支援するた

めの課題と援助方法を検討することである。わが国の世

帯数の将来推計では、高齢者の増加に伴い高齢者単独

世帯や高齢者夫婦世帯の増加が見込まれている 1）。後期

高齢期になると子どもと同居する傾向は継続しているが、

今後高齢者となる世代は子ども数も少なく、若い世代ほ

ど同居を選択しない傾向にあることから 2）、別居のまま

子どもが通って支援する通い介護は増加すると考えられ

る。

筆者らは、先行研究として平成 16・17 年度に、過疎

地域に暮らす高齢者世帯への別居の子どもの通い介護の

実態調査を実施し、必要な支援を検討した 3）。本研究で

は、高齢者とその家族の支援に大きな役割を担っている

ケアマネジャーに対して、別居の子どもが通って支援し

ている高齢者のみ世帯への援助においてよい援助ができ

た経験と困難を感じた経験を問い、さらに、筆者らの先

行研究において考察した通い介護家族に対して必要な支

援を提示して意見を求めた。それらの結果から通い介護

家族への支援における課題と支援方法を検討する。

Ⅱ．方法

1．対象

同一県内にある 3 市町で業務を行っているケアマネ

ジャー 114 名である。3 市町とも市町村合併により平

成 15 年当時に過疎地域認定を受けた旧町村を含んでい

る。また、市町直営の地域包括支援センターがあり、当

該市町にある居宅介護支援事業所のケアマネジャーたち

が組織するケアマネジャー協議会と協働し研修会を実施

している。

調査依頼は、まず各市町の地域包括支援センター保健

師に当該市町のケアマネジャー協議会会長への仲介を依

頼した。地域包括支援センター保健師に調査の目的、方

法を文書と口頭で説明し、保健師から協議会会長らに説

明され、協議会として協力することに了解が得られた。

2．調査方法

自記式質問紙調査を行った。ケアマネジャー協議会の

研修会時に調査票と返信用封筒を持参して、調査の目的、

方法等を記載した調査票を参加者に配布し、調査の目的、

方法等を口頭で説明するとともに調査への協力を依頼し

た。また、同じ所属で当日欠席のケアマネジャーへの配

布も依頼した。調査票は無記名とし、個別に郵送にて返

信とした。

調査内容は、次の通りである。1）対象者の概要として、

年代（20 ～ 60 歳代から選択）、ケアマネジャー実務経

験年数（何年目かを記述）、現在の所属での経験年数（何

年目かを記述）。2）通い介護家族への支援経験として、

経験の有無（有無から選択）、有の場合は、自分なりに

よい援助ができた経験の有無（有無から選択）とその内

容（実施した援助とその結果を記述）、援助で困難を感

じた経験の有無（有無から選択）とその内容（援助で感

じた困難はどのようなことかを記述）。
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2）前岐阜県立看護大学 地域基礎看護学講座 Formerly Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing



さらに、3）通い介護家族への支援についての意見と

して、筆者らの先行研究をもとに整理した 10 の支援項

目全てを示し、各項目について、「必要な支援であると

思う」「ケアマネジャーである自分がそれを担う ･ 調整

できると思う」「実際に実施している」の該当するもの

に○をつける。4）高齢者のみ世帯に対する支援および

本調査への意見 ･ 感想（自由記載）である。

調査期間は、平成 20 年 9 ～ 10 月である。

3．分析方法

選択肢のあるものと経験年数は、単純集計を行った。

記述による回答は、記載内容を要約し、その意味内容に

沿って分類し、項目名をつけた。

なお、調査内容 3）通い介護家族への支援についての

意見は、先行配布した 1 地区の調査票では、問いを『高

齢者のみ世帯を通って支えている家族を含めて高齢者と

その家族を支援するとしたら、下記のような援助は必要

だと感じますか。各援助の項目について、表の右欄にあ

る選択肢のいずれかに該当するものは、それぞれ○をつ

けてください。選択肢は、「①必要な支援であると思う」

「②ケアマネジャーである自分がそれを担う ･ 調整でき

ると思う」「③実際に実施している」の 3 つです』とした。

該当する選択肢全てに○をつけた回答を期待していたの

であるが、実際は、一つだけ選んだ回答と複数選んだ回

答が混在していた。そのため、遅れて調査票を配布した

2 地区は、「選択肢のいずれかに該当するものは、それ

ぞれ○をつけてください」を「選択肢の中であてはまる

ものすべてに○をつけてください」に修正した。

しかし、後者の場合も一つだけ選んだ回答と複数選ん

だ回答が混在していた。そのため、全体の傾向を見る結

果と位置づけ、選択状況で区別せずに○のついた回答を

そのまま集計した。また、選択肢①と②は全回答、選択

肢③は通い介護家族への支援経験のある者の回答のみを

集計した。

4．倫理的配慮

調査票に調査の目的、方法、自由意志による協力、個

人情報の保護、結果の公表について記載するとともに、

直接配布した対象者には、口頭でも説明し、協力依頼を

行った。調査票は無記名とし、個別に郵送にて返信とし

た。調査票の返信をもって個別の対象者から調査協力の

同意が得られたものと判断した。

本調査の計画は、岐阜県立看護大学倫理委員会研究倫

理審査部会において審査を受け、承認を受けた。

Ⅲ．結果

1．調査票回収状況と回答者の概要

調査票は 114 枚配布し、回収数 59 枚、回収率 51.8%

であった。

回答者の年代は、30 歳代 12 名、40 と 50 歳代が各

21 名、60 歳代 2 名、不明 3 名であった。ケアマネジャー

としての実務経験年数は、表 1 に示した。1 ～ 9 年目

と幅広く、平均実務経験年数は 5.05 年であった。現在

の所属でのケアマネジャーとしての経験年数は、表 2

に示した。これも 1 ～ 9 年目と幅広く、平均経験年数は、

4.37 年であった。

2．通い介護家族への援助経験

回答者 59 名中、高齢者のみ世帯に子どもなどが通っ

てきて支えている高齢者と家族への援助を経験したこと

がある者 48 名（81.4%）、なし 10 名（16.9%）、不明 1

名（1.7%）であった。

1）自分なりによい援助ができたと感じた経験

経験があると回答した 48 名のうち、自分なりによい

援助ができたと感じた経験がある者は 28 名（58.3%）で、

全員が体験内容を記載していた。体験内容は、表 3 の 4

項目に分類整理した。

最も多いものは、【家族と連絡を取り、援助できた】

15 件で、それらはさらに以下の 5 つに小分類した。『連
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表 1　ケアマネジャーとしての実務経験年数
年数 1 2  3 4 5 6 7 8 9 不明 計
計 5 7 11 5 4 4 6 9 7 1 59

表 2　現在の所属でのケアマネジャーとしての経験年数
年数 1 2  3 4 5 6 7 8 9 不明 計
計 8 9 11 8 3 2 2 9 5 2 59



絡を取り合う』5 件は、「家族との信頼関係に努めてコ

ミュニケーションを図り、高齢者への支援状況を報告、

相談しながら援助計画をたてた・・」など、家族と頻回

に連絡を取るよう努め、適切な援助につなげていた。『情

報を伝える』3 件は、「・・ケアマネとして利用者の方

の状況をできるだけ息子さんたちに連絡するべきかと

思ったが、必要以上に情報提供することは、むしろ心配

かけてしまうこともあると思い、情報を整理しながら伝

えることを心がけました ｡ その結果、家族との信頼関係

がある程度作れ、コミュニケーションがスムーズに取れ

た・・」など、家族に高齢者の状態を適切に伝え、それ

が後の援助につながっていた。『素早い対応』3 件は、「相

談頂いたことに対して素早く対応できたこと（医師との

連携、施設、病院の紹介など）により、信頼関係ができ・・」

など、家族の相談に素早く対応し、適切に援助できてい

た。『家族と会う』2 件は、「離れて暮らす子供さんに連

絡をして、会うことからはじめた。その為その後の連絡

など相手の事がわかっているため素直な気もちを伝える

ことができた」など、会って話すことを大事にしていた。

『希望に沿う』2 件は、「在宅で生活したい希望をその都

度確認しながら細かにニーズに対応し（計画の見直し変

更）、信頼関係を築けたと実感しながら最期まで在宅生

活を支援出来た」など、家族の希望に沿った対応であった。

次に多かったものは、【サービスを活用し、高齢者の

み世帯での在宅生活を維持できる援助ができた】8 件で、

「・・・訪問系のサービスを日に 2 回入れ、援助を行い、

在宅生活を見守った。結果 - 他県に住む子供たちは、安

心し任せることが出来た」など、サービス利用により在

宅生活を支援したというものである。 

さらに、【家族や関係者・サービスと支援の調整を行い、

在宅生活を維持できる援助ができた】と【別居家族と高

齢者の間に入り、別居家族に高齢者の現状を理解して

もらった】が各 4 件であった。「本人、家族、地域の人

（町内会の人）、民生委員、介護保険サービス事業所の人

とケアマネジャーが担当者会議をしました」など、関係

者間の調整を行い支援した経験、「家族（嫁）の方にも、

御本人達のくらしぶりを理解していただき、今の価値観

（嫁のものの見方）で、御本人達のくらしに必要以上に

介入しないようには助言できたと思う」など家族に高齢

者の現状理解を促した支援の経験であった。

2）困難を感じた経験

通い介護家族への援助の経験のある 48 名のうち、困

難 を 感 じ た 経 験 の あ る 者 は、44 名（91.7%） で あ り、

全員が体験内容を記載していた。体験内容は、表 4 の

13 項目に分類整理した。

最も多いものは、【家族と相談ができない】19 件で、
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表 3　自分なりによい援助ができたと感じた内容
項 目（件数） 記述例

1. 家族と連絡を
とり、援助でき
た（15）

連絡を取り合う（5）
家族との信頼関係に努めてコミュニケーションを図り、高齢者への支援状況を報告、相談しな
がら援助計画をたてたことです。同居していなくても、同居と同様の連絡、連携を図ることに
よってある程度の援助が可能と考えます。

情報を伝える（3）

息子さんたちが遠方でしょっちゅう帰って来れないため、ケアマネジャーとして利用者の方の
状況をできるだけ息子さんたちに連絡するべきかと思ったが、必要以上に情報提供することは、
むしろ心配かけてしまうこともあると思い、情報を整理しながら伝えることを心がけました ｡
その結果、家族との信頼関係がある程度作れ、コミュニケーションがスムーズに取れたことが
よかったと思われる。

素早い対応（3） 相談頂いたことに対して素早く対応できたこと（医師との連携、施設、病院の紹介、など）により、
信頼関係ができ、家族からもしばしば情報を頂けるようになった。

家族と会う（2） 離れて暮らす子供さんに連絡をして、会うことからはじめた。その為その後の連絡など相手の
事がわかっているため素直な気もちを伝えることができた。

希望に沿う（2） 在宅で生活したい希望をその都度確認しながら細かにニーズに対応し（計画の見直し変更）、信
頼関係を築けたと実感しながら最期まで在宅生活を支援出来た。

2. サービスを活用し、高齢者のみ世帯
での在宅生活を維持できる援助ができ
た（8）

本人は最期まで自宅で生活をしたくご家族も本人の希望どおりと望んでおられた。援助 - 通所
サービスは拒否的であったため、訪問系のサービスを日に 2 回入れ、援助を行い、在宅生活を
見守った。結果－他県に住む子供たちは、安心し任せることが出来た。

3. 家族や関係者 ･ サービスと支援の調
整を行い、在宅生活を維持できる援助
ができた（4）

本人、家族、地域の人（町内会の人）、民生委員、介護保険サービス事業所の人とケアマネジャ
ーが担当者会議をしました。家族の思いと本人の思いを話し、また、町内の人々の不安、心配
などの思いを、それぞれに話して頂き、問題点となる事項を、介護保険でカバー出来る事と、
出来ない事（火の始末など）は、家族で考えて頂き、改善できる点（オール電化）は、改善し
て頂き、地域の人々の見守りもお願いすべく、1 週間の（サービス利用）スケジュールの把握
してもらったり、お願いしました。ゴミ出しの協力もお願いしました。

