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〔巻頭言〕 

看護実践研究における「臨床の知」を有形化していく試み 

 

紀要編集委員長 石川 かおり 
 

 

紀要編集委員会が新体制となって2年が経過し、この

間、本学の教育・研究活動に即した紀要のあり方や査

読・編集の方法について検討を重ねてきた。そのなかで、

大きな課題となっていることの一つは、本学がこれまで

共同研究事業や大学院教育を通して推進してきた看護実

践研究の成果を、論文という形で明示し、かつその学的

な水準をクリアすることである。 

実践研究で取り扱われるような、対象、場所、時間な

どが限定された事例的な研究は、「科学的ではない」「一

般化できない」と批判され、研究としての価値は低く見

積もられがちで学術雑誌での掲載はそれほど多くはない。 

一方、ランダム化比較試験（RCT）のメタアナリシス

はエビデンスレベルが最高位とされているが、100件中

23件の結果が2年以内に否定されたという報告1)もあり、

エビデンスの普遍性には疑義の余地があるようだ。また、

普遍性、論理性、客観性を原理とする「科学の知」が、

その原理を重視するあまりに対象から距離を置き、表面

的な分析にとどまる危険があるという批判から、固有世

界、事物の多義性、身体をそなえた行為を主とする「臨

床の知」2)としてのアプローチにも光があてられるよう

になってきた。そして、「科学の知」と「臨床の知」は

相反関係ではなく、例えば根拠に基づく医療（EBM）の

実践は「科学の知（エビデンス）」と「臨床の知」を統

合した上で患者に適応できる3)とされている。 

このように、実践研究における「臨床の知」の意義や

重要性は明白である。しかし、その「臨床の知」に公共

性をもたらす論文という形あるものにするための方法は

未確立で、私達が試行錯誤しながら進めていくしかない。 

看護や教育といった実践が伴う領域では、普遍的な問

題とともに文化や価値観、地域性や関係性など多様で多

義的な側面を内包した文脈依存的なローカルな問題を扱

う。そのため、研究においては、普遍性だけではなく個

別性、再現性だけではなく一回性、客観性だけではなく

主観性といった観点から現象に迫り、普遍と個別、再現

性と一回性、客観と主観といった両立し得ない対極を統

合できるような方法論が必要4)となる。ローカルな現場

での課題に由来する研究は、対象、場所、時間が限定さ

れていても、その現場で生起している問題の本質を極め

て現実的に捉えることが可能になるし、その現場で直接

的に活用できるものである。そこに科学性や一般化の可

能性を担保できれば、研究の有用性も承認されうると思

う。そのためには、提示したい知見が得られるまでの一

連の研究プロセスとその論理的根拠を開示することが重

要だろう。それは実践の全てを詳らかに記述するという

意味ではない。おそらく研究者自身も実践の当事者とし

て深く入り込んでいる現象を、クールに客観的に見つめ

る眼差しを持って、論理的かつ厳密に記述するというこ

とである。また、現場固有の言語や当たり前とされてい

るローカルなルールを、誰もが了解可能な言語で記述す

ることも大切だろう。言うは易しで、これらを実際に行

うのは難しい作業となるが、知見の有用性、限界、一般

化への可能性等を判断する上で重要な、第三者による批

判的吟味の機会と再現可能性を確認する方法を担保する

一助になると考えるが、いかがだろうか。 

来年度からは投稿資格に大学院修了者も加わる。修士

論文で取り組んだ看護実践研究で発見した「臨床の知」

を論文として有形化していくチャレンジの場として、教

員とともに紀要を活用していただければ幸いである。 

文献 

1）Shojania, KG., Sampson, M., Ansari, MT., et al: How quickly 

do systematic reviews go out of date? A survival analysis, 

Annals of Clinical Medicine, 147(4); 224-233, 2007. 

2）中村雄二郎：臨床の知とは何か，岩波新書，1992. 

3）Sachett, DL., Straus, SE., Richardson, WS., et al: Evidence-Based 

Medicine: EBMの実践と教育．エルゼビア・ジャパン，2003． 

4）岩﨑弥生：精神障害をもつ人の体験世界の理解に基づく看

護研究方法の模索，看護研究，44(5)；474-481，2011. 
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岐阜県立看護大学 育成期看護学領域 Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing 

〔原著〕 
主体的な出産・育児に向けて地域助産師が行う妊娠期の支援に関する研究 

 

武田 順子 

 

Research on Supports for Women during Their Pregnancy Which Elicit Women’s Initiative 
by Community Midwives 

 

Junko Takeda 

 

 

要旨 

 本研究の目的は、地域助産師の力を活かした『女性の主体性を引き出す妊娠期の支援プログラム』の考案を目指

し、主体性を引き出す妊娠期の支援を明らかにすることである。地域助産師と助産所出産体験者への面接調査から

明らかとなった地域で必要と考える支援に女性の視点を加味して支援内容を抽出した。 

 地域助産師への調査の対象は8名であり、調査内容は地域で必要と考える支援などであった。データは半構成的面

接により収集し、内容分析を行った。結果、地域で必要と考える支援は【出産・育児への良いイメージをもつ】【赤

ちゃんをイメージする】【良い情報を得られる】【妊娠期からの継続した支援が受けられる】【家族で一緒に考える時

間をもつ】【仲間づくりができる】【お産について考える機会をもつ】【助産師を知る】の8つのカテゴリーに分類さ

れた。 

 助産所出産体験者への調査の対象は5名であり、調査内容は出産体験などであった。データは半構成的面接により

収集し、内容分析を行った。結果、出産体験は【満足な出産】【赤ちゃんのイメージ】【自分の力、赤ちゃんの力へ

の気づき】【出産に向けての身体づくり】【また産みたいという思い】【自分の力を信じる気持ち】【育児への力や母

親としての自信】の7つ、女性の視点から捉えた助産師のケアは【触れ合いつつ共にいてくれる】【気持に寄り添っ

てくれる】【すべてを受け止めてくれる】【自分の力を信じてくれている】【自分で解決できる方法を提案してくれ

る】の5つのカテゴリーに分類された。 

 支援内容として①出産・育児への肯定的なイメージをもつ②赤ちゃんをイメージする③出産に向けてセルフケア

ができる④家族の支援が得られる⑤仲間づくりができるの5つが抽出された。これらの支援に信頼関係に基づく、確

かな助産技術の提供と継続的なエモーショナルサポートに代表される地域助産師の力を活かすことで主体性を引き

出すことができると考えられた。 

 

キーワード：地域助産師、主体性、妊娠期、助産所 

 

Ⅰ．はじめに 

 2009年の全出産のうち98.8％の女性が病院や診療所で

出産している1)。1960年以降、出産場所が自宅から施設

へと変化する中で、出産の安全性が確保されたことは確

かである。しかし、それと同時に出産は、助産師や出産

経験のある女性の助けを得て自分で産むという“生理的

な出来事としての出産”から十分な医療のもと、医師の

指示で行う“潜在的な危険を伴った医学的問題”として捉
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えられる傾向が強くなった。本来は病気ではない妊娠・

出産への医療介入が日常化し、出産の主体であるはずの

妊産婦自身が医療者に依存する傾向を生み出している2)。

厚生労働省は「健やか親子21」において、妊娠・出産に

対して満足している者の割合を100％にすることを目標

に設定し、国民個々の具体的な取り組みの方策のひとつ

に“バースプランの活用等により、主体的な出産のため

に努力すること”を掲げている3)。妊産婦自らが主体的に

行動することが肯定的な出産体験や育児への自信につな

がるといわれていることからも4,5)、出産の医療化が進む

以前から、地域で助産師が行ってきたように女性とその

家族が自らのもつ力を十分に発揮し、主体的に出産・育

児に取り組めるように支援を行っていく必要がある。ま

た、医療施設で出産した女性は、生活の場とかけ離れた

医療施設から日常生活に帰ることへの不安があり6)、医

療施設での出産が主流となっている今日、生活全般を視

野に置いた生活モデルの視点からの母子の支援の必要性

が示唆されている7）。 

 そこで本研究では、地域を基盤に専門性の高い活動を

行っている地域助産師の活動に着目した。地域助産師の

活動に関する先行研究では、育児支援活動の実態8,9)や助

産所での分娩時のケア10）、出産体験の分析11～14)、出産の

満足度15,16）に関する研究はすでに行われており、病院や

診療所で出産した女性と比べて出産の満足度が高いこと

が明らかにされている。しかし、助産所や地域助産師の

活動については広く社会に知られていない現状もある17)。 

 一方、女性の出産における主体性に関する先行研究で

は、バースプランの実施やフリースタイル出産の効果と

して女性の主体性が高まる18,19）ことは報告されている。

妊娠期に焦点を当てると、助産所で出産する妊婦自身の

主体的な取り組み20)や助産所で実施されている妊婦に対

するケア21)に関する研究は行われており、助産師と女性

とのゆるぎない信頼関係が結ばれ、その上での個々に

合った適切な対応が女性の主体的な取り組みを促すこと

が報告されている。しかし、女性の出産体験から明らか

になった助産師のケアに関する報告であり、現代の女性

の課題を捉えた助産師の視点と女性の視点との両側面か

ら女性の主体性を引き出す支援内容を明らかにした研究

は見当たらない。実践に活用するためには、より具体的

に支援内容を検討することに意義があると考える。 

 そこで本研究では、地域助産師の力を活かした『女性

の主体性を引き出す妊娠期の支援プログラム』の考案を

目指し、地域助産師が主体的な出産・育児に向けて必要

と考える支援と出産した女性の視点を組み合わせて、女

性の主体性を引き出す妊娠期の支援内容を明らかにする

ことを目的とした。 

 なお、本研究においては、主体的な出産・育児を「出

産・育児を自分のものと自覚し、自分の思い描く出産・

育児を行うには何をするべきか自ら考え、自身の行動を

決定し、実践評価していくこと」とし、地域助産師を

「日本助産師会の分類による、分娩を扱っている開業助

産師と地域で活動する助産師」と定義する。 

Ⅱ．方法 

 主体的な出産・育児を支えていると考えられる地域助

産師と助産所出産体験者に面接調査を行った。地域助産

師への調査から、地域の子育ての課題を整理し、地域助

産師が主体的な出産・育児に向けて地域で必要と考える

支援、助産師として大事にしている思いを明らかにした。

さらに助産所出産体験者への調査から、助産所における

女性の出産体験と女性の視点から捉えた助産師のケアを

明らかにした。これら2つの調査によって明らかとなっ

た、主体的な出産・育児に向けて地域助産師が必要と考

える支援と出産した女性の視点から捉えた女性の主体性

を引き出す上で効果的と考えられる妊娠期の支援を組み

合わせて、女性の主体性を引き出す支援内容を抽出した。 

1．地域の子育ての課題に関する地域助産師への調査 

1）調査対象 

 研究に同意を得た地域助産師8名とした。対象の選定

は地域助産師が行った実践報告や母性看護を担当してい

る教員から主体的な出産・育児を支えていると考えられ

る地域助産師に関する情報を収集し、A市およびA市近

郊で活動している地域助産師4名を選定した。他の4名は

先に選定した地域助産師に研究の概要を説明し紹介を受

けた。 

2）調査方法 

 地域助産師が捉えている地域の子育ての課題を整理し、

主体的な出産・育児に向けて地域で必要と考える支援、

および助産師として大事にしている思いについて知るこ

とを目的として約1時間の半構成的面接調査を行った。
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データは対象の了解を得て録音し、逐語録を作成した。

調査項目は「地域で母子や家族を支援する中で感じてい

ること」「母子や家族と関わる中で大事にしていること」

「主体的な出産・育児に向けて地域でどのような支援が

必要であるか」である。調査期間は平成21年8月～9月で

あった。 

3）分析方法 

 得られたデータより逐語録を作成し、地域の子育ての

課題、地域で必要と考える支援、母子と関わる上で大事

にしている思い、という視点から意味のある内容を抜き

出した。地域の子育ての課題に関しては、地域助産師が

活動する中で感じていることとして述べられた内容の中

から、課題と捉えられる部分を抜き出した。本来の意味

を損なわないよう、単語や文節ごとに細分化せずに、文

脈単位で抜き出すように試みた。意味内容に従って、1

つの意味内容は1データとした。類似するものをまとめ

てカテゴリー化し、意味内容を表す表題をつけた。分析

に際して、本文中ではカテゴリーは【 】、実際の表現

は「 」で表した。分析は全過程において指導教員の

スーパーバイズを受け、妥当性の向上に努めた。 

2．助産所における女性の出産体験に関する調査 

1）調査対象 

 A市およびA市近郊にある助産所で出産し、研究に同

意の得られた女性6名とした。この6名は前述した地域助

産師の調査において対象となった地域助産師の支援を受

けた女性であった。調査への協力依頼は、助産所長から

対象者へ研究の概要を説明し、許可が得られた者に筆者

が連絡した。 

2）調査方法 

 女性が出産をどのように体験し、助産師のケアをどの

ように捉えているかを明らかにするために、約1時間の

半構成的面接調査を行った。データは対象の了解を得て

録音し、逐語録を作成した。調査項目は「今回の妊娠・

出産を振り返ってみての感想、考えたこと」「助産所で

受けた助産師のケアで良かったこと、良くなかったこ

と」「妊娠期の生活の中で出産に向けて頑張ったこと、

心がけたこと、また逆に不安だったこと、疑問に思った

こと」「出産を終えた今、振り返って妊娠期の生活につ

いてどう考えるか」である。調査期間は平成21年9月～

平成22年2月であった。 

3）分析方法 

 逐語録を熟読し、女性が語った内容を女性の出産体験

と助産師から受けたケアという2つに分類した。次に、

用語の定義に従って、主体的な出産・育児に影響してい

ると考えられる体験と助産師のケアに関する記述を抽出

し、意味内容を損なわないよう抽象度をあげて簡潔に表

現しカテゴリー化した。分析に際して、本来の意味を損

なわないよう、単語や文節ごとに細分化せずに、文脈単

位で抜き出すように試みた。本文中ではカテゴリーは

【 】、実際の表現は「 」で表した。分析は全過程にお

いて指導教員のスーパーバイズを受け、妥当性の向上に

努めた。 

3．倫理的配慮 

 対象者に調査協力を依頼する際に、本研究の目的、結

果は個人が特定される形で公表されないこと、調査への

協力の自由、調査はいつでも中断できることなどを口頭

と書面にて説明し同意を得た。面接調査に関しては開始

前に再度、回答の自由などについて改めて確認したうえ

で調査を開始した。対象者の氏名や住所などの個人情報

はデータとは分けて保管し、個人が特定できないように

配慮した。本研究は岐阜県立看護大学大学院看護学研究

科論文倫理審査部会の承認（21-A003-1）を受けた。 

Ⅲ．結果 

1．地域の子育ての課題に関する地域助産師への調査 

1）対象の概要 

 対象となった地域助産師8名のうち、開業している助

産師は4名、地域で活動する助産師は4名であった。助産

師経験年数は10年～50年であり、地域での活動歴は5か

月～50年であった。開業助産師4名のうち、3名は有床助

産所を開業しており、1名は出張開業助産師であった。

地域で活動する助産師4名の主な活動内容は、市町村に

おける産後訪問、助産所の非常勤スタッフ、地域の子育

て支援であった。 

2）地域助産師が捉えている地域の子育ての課題 

 地域の子育ての課題は【子育て環境の変化】【出産・

育児への否定的なイメージ】【出産の施設化による影響】

【個々が抱える問題の多様化】【家族の支援に関するこ

と】【妊娠期からのケアの必要性】の6つのカテゴリーに

分類された（表1）。 
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 【子育て環境の変化】は「出産した人や小さな子ども

と触れ合う機会が少ない。自分が産むまで赤ちゃんを

触ったことがない人もいる」などの内容であった。【出

産・育児への否定的なイメージ】は「子育て相談など、

困っているという前提の表現である。育児は大変だから

支援しなくては、という考え方で始まる支援が多い」と

いう内容が含まれた。【出産の施設化による影響】は

「結構みんな病院まかせ。楽しむという感じではない」

などの内容であった。【個々が抱える問題の多様化】は

「じっくり関わることでいろいろな問題を抱えている人

もいると感じている、アフターケアまで考えていく必要

がある」などが含まれた。【家族の支援に関すること】

は「心配しているがゆえに、家族がマイナスなことを口

にすることがある。もっとプラスな働きかけがあると母

親の支えになる」などの内容であった。【妊娠期からの

ケアの必要性】は「産後の訪問などで母児と関わると、

妊娠中や産後すぐにケアできていれば良かったのにと思

うケースが多い。妊娠中から母乳育児の準備や出産への

意識の面でも関われると良い」などの内容が含まれた。 

3）主体的な出産・育児に向けて地域で必要と考える支

援 

 主体的な出産・育児に向けて地域で必要と考える支援

としては【出産・育児への良いイメージをもつ】【赤

ちゃんをイメージする】【良い情報を得られる】【妊娠期

からの継続した支援を受けられる】【家族で一緒に考え

られる時間をもつ】【仲間づくりができる】【お産につい

て考える機会をもつ】【助産師を知る】の8つのカテゴ

リーに分類された（表2）。 

 【出産・育児への良いイメージをもつ】は「親子が楽

しんでいる姿を妊婦が見て感じることで、出産が楽しみ

になる。期待感を伝えられると良い。将来の自分の姿を

思い浮かべることができる」などという内容があった。

【赤ちゃんをイメージする】は「病院だと、数字的な表

面的な感じで映像をみるだけ。そうではなくて、心と心

を通わせることが大事。自分の精神状態が赤ちゃんに伝

わっているとか、自分が常にゆったりいることが赤ちゃ

んにもよい」「赤ちゃんと話したりして、母親と赤ちゃ

んが共有し合う時間があればある程、お産が主体的にな

ると思うし、きっとその後も違う。そういうことをやっ

てきた人はトラブルに対しても心が落ち着いているよう

な気がする」という内容が含まれた。【良い情報を得ら

れる】は「母親が情報を得られること。そういう場所が

いる。産む場所に関しても、授乳にしても。初めての人

は本当に情報がない」などの内容であった。【妊娠期か 

表1 地域の子育ての課題 
分類 （抽出された数） 語られた内容の例 

子育て環境の変化 （6） 

出産した人や小さな子どもと触れ合う機会が少ない。自分が産むまで赤ちゃんを触ったことがない人もい

る。 

地域のつながりが薄くなり、他人は他人、自分は自分という考え方になってきている部分がある。コミュニ

ケーション能力もなくなってきている。 

インターネットや雑誌など情報はあふれているが、迷っている人も多い。情報通りにいかないことにパニッ

クになっている人もいる。 

出産・育児への 

否定的なイメージ （4） 

子育て相談など、困っているという前提の表現である。育児は大変だから支援しなくては、という考え方で

始まる支援が多い。 

核家族が増えて、夫婦2人の生活に子どもができると、子育てが大変なこととして捉えられることも多い。 

出産の施設化による影響 （3） 

結構みんな病院まかせ。楽しむという感じではない。 

病院に行ったら助産師に怒られると言われる。白衣の力は強く、患者は案外、言いたいことが言えていな

い。 

個々が抱える問題の多様化 （2） 

じっくり関わることで、いろいろな問題を抱えている人もいると感じている、アフターケアまで考えていく必

要がある。 

日常の生活の中で母親たちのストレスが高い。 

家族の支援に関すること （2） 

心配しているがゆえに、家族がマイナスなことを口にすることがある。もっとプラスな働きかけがあると母親

の支えになる。 

出産する本人も、50代から60代くらいの実母も心のゆとりがない。 

妊娠期からのケアの必要性 （2） 

助産所では妊娠初期から継続的なケアが行われている。そういったケアができると、1人1人の女性の気

持ちも変わる。 

産後の訪問などで母児と関わると、妊娠中や産後すぐにケアできていれば良かったのに、と思うケースが

多い。妊娠中から母乳育児の準備や出産への意識の面でも関われると良い。 
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らの継続した支援を受けられる】は「妊娠中にコンタク

トをとって、病院にはないような、家庭環境の話とか、

どんな気持ちとか、直接会うことができると変わってく

るのではないか」などの内容であった。【家族で一緒に

考えられる時間をもつ】は「本人だけに言っても駄目。

周りの人も知っていないと同じサポートにならない。当

人だけがやる気になっていても変わらないことが多い。

一緒にサポートできる人が同じことを知っていることが

すごく大事」などの内容が含まれた。【仲間づくりがで

きる】は「サークルなどで自然に交流ができ、意見交換

ができると、また産みたいと思えるし、不安が少なくな

る。産む前からそういったアプローチが必要」などの内

容であった。【お産について考える機会をもつ】は「お

産ってどういうもので、どういう感じで生まれてきて、

どういう気持ちになるのかが理解できる、分かる、考え

られる機会があるといい。その上で、自分がどういう風

なのが嬉しいか、どういう風だと楽しいと思うのか考え

る機会」などが含まれた。【助産師を知る】は「世間一

般に助産師を知らない。助産師それ自体を宣伝してほし

い」などの内容であった。 

4）助産師として大事にしている思い 

 助産師として大事にしている思いは【人と人との関

係】【肯定的な関わり】【母親の力・子どもの力を信じる

こと】【個々に合った方法を考えること】【自然であるこ

とへの思い】【待つこと】【家族で迎えること】【気持ち

を受け止めること】の8つのカテゴリーに分類された

（表3)。 

 【人と人との関係】は「その人の傾向を見極めて、逆

に私の傾向を知ってもらわないといけない。人間関係っ

て安産の大事な一つの要因」などの内容であった。【肯

定的な関わり】は「周りのアプローチひとつで主体的な、

肯定的な気持ちにはいくらでもできる。ひとつひとつ母

親たちは認めてほしい」などの内容が含まれた。【母親

の力・子どもの力を信じること】は「できるのでね、母

親たちは。必要以上に自分の持っている知識を押し付け

ず、その人にとって必要なところだけ、言葉も、手を添

えることも」「子どもって自然にできたんやから、自然

に生まれてくる」などの内容であった。【個々に合った

表2 主体的な出産・育児に向けて地域で必要と考える支援 
分類 （抽出された数） 語られた内容の例 

出産・育児への良い 

イメージをもつ （7） 

親子が楽しんでいる姿を妊婦が見て感じることで、出産が楽しみになる。期待感を伝えられると良い。

将来の自分の姿を思い浮かべることができる。 

お産のいいイメージを、もってもらえるといい。 

赤ちゃんをイメージする （5） 

病院だと、数字的な表面的な感じで映像をみるだけ。そうではなくて、心と心を通わせることが大事。自

分の精神状態が赤ちゃんに伝わっているとか、自分が常にゆったりいることが赤ちゃんにもよい。 

赤ちゃんと話したりして、母親と赤ちゃんが共有し合う時間があればある程、お産が主体的になると思う

し、きっとその後も違う。そういうことをやってきた人はトラブルに対しても心が落ち着いているような気が

する。 

良い情報を得られる （4） 

母親が情報を得られること。そういう場所がいる。産む場所に関しても、授乳にしても。初めての人は本

当に情報がない。 

何を伝えていくかが求められる。母親が笑っていられるように。 

妊娠期からの継続した 

支援を受けられる （2） 

妊娠中にコンタクトをとって、病院にはないような、家庭環境の話とか、どんな気持ちかとか、直接会うこ

とができると変わってくるのではないか。 

妊娠期から関わって、お産のイメージというのを助産師と共有し合うことが全くできていない。 

家族で一緒に考えられる 

時間をもつ （2） 

本人だけに言っても駄目。周りの人も知っていないと同じサポートにならない。当人だけがやる気に

なっていても変わらないことが多い。一緒にサポートできる人が同じことを知っていることがすごく大事。

夫婦で一緒に考えられる時間をより多くもてるようにする。 

仲間づくりができる （2） 

サークルなどで、自然に交流ができ、意見交換ができると、また産みたいと思えるし、不安が少なくな

る。産む前からそういったアプローチが必要。 

専門職だけではなく、母親同士の仲間がいるとその場で不安を解消できる。 

お産について考える 

機会をもつ （2） 

お産ってどういうもので、どういう感じで生まれてきて、どういう気持ちになるのかが理解できる、分かる、

考えられる機会があるといい。その上で、自分がどういう風なのが嬉しいか、どういう風だと楽しいと思う

のか考える機会。 

自分で何とかする、産むんだっていう気持ちをかきたててあげるために、赤ちゃんの生まれてくる喜び

を、話す。自分で産むためには何をしなければいけないのか自分で気づけるように。 

助産師を知る （2） 世間一般に助産師を知らない。助産師それ自体を宣伝してほしい。 
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方法を考えること】は「強制はしないようにしたいと

思っている。その人なりの生活レベルとか考え方はいろ

いろある」などの内容が含まれた。【自然であることへ

の思い】は「自然に対して謙虚でなければならない。健

康な女性がお産されるのは生理的なことだし、本来は本

当に自然な当り前な命の誕生」などの内容であった。

【待つこと】は「待つことってすごく大変で、それが助

産師の宿命」などの内容があった。【家族で迎えるこ

と】は「家族で迎え入れて、家族で送り出してあげるの

が私の中での基本。喜びや悲しみを家族で分かち合うも

のであってほしい」などの内容であった。【気持を受け

止めること】は「できるだけその人の気持ちを理解して

あげる。言葉に隠されている気持ちを受け入れてという

か、受け止めてあげられるようにしていきたい」などの

内容があった。 

2．助産所における女性の出産体験に関する調査 

1）対象者の概要 

 助産所で出産し、本研究への協力に同意が得られた6

名のうち、5名を調査の対象とした（表4）。2人の助産所

長から紹介を得た6名のうち1名は筆者との連絡がとれず、

同意が得られなかった。対象者5名のうち、初産婦は1名、

経産婦は4名であった。調査時期は産後2か月～1年6か月

であった。 

2）女性の妊娠・出産の体験 

 助産所で出産した女性が語った妊娠・出産の体験は

【満足な出産】【赤ちゃんのイメージ】【自分の力、赤

ちゃんの力への気づき】【出産に向けての身体づくり】

【また産みたいという思い】【自分の力を信じる気持ち】

表3 助産師として大事にしている思い 
分類 （抽出された数） 語られた内容の例 

人と人との関係 （9） 

話しているのが多い。助産師というより人間として、まろやかに、楽しく。 

その人の傾向を見極めて、逆に私の傾向を知ってもらわないといけない。人間関係って安産の

大事な一つの要因。 

肯定的な関わり （9） 

周りの人のアプローチひとつで主体的な、肯定的な気持ちにはいくらでもできる。ひとつひとつ

母親たちは認めてほしい。 

肯定的な、プラス志向な言葉かけができるように心がけている。 

母親の力・子どもの力を信じること （7） 

できるのでね、母親たちは。必要以上に自分の持っている知識を押し付けず、その人にとって必

要なところだけ、言葉も、手を添えることも。 

子どもって自然にできたんやから、自然に生まれてくる。 

個々に合った方法を考えること （5） 

強制はしないようにしたいと思っている。その人なりの生活レベルとか考え方はいろいろある。 

その人が自分の頭で考えて、その人のやり方にあったリズムを獲得してもらう。自分のやり方に載

せない。 

自然であることへの思い （4） 

自然に対して謙虚でなければならない。健康な女性がお産されるのは生理的なことだし、本来

は本当に自然な当たり前な命の誕生。 

出産は自然な営みで、育児も自然な営みである。 

待つこと （3） 

待つことってすごく大変で、それが助産師の宿命。 

努責が自分で自然にくるまで何もしない。体位を変えるだけ、抱っこしてよしよしってして、急が

せない。自分も急がない。それが技。 

家族で迎えること （3） 

健診には家族皆できてもらって、父親とも話をしながら、心音きいておなかに触ってもらって、赤

ちゃんが動くのを見てもらう。子どもたちにも触ってもらう、そうすると自分の家族が増えるっていう

のが待ち遠しくなる。 

家族で迎え入れて、家族で送り出してあげるのが私の中での基本。喜びや悲しみを家族で分か

ち合うものであってほしい。 

気持ちを受け止めること （2） 
できるだけその人の気持ちを理解してあげる。言葉に隠されている気持ちを受け入れてという

か、受け止めてあげられるようにしていきたい。 

  