4. 別居家族と高齢者の間に入り、別居
家族に高齢者の現状を理解してもらっ
た（4）

家族（嫁）の方にも、御本人達のくらしぶりを理解していただき、今の価値観（嫁のものの見方）
で、御本人達のくらしに必要以上に介入しないようには助言できたと思う。



これはさらに以下 6 つに小分類した。『連絡が取りにく

い』7 件は、「家族との連絡がとりにくい（夜しか連絡

が取れない、休日しか会えない）」状況であった。『直接

対面して話せない』5 件は、「通ってくる家族になかな

か会うことができない」など家族と会えない状況であっ

た。『「お任せします」という家族の態度』3 件は、「遠

方に居る家族が現場に来れない時、「おまかせする」と

言われ、対応に困った」など判断を任された等であった。

『家族間の調整』2 件は、「家族（兄弟姉妹）の方針が統

一しておらず、調整しようにも、一同に集れない」など

家族間調整ができない状況、その他『こちらから一方通

行で相談にならない』『連絡する情報の判断が難しい』

各 1 件であった。

次に多かったのは、【高齢者と家族の人間関係】18 件

で、これはさらに以下 5 つに小分類した。『高齢者と子

どもの思いの違い』7 件は、「高齢者の思いと家族の思

いが違う時に方向性が決まらず非常に困難を感じまし

た」など高齢者と家族の考えが違う場合である。『家族

  

岐阜県立看護大学紀要 第 10 巻 1 号 , 2009

— 46 —

表 4　援助で困難を感じた経験の内容
項目（件数） 記述例

1．家族と相
談ができない

（19）

連絡が取りにくい（7） 家族との連絡がとりにくい（夜しか連絡が取れない、休日しか会えない）
直接対面して話せない（5） 通ってくる家族になかなか会うことができない。

「お任せします」という家族の
態度（3） 遠方に居る家族が現場に来れない時、「おまかせする」と言われ、対応に困った。

家族間の調整が困難（2） 家族 ( 兄弟姉妹 ) の方針が統一しておらず、調整しようにも、一同に集れない。
こちらから一方通行で相談にな
らない（1） 連絡しても一方通行で相談が出来ない。

連絡する情報の判断が難しい
（1）

どの位の情報なら連絡して良いのかの判断が難しい。ケアマネジャーから連絡が入れ
ば心配されると思う。

2．高齢者と家
族の人間関係

（18）

高齢者と子どもの思いの違い
（7） 高齢者の思いと家族の思いが違う時に方向性が決まらず非常に困難を感じました。

家族が積極的に高齢者にかかわ
ろうとしない（4）

せめて月に１，２回の訪問がある家族はいいのですが、あまりにサービスまかせだと
事業所から不満の声があがる。

関係が良くない（3） 高齢者と家族との人間関係（仲が悪い）
高齢者の「子どもに苦労をかけ
たくない」という気持ち（3）

遠方にはなれている娘には、苦労や心配をかけたくないので、知らせないでほしいと
言いはられたりした事。

お互いに歩み寄る方法（1） お互いの気持ちを尊重しながら歩みよる方法

3．高齢者の健
康問題に対する
家族の理解不足

（8）

身体機能の低下や病状を理解し
てもらえない（4） 一緒に生活をしていない事で、本人の状況、容体がなかなか理解してもらえない事。

認知症症状を理解してもらえな
い（3）

最初（ケースのかかわりで）は、利用者の姿を介護者がとらえ足りない点があり、特
に認知症の部分ではわかっていただきにくかった。介護者に状況を伝える時、言葉を
選びながらも事実を伝えることに苦労した。

高齢者二人ならなんとかできる
と家族は考えている（1）

10 数年寝たきりの妻を高齢の夫が介護していた。・・夫が木の枝を切っていてはしご
から転落。骨折して自宅で倒れていたのを見つけたのは近所の人だった。民生委員や
近所の人により夫は入院。民生委員から家族に連絡。ようやく 2 人の子供と合うこ
とができた。寝たきりの妻を緊急にショートステイにしてもらい、優先入所となった。
家族は 2 人なのでなんとかできるという思いがあり、片方が何かあるまで、動くこ
とがなかったため援助できなかった。

4．体調悪化等緊急時の対応が難しい（8）
緊急の対応で困ったことがあります。ヘルパーが訪問したら嘔吐。家族がすぐ来れな
い。こういう時、近所の人の力は大きい。家族は近所の人にもよくお願いされるとい
ろいろスムーズ。

5．一人の家族に負担がかかっている（3）

その家庭には子供達が 4 人いたが実際にかかわっているのは隣接県に住む長女だけ
で他の子供さん達の協力が得られなかった。娘さんは毎週通って来られるためたいへ
ん疲れてみえた。環境の整備は行えたが、サービスでは 24 時間支える事ができずや
はり家族に来ていただくより他にない状況であった。

6．高齢者のみ世帯で認知症症状のある方への支
援は困難（2） 高齢者の方が認知症の場合、時間で通って支援するには限界がある。

7．サービス・資源の不足（2） 地域によっては思うようなサービスを組み入れることが出来なかったこと。
8．家族が遠方であること（2） 子供達が遠方で、近い人でも高速で 6 時間かかる。
9．ケアマネジャーが高齢者のみ世帯への支援を
全て担えるわけではない（2） ケアマネジャーが全てを担えるオールマイティーではない。

10．高齢者のみ世帯での生活が限界に来たとき
の援助（2）

援助側としては独居の限界を感じていたが、ケアマネジャーとしては、本人や家族の
希望をできるだけ支えたい思いがあり現生活をどこで区切りとすべきなのかその判断
に迷いがあった。

11．ともに暮らす高齢介護者の認知能力低下（1） 介護者が認知力低下しはじめたこと。

12．通い家族の支援をプランの中に組み込むこ
との難しさ（1）

支援には、精神面、生活面、身体面があり、具体的に誰がいつ何をどのように、どこ
まで支援できるかが示されることが必要です。特に家族支援をインフォーマルサービ
スに取り込むには、必ず支援できる状態が条件となります。・・プラン上では時間の
調整が非常に困難です。

13．休日でも対応（1） 自分の休日であっても事業所から連絡があれば行動しなくてはならない。



が積極的に高齢者にかかわろうとしない』4 件は、「せ

めて月に 1、2 回の訪問がある家族はいいのですが、あ

まりにサービスまかせだと事業所から不満の声があが

る」など、家族のかかわりが少ない状況であった。『関

係が良くない』3 件は、「高齢者と家族との人間関係（仲

が悪い）」など高齢者と家族の人間関係の問題、『高齢者

の「子どもに苦労をかけたくない」という気持ち』3 件

は、「遠方にはなれている娘には、苦労や心配をかけた

くないので、知らせないでほしいと言いはられたりした

事」など、高齢者が家族への連絡や依頼を望まない状況、

その他『お互いに歩み寄る方法』が難しいの 1 件であった。

次に【高齢者の健康問題に関する家族の理解不足】も

8 件と多く、これも以下の 3 つに小分類した。『身体機

能の低下や病状を理解してもらえない』4 件は、「一緒

に生活をしていない事で、本人の状況、容体がなかなか

理解してもらえない事」、『認知症症状を理解してもらえ

ない』3 件は、「・・、利用者の姿を介護者がとらえ足

りない点があり、特に認知症の部分ではわかっていただ

きにくかった。・・」など、高齢者の実態が家族に伝わ

りにくい、残りの 1 件は『高齢者二人ならなんとかで

きると家族は考えている』であった。【体調悪化等緊急

時の対応が難しい】も 8 件で、小分類はなく、「緊急の

対応で困ったことがあります。ヘルパーが訪問したら嘔

吐。家族がすぐ来れない。こういう時、近所の人の力は

大きい。家族は近所の人にもよくお願いされるといろい

ろスムーズ」など、緊急時に連絡が取れない、家族が来

ることができない状況での対応であった。

さらに、【一人の家族に負担がかかっている】3 件は、

「・・子供達が 4 人いたが実際にかかわっているのは隣

接県に住む長女だけで他の子供さん達の協力が得られな

かった。娘さんは毎週通って来られるためたいへん疲れ

てみえた。・・」など家族の一人だけが介護を担う状況

があった。以下、【高齢者のみ世帯で認知症症状のある

方への支援は困難】【サービス・資源の不足】【家族が遠

方であること】【ケアマネジャーが高齢者のみ世帯への

支援を全て担えるわけではない】【高齢者のみ世帯での

生活が限界に来たときの援助】が各 2 件、【ともに暮ら

す高齢介護者の認知能力低下】【通い家族の支援をプラ

ンの中に組み込むことの難しさ】【休日でも対応】が各

1 件であった。

3．提示した通い介護家族への 10 の支援項目について

の意見

集計結果は、表 5 に示した。「必要な支援であると思

う」「自分がそれを担う ･ 調整できると思う」「実際に実

施している」が全て 50% 以上であった項目は、【高齢者

への支援（介護や生活のサポートなど）に関して家族の

相談に対応する】と【高齢者の住む地域にある高齢者支

援サービスの情報を家族に知らせる】であった。【高齢

者への支援に関する相談窓口を通ってきている家族に知

らせる】は、「必要な支援であると思う」「自分がそれを

担う ･ 調整できると思う」は 40% 台、「実際に実施して

いる」は 58.3% であった。
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表 5　提示した通い介護家族への 10 の支援項目についての意見

支援の項目 必要な支援であると思う 
（n=59）

自分がそれを担う・調
整できると思う（n=59）

実際に実施している
（n=48）

1. 通ってきている家族員自身の健康についての相談や助言 43 
（72.9%）

10 
（16.9%）

10 
（20.8%）

2. 通ってきている家族員の家族の健康についての相談や助言 29 
（49.2%）

 4 
 （6.8%）

 2 
 （4.2%）

3. 高齢者への支援（介護や生活のサポートなど）に関して家族の
相談に対応する

32 
（54.2%）

30 
（50.8%）

31 
（64.6%）

4. 高齢者への支援に関する相談窓口を通ってきている家族に知ら
せる

26 
（44.1%）

27 
（45.8%）

28 
（58.3%）

5. 高齢者の住む地域にある高齢者支援サービスの情報を家族に知
らせる 

33 
（55.9%）

30 
（50.8%）

31 
（64.6%）

6. 高齢者の住む地域で高齢者を通って支える家族が集まって情報
交換する機会をつくる

34 
（57.6%）

 4 
 （6.8%）

 5 
（10.4%）

7. 通ってくる家族自身の住む地域で高齢者を通って支える家族が
集まって情報交換する場をつくる

25 
（42.4%）

 0 
  （0%）

 2 
（4.2%）

8. 高齢者宅に通ってくる交通費の補助  9 
（15.3%）

 0 
  （0%）

 0 
（0%）

9. 近所の人による高齢者のみ世帯の見守りや声かけ 41 
（69.5%）

18 
（30.5%）

20 
（41.7%）

10. 近所の人による高齢者のみ世帯の日々の生活への支援（ゴミだ 
し、買い物手伝いなど）

39 
（66.1%）

11 
（18.6%）

 9 
（18.8%）



「必要な支援であると思う」が 70% 以上であった【通っ

てきている家族員自身の健康についての相談や助言】は、

「自分がそれを担う ･ 調整できると思う」は 16.9%、「実

際に実施している」は 20.8% であった。

「必要な支援であると思う」が 65% 以上であった 2 項

目のうち、【近所の人による高齢者のみ世帯の見守りや

声かけ】は、「自分がそれを担う ･ 調整できると思う」

と「実際に実施している」も 30% を超えていた。【近所

の人による高齢者のみ世帯の日々の生活への支援（ゴミ

だし、買い物手伝いなど）】は、「自分がそれを担う ･ 調

整できると思う」と「実際に実施している」は 18% 程

度であった。

「必要な支援であると思う」が 50% 台であった【高齢

者の住む地域で高齢者を通って支える家族が集まって情

報交換する機会をつくる】は、「自分がそれを担う ･ 調

整できると思う」は 6.8%、「実際に実施している」は

10.4% であった。「必要な支援であると思う」が 40% 台

であった【通ってきている家族員の家族の健康について

の相談や助言】と【通ってくる家族自身の住む地域で高

齢者を通って支える家族が集まって情報交換する場をつ

くる】は、「自分がそれを担う ･ 調整できると思う」と「実

際に実施している」は 10% 未満であった。

【高齢者宅に通ってくる交通費の補助】は、「必要な支

援であると思う」のみ 15.3% であった。

4．自由記載による高齢者のみ世帯に対する支援および

　    本調査への意見 ･ 感想

自由記載による意見 ･ 感想は、18 名記載があった。

内容を分類整理した結果を表 6 に示した。

最も多いものは、【高齢者のみ世帯への援助の困難さ

に関する意見】10 件で、近隣住民による支援の調整の

困難さ、サービスだけで支援するのは困難などの意見で

あった。次に多かったものは、【家族の役割についての

意見】8 件で、介護の基本は家族、通ってくる家族は近

所と交流を深めてほしいなどであった。さらに、【援助

の充実に向けての意見】5 件は関係者との連携やチーム

ケアの重要性など、【高齢者のみ世帯の現状についての

意見】2 件は近所のネットワークで助けられているなど

の現状、【調査内容への意見】が 1 件であった。

Ⅳ．考察

1．ケアマネジャーの通い介護家族へのかかわり状況

 調査票の回収率は約 5 割、そのうち、通い介護家族

への支援経験のあるケアマネジャーは約 8 割であった。

過疎地域では、高齢者のみ世帯が多く、ケアマネジャー

が高齢者のみ世帯の高齢者の支援を担当することは珍し

くなく、別居の家族とのかかわりは不可欠ではないかと

予測していた。しかし、通い介護家族への支援経験がな

い回答者が 2 割存在した。また、回収できていない約 5
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表 6　高齢者のみ世帯に対する支援および本調査への意見 ･感想（自由記載）
項    目 件数

1. 高齢者のみ世帯への援助の困難さに関する意見 10
1）近隣住民による支援の調整は難しい  3
2）介護保険 ･ 医療保険のサービスだけで支援するのは困難  2
3）ターミナル期や近所づきあいや家族の支援が少ない世帯の支援は難しい   2
4）提案された家族への支援を実施するのは難しい  2
5）支援の課題はあるがなかなか実施できない  1
6）通ってくる家族への交通費の補助はどこがだすのか  1

 2. 家族の役割についての意見  8
1）介護の基本は家族である  4
2）通ってくる家族は近所と交流を深めてほしい  3
3）別居の子どもは、数年先を見越して考えることが必要  1

3. 援助の充実に向けての意見  5
1）関係者との連携、チームケアが重要  2
2）サービスを利用する高齢者の新しい人間関係作りを支えることが必要  1
3）配食サービスの充実が必要  1
4）地域の底力を開発する始まりのときである  1

4. 高齢者のみ世帯の現状についての意見  2
1）近所のネットワークで助けられている  1
2）身寄りがない場合と親族がいる場合は違う  1

5. 調査内容への意見  1



割のケアマネジャーも支援経験がないため回答しなかっ

た可能性がある。今回の調査では、通い介護家族につい

て、家族の通いの頻度や高齢者のみ世帯への家族のかか

わり方などを特に定義しなかったため、実際は通い介護

家族を担当していたとしても支援経験として意識に上ら

なかったことも考えられる。

2．通い介護家族への支援における課題

通い介護家族への支援経験において困難を感じた経験

で最も多いものは【家族と相談が出来ない】、逆によい

援助ができた経験で最も多いものは【家族と連絡を取り、

援助できた】であった。家族と相談できるかが大きな課

題である。

高齢者と家族が別居のため、高齢者宅でなかなか家族

に会えない。夜間や休日に連絡する必要があり、ケアマ

ネジャーにとって負担感を増す状況にある。また、特に

【体調悪化等緊急時の対応が難しい】のように、緊急時

に連絡が取れない、家族が来ることができない状況での

対応が困難であることは推察できる。

また、連絡が取れても、『「お任せします」という家族

の態度』があり、すぐに高齢者のところに来ることがで

きない家族から判断を任せると言われて困っている。ケ

アマネジャーは、家族の代わりに判断することはできな

い。しかし、目の前の高齢者を放置できず、不本意なま

ま支援せざるを得なくなると考えられる。

さらに、家族と連絡をとって支援しても、『連絡する

情報の判断が難しい』という意見があった。よい援助が

できた経験では、「・・必要以上に情報提供することは、

むしろ心配かけてしまうこともあると思い、情報を整理

しながら伝えることを心がけました ｡・・」という意見

あり、家族を不安にさせることなく、しかし、家族が適

切に判断できるためには何を伝えるかを判断することを

求められている。

ケアマネジャーのバーンアウトに関連する要因には、

「残業時間」や「利用者 ･ 家族への対応の負担感」があ

る 4）。家族との連絡に努力が必要であり、連絡できても

相談ができるか、情報をどう伝えるかなど通い家族への

対応は、負担感の多い活動と言える。

もう一つの大きな課題は、家族への支援（理解、関係）

である。高齢者以外の家族の人間関係は、『家族間の調整』

として挙げた。これは、ケアマネジャーの支援困難内容

の一つである 5）。しかし、本調査では、高齢者と家族の

関係に関する困難さが多く示された。困難を感じた経験

では、【高齢者と家族の人間関係】として、『高齢者と子

どもの思いの違い』、『家族が積極的に高齢者にかかわろ

うとしない』、高齢者と家族の『関係が良くない』『高齢

者の「子どもに苦労をかけたくない」という気持ち』『お

互いに歩み寄る方法』が挙がった。別居のため、高齢者

と家族の人間関係に困難さがあると家族が全くかかわら

ない状況にもなりやすい。これは、通い家族への支援の

特徴とも考えられる。

高齢者と家族の関係に関して、よい援助ができた経験

に【別居家族と高齢者の間に入り、別居家族に高齢者の

現状を理解してもらった】がある一方、困難では【高齢

者の健康問題に関する家族の理解不足】が多く挙がった。

『身体機能の低下や病状を理解してもらえない』『認知症

症状を理解してもらえない』『高齢者二人ならなんとか

できると家族は考えている』など、別居のため家族が高

齢者の状況を理解しにくい、高齢者自身も家族によい面

を見せようとして困難状況が家族に伝わりにくいという

問題がある。

3．通い介護家族への支援方法

通い介護家族への支援としては、まず、家族と接点を

もつこと、連絡や相談ができる関係をつくることが重要

と考える。積極的な家族は、自らケアマネジャーに連絡

して希望を伝え、支援体制を作っていくが、全くかかわ

ろうとしない家族も考えられる。介護保険によるサービ

ス利用開始時に、家族とも面接し、ケアマネジャーが

できることと家族が担う必要があることを説明し、どの

ような場合にケアマネジャーから家族に連絡がされるか、

家族は何をする必要があるかなど、介護保険制度におけ

る家族の役割を明確にする必要があるのではないかと考

える。『家族と会う』ことでその後に気持ちを伝えやす

いという経験もあり、最初に家族と会うことは関係づく

りの意味もある。

また、家族への連絡では、定期的に家族に高齢者の状

況を知らせることが制度的に義務付けられるとよいと考

える。高齢者の状況を書き加えたケアプランの送付など

により、家族の責任を意識づけ、高齢者の現状を伝えて、

家族が緊急時対応の必要性を認識できるようにしていく。

高齢者にも、家族と切り離した支援ではないと伝えるこ
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とになる。家族に知らせないことで家族に負担をかけな

いのではなく、支援を受けながら生活を維持できている

ことが家族に負担をかけないことになることを高齢者に

意識づけることも必要である。そのような取り組みが緊

急時対応につながると期待される。

さらに、【高齢者への支援（介護や生活のサポートなど）

に関して家族の相談に対応する】【高齢者への支援に関

する相談窓口を通ってきている家族に知らせる】【高齢

者の住む地域にある高齢者支援サービスの情報を家族に

知らせる】は、実施しているが半数以上であった。これ

らは基本的な支援と言える。

【通ってきている家族員自身の健康についての相談や

助言】【通ってきている家族員の家族の健康についての

相談や助言】【高齢者の住む地域で高齢者を通って支え

る家族が集まって情報交換する機会をつくる】【通って

くる家族自身の住む地域で高齢者を通って支える家族が

集まって情報交換する場をつくる】といった家族自身へ

の支援は、必ずしもケアマネジャー自身の役割とは認識

していないが、必要な支援であるとの意見であった。家

族自身への支援を充実させる方法を検討する必要がある。

最後に、【近所の人による高齢者のみ世帯の見守りや

声かけ】【近所の人による高齢者のみ世帯の日々の生活

への支援（ゴミだし、買い物手伝いなど）】について、

ケアマネジャーは、近所の人による支援の必要性を感じ

ていた。「通ってくる家族は近所と交流を深めてほしい」

という意見もあり、家族と近隣者の交流を促し、近隣の

受け入れやかかわりを促すことも支援の一つと言える。

4．通い介護家族にかかわるケアマネジャーへの支援

通い介護家族への支援は、今後多くのケアマネジャー

が体験すると考えられる。本調査で把握した援助におけ

る困難さを切り口とした事例検討をケアマネジャーの研

修会で実施することは、ケアマネジャーの通い介護家族

への支援力を高めると考える。また、各ケアマネジャー

が工夫して行なった援助を共有し、実践知として明確に

できたならば、ケアマネジャー間で共有する援助技術や

援助方法になると期待できる。

Ⅴ．今後の課題

今回の調査では、通い介護家族への支援項目について

の意見は、一覧表に○をつけるだけで回答できるように

した問い方が不適切で、複数選んだ回答と一つだけ選ん

だ回答が混在していた。そのため、ケアマネジャーの認

識（必要な支援か、その支援はケアマネジャーの役割

か）と援助の実施状況を明確に区別して捉えることはで

きなかった。しかし、一つだけ選んだ回答は、実施して

いる場合は、実施している、それ以外の場合は、自身の

考えに近い選択肢を選ぶ可能性が高いと考えた。そのた

め、認識に関する回答数が減る可能性はあるが、複数選

んだ回答と区別せず集計してもおおよその傾向は把握可

能ではないかと考えた。理解不可能な結果ではないと思

われるので、結果として採用したが、当初の意図どおり

にケアマネジャーの認識と現状を区別して把握するため

には、適切な問い方による再調査が必要である。

また、今回は、質問紙調査を実施し、記載内容から支

援経験を把握した。援助内容をより詳細に把握して通い

介護家族への支援を検討するためには、面接聞き取り調

査等のさらなる取り組みが必要である。
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Ⅰ．はじめに

韓国においては、決められた疾患について処方がで

き る 保 健 診 療 員（Community Health Practitioner） な

ど、歴史的にも独自の裁量権をもつ上級実践看護師

（Advanced Practice Nurse：APN）の活動と、その教育

について実績がある 1）。わが国では独立開業できる助

産師はいるが、薬の処方などについて、独自裁量権を

もっている専門看護師はまだ存在しない。一方、少子

高齢化、医師不足、医療費抑制などの諸問題を抱える

中で、高度な専門性・実践能力をもつ専門看護師や認

定看護師の養成が始まり、活躍し始めて 10 年以上がた 

つ 2, 3）。裁量権をもって独立開業するなど、看護職の裁

量権や役割の拡大は、わが国の重要な課題であり、様々

に議論されている 4, 5）。また、現在制度としては確立し

ていないものの、さらなる看護の役割拡大に向けて、ナー

スプラクティショナーの養成も試みられている 6）～ 8）。

今回、文化背景や行政形態、保健医療システム、健

康課題において共通性が高く、看護師の高度専門職に

関して先駆的な韓国において、上級実践看護師の教育

と活動を視察した。本報告では、韓国の看護教育制度

及び APN の教育課程と現状、APN の資格認定や看護師

登録など、看護の質の維持・向上をめざす自律的組織

である韓国看護評価院（Korean Accreditation Board of 

Nursing ： KABON）について紹介し、日本の専門看護師

制度や看護職の役割拡大について再検討する資料となる

ことを目的とする。

Ⅱ．視察の期間と内容

今回の韓国 APN に関する視察の行程は表 1 のとおり

である。前半はソウル周辺の医療施設での APN の活動

や看護評価院を視察した。後半はテグに移動し、慶北大

学看護学部での APN 教育課程の実際や、保健診療院な

ど地域の保健施設における APN の活動を視察した。視

察は 4 名の看護教員で実施し、期間は平成 20 年 11 月

24 日～ 29 日の 6 日間である。

Ⅲ．韓国の看護事情

韓国における看護師数は、2006 年末現在 22 万 5385

人、その 3 割以上の 7 万 5362 人が未就業のため、実

働数は約 15 万人となっている 9） 。日本では、就業中

の看護師（准看護師を含まない）が 2005 年で約 82 万

人 で あ る 10）。OECD ヘ ル ス デ ー タ 2009 11） に よ る と、

2007 年時点で、韓国の人口 1000 人当たりの就業看護
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〔その他〕