表4 助産所で出産した女性の概要 
対象  分娩歴 年齢 調査時期 過去の分娩状況 

Ａ 経産婦（２人目） ３０歳代 産後 ２か月 1人目（診療所） 

Ｂ 経産婦（２人目） ３０歳代 産後 ７か月 1人目（診療所） 

Ｃ 初産婦 ２０歳代 産後 11か月 

Ｄ 経産婦（２人目） ３０歳代 産後 9か月 1人目（助産所） 

Ｅ 経産婦（２人目） ３０歳代 産後 1年6か月 1人目（助産所） 
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【育児への力や母親としての自信】の7つのカテゴリーに

分類された（表5）。 

 【満足な出産】は「出産直後に出産できた感動、赤

ちゃんに会えた喜びをみんなで分かち合えた気がして本

当に幸せだった」などの内容であった。【赤ちゃんのイ

メージ】は「映像がないんですよ、赤ちゃんの。だから

すごい想像が膨らむ。耳で聴くやつ（トラウベ）も夫と

一緒に聴いたりできて良かった」などの内容が含まれた。

【自分の力、赤ちゃんの力への気づき】は「赤ちゃんの

力だよね。それがすごいなあと思った。自分で出てく

る」「お産がすごく大変だった。でもあれは自分の気の

持ちよう。最初はすごい逃げ腰だったから時間がかかっ

た」などの内容であった。【出産に向けての身体づく

り】は「助産院で産むとなったらそれなりに自分の体調

管理は気をつけた」などの内容であった。【また産みた

いという思い】は「妊娠は今でもまたすぐ妊娠したい感

じ。もっと味わいたい」などの内容であった。【自分の

力を信じる気持ち】は「みんなに励ましてもらい、自分

の力を信じてって本にも書いてあったから、そうやな、

信じるんやなって思った」などの内容が含まれた。【育

児への力や母親としての自信】は「いいお産がしたいな

と思っていて、それに向けて自分のできる範囲で前向き

に努力して、ちゃんと産めたっていう体験ができたこと

は本当にすごく満足感があって自信になった」などの内

容があった。 

3）女性の視点から捉えた助産師のケア 

 女性の視点から捉えた助産師のケアは【触れ合いつつ

共にいてくれる】【気持ちに寄り添ってくれる】【すべて

を受け止めてくれる】【自分の力を信じてくれている】

【自分で解決できる方法を提案してくれる】の5つのカテ

ゴリーに分類された（表6）。 

 【触れ合いつつ共にいてくれる】は「マッサージしな

がら先生とじっくりお話する時間があって、聞きたいこ

とも、たわいのないこともお話できた」などの内容が 

表5 女性が妊娠・出産の体験として語った内容 
分類 （抽出された数） 語られた内容の例 

満足な出産 （8） 

出産直後に出産できた感動、赤ちゃんに会えた喜びをみんなで分かち合えた気がして本当に幸

せだった。 

出産はいい、味わえて良かった 

助産院でお産ができたことは人生の中でもとても貴重な経験となった 

すごく幸せだった。すごくいい家族のスタートをきれた 

赤ちゃんのイメージ （7） 

映像がないんですよ、赤ちゃんの。だからすごい想像が膨らむ。耳で聴くやつ（トラウベ）も夫と一

緒に聴いたりできて良かった。 

お腹にいる間から赤ちゃんとコミュニケーションをとっていた。 

常におなかに赤ちゃんがいることを感じることができた。 

自分の力、赤ちゃんの力への 

気づき （6） 

無事に産めるように自分とか周りが努力したっていうのも大事。 

子どものすごさっていうのも、命のすごさは漠然と体感できた。 

赤ちゃんの力だよね。それがすごいなあと思った。自分で出てくる。 

お産がすごく大変だった。でもあれは自分の気の持ちよう、最初はすごい逃げ腰だったから時間

がかかった。 

出産に向けての身体づくり （5） 

助産院で産むとなったらそれなりに自分の体調管理は気をつけた。 

貧血気味だったので、鉄分対策の食事にしていた。ある時ふとこのままでは産むとき大変なことに

なると思って、身体を動かした。 

また産みたいという思い （5） 
妊娠は今でもまたすぐ妊娠したい感じ。もっと味わいたい。 

いま自分はすごく出産が楽しくって、もう一回くらい経験したい。 

自分の力を信じる気持ち （4） 

みんなに励ましてもらい、自分の力を信じてって本にもかいってあったから、そうやな、信じるんや

なって思った。 

不安もまったくなかったわけではないが、先生も自分も信じてやってみよう。 

育児への力や 

母親としての自信 （4） 

夫が立ち会ってくれたから絆っていうか、あれを乗り越えれたから何でもやれるだろうという気持ち

になった 

妊娠するまでは自分が主体だったが、妊娠すると自分の体にまつわること、子どもに関すること、

親子の関係にまつわる精神的なことなど、人間が持つ潜在的な能力とかに目を向けられるように

なった。 

いいお産がしたいなと思っていて、それに向けて自分のできる範囲で前向きに努力して、ちゃん

と産めたっていう体験ができたことは本当にすごく満足感があって自信になった。 
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あった。【気持ちに寄り添ってくれる】は「助産師のケ

アは精神的にも肉体的にもみてくれる。精神と肉体はつ

ながっているから、穏やかな妊婦生活が送れた。とても

大事なことだと思う」などの内容であった。【すべてを

受け止めてくれる】は「小さい枠じゃなくて、大きな枠

で物事を捉えて受け止めてくれる」などの内容であった。

【自分の力を信じてくれている】は「必要以上のことを

先生は言わない。まかせるというか、結構ざっくばらん

に、大切なことだけを言ってくれる。こっちも安心する

し、必要以上に頑張ろうとしなくていい」などの内容が

あった。【自分で解決できる方法を提案してくれる】は

「自分が困ったとき、便秘とか貧血とか自然な方法での

解決の仕方をアドバイスしてもらったことが良かった」

などの内容が含まれた。 

Ⅳ．考察 

1．女性の出産体験と女性の視点から捉えた助産師のケ

ア 

 女性が妊娠・出産の体験として語った内容を分類して

得られた7つのカテゴリー間の関係性を検討すると、妊

娠中に【出産に向けての身体づくり】や【赤ちゃんのイ

メージ】をもつことは、女性の【自分の力を信じる気持

ち】に影響していると考えられた。さらに、自分の力を

信じて【満足な出産】を体験できた際には【自分の力、

赤ちゃんの力への気づき】が【育児への力や母親として

の自信】【また産みたいという思い】に繋がると考えら

れる。 

 また、妊娠期に助産師から受けた支援として分類され

た5つのカテゴリー間の関係性については、女性の視点

から捉えた助産師のケアとして、【自分で解決できる方

法を提案してくれる】【触れ合いつつ共にいてくれる】

を含む確かな助産技術の提供、【すべてを受け止めてく

れる】【気持ちに寄り添ってくれる】【触れ合いつつ共に

いてくれる】を含む継続的なエモーショナルサポートの

2つの要素が存在し、それらの要素の基盤として助産師

からの信頼があると考えられた。 

 女性の出産体験と女性の視点から捉えた助産師のケア

を図に示した（図1）。 

 女性の出産体験から得られたカテゴリー間の関係性を

横軸に示し、さらに女性の視点から捉えた助産師のケア

を図式化した。 

 女性自身が妊娠期に【赤ちゃんのイメージ】をもち、

【出産に向けての身体づくり】を行うことで【自分の力

を信じる気持ち】をもつという体験が、主体性をもって

出産に向かう上で重要であると考えられた。そしてさら

に満足な出産の経験により、自尊感情や自己効力感が高

表6 女性の視点から捉えた助産師のケア 
分類 （抽出された数） 語られた内容の例 

触れ合いつつ共にいてくれる （5） 

病院と違って助産師が直接お腹をしっかり触ってくれる 

マッサージとかしてもらい、リラックス感も感じることができた 

マッサージしながら先生とじっくりお話する時間があって、聞きたいことも、たわいのないこともお話

できた。 

気持ちに寄り添ってくれる （5） 

あなたの気持ちを最優先っていうところを一番汲んでくださっての、内診とか、健診とか、お言葉で

あった。 

すごく人として扱ってくれている感じがした 

こちらの気持ちを受け取って、助産師の気持ちを伝えて、無理のない範囲でのアドバイスをくれる。

助産師のケアは精神的にも肉体的にもみてくれる。精神と肉体はつながっているから、穏やかな妊

婦生活が送れた。とても大事なことだと思う 

すべてを受け止めてくれる (5) 

小さい枠じゃなくて、大きな枠で物事を捉えて受け止めてくれる 

毎回、話も何でも聴いてくれるし、対個人としてみてくれる 

あなたに合ったという精神状態のケアのところから物事を受け止めて下さる。 

自分の力を信じてくれている （4） 

必要以上のことを先生は言わない。まかせるというか、結構ざっくばらんに、大切なことだけを言って

くれる。こっちも安心するし、必要以上に頑張ろうとしなくていい 

赤ちゃんと私のタイミングだけを信じてやって下さったので、すごくよかった 

本当に淡々と、先生が焦ることなく、待つ。助産師はすごいと思った 

自分で解決できる方法を 

提案してくれる （3） 

自分が困ったとき、便秘とか貧血とか自然な方法での解決の仕方をアドバイスをしてもらったことが

良かった 

自分の力で自分の生活を変えたらできるということを知れた 
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まった結果、女性の育児への力が引き出されていくと考

えられる。また、このような女性の【自分の力を信じる

気持ち】の芽生えには、助産師からの信頼を基盤とした、

確かな助産技術の提供、継続的なエモーショナルサポー

トという助産師のケアが関連していると考えられた。 

 確かな助産技術の提供とは【自分で解決できる方法を

提案してくれる】【触れ合いつつ共にいてくれる】を含

む助産師としての専門的な知識や技術によるケアの提供

を意味する。女性が自分で解決できるような個々に合っ

た具体的な方法を提案することが【出産に向けての身体

づくり】などセルフケアに取り組むきっかけとなる。ま

た、お腹にしっかり触れて赤ちゃんを診る【触れ合いつ

つ共にいる】という行為は、胎児の発育や健康状態を診

断するだけではなく、女性が“赤ちゃんがお腹にいると

実感する”ことにつながり、健診でこのような体験が繰

り返されることで、より【赤ちゃんのイメージ】をもつ

ことができる。確かな助産技術の提供によって、女性は

自分の中で育まれている胎児の存在を感じ、自分の力に

気づく機会を得て、出産に向けてのこころと身体の準備

に取り組むことができる。このように出産に向けて妊産

婦自身が行動したという体験は女性の【自分の力を信じ

る気持ち】に繋がっていくと考えられる。 

 継続的なエモーショナルサポートとは【すべてを受け

止めてくれる】【気持ちに寄り添ってくれる】【触れ合い

つつ共にいてくれる】を含み、継続性のある、女性を中

心としたケアを意味する。人は、他者に大事にされると

いう経験によって、自己肯定感情が高まり、自分で自分

に自信をもつために行動がとれるようになっていく22）。 

 助産師によって寄り添い、認められることで女性の

【自分の力を信じる気持ち】はさらに強まる。しかし、

これには助産所での助産師と女性の様に、同じ時を過ご

し、経験を共有できることが重要である。継続的なサ

育児への力や 

母親としての自信

自分の力、赤ちゃんの

力への気づき 

満 

足 

な 

出 

産 

また産みたい

という思い 

出産に向けての 

身体づくり 

赤ちゃんの 

イメージ 

自分の力を 

信じる気持ち 

：女性の出産体験 

：助産師のケア介入 ：女性の視点から捉えた助産師のケア 

：関係の方向性 

図１ 女性の出産体験と女性の視点から捉えた助産師のケア 

自尊感情 

自己効力感の高まり 

・自分で解決できる方法を提案してくれる 

・触れ合いつつ共にいてくれる 

確かな助産技術の提供 

 

継続的なエモーショナルサポート 

・すべてを受け止めてくれる 

・気持ちに寄り添ってくれる 

・触れ合いつつ共にいてくれる 

助産師からの信頼 

・自分を信じてくれている 
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ポートであることが女性の力を引き出すと考える。 

 助産師からの信頼とは、女性が感じていた【自分を信

じてくれている】という思いである。女性は自分への信

頼を感じ【自分の力を信じる気持ち】を確固たるものに

する。助産師と女性との信頼関係が基盤にあることが、

女性の主体性を引き出す上で重要である。女性は他者に

信頼される、大事にされるという経験から、自分を認

め、自分で自分に自信をもつために行動がとれるよう

になる23）。助産師からの自分への信頼は女性の自己肯定

感情を高め、自分の力を信じて出産に向かうことを可能

にすると考えられる。 

 地域助産師が助産師として大事にしている思いにおい

ても【個々に合った方法を考えること】という確かな助

産技術の提供、【肯定的な関わり】【気持ちを受け止める

こと】という継続的なエモーショナルサポートの2つの

要素とその基盤となる【人と人との関係】【母親の力・

子どもの力を信じること】という助産師と女性の信頼関

係について述べられており、女性の視点から捉えた助産

師のケアは地域助産師の意図的な関わりであるといえる。

地域助産師は、女性や子どもの力を信じているからこそ、

女性が自分の力に気づき主体的に行動する過程を、確か

な助産技術の提供と継続的なエモーショナルサポートに

よって見守りながら待つことができる。 

 この女性の視点から捉えた助産師のケアについては先

行研究の結果と一致しており24,25）、地域助産師のケアの

特徴を示しているといえる。さらに主体性を引き出すた

めの具体的な支援の内容を考えると、こうした地域助産

師の力を活かして、女性が妊娠期に赤ちゃんをイメージ

し、出産に向けての身体づくりを行うことができるよう

に支援することが女性の主体性を引き出す上で効果的で

あると考えられた。 

2．女性の主体性を引き出す妊娠期の支援内容の検討 

 女性の出産体験から明らかになった支援内容に地域助

産師が主体的な出産・育児に向けて必要と考える支援内

容を加味して女性の主体性を引き出す支援内容について

検討する。 

 女性の出産体験から明らかとなった支援内容としては

【赤ちゃんのイメージ】【出産に向けての身体づくり】の

2つが抽出された。 

 地域助産師が主体的な出産・育児に向けて地域で必要

と考える支援として挙げた8つのカテゴリーを意味内容

から整理すると、地域助産師は【妊娠期からの継続した

支援を受けられる】ことにより【助産師を知る】【良い

情報を得られる】ことで【お産について考える機会をも

つ】ことができると良いと考えている。さらに、具体的

な支援の内容としては【出産・育児への良いイメージを

もつ】【赤ちゃんをイメージする】【家族で一緒に考えら

れる時間をもつ】【仲間づくりができる】を挙げていた。 

 地域助産師が主体的な出産・育児に向けて必要と考え

る支援と出産した女性の視点を組み合わせて、地域助産

師の力を活かして行う妊娠期の支援において女性の主体

性を引き出す上で効果的と考える支援内容を整理すると、

①出産・育児への肯定的なイメージをもつ、②赤ちゃん

をイメージする、③出産に向けての身体づくりができる、

④家族の支援が得られる、⑤仲間づくりができる、の5

つにまとめられた。以下に支援内容の意味するところと、

地域における支援内容の活用方法について考察する。 

①出産・育児への肯定的なイメージをもつ 

 女性の出産体験から明らかになったことの前提には、

対象となった女性に「助産所で産みたい」という強い動

機づけがあったと考えられる。地域における支援に一般

化するには、女性に出産や育児に対して肯定的なイメー

ジをもってもらい、主体的な行動への動機づけを行うこ

とが必要であると考えた。地域助産師が地域の子育ての

課題として挙げていたように【出産・育児への否定的な

イメージ】が定着している現状がある。出産に対するイ

メージがポジティブなほど出産に対する自信感が高ま

る26)ことからも、地域助産師が肯定的なイメージが抱け

るような良い情報を提供するとともに、従来行われてきた

知識や技術を伝達する方法ではなく、参加型の手法やポジ

ティブな情報の伝え方など、伝え方の工夫も必要であると

考えられた。出産・育児への肯定的なイメージがもてるよ

うに自分の出産について考える機会が必要である。 

②赤ちゃんをイメージする 

 赤ちゃんに話しかける、おなかの赤ちゃんを感じるな

ど妊娠中から【赤ちゃんのイメージ】をもち、母親と胎

児がこころとこころを通わせる時間をもつことが出産に

向けてのセルフケア行動や、出産とその後の育児におけ

る母親の心のゆとりにつながると考えられた。また、腹

部に触れて、お腹の赤ちゃんをイメージすることは、自
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身の身体で赤ちゃんを育んでいるという、女性が自分の

育む力に気づくきっかけとなり得る。妊娠中から赤ちゃ

んをイメージし、赤ちゃんと一緒に出産に向かう気持ち

を持つことは出産に向けての心の準備として効果的であ

ると考える。 

③出産に向けての身体づくりができる 

 女性が自分の身体と向き合い、出産に向けて身体づく

りに取り組んだ事実は、自分の力を信じる気持ちにつな

がる。助産師は、女性が自分の力で解決できる方法の提

案を行いながら、継続的に女性を支え、共に寄り添い、

見守ることが必要である。 

④家族の支援が得られる 

 多様な家族の形態や祖父母世代との時代背景の違いな

ど、子育て環境が変化していることから、地域助産師は

【家族で迎えること】という思いを大事にして支援を

行っており、家族のサポートが不可欠であると考えてい

る。家族で満足な出産体験を共有できることは、家族の

スタートを支援することにもなる。女性が子どもに対し

て産後から「与えることができる母親になる」ためには、

家族のあたたかいサポートと専門家のケアを受けること

により、まず女性自身の精神的エネルギーが満ち溢れる

ことが大切であり27)、家族へのサポートを行うことも、

女性の力を引き出すことに繋がると考えられる。 

⑤仲間づくりができる 

 地域助産師は地域の子育ての課題として地域のつなが

りの希薄化や核家族化など【子育て環境の変化】を感じ

ていた。こうした子育て環境の変化が孤立する母子を生

みだしている現実がある。産後うつや虐待の予防といっ

た意味でも、地域助産師が【妊娠期からのケアの必要

性】を感じているように、産後からの関わりでは遅いと

考えられる。女性の生活の場である地域において仲間や

専門職の力を活かした支援が望まれる。地域助産師のケ

アに、仲間の力が加わり、女性と地域助産師、仲間同士

といった相互関係の中で女性の主体性を引き出すことが

できると考える。 

 これらの5つの支援内容を妊娠期の継続した支援とし

て行うことによって、主体的に取り組むための動機づけ

を行い、女性が自分に自信を持って出産・育児に向かう

ことができると良い。そして、これらの支援に、確かな

助産技術の提供と継続的なエモーショナルサポートに代

表される地域助産師の専門性を活かすことにより、女性

の自尊感情や自己効力感を高め、より女性の力を引き出

すことができると考える。 

Ⅴ．まとめ 

 主体的な出産・育児に向けて地域助産師が行う妊娠期

の支援内容として①出産・育児への肯定的なイメージを

もつ、②赤ちゃんをイメージする、③出産に向けての身

体づくりができる、④家族の支援が得られる、⑤仲間づ

くりができる、の5つが挙げられた。これらを女性との

確固たる信頼関係のもとで確かな助産技術と継続的なエ

モーショナルサポートに代表される地域助産師の専門性

を活かして実施することが女性の主体性を引き出す上で

効果的であると考えられた。妊娠期に身体面・心理面の

セルフケア行動がバランスよく実践されることにより、

出産後の母親としての自己成長や子どもとの関係の満足

感につながる28)ことや出産に対する満足度が高いほど母

親役割の受容に対する否定感や、児に対する攻撃衝動性

を抑制することにつながる29)ことからも、妊娠中から地

域助産師の力を活かした支援を行うことは育児不安や子

どもへの虐待を予防する意味でも重要であると考える。 

 また、本研究において抽出された5つの支援は、地域

助産師が捉えた地域の子育ての課題に裏付けされており、

子育て環境や出産・育児への女性の意識など現代の子育

てにおける課題に適した支援内容であると考えられる。 

 これらの5つの支援内容を基盤とし、地域助産師の力

を活かした『女性の主体性を引き出す妊娠期の支援プロ

グラム』を実施し、効果を明らかにすることが今後の課

題である。 
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Research on Supports for Women during Their Pregnancy Which Elicit Women’s Initiative  
by Community Midwives 

 

Junko Takeda 

 

Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

The purpose of this study is to clarify what kind of supports are required for women during their pregnancy which 
elicit women’s initiative, aiming to design “The support program for women during their pregnancy which elicit women’s 
initiative” making use of the power of community midwives. Women who gave birth with the help of a midwife or in a 
midwifery were interviewed so as to clarify what kind of supports are necessary in communities as well as what kind of 
care shall be given by local midwives who support women in giving birth on their initiative, and extract specific supports 
which elicit women’s initiative. 

There were eight subjects in this study, who were local midwives. A survey was conducted on regional parenting 
issues and supports that were deemed necessary in the community. Data were collected by semi-constructive interviews, 
and the details were analyzed. Then, their opinions on what kind of support is necessary in the region, were categorized 
into 8 groups, namely “Help pregnant women have good images about giving birth and parenting”, “Help pregnant women 
image a baby”, “Help pregnant women obtain good information”, “Providing continued support from the time of 
pregnancy”, “Help pregnant women have some time to think together with the family”,“Help pregnant women make 
friends”,“Help pregnant women have an opportunity to think about giving birth” and “Help pregnant women get to know a 
midwife”.   

There were five subjects who gave birth in midwifery.  A survey was conducted on their experiences during 
pregnancy and others.  Data were collected by semi-constructive interviews, and the details were analyzed. Data on 
experiences during pregnancy which were obtained from the subjects were categorized into 7 groups, namely,“Satisfactory 
experience of childbirth”,“Imaging a baby”, “Coming to realize the power of myself and the baby”, “Body-building in 
preparation for childbirth”,“Wanting to give birth again”, “Believing in myself” and“Confidence in ability of parenting or 
being a mother”. Meanwhile, opinions on care to be provided by midwives from viewpoint of a woman were categorized 
into five groups, namely, “Establishing rapport and staying by my side”, “Standing by me mentally”, “Accepting 
everything”,“Believing in me”and“Making some proposal on the methods of problem-solving by myself.”. 

As for what kind of support is expected, following 5 types of responses were extracted; 1) Help pregnant women 
embrace positive images toward childbirth and parenting. 2) Help pregnant women image a baby. 3) Help pregnant women 
do self-care toward childbirth. 4) Help pregnant women receive supports from the family. 5) Help pregnant women make 
friends. As a conclusion, I strongly feel that women’s initiative will be derived by making use of the power of regional 
midwives on top of these supports. 
 

Keywords: Community midwives, initiative, women during pregnancy, midwifery 
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岐阜県立看護大学 育成期看護学領域 Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing 

〔研究報告〕 

「小児の観察とアセスメントの演習」での学生の学びの特徴 
 

服部 佐知子  谷口 惠美子  長谷川 桂子  石井 康子 

 

Student’s Learning from a Nursing Exercise of Observation and Assessment for a Child. 
 

Sachiko Hattori, Emiko Taniguchi, Keiko Hasegawa, and Yasuko Ishii 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 小児は、自身の状態を正確に言葉で表現する力が乏し

く、小児看護におけるバイタルサインは、対象の状態を

把握する上で、とりわけ重要なデータを意味している。

ところで、山村1)が、小児看護の技術には、様々な健康

状態にある子どもに合わせた柔軟な対応が求められると

述べているように、小児のバイタルサイン測定（以下、

VS測定とする）では、発達段階や病状を考慮した臨機応

変な対応が求められる。さらに、VS測定は基本的な看護

技術であり、臨地実習ではよく行う技術である。そのた

め、臨地実習前の2年次にVS測定に関する演習を行い、

知識をまとめておくことが必要である。 

 本学では、1年次にバイタルサインに関する講義を行

い、2年次後期にその演習を行う。講義と演習との期間

が離れているが、演習が有効な学びになったのか確認す

る必要があると考え、本研究では演習での学生の学びの

特徴を明らかにし、演習内容を検討することにした。 

Ⅱ．本演習の位置づけと概要 

 本学では、学生は1年次後期科目の「育成期看護方法

8」の中で小児のバイタルサインに関する講義を履修し

ている。2年次後期に開講する技術演習科目である「育

成期看護方法9」の中で「健康上の問題をもつ小児の治

療・看護に伴う援助技術について演習をとおして学ぶ」

ことを目的として技術演習を行っている。小児看護技術

演習は＜ビデオ学習＞＜与薬技術＞等の計5コマの演習

で構成されており、「小児の観察とアセスメントの演

習」はそのうちの1コマに位置づけられている。演習目

標と演習内容は、表1に示す通りである。 

 本演習の流れは、図1で示すように、教員によるデモ

ンストレーション、学生同士のロールプレイ（以下ロー

ルプレイ1とする）・自己学習、教員と学生によるロール

プレイ（以下ロールプレイ2とする）の3項目で構成され

ており、40名ずつの2クラスに分けて実施している。 

 教員によるデモンストレーションは、教員2名が1か月

表1 「小児の観察とアセスメントの演習」での目標と内容 

演習目標        

1.小児のバイタルサインの特徴が理解できる。        

2.小児のバイタルサイン測定を安全安楽に正確に実施することができる。       

演習内容 

・健康な小児の全身状態の観察をする。（一般状態（成長発達・日常生活）・呼吸・循環・ 体温について）   

・看護師役・こども役を決めグループでロールプレイをする。        

・1か月児、3歳児のロールプレイをする。 

・1か月児、3歳児のロールプレイをする時間は各10分ずつ。ロールプレイをしない時は 脈拍触診・血圧測定の自己学習をする。 

・1か月児のロールプレイで看護師役をした学生は3歳児では患児役となり、それぞれ 看護師役と患児役を体験できるようにする。 

・学生同士で、脈拍の触診・血圧測定を実施する。        

・観察技術の方法とアセスメントの視点、配慮すべき点について考える。       
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児の人形と3歳児の人形を用いて看護師役と患児役を演