韓国における上級実践看護師（APN）制度と教育

橋 本   麻 由 里 1 ）    泊   祐 子 2 ）    山 内   栄 子 3 ）    大 川   眞 智 子 4 ）

Advanced Practice Nurse System and Education in Korea

Mayuri Hashimoto,  Yuko Tomari,   Eiko Yamauchi,  and  Machiko Ohkawa

1）岐阜県立看護大学 機能看護学講座 Management in Nursing, Gifu College of Nursing
2）岐阜県立看護大学 育成期看護学講座 Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing
3）前岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Formerly Nursing of Adults, Gifu College of Nursing
4）岐阜県立看護大学 看護研究センター Nursing Collaboration Center, Gifu College of Nursing

表１　視察スケジュール
1 日目 午前 ソウル大学ブンダン病院

 高齢者センター
午後 韓国看護協会

 韓国看護評価院
精神障がい者通所施設
 ダエギル精神センター グリーングラス
ソウル大学こども病院

2 日目 移動日 テグ（大邱 ) へ
3 日目 午前 慶北大学 看護学部

午後 グミ市保健所
 グミ市精神保健センター

4 日目 午前 サンサン面（グミ市内）の保健支所
グミ市内の保健診療所



師数は 4.2 人、日本は 9.4 人（OECD 加盟国の平均 9.6 人）

で、人口当たりの数字では韓国は日本の半分以下の看護

師数となっており、日本同様、韓国においても看護師不

足の問題は国全体としての深刻な課題であることがわか

る。

一方、韓国の医療法によって定められた APN の資格

取得者数は、韓国看護評価院の資料 12）によると 2008

年 11 月までで 1 万 1187 人であり、看護職全体の約

5%、実働数全体の約 7% を占めている。日本の専門看

護師数と比較してみると、2009 年 4 月現在、がん看護、

精神看護、地域看護、老人看護、母性看護、小児看護、

慢性疾患看護、急性期重症看護、感染症看護の 9 分野

304 名で 13）、看護職全体に占める割合でみると、約 0.03%

とはるかに少ない状況である。実際には韓国の APN の

有資格者のうち、実働者数がどの程度かは不明である

が、資格取得者数の多さは、1973 年以来、韓国看護界が、

上級実践看護師の育成に尽力してきた結果を示すものと

いえる。

 

Ⅳ．韓国の看護教育制度の概要

1．看護基礎教育　

韓国の看護基礎教育は、4 年制の看護大学または 3 年

制看護専門大学によって行われている（2008 年 12 月

現在）。これらの教育課程を修了することが、看護師の

国家試験受験資格を得るための要件として、医療法によ

り規定されている 14）。

4 年制大学教育は、1955 年に初めて看護学科が設立

されて以来、1990 年には 19 校となり、その後 2008

年には 73 校にまで増加してきた。3 年制専門大学は、

日本の短期大学に相当するものであり、1977 年に従

来の 3 年制看護専門大学校（日本の専修学校にあたる）

が昇格し、3 年制看護専門大学となった 15）。

これまでに韓国の看護界では、看護の基礎教育を学士

レベルに一本化するために、積極的に行政への働きかけ

を行ってきた結果、前述のように大学が増加し、2006

年以降、4 年制大学の数は 3 年制教育課程を上回り、教

育の高度化が推し進められてきた 16）。同時に、3 年制

専門大学卒業後、学士となるための 1 年間の教育課程

も設けられ、基礎教育の学士レベルへの引き上げをシス

テムとして支えている。

2．基礎教育後の教育・資格制度と根拠法

韓国の看護教育・資格制度の概要を図 1 に示す。図 1

に示した教育・資格制度は、一般の看護師の役割を超え

て幅広く高度な看護実践を行っているという点で（中に
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免許・資格 精神保健看護師 保健診療員 助産師免許 APN

根拠法 精神保健法
農漁村保健医療

特別措置法
医療法 医療法

試験 資格認定試験 資格認定試験 国家試験 資格認定試験

基礎教育後
教育

精神保健看護師
教育課程　１年

保健診療員
教育課程　１年

助産師
教育課程　１年

当該分野の
３年の実務経験

免許

根拠法

試験

看護師免許

医療法

国家試験

基礎教育

看護師教育課程３年または４年

大学院
APNコース

大学院
修士課程

大学院
博士課程

３年制専門大学
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RN－BSN（１年コース）

 

                     

 

 

 

図 1　韓国の看護教育および免許・資格（法的根拠を有するもの）の概要　

 



は開業権や処方権をもち活動する資格もある）、広義の

意味の APN として法律により認められた資格である。

基礎教育後の教育課程としては、大学院の修士課程

（1962 年より開設）および博士課程（1978 年より開設）

があり 17）、それぞれ、修士・博士の学位が授与される。

大学院教育では、医療法 56 条により定められた APN

を養成する課程が、通常の修士課程とは別に 2004 年に

開設された 18）。これはカリキュラムも一般の修士課程

とは異なる。また、その他に特殊大学院として保健大学

院や教育大学院など、看護以外の大学院コースで看護学

を専攻することもできる。

大学院教育のほかには、保健福祉部長官や韓国看護協

会等により認定されている教育課程があり、コースによ

り内容・期間もさまざまである。教育課程の例としては、

助産師教育課程（保健福祉部長官が認める医療機関での

1 年間の教育課程）、精神保健看護師の教育課程（6 か月）、

保健診療員の教育課程（1 年間）などがある 19）。保健

診療員については、文献によって教育期間を 6 か月と

するものや 20）、3 年以上の実務経験を条件とするもの

もある 21）。

これらの教育課程を修了することにより取得可能（認

定試験の受験資格を得る）な資格は、法律によって明確

に規定されているものとそうでないものがある。法律に

よって定められている資格には、医療法による APN（第

56 条）・助産師（第 2 条）、精神保健法による精神保健

看護師、農漁村保健医療特別措置法による保健診療員な

どがある。

精神保健看護師は、精神保健法により定められた精神

保健専門要員としての資格で、看護師、社会福祉士、心

理士であれば取得可能であり、それぞれ精神保健看護師

及び精神保健社会福祉士、精神保健臨床心理士となる。

また精神保健看護師は、地域精神保健センターのセン

ター長を担うことができるなど開業権が認められ、精神

保健福祉分野のリーダーとして活躍している。

保健診療員は、一定の条件下ではあるが、処方権をも

ち、診断・治療を行うことにより、1982 年以来、韓国

の過疎地域における一次医療を担ってきた。しかしなが

ら、医師数の増加や交通網の発達など医療サービスへの

アクセスが改善してきてきたことから、保健診療員は減

少を続けており 22）、1994 年以降新たな養成も中止され

ている。

一方、法律による規定はないが看護協会などが認定す

る資格（Certified Nurse）として、たとえば認知症ケア

や地域保健教育、医療保険コーディネーターなど様々な

資格がある 23）。

 

Ⅴ．医療法を根拠法とする APN の教育課程改革と韓

国看護評価院

以下に、韓国看護評価院、慶北大学看護学部の視察お

よびその際に得た資料 24，25）をもとに、医療法（第 56 条）

を根拠法とする APN の制度および教育課程の改革につ

いて報告する。

1．医療法（第 56 条）による APN とは

医療法（第 56 条）により定められた韓国の APN は、

ア メ リ カ の Nurse Practitioner：NP と Clinical Nurse 

Specialist：CNS を統合したものであり、看護の専門化、

看護の役割拡大、看護のさらなる質向上に貢献するも

のとして説明されている（図 2）。また、APN のコアコ

ンピテンシーは、プロフェッショナルとしての看護実

践、教育、研究、リーダーシップ、相談、協働の 6 つ

であるとされている。1973 年 2 月に医療法に定められ

た APN は、当初「分野別看護師」（英語表記は「Specialized 

Nurse」）と呼ばれていたが、2000 年に APN と名称変

更された。このように現在は、APN として資格の名称

が統一されているが、APN のための大学院コースの名

称には NP や CNS という表現が使われていたり、名称

変更当初は、APN・CNS・NP といった呼称が混在して

使われていたこともあった。

また、APN の専門分野は、1973 年 10 月には、保健、

麻酔、精神、家庭の 4 分野であったが、2003 年に 10 分野、
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＊韓国看護評価院作成の説明資料を一部改編・引用

図 2　韓国における APN の概念図



さらに 2006 年に 3 分野が加わり、現在では、保健、麻

酔、精神、家庭、感染管理、産業、救急、老人、ホスピ

ス、クリティカルケア、小児、臨床、がんの 13 分野が

認可されている。 

2．APN 教育課程の改革

APN の教育課程は、それまでの 1 年間の教育課程から、

2004 年に大きく改変し、大学院の APN コースでの教

育課程へと一本化が図られた。同時に APN コースとし

て認可する際の基準カリキュラムが定められた（表 2）。

1973 年当初の教育は、保健福祉部長官の認可を受けた

医療施設での 1 年間の教育課程であった。その教育課

程は、保健福祉部長官の認可を必要とするものの、医療

施設ごとの様々なプログラムによる教育であり、実質的

には十分な経験があればエキスパートと認められるとい

うような現状もあったことから、このような現状を改善

するために、教育の一本化と質向上が急務であると指摘

されていた 26）。その後、日本の厚生労働大臣にあたる

保健福祉部の長官に、看護職を輩出するなど、看護界を

挙げての取り組みにより、後述する韓国看護評価院の設

立、APN の教育課程改革が実現した。新たに規定され

た APN 大学院教育のカリキュラムにより、2004 年に

は、23 の大学院で、42 の APN コースが開設し 396 名

の学生を受け入れ 27）、2008 年には 40 の大学院、108

コース計 853 名へとさらに定員が増加している（表 3）。

実際の入学者数は定員の約 6 割程度とのことであるが、

新たな教育課程による質の高い APN が数多く養成され

ている。

この教育課程および資格認定試験制度の改革を実現す

るために重要な役割を果たしたのが、韓国看護評価院

である。現在の APN コースのカリキュラムの開発や教

育課程の認可は、この韓国看護評価院によって行われ

ている。表 2 は、韓国看護評価院によって開発された

APN コースのカリキュラムである。教育期間は 2 年間で、

単位数は各専門科目の実習を含めて 33 単位となってい

る。基礎科目には、病理学や薬理学の単位が含まれてお

り、処方権の実質的な獲得をめざして業務や役割の拡大

を図りたい考えである。

APN コースのカリキュラムの例として、慶北大学の

APN コース（ホスピス）のカリキュラムを表 4 に示す。

慶北大学では、老人、ホスピス、精神、クリティカルケ

アの 4 つの APN コースが開設されており、2008 年現

在 41 名の学生が学修している。コースの中では老人の

コースの人気が高く、クリティカルケアの分野の志願者

がやや少ない傾向にあるとのことであった。
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表 2　韓国看護評価院が定める APN コースのカリキュ
　　       ラム      

Course Name Credit Hours

Core

Nursing Theory  2
Nursing Research  2
APN Role & Policy 
(Regulation & Ethics)  2

Advanced  Health Assessment  3
Advanced Pharmacology  2
Pathophysiology  2

Specialty Didactic 10
Specialty Practicum 10

300 clinical H
         Total 33

＊韓国看護評価院作成の説明資料を一部改編・引用

表 3　分野別の APNコース数と入学定員数
           （2008 年現在）

コース数 入学定員数
保健   1   5
麻酔   1   6
精神  10  60
家庭  15 122

感染管理   3  25
産業   1  10
救急   7  46
老人  30 273

ホスピス  11  75
クリティカルケア  12  95

がん  11  85
小児   1   6
臨床   5  45
計 108 853

＊韓国看護評価院作成の説明資料を一部改編・引用

表 4　「Hospice Nurse Practitioner」 コースカリキュラム
           （慶北大学）           

Subject credit

Nursing 
Core 

Courses

Nursing Theory Ⅰ  2
Advanced Physical Examination  3
Nursing Reserch Ⅰ  2
Pathophysiology  2
Pharmacology  2
Policy and Role of Nurse Specialist  2

Required 
Courses 

for 
specialty 
Option

Hospice/Palliative Care  2
Pain and Palliative Care  2
Psychosocial and Spiritual Care  2
Bereaved Family Care and Counselling  2
Management for Hospice/Palliative Care  2

Advanced 
Practicum

Practicum:Hospital hospice Care Ⅰ  3
Practicum:Hospital hospice Care Ⅱ  2
Practicum:Community hospice Care Ⅰ  2
Practicum:Community hospice Care Ⅱ  3

total 33
＊慶北大学 説明資料を一部改編・引用



3．受験資格の要件と資格試験

医療法第 56 条において、APN の業務分野別資格基準、

資格証その他必要な事項は、保健福祉部令で定めること、

また保健福祉部長官は、看護師に対して看護師の免許以

外に業務分野別資格を認定することができることが明記

されている ｡ 受験資格の要件は、現在定められた 13 分

野で看護師として直近 10 年のうち 3 年の実践経験を有

すること、かつ大学院教育による APN コース修了者で

あることとなっている。2004 年より、本格的に大学院

での APN コースが開始してから、2005 ～ 2008 年の 4

年間では、13 分野中 11 分野でのべ 3023 名が APN の

認定を受けている。各分野の合格者の内訳を表 5 に示

す。2003 年以降新たに認可された分野では、老人、が

んに関連する分野の合格者が多くなっている。2004 年

の教育課程改革以後 2008 年までは、移行期間として、

従来の教育課程修了者の受験が認められていた。しかし、

2009 年 4 月からは、APN コースとして認可を受けた大

学院教育修了者でなければ、資格認定試験を受けられな

くなり、教育および受験資格は完全に一本化された。

APN の資格認定試験は、1 次試験、2 次試験、実技試

験があり、1 次試験は筆記試験（表 6）、2 次試験では

問題解決力の確認、看護過程についての口頭試問がある。

実技試験は 2 人の評価員により実施される。実技試験

の例として、たとえばクリティカルケアの分野では、気

管内挿管のテストが実施されるなどである。合格率は、

1 次試験、2 次試験それぞれ 60% 程度である。

4．韓国看護評価院の役割と活動

1）設立経緯

韓国看護評価院は、看護に関する教育、免許 ･ 資格等

に関するマネジメントを行い、看護ケアの質の向上、さ

らには最高の質のレベルの維持・確保を目的に、国によ

り設立された組織である。具体的には、看護教育課程の

認可、APN コースカリキュラムの承認・評価、APN の

資格認定試験、看護師国家試験や免許登録に関する検討、

著作権の管理を行っている。

 これまでは、保健福祉部が看護師の国家試験や免許登

録などを直接行っていたが、これを新たに設立された韓

国看護評価院で実質的に行うことが 2001 年に第 68 回

韓国議会で決定した。その後、設立準備を進め、2003

年 10 月に、韓国看護評価院が設立され、保健福祉部の

承認を得て正式に活動を開始した。韓国看護評価院自体

は、韓国看護協会内に設置され、看護教育課程の基準作

りや認可、国家試験による免許や各種資格の試験 ･ 登録

･ 管理を行っている。看護師国家試験についても、受験
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表 5　APN教育改革後の分野別資格試験合格者数（2005 ～ 2008）と APN総数      
教育改革後の合格者 計 総数

2005 2006 2007 2008
保健 -    3 -   0    3  2,051
麻酔   7 -   2   7   16   586
精神 -   47  29  64  140   328
家庭 364  399  11  42  816  6,174

感染管理 -   40  49  49  138   138
産業 -   73  15  15  103   103
救急 -   57  30  42  129   129
老人 -  259 256 455  970   970

ホスピス -   54  39  83  176   176
クリティカルケア -  111  80  96  287    287

がん -    81  79  85  245    245
計 371 1,124 590 938 3,023 11,187

総数：教育改革前の合格者を含めた数 ＊韓国看護評価院作成の説明資料を一部改編・引用

表 6　APNの 1次試験の構成内容　
% No.of Questions Category Domains of Practice
70 105 Ⅰ Provision of Professional  Advanced Practice
10  15 Ⅱ Education and Consultation 

5 ～ 10 8 ～ 15 Ⅲ Research 
5 ～ 10 8 ～ 15 Ⅳ Leadership

  5   8 Ⅴ Referral & Collaboration
＊韓国看護評価院作成の説明資料を一部改編・引用



資格とする基礎教育を学士取得レベルに一本化すること

や、免許や資格の更新制についても検討課題としている。

2）組織および主な役割

韓国看護評価院の組織図は図 3 のとおりである。資

格 ･ 免許の試験を管轄する部門と、教育 ･ 評価を管轄す

る 2 つの部門と下記の活動に応じて 5 つの委員会が設

置されている。

韓国看護評価院の主な活動は以下のとおりである。

・看護教育課程の認可（Nursing Education Accreditation ）

大学・学士取得のための 1 年コース・大学院の教育

課程の認可や、認可者の教育を実施する。

・APN コースカリキュラムの承認・評価 （APN Program 

Approval & Evaluation）

APN コースカリキュラムの基準に沿って運営されて

いるかの確認・評価を行う。新規に認可した教育課程は

初年度に必ず監査・評価を行う。

・APN の 国 家 資 格 認 定 試 験（National Certification 

exam for APN）

APN 教育の標準カリキュラムの開発、APN の能力・

役割・実践の範囲の明確化、各 APN に関する資格認定

試験の確立、APN の国家資格認定試験の管理を行う。

・ 看 護 師 免 許・ 資 格 の 認 定 管 理（Nurse Licensing & 

Qualification Management）

免許登録・管理のシステム向上、看護師免許更新のた

めのプロジェクトを遂行する。  

・APN 以外の資格認定試験（Certification Examination）

資格認定試験に関する権限の看護協会への委譲、新た

な看護分野に関する資格認定試験管理を行う（例：医療

保険コーディネーター、認知症ケア、地域保健教育者）。

・著作権の管理（Copyright Management）

・看護師国家試験の改善（Improvement effort for National 

Licensing Exam for Nurse）

看護師国家試験、免許の制度改正の検討を行う。

以上のような役割を担う韓国看護評価院は、看護職が

自らの手で専門職としての自治 ･ 自律を実践するもので

あると言える。看護の質保証に向けて、質の高い実践を

可能とするよう教育プログラムを開発するだけでなく、

免許・登録の管理とその評価を行うことにより、看護専

門職としての発展の基盤作りのために大変重要な役割を

果たしていくものと思われる。

Ⅵ．おわりに

韓国では、法制度の改正や看護職の役割拡大に積極

的に取り組み、確実にその成果を形にしてきた。また、

自分たちの育てた APN をサポートするために、教員が

APN コース修了者の相談にのったり、APN の活動や実

績が職場組織で認めてもらえるよう実践者を励ますなど、
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地道なフォローがなされており、APN 修了者支援を通

した、APN の活動体制の基盤づくりも大学としての重

要な役割といえるかもしれない。

これらの視察をとおして、韓国看護評価院が看護職自

身で組織され、着実に実績を重ねながら質の高い看護を

提供するための仕組み作りに尽力してきたことがわかっ

た。このことは、看護が専門職として社会に貢献してい

くことへの責任を、自分たち自身の手で担っていくよう

実践してきた経過であり、今後の我が国の看護師教育や

免許制度のあり方について考える機会となった。このよ

うな自律的な組織により、専門職による自治の仕組みを

確立していくことは、看護の役割拡大を考える上でも重

要であり、今後の課題でもある。

今回の視察により、APN、CNS、NP など様々な言葉

で表現される上級実践看護師の育成がどのような意図や

教育制度のもとで行われているのか、文献では得られな

かった具体的な現状も確認することができ、日本におけ

る看護職の役割拡大の方向性を検討するうえでの様々な

示唆を得ることができた。 
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Ⅰ．はじめに

韓国での看護学大学院教育は 1962 年に始まり、日本

よりも 15 年以上早い。また、精神保健法を根拠法とし

た精神保健看護師（Mental Health Nurse）、農漁村保健

医療特別措置法を根拠法とした保健診療員（Community 

Health Practitioner）、医療法を根拠法とした麻酔専門

看護師（Nurse Anesthetist）や助産師（Midwife）など

の多様な分野での上級実践看護師（Advanced Practice 

Nurse : APN）の活動には歴史がある。1973 年には、医

療法（第 56 条）を根拠法とした APN が国家資格とし

て制度化され、2004 年に、その教育を大学院教育に統

一することで、教育課程の質向上と標準化が図られた。

以上を踏まえ、筆者らは APN 教育と活動に歴史のあ

る韓国の看護に関心を持ち、2008 年 11 月下旬に首都

であるソウル特別市（以下、ソウル市と略す）の大学病

院及び精神障がい者の通所施設、韓国の東南部に位置す

る大邱広域市（以下、テグ市と略す）の慶北大学、及び

テグ市の北に位置する亀尾市（以下、グミ市とする）の

地域保健関連施設を視察した。

先の報告で、 韓国の看護教育制度、APN の根拠法、

APN の教育課程と現状、及び APN など看護の質を保障

する仕組みを維持するための韓国看護評価院について紹

介 1）したので、本稿では、視察した保健福祉関連機関

や病院の現状および当該機関における APN の活動につ

いて報告する。

Ⅱ．保健診療所における保健診療員の活動

1．保健診療員制度

保健診療員制度は、韓国における過疎地域医療を担う

ために、国立保健研究院の農漁村保健医療研究示範プロ

ジェクトとして 1981 年に開始され、3 年間の試行期間

を経た後、1984 年に農漁村保健医療特別措置法により

法制化された 2）。医師確保が困難な農漁村地域（医療施

設までの交通手段が 30 分以上、人口 500 人以上または

島部では人口 300 人以上 5,000 人未満）3）に保健診療

所（Primary Health Post）があり、そこに看護師資格を

もつ保健診療員が村落ワーカーとともに単数配置されて

いる。

また、保健診療員は、68 種類の薬剤処方権をもち、

簡単な診療行為を行うとともに、家庭訪問や健康づくり

活動などの予防サービスに従事しており、実質的に 24

時間体制で保健診療所を運営している。制度創設当時の

社会問題となっていた過疎地医療を一手に引き受けた保

健診療員の活躍は、住民に満足感を与え、さらに費用効
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〔その他〕

地域保健福祉関連機関および病院の視察を通してみた

韓国における上級実践看護師（APN）の活動

大 川   眞 智 子 1 ）    泊   祐 子 2 ）    山 内   栄 子 3 ）    橋 本   麻 由 里 4 ）

Intervention or Activity of Advanced Practice Nurses through Inspection of

 Community Health Welfare Organizations and Hospitals in Korea

Machiko Ohkawa1 ） ,    Yuko Tomari2 ） ,  Eiko Yamauchi3 ） ,  and  Mayuri Hashimoto4 ）
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2）岐阜県立看護大学 育成期看護学講座 Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing
3）前岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座 Formerly Nursing of Adults,Gifu College of Nursing
4）岐阜県立看護大学 機能看護学講座 Management in Nursing, Gifu College of Nursing