じ、学生がVS測定の手順を学ぶことを目的として行う。 

 ロールプレイ1は、学生は8名ずつのグループに分かれ、

2人1組となり、ロールプレイと自己学習をローテーショ

ンして行い、実際に実施して小児のVS測定方法を身につ

けてもらうことを目的としている。ロールプレイ1は、

教員5名がそれぞれ1つのグループを担当し、ロールプレ

イ1・自己学習の手技や子どもへの対応等に着目し、演

習目標が達成できるように指導している。また、学生か

らの質問にも対応している。 

 ロールプレイ2は、教員がVS測定にスムーズに応じて

くれない3歳の患児役を演じ、学生には実際の子どもの

VS測定はなかなかスムーズに測定できないことをイメー

ジすることや測定は子どもに合わせた工夫が必要である

こと等を学んでもらうことを目的として行っている。 

 最後に、まとめとして、学生に感想や気づいた点を尋

ねて振り返りを行っている。そこでは、最後に教員が、

臨地実習の場面で学生がよく行う状況、例えば、ベッド

柵を上げずに子どもから目を離している、子どもに背を

向けて物品の準備をしているなど学生では気づけなかっ

た点について補足説明をしている。 

 本演習後には、「小児のバイタルサイン測定の特徴に

ついて演習からの学びを書きなさい」というA4版1枚の

レポートを課している。 

Ⅲ．研究方法 

1．研究対象 

 平成21年度に本演習を受講した77名のうち、研究承諾

の得られた73名の演習後に提出されたレポートの記述内

容を対象とした。 

2．分析方法 

 学びの記述を一意味一記述として抽出しデータとした。

次にデータを要約し、データの主旨が類似するものを集

めてサブカテゴリーとした。そしてさらに類似したサブ

カテゴリーをカテゴリーとして整理した。尚、この作業

は、本研究者間で合意が得られるまで繰り返し検討した。 

3．倫理的配慮 

 学生には、研究参加の依頼を演習終了後に行った。

データは個人が特定されないようにすること、同意書は

演習後に回収するが厳封し、科目成績確定後に開封する

こと、研究参加は自由意思であり、同意の有無やその後

の取り消しは科目の成績に影響しないことを口頭と文書

を用いて説明をした。 

 尚、本研究は岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の承

諾を受けた。（平成22年2月5日承認、承認No.2126） 

Ⅳ．結果 

 結果は表2に示す通り、対象となった演習後のレポー

トの記述から、学びの内容について775のデータが抽出

された。そこから、主旨の類似したデータ毎に分類し、

14のサブカテゴリーが抽出され、さらに『小児の特徴に

合わせる』『正しい測定方法が分かる』『測定できるよう

な工夫をする』『安全への配慮が必要である』『早期発見

のために必要である』という5つのカテゴリーに分類さ

れた。『』は表2のカテゴリー、「」はサブカテゴリーを

示す。 

1．小児の特徴に合わせる 

 『小児の特徴に合わせる』は記述数が362であり、「子

どもは測定時に不安や恐怖心を抱くため、緩和する必要

がある」「分かりやすい言葉を使うことが必要である」

「子どもへの声かけが大切である」「観察方法を工夫する

ことが必要である」「子どもと関係性を築く関わりが大

切である」「家族の協力も必要である」の6つのサブカテ 

図1 「小児の観察とアセスメントの演習」の流れ

本演習の流れの説明 
教員によるデモンストレーション（20分） 

後片付け（5分） 

学生同士のロールプレイ（ロールプレイ1） 

※ロールプレイ1では、各学生2名1組となり、看護師役・患児役を

決め、1か月児・3歳児を対象としてロールプレイを実施する。 

 

自己学習（50分） 

※学生同士での脈拍の触診・血圧測定・小児用マンシェットを 

使用しての加圧、減圧の体験等 

まとめ（5分） 

教員と学生によるロールプレイ（ロールプレイ2）（10分） 
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表2 「小児の観察とアセスメントの演習」での学生の学び 
カテゴリ（記述数） サブカテゴリ（記述数） 記述内容の要約例 

小児の特徴に 

合わせる（362） 

子どもは測定時に 

不安や恐怖心を抱くため、 

緩和する必要がある（163） 

児にとって見慣れない看護師や測定器具、何をされるか分らない不安に恐怖心を抱く。 

測定を拒否したり、恐怖心を抱いている小児に対しては、保護者にそばにいてもらったり、手を握っても

らったりして安心させる。 

最初から小児への負担が大きいものから始めてしまうと、小児が測定を拒絶してしまう可能性があるため、

負担の小さいものから順番に行うことが必要である。 

分かりやすい言葉を使う 

ことが必要である（77） 

測定することを小児に説明し、了解を得るときに、わかりやすい言葉で伝えることは難しい。 

幼児の年齢や発達段階、理解度に応じて説明をし、不安を軽減させることで、幼児の協力が得やすくなる

ことにもつながる。 

小児に対して声掛けする時は、「ピッピッするよ」など感覚的に分りやすい言葉を使うことで不安を軽減さ

せることができる。 

子どもへの声かけが大切で 

ある（43） 

乳児だからといって声かけをせずに行うのではなく、1つ１つの動作を説明しながら行うことが必要である。

泣いてしまったら、親に抱いてもらったり、安心できるような言葉かけを行い無理には測定をしない。 

観察方法を工夫することが 

必要である（42） 

バイタルサイン測定時、衣服を脱がす時には皮膚の観察も行うなどして、観察できるタイミングを逃さず、

短時間でたくさんの情報を得る工夫が必要である。 

児は長時間じっとしていることが難しいが、何気ない会話をすることで情報収集の機会にもなる。 

子どもと関係性を築く関わりが 

大切である（22） 

協力してもらったことに対してねぎらうことで次回や今後の関係も良くなる。 

子どもとのコミュニケーションが深まることで、子どもとの信頼関係が形成され、その後の看護援助がしや

すくなる。 

家族の協力も必要である（15） 母親は児にとって大きな存在であり、児がぐずった時や測定をスムーズに行うために母親の協力を得るこ

とが有効である。 

付き添いの人の協力を得るとバイタルサインの測定もスムーズにいく。 

正しい測定方法が 

分かる（166） 

正しい測定技術と知識が 

必要である（85） 

脈拍数など分りにくいものもあるため、正常値や測定部位などの正しい知識が必要である。   

呼吸数や脈拍数は、不規則であるため必ず1分間測定することにより正確な値が把握できる。 

バイタルサインの測定がスムーズに行えるよう、物品は使用可能なものであるかあらかじめ点検をしておく

必要がある。 

血圧を測定する時は、測定部位と心臓の高さが同じになるようにする必要がある。 

正しい値が得られるようにする 

必要がある（51） 

正確な測定のために激しい啼泣後や哺乳後、沐浴後を避け、安静時に測定するようにタイミングを調整する。

乳児は体温調節能が十分でなかったり、体表面積の割合が高く、体温が奪われやすいため、外界からの

刺激を少なくしたり、空調を整えるなどの環境に配慮して実施することが大切である。 

子どもに合った測定器具を 

選ぶことが大切である（30） 

子どもに適したサイズの測定器具でないと正しい測定値が出ない。 

聴診器やマンシェットなど、小児の体の大きさに合わせたものを選択することで、正しい測定ができる。 

測定できるような 

工夫をする（132） 

じっとしていられる工夫が 

必要である（59） 

子どもは動きが活発で様々な物に興味をもつため、バイタルサイン測定も順番通りに行うことができず、難

しい。 

測定を嫌がったり、非協力的な時はキャラクターの物や絵本で気をそらせたりといった工夫が必要である。

子どもは長時間じっとしていることが難しい為、絵本を読んだり、お話をしたりして測定しているときに、児

がじっとしていられるように工夫することが必要である。 

状態に合わせた対応が 

必要である（40） 

子どものバイタルサイン測定では、子どもの機嫌や状態によって測定の順序を変えたり、臨機応変に行う

ことが重要である。 

必ず演習通りに行うことが重要ではなく、その子の状態をみてできるものから測定していくことが重要である。

小児のバイタルサイン測定を行うのは、順番通りに行おうと思っても、小児の機嫌や状態によっては、順番

通りにいかないことの方が多いため、その時の状態やタイミングによって、何が測定できるのかを考えて行

うことが大切である。 

苦痛の少ないものから 

測定することが大切である(33) 

泣くことで数値が変動しやすいため、身体に触れなくても測定できるものから測定するなど小児にとって侵

襲の少ないものから測定していく。 

測定を嫌がると正確な値の測定ができなくなるのを防ぐために、苦痛が少ない順番で行う。 

安全への配慮が必要である（71） 小児はよく動き、ベッドから転落しやすいため、ベッド柵を下した後は、目を離さなず、目を離す時はベッド

柵を上げることが必要である。   

子どものマンシェットは小さく、容易に加圧されてしまうため、加圧しすぎて苦痛を与えてしまう危険性がある。 

子どもの顔の上などに倒れてしまうような場所や触る場所に物品を置かないようにしたり、子どもが視界に

入るような場所に自分が立つなど環境を整えることが必要である。 

子どもはいろいろな物に興味を示し、不意に動くため、子どもが起こしそうな行動を予測し、動く。 

早期発見のために必要である（44） 小児は言葉で体調の変化を表現できないため、バイタルサインは大切な指標の1つである。 

  

年少であるほど症状や異変などを言葉で表現することが難しいため、客観的なデータであるバイタルサイン

を測定してアセスメントすることは、全身状態の変化や異常の早期発見をするためにもとても重要である。 

異常を早期に発見する為にも、普段から観察したり、家族からも情報を得るようにして子どもの普段の様子

を把握しておく必要がある。 

 



岐阜県立看護大学紀要 第 12 巻 1 号，2012 

― 20 ― 

ゴリーがあった。 

 「子どもは測定時に不安や恐怖心を抱くため、緩和す

る必要がある」では、子どもは見慣れない医師、看護師

や測定器具等、いつもと違った環境に不安や恐怖心を抱

きやすいという子どもの特徴を学んだという記述の他に、

そのような子どもの特徴から、保護者にそばにいても

らったり、子どもへの負担の少ないものから測定したり

することが必要であるといった、それらを緩和する手段

や看護技術についての内容の記述もあった。 

 「分かりやすい言葉を使うことが必要である」では、

子どもへの説明の難しさを感じており、子どもの発達段

階や理解度に応じて「ピッピするよ」など感覚的な言葉

を用いて分かりやすく説明することが必要であることや

そのような説明をすることで子どもの不安を軽減するこ

とにもつながるという内容の記述であった。 

 「子どもへの声かけが大切である」では、乳児は説明

しても言葉が分からないからといって、声かけをしない

で測定をするのではなく、これから何をするのか、どう

いったものであるのか、痛いのかなど、ひとつひとつの

動作の声かけをしていくことが大切であるという記述の

他に、測定時に泣いてしまった場合には、無理矢理測定

するのではなく、安心できるような声かけや親に抱いて

もらうなど、子どもの倫理面にも配慮することが大切で

あるといった内容の記述であった。 

 「観察方法を工夫することが必要である」では、子ど

もは長い時間じっとしていることが難しいため、ただVS

測定をするのではなく、衣服を脱がすのと同時に皮膚な

どの観察を行うことは、測定値以外の情報が得られるこ

とや、家族や子どもとの何気ない会話の中からも多くの

情報を得ることができるといった気づきから、子どもに

苦痛を与えず、短時間で多くの情報を得るためにもいろ

いろな視点から観察することが必要であるという内容の

記述であった。 

 「子どもと関係性を築く関わりが大切である」では、

子どもが測定に際して協力してくれたことや、頑張った

ことをねぎらい、次も頑張ろうという気持ちになれるよ

うな言葉をかけることで、今後の測定がスムーズにでき

るようになることや、普段から子どもとコミュニケー

ションを図り関係性を築くことで看護援助がしやすくな

るという内容の記述であった。 

 「家族の協力も必要である」では、子どもにとって母

親は大きな存在であるため、子どもが測定を嫌がったり

なかなか協力してもらえない場合には、短時間で終えら

れるように付き添っている家族に協力してもらうことも

必要であるという内容の記述であった。 

2．正しい測定方法が分かる 

 『正しい測定方法が分かる』は記述数が166であり、

「正しい測定技術と知識が必要である」「正しい値が得ら

れるようにする必要がある」「子どもに合った測定器具

を選ぶことが大切である」の3つのサブカテゴリーが

あった。 

 「正しい測定技術と知識が必要である」では、子ども

は脈拍が触れにくいため、測定できる部位を把握してお

くことや、呼吸や脈拍が不規則であるため1分間測定す

る必要があること、血圧を測定する時には測定部位と心

臓の高さを同じになるようにするといった、正確に測定

するための技術と知識が、子どもに苦痛や負担を少なく

測定するためにも必要であるという内容の記述であった。 

 「正しい値が得られるようにする必要がある」では、

子どもは泣いたり、ミルクを飲んだりした後では、測定

値がそれらの影響を受けてしまい、正しい値が測定でき

ないことや、体温調節が未熟であるため、外界の刺激や

測定する室温などによっても影響を受けやすいことから、

測定する環境を整える必要がある、という内容の記述で

あった。 

 「子どもに合った測定器具を選ぶことが大切である」

では、子どもの年齢や体格に合ったサイズのもので測定

を行わないと、正しい測定値を得ることができないこと

や、子どもに苦痛を与えてしまうということの他に、

せっかく子どもがVS測定への動機づけを高めていても測

定をやり直すことになり、子どもの動機づけを下げてし

まうため、スムーズに測定が行えるようにあらかじめ測

定器具を点検しておく必要がある、という内容の記述で

あった。 

3．測定できるような工夫をする 

 『測定できるような工夫をする』は記述数が132であり、

「じっとしていられる工夫が必要である」「状態に合わせ

た対応が必要である」「苦痛の少ないものから測定する

ことが大切である」の3つのサブカテゴリーがあった。 

 「じっとしていられる工夫が必要である」では、子ど
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もは動きが活発でいろいろな物に興味を示したりとじっ

としていることが難しく、なかなかVS測定ができないこ

とから、絵本を読んだり、キャラクターの物で気を紛ら

わせるなどじっとして測定できるように工夫することが

必要であるという内容の記述であった。 

 「状態に合わせた対応が必要である」では、子どもの

機嫌や状態によって、講義で学んだ教科書通りの一般的

な手順での測定ではスムーズに測定ができない場合もあ

るということを感じており、対象の状態に合わせて測定

の順序を変えたり、測定できることから測定したりと臨

機応変に対応していくことが必要であるという内容の記

述であった。 

 「苦痛の少ないものから測定することが大切である」

では、子どもは啼泣などによって測定値が変動しやすい

ため身体に触れずに測定できるものから測定するなど、

なるべく苦痛が少なくなるように測定していくことが大

切であるという内容の記述であった。 

4．安全への配慮が必要である 

 『安全への配慮が必要である』は記述数が71あった。 

 『安全への配慮が必要である』では、子どもはじっと

していられないことや、いろいろなものに興味を示し不

意に動いてしまうことがあるといった子どもの特徴から、

安全面への配慮が必要であることを学んだという記述の

他に、顔の上に倒れてしまうような位置には測定器具を

置かない、ベッドから離れる時には必ず柵を上げる、子

どもの様子が分かるように自分の立つ位置を考える、子

どもが起こしそうな行動を予測して動く、といった具体

的な援助や子どものマンシェットは小さく、容易に加圧

してしまうため、子どもに苦痛を与えてしまう危険性が

あるといった器具の特徴から安全面への配慮について見

出している内容の記述もあった。 

5．早期発見のために必要である 

 『早期発見のために必要である』は記述数が44あった。 

 『早期発見のために必要である』では、年少であるほ

ど自ら体調の変化を言葉で伝えることが難しいため、VS

測定で客観的なデータを得ることや、普段の子どもの様

子を観察すること、子どもの側に付き添っている家族か

らも情報を得ること等いろいろな視点から観察を行い、

身体の状態の変化や異常を早期に発見することが重要で

ある、という内容の記述であった。 

Ⅴ．考察 

 学生は、演習から様々な学びを得ていることが明らか

となった。そこで、学生の学びの特徴をふまえて演習内

容を検討し、次の臨地実習指導にどのように活かせばよ

いのかについても考察を加えたい。 

1．学生の学びの特徴 

 今回、『小児の特徴に合わせる』という学びが第1に、

『正しい測定方法が分かる』が第2に多かったことから、

演習目標に沿った学びが得られており、既習の知識を確

認することができた。 

 『安全への配慮が必要である』については、子どもは

いろいろな物に興味を示し、じっとしていることができ

ない、不意に動くといった子どもの特徴やベッド柵を上

げることの必要性、小児用マンシェットは小さいといっ

た器具の特徴などから安全・安楽について学んでおり、

VS測定以外のことも学ぶことができていた。これは、

ロールプレイ1・2で実際に体験したことにより得られた

学びであると思われる。しかし、患児の安全・安楽の面

に触れた学びは他と比べて少なかった。 

 布施ら2)は、ロールプレイは対象を理解するにあたっ

て有用な方法ではあるが、そこで用いられるモデル人形

では、どうしても臨場感に欠けてしまい、患児の反応や

動きを予測し、配慮ある行動をとることは難しいと述べ

ており、今回のロールプレイ1・2のいずれにおいても臨

床場面に近い環境設定はしていなかったため、より具体

的、実際的な患児の姿までイメージすることが難しかっ

たと思われる。 

 一般的に子どもは、その年齢が幼ければ幼いほど、自

らに降りかかる危険を察知し対処する能力が十分に備

わっていないため、看護師にとって患児の安全を守るこ

とは、極めて重要な看護である。そのため、今回の学び

を今後も深めていけるようにしていく必要がある。 

 今回の演習では、ロールプレイ1・2のいずれにおいて

も、臨床場面に近い環境設定はしていなかったが、豊口

ら3)は、ロールプレイを行うにあたって、実際の臨床場

面に近い具体的な環境設定をしたことによって、学生は

患児の動きをより豊かに想像することができ、その体験

が、病床環境の危険に対して論理的に思考する基礎に

なったと述べているように、臨床場面に近い環境設定を

していくことも必要であると思われる。そして、教員は
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演習の中で小児看護においてよく見かける子どもの状況

を伝えると共に、そこから導かれる安全面への配慮の必

要性も合わせて伝えていく必要があると考える。 

 また、学生は技術の手技を理解するだけでなく、子ど

もはじっとしていることが難しく測定を嫌がることやそ

の日の機嫌によっても測定の仕方を変えなければ測定が

上手くいかないことから『測定できるような工夫をす

る』といった臨機応変な対応が必要であるという、小児

看護の特徴を学ぶことができていた。また、どのように

すれば子どもに苦痛を与えずスムーズな測定ができるか

まで見いだすこともできていた。これには、デモンスト

レーションとロールプレイ1で技術確認に終わらせず、

ロールプレイ2も行ったことが大きく影響していたので

はないかと考えられる。 

 特にロールプレイ2では、「スムーズに測定させてくれ

ない」子どもが登場する。そして、学生は、そうした子

どもを相手にバイタルサインの測定を求められる。当然

ながら、その測定がいかに難しいのか、いかに臨機応変

な対応が必要なのかを体験する。それによって、学生は、

具体化しにくかった子どものイメージを掴んだのではな

いだろうか。布施ら4)は、学生に“実際の”子どもをイ

メージさせるためには、模擬患児やロールプレイの中で

は、機嫌が良く協力的な子どもの姿を取り入れた事例だ

けでなく、拒否的な子どもの事例も盛り込み、『こうし

た場面では、どのようなアプローチが必要なのか』と問

題提起することが肝要であると述べている。その指摘を

踏まえれば、本演習で行ったようなロールプレイ2を通

して、より“実際の”子どもの姿をイメージできるよう

に言葉だけでなく、より具体的に伝えていくことで、具

体的なレベルでの理解につなげられたのではないかと考

える。 

 以上のことから、演習目標では対象の状況に合わせた

看護の理解については掲げていなかったが、演習の指導

によっては、単なる測定技術だけでなく、実際の子ども

をイメージしてそこから派生した看護についてまで考え

られることが分かった。そのため、今後も教員間でもそ

の効果を共有し、さらに内容を検討していく必要がある。 

2．演習の実体験から得た学びを意識化させる工夫 

 本研究の結果、演習目的に沿った学びは得られていた

が、学びの内容を見ると“子どもにとって負担の少ない

ものから測定する”“血圧測定では測定部位と心臓の高

さを同じにする”など、1年次に学習した手順、教科書

に書かれている内容や演習のデモンストレーションで説

明したこと等を学びとしている学生が多かった。 

 演習中学生からは、“マンシェットが小さい”“血圧測

定では圧をかけすぎてしまった”“血圧の圧の調節が難

しい”“子どもに分かるようにどのように説明していい

のか分からない”“心拍が速くて数えるのが大変”等の

反応があった。しかし、今回の学びの内容を見ると、こ

のような演習での実体験を通しての学びや感じたことの

記述が少なかった。 

 技術演習では、既習した知識を確認する機会にもなる

が、演習における実体験で失敗したことも含めてすべて

の体験が貴重な学びとなる。しかし今回の結果から、演

習の中で失敗体験を通して学んだり感じたりしていても

“学びを書きなさい”という問いかけでは、学びとして

挙らず、学びとして意識化されないのではないかと思わ

れた。 

 以上のことから、教員は演習の中で学生が失敗体験を

した時には、その失敗が学びにつながることを学生に伝

えていく必要があると思われる。また、本研究では、学

生に「演習からの学びを書きなさい」という課題を与え

てデータを収集した。このような提示の仕方では、主旨

がやや漠然としており、その答えにくさが起因して教科

書や教員の指導した言葉をそのまま用いたような記述が

増えてしまったのではないかと考えられる。そのため、

今後は「演習での自らの行動を振り返り考えたこと、感

じたことを書きなさい」など学生自身が感じたことや失

敗体験からの学びを学生自身が学びとして捉える事が出

来るような課題を与える工夫も必要であると思われる。 

3．臨地実習での活かし方 

 本研究によって明らかにされた学びの特徴は、既習の

確認になった部分は多いとはいえ、学生の中で知識が整

理されたことを示唆している。また、学生は、教科書に

載っているような一般的な手順通りの測定では上手くい

かず、子どもの気持ちや機嫌に配慮した説明方法や身体

的な成長に応じた用具の選択など、個々に応じた関わり

が必要であると学んでいることも明らかにされた。これ

らの学びは、臨地実習において技術を提供したり、子ど
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もとの関わり方を見出したりする際に有効であると考え

る。 

 平木5)が講義による知識の理解だけでは不十分であり、

また、看護を実践する上で必要な技術を演習で習得する

だけでは、実践能力には至らず、知識と技術と思考力を

統合していく能力が必要であると述べているように、今

回の結果を利用し、今までに修得してきたことが学生自

身の中で統合して実践に臨めるように、例えば実習前の

技術チェックの時に学習した内容を確認し、またそれを

想起させるような問いかけを行うといった指導方法によ

り、よりスムーズな実習導入ができるのではないかと考

える。 

 そして、実習の中で行った技術・看護をしっかり振り

返るように教員は働きかけ、子どもの状況を判断して適

切な看護を考え、実践能力を身に付けられるようにして

いく必要があると考える。 

Ⅵ．まとめ 

 学生の演習後のレポートから学びの内容を明らかにし

た。その結果、学生の学びは、5つのカテゴリーに分類

された。 

 そして、演習目標に沿った学びが得られている、VS測

定以外のことも学ぶことができていた、実際の子どもを

イメージ化することで学びが深められた、演習の体験か

ら得た学びが意識化されにくいという特徴が見いだされ

た。さらに、そこから今後の演習では、①病床に近い環

境設定をしたロールプレイを行う、②スムーズにケアを

させてくれない患児を登場させたロールプレイを行う、

③課題の提示を考えるといった演習を行い、学生がより

現場のイメージを具体的に抱き、そこから必要な看護援

助についても考えていけるような演習を検討していく必

要性も示唆された。 
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行政保健師が実践経験を通して得ている保健師活動についての学び 
 

松下 光子１）  石丸 美奈２）  山田 洋子１） 

 

Learning from Practices of Public Health Nurses Working at Local Governments 
 

Mitsuko Matsushita1), Mina Ishimaru2), and Yoko Yamada1) 

 

 

Ⅰ．目的 

 経営学領域では、キャリア開発の視点から仕事経験か

ら何を得ているかという調査1)やプロフェッショナルに

なるための経験学習の検討2)が行われている。看護学領

域でもリフレクションの考え方から実践経験を振り返り

検討する重要性が指摘されている3)。 

 保健師の現任教育の充実は課題であり、新任期の能力

や研修体制の検討4)など多様な取り組みが行われている。

保健師の実践経験からの学びに関しては、新任保健師と

熟練保健師の対話リフレクションの意味に関する検討5)

や経営学領域において保健師の経験からの学びを検討し

た報告6)はあるが、保健師が実践経験から何を学んでい

るかという視点での看護学領域における調査研究はほと

んどない。本研究は、保健師が実践経験から得ている保

健師活動についての学びを明らかにし、実践経験からの

学びという視点から保健師の成長を調べ、現任教育への

示唆を得ることを目的とした。 

Ⅱ．用語の定義 

 学びとは、保健師としての実践経験の中でつかんだ保

健師活動として大事なこと、保健師活動とは何かの考え

方とした。 

Ⅲ．方法 

1．対象 

 A県内の保健師で、勤務経験20年以上、職位は係長以

上の者を対象とした。この条件は、スタッフとしての活

動は一通り経験がある対象として設定した。対象選定は、

県保健師として長年勤務し、当該地域の保健師活動をよ

く把握している大学教員に研究目的を伝えて相談すると

ともに、研究者らが日ごろの教育研究活動において接し

ている保健師の中から、保健師活動について自身の実践

経験と学びを語ることができ、協力依頼が可能と思われ

る対象者を検討した。保健所保健師6名と市町村保健師

12名を候補者とし、保健所保健師の依頼と調査をまず進

め、後に、市町村保健師がほぼ同数となるよう依頼し、

最終的に研究協力が得られた保健所保健師5名、市町村

保健師4名、計9名を対象とした。 

2．情報収集方法 

 面接聞き取り調査を実施した。聞き取り項目は以下の

通りであり、事前に対象者に郵送した。 

 実践経験とそこから学んだことは、「保健師としての

実践経験の中で、保健師活動としてこういうことが大事

である、保健師活動とはこういうものである、という何

かをつかんだ経験を3つ以内で教えてください」とし、

（1）具体的な経験の内容、（2）その経験からつかんだこ

と、（3）その経験と経験からつかんだことは、その後の

あなたにとってどのような意味があったか、（4）その経

験は、保健師になって何年目ごろの経験か、そのときの

所属、として示した。経験を3つ以内としたのは、学び

が明確で重要と感じた経験が選択されると考えたためで

ある。また、対象者自身の現在の職位、現在の所属での

勤務年数、現在の所属以前の勤務経験も聞き取った。 

 面接は2009年12月～2010年9月の間に、対象者の所属
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機関に研究者2名が出向き行った。聞き取りはメモを取

りながら行い、一人あたり面接時間は60～80分であった。

面接終了後にメモを基に聞き取り項目に沿って記録を作

成し、対象者に郵送して内容の確認と修正を依頼した。

8名は1回、1名は2回の確認を行った。 

3．分析方法 

 対象者による確認と修正が済んだ記録を研究者3名で

読んで内容を共有し、学びを抽出し整理する方法を話し

合った。 

 実践経験からの学びは、聞き取り項目の「その経験か

らつかんだこと」と「その経験と経験からつかんだこと

は、その後のあなたにとってどのような意味があった

か」の記載内容から、「保健師活動としてこういうこと

が大事、保健師活動とはこういうもの」としてつかんだ

内容が読み取れる部分について記載内容を取り出し、

「保健師活動としてこういうことが大事、保健師活動と

はこういうもの」をできるだけ一文で表現し、「その経

験から学んだこと」とした。 

 各対象者につき、面接した研究者1名を担当者とし、

担当者が経験の事例ごとに、事例概要と実践経験からの

学びを表に整理した。事例概要は、経験した時期、経験

の種類（経験の概要を簡潔に表現したもの）、経験の概

要、保健事業・活動の種類である。 

 担当者が作成した整理表を研究者3名で共有する話し

合いを行い、記載の修正を行った。 

 抽出された学びは、研究者3名で話し合いながら分類

し整理した。学びの件数は、保健所保健師の学び、市町

村保健師の学び、両者の計を出した。さらに、経験を開

始した時期について新任期を含む1～9年目は3年ごと、

10年目以降は5年ごとに区分して学びの細項目の有無を

確認した。この時、保健所保健師と市町村保健師の学び

を区分した。また、経験の種類は、活動方法を視点に分

類し、学びの細項目の有無を確認した。 

4．倫理的配慮 

 対象保健師には、まず電話で了解を得た後、上司に依

頼文書を送り、勤務内で対応する了解を得た。聞き取り

調査時は、再度、調査の目的、方法などを文書と口頭で

説明し、了解を得て実施した。調査計画は、岐阜県立看

護大学研究倫理審査部会の審査を受け、承認（承認番号

2117-1）を得た。 

Ⅳ．結果 

1．対象者の概要と語られた経験の数 

 対象者9名の現所属自治体での保健師経験年数は29～

37年目、職位は全員が課長補佐以上であった。1名は看

護師実務経験、2名は現所属自治体勤務以前に他自治体

での保健師勤務経験があった。 

 3つ以内の経験と依頼したが、記録を整理した結果、2

つの経験を語った保健師が2名、3つが5名、4つが1名、5

つが1名であり、語られた経験数は計28件であった。28

件中16件が保健所保健師、12件が市町村保健師の経験で

あった。 

2．経験の時期と種類 

 語られた経験の開始時期は、保健師になって1～3年目

6件、4～6年目1件、7～9年目3件、10～14年目2件、15～

19年目5件、20～24年目5件、25年目以上5件、不明1件で

あった。 

 経験の種類は表1に示した。以下、経験の種類を［］

で示す。［家庭訪問・個別援助］5件、［全数訪問・訪問

支援の研究的まとめ］2件、［個別援助からニーズをとら

え事業の立ち上げ］7件、［地域支援体制・社会資源づく

り］2件、［他者と協働し活動を組合せ一つの課題に取り

組み］2件、［他職種との健康調査］1件、［市町村に出向

いて現状把握や業務の実施］3件、［行政機関における活

動］2件、［本庁で保健師現任教育体制づくり］1件、［事

業の廃止］1件、［研修会参加や学習会開催］2件であっ

た。 

 保健所保健師の経験は、［家庭訪問・個別援助］［市町

村に出向いて現状把握や業務の実施］各3件が多く、市

町村保健師は、［個別援助からニーズをとらえ事業の立

ち上げ］5件が多かった。 

3．保健師の実践経験からの学び 

 抽出した学びは97件あり、表2のように25細項目さら

に、8項目に大きく分類できた。以下、項目を【】、細項

目を『』で示す。 

 『個別援助の考え方と方法』などを含む【個人・家族

への援助に関する学び】14件、『個から地域全体の支援

へ（事業化・施策化）の必要性と方法』などを含む【個

と地域全体を関連させた学び】12件、『住民主体のネッ

トワーク作りで問題解決を促す方法』などを含む【地域

全体を対象とした活動方法に関する学び】20件、『行政
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組織において保健活動を実現する方法』を含む【行政に