果の面でもかなりの成功を収めた 4）。

保健診療員になるためには、看護師免許取得後 1 年

間の教育プログラムを修了し、認定資格を取得しなけれ

ばならない 5）。1994 年に保健診療員の養成が中止され

たため、1995 年には 2,035 人が従事していたが、現在

は 1,800 人ほどに減少してきている。その背景として、

①高齢者が老人介護施設を利用することが一般的になり

つつある、②交通の便が良くなり、医師へのアクセスが

容易にできるようになった、の 2 点があげられる 6）。

2．A 保健診療員の活動

今回、テグ市の中心部から車で 1 時間ほど離れたグ

ミ市（人口 39 万人。電子製品の工場が多い。市街地か

ら離れると畑が広がり、住宅も点在している。）の保健

診療所を訪問し、現地で就業している保健診療員 A さ

ん（女性・30 歳代）から活動内容を聞くことができた

ので、ここに報告する。（写真 1）

A 保健診療員は、看護系大学卒業後、1 年間の教育プ

ログラムを修了し、現在、保健診療員として働き始めて

13 年目である。

1）活動体制

現在、24 時間体制で、地域医療を担っているが、原則、

土・日は休みである。以前は、急患も多かったが、最近

は、住民が気を遣ってくれて、平日や日中に来所してく

れる。また、以前は、保健診療所と住まいを一緒にする

という規則になっていたが、現在は緩和されている。な

お、本保健診療所は、診療所と住まいが廊下を通してつ

ながっていた。また、グミ市内での転勤はあるが、赴任

したら 5 年くらいは異動しないで活動している。

2）担当地区の状況

A 保健診療員は、4 地区（里）を担当し（住民 458 名、

234 世帯）、全住民の健康に責任を持つ立場である。要

援助者として、高血圧 68 名、糖尿病 13 名、高脂血症

12 名、低所得者 25 名、65 歳以上の高齢者 167 名をケー

ス管理している。なお、担当地区の地図や人口、要援助

者数は、保健診療所の待合室に掲示してあり、来訪者は

自由に見ることができる。（写真 2）

3）地区住民の健康情報管理

担当地区の全住民の健康情報（既往歴、健診結果、受

診歴、薬など）がパソコン上の情報管理システムで管理

されており、中央の健康情報管理システムとリンクして

整備されている。そのため、担当地区内の要援助者や罹

患者数など、すぐに統計的な処理ができるようになっ

ている。また、担当地区の世帯管理カードが作成され

ており、乳幼児から高齢者にいたるまで援助対象とし

て、地区の全住民を世帯単位で把握している。

4）主な活動内容

慢性疾患（高血圧、糖尿病、高脂血症など）の治療や

結核患者の療養支援、妊産婦の健康管理、母子保健（避

妊教育、乳幼児健診など）など幅広く活動している。な

お、出産については、最近は病院に搬送している。また、

手足の縫合などの簡単な処置は実施しているが、筋肉層

にまで至る傷や顔の傷は病院へ搬送している。

保健診療員には処方権があるので、8 日分まで処方で

きる。また、保健診療所では処方された薬をその場でも

らえるが、病院ではそうでないため、高齢者は病院で処

方を受けることを面倒がって保健診療所へ来所する人が

多い。
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　　　　  写真 1　グミ市内の保健診療所

         写真 2　保健診療所管内の地区情報



処方など、何をしても 1 回の利用料は 900 ウォンで

あるが、生活保護受給者は無料である。また、来所でき

ない人には、家庭訪問して処方している。例えば、火曜・

木曜の午後は高齢者の家庭訪問を行っている。また、全

世帯の健康状態を調査し、必要に応じて訪問して個別援

助をしている。なお、来所・訪問等で、保健診療員が対

応できないと判断した場合は、車で 15 分ぐらいの病院

に搬送している。

担当地域の健康増進活動として、住民の中から健康増

進リーダーの育成をしている。リーダーには、救命救急

の応急処置、簡単な傷の手当て、当該地域でよく起こる

緊急事態（蛇に咬まれたなど）を想定して対応できるよ

うに教育していくことも保健診療員の役割である。なお、

リーダーには 1 年に 1 回程度の教育を実施している。

なお、保健診療所には、高齢者が自由に集まってきて、

おしゃべりを楽しみ、健康器具を利用していた。われわ

れが来所した際も、近隣の高齢者が集っており、保健診

療員のために手押し車に野菜を入れて持ってくるなど、

A 保健診療員を慕って集って来ていることが伺えた。わ

が国にも、近所で高齢者が気楽に集え、認知症や筋力低

下予防などの介護予防にもつながるサロンが自治会等の

単位で存在しているが、今回の視察を通して、保健診療

所が、予防活動としての高齢者のサロン的な機能も果た

していることがわかった。

5）研修、その他

保健診療員が自らの専門性を高める機会として、新し

い知識・技術の教育を受ける研修が年に 1 週間程度ある。

また、保健診療員のホームページがあり、韓国内の保健

診療員が仲間同士で情報の共有・交換をしている。現在、

保健診療員の養成自体が停止している中、資格の生き残

りをかけて、保健診療員が互いに協力して頑張っている

のが現状であるとのことだった。

Ⅲ．ホスピスセンターにおけるホスピスナースの活動

韓国では、公衆衛生を担当する行政機関として、国に

は保健福祉部、地方には保健福祉センター及び保健所、

保健支所が設置されている。また、保健所は道（日本に

おける都道府県）と市が運営し、中央政府と地方政府が

全事業を負担する 7）。なお、保健所、保健支所では、予

防サービスと簡単な一次医療が提供されている 8）。

医療法を根拠法とした APN であるホスピスナース

（Hospice Nurse）は、グミ市保健所内にあるホスピスセ

ンターに所属していた。グミ市保健所の施設内には、他

にも、訪問看護管理センター、禁煙相談・プログラム実

施室などの部屋が設置され、医師・看護師等の専門職が

配置されていた。グミ市保健所は、ホームページで活動

を広く住民に紹介し、原則無料で多様なヘルスサービス

を提供している。以下、ホスピスセンターにおけるホス

ピスナースの活動について紹介する。

ホスピスセンターには、ホスピスナースが 2 名配置

され、在宅のがん患者宅を訪問して、ペインコントロー

ル、経管チューブの入れ替え、精神不安の緩和、死への

準備等にかかわっていた。韓国の国柄として、最後まで

家に居たいという思いや、目上の人を敬う気持ちが強い

ため、在宅での看取りに対するニーズにホスピスナー

スは対応している。保健所内に 2 名の医師がいるので、

同行訪問することもある。なお、死亡診断は医師であり、

ホスピスナースはできない。

 

Ⅳ．地域精神保健センター及び精神障がい者通所施設

の現状と精神保健看護師の活動

グミ市内のグミ地域精神保健センター（設置主体：グ

ミ市）及び、ソウル市内の精神障がい者通所施設（ダエ

ギル精神センターグリーングラス）を視察し、精神保健

法を根拠法とする APN の精神保健看護師（精神保健専

門要員の資格を有する者も含む）から各々の活動につい

て説明を受けたので報告する。なお、精神保健看護師と

精神保健専門要員はどちらも精神保健法を根拠法として

いるが、精神保健専門要員は、看護師だけでなく、臨床

心理士・社会福祉士も資格対象とされる。

1．グミ地域精神保健センター

グミ地域精神保健センターは、地域住民のメンタルヘ

ルスの保持・増進のための多様なサービスを行っており、

精神障がい者への偏見のない社会を目指している。また、

精神障がい者の尊厳を維持し、他の人たちと同等な機会

と権利を持って、最善の環境の中で生きていけるように

支援することを住民向けの PR 用リーフレットに明示し

ている。なお、本センターは、グミ市保健所と同じ施設

内に併設されている。

本センター長は、慶北大学の元教授で、Psychiatric 
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Nurse Practitioner の資格をアメリカで取得している。

なお、慶北大学の現任教授の中には、精神保健法を根拠

法にした APN である精神保健看護師の資格を有し、地

域精神保健センター長を兼任している人がおり、多忙で

はあるが看護実践現場とのつながりが教育・研究活動に

もよい影響があるとのことだった。今回、韓国において

精神保健看護師の資格を有していれば、地域精神保健セ

ンター長として管理・運営に携わることができることを

確認できた。

本センタースタッフは、精神保健看護師 4 名、社会

福祉士 1 名、臨床心理士 1 名である。管内の精神障が

い者登録者数は 430 名であるが、センター利用登録者

250 名（障がい者登録に関係なし）のうち 50 名程度を

センターで管理・ケアしている。援助対象は、児童～成

人であり、潜在化した患者の発掘、内服管理、就労支援

など幅広く活動している。なお、本センターの精神保健

看護師は、以下に述べる本センターの主な活動に対して、

本センタースタッフ（他職種）や地域の病院・学校など

と連携・協働しながら取り組んでいる。

1）社会復帰や職業訓練のための生活支援プログラム

下記の両プログラムは、本センターのスタッフ全員で

運営しているが、プログラムの企画・実施・評価に関し

ては、精神保健看護師の役割として位置づけられており、

責任を持つ。なお、両プログラム併せて、およそ 30 名

が利用している。

①デイプログラム：統合失調症などを患っている利用者

本人が、対人関係および社会生活を学び・体験し、社会

的孤立、精神的退行、ストレスに対する弱さからの社会

適応の困難を克服して、再発を防止し、社会復帰する

ためのプログラムである。週 3 日（火・木・金）実施。

当番を決めて、利用者で食事を作る。カラオケ、ダンス、

社会復帰のための技術訓練、染物教室、畑作業、ペーパー

クラフトなどを実施している。

②職業訓練の生活支援プログラム：利用者本人が、自分

の就業能力および現状に適した職業を求め、就業に対す

る責任感を感じて、就業状態を維持できるよう、スタッ

フが支援している。週 4 日（火・水・木・金）実施。

利用者が中心となって、施設内のコーヒーショップや作

業所を運営している。作業所で作ったもの（携帯用スト

ラップなど）を販売している。また、就業者たちが集まっ

て、お互いの薬物管理やストレスへの対処に関する情報

交換および励まし合いの時間をもち、就業生活を持続的

に維持できるような支援もプログラムの一環で実施して

いる。なお、年 2 回、プログラム内容を評価しており、

参加者が自主的に判断・行動できるように参加者の主体

的な運営を心がけている。

2）病院との連携

病院と地域を結ぶ Circulation  Program を実施してい

るが、援助対象者は 50 人が最大限である。退院時に、

病院側が患者に本センターを紹介する。本センターとし

ては、デイプログラムなどへの参加時に利用者の調子が

悪い時は、病院へ連絡するなど、病院と本センターが利

用者の情報を共有して、早期に的確な支援が提供される

ように連携した取組みである。また、自殺防止への対応

は 24 時間体制で実施しており、夜間は国立の病院と連

絡体制がとれている。

3）相談

病院受診や施設利用を嫌がる患者・家族のために、専

門医による無料相談会（週 1 回）を行っている。本セ

ンターは病院ではないので受診しやすいためか、精神科

を受診したくない人にとっての相談の場として機能して

いる。他にも、希望者への家庭訪問による個別援助や電

話相談にも対応している。全てのサービスは無料である。

4）地域住民への啓発活動

地域住民の中には、本センターや病院の受診を嫌がる

人もいるため、センター活動の PR のためのセンターリー

フレットやビデオを作成し、精神障がい者への理解を深

め、気軽な受診・相談を勧めるためのキャンペーンを積

極的に展開している。他にも、精神障がい者に対する地

域住民の偏見をなくし、理解を得ていくための対外的な

啓発活動として、イベント時に精神障がい者・家族とと

もに街頭行進をするなどして、積極的に社会へ働きかけ

ている。

5）児童・青少年期へのかかわり

児童・青少年期は、精神保健の上で最も重要な時期な

ので、精神保健に関する問題発生の予防および初期発見・

治療が大切であるという考えの下、児童・青少年期精神

保健事業では、多様な予防プログラムの運営および相談、

治療を行っている。

例えば、学童・思春期の精神保健として、グループセ
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ラピーを実施するなど、いじめの問題への対処や学校で

のメンタルヘルス教育として、児童・生徒を対象にした

健康教育（自殺予防、怒りの感情コントロールなど）や

学校関係者・父母を対象にした健康教育・相談など、予

防的観点から多様なかかわりをもっている。

2．ダエギル精神センターグリーングラス

ソウル市内にある精神障がい者の社会福祉施設である

ダエギル精神センターグリーングラス（Daegil Mental 

Center Green Grass）を訪問し、精神保健看護師に加え

て精神保健専門要員の資格を有する B 氏から、そこで

の活動について説明を受けた。

今回、訪問したダエギル精神センターグリーングラス

は精神障がい者の社会復帰のための通所施設である。韓

国では約 10 年前から精神障がい者の社会福祉施設がつ

くられ始め、現在では韓国全土に約 160 施設があると

される。ソウル市 25 区にはそのうちの 60 施設があり、

その内訳は通所施設が 20 施設、グループホームが 40

施設である。グリーングラスは、1990 年代後半に韓国

内で 3 番目に設立され、これらの社会福祉施設の中で

も早期に設立された施設といえる。設置母体はキリスト

教会である。

ダエギル精神センターグリーングラスの主な活動は職

業訓練と生活訓練であり、他に就職の斡旋やその後の

フォロー、家族会のサポートや家族への教育も行ってい

る。施設の顧問医や患者の主治医と連携しながら、これ

らの活動を行っている。特に力を入れているのがサバイ

バルゲームという社会適応訓練のプログラムで、自施

設で開発し、訓練を行っている。社会適応訓練サバイ

バルゲームを簡単に紹介すると、肯定感 ､ 否定感の表現、

公共施設での礼儀、デート、余暇を 100 倍楽しむなど、

社会技術、対人関係、余暇活動に関する訓練が、合計

23 回、設定されている 9）。以前は各区に一つずつ設置

されている精神保健センターが同様の社会適応訓練プロ

グラムを実施していたが、現在では各社会福祉施設がそ

の役割を担うようになってきている。そのため、施設利

用の希望者は多く、待機者も多い。

ダエギル精神センターグリーングラスの利用者はほと

んどが統合失調症の精神障がい者で、現在、仕事をし

ている人が 5 名、作業所に通っている人が 7 名、他の

訓練を行っている人が 23 名の合計 35 名となっている。

利用者の半数は経済的に困窮している人であるため、利

用料は無料としている。そのため、ソウル市からの補助

金（人件費）と母体であるキリスト教会への募金、後援

者の寄付金を運営資金としている。

ダエギル精神センターグリーングラスの職員は、施設

長 1 名、看護師 1 名、社会福祉士 2 名の計 4 名である。

韓国では精神保健施設には精神保健専門要員を配置する

ことが精神保健法で義務づけられており、施設長には精

神保健専門要員という資格を有している人だけが就任で

きる。ダエギル精神センターグリーングラスにおいても、

20 年間精神保健に携わり、精神保健看護師と精神保健

専門要員の資格を併有している B 氏が施設長に就任し

ている。施設長は施設の運営にあたるととともに、前述

の社会適応訓練プログラムなどの開発や実施にも携わっ

ている。また、医療法を根拠法とする APN（精神分野）

の臨地実習指導者として実習指導などにも携わっている。

精神障がい者の社会福祉施設はニーズが高く、このよう

に地域の精神保健に長けた専門職者が施設長となること

で、その施設数の増加につながっているとのことであっ

た。

Ⅴ．大学病院における APN の活動

1．ソウル大学ブンダン病院の高齢者センター

今 回、 筆 者 ら は ソ ウ ル 大 学 ブ ン ダ ン 病 院（Seoul 

National University Bundang Hospital）の高齢者センター

（Geriatric Center）を訪問し、高齢者上級実践看護師

（Geriatric Advanced Practice Nurse : GAPN）の C 氏から

そこでの活動について説明を聞く機会を得たので、紹介

する。

ソウル大学ブンダン病院は、2003 年に高齢者の病気

や成人病に対する国内の基幹病院になることを目指して

設立された病院で、2004 年には急速な高齢者人口の増

加に対して高齢者に専門的で効果的なヘルスケアサービ

スを提供するために、高齢者センターを開設している。

高齢者は複数の疾患に罹患していることが多く、高齢

者医療では高齢者を総合的に捉えることが求められる。

そのため、高齢者センターでは他職種によるチーム医療

を提供することをその特徴としている。チームは 5 つ

の診療科医師（老年科医、神経科医、精神科医、泌尿器

科医、理学療法科医）、薬剤師、栄養士、医療ソーシャ
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ルワーカー、GAPN、ユニットマネージャーで構成され、

週に 1 回ミーティングを開催している。高齢者センター

は外来と 45 床の病棟を有しており、それぞれに GAPN

が 1 名ずつ配置されている。

GAPN は、 外 来 に お い て は 高 齢 者 総 合 的 機 能 評 価

（Comprehensive Geriatric Assessment : CGA）、病棟にお

いてはそれに加えて看護問題の作成や活動療法の指導と

いった患者への直接的・間接的な看護などを行ってい

た（表 1）。そのほか、院外の長期療養施設や院内の家

族相談室・診療センターとの連絡・調整、看護師の高

齢者理解のための高齢者体験の実施といった看護師教

育、GAPN の養成教育、高齢者のための食事の展示会の

開催といった他の専門職者や地域住民などへの教育など

も行っていた。このように GAPN の活動は多岐にわたっ

ている。そのため、GAPN には高齢者に直接かかわって

ケアする時間的余裕がなく、それらは看護師が主に担っ

ているとのことであった。

特に、GAPN の主要な活動になっているのが、高齢

者の生活機能障がいを包括的に評価する CGA であった。

高齢者が家庭医からの紹介や患者・家族の希望で外来を

受診すると、それぞれのチームメンバーがアセスメント

をし、治療の必要性の判断や診療計画を立案・実施して

いく。その過程において、GAPN が医師の要請を受けて、

CGA を行う。また、診断や診療計画の立案・評価は各

職種が参加したミーティングで行われるが、GAPN はそ

の資料を作成するなどチーム全体のまとめ役も担ってい

るとのことであった。高齢者センターで実施されている

CGA の内容は、現病歴や医学的問題などの医学的状態、

喫煙、飲酒、運動、健康認知度などの健康管理状況、婚

姻の有無、同居の有無と同居者、友人や親戚との関係や

つきあい方などの社会的サポート、視力検査・音叉によ

る聴力検査・腱反射・立ち上がり・歩行時間などの身体

機能、ADL、電話の利用、物品の購入などの IADL、平

衡機能検査など転倒の危険性、記銘力テスト、計算テス

トなどの認知機能である。これらの評価は、独自に作成

したフォーマットに、電子カルテ上で入力できる。CGA

は、栄養士の栄養評価、薬剤師の問診と合わせて 1 時

間をかけて、評価室で行われる。 1 時間を要するため、

CGA は予約制になっており、患者はこのためだけに来

院することもある。また、患者は CGA に対して診療費

2 万ウォンを支払わなければならない。CGA を受ける高

齢者は、年間、約 300 ～ 500 人にも及び、時間をかけ

た問診による評価は高齢者や家族からも好評を得ている

とのことである。

CGA は、日本においても一部の施設で取り入れられ

ており、医師や看護師、医療ソーシャルワーカー、介護士、

理学療法士、作業療法士など様々な職種によって行われ

ている 10）。ただし、診療報酬に反映されず、そのため

なかなか活用されにくい現実もある。韓国では CGA は

GAPN の独自の役割であり、それに対して診療費が支払

われる。つまり、GAPN の行う CGA は診療行為として

位置づけられているといえ、ここに日本との相違点があ

る。

2．ソウル大学子ども病院

筆 者 ら は、 ソ ウ ル 大 学 子 ど も 病 院（Seoul National 

University Children's Hospital）を訪れ、子どもと思春期

の精神部門（Child & Adolescent Psychiatric Unit）に所

属する APN（精神分野）の D 氏から説明を受けた。

D 氏 は、 小 児 精 神 専 門 看 護 師（Child Psychiatric 

Clinical Nurse Specialist）として活躍していたが、2006

年に医療法を根拠法とする APN（精神分野）の国家資

格を取得している。精神分野は、2003 年に APN の分野

として医療法で認可されている。また、D 氏は、小児精

神専門看護師としてのアイデンティティの確立を模索し

た時期を経て、APN としての役割拡大に向けて実践活

動に取り組んできた方である。なお、所属部署の APN は、
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表１　ソウル大学ブンダン病院におけるGAPNの活動状況
活動内容 比率（％）

高齢者総合的機能評価（入院患者、外来患者）      37.0
入院患者の看護（病室訪問、看護問題の作成）     18.9
入院患者チーム会議の準備       7.6
看護師の教育（高齢者上級実践看護師実習、看護
管理者・教員養成等）

      7.5

他部署の訪問       6.3
資料管理       6.3
家族相談（退院相談等）       6.2
患者教育プログラムの作成・教育       2.4
外部訪問客の見学・取材       0.5
会議への参加       0.5
学会等への参加       1.1
院内外講義       0.9
病棟での活動療法の指導       0.7
高齢者施設の訪問       0.5
他学部（薬学部）の学生の教育       0.3
その他       3.3
合計   100.0



D 氏ひとりである。

1）子どもと思春期の精神部門の状況

本大学病院は 1980 年に設立されると同時に、子ども

と思春期の精神部門において、診療を開始している。

以下、小児精神の病棟について述べる。小児精神の病

棟は 21 床（2 人部屋 3 室、5 人部屋 3 室）である。病

棟内には、病室以外に家族・個人カウンセリングルー

ム、ダイニングルーム（レストラン）、隔離室、シャワー

ルーム、お風呂、プレイルーム、ロビー等があり、廊下

も子どもたちが走れるように広い構造になっている。隔

離室は看護ステーションからモニターで観察できるよう

になっている。なお、病棟入り口は指紋で照合する鍵が

付いている。

この病棟の平均在院日数は、2005 年 43 日、2006 年

と 2007 年は 39 日、2008 年 11 月時点で 34 日であるが、

開放病棟では平均 14 日と短い。韓国では、在院日数を

短縮する方針が出されており、当該病棟でも在院日数の

短縮を目標にしている。なお、ベッド稼働率は、2005

年 85%、2008 年 90% である

入 院 時 の 診 断 名 は、 注 意 欠 陥 多 動 性 障 害（ 以 下、

ADHD と略す）、アスペルガー症候群、トゥレット障害

などの情緒障がいが多いが、いくつかの疾患を合併して

いることも多い。ADHD の入院は、子どもの情緒障がい

の合併など、精神不安定や興奮している場合など自宅で

看られなくなった際に入院となる傾向がある。

入院時の発達段階は、小学生 16%、中学生 42%、高

校生 42% で、小学生は減少傾向だが、中高生は増加傾

向にある。また、高校生・思春期は自傷行為が多く、リ

スクが高い。なお、男女割合は、男児 74%、女児 26%

である（2008 年現在）。

スタッフとして、APN（精神分野）や Nurse Aide がおり、

Head Nurse のもと小児チームと思春期チームに分かれ

ている。

病棟にも家族カウンセリングルームがある。退院後に

子どもの症状を再発させないためには家庭の環境を整え

ることが重要であるので、家族カウンセリングでは、①

疾患に対する看護の理解、②基本的看護、③親業教育、

④治療的環境調整（家庭内の環境を変える）について取

り組んでいる。また、本カウンセリングでは、指示ばか

りするのではなく子どもの話をよく聞くこと、家庭内で

話し合うことなどの重要性に両親が気づき、子どもに対

する認識や対応が改善されることを支えている。

2）発達障がいのある子どもと家族の治療プログラム

APN（精神分野）の D 氏は、発達障がいのある子ど

ものデイケアセンターにおいて、1993 年から、発達障

がいのある子どもと家族を対象にした治療プログラムの

開発と実践に取り組んでいる。

本プログラムは、ボウルビーの理論の母子関係の調整・

再構築を元に D 氏が開発した、アタッチメント・プロモー

ション・プログラム・セラピー（Attachment Promotion 

Program Therapy : APPT）である。プログラムの運営

は、APN である D 氏と、看護師（RN）2 名が担ってい

る。また、D 氏は、プログラムの実践効果について、経

済的側面からも病院組織に提示しており、組織内におけ

る APN としての存在意義・価値を活動実績から明示し

ていく努力を積み重ねていたことが伺われた。

プログラムの対象は自閉症、ADHD、広汎性発達障

害（PDD）などの子どもたちで、生活年齢は 2 ～ 6 歳

であるが、発達年齢は 6 か月～ 2 歳ぐらいである。なお、

対象は、医師が診断した患者リストから、精神看護相談

室において相談対応した患者の中からピックアップして

いる。なお、精神看護相談室は、D 氏が毎日午後に開催

している個別相談の外来で、相談費用は 1 回 4 万ウォ

ンである。

APPT のプログラムは 4 段階で構成され、各段階 3 か

月で、1 年間で 1 クールである。1 グループは母子 7 組

の集団療法である。

第 1 段階では、自分の母親を認識できずに誰にでも

抱きついていた子どもが、第 2 段階になると、母親と

他者を区別できるようになり、第 4 段階では子どもが

母親を認識してアイコンタクトができるようになって子

どもの表情が豊かになることを目指している。なお、開

始後半年で第 4 段階まで進んで、プログラムを終了す

る子どももいるので、その場合には同じ程度のレベルの

親子を入れて常に 7 組で治療している。また、図 1 に

ボウルビー愛着理論に基づく、この治療プログラムの構

造を示した。中心となる「自我機能を高めるスキル」を

獲得するために、本プログラムでは、教育を受ける、真

実を知る、目標に向かって進む、指示するのではなく共

に討論しながら決めていく、喜びの気持ちを感じること、
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フラストレーションへの対処ができることを目指してい