所属する看護職としての学び】12件、『予防が大事であ

る』などを含む【基本となる考え方の再確認】8件、『後

輩保健師の育成方法』などを含む【人材育成・能力向上

に関する学び】20件、『保健所保健師による市町村への

かかわり方』などを含む【保健所保健師に関する学び】

6件、『仕事への意欲の高まり』などを含む【その他の学

び】5件であった。 

 また、97件中63件は保健所保健師、36件は市町村保健

師の学びであった。保健所保健師の学びは、多い順に

【人材育成･能力向上に関する学び】15件（23.8％）、【地

域全体を対象とした活動方法に関する学び】 13件

（20.6％）、【個人･家族への援助に関する学び】9件

（14.3％）、【個人と地域全体を関連させた学び】【行政に

所属する看護職としての学び】【保健所保健師に関する

学び】各6件（各9.5％）、【基本となる考え方の再確認】

【その他の学び】各4件（各6.4％）であった。市町村保

健師の学びは、多い順に【地域全体を対象とした活動方

法に関する学び】7件（20.6％）、【個と地域全体を関連

させた学び】【行政に所属する看護職としての学び】各6

件（各17.7％）、【個人･家族への援助に関する学び】5件

（14.7件）、【基本となる考え方の再確認】4件（11.8％）、

【その他の学び】1件（2.9％）であった。 

4．実践経験からの学びと経験の関連 

1）学びと経験した時期 

 時期ごとの各学びの有無を表3に示した。学びの項目

数が多かったのは、15～19年目が7項目14細項目、20～

24年目が6項目11細項目、1～3年目が7項目10細項目であ

り、この時期は経験数も多い。また、4～6年目と7～9年

目は保健所保健師、10～14年目は市町村保健師の学びの

みであり、経験数も少なかった。 

 8つの学びの項目を9年目まで、10～19年目、20年目以

上でみると、【保健所保健師に関する学び】の10～19年

目、【その他の学び】の20年目以上を除いて、どの時期 

表1 経験の種類 
分類(件数 保健所・市町村・計） 該当する経験の概要 

家庭訪問・個別援助（3･2･5件） 

○自身の生活体験と照らして訪問対象者の言葉を理解した経験 

○福祉制度が整っていなかった時代の精神障がい者への個別支援 

○家庭訪問への集中的な取り組みの実施 

△障がい児を持つ母親への個別支援 

△福祉分野へ異動し、個別支援（ケアマネジメント）を行った経験 

全数訪問・訪問支援の研究的まとめ

(2･0･2件） 

○在宅療養支援のために、新任期に担当市の保健師と協働し寝たきり老人を全数訪問 

○結核患者の療養支援・精神障がい者支援のため、家庭訪問支援をまとめて学会で発表 

個別援助からニーズをとらえ事業の

立ち上げ(2･5･7件） 

○新任期の担当市町村で実施した未熟児訪問をきっかけにした母子保健事業の充実 

○精神障がい者の社会参加と自立支援のため、家庭訪問を発展させ家族会支援、作業所づくり 

△家庭訪問で把握した寝たきり老人介護家族の現状から、市として訪問看護師を雇用 

△家庭訪問経験から家庭や地域に高齢者の居場所をつくるためのミニデイサービスづくりへ発展 

△家庭訪問経験から介護者支援のため、家族内でよりよい関係をつくれるよう介護教室を開催 

△障がい児を持つ母親の希望に応えて親同士をつなげ、自立支援施設の開設に至った経験 

△育児の息抜きのために、0歳児の母親の集まる乳児教室を新たに実施 

地域支援体制・社会資源づくり 

(2･0･2件） 

○精神障がい者の小規模作業所づくりに地域の人たちと取り組んだ活動 

○精神障がい者の小規模作業所づくりにおける住民協力者の発掘と協働 

他者と協働し活動を組合せ一つの課

題に取り組み（1･1･2件） 

○MRSA患者の対応方法について他機関と協働してマニュアル作成や研修会の開催 

△モデル事業に取り組み健康づくり協議会を巻き込んだ活動を展開 

他職種との健康調査(1･0･1件） ○感染症を拡大させないために、事務職や他職種とペアで実施した健康調査 

市町村に出向いて現状把握や業務

の実施(3･0･3件） 

○地域を把握するための市町保健師リーダーへの聞き取りを実施 

○町の母子保健システムづくりのために、勉強会、予算作成など町保健師と協働して実施 

○市町村に保健師の必要性や保健所保健師の役割を理解してもらうため、新任期の担当市町村に

頻回に出向き業務を実施 

行政機関における活動(0･2･2件） 
△補助金の制度を理解し、活用できるよう事務職を支援 

△市役所の企画会議に出席することで市全体の動きや他課の仕事を知り保健活動に活用 

本庁で保健師現任教育体制づくり 

(1･0･1件） 
○本庁で保健師の現任教育マニュアル、保健師教育基本方針を作成 

事業の廃止(1･0･1件） ○異動して戻ったら事業が廃止されていた経験 

研修会参加や学習会開催(0･2･2件） 
△研修会を通して地区診断の方法を理解した経験 

△合併に伴って各事業の目的を明確にする学習会の開催 

○は保健所保健師の経験、△は市町村保健師の経験を示す。 
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表2 実践経験からの学び 
項目  

（件数 保健所･
市町村･計） 

細項目 
（件数 保健所･市町

村･計） 

経験から学んだことの 
記載例 

左欄経験から学んだことの記載例の聞き取り内容 

1．個人・家族へ

の援助に関する

学び 

（9･5･14件） 

1)相手の立場に立つ

ことが大事 

  （0・2･2件） 

対象の思いをきちんと聞き取れ

ることが大事である 

傾聴の大事さを実感した。すぐに解決策ではなく、まず母

親の思いをきちんと聴き取れることが大事であると実感し

た。 
 

2)家族支援の必要性

と方法 

  （3･2･5件） 

介護者の支援には、家族のあ

り方や家族関係のありようを考

えることが大事である 

介護技術だけ教えれば介護ができるのではなく、長い間で

の家族のあり方、人間生活での関係のありようを考えていく

ことが大事である。 
 

3)個別援助の考え方と

方法 

  （6･1･7件） 

家庭訪問での援助技術と対象

を見る視点が身についた 

この時期は、自分の専門性を高める時期と自分で考えてい

た。いろいろな事例に訪問しなんでもやってみることで、家

庭訪問での援助技術を身につけたと思う。事例検討をする

ときに、見る視点が身についたと感じた。先輩保健師よりも

具体的な意見がいえるようになったと思った。 

2 ． 個 と 地 域 全

体を関連させた

学び 

（6･6･12件） 

4)一人一人に丁寧に

かかわることが大事 

  （1･1･2件） 

住民一人ひとりに丁寧にかか

わることで住民の生活を理解

すること、個々の生活支援を行

うことが大事である 

住民一人ひとりに対して、丁寧にかかわり支援することが重

要であることを再確認した。そうすることによって、住民から

不安や悩みが表出されたり、相談の内容が話されたりして、

住民をつかむことができる。個々の生活がみえてくる。個の

生活支援が大事である。 

5)障がい者への理解と

支援方法の考え方 

  （1･0･1件） 

障がい者には、医療も福祉も

必要で、医療や福祉の関係者

とずっと一緒にかかわる必要が

ある 

精神障がい者は、病気＋障がいである。知的障がい児など

は、支援制度が昔からあったが、精神障がい者支援制度が

なかった。病気は治るが、障がいはずっと付き合わないとい

けない。精神障がいは、医療と切り離せない、また、障がい

を自覚できない人もいる。そういう障がいの人にかかわるに

はどうしたらよいかと考えた。医療も福祉も必要で、関係者と

一緒にかかわる。医療も福祉もずっとかかわる必要がある。

障がい者の生活をどう支えていくか、保健師としてどう動いて

いくか考えるきっかけとなった。保健所のデイケアにずっとこ

の兄弟は来るのか？死ぬまで保健所が面倒をみるのか？と

思った。その後、精神障がい者の小規模作業所などができ

て、精神障がい者への支援に展望が見えたように思う。 

6)個別援助と地域全

体への援助のつながり 

  （2･0･2件） 
 

地区活動の目標のもとで家庭

訪問を行う 

地区活動の全体の目標があり、その目標のもとで家庭訪問

をするということを実践の中で学んだ。 

7)個から地域全体の

支援へ（事業化・施策

化）の必要性と方法 

  （2･5･7件） 

個人の思いを聞いて、それを

つなげて施策化することが大

事 

個人の思いを聞いて、思いをつなげていくこと、形にする、

施策化することが大事。個別の問題で終わりでなく問題を

つなげて考えるそういう眼をもたないとその場その場で終

わってしまう。 

3．地域全体を

対象とした活動

方法に関する学

び 

（13･7･20件） 

8)全住民を視野に入

れた活動の方法 

  （0･1･1件） 

保健活動はすべての住民にか

かわるものである 

（乳児健診で風船を配ってがん予防を啓発したように）母子

保健は母子のことだけをするのでなく、地域で生活をしてい

る人なので、全て（の住民）に関わるものだと思った。 

9)地区診断の方法 

  （2･1･3件） 

地区を受け持ち、地区の全体

像を把握して、地域のニーズを

見極める方法を学んだ 
 

地区を受け持つということから、地区をみる・地区を知るとい

うこと（町村の住民を知る、町村の保健師を知る）、地区の

全体像から入って地区で何が必要かをみていくということ。

10)地域資源を発掘し

活用する必要性 

  （3･0･3件） 

保健師は協力者となりうる人材

を発掘し、ともに活動していくこ

とが大事である 
 

保健師は、人を掘り起こしていく、そしていっしょに活動して

いくことが大事だと思った。 

11)関係者と協働する

方法 

  （5･0･5件） 

対象者を「なんとかしたい」とい

う思いを関係者で共有すること

が大事である 
 

みんなの思いで、その人をなんとかしたいという思いを共有

すること。 

12)地域での連携シス

テムづくり 

  （1･0･1件） 

対策の根拠を明確にし、実際

に機能する対策とするために、

行政と医師会との連携システム

をつくった 

最近では、異動した保健所の事業結果や管内の健康指標

及び管轄市町村に出向き健康課題や取り組み等について

話を聞いた結果、糖尿病予備群対策を進める必要があると

考え、実際に動く対策にするために、行政と医師会との連

携システム化を図った。 

13)住民主体のネット

ワークづくりで問題解

決を促す方法 

  （2･5･7件） 

住民を核にして活動を展開す

ることが大事である 

自分（保健師）が先頭に立つのではなく、住民を核にして活

動を展開していくことが大事である。 

4．行政に所属

する看護職とし

ての学び 

（6･6･12件） 

14)行政組織において

保健活動を実現する

方法 

  （6･6･12件） 

補助金のことを理解し、お金の

ことをわかることが大事 

お金のことをわかっていないと保健師の仕事はやれない。

補助金がどのようにつくのかがわかっていることが大事。 
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表2 実践経験からの学び（続き） 
項目  

（件数 保健所･

市町村･計） 

細項目 

（件数 保健所･市町

村･計） 

経験から学んだことの 

記載例 
左欄経験から学んだことの記載例の聞き取り内容 

5．基本となる考

え方の再確認 

（4･4･8件） 

15)予防が大事である 

（0･4･4件） 

予防の視点が重要であることを

再確認した 

予防の視点が重要であることを再確認した。これらのこと

は、以前から必要なことであり、大事にしてやっていたが、

合併の機会に再認識した。 

16)課題に気づき解決

に取り組むことが大事 

（4･0･4件） 

課題は放置せず、課題解決の

ためにシステム化をはかること

が大事 

「課題がある」というだけでなく、目に見える形にシステム化

していくことが大事。 

6．人材育成・能

力向上に関する

学び 

（15･5･20件） 

17)後輩保健師の育成

の方法 

（3･3･6件） 

個別援助での気づきを意図的

に資料化するという地区診断を

若手保健師に促す 

個別事例に関わることにより、個別支援だけでなく地域とし

てどのような支援が必要か、に気づくことができるし、また気

づかなければならないという役割がある。そのような気づき

を意図的にまとめて資料化することが必要である。保健師

は、地区診断を学校で学んできているので、やろうと思えば

できる力を身につけている。若手保健師にはこのようなみか

た（地区診断）促していく必要がある。 

18)保健師集団の能力

向上の方法 

（4･2･6件） 

保健師間で、援助の視点を共

有することで、個別の保健師の

力量向上につながった 

個別の保健師の力量を高めたことになったと思う。みんな

で共有できるので、例えば健診の問診でもみんなが同じ見

方ができたり、話し合える人が増え、同じ目線で見れるよう

になった。 

19)多職種チーム間に

おける能力向上の方

法 

（2･0･2件） 
 

保健師の仕事への姿勢は他職

種にとっても参考になる 

ペアになった相手にとっても、保健師とペアとなり互いに仕

事の仕方を知って良い影響があるのではないかと思う。 

20)業務をまとめて成

果を示す必要性 

（4･0･4件） 
 

活動をまとめて発表し保健師

活動を示していくことが必要で

ある 

保健所保健師は、こつこつと活動をしていてもやっているこ

とを示す場がなく、一般に理解してもらいにくい。機会があ

れば発表して保健師の活動を示していくことが必要である。

21)管理職の資質と役

割 

（2･0･2件） 

上司の考えが業務に影響する 上司の考えが業務に影響するということも感じた。 

7．保健所保健

師に関する学び 

（6･0･6件） 

22)保健所保健師によ

る市町村へのかかわり

方 

（4･0･4件） 
 

保健所保健師として市町に対

して自分でできることはする助

力の姿勢を学んだ 

県から市町に依頼をするにも、例えば問い合わせが町から

来たときにすぐに調べて自分でできることをするという自分

の姿勢をもつことにつながった。 

23)保健所保健師の役

割 

（2･0･2件） 

保健所保健師は、広域的に関

係機関と連携をとり、システム

化をはかる 

それは、市町村単位ではむずかしく、保健所が音頭をとっ

て調整していくことが大事。医師会、市町村、両輪の輪の

如しである。 

8．その他の学

び 

（4･1･5件） 

24)仕事への意欲の高

まり 

（3･1･4件） 
 

保健師の仕事をちゃんとしてい

こう（意欲） 

この事例から、保健師としての仕事をちゃんとしていこうと

思った。 

25)生活者としての自

分の成長 

（1･0･1件） 

生活に根ざした援助方法を工

夫することで、生活者としての

自分の成長にもつながる 

デイケアは、本人たちが自立していくための日常生活のノ

ウハウが必要なのでデイケアのプログラムをつくるにも、生

活に密着したプログラムにしていかないといけない。机上で

はなく自分もデイケアで体験していることを一緒に体験で

き、生活者としての自分の成長にもなった。 

 

にも何らかの学びがあった。 

2）学びと経験の種類 

 経験の種類ごとの各学びの有無は表4に示した。経験

の種類から見ると、［個別援助からニーズをとらえ事業

の立ち上げ］は、経験数も7件と多いが、学びの8項目す

べてに学びがあり、12細項目が該当した。［家庭訪問・

個別援助］と［全数訪問・訪問支援の研究的まとめ］は、

学びの5項目に学びがあり、9細項目、8細項目が該当し

た。 

 学びの項目から見ると【行政に所属する看護職として

の学び】【人材育成・能力向上に関する学び】は経験の

種類7つに該当し、多様な経験が学びにつながっていた。 

Ⅴ．考察 

1．行政保健師の実践経験からの学び 

 保健師の実践経験からの学びは、看護職としての基礎

教育のうえに積み上げる内容があることが確認できた。

具体的には、【個人・家族への援助に関する学び】【個と

地域全体を関連させた学び】【地域全体を対象とした活

動方法に関する学び】は、看護職としての、また、地域
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生活集団を対象とした看護活動の基本的考え方にかかわ

る内容であり、基礎教育において学ぶ内容である。【基

本となる考え方の再確認】の細項目『予防が大事であ

る』という考え方も基礎教育で学ぶ内容である。保健師

からも「再認識した」「学校で学んでいる」などの発言

があった。これらは、実践経験を通して再確認し、確固

とした考えとして身につけていくと考えられる。また、

学びの細項目は『の方法』が多く、具体的な活動方法を

見出し実践力を広げていると考えられる。 

 一方、【行政に所属する看護職としての学び】は、補

助金活用など行政の中で活動を実現する方法、【人材育

成・能力向上に関する学び】は、後輩保健師の育成や保

健師集団の能力向上方法などの学びであり、基礎教育で

はなく実践現場で新たに学んだと考えられる。 

 また、保健所保健師は【人材育成･能力向上に関する

学び】、市町村保健師は【地域全体を対象とした活動方

法に関する学び】に次いで【個と地域全体を関連させた

学び】と【行政に所属する看護職としての学び】が多

かった。保健所保健師は市町村支援の役割があること、

市町村保健師は基礎自治体で勤務を続けるため、個別援

助から事業の立ち上げまでのつながりを実感しやすいな

どの影響が考えられる。 

2．学びと経験の関連 

 経験の開始時期は1～25年目以上まで幅広く、保健師

は実践経験から学び続けると考えられる。また、いずれ

の学びの項目も学びを得た経験の開始時期が一つの時期 

表3 学びと経験開始時期 

学びの項目 学びの細項目 

            経験の開始時期（該当した経験の件数） 

1～3年目
（6件） 

4～6年目
（1件） 

7～9年目
（3件） 

10～14年目
（2件） 

15～19年目 
（5件） 

20～24年目 
（5件） 

25年目以上
（5件） 

不明 
（1件） 

1．個人・家族

への援助に関

する学び 

1)相手の立場に立つことが大事 ○△

2)家族支援の必要性と方法 ○△ ○△ 

3)個別援助の考え方と方法 ○○ ○△ ○○ 

2．個と地域全

体を関連させ

た学び 

4)一人一人に丁寧にかかわることが大事 ○○ ○△ 

5)障がい者への理解と支援方法の考え方 ○○

6)個別援助と地域全体への援助のつなが

り 
○○

 
○○

     

7)個から地域全体の支援へ（事業化・施

策化）の必要性と方法 
○△

  
○△ ○△ ○△ 

  

3 ．地 域 全体

を対象とした

活 動 方 法 に

関する学び 

8)全住民を視野に入れた活動の方法 ○△

9)地区診断の方法 ○○ ○○ ○△ 

10)地域資源を発掘し活用する必要性 ○○ ○○ 

11)関係者と協働する方法 ○○ ○○ 

12)地域での連携システムづくり ○○ 

13)住民主体のネットワークづくりで問題解

決を促す方法    
○△ ○○ 

 
○△ ○△

4 ． 行 政 に 所

属する看護職

としての学び 

14)行政組織において保健活動を実現す

る方法 
○△

  
○△ ○○ ○△ ○○ ○△

5．基本となる

考え方の再確

認 

15)予防が大事である ○△ ○△ 

16)課題に気づき解決に取り組むことが大

事   
○○

  
○○ 

  

6．人材育成・

能 力 向 上 に

関する学び 

17)後輩保健師の育成の方法 ○△ ○○ ○○ ○△ ○△ 

18)保健師集団の能力向上の方法 ○○ ○○ ○○ ○△ 

19)多職種チーム間における能力向上の

方法     
○○ 

 
○○ 

 

20)業務をまとめて成果を示す必要性 ○○

21)管理職の資質と役割 ○○ ○○ 

7 ．保 健 所保

健師に関する

学び 

22)保健所保健師による市町村へのかか

わり方 
○○ ○○

   
○○ 

  

23)保健所保健師の役割 ○○ ○○ 

8 ． そ の 他 の

学び 

24)仕事への意欲の高まり ○△ ○○ 

25)生活者としての自分の成長 ○○ 

保健所・市町村別の経験のあった細項目数 8・6 3･0 8・0 0･3 13･4 6･6 5･3 0･3 

経験のあった細項目数の計 10 3  8  3  14 11 8  3  

経験のあった項目数の計 7  3  4  3  7  6  4  2  

○は保健所保健師、△は市町村保健師について、その時期に該当する経験があったことを示す。 

網がけは、経験のあった学びの項目の部分を示す。 
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表4 学びと経験の種類 

学びの 
項目 

学びの 
細項目 

経験の種類（件数） 

家庭訪問・
個 別 援 助
（5件） 

全数訪問・
訪 問 支 援
の 研 究 的
ま と め （ 2
件） 

個 別 援 助
からニーズ
をとらえ事
業 の 立 ち
上げ（7件）

地 域 支 援
体制・社会
資 源 作 り
（2件） 

他 者 と 協
働 し 活 動
を 組 み 合
わ せ 一 つ
の 課 題 に
取 り 組 み
（2件） 

他 職 種 と
の 健 康 調
査（1件） 

市 町 村 に
出 向 い て
現 状 把 握
や 業 務 の
実施（3件）

行 政 機 関
に お け る
活動（2件） 

事 業 の 廃
止（2件） 

本 庁 で 保
健 師 現 任
教 育 体 制
づ く り （ 1
件） 

研 修 会 参
加 や 学 習
会 開 催 （ 2
件） 

1. 個 人 ・
家 族 へ
の援助に
関する学
び 

1)相手の立場に立
つことが大事 

○                     

2)家族支援の必要
性と方法 

○ ○ ○                 

3)個別援助の考え
方と方法 

○         ○           

2.個 と地
域全体を
関連させ
た学び 

4)一人一人に丁寧
にかかわることが大
事 

    ○ 
 

  
 

  
 

  
 

○ 

5)障がい者への理
解と支援方法の考
え方 

○                     

6)個別援助と地域
全体への援助のつ
ながり 

  ○                   

7)個から地域全体
の支援へ（事業化・
施策化）の必要性
と方法 

    ○               ○ 

3.地域全
体を対象
と し た 活
動 方 法
に関する
学び 

8)全住民を視野に
入れた活動の方法 

  
 

    ○     
 

  
 

  

9)地区診断の方法     ○       ○       ○ 

10) 地 域 資 源 を 発
掘し活用する必要
性 

  
 

○ ○       
 

  
 

  

11)関係者と協働す
る方法 

    ○     ○           

12)地 域 で の 連 携
システムづくり 

        ○             

13)住民主体のネッ
トワークづくりで問
題解決を促す方法 

  
 

○ ○ ○     
 

  
 

  

4.行政に
所属する
看護職と
しての学
び 

14)行政組織にお
いて保健活動を実
現する方法 

    ○   ○   ○ ○ ○ ○ ○ 

5.基 本と
なる考え
方 の 再
確認 

15)予 防 が 大 事 で
ある 

○   ○               ○ 

16) 課 題 に 気 づ き
解決に取り組むこ
とが大事 

○ ○   
 

○ 
 

  
 

  
 

  

6.人材育
成 ・ 能力
向 上 に
関する学
び 

17)後輩保健師の
育成の方法 

○ ○           ○     ○ 

18)保健師集団の
能力向上の方法 

○ ○         ○       ○ 

19) 多 職 種 チ ー ム
間における能力向
上の方法 

    ○ 
 

  ○       
 

  

20)業務をまとめて
成果を示す必要性 

  ○                   

21)管理職の資質と
役割 

  ○         ○         

7.保健所
保 健 師
に関する
学び 

22)保健所保健師
による市町村への
かかわり方 

    ○   ○   ○         

23)保健所保健師
の役割 

        ○   ○         

8.その他
の学び 

24)仕事への意欲
の高まり 

○ ○         ○         

25)生活者としての
自分の成長 

    ○                 

該当した学びの細項目数の計 9  8  12  2  7  3  7  2  1  1  7  

該当した学びの項目数の計 5  5 8 1 4 3  5 2 1 1 5 

〇はその経験の種類に分類した経験において、学びの項目や細項目に該当する学びがあったことを示す。 

網がけは、該当した学びの項目の部分を示す。 
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に集中しているわけではないことから、どの時期におい

ても多様な学びが可能と考えられる。 

 また、保健所保健師は10～14年目、市町村保健師は4

～9年目は、語られた経験がなく学びも少なかった。要

因について今後検討する必要がある。 

 経験の種類では、［家庭訪問・個別援助］［全数訪問・

訪問支援の研究的まとめ］［個別援助からニーズをとら

え事業の立ち上げ］において、多様な学びがあった。看

護職である保健師の活動の基本は家庭訪問・個別援助で

あり、その積み重ねから地域のニーズを捉え、地域全体

への働きかけにつながる。地域全体への働きかけの成果

は、再び個々の住民への支援につながる。その原則を学

ぶには、［家庭訪問・個別援助］、個別援助を積み重ねて

地域全体のニーズに対応する活動へと発展させる［全数

訪問・訪問支援の研究的まとめ］［個別援助からニーズ

をとらえ事業の立ち上げ］といった経験が重要であるこ

とは当然と言える。 

3．現任教育への示唆 

 新任期は基礎教育での学びを保健師として責任を持っ

て行う自身の実践を通してより自分のものとしていく時

期である。本調査でも1～3年目は経験数が6件と最も多

く、学びの項目も多様であった。考察2で述べたように、

個別援助と地域全体にかかわる活動がつながっている経

験が保健師の能力向上に不可欠である。新任期は、家庭

訪問による個別援助能力の習得と同時に、先輩保健師と

ともに個別援助から地域の健康課題を探り、保健事業の

充実や改善を検討し、新任期以降も、個別援助と地域全

体を対象とした活動を結びつけた検討を続ける必要があ

る。 

 本調査では、4～14年目は経験数も学びも少なかった。

松尾7)は、「高いレベルの熟達者になるためには10年の準

備期間が必要となる」という考え方が営業職にも該当し、

6～10年目における経験が熟達の鍵を握ると述べている。

保健師の成長過程はさらに検討が必要であるが、10年目

頃までに保健師活動の基本的考え方と実践能力を確実に

自分のものにすることは重要と思われる。4年目以降も

日常業務を基本に沿って着実に行い、また、［全数訪

問・訪問支援の研究的まとめ］から人材育成・能力向上

に関する多様な学びがあるように、活動の振り返りと実

践経験からの学びの言語化を積み重ねることが必要であ

る。現任教育では、日常業務の充実や改善をめざす研究

的取り組みの支援が有効と考える。 

4．今後の課題 

 今回は調査対象者が少なく、同県内ほぼ同時代の実践

者であった。対象者を拡大した調査が必要である。また、

今回確認した学びは、行政に働く看護職として基本的に

必要な能力に関連すると考えるが、管理的立場に立つこ

とによる学びや役割の変化も検討する必要がある。 
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岐阜県立看護大学 育成期看護学領域 Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing 

〔研究報告〕 

小児看護学実習前に行う技術演習での学生の学び 
 

谷口 惠美子  石井 康子  長谷川 桂子  長谷部 貴子 

 

Student’s Learning in Nursing Skill Practice before the Nursing Practicum of Children 
 

Emiko Taniguchi, Yasuko Ishii, Keiko Hasegawa, and Takako Hasebe 

 

 

Ⅰ．目的 

 本学の小児看護学実習では、医療施設での実習に向け

て、学内で実習前技術演習（以下、技術演習と略す）を

実施している。その内容は、学生が実習中に体験するこ

との多い基本的な看護技術であるバイタルサイン測定と

清拭で、技術の実施と確認だけではなく、事例に合わせ

た効果的な内容であるかを学生に考えさせる討論の時間

も設けている。実習直前のオリエンテーション時期に看

護技術演習を行った研究では、子どもに合わせた援助の

理解を演習から実習と段階的に学習を進めることができ、

さらに実習で体験する頻度の高い技術は、事例を用い教

授することで実習後の理解に役立つ1～3)と報告されてお

り、本演習は実習に向けての導入に効果的であると考え

られる。 

これまで演習中の学生からは、看護師役や観察者とし

て感じたことや、自分たちが既習の学習内容を統合でき

ていなかったという気づきなど、多くの発言がみられた。

しかし目標に即した結果が得られているのかは不明で

あった。そこで本研究では技術演習を通し、実習に向け

て何を学生が学んでいるのかを明らかにし、それらの学

びが実習で効果的に活用できる内容かを検討することを

目的とする。これにより演習内容の改善につながるもの

と考える。 

Ⅱ．実習前技術演習の位置づけと内容 

 3年次の4月から11月に行われる専門領域の看護学実習

は大きく3領域の科目に分けられており、小児看護学実

習は「育成期看護学実習」という科目に含まれる。「育

成期看護学実習」では、“実習に向けて今まで学習して

きた理論や知識を統合し、実践で効果的に活用できるよ

うに準備する”を目標に、オリエンテーション等が臨地

実習の基本として前週に行われている。この時間は小児

看護学実習では2日間設けられており、全体オリエン

テーション0.5日、本技術演習1日、施設別オリエンテー

ション0.5日で構成される。 

 看護学実習は6つのグループに分かれて行われ、1グ

ループの人数は13名前後であり、技術演習では、これを

さらに2つのグループに分けて実施する。技術演習項目

は2つでそれぞれに事例を設定し、感冒から哺乳不足と

なり、脱水の危険に対して持続点滴を実施している2か

月児のバイタルサイン測定を含む観察と、気管支喘息で

回復期の6歳児の清拭を小児用サークルベッド内で行う。

いずれも入院時の状況、経過、使用薬剤、朝のバイタル

サイン測定値などが事例に提示されており、看護師がこ

れらの情報収集を終え、病室に向かうという設定である。 

1日の流れは午前中に各グループでそれぞれの事例に

対して看護援助計画を考え、午後からそれらを実施する。

実施者はグループ内で選び、看護師役と患者役のほかに

母親役を設定する。これは本学が利用する実習施設では、

小児の入院患者に親が付き添うことが多く、学生は子ど

もだけでなく付き添う親にも対応するからである。実施

は1事例ずつ行い、実施後はグループで援助計画の内容

や実施の状況について討論する。時間配分は、1事例に

つき実施と討議で1時間を用いる。 
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 教員は、午前は技術演習のスケジュールと事例の説明

をして学生からの質問を受けるが、グループ内の学習の

進め方や看護援助内容のチェック等は行わない。午後は

各グループに2名の教員が付き、実技の確認と、討論で

は実施者や観察者から気づいたことの発言を促す、援助

方法の根拠や事例の病態の判断を尋ねる、疑問を全員で

考えるなどの進行や指導・助言を行う。 

 終了後に技術演習での学び、気づいたこと、実習で活

かしたいことを箇条書きに書くレポートを課している。

提出は翌日である。 

 なお小児看護学実習の受講条件となっている講義・演

習の中で、清拭の演習は1年次後期に、バイタルサイン

測定の演習は2年次後期に行われており、学生全員が履

修している。 

Ⅲ．方法 

1．研究対象とデータ収集時期 

 対象は、平成22年度に小児看護学実習を履修した80名

のうち、研究承諾の得られた70名の技術演習後のレポー

トの記述内容である。記述された時期は平成22年4月か

ら11月である。データ収集は、科目評価確定後の翌年度

4月である。 

2．分析方法 

 ひとつの箇条書きごとにデータとした。短文で記載さ

れ複数の内容が含まれている場合は、一意味一データと

なるように文章を分けた。学びの表現に限らず、気づい

たこと、実習で活かしたいことが含まれているが、技術

演習からの学習成果として、すべてを学びとして扱った。

内容の類似するものを集めてサブカテゴリとした。さら

に類似したサブカテゴリをカテゴリとして整理した。こ

の作業は、小児看護学を専門とする共同研究者間で、合

意が得られるまで繰り返し検討した。 

3．倫理的配慮 

 実習記録返却時に研究参加依頼を紙面と口頭で学生に

行った。学籍番号と氏名を除いたレポートの複写は実習

記録に綴じて渡し、複写の提出をもって同意とした。そ

のため提出後の取り消しはできないことを説明した。 

 なお本研究は岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の承

認を受けた（承認番号2230）。 

Ⅳ．結果 

 70名のレポートには1名につき5～20個の箇条書きがあ

り、716のデータが抽出された。これらは34のサブカテ

ゴリに分類され、さらに《小児看護の原則・特性を踏ま

えた看護援助》《親を対象とした看護援助》《看護過程の

確認》《看護技術の原則の確認》《学習者としての準備》

の5つのカテゴリに分けられた。以後、カテゴリは《》、

サブカテゴリは〈〉で示す。また記述内容例の一部抜粋

は「」で示す。結果は表1に示した。 

1．小児看護の原則・特性を踏まえた看護援助 

 《小児看護の原則・特性を踏まえた看護援助》は251の

学びの記述があり、10サブカテゴリに分けられた。 

 〈子どもの人格を尊重し子どもに合った声をかける〉

では、子どもが理解しやすい言葉や優しい口調で話すな

ど子どもに合った言葉かけをするという学びのほかに、

「乳児や言葉がわからない幼児であっても言葉をかけ

る」といった人格を尊重する視点からの学びがあった。 

 〈症状が重症化しやすい、あるいは機嫌が変わりやす

いという特性を踏まえる〉では、小児は症状が急速に進

行しやすいという特徴から看護援助は効率よく行う必要

があるといった学びや、機嫌が変わりやすく特に乳児は

睡眠している時間帯も多いことから、教科書通りの順番

にとらわれずに「臨機応変にその変化に合ったケアを提

供する」といった学びがあった。また予めそのような事

態に備えて対処方法を考えておくなど、想定して対策を

考えることについての学びもあった。 

 〈子どもが成長・発達の途中にいることを踏まえる〉

では、発達段階に合った援助を提供する必要があるとい

う記述でとどまっている学びもあったが、成長・発達の

途中にあるために具体的にどのように関わるのかを記述

した学びもあった。これは子どもが看護援助に参加する

ことについて記述したものが多く、「できるところは協

力してやってもらう。それにより、本人の自立や自信に

つながる」という内容であった。しかし子どもの参加は

好ましいが、無条件ではないという学びもあった。これ

は「できるところは子どもにやってもらうけれど、きち

んとできているかチェックし、仕上げは看護師が行う」

といった子どもに任せきりにしないことや、そして「や

りたいことすべてやらせるのではなく、身体の負担を考

えて許可する」といった、症状によっては参加を避ける 
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表1 実習前に行う技術演習での学生の学び 
カテゴリ（記述数）   サブカテゴリ（記述数）  記述内容例 

小児看護の原則・

特性を踏まえた看

護援助(251) 

 子どもの人格を尊重し子どもに合っ

た声をかける(58) 

 年齢に合わせて子どもにわかるようにケアについて説明する。 

  子どもに合わせて優しい声のかけ方、言葉を選ぶ。 

  乳児や言葉のわからない幼児であっても言葉をかける。 

 症状が重症化しやすい、あるいは

機嫌が変わりやすいという特性を踏

まえる(53) 

 状態の悪化などを防ぐために、ケアは効率よくスムーズに行えるようにする。 

   一日の中で児の状況や機嫌は変わり、臨機応変にその変化に合ったケアを提供

する。 

   教科書通りの順番にとらわれず、起きているか寝ているかでも、その子の状況に

合わせて順序を決める。 

   その方法が子どもの状況に合わずケアができない場合の対処方法を考えておく。

  子どもが成長・発達の途中にいるこ

とを踏まえる(48) 

 発達段階を考慮し、その子が体を拭くことで、できるところは協力してやってもら

う。それにより、本人の自立や自信につながる。 

   子どもにケアに参加してもらうときは、できるところは子どもにやってもらうけれど、

きちんとできているかチェックし、仕上げは看護師が行う。 

   子どもがケアに参加したいと言っても、やりたいことすべてやらせるのではなく、身

体の負担を考えて許可する。 

   発達段階・年齢・性格等に合わせた援助の提供をする。 

  危険を回避できない特性を踏まえ

る(41) 

 体重測定をするとき、抱き上げる時間や距離を短くして、アクシデントがあっても危

険が小さくなるようにする。 

   物品の準備、位置、動線、手順を確認し、ベッドから目を離さない。 

   ベッド柵を下げたまま離れない。 

  子どもにとって良い経験につながる

言葉を選択する(16) 

 子どものできたことを認め、次のケアにつながるように、ほめて教えながら行う。 

   「やってはダメ」「～しなさい」と指示するだけでなく「～しようか」と命令されている

感じをうけないようにする。 

  不安や不快を泣くことで表現する小

児の特性を踏まえる(16) 

 乳児はすぐに泣いてしまうのでバイタルサイン測定は侵襲の少ないものから行う。

   安静にケアを受けることが困難なときは、遊びを提供するなど、落ち着いていられ

るようにする。 

  親子の安心に繋がるように親に看

護援助への参加を促す(6) 

 見ているだけでなく、親に手伝ってもらうことが親の不安の軽減につながることもあ

る。 

   子どもが一番安心できるように、必要なら母親にケアを手伝ってもらうことで子ども

に関わりやすくなる。 

  親の観察も情報となる(6)  身近な家族からもいつもとの違いを聞く。 

   保護者からも入院前の生活の様子など必要な情報を収集する。 

  子どもの目線に合わせる(4)  上から目線だと圧力を与えてしまう。子どもの目線に合わせて話すことで、安心感

を与える。 

    子どもは症状を訴えることが難しい

という特性を踏まえる(3) 

 乳幼児の場合、症状を訴えることが難しいため、より細かく丁寧に観察する必要が

ある。 

親を対象とした看

護援助(186) 

  付き添っている親にも声をかける

(66) 

 子どもばかりに気にかけるのではなく、そばにいる母親にも声をかける。 

  ケア中はそれに集中するのではなく、不安な思いの親を置き去りにせず、声をか

ける。 

   親の不安な気持ちを表出できるような場を設けたり、傾聴する。 

  親への説明はわかりやすく行う(32)  親への説明は、育児についての教育につながるため、具体的に伝える。 

   確実に知らせてもらうため「何かあったら教えてください」といったあいまいな表現

は使わない。 

   言葉の使い方によって、親の心配が増してしまうことがあるため、わかりやすい言

葉を使う。 

  検温の結果を伝えるときアセスメン

トや今後の方向性も伝える(32) 

 検温の測定値は正常値やアセスメントしたこと、これからどうしていくかを説明す

る。 

   検温の結果は異常か正常か、異常であればそれに対してどう対処していくのか伝

える。 

  説明を通じて指導の場とする(24)  検温や援助の説明をすることで、育児指導の場としても使える。 

   観察について説明することで、家に帰ってから母親自身が観察できるようになる。

   退院を見据えて、育児のための教育の場と考えて説明する。 

  親の手技を認め親の自信につなげ

る(24) 

 親の手技を認めることで育児の自信につながる。 

   おむつ交換や更衣の仕方を助言し認めることで、育児に自信を持ってもらう。 

  親の子どもへの関わりを観察する

(8) 

 母に援助に無理のない範囲で協力を得ることで、親子関係を観察できる。 

     更衣やおむつ交換をしてもらうことで、援助を手伝ってもらうことで、普段の育児の

様子がわかる。 
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べきときがあるという内容であった。 

 〈危険を回避できない特性を踏まえる〉では、「抱き上

げる時間や距離を短くして、アクシデントがあっても危

険が小さくなるようにする」「物品の準備、位置、動線、

手順を確認し、ベッドから目を離さない」など、子ども

が不安定な状態にあることを少なくしたり、援助の準備

を整え子どもから目を離す状態を少なくして事故を未然

に防ぐことについての学びや、「ベッド柵を下げたまま

離れない」といった小児看護に特有な小児用サークル

ベッドの取り扱いについての学びがあった。 

 〈子どもにとって良い経験につながる言葉を選択す

る〉では、看護援助や治療に参加した場合はその結果を

ほめ、次回も子どもが参加できるように言葉をかけると

いう学びや、命令形の言葉ではなく相手の参加を促すよ

うな言葉を選択する必要があるという学びがあった。 

 〈不安や不快を泣くことで表現する小児の特性を踏ま

える〉では、子どもは不快や不安を泣くという手段で表

現することが多く、そうすると安静を保てず観察が困難

となるため、「すぐに泣いてしまうのでバイタルサイン

測定は侵襲の少ないものから行う」「安静にケアを受け

表1 実習前に行う技術演習での学生の学び（つづき） 
カテゴリ（記述数）   サブカテゴリ（記述数）  記述内容例 

看護過程の確認

(143) 

 アセスメントする(79)  事前に情報からアセスメントを行い、子どもに起こりうる事態を考える。 

  昨日と今日の子どもの状態は違うから、常にアセスメントして予測を立てて、毎日

のケアを行う。 

  根拠を明確にする(33)  援助の行為・手順・使用物品、一つ一つの根拠を明確にする。 

   何故それを観察するのか、それをするのか、根拠を明確にすることが対象に合っ

た看護の提供にとても大切である。 

  情報収集する内容を明確にする

(13) 

 わかっていることを整理して、まとめてから情報収集する。 

   情報から子どもの今後を予測して、必要な観察項目を挙げる。 

  具体的に立案する(11)  具体的にイメージして、その計画がそのまま実行できるか考える。 

  事前に情報収集する(3)  訪室する前に状況・病状を確認する。 

  結果を評価をして次の計画につな

げる(2)  

 評価の反省を活かして次の計画に反映する。 

   援助後の児の状態を確認する。 

    記録を残す(2)  他の人と共有したり、振り返ったりするために、関わりの内容は記録にとどめる。 

看護技術の原則

の確認(85) 

 看護技術手順を再確認する(26)  清拭は、乾いたタオルで押さえ拭きをし、保温に努める。 

  刺入部の確認は左右差も確認する。 

   バイタルサイン測定はできるだけ安静を保ちながら測定する。 

   患者のことが優先で、後片付けは後に回す。 

  物品の配置を考える(24)  自分の動線や物品の準備・配置を事前に使いやすい状態に整えておく。 

   物品の配置は自分が動きやすいだけでなく、患者の安全に繋がる。 

  清潔と不潔の区別をする(16)  清潔を保持し、感染性のものの取り扱いを十分に注意する。 

   清潔を考えて、清拭や観察の順序を考える。 

  対象に合った物品の選択をする(7)  小児に合ったサイズの物品を使う。 

   タオルの素材や大きさなど対象や目的に合っているものを選ぶ。 

  プライバシーを遵守する(6)  子どもであっても一人の人間と考え、プライバシーの確保に努め、露出は最低限

にする。 

    優先順位を決める(6)  今必要なケアは何であるのか優先順位を見極めてケアを実施する。 

学習者としての準

備(51) 

  看護技術を身に付ける(23)  技術が未熟であることを痛感した。技術の手順をよく勉強しておく。 

  ケアに集中しすぎて観察ができなかったので、自然に体が動くくらい練習する。 

   保護者がそばにいる場面が多いので、親に不安を与えないためにも技術の向上

が必要である。 

  復習の必要がある(8)  測定後すぐにアセスメントできるように正常値などを頭に入れておく必要がある。 

   症状によって必要なアセスメント項目を覚えてくる。 

  忘れないようにメモに書いて携帯す

る(7) 

 実際にケアを提供するとき、焦って聞き忘れることがあるので、情報収集項目やな

どメモに書いておく。 

   尋ねることはメモし、事前に確認しておく。 

  相手に接するための心構えをして

おく(7) 

 明るく元気に児に接する。 

   すごく緊張して、あせった。落ち着くことが大切。 

  行動に責任を持つ(6)  不安なことわからないことは、安易に答えず指導者に尋ねる。 

     判断できないときは、わからないから聞いてくるとはっきり伝える。 
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ることが困難なときは、遊びを提供するなど、落ち着い

ていられるようにする」など子どもの不快を避ける方法

についての学びがあった。 

 〈親子の安心に繋がるように親に看護援助への参加を

促す〉では、親の看護援助への参加が「親に手伝っても

らうことが親の不安の軽減につながることもある」「子

どもが一番安心できるように、必要なら母親にケアを手

伝ってもらうことで子どもに関わりやすくなる」といっ

た親子両者にとっての安心につながるという学びがあっ

た。 

 〈親の観察も情報となる〉では、親が観察した子ども

の変化も看護を行っていくうえでの情報の一つとなると

いう学びがあった。 

 〈子どもの目線に合わせる〉では、子どもの目線まで

自分が下りることにより、子どもに安心感を与えること

についての学びがあった。 

 〈子どもは症状を訴えることが難しいという特性を踏

まえる〉では、子どもは言葉を用いて症状を正確に訴え

ることができないため、より詳細に丁寧に観察する必要

があるという学びがあった。 

2．親を対象とした看護援助 

 《親を対象とした看護援助》は186の学びの記述があり、

6サブカテゴリに分けられた。 

 〈付き添っている親にも声をかける〉では、家族も看

護の対象であり、子どもにだけ言葉をかけるのではなく、

不安な気持ちで付き添いをしている親にも言葉をかける

必要があるという学びがあった。また親の不安な気持ち

を表出できるような環境を作ったり、不安の傾聴に努め

るなどの学びがあった。 

 〈親への説明はわかりやすく行う〉では、子どもが入

院している場合は親が付き添いをしていることが多く、

親にもこれから行う処置や看護援助の説明をすることが

必要であり、親が十分に理解できるような説明が必要で

あるいう学びがあった。この理由として、「育児につい

ての教育につながるため」「確実に知らせてもらうため」

「言葉の使い方によって、親の心配が増してしまうこと

があるため」といった内容があった。 

 〈検温の結果を伝えるときアセスメントや今後の方向

性も伝える〉では、バイタルサイン測定後に数値を伝え

るだけでなく、「アセスメントしたこと、これからどう

していくかを説明する」「検温の結果は異常か正常か、

異常であればそれに対してどう対処していくのか伝え

る」といった、その数値が示す意味や判断を含めて説明

することが必要であるという学びがあった。 

 〈説明を通じて指導の場とする〉では、看護師が行っ

ている看護援助の理由や観察点を親に説明することによ

り、「育児指導の場としても使える」「家に帰ってから母

親自身が観察できるようになる」「退院を見据えて、育

児のための教育の場と考えて説明する」など親への指導

につながるといった学びがあった。 

 〈親の手技を認め親の自信につなげる〉では、親に対

して親が行うケアの手技を認めることは、養育の自信に

つながるという学びがあった。 

 〈親の子どもへの関わりを観察する〉では、親におむ

つ交換など養育に関わる看護援助に参加してもらうこと

により、親が子どもに対して世話をする場面を観察する

ことができ、親子関係や普段の育児の様子などの情報を

得ることができるという学びがあった。 

3．看護過程の確認 

 《看護過程の確認》は143の学びの記述があり、7サブ

カテゴリに分けられた。 

 〈アセスメントする〉では、毎日の変化を常にアセス

メントして判断し、予測しながら看護援助を行う必要が

あるという学びがあった。 

 〈根拠を明確にする〉では、援助に関する手順・使用

物品等すべてに明確な根拠が必要であり、そうであるか

らその対象に合った看護援助が提供できるという学びが

あった。 

 〈情報収集する内容を明確にする〉では、現在わかっ

ていることを整理し、今後の予測される状態の変化を踏

まえて情報収集する内容を明確にするという学びがあっ

た。 

 〈具体的に立案する〉では、その計画通りにそのまま

実施できるように具体的に表現した立案でなければなら

ないという学びがあった。 

 〈事前に情報収集する〉では、患者に会う前に情報を

得ておく必要性があるという学びがあった。 

 〈結果を評価して次の計画につなげる〉では、看護援

助の結果を評価し、次の実践につなげることの必要性に

ついての学びがあった。 
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 〈記録を残す〉では、情報は他のメンバーと共有する

必要があり、また看護を振り返るためにも記録を残すこ

とが大切であるという学びがあった。 

4．看護技術の原則の確認 

 《看護技術の原則の確認》は85の学びの記述があり、6

サブカテゴリに分けられた。 

 〈看護技術手順を再確認する〉では、既習の清拭、点

滴施行中の観察等の技術についての学びや、後片付けは

後回しにして、まず患者を優先するなど看護技術の手順

等に関する学びがあった。 

 〈物品の配置を考える〉では、自分の動線を考慮して

物品の配置を考え、それは自分の看護援助のしやすさに

加え、患者の安全にもつながるという学びがあった。 

 〈清潔と不潔の区別をする〉では、清潔と不潔の区別

を踏まえての手順や、感染性のある物の取り扱いについ

ての学びがあった。 

 〈対象に合った物品の選択をする〉では、対象のサイ

ズに合わせた物品を選択することや看護援助の目的に

沿った素材と大きさを選択することについての学びが

あった。 

 〈プライバシーを遵守する〉では、プライバシーの保

護に努めるという内容にとどまっている学びのほかに、

子どもであっても露出を最低限にするといった人として

の尊重に関する学びもあった。 

 〈優先順位を決める〉では、優先順位を考えて看護援

助を実施することについての学びがあった。 

5．学習者としての準備 

 《学習者としての準備》は51の学びの記述があり、5サ

ブカテゴリに分けられた。 

 〈看護技術を身に付ける〉では、自身の看護技術の未

熟さを感じたことによる看護技術習得の必要についての

学びや、確実な技術は傍にいる親にも安心を与えるため

に習得が必要であるといった学びがあった。 

 〈復習の必要がある〉では、アセスメントに必要な知

識の不足を感じたことによる、既習の知識を今一度確認

する必要についての学びがあった。 

 〈忘れないようにメモに書いて携帯する〉では、看護

援助を実施した経験から、焦りで観察や質問が十分にで

きない自分に気づき、メモを用意するなどの対処方法を

とる必要性に気づいたという学びがあった。 

 〈相手に接するための心構えをしておく〉では、明る

く接する、落ち着いて接するなど焦りや緊張を経験した

ことからの気づきによる学びがあった。 

 〈行動に責任を持つ〉では、実習中に患児やその家族

から様々な質問を受けたときに、実習生としての責任を

持ち、わからないことははっきり伝える、指導者に尋ね

るなどの学びがあった。 

Ⅴ．考察 

1．実習前技術演習での学びの特徴 

1）小児看護学実習に向けての準備 

 小児看護学では子どもとその親が対象となるが、子ど

もや親への援助についての学びは《小児看護の原則・特

性を踏まえた看護援助》と《親を対象とした看護援助》

があった。 

 《小児看護の原則・特性を踏まえた看護援助》では、

機嫌が変わりやすい、発達段階に合わせる等の子どもの

特徴を踏まえた看護援助の必要性を述べており、技術演

習は既習の子どもの特徴を確認する機会になっていた。

そしてその内容は、看護援助への参加を促す、症状に関

わる判断は子どもに任せない、遊びを取り入れる、子ど

もにとって良い経験となるように言葉を選択するなど具

体的であり、実践に即した内容も学んでいるとわかった。 

 《親を対象とした看護援助》では、親を視野に入れた

看護を行うことのほかに、わかりやすく説明する理由を、

相手の理解を促すためだけでなく、親の不安の軽減のた

めであったり、親の育児能力が向上し子どもの健康増進

に役立つという視点で学んでいることがわかった。 

 技術演習が実習前のどのような準備となったかを考え

るとき、実習施設によっては技術演習で行った看護技術

を全く実施しない施設もあり、技術の種類だけでみると

実習の準備にならない。しかし学生は看護技術ができた

/できないだけでなく、子どもの特徴を踏まえて看護援

助を考える必要性、親への関わりと子どもの健康との関

連性を学んでいた。つまり本技術演習は子どもへの看護

援助を考えることを通して、子どもの健康段階に関わら

ず小児看護学実習で必要な知識を確認し、統合し、具体

的な内容を考える機会になっていたといえる。 

 これらの確認や具体的に考える作業は、実践の場面で

どのような効果があると考えられるだろうか。 
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 子どもは年少であるほど些細な刺激に興奮し啼泣した