る。

プログラムは、色々取り入れているが、おんぶや膝の

シーソー・マッサージなど母子が直接肌を触れあい相手

を感じられるように組んでいる。また、母親は、①子ど

もの弱みと強みとは何か、②どのように子どもと遊んだ

らよいのか、③社会的ネットワークをどのようにつくっ

たらよいのか、④きょうだいがいれば、どのように家族

の葛藤を最小限にできるのか、⑤子どもが気持ちがよい

とはどういうことかなど、子ども中心とはどういうこと

であるのかを学んでいる。

1 回あたり 2 時間（集団）のセッションを週 2 回実

施している。なお、費用は、1 カ月 35 万ウォンである。

Ⅵ．おわりに

今回、韓国において、地域の保健福祉関連機関及び病

院を訪問し、当該機関で活躍する多様な APN から職場

の現状や APN の活動について貴重な話を聞く機会を得

た。本視察を通して出会った APN は、各職場に応じて

APN としての機能・役割を発揮していたが、そのため

には、活動基盤となる法的根拠が整備されていることは

もちろんのこと、APN 自身が活動実績や成果をわかり

やすく職場組織や社会に提示して、サービスに対する正

当な経済的評価を得ることも含めて、自らの存在意義・

価値を高めていくことが必要である。このことは、APN

としての責任であると同時に、職能団体、サービス提供

施設、教育機関等が協働し、バックアップすることによっ

て実現可能となるのではないかと思われた。今回の視察

では、これらのことが看護職の更なる専門性の発揮や役

割拡大にとって重要であることを再認識した。

最後になりましたが、今回の韓国視察において、快

く筆者らの訪問を受け入れて、所属機関の現状や APN

の活動について熱心に説明してくださった APN の皆様、

並びにソウル大学及び慶北大学の先生方に感謝申し上げ

ます。また、両大学との調整を快く引き受けてくださっ

た大分県立看護科学大学学長の草間朋子先生、並びに嶺

南大学の洪上旭教授に重ねて感謝申し上げます。

文献
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践看護師（APN）制度と教育，岐阜県立看護大学，10（1）；

51-58，2009．

 2）八代利香，桜井礼子，平野亙，他：韓国における看護師の

地域社会での活躍，保健の科学，41(2)；153-156，1999．

 3）津田万寿美：看護師の業務と役割の模索 大韓民国の場合，

看護管理，13(8)；658-662，2003．

 4）八代利香，金 順子：韓国における専門看護師，看護教育
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図１ 治療プログラムの構造
図１　治療プログラムの構造
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 8）高井純子，曽根志穂，大木秀一，他：韓国における地域で

働く看護職の現状及び教育体制について，石川看護雑誌，

3(1)；85-93，2005．

 9）グリーングラス精神リハセンター：社会適応訓練サバイバ

ルゲーム

10） 長寿科学総合研究 CGA ガイドライン研究班：CGA のねらい，

       高齢者総合的機能評価ガイドライン（鳥羽研二監），第 1 版；

       18-29，厚生科学研究所，2003．
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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、本学教員が筆頭著者（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

１）総説 : 特定のテーマについて総合的に知見を集め、学問的状況を概説し考察したもの

２）研究（原著）: 独創的で新しい知見が示された研究

３）教育実践研究 : 教育実践を素材にし、新しい知見や教育の改善、発展に寄与する研究

４）報告 : 調査結果に意義があり、すぐに知らせる必要のあるもの。あるいは、現状を分析し、課題が明確になり、次の研究につな

がるもの

５）資料 : 資料として価値があり、考察を加えていない生データ

６）その他 : 提案、提言、論説、海外事情、関連学術集会等など

６．著者

 著者として記載する者は、その内容と公表について著者としての義務と権利を有するので、“実質的な著者” でなければならず、名前だ

けの著者は避ける。著者は “実質的な著者” に限定し、それ以外の者は謝辞に記載する。

 “実質的な著者” とは、①研究計画やデータの分析と解釈に関与している、②原稿作成と修正に実質的に参加している、という条件を満

たしている者である。

 著者が複数の場合、その記載順序はすべての著者の合意で決め、筆頭著者は複数の著者の中で中心となる者で、第二・第三著者になる

に従って論文における役割が軽くなるように列挙する。

７．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・研究（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（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、Ａ 4 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）研究（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。



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
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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。

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

 英文誌名を省略する場合は、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。

９）氏名の英語表記は「名→姓」の順とし、姓、名ともに頭文字のみ大文字にし、他は小文字にする。

10）英文タイトルの表記は、先頭を大文字とし、冠詞、接続詞、前置詞以外は単語の先頭文字を大文字にする。ハイフンで単語と

単語を結んだ場合、ハイフンの前後に空白は入れず、前後の単語ともに先頭を大文字にする。

８．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。

９．投稿原稿の提出先

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

                          岐阜県立看護大学紀要委員会 宛
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10．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。

11．著者校正

著者校正は初校と再校の２回とする。原則として校正時に新たな加筆は認めない。

12．掲載料

掲載料は無料とする。別刷り（30 部）は、無料とする。

13．掲載決定後の原稿提出

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する。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。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。   

14．掲載後の論文の訂正

掲載された論文について、著者が訂正の必要を認めた場合、著者は紀要委員会に文書で申し出ることができる。その際に訂正記事掲載

のための原稿を紀要委員会に提出すること。訂正原稿は紀要委員会の議を経て、「訂正」として直近刊行の紀要に掲載する。

 

（平成 20 年１月改正）
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執 筆 要 領

１．はじめに、目的、方法、結果、考察、まとめ、文献、謝辞などの見出し名は、文字間にスペースをとらない。文献、謝辞、

註以外はすべて通し番号（Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ．････）を付ける。「はじめに」と「Ⅰ．研究目的」を分けて両方記している

論文があるが、「はじめに」は「緒言」「まえがき」とも言い換えることができ、ここで研究の背景・目的を記すものである。

したがって、「Ⅰ．はじめに」とするか「Ⅰ．研究目的」とするかのいずれかとし、両方記すことは避ける。また、「文献」

については引用文献、参考文献に分けて表記しない。

２．句読点は、「、」「。」を用いる。

３．見出し番号は、Ⅰ．→ １．→ １）とし、これ以下は (1) もしくは①とする。なお、「．」と片括弧 “ ）” は全角、両括弧 

“( )” は半角とする。これに続く見出し名は 1 行に収まるものを付け、いきなり文章を書き出したり、箇条書きの一部にし

たりしない。見出しの末尾に（表 1）（図 1）といった図表の表記は付けない。

４．最後に（受稿日 平成  年  月  日）と（採用日 平成  年  月  日）を右詰めで入れる。日付は紀要委員

会で入れるので記入しない。

５．著者 3 名以上の氏名の英語表記は、最後の氏名の前に , and をつける。

６．文字のポイントは論文タイトルも含め、すべて 10.5 ポイントとする。図表中の文字のポイント数はこのかぎりではない

はないが、印刷した際に本文の文字と同程度の大きさになるようにする。段落開始時の 1 字下げはインデントで行うので

はなく、全角スペース（空白）を入力する。

７．図表はそれぞれ字数換算して相当する字数を求め、それらを含めて規定字数に収まるようにする。大きさが段組の途中に

食い込むようなものについては、紀要委員会から著者に対して割付用紙上でのレイアウト指示を求めることがある。
８．日本語表記の本文中にでてくる数字は、すべて半角とする。

９．日本語表記の本文中にでてくる英文字は、すべて半角で入力する。

10．日本語表記の本文中にでてくるカッコは、すべて全角で入力する。

11．英文は半角で入力する。「, 」「. 」は半角とし、後に半角スペース（空白）を 1 文字分とる。「 : 」「 ; 」は半角とし、前後

に半角スペース（空白）を 1 文字分ずつとる。

12．括弧で閉じる（」）前には句点（。）を打たない。

       ［例］今回の研修は、まず「WBL とは一体何ですか」という疑問を ･･･

13．日本語、特に人名の英語表記について、ヘボン式、訓令式のいずれを使うかは著者責任とする。同じ紀要の中でも著者に

よって表記が分かれることがあるが、紀要委員会では個々の著者にその都度問い合わせて統一することは一切しない。

14．文献の著者名が多数の場合は、3 名まで記載し、後は「，他」「, et al.」とする。

15．文献表示にあたっては、日本文の「，」「：」は全角で入力する。英文の「, 」「. 」は半角とし、後に半角スペース（空白）

を 1 文字分とる。「 : 」「 ; 」は半角とし、前後に半角スペース（空白）を 1 文字分ずつとる。数字と括弧 ( ) は、半角とする。

16．前掲の文献表示については以下の形式とする。

4）前掲 1）．

ただし、前掲で指示したページと異なるページを再掲する場合は、半角スペースを挟んでページ数を入れる。

5）前掲 1）11-13.

17．文献の表記についてはすべて著者責任とする。紀要委員会では文献名の正誤等のチェックは一切しない。

18．註の挿入位置は任意。ただし、ページの下段にアンダーラインを引いて記載する形は不可。文字は註番号より 1 字下げる。

註 1） ○○○○○○○○○○○○○○○○ ･･･

（平成 19 年 12 月改正）
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編集後記

4 月に本学に着任し、紀要委員を担当させていただくことになりました。投稿締め切り当初

は投稿数が少なく、発行の危機が心配されましたが、その後追加での投稿をいただき、この第

10 巻 1 号には様々な領域から教育実践研究 1 本、報告 4 本、その他 2 本の合計 7 本の有意

義な論文を収めることができました。まずは、第 10 巻 1 号を無事皆様にお届けできましたこ

とに安堵すると同時に、ご協力くださいました皆様に感謝いたします。そして、時間をかけて

大変丁寧な査読をしてくださいました先生方に心より御礼申し上げます。

さて、本学紀要は開学当初より発行しているとうかがいました。この第 10 巻は、本学教員

および関係者の皆様の 10 年間に亘る教育・研究者としての切磋琢磨の証でもあると思い、編

集に携わるなかで私も教育・研究者の一人として襟を正した次第です。一方で、紀要委員会と

して欲を申せば、今後は是非とも原著論文を投稿していただきたいと思っております。原著論

文としての質を担保するためには、私の場合は、研究能力、論文執筆能力、看護実践能力、教

育能力、査読能力等々の向上を目指して日々益々研鑽しなくてはなりません。言うは易し行う

は難しで、そこに苦労が付随すると思うと少々腰が引けてしまうのですが、その苦労はそのま

ま自分自身の力になるはずです。そして、研究の成果を多くの方々に活用していただくことを

通して、微力ながら患者さん、学生さん、市民の皆さんをはじめ社会に貢献することができる

と信じて努力していきたいと考えております。

（石川 かおり）