り機嫌が変わりやすいため、看護援助がスムーズにでき

ない場面はめずらしくない。しかし学生の場合、子ども

が眠っていて予定通りに援助計画を実行できない、ある

いは泣かれて拒否されることは、考えてきた援助計画が

覆されたことになり、その困惑は大きいと考えられる。 

 学生が実習中に遭遇する困難についての研究で西田

ら4）は、子どもの泣きや拒否といった反応で看護援助を

実施できない経験により、学生は困難感を得やすいと報

告している。また枝川ら5）は、学生は子どもへの看護援

助が予定通りにできない場面があるのを予測し、その場

面に対処し、予め準備する力が弱いと報告している。こ

のように一般に実習中の学生は、子どもの反応で自分の

予定通りに看護援助ができないときに困難に感じ、そし

てその対処がうまくできない。これに対して本技術演習

後の学生が、予定通りに看護援助ができない状況がある

と事前に認識し、対処行動を予め考えておかなければな

らないことを学んでいることは、実習中に起こりやすい

困難感の解決に役立つ知識を備えて実習に臨んでいると

いえる。 

 そして学生が子どもと関わることを躊躇する要因に、

親に対する過剰意識があり、親の存在が心理的重圧とな

るという報告がある6）。本学の小児看護学実習で使用す

る医療施設は、親が子どもに付き添っていることが多く、

ほとんどの学生が実習中に子どもに付き添う親の存在に

緊張することが予想できる。しかしその反面、母親がい

ると子どもが安心して泣き止むことから、学生は親から

の助けで看護援助や遊びができ子どもとの関係を形成す

る7）。学生が心理的な負担を感じる親の存在を、自分と

子どもの関係形成を助けてくれる存在だと認識できるこ

とは、実習経験に影響を及ぼすと考えられ、早期に親と

の信頼関係を築くためにコミュニケーションがとれるこ

とは、子どもとの関係形成に重要である。もし実習で親

に対して心理的な負荷を感じることがあっても、本技術

演習後の学生は子どもへの看護援助を通じて親とコミュ

ニケーションをとる方法を学んでおり、それを親との関

係を築く手がかりにして実習に臨むことができるのでは

ないかと考える。 

 以上のように演習での学びが看護技術の手技の確認に

留まらなかったことは、事例に合わせ技術を工夫する作

業、ロールプレイで付き添う親について考える体験、討

論による演習内容の整理によって導かれたものと考えら

れ、今後も継続し、よりよい演習ができるように学習環

境を整えていきたい。またこれらの手法の組み合わせを

他の学習にも応用していきたい。 

2）実習に臨む学生としての準備 

 学生の学びは小児看護学の内容だけでなく、《看護過

程の確認》《看護技術の原則の確認》《学習者としての準

備》という看護過程と基礎看護技術の確認や、実習へ行

くための準備が全体の4割程度を占めた。内容は看護過

程の展開のほかに、看護技術の準備から手技や後始末の

確認まであり、さらに学習者として責任をもつことや、

緊張感で対象を前にして上がってしまう自分の特徴に気

づき、忘れないようにメモを用意することを確認してい

る。学生が未知の領域での臨地実習に不安を感じるのは

当然であるが、小児看護に限定されない学びがあったこ

とから、学生は小児看護学という新たな実習領域への不

安以外に、自分の技術や実習そのものに対して、不安あ

るいは自信のなさを感じているのだと考える。 

 本学において3年次に行われる専門的な分野における

実習は、学生にとって初めて臨地で行う看護学実習であ

る。1年次に保健・福祉・医療の臨地で看護職者の活動

の現状を知る学外での演習が2日間あるが看護実践場面

の見学のみであり、学生は対象を受けもち看護を実施し

た経験がない。そのため3年次で実習前に感じる不安や

緊張感は、非常に高いのではないだろうか。 

 小児看護学実習前の指導では、学生が小児領域につい

ての不安を緩和でき、既習の内容を確認してから実習に

臨めるように、教員は小児看護の特徴を強調して指導す

る。しかし本学の学生が、未知の領域に対する不安以外

に実習に臨むそのこと自体に不安を抱いているとすれば、

小児看護学実習を行う学生という視点だけでなく、看護

学全般を学んでいる途中の学生であることを意識して技

術演習を行う必要がある。今後は技術演習の中で情報収

集の仕方をはじめ、アセスメントや看護技術の根拠の確

認などを丁寧に行い、短時間の技術演習であるが、学生

が少しでも自信をもって実習に臨めるような内容を考え

ていきたい。また他領域とのローテーションで組まれて

いる実習進行に伴い、学生の不安や自信も変化してくる

と考えられる。今回の研究では、個々のデータがその実
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習進度のどの時期のものかを判断することはできないが、

さらに研究を進め前半に小児看護学実習を行う学生と後

半に行う学生での学びの違いを明らかにし、技術演習の

中で指導するときに、基本的な看護過程等の確認指導と

小児看護の特性に基づく指導の割合を変えていくことも

検討する必要がある。 

2．技術演習での教員の指導 

 本演習の討論は教員が進行し、指導・助言を行ってい

る。討論の進行については、看護援助技術の完成度や実

施中の出来事、学生から出た疑問など、そのグループの

特徴に応じて担当した教員に一任している。演習指導を

複数の教員が担当する場合、演習の指導方針と演習全体

について教員間で共通理解を得ることが必要である8）。

教員は本演習の目標を共有しているが、各々の教員が、

学生が行った看護援助方法に対してどのような問題を提

示しているのか、何を実践に効果的として指導を行って

いるのか、学生からの疑問に対してどのように答えを導

き出していったのかといった方法は、共有していない。

今回学生の様々な学びを確認することができたが、これ

らは既習の知識の確認や技術演習での疑似体験だけでな

く、教員の指導により整理できた学びもあると考えられ、

今後は教員がどのように討論を進行したのかを明らかに

し、実習直前の技術演習に求められる教員の指導内容を

検討していきたい。 

Ⅵ．まとめ 

 学生は、小児看護学実習の直前に行われる技術演習で、

《小児看護の原則・特性を踏まえた看護援助》《親を対象

とした看護援助》《看護を行うための原則の確認》《看護

過程の確認》《学習者としての準備》《親が看護援助に参

加することにより得られる効果》を学んでいた。学生は

健康問題をもつ子どもの看護援助について必要な考え方

や、子どもへの看護援助が予定通りに行われるとは限ら

ずその対処方法を考える必要があること、看護援助を通

じて親とのコミュニケーションが図れることを確認して

実習に臨んでいることがわかった。また学生の不安は専

門領域の実習内容だけでなく、基本的な看護学全般の不

安や実習に臨むことそのものにもあり、それらを考慮し

て実習直前の指導を行う必要がある。 
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岐阜県立看護大学 地域基礎看護学領域 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

〔研究報告〕 

慢性の病いと他者への「言いづらさ」 
－糖尿病におけるライフストーリーインタビューが描き出すもの－ 

 

黒江 ゆり子  藤澤 まこと 

 

Difficulties in Telling about Chronic Illness: Life Story Interviewing and Diabetes 
 

Yuriko Kuroe, Makoto Fujisawa 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 「家族のことで通院が難しくなった。自分の治療どこ

ろではなくなった。でも、病院に行ってもそのことを話

すことができない。事態が深刻であればあるほど、人は

人には話せない。相談できないということを知ってほし

い」とAさんは語る。また、Bさんは「大学卒業後に専

門職になりたくて専門学校に行くことにした。専門学校

に入るときにも在学中も病気のことは言わなかった。言

うと入学できないし、続けられないと思っていた。就職

するときに決心して初めて話をした。やめされられると

思った」と語る1）。これらはいずれも病気とともに生活

を続けている人々が語ったものである。さらに、Cさん

は、自分の病名を他者にありのまま伝えていないことに

対して罪悪感に近いものを抱いているかのように「自分

の病名を言い難いときは、別の病名を言ったり・・・」

と話したところで手で顔を覆ってしまう2）。 

慢性の病いにおいて自分の特徴を他者にわかってもら

おうとすると、それは病気のことを含めた事柄を話すこ

とになる。しかしながら、私たちは何時でも何処でも自

分の病気のことや自分の個人的なことを話ができるかと

いうと、そういうものではない。相手がどう思うだろう

かとか、どのように話せばわかってもらえるのかなどと

誰もが戸惑うのである。これらのことについて、R.アト

キンソンによるライフストーリーインタビューを基盤に

糖尿病において人々がどのような言いづらさを感じてい

るか、そして看護職者がどのようにケアを提供している

かについて検討を試みたので報告する。 

Ⅱ．研究の背景 

 糖尿病においては1990年代より心理社会的側面のケア

に関する研究が多くみられるようになり、それは、病い

のある生活をとらえようとするものでもあった 3 ）。

Handronは糖尿病をもつ人々にインタビューを行い、生

活の中で人々は①病気に伴う内的体験（家族からの孤立

感、喪失と悲嘆）、②家族内の出来事による影響、③

コーピングに関わる問題（過剰な否認）、④精神状態に

関わる問題（自尊感情の低下、病気の罪意識、価値がな

いという感情）を経験していることを報告している。

「病気になったことで自分を責めたり、価値がないとい

う感情をもっている場合は、援助を求めたり、援助を受

け入れることが難しい」と指摘し、「慢性疾患の人々は

家族が自分のニーズをわかってくれないと思うことがあ

る。しかしながら、病気でない家族は病気である人の心

を読むことができない。そこで健康教育に携わる者は、

患者が自分の特殊なニーズを家族に表現することができ

るように、コミュニケーションの方法を指導する必要が

ある」と医療職者の役割について述べ、「患者と家族は

自分たちの怒りやフラストレーションなどの否定的な感

情を表現する機会を許されるべきであろう」と示唆して

いる4,5）。また、Andersonらは糖尿病患者の病気と治療に

対する態度の測定方法を開発し、糖尿病患者1,202人に

調査している。「ケア提供者の訓練の必要性」、「糖尿病
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の重症感」、「生活に与える影響」、「患者の自立性」、お

よび「チームケアの必要」などの項目において、大いに

そう思うという回答の多かったのが「ケア提供者の訓練

の必要性」であり、それには“ケア提供者は患者とのコ

ミュニケーション技術の訓練が必要である”、“ケア提供

者にはカウンセリング技術が必要である”が含まれてい

た5,6）。病気に伴う多様な事柄について話を聞いてほしい

気持ち、それが十分に伝えることができない現実が示さ

れていると考えることができる。 

 これらの研究はその後の研究を促進したが、糖尿病に

おける「言いづらさ difficulties in telling others」そのも

のをテーマにした研究はみられない。そこで、広く慢性

の病いに焦点をあて、「言いづらさ」についてのわが国

の状況を検討してみると、報告されている患者や家族に

よる語りの中に他者への「言いづらさ」が言及されてい

るものがあり、精神領域、神経難病、慢性腎疾患、糖尿

病、呼吸不全、膝関節痛をもつ人々の「言いづらさ」が

それぞれに報告されている7）。たとえば、神経難病にお

いては、「娘と主治医以外の人には誰にも病気のことは

言わんかった。ずっと隠してきた」と語られ、それは自

営業への影響を恐れたからであった。また、呼吸器不全

の状態においては「現在の主治医と築いてきた関係が気

まずくなるのではないかと心配して、自分の意向を主治

医に伝えるのを躊躇してきた」、さらに糖尿病では「病

気のことを知らない人の前では注射の時間をずらし、無

理をしてでも病気について知られないようにした」と語

られている。 

 これらの報告をふまえると、慢性の病いにおいては、

それぞれの生活の中で多様な言いづらさを抱いており、

その背景には現代社会がもつ文化やスティグマが関係し

ている可能性があると考えられる。しかしながら、具体

的な語りが表現されていないものや、背景的な状況の詳

細が述べられていないものも多く、今後は具体的な文脈

のわかる内容を示すことのできる研究が必要であると考

える。 

Ⅲ．研究目的・研究方法 

 本稿では慢性の病いとともにある人々の他者への言い

づらさについてのストーリーの中から糖尿病における内

容を紹介する。これらのストーリーは「慢性の病いにお

ける他者への『言いづらさ』と看護のあり方についての

研究」（平成20～23年度科学研究費補助金「基盤研究

ｃ」）の報告の一部である（研究代表者・研究分担者ら9

人による共同研究）。当該研究の概要は下記に示すとお

りである。 

1．研究目的 

 本研究は慢性の病いとともに生活を営んでいる人々に

おいて、その病いの他者への「言いづらさ」がどのよう

にあるかを探究し、看護のあり方を考えることを目的と

する。 

2．研究方法および倫理的配慮 

 R.アトキンソンらによるライフストーリーインタ

ビュー法を基盤としたインタビューを行う8,11)。インタ

ビューの録音から逐語録を作成し、逐語録を何度も読み

返して語りの全体をとらえるとともに、言いづらさに関

連する内容に意識を向けながら、語られている経験の移

り変わりをとらえ、個々のストーリーを描き出す。個々

のストーリーを共同研究者間で確認し、さらに洗練させ

る。描き出したストーリーを研究協力者に送付し、内容

の確認と追加・修正を依頼する。個々のストーリーにも

とづき、慢性の病気をもつ人々の他者への「言いづら

さ」の経験の根源的特徴とそこにおける看護の特性につ

いて検討する。 

研究協力者・倫理的配慮：研究協力者は慢性の病気

（糖尿病、精神疾患、神経難病、炎症性腸疾患、HIV感

染）を持つ人々および慢性の病気のケアを提供している

看護職者で、研究者が関係する保健医療機関および患者

会等に文書を用いて目的および方法について説明し、研

究協力者の紹介を依頼する。紹介を受けた人々に、研究

目的と方法等を文書にもとづき説明し、研究協力を依頼

し同意を得る。インタビューの場所と時間は研究協力者

と調整を行い、研究協力者が協力しやすい時間と場所に

て行い、承諾を得られた場合は録音する9）。なお、当該

研究は岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の審査を受け

て行った（承認通知番号2118-1）。筆者らは、上記のう

ち糖尿病をもつ人々およびそのケアを提供している看護

職者を担当し、それぞれDさんとFさん（下記）にイン

タビューを行った。 
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Ⅳ．結果 

1．慢性の病いとともにある生活者のストーリー 

 Dさん（30歳代女性）の語りからそのストーリーを紹

介する（語り：D氏、聞き手：筆者、インタビュー時間

150分）。（以下、研究協力者の語りをゴシック体で記

す。） 

1）何かおかしいと感じながら：「気持として受け入れら

れない」 

 病気の症状を感じたのは20歳代の前半、入社して数年

目であった。その年は同期入社した同僚の退職や面倒を

見てくれた上司の転勤があり、4月からはなにかしら疎

外感を感じ、「頑張らなくては」という思いを抱いてい

た時期であった。喉の渇きなどの症状が見られ、それが

しだいに強くなり、真っ直ぐに立っていられなくなった。

それらの症状に「何かおかしい」とは思ったが、「仕事

を休めない」という思いも同時にあり、病院になかなか

行くことができなかった。体重が10kg以上減った頃、親

から「病院に行きなさい」と言われた。身体はだるかっ

たが、仕事で疲れているからだと思うこともあった。土

曜日に個人病院に行ったとき、診察した高齢の医師に

「家族を呼びなさい」と言われ、「何事かと思い」家族を

呼ぶと「血糖値が高いので、インスリンを使う必要があ

る」と言われた。紹介された病院を翌週に受診したとこ

ろ、「すぐに入院してください」と言われ入院となった。

その時の思いを次のように語る。 

最初の先生からは、糖尿病ですということだけ言われ

て、「何、それ？」っていう感じでした。「それって、お

年寄りがなる病気じゃないの？」と思いながら、2日間

ですが、そのような感じで過ごしていました。（中略）

入院してから、主治医の先生が結構詳しく説明してくれ

たんです。聞いていたらなんとなく理解はできるのです

が、こう、気持ち的に受け入れられない。とか「なんだ

ろう？治るんでしょう？」という感じだったんです。 

2）病気を診断されて：「どのように説明すればいいのか

わからない」 

 病院に約1ヶ月半入院し、薬量の調整、食事療法、お

よびインスリン使用方法の説明などがなされ、退院後の

一時期は良好な時期を迎えた。その後に血糖値が再び上

昇し、二回目の入院となった。二回目の入院の数ヶ月後

に調整のため三回目の入院となり、そのような状況のた

め、半年間で2～3回の入院をすることになった。職場に

戻ったと思ったらすぐに入院ということが続き、しだい

に会社に居づらくなってきた。会社の人に病気のことを

聞かれたときに、どのように説明すればよいのかもわか

らなかった。また、低血糖が心配だったが、即時に対応

することが難しい業務内容であったことから、なるべく

多く食べて仕事に行くという生活になっていた。 

会社の人は病気のことは知っているのですが、入院し

ていたので、どう具合が悪いのかがわからなかったみた

いです。具合が悪いので少し休ませてくださいと言うと、

どこが「どのように具合が悪いのか」って聞かれたんで

す。でも、どう説明していいのか。（中略）その頃は低

血糖の恐怖心があって、1回ちょっと気を失いかけた時

があって、入院中です。・・・でも窓口だったので、す

ぐに対応できないじゃないですか。混雑していたりする

と。そういうのが怖くて、ごはんをなるべく多く食べて

仕事に行くという生活をしていたんです。 

3）仕事を辞めよう：「居づらくなって」 

 そのような状態が半年くらい続いた頃、仕事を「もう

辞めたら？」と家族に言われた。ストレスが原因だとす

れば仕事しかないから、仕事を辞めなさいということ

だった。身体的にも精神的にも辛い思いをしていたDさ

んは仕事を辞めようと思うに至った。 

自分も、もう辛かったし、精神的にも辛かったし、肉

体的にも辛かったということがあって、それで辞めたん

です。それからは血糖がだんだんコントロールが悪く

なって。（中略）身体がだるいというのが「さぼりなん

じゃないの」っていう言い方をされて。それで、仕事を

辞めるって主治医に言った時、「職場の偉い人を連れて

来て」と言われたんです。「説明するから」って。そう

言われたんですけど、その時はもう自分では辞めること

にしていたので、「もう、いいや」って思って、「あそこ

には居たくない」という感覚でした。 

4）仕事を辞めて：「聞かれることはないので」 

 仕事をその時点で辞めたDさんは家に居ることになっ

た。それまでは仕事で忙しい毎日であったため、家に居

てもすることのない日々であった。運動を勧められて、

運動をかなりしていたが、運動したからと言って病気が

劇的に良くなるわけでもないと感じた。 

 家庭での食事は「これしか食べてはだめ」と、野菜中
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心で油は一切使わない食事であり、物足りないものでも

あった。その頃から親元を離れ、自分で食事を作るよう

になると、「あれだめ、これだめ」と言われていたのが

自由に食べても怒られることがなくなった。しだいにコ

ントロールが悪くなり、そのような生活が数年続き、そ

の後実家に戻ることになるが、その間はアルバイトをし

て送っていた。 

その間いろいろアルバイトとかしていたんです。アル

バイトしていた4年間で、アルバイト先の人には、病気

のことは言っていなかったです。実際小さな町なので、

向こうは聞こえてきたりはするのだろうけれど、聞かれ

ることはなかった。特にわからないじゃないですか。イ

ンスリンはトイレに行っていたし、低血糖になっても自

分で対応できるから、わざわざ言うこともないと。 

その時に思ったのが、病気になった当初は、知り合い

の人には結構言っていたなと。だけど、説明してもわ

かってもらえないというか、難しいねという感じで。ど

ういうあれなの？どういう病気なの？というような。注

射をずっとしなければいけないのとか、根堀葉堀聞かれ

ることが、もう面倒くさくなって、（中略）友人でもな

んでも、黙っていても食事する時だけ注射のためにトイ

レに行って、こそっと行けば言わなくても済むみたいの

があって。今でも仲良くしている人でも知らない人も

あって。長い人でも結構いますね、病気のことを知らな

い人が。 

5）新しい出会い：「わかってくれるかな」 

 Dさんは、以前勤めていた会社の人に「仕事、何でも

いいからしなさい。遊んでいるんだったら、来ないか」

と声をかけられたことがそのきっかけとなって仕事に

戻った。再開した仕事では、職場配属の配慮もあり、以

前のような辛さは感じなかった。 

元の職場ではなくて、他の支店に配属になったんです

けど、そこでまた3年くらい働いて。再開してみて、体

調的には戻っていたし、そんなに苦しいこともなく、怖

いこともなく。人もみんな違うので、会社の人も、人も

全然違うので、結構、知っていても聞かれなかったので。

古くから知っている人はいなかったですね。 

 その後新しい出会いを迎えるが、Dさんは以前に付き

合っていた人に「半分は同情だった」と言われてから、

病気について言うことができなくなった。病気のことを

言うと嫌がられるのではないかと思うようになり、しば

らくは人に言わないようにしていた。新しい出会いが

あってから、「話せばわかってくれるかな」と思うよう

になり、相手の人が病気のことを調べてくれるような感

じの人だったので、「言わなきゃだめかな」と思って話

をした。相手の家族は、最初は糖尿病イコール太ってい

ると思っていたようだったが、そのうち新聞の切抜きを

集めてくれるようにもなった。 

6）新しい治療方法の選択：「『わかり合える人』と出

会って」 

 診断されて10年目くらいにHbA1cが7-8％に上昇して

いた。子どもが欲しいということになって担当医に相談

し、他院を紹介された。糖尿病専門医からCSII（持続皮

下インスリン注入療法）を勧められた。Dさんはそれま

で同じ病気の人と話をしたことがなかったため、「自分

だけこんな思いをしている」と思っていたが、その病院

の職員が同じ病気であることを知り、いろいろな話をす

る中で、同じ経験をしていると感じた。その人から「言

いたい人には言うけど、職場の人にも言っていない」と

聞いたとき、友達に言わないことで後ろめたさがあった

が、そんなことはいいんだと思うようになった。 

・・・病気になった時の話とかもしてもらったりとか

して、同じような体験しているよねって。「え？私職場

の人とかには言っていないよって、病気のことは」「言

いたい人には言うけど」って。「そっか」と思って。「そ

うなんだ」って思って。言わないで友達みたいにしてて、

後ろめたさがあって、あったんですよね。仲良くしてい

るのに、隠しているって。なんか時々辛くなることが

あったんですけど、「ああ、そんなことはいいんだ」と

思って・・・。 

 CSIIを開始したDさんは、昔の知人のEさんに会うこと

にした。その人が同じ病気を発症したことを友達から聞

いたことがきっかけだった。Eさんのコントロールは良

好だったが、炭水化物を摂らないなど食事を我慢して調

整しているようにも思えた。CSIIや超速効型については

聞いたことがないということで、中間型を使っていた。

専門医を受診しようとすると、Eさんの住んでいるとこ

ろから専門医のいる病院までは遠いため、仕事を1日休

まなければならない状況にあった。仕事を休みにくいと

いう気持ちはとても良く分かった。DさんはEさんと病



岐阜県立看護大学紀要 第 12 巻 1 号，2012 

― 45 ― 

気のことについて話し続けた。 

2．慢性の病いとともにある生活者を支える看護職者の

ストーリー 

 看護師Fさんは、生活習慣病を管理する部門において

糖尿病の患者さんのケアを中心に9年以上の活動を続け

ており、看護職として30年以上の活動経験を持っている。 

 インタビューの中でFさんは他者への「言いづらさ」

を感じ取った事例について語り、糖尿病における家族や

職場の人々や医療職者への言いづらさが、若い人にも壮

年期の人々にも高齢者にもみられることを示し、そのよ

うな場合に看護師だからこそできる支援について言及し

ている（語り手：糖尿病認定看護師Fさん、聞き手：筆

者、インタビュー時間150分）。ここにその一部を紹介す

る。 

1）母親に思いを伝えられない女性との関わり 

 母と二人暮らしの20歳代の女性（2型、糖尿病歴5年以

上）は、血糖のコントロールがうまくいっていなかった

（HbA1c10％）。両親はともに糖尿病があり、父親は糖尿

病合併症で他界し、母親は薬物療法に抵抗を示し治療中

断し、視力をほとんど失い、心不全などで入退院を繰り

返していた。自営業である家業を担いながら、目の不自

由な母親の世話をしていた。ある日、Fさんのところに

「体がえらくて仕方がない。死にたいとも思う。家のこ

ともしなくてはいけないし、自分のことなんかできな

い・・・」と電話があった。 

「体がえらくて仕方がない。死にたいとも思う。家の

こともしなくてはいけないし、自分のことなんかできな

い。自己管理ができない。遊びに行こうと思っても、も

う、行こうという気力がない」と電話がありました。い

ろんなことで疲れてしまっているという状態で、一度、

調整入院をすすめたんです。薬も飲んでいなかった、イ

ンスリンもどんどん増えるという状況であったので、一

旦調整してもらおうということで、入院となりました。 

 入院すると、母親が病院に来て早く退院してほしいと

言うのであったが、女性は自分の思いを母親に伝えるこ

とができなかった。母親はベッドサイドで「私は目が見

えないし、娘にいろいろやってもらわないといけないの

よ。今、入院していると私は何もできなくなって困って

いるので、早く退院してほしい」と言葉をかけていた。 

「まあ、どうせ退院したら薬も飲まないし、インスリ

ンも打たないのよ、この子は」というような話をされて。

彼女としては、あの・・・何も言えずに無言で泣いてい

ました。自分のそういう気持ち、遊びたいというか、他

の子と同じようなことをしたいと思っても、やっぱり家

のことや母のことで自由が奪われている、だけれども何

も言えない、何も言えないという辛さということで、無

言でした。 

 Fさんはこの女性をなんとか支えようとする。伝えた

のは、本人が我慢しているということや、家のことや母

親のことをしていることへのねぎらいであった。 

あなたのような年齢でね、とても立派ですよと伝えて、

入院中はカウンセラーさんとの面談を受けて、体が疲れ

たときには、体を休めることも大切ですね、というよう

に働きかけました。身体的にも精神的にも疲れて、死に

たいなどの言葉になってきてたと思いますね。その誰に

も言えない、母の間に入って辛いというのを看護師に訴

えたと考えています。退院してからは、ちょっとほっと

した時間ができたということで、元気になっていました。 

 この事例との関わりにおいてFさんは、若い人々は友

人と楽しく過ごすことも大切であり、母親の看病や家庭

の手伝いにより自由を奪われているという思いがあると

負担が大きく、身体的にも精神的にも疲れて何もしたく

ないという状況になることを捉えていた。 

2）夫に“インスリンは後で”と伝えられない女性との

関わり 

 夫と二人の子どもと暮らしている40歳代の女性（1型、

糖尿病歴20年以上）が、網膜症と神経障害、および脳梗

塞を合併し、自力でのインスリン注射が難しい状況にな

り、夫に注射を代わってしてもらうようになった。低血

糖で複数回の入院を繰り返していたが、食事が摂れない

ときにも定時に定量のインスリンを注射してくれる夫に、

「時間をずらしたい」とか「量を減らしたい」などの希

望を伝えることはできていなかった。 

脳梗塞になって、高次機能障害が出たこの人を看なが

らご主人が仕事に行き、家のことをしているのです。こ

の中でインスリンということが、何はともあれ、食事が

食べれないっていうことが精神的にもあるんですが、必

ず定時に打ってくれる、と。本人は低血糖になるんじゃ

ないかと思っても、それを断れない。低血糖になったら

病院にも連れて行ってくれるし、薬も飲ませてくれるん
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ですけれども、それが、「私は、今、食べれないからイ

ンスリンはやめてほしい」ということが言えない。やっ

ぱりその生活の中で、世話をしている人になかなか言え

ないということがありました。 

Fさんは、家族に説明する機会をもち、夫の話を聞き

ながら、食事ができないときの調整方法について説明を

行った。 

いろいろお話を聞いて食事が食べれないとか、そうい

うことをご主人から聞きながら、食べれないときにはお

にぎりとかプリンとかヨーグルトとかを常時用意しても

らう。もしあれだったら、おにぎりの小さいものを作っ

てもらう。そんなふうに。食事の量によってインスリの

量の調整は必要と思いましたので、主治医に確認して、

量は半分食べたら半分とか、そういう調節を具体的に主

治医から話してもらいました。インスリン注射とか低血

糖、グルカゴン濃度の指導とかは娘さんと夫にも説明し

てもらいました。 

 そして、それはFさんがこの女性の状況を次のように

捉えていたからであった。 

夫婦関係というのは、何でも言える関係と、やっぱり

気兼ねをして言えない場合があると思います。患者さん

はいつも看てくれるご主人に時間を取らせてはいけない、

手間を取らせてはいけないということで、気兼ねをして

言えなくて、悪循環になるということを分かってもなか

なか言えないという状況ではなかったかなと思います。 

 この介入の後に低血糖の発症は少なくなり、食べられ

ない時にはプリンやヨーグルトなど用意しているものを

食べて、食後にインスリン注射が行われるようになった。

この事例の経験を経て、Fさんは、家族関係の情報とか、

家族との接点をもってケアしていくことがとても大切だ

ということにあらためて気づかされたと語る。 

3）会社の社員に伝えることができなかった男性との関

わり 

 会社の重役を務める60歳代の男性（2型、糖尿病歴20

年以上）は、自分の糖尿病のことを会社では一切話して

いなかった。自己管理をしなくてはいけないことはわ

かっていたが、誰にも話していないがゆえに食事の制限

や運動をすることができなかった。Fさんはこの男性に

次のように関わった。 

結構、言えば楽になるんだけど、いろんなことに

ちょっと、やっぱり言えない。言えなかったっていうよ

うなことにちょっと引け目を感じていたようです。私は

「入院されたことは知っているから、これを機会に

ちょっと話してみたりとか。これからは健康管理、健康

寿命を延ばすために、社員さんとかご家族のために健康

管理しませんか」って提案してみたんです。そしたら、

今までは、やっぱり会社の重役が糖尿病だったら、会社

がね、つぶれるんではないか、っていう責任感で言えな

かったらしくて。 

 この男性はFさんと話をする中で「でも、やっぱり、

本当だな、これから健康管理していかなくちゃな、会社

の社員のためにも」と話し、これまでの生活と今後の生

活について真剣に考えていたようであった。 

とても何かいろいろと、厳しい顔つきで考えていたら

しいんです。じゃあその方針でいこうっていうふうに思

われたようで、いろいろ自己管理方法を話していました。

駐車場もそうなんですけれども、買い物には歩いていく

とか。ここでちょっと折り合いをつける時間が、余裕の

時間があったんじゃないかなと思います。会社の責任の

強い人は、ずっと忙しくて自分のことを考える暇もなく

暮らしていて。それで悪くする人が多いというのが私の

中で、経験では多いんです。 

 さらに、Fさんは男性のおかれている状況について次

のように捉え、考えていた。 

世間体でというか、なんで歩いてるんだろうとか。そ

んないろんなことがあってできなかったっておっしゃっ

てました。（中略）そういうことを結構、考えられるみ

たいです。食べたり飲んだり普通にしていないと、社員

の不安につながるっていうような責任感です。（中略）

幾つかの提案にご本人はきっと混乱していた1週間だっ

たんですね。それでどうしようか、自分の心がちょっと

固まって、表情も優しい顔になってきて・・・。 

 これらの事例のほかに、60歳代の男性は心筋梗塞発症

後に「絶対に家から出てはいけない、じっとしていて」

と妻に言われるようになり、「もう少し歩きたい」と言

うことができなくなっていた。また、1型糖尿病の女性

が、自分の職場が和気藹々とした雰囲気であることから、

病気のことを話しても大丈夫と思って職場の人々に話を

したら、だんだん居心地が悪くなって転職することにな

り、転職先では病気のことは一切話さずに仕事をしてい
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る状況などの紹介がなされた。これらの状況においては、

家族への具体的な説明を医師に依頼し、また、女性の話

に十分に耳を傾け「信頼できる人がいたら、その人だけ

にでも話すといいかもしれない。でもそれは自分の思い

でいいと思う」と伝え支えている 

Ⅴ．考察 

1．糖尿病における他者への「言いづらさ」 

 Dさんのストーリーには、知り合いの人、職場の人、

アルバイト先の人、友達、社会の人々への「言いづら

さ」が含まれていた。病気になった初期の頃には、病気

のことを説明する言葉が見つからないとか糖尿病特有の

具合のわるさを分かってもらえないなどの経験をしてい

る。それによって、自分の病気について言えなくなった

りしているが、言えない状態で人間関係が継続していく

と、言わないでいること自体に辛さやうしろめたさを抱

くことがある。そして、この人には理解してもらいたい

と思って、思い切って話をしてそれが伝わると、そこか

ら新しい人との関係が始まる可能性が拓かれている。 

 これらを元型的経験をふまえて考えてみようと思う10）。

慢性の病いのストーリーは、それまでの生活から別離し、

病いとともにある生活に歩み出すことから始まる。それ

は、慣れ親しんだパターンに戻ることではなく、未知な

るものとの遭遇を意味する。そしてDさんの「言いづら

さ」のストーリーは、自分の病気を説明する言葉が見つ

からないことから始まり、社会には病気についての特定

のイメージがあること、社会における差別や偏見に遭遇

することが含まれている。そこには、新しい苦悩や恐れ

が生まれているが、歩みを止めることはできずに明日へ

と進むことが求められている。生活にも病気にも休みは

ないからである。 

 それゆえ、他者に病気に関わる状況をどのように伝え

るかについて内的な葛藤が始まり、そこに居るのにそこ

には居ない存在のように「居づらさ」が生じる。そのよ

うな中で、「わかる」人に出会うことは他者からのサ

ポートを得る機会となる。そのサポートに力づけられ、

言う人と言わない人に一線を引くことが可能であること

を知ると、それを行うことによって将来がかすかに見え

るようになる。それは、以前より全体性をみることがで

きるようになることであり、意識が拡大することを意味

する。また、言うか言わないかという意思決定ができる

ことで、自分の人生をコントロールすることが可能にな

り、自己の潜在能力が解き放たれる。 

 そのような経験が過ぎると、それまでの経験や病気の

ある生活について他者に伝えることを試み、それが他者

によって歓迎されると自分たちの贈り物が受け取られる

という経験となる。また、他者に頼るのではなく、自律

することを試み自覚的に生きることにおける自らの役割

と居場所が、不安定ながらも少し安定したものになる。

これは、私たち人間は自分の贈り物を他の人々と共有し

たいと思っているからであり、そうすることで新たな挑

戦に向かう準備ができてくるからである。 

2．糖尿病における他者への言いづらさにおける看護 

 看護師Fさんのストーリーには、出会った人々の「言

いづらさ」を内的葛藤としてとらえるとともに、隠れた

可能性を見出しながら、看護を思索している様相が現れ

ている。母親との関係で負担感を抱いていた事例では、

女性の状況をふまえて入院という時間を設けることに

よって、言いづらさを抱えながらも生活し疲れている人

に「少しほっとする」時間を設けること自体が、支援と

して重要であることを示唆している。 

Fさんは、他者を気遣うがために人は言えなくなるこ

とを理解し、他者に伝えることに関する新しい考え方を

提案し、言いづらい人に伝えるための方法を工夫してい

る。そこにおける看護は、病いとともに生きることのつ

らさを共有し、生きる意味を伝え、他者に伝えることの

意義と具体的な方法の発見を支援することでもある。そ

れにより、内面的な思考を促し、どのように伝えるかと

いう内的葛藤を超えて、自分の人生をコントロールする

可能性に繋げている。そして同時に、私たち人間は、一

人ではないということを伝えている。 

 人は誰でも生きるちからを持っており、生きようとす

るちからも持っている。それは、遠い幼い頃に、自分は

自分以外の誰かにとって大切な存在なのだという感覚に

触れたことをうっすらと記憶のどこかに住まわせている

からかもしれない。そのようなかすかな感覚を頼りに、

それからの生活を自分なりに創りつづけているのである。

そうであるとすれば、慢性の病いにおいて人々が求める

ことは、自分なりに創りつづけ編みつづけてきた毎日の

生活の営みを、これからも営みつづけることができる
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“自らであること”であろうし、看護職者にできること

は、そのような自らであることへの支援であるとも言え

る。そのような看護は、私たちが人々との出会いを積み

重ね、思索を深化させることで可能になると考える。 

Ⅵ．おわりに 

 慢性の病いにおける他者への「言いづらさ」は、私た

ち人間にとって根源的に生じる可能性のあることであろ

う。私たちは、他者に語ることで自分を理解し、自分の

人生を理解し、そして他者と相互に理解し合うことがで

きる。すなわち、もし、病気とともにある自分の人生に

ついて語ることができなければ、病気をもつ自分を理解

することができず、病気とともにある自分の人生を理解

することもできない。また、自分の周りの人々と相互に

理解することが困難となる。どのように語るかは確かに

一様ではないであろう。だからこそ、病気のある生活を

続けることを支援しようとする看護においては、「言い

づらさ」を知ることの意義は大きい。今後も探究を続け

ようと思う。 
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脱工業化過程における工業都市の社会経済構造の変化と社会階層構成の特徴 
－川崎市南部地域を中心として－ 
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Change of the Socioeconomic Structure and Characteristics of the Social Strata 
in Industrial City Kawasaki on Postindustrialization 

 

Midori Sugino 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 筆者は2000年代の初めに工業都市川崎市における野宿

生活者実態調査の企画から報告書作成まで参加する機会

を得た1)。川崎市の野宿生活者の人数は、2002年国の調

査によると829人で、日本の中で3番目に多い都市であっ

た2)。筆者は、その後、野宿生活者の職歴と同市日雇労

働市場の分析を行い、かれらの母体は都市現業労働者で

あることを明らかにした3)。野宿生活者の大半は現業労

働者として長年働き、アパート・社宅などで暮らしてい

た地域で路上生活を余儀なくされており、路上生活に

至った最大の要因は仕事がなくなったことであった。さ

らに、野宿前に従事していた仕事は川崎市の基幹産業で

ある製造業と強く関連していることを捉えることができ

た。労働生活の喪失がストレートに生活困難、生活破綻

へつながっていたのである。 

 これらの考察を通して筆者は、野宿生活者が体現する

問題は単に住まいがない人びととしての問題ではなく、

現代の脱工業化が引き起こす工業都市共通の問題である

と考え、脱工業化過程における工業都市の変化と、そこ

における都市現業労働者の位置づけを明らかにしたいと

考えるようになった。 

 本論文は、日本の代表的工業都市のひとつである川崎

市を取り上げ、政府統計資料を用いて脱工業化過程にお

ける工業都市の社会経済構造の変化と社会階層の特徴を

明らかにすることを目的とする。これにより、都市現業

労働者、特に生活基盤が脆弱な現業労働者の生活を保障

する方策を検討する示唆が得られると考える。 

 脱工業化過程において生活基盤が脆弱な現業労働者の

生活保障については、十分検討されてこなかった。しか

し、バブル経済崩壊後の雇用情勢の悪化を受けて欧米に

倣いいわゆるワークフェア政策が推進されるようになっ

てきた4)。日本のワークフェアは就労自立支援が中心で

あり5)、生活保護自立支援プログラム導入や生活福祉資

金総合支援資金創設などを挙げることができる。これら

に共通している点は、社会保障給付の前提条件として就

労自立を位置付けていることである。就労の場は自らみ

つけなければならない。彼らが働き、暮らしている地域

の社会経済構造や社会階層との関連を捉える視点は弱い。

換言すれば、どのように工業都市は変化し、なぜ働く場

がなくなったのかは十分検証されておらず、実効ある生

活保障の成果を上げていないといえる。 

 この現状から筆者は、都市現業労働者の生活保障の在

り方を考察するうえで、労働と生活、あるいは労働と消

費の相互規定関係に着目することが必要であると考える。

そこで本研究の基本的な視点を大河内が示した生活論を

基本とし、さらに、大河内理論を受け継ぎ発展させた江

口の社会階層概念とする。大河内は、生活とは労働生活

と消費生活の循環であるとしている6)。江口は、生活を

規定するのは労働であるとしている。江口は、所得要因

に一元的に規定されるのではない多要因による「貧困」
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を具体的に把握するために、「社会階層」という用具を

用い、貧困を「一定の社会階層」すなわち「低所得階

層」として捉えた。江口は、現代の貧困を構成する要因

の最も共通的であり、根元的なファクターは、所得‐低

所得であると考え、所得から出発するが、まず所得の源

泉となっている労働を考え、具体的には職業の種類、産

業の種類、従業上の地位、企業規模等々を考え、特定の

社会階級・階層区分に到達している。この社会階層の概

念について「端的にいえば」、「生活上の上下と、資本主

義経済の再生産、蓄積行程を土台としてその上に成立す

る『社会階級』構成上の細分された社会的地位とをから

みあわせたものである」と定義している7)。この考えに

基づき、江口・川上の共同研究として戦前から今日に至

る日本の社会階級・社会階層構成表がまとめられている8)。 

 労働と消費の循環において、上記に記した意味での広

義の職業は重要な結節要素である。私たちは職業を介し

て社会に組み込まれ、一定の社会的地位を得ている。日

本は、企業規模による賃金をはじめとする労働条件、社

会保障制度、福利厚生の格差が大きい国である。また、

仕事の安定度は従業上の地位である雇用者か自営業者か、

常用か臨時・アルバイト・日雇・派遣かによっても異な

る。 

 そこで、社会調査の知見による実証的根拠を有する江

口社会階層論によって、社会階層を捉えることで、落層、

固定化等の労働市場における流動化の様相を見ることが

でき、個々人の生活を社会構造との関連で、また、時間

的経過の連続性において捉えることができると考えた。 

Ⅱ．研究方法 

1．研究対象地域の選定 

 本研究の対象地域として川崎市A区を取り上げる。同

市は京浜工業地帯の核として日本の高度経済成長を支え

た工業都市である。同市のなかでもいち早く工業化がす

すめられ、典型的な労働者地域として発展してきたのが

同市南部地域である。現在の行政区では同市A区に含ま

れている。同区には戦前から大企業が次々と立地して

いった。 

 重化学工業を中心として発展してきた同市であるが、

公害問題、工業再配置促進法（1972年）の移転促進地域

の指定による企業移転、構造的経済不況により変化して

きている。島崎は、同市南部地域に生産拠点をかまえる

巨大鉄鋼企業を分析し、1970年から1980年代前半に進行

した「解体」といえるほどの従業者の激減と下請け・協

力会社の整理がもたらした影響は大きいとしている。く

わえて、企業においてはコンピューター化を軸とする作

業のシステム化が推進され、総合管理システムが実現す

るなど企業としての経営は幾重にも合理化され強化され

たことを指摘している9)。 

 事実として1970年代から1990年代初頭までの移転工場

数は市全体で56（敷地面積1ha以上のもの）、移転面積は

約261haにのぼる。うちA区からの移転は27工場、約

157haであり、同区への影響が甚大であったことが推測

される。 

 川崎市A区を研究対象とした理由は次の3点である。第

一は、脱工業化とは重化学工業の縮小とされるが10)、当

該地域は典型的な重化学工業地帯であり、脱工業化の影

響が捉えやすいと考えた。第二は、当該地域研究の先行

研究があり、地域の発展、変容を示す資料が得られると

考えた。第三は、前述したように野宿生活者の職歴の分

析、日雇労働市場の分析を通して同市の基幹産業の変化

について一定のデータの収集を行っていることである。 

2．検討時期とデータ 

 検討時期は、脱工業化がはじまったとされる1970年か

らバブル経済崩壊後の2000年とする。研究データとして

総務省：国勢調査および総務省：事業所・企業統計調査

の川崎市A区の分を用い、分析目的に従って加工し、作

表する。 

3．先行研究の検討 

 脱工業化過程における川崎市南部地域に関する先行研

究として、籠山京編著：大都市における人間構造

（1981）、島崎稔・安原茂編著：重化学工業都市の構造分

析（1987）を挙げることができる。 

 籠山は、大都市における1970年ごろからのドーナッツ

現象のドーナッツの穴に当たる大都市の中心部の実態を

明らかにするための共同研究を実施し、川崎市南部地域

を大都市内部陥没地域（The Inner City）として捉えてい

る11)。島崎・安原の研究は、川崎市を対象とした1981年

からの3カ年の学際的協同研究の結果のまとめである。

重化学工業の戦後体制の解体過程の開始と新しい生産力

段階の展開、ME革命にむかって促進されている産業構
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造の転換と都市再生の諸関係の実態を把握するための研

究とされている12)。重化学工業都市として企業、労働、

生活、財政にわたる全体的把握がなされている。 

 両文献において、研究に関わった松崎により低所得・

不安定層の存在とその社会階層が示されてはいるが、松

崎の主たる関心は高齢者、生活保護受給世帯などの無業

者の生活への集中がみられ、低所得・不安定層の就業面

への関心は薄いといえる13,14)。 

Ⅲ．分析結果 

1．A区の工業都市としての形成と一般的特徴-人口、年

齢構成、産業構造 

1）A区人口、年齢構成 

 はじめに総務省：国勢調査結果から川崎市とA区の人

口動態をみる。同市はすでに戦前から工業化が進んでお

り、第二次世界大戦中は軍需工場で働く労働者のために

市内人口は1939年26万人、終戦近い1943年には39万人に

達していた。空襲、敗戦により人口は18万人へと減少し

たが、1950年からの朝鮮戦争特需により工業都市として

回復し、1950年代後半から1965年まで大きく人口は増加

する。特に1960年から65年の5年間に22万人以上も増加

し、85万人となっている。その後増加のテンポは落ちる

が人口は増加し続け、1975年に100万都市となり、2000

年には約125万人に達している。1972年から区制をひい

ている。 

 戦前から工業労働者が流入したのは南部地域のA区に

該当する地域であった。同区人口は戦後人口増加が急激

に進み1956年21万3千人、60年26万4千人、1965年29万7

千人のピークを迎えるが、以後減少傾向となり、1980年

に約20万人となる。その後は横ばいに推移する。 

 同区の年齢別人口を示したのが表1である。年齢別推

移のデータが得られた1970年から2000年を示している。

年齢別にみると、どの年次も15～64歳の生産年齢が中心

であるが、年齢階層により増減が異なる。 

第一に、1970年から1980年の人口減少の変化が激しい。

それは、主に39歳以下の若い壮年層の顕著な減少による

ものである。先述した工場の転出や産業構造の変化を反

映するものと考えてよいであろう。 

 第二に、1980年以降の変化で注目されるのは、1980年

以降は大量の転出はなかったと見られることである。国

勢調査は常住人口を把握しており、1970年に20～24歳と

25～29歳であったものは1980年には30～34歳と35～39歳

となる。その人数をみると1970年20～24歳は32,592人、

25～29歳は28,387人である。そのもの達が1980年の10年

後には30～34歳と35～39歳になるとして表をみると1980

年30～34歳18,499人、35～39歳16,565人である。半減ま

でしていないが10年間の減少は大きいといえる。だが、

その後は減少がとまったように見える。同じように5年

経過すれば、年齢は5歳上がるとしてみていくと、1980

年の30～34歳18,499人は1985年では35～39歳の17,181人

 

表1 川崎市A区年齢別人口の推移 （単位:人） 
年齢 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 

4歳以下 22883 17407 11792 10258 9556 8403 7928

5～9歳 18725 15656 14492 10556 9880 8495 7946

10～14歳 15910 14619 13796 13510 10285 9066 8139

15～19歳 22219 15819 14531 14091 14532 10761 9431

20～24歳 32592 20933 15520 15792 17296 17232 13299

25～29歳 28387 23199 16830 13553 16345 16905 17644

30～34歳 24049 19470 18499 14931 13446 14289 15615

35～39歳 21383 17659 16565 17181 14829 12235 13296

40～44歳 17462 17154 15364 15685 17107 13920 11672

45～49歳 13203 14838 15326 14822 15735 16519 13374

50～54歳 10764 11346 13243 14523 14555 15360 16413

55～59歳 8822 9146 10054 12205 13883 13931 14871

60～64歳 6225 7644 7980 8923 11067 12580 12756

65歳以上 9282 11566 14890 17887 21394 26063 31545

年齢不詳 ― 113 266 37 146 579 162

合計 251906 216569 199148 193954 200056 196338 194091

総務省：国勢調査報告各年版より作成 
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が、1990年では40～44歳の17,107人が相応する。同様に

1980年の35～39歳16,565人は、1995では年50～54歳の

15,360人というように追っていくと、その減少は小さい

といえる。1970年から1980年までは減少が顕著であった

が、1980年以降は人口減少が止まったということである。 

 A区人口は1970年代に大きく減少しピーク時の3分の2

にまで低下するが、それは工業の衰退というよりは、主

に、公害対策としての他の地方への工場移転による。そ

れ以降は約20万人の人口を維持している。1970年代当時

20歳代であった層の約半数の者がその後も住み続け、

2000年にほぼそのまま50歳代となっていると推測される。 

2）A区従業者にみる産業構造の特徴 

 次に、総務省：事業所・企業統計調査報告書各年版か

らA区の産業構造の特徴を検討する。事業所・企業統計

調査は地域内事業所を調査対象としていることから、い

わば昼間人口を表している。 

 同資料から同区従業者総数をみると、1972年約19万人

であったが、75年には減少に転じ、86年から増加傾向と

なるが、96年には再び減少し、2001年には16万2千人と

なっている。 

 産業構造の特徴として製造業が中心であることを挙げ

ることができる。図1に示すように、製造業従業者は

1972年約87千人から2001年35千人へと一貫して減少傾向

にあるが、実人員数とともに、従業者総数に占める割合

も、72年45.6％、75年44.7％、81年38.5％、86年35.9％、

91年31.0％、96年25％と大きな割合を占めてきた。 

 製造業に次いで卸売小売業、サービス業の順となって

おり、製造業従業者が減少する中で従業者実数および割

合を高めてきたのがサービス業である。1972年22,131人、

従業者総数に対して11.6％であったが、2001年46,282人、

28.5％となり製造業と逆転している。建設業はバブル経

済崩壊後の96年まで増加傾向であったが、その後大幅に

減少している。 

 第二の特徴は、従業者規模において中規模以上の事業

所の従業者が多いことが挙げられる。区別の事業所企業

統計調査では従業者規模30人以上が一つにまとめられて

いるが、非農林漁業従業者数に占める30人以上の事業所

の従業者の割合は、1972年63％、1975年61.4％、1981年

56.7％、1986年57.9％、1991年54.9％、1996年54.8％、

2001年52.3％である。なお、製造業のみをみると、30人

以上の事業所の従業者の割合は、1972年88％、81年86％、

2001年79.2％である。非農林漁業従業者の半数以上が中

規模の事業所で就業しているが、年次変化をみると30人

以上規模の減少が大きく、それに対して、小規模事業所

従業者は一定数を維持していることがわかる。 

 以上から、産業構造として製造業の比重が高く、そこ

で働く労働者の衣食、理美容、娯楽などの消費生活を支

える卸売小売業、サービス業が成り立っている構造であ

るといえる。 

 製造業の事業所数・従業者数は減少していくが、地域

の雇用としては他の産業で補われており、雇用はバブル

崩壊までは維持されていたが、「脱工業化」の傾向に

あったといえる。しかし、その傾向の中で全体としての

雇用は維持され、発展的とはいえないが暮らしの継続的

維持はできたといえる。 

2．A区の社会階層構成における現業労働者の位置 

 次に、江口・川上社会階層分析の方法によりながらA

区社会階層構成の把握を試みる。江口・川上は総務

省：国勢調査の職業小分類と従業上の地位構成、事業

所・企業統計調査の従業員規模別構成を基礎資料とし

ている15,16)。江口・川上は15歳以上就業者を農林漁業職

業従事者と非農林漁業職業従事者に分け、非農林漁業職

業従事者を「資本家階級」「自営業層」「労働者階級」に

3区分し、さらにそれぞれを細分化し、44の社会階層に

区分している。 

 区レベルの資料では国勢調査の職業小分類がなく、事

総理府統計局編 事業所・企業統計調査報告（神奈川県） 

1972年，75年，81年，86年，91年，96年，2001年版より作成

図1 川崎市A区産業別従業者数の推移 男女計 （単位：人）
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業所・企業統計調査のデータもない。そのような制約上、

江口・川上と同じ作表過程をとることは困難である。そ

のためいくつかのデータを重ねることで接近することに

する。具体的には1）国勢調査職業中分類による社会階

層作成の一過程である「職業群分類表」の作成、2）仕

事の安定度を示す従業上の地位別データ、3）生活水準

を規定する事業所の従業員規模別のデータである。 

1）A区の国勢調査職業中分類の分析にみる職業の特徴 

 A区の職業の特徴を捉えたいと考え、まずA区の従業

地による職業中分類が得られた1980年から2000年までの

変化を示す表を職業中分類別、従業上の地位別（雇用

者・非雇用者）に作成した。ここにはその表はあげてい

ない。15歳以上の就業者が102,478人から99,645人へと減

少する中で、各職業の変化は一様ではなく「一般事務従

事者」の増加と「金属加工作業者」などの減少、「商品

販売従事者」の維持、「自動車運転者」、「建設作業者」、

「個人サービス職業」の停滞が捉えられた。 

 このような職業中分類に見られる変化を社会階層の観

点からみるとどのようであるかを捉えるために江口の

「職業群分類表」に近似した表を職業中分類を用いて作

成した。表2のとおりである。江口の「職業群分類表」

は、「社会階級上の地位」「生活水準を示す指標としての

従業上の地位」「産業」「就業の規則・不規則性」「労働

の種類」などを考慮して整理された分類である17)。この

表で表記している分類名は国勢調査の職業中分類名とは

別である。 

 表2により次の特徴を挙げることができる。 

 第一は江口のいう「機械的工業従事者」が多くを占め

ていることである。「機械的工業従事者」とは高度に機

械化した工場従事者の事で、職業小分類の「製銑工、製

鋼工」「圧延工」「電機組立工・修理工」などからなる。

1980年24,462人、就業者全体の23.9％を占めている。そ

の後90年21,648人、19.7％、2000年13,306人13.4％と減

少している。特に1990年代後半の減少が大きい。 

 第二は、「日雇及び単純労働者」と「行商露天商及び

類似職業従事者」の不安定低所得層はどの年代も就業者

の約10％程度存在していることである。 

 第三は、熟練工を含む「建設従事者」が常に就業者の

8～9％程度存在している。1975年9,949人（9.7％）、1990

年10,116人（9.2％）になるが、その後減少し2000年

8,098人（8.1％）である。 

 第四は、「販売従事者」「サービス従事者」が就業者の

20％程度存在していることである。1980年21,428人

（21％）であり1985年に一旦減少するが、その後1995年

21,854人（20.4％）、2000年20,703人（20.8％）となって

いる。 

2）A区就業者の従業上の地位と事業所規模 

 次に総務省：国勢調査報告によりA区について従業上

の地位の変化をみる。区のデータが得られた1975年から

2000年の変化をみると、1975年雇用者は84,452人、就業

者総数の77.9％であったが、90年88,714人、80.4％、

2000年82,243人、81.7％と構成比を高めている。 

 一方、自営業主は75年11,780人（10.9％）、80年11,971

人（11.7％）と増加するが、その後減少し95年10,040人

（9.4％）、2000年8,602人（8.5％）と1,400人減少してい

る。さらに、家族従業者も75年6,497人（6.0％）から

2000年3,202人（3.2％）と減少している。就業者の雇用

者化が進んだことが読み取れる。 

 続いて総務省：事業所・企業統計調査から一事業所あ

たりの従業者規模をみる。一事業所あたりの従業者数を

みると非農林漁業では1972年14.3人から1986年12.8人、

2001年13.0人と少人数化している。規模の大きかった製

造業で1972年57.4人から1981年47.4人、1991年37.7人、

2001年30.6人となっている。この間、雇用者化は進んだ

が小規模な事業所での就労であることがわかった。 

 職業の特徴と従業上の地位から、雇用者化が進み、生

産労働者が多いことが明らかになった。江口は、生産労

働者について次のように概念規定している。生産労働者

は「鉱工業、運輸、建設産業に従事し、物的な価値およ

び使用価値の生産にたずさわる。近代的労働力の中軸的

な担い手である。さらに生産労働者の事業所規模に着目

して4つの社会階層、つまり「下層」、「中層」、「上層」

および単純労働者を除く「官公現業労働者」に区分して

いる18)。 

 ここで生産労働者について、生活水準階層を示す指標

として就業している従業者規模別に詳しくみる。江口に

倣い生産労働者下層を取り出したのが表3である。表3に

示したように生産労働者「下層」とは、規模5～29人に

雇われる「生産労働者」と建設業の一定規模以上の雇用

者、陸上・水上・海上の一定規模以上の労働者、産業全 
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総務省：国勢調査報告各年版職業中分類（従業地）より作成 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

(1) 日雇い及び単純労働者 6,519 (6.4) 6,722 (6.5) 7,872 (7.1) 7,319 (6.8) 6,672 (6.7)

(2) 行商露天商及び類似職業従事者 3,543 (3.5) 4,968 (4.8) 3,120 (2.8) 3,770 (3.5) 3,760 (3.8)

(3) 仲 買 人 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

(4) 建 設 従 事 者 9,949 (9.7) 8,840 (8.6) 10,116 (9.2) 9,580 (8.9) 8,098 (8.1)

(5) 手 工 的 工 業 従 事 者 1,159 (1.1) 912 (0.9) 1,020 (0.9) 691 (0.6) 4,042 (4.1)

(6) 販 売 従 事 者 10,219 (10.0) 8,375 (8.1) 11,076 (10.1) 11,770 (11.0) 10,701 (10.7)

(7) サ ー ビ ス 従 事 者 11,209 (10.9) 10,276 (10.0) 10,788 (9.8) 10,084 (9.4) 10,002 (10.0)

(8) 鉱 山 業 従 事 者 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

(9) 機 械 的 工 業 従 事 者 24,462 (23.9) 24,087 (23.4) 21,648 (19.7) 19,454 (18.1) 13,306 (13.4)

(10) 陸 上 運 輸 従 事 者 6,724 (6.6) 6,550 (6.4) 6,288 (5.7) 6,500 (6.1) 6,341 (6.4)

(11) 海 上 運 輸 従 事 者 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

(12) 通 信 従 事 者 378 (0.4) 198 (0.2) 180 (0.2) 210 (0.2) 160 (0.2)

(13) 一 般 事 務 員 17,552 (17.1) 18,826 (18.3) 21,972 (20.0) 21,391 (19.9) 19,863 (19.9)

(14) 公 安 従 事 者 1,069 (1.0) 1,130 (1.1) 1,224 (1.1) 1,170 (1.1) 1,270 (1.3)

(15) 教 師 763 (0.7) 990 (1.0) 756 (0.7) 870 (0.8) 1,110 (1.1)

(16) 技 術 者 1,466 (1.4) 3,319 (3.2) 4,716 (4.3) 4,150 (3.9) 5,540 (5.6)

(17) 医 療 従 事 者 1,852 (1.8) 2,287 (2.2) 2,604 (2.4) 2,660 (2.5) 2,680 (2.7)

(18) 自 由 業 1,556 (1.5) 1,651 (1.6) 2,052 (1.9) 2,250 (2.1) 1,970 (2.0)

(19) 商 業 店 主 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

(20) 部 門 担 当 経 営 者 1,075 (1.1) 768 (0.8) 1,044 (1.0) 1,100 (1.0) 490 (0.5)

(21) 経 営 者 2,487 (2.4) 2,796 (2.7) 2,892 (2.6) 3,080 (2.9) 2,060 (2.1)

(22) 農 業 従 事 者 111 (0.1) 72 (0.1) 48 (0.0) 90 (0.1) 80 (0.1)

(23) 林 業 従 事 者 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 10 (0.0) 0 (0.0)

(24) 漁 業 従 事 者 7 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0)

分 類 不 能 378 (0.4) 114 (0.1) 696 (0.6) 1,270 (1.2) 1,500 (1.5)

計 102,478 (100) 102,881 (100) 110,112 (100) 107,419 (100) 99,645 (100)

2000年1995年1980年
職　業　群

1985年 1990年

表2 川崎市A区における職業群就業人口の推移 （単位:人） 

 

表3 川崎市A区生産労働者下層の推移 男女計 （単位：人） 
年次 1972 1975 1981 1986 1991 1996 2001 

建設5人以上雇用 14072 7.4% 13244 7.4% 15921 9.2% 16252 9.2% 16387 8.7% 18983 10.3% 12294 7.6%

鉱・製・運5～29 12065 6.3% 10866 6.1% 10502 6.1% 11517 6.5% 13303 7.1% 12058 6.6% 10871 6.7%

鉱・製・運臨時 5852 3.1% 6583 3.7% 4875 2.8% 4376 2.5% 5648 3.0% 3492 1.9% 1983 1.2%

計 31989 16.8% 30693 17.2% 31298 18.1% 32145 18.2% 35338 18.8% 34533 18.8% 25148 15.5%

従業者総数 190340 100.0% 177840 100.0% 173035 100.0% 176173 100.0% 187498 100.0% 183829 100.0% 162434 100.0%

表の従業者総数は非農林漁業従業者総数 

総務省統計局 事業所・企業統計調査報告 1972年、75年、81年、86年、91年、96年、2001年版より作成 
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体の臨時労働者である19)。生産労働者下層は、1972年

31,989人で非農林漁業従業者全数の16.8％であったが、

1975年30,693人（17.2％）、1981年31,298人（18.1％）、

1986年32,145人（18.2％）、バブル崩壊直前の1991年

35,338人（18.8％）、1996年34,533人（18.8％）と常に

19％ほどである。バブル崩壊後の2001年には25,148人

（15.5％）へと急激に低下している。 

 つまり、低所得・不安定層の定在部分とされた30人未

満の小零細企業の雇用者は、1970年代後半からの脱工業

化過程において割合として減少することなく一貫して従

業者総数の17～18％を占めていたのである。バブル経済

期において生産労働者下層は実数、構成比において減少

することはなかったが、バブル崩壊後の1996年以降にお

いて急激に減少している。それは、生産労働者下層の雇

用が収縮したことを意味する。 

3．政府統計にみる工業都市A区の人口、産業構造の変

化のまとめ 

 以上において、工業都市川崎市の中核地域といえるA

区について、政府統計により1970年から2000年までの人

口、産業構造の変化についてみた。この時期は工業都市

川崎市が発展の頂点から変容し、構造的不況となるとと

もに公害問題からの再生を目指した時期であり、脱工業

化過程とバブル経済とその崩壊を含む時期に相当する。

先行研究では、構造的不況、公害による大企業工場の移

転、合理化により、南部地域から住民が転出して、地域

に残っているのは高齢者、障害者、生活保護受給世帯な

どであると指摘されていた。 

 筆者は今回の分析により今なお稼働年齢層中心の人口

年齢構成であることを捉えた。 

 1970年代後半に大きな社会経済変動を蒙ったことは事

実である。基幹産業である製造業は大きく影響を受けて

いた。しかし、今なお稼働年齢層中心の人口年齢構成で

あり、1970年代に20歳代であった人びとは大きな変動を

蒙り転出した者も多いが、1980年からは大きな人口減少

はみられず、50歳代となり、地域に着実に定着している

層の存在を確認できた。基幹産業である製造業従業者の

減少、大企業事業所数の縮小傾向も指摘できるが、産業

構造は依然として製造業中心であり、その二次分配であ

るサービス業、卸売小売業で地域経済は成り立っている

ことが捉えられた。 

 以上から発展的な地域とはいえないが、衰退地域では

ないことを確認できた。京浜工業地帯に位置する都市と

しての特性によると考えられる。企業にとって交通・輸

送の利便性、部品・原料の調達が容易であること、臨海

部の環境技術力、中小企業技術力などの立地条件が整っ

ていることによると思量される。 

Ⅳ．脱工業化過程における工業都市南部地域の社会

階層の特徴に関する若干の考察 

1．脱工業化過程における工業都市南部地域A区の社会

階層の特徴 

 本研究の課題である社会階層の把握を試みた結果につ

いて最後に纏めたい。江口・川上のような整った形の社

会階級階層構成表を作成することはできなかったのであ

るが、分析結果に基づき、A区の社会階層構成の特徴と

して次の点を挙げることができる。 

 第一は、工業都市の性格を反映して生産労働者が多い

が、従業者総数の17～8％の生産労働者下層が含まれて

いた。江口・川上がまとめた戦後社会階級階層構成の変

化と比較すると、生産労働者下層は1975年10.3％、80年

10.5％、85年10.4％、90年10.1％、95年9.1％、2000年

8.3％であり20)、全国に比べてA区では生産労働者下層が

多いことが確認できた。生産労働者下層は江口が「不規

則・単純労働者」と名づけた社会階層の一グループであ

る。 

 第二は、建設作業者、日雇い及び単純労働者、行商露

天商及び類似のサービス職業従事者などが就業者総数の

18～19％存在する。建設作業者、日雇い及び単純労働者

は、江口が名づけた「不規則・単純労働者」の中心的階

層である。建設作業者はとび職などの一部の熟練職人を

除くとだれでも参入できる開放的な労働市場である。 

 工業都市が脱工業化社会へと変容していったといわれ

る30年間において、川崎市A区においては常に一定数の

生産労働者下層と建設作業者、日雇及び単純労働者が存

在したことを確認できたのである。これらの人びとはま

さに本研究の対象である都市現業労働者である。前述し

たようにバブル崩壊後の1990年以降に減少している。 

2．研究から得られた示唆 

 脱工業化過程において工業都市川崎市においてはなお

一定数の生産労働者下層と建設作業者、日雇及び単純労
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働者が存在したことを確認した。工業都市川崎市におい

て全国より多くの量を占めていたことの意味は大きい。

換言すればこれらの人々は工業都市にとって必要とされ

た労働力であった。労働条件は低位ながら継続的に就業

の機会があったと考えられるが、1990年代以降のバブル

経済崩壊後の減少は労働市場の縮小または雇用機会の喪

失を意味している。つまり、仕事がなくなったのである。

生活基盤が脆弱な現業労働者の生活を支えるために就労

自立が強調されているが、労働市場に仕事がない今、

「就労自立支援」だけでは問題の解決は難しいことは明

白である。 

 なお、本研究は平成19年～21年度科学研究費補助金基

盤研究（C）の助成を得て行った研究（課題番号

19530498）の一部である。 
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岐阜県立看護大学 地域基礎看護学領域 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

〔研究報告〕 

医療機関の退院支援の質向上に向けた看護のあり方に関する研究（第1部） 
－医療機関の看護職者が取り組む退院支援の課題の明確化－ 

 

藤澤まこと 

 

Research on the Ways of Nursing for Improving the Quality of Discharge Support in Medical 
Institutions Part1；Clarify Discharge Support Issues in Medical Institutions to Tackle by Nurses 

 

Makoto Fujisawa 

 

 

Ⅰ．研究目的 

1．研究目的 

 医療制度改革により在院日数の短縮化が加速されるな

かで、保健医療福祉サービス利用者が、医療機関を退院

した後も、住み慣れた場所で望む療養生活を送るために

は、入院時から退院後の生活を見据えた退院支援が、保

健医療福祉サービスの一部として確実に組み込まれる必

要がある。そのような医療機関の退院支援の質向上に向

けて、患者・家族の退院支援におけるニーズに対応する

ための看護実践、看護職者の退院支援に関する意識改革

に向けた方策、および退院支援の組織的体制の構築に向

けた方策について追究する必要がある。そこで、本研究

では退院支援の質向上に向けた方策を追究するために、

A県の医療機関の退院支援の現状と看護職者の捉える退

院支援の課題を把握し、看護職者が取り組むべき退院支

援の課題を明確化する。 

2．用語の定義 

 本研究において退院支援、退院調整を以下のように定

義する。 

退院支援：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促進する

こと 

退院調整：患者・家族の退院後の療養生活の継続に向け

た調整活動 

3．研究の背景 

1）医療制度の変遷による退院支援の必要性 

 わが国では、急速な少子高齢化のなかで、2008年の国

民医療費は34兆8084億円となり、国民医療費の国民所得

に対する比率は9.90％となっている1)。その高騰する国民

医療費の削減のために医療提供体制のあり方が見直され、

医療制度改革により、在院日数の短縮化や、療養病床の

再編やスリム化による病床数の削減、医療機関の機能分

化と連携の推進などの政策がとられるようになった2)。

2008年度の診療報酬改定においては、退院支援に関連す

る新たな「退院調整加算」の要件として、退院調整部門

の設置および退院調整に関する経験を有する専従の看護

師または社会福祉士の1名以上の配置が示されたことで、

退院支援体制の整備が促進された。また、退院に際して

の情報共有の円滑化や、医療関連職種の連携・協働の推

進にむけ「退院時共同指導加算」が設けられた3)。そし

て、2010年度の診療報酬改定では、急性期の集中的治療、

手厚い看護配置、早期の急性期医療の推進に向け、一般

病棟における入院14日以内の入院早期の加算が引き上げ

られた。そのため、在院日数の短縮化の加速が予測され、

医療と介護の連携の強化が求められている4)。その中で

患者は医療依存度が高いままの退院となり、退院後に向

けた生活調整が不十分な状態で、不安を抱いたまま在宅

療養へと移行している5～8)。これらのことから入院時か

ら退院後の生活を視野に入れた看護実践の提供や、在宅
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で利用可能な医療・福祉サービスとのスムーズな連携が

強く望まれ9)、それらの患者・家族のニーズを基盤とし

た退院支援の質の向上が求められている。また、退院支

援を充実させるためには、全スタッフが退院計画や退院

支援を医療機関の基本的な責務として認識し、チーム医

療として取り組むことが必要である10)。そのために、各

医療機関では、院内の病棟看護師を対象に退院支援に向

けたスタッフ教育が行われており、退院支援に関する知

識を得るための研修を行うこと、退院調整看護師が病棟

看護師とともに退院支援を行うこと、多職種や在宅ス

タッフも交えたカンファレンスを定期的に行うことが効

果的であることが示されている11～13)。 

2）県を単位とした退院支援の現状と課題 

 本研究の対象となるA県においては、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、県の健

康福祉部医療整備課、県内16医療機関の退院調整看護

師・病棟看護師、県立看護大学教員が検討メンバーと

なって、2004年度から2008年度までの5年間「退院調整

と地域連携推進事業」として実態調査の後、地域連携モ

デル事業の実施、退院調整マニュアルの作成・試行に取

り組んだ。そして2006年度から2008年度までの3年間は

「退院調整看護師育成のための研修」（以下研修と示す）が

企画・実施され、県内の95人の看護職者が参加し、研修後

に自施設の退院支援の充実に向けて取り組んでいる14)。 

 県内全体の医療機関を対象とした退院支援に関する実

態調査は、他に2県において実施されていた。渚ら15）は

2008年にB県内の医療機関の退院支援の実態調査を実施

し、回答施設の80～90％は退院調整を実施していたが、

退院調整マニュアルの整備、全患者に退院指導の実施・

評価ができる体制づくりが課題として示されていた。ま

た、丸岡ら16、17)はC県内の医療機関の退院調整活動の実

態調査を経年的に実施して課題を検討しており、2009年

には「退院調整活動質指標」を開発し、その指標を用い

た実態調査では、退院後の在宅支援体制の構築や、退院

準備状況の確認、退院後の療養生活の把握を課題と捉え

ていた18）。 

 上記先行研究より医療機関の退院支援の質向上に向け

た課題として、退院後の生活を見据えた準備の必要性が

示され、具体的には退院調整マニュアルの整備など全患

者への退院支援の実施ができる体制づくり、多職種によ

るカンファレンスの企画開催、退院後の在宅支援体制の

構築、退院支援の療養生活の把握・評価、チーム医療推

進のためのスタッフ教育等が示された。 

Ⅱ．研究方法 

1．調査対象 

A県の研修受講者95人を調査対象として選定する。 

 研修受講者は退院支援に関する知識を得ており、自施

設の退院支援の課題を検討する素地のある看護職者とし

て本調査の対象とする。 

2．調査方法 

 研修受講後（4ヵ月後～2年4ヵ月後）に本質問紙調査

の質問紙を研修受講者の所属する51の医療機関の施設長

宛てに郵送し、研修受講者への質問紙の配布を依頼する。

その際、返信封筒を同封し個別に回答用紙の返送を依頼

する。 

3．調査内容 

 調査内容は、①研修受講者の所属医療機関の概要、②

研修受講者の所属医療機関の退院支援の現状、③所属部

署の退院支援の把握（質問紙に筆者19)がこれまでの退院

支援の取り組みをもとに考案した退院支援内容の項目を

選択肢として示す）、④所属部署で退院支援を行う上で

の課題とする。 

4．調査期間 

 2009年3月20日～4月20日 

5．分析方法 

 研修受講者の所属医療機関の概要、研修受講者の所属

医療機関の退院支援の現状、所属部署の退院支援の現状

に関する回答は単純集計を行う。自由記載である「所属

部署で退院支援を行う上での課題」は、記載内容を文節

に分けて、意味内容で分類する。 

6．倫理的配慮 

 質問紙調査では質問紙とともに研究目的・方法、公表の

意図、自由意思の尊重等を記載した説明書を同封して郵送

し、質問紙の返送をもって同意とする。質問紙は無記名と

し匿名性を遵守する。研究公表後には記録物等はすべて溶

解して破棄し、電子媒体（USB）のデータはすべて消去す

る。なお本研究は、岐阜県立看護大学大学院看護学研究科

論文審査部会の承認を受けている（21－A014－2）。 
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Ⅲ．結果 

 研修に参加した95人（51医療機関）に質問紙を配布し、

回答が得られた人は80人(42医療機関)であり、回収率は

84.2％であった。 

1．研修受講者の所属医療機関の概要 

1）所属医療機関の概要 

 研修受講者の所属する42医療機関の病床数は、100～

199床と300～399床が12施設（28.6％）と最も多く、次

いで500床以上が6施設（14.3％）等であった。また、A

県全体の医療機関の病床数を見てみると20～99床が37施

設（ 35.6％）と多く、次いで 100～ 199床が 29施設

（27.9％）、300～399床が18施設（17.3％）等であった

（表1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 研修受講者の所属医療機関の看護配置は、10対1が15

施設（ 35.7％）と最も多く、次いで 7対 1が 14施設

（33.4％）となっていた（表2）。平均在院日数は、15～

19日以内が16施設（38.1％）と最も多く、次いで14日以

内が11施設（26.2％）であった（表3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）所属医療機関の退院支援担当部署設置の現状 

 研修受講者が所属する42の医療機関のうち、退院支援

の部署として地域連携室・地域医療部が設置されている

ところは24施設（57.1％）、医療相談室が設置されてい

るところは18施設（42.9％）、各病棟で行うと回答した

ところが13施設（31.0％）、退院支援部署を設置してい

ないと回答したところは4施設（9.5％）であった（表4）。 

 

 

 

 

 

 

また、退院支援を担当している職種が看護師と回答した

ところが34施設（81.0％）と最も多く、次いでソーシャ

ルワーカーが32施設（76.2％）となっていた（表5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．研修受講者の所属部署の退院支援の現状 

1）研修受講者の所属部署 

 研修受講者の所属部署は、内科系病棟が22人、外科系

病棟が10人等であった（表6）。所属部署の病床数は50～

59床が26人と最も多く、ついで40～49床が13人となって

いた（表7）。病棟の看護師数は、20～29人が25人と最も

多く、次いで10～19人が15人であった（表8）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1 所属医療機関の病床数(n=42) 

研修修了者所属医療機関の 
病床数 

A県内病院施設 
病床数* 

病床数（床） 施設数（％） 施設数（％）
20～99 5（11.9） 37（35.6）
100～199 12（28.6） 29（27.9）
200～299 4（9.5） 10（9.6）
300～399 12（28.6） 18（17.3）
400～499 3（7.1） 3（2.9）
500以上 6（14.3） 7（6.7）
計 42（100） 104（100）

*文献：2010年岐阜県病院施設一覧 

表2 所属医療機関の看護配置（n=42） 
看護配置 施設数 ％
7対1 14 33.4
10対1 15 35.7
13対１ 4 9.5
15対１ 4 9.5
20対1 2 4.8
その他 3 7.2
計 42 100

表4 退院支援の部署（複数回答） 
部署 施設数 ％
地域連携室、地域医療部 24 57.1 
医療相談室 18 42.9 
各病棟 13 31.0 
看護部門の相談室 2 4.8 
事務部門の相談室 2 4.8 
退院支援部門を特に置いていない 4 9.5 

表5 退院支援を担当する職種（複数回答） 
職種 施設数 ％
看護師 34 81.0 
保健師 2 4.8 
医師 7 16.7 
ソーシャルワーカー 32 76.2 
精神保健福祉士 2 4.8 
理学療法士 4 9.5 
作業療法士 4 9.5 
事務職 3 7.1 
ケアマネジャー 1 2.4 

 

表6 研修受講者の所属部署（n=80） 
所属部署 人数
内科系病棟 22
外科系病棟 10
回復期リハビリテーション病棟 6
小児科・NICU 3
それ以外（ICU、療養病棟、精神医療センター、
外来、看護部など） 

12 

退院支援部署 8
不明 5
未記入 14
計 80

表3 平均在院日数（n=42） 
平均在院日（日） 施設数 ％
14以内 11 26.2
15～19以内 16 38.1
20～21以内 5 11.9
22～24以内 3 7.1
25～30以内 1 2.4
31以上 5 11.9
不明 1 2.4
計 42 100
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2）所属部署において看護師が行っている退院支援内容 

 所属部署において看護師が行っている退院支援内容の

把握において、入院時アセスメントに関することでは 

スクリーニングシートの記載が21件（26.3％）、入院時

の退院に向けたアセスメントの実施が17件（21.3％）で

あり、退院支援計画の作成が12件（15.0％）、患者・家

族の退院に向けた意向の確認が37件（46.3％）、患者・

家族への介護に関する相談支援が35件（43.8％）であっ

た。 

 社会資源活用に関することでは、患者・家族の介護保

険制度・福祉制度の利用の確認が28件（35.0％）、患

者・家族への介護保険制度・福祉制度の説明が21件

（26.3％）、患者・家族への在宅サービスの紹介が17件

（21.3％）、患者・家族への医療機器・衛生材料の調達の

調整が16件（20.0％）であった。 

 ケア目標共有のカンファレンスに関することでは、看

護師・医師・リハビリスタッフ・医療ソーシャルワー

カー（以下MSWと示す）等多職種参加のカンファレンス

の開催が27件（33.8％）、看護師間の共有のカンファレ

ンス開催が29件（36.3％）、ケアマネジャーが召集する

担当者会議への参加が15件（18.8％）であった。 

 多職種との連携に関することでは、ケアマネジャーと

の連絡・調整が25件（31.3％）、訪問看護師との連絡調

整が21件（26.3％）、かかりつけ医との連絡調整が7件

（8.8％）、施設入所・転院の場合の施設・転院先の紹

介・調整が15件（18.8％）であった。 

 退院後の生活状況の確認に関することでは、電話での

退院後の生活状況の確認が5件（6.3％）、外来受診時の

退院後の生活状況の確認が11件（13.8％）、家庭訪問で

の退院後の生活状況の確認が6件（7.5％）、ケアマネ

ジャー、訪問看護師を通しての退院後の生活状況の確認

が8件（10％）であった。（表9） 

表8 研修受講者の所属部署の看護師数（n=80） 
看護師数 人数 
1～9人 6 
10～19人 15 
20～29人 25 
30～39人 12 
40～49人 3 
その他 4 
未記入 15 
計 80 

表7 研修受講者の所属部署の病床数（n=80） 
病床数 人数 
29床以下 4 
30～39床 5 
40～49床 13 
50～59床 26 
60～69床 6 
その他 6 
未記入 20 
計 80 

表9 所属部署において看護師が行っている退院支援内容(複数回答) 
退院支援内容（項目） 件数（％） 

①スクリーニングシートの記載 21（26.3） 

②入院時の退院に向けたアセスメントの実施 17（21.3） 

③退院支援計画の作成 12（15.0） 

④患者・家族の退院に向けた意向の確認 37（46.3） 

⑤患者・家族への介護に関する相談支援 35（43.8） 

⑥患者・家族への介護保険制度・福祉制度の利用の確認 28（35.0） 

⑦患者・家族への介護保険制度・福祉制度の説明 21（26.3） 

⑧患者・家族への在宅サービスの紹介 17（21.3） 

⑨患者・家族への医療機器・衛生材料の調達の調整 16（20.0） 

⑩看護師・医師・リハビリスタッフ・ＭＳＷ等多職種参加のカンファレンスの開催 27（33.8） 

⑪看護師間の共有のカンファレンス開催 29（36.3） 

⑫ケアマネジャーが召集する担当者会議への参加 15（18.8） 

⑬ケアマネジャーとの連絡・調整 25（31.3） 

⑭訪問看護師との連絡調整 21（26.3） 

⑮かかりつけ医との連絡調整 7（8.8） 

⑯施設入所・転院の場合の施設・転院先の紹介・調整 15（18.8） 

⑰電話での退院後の生活状況の確認 5（6.3） 

⑱外来受診時の退院後の生活状況の確認 11（13.8） 

⑲家庭訪問での退院後の生活状況の確認 6（7.5） 

⑳ケアマネジャー、訪問看護師を通しての退院後の生活状況の確認 8（10.0） 

○21 他に行なっている退院支援（自由記載）                           

情報提供、退院前家庭訪問、外出支援など 
11（13.8） 

 



岐阜県立看護大学紀要 第 12 巻 1 号，2012 

― 61 ― 

3．所属部署での退院支援を行う上での課題 

 所属部署で退院支援を行う上での課題に関しては、研

修受講者に自由記載を依頼し、その記載内容を分節に分

け、意味内容で分類した。その結果、記載内容は104件

のデータに分けられ、9つに分類された。以下〔 〕は

分類を示す。 

 看護職者の捉えた退院支援を行う上での課題は、〔多

職種間の連携が不十分〕20件〔入院時から退院に向けた

アセスメント・計画的支援が不十分〕19件、〔退院支援

への知識・認識・関心の不足〕18件、〔患者・家族の状

況により退院支援が困難〕11件、〔患者・家族の意向に

沿う事が困難〕9件、〔多職種参加のカンファレンスの開

催・定着が必要〕8件、〔退院支援体制の整備が必要〕7

件、〔退院支援の時期の見極めが困難〕6件、〔地域の社

会資源の不足〕6件の9つであった（表10）。 

Ⅳ．考察 

 A県内の医療機関の退院支援の現状、および看護職者

の捉えた退院支援を行う上での課題より看護職者が取り

組む退院支援の課題を明確にし、以下に述べる。 

1．医療機関の退院支援の現状 

 A県内の医療機関の中で、病院施設は104施設あり、

199床以下の病院が66施設（63.5％）、200～300床未満が

10施設（9.6％）となっており300床未満が73.1％を占め

ている（表1）。回答の得られた研修受講者の所属医療機

関42施設は、A県の病院のうち40.4％を占め、施設の規

模を見てみると300床未満が21施設（50.0％）、300床以

上が21施設（50.0％）であり、42施設には多様な規模

（病床数）の病院が含まれていることより、42施設の退

院支援の看護職者が捉える課題を、県内の医療機関の退

院支援の課題と捉えることとした。 

 一般病棟の入院基本料の算定おいて、2010年に入院早

期の加算が引き上げられ入院期間14日以内の加算が1日

につき450点となり、そのため医療機関の急性期医療は

集中的に治療をして早期の退院を可能とする手厚い看護

配置が想定され20)、より平均在院日数の短縮化に取り組

まざるを得なくなっているといえる。A県の42の施設で

は、看護配置は10対1および7対1の施設が約70％を占め

ていた。そして、平均在院日数が14日以内は11施設

（26.2％）、14日を越える施設が31施設（73.8％）となっ

ていた。A県では、診療報酬上は14日以内を目指しても、

多様な状況により在院日数の短縮が困難となっているこ

とが考えられる。 

 退院支援の部署の設置に関しては、全国の病院のうち

退院調整部門を有していたのは、2006年には30.6％、

2008年には58.9％となっており、2008年度の診療報酬改

定により現在はさらに増えているとみられる21)。今回の

調査対象の42施設のうち退院支援の部署を特においてい

ないとの回答は4施設であり、38施設（90.5％）が退院

支援の部署を設置していた。また、退院支援を担当する

職種としては、看護師が34施設（81.0％）ともっとも多

く、A県では退院支援部署の設置数の増加とともに、そ

の部署への看護職者の配属も増加しており、医療機関の

退院支援体制が整備されてきたといえる。 

A県の看護職者が行っている退院支援の実施内容（表

9）より、「患者・家族の退院に向けた意向の確認」

46.3％の回答が最も多くあり、患者・家族のニーズの把

握の重要性が意識されているといえる。「患者・家族へ

の介護保険・福祉制度利用の確認」「看護師間の共有の

カンファレンスの開催」「看護師・医師・リハビリス

タッフ・MSW等多職種参加のカンファレンス」「ケアマ

ネジャーとの連絡・調整」は約30％の人が行っていると

回答していたことより、院内・院外の多職種間の連携に

向けた取り組みが推進されているといえる。また、退院

支援の評価に関しては先行研究でも実施率は低く、洞内

ら22)は、退院調整サービスの質の向上のためにも退院後

の電話訪問やケアマネジャー・訪問看護師との情報交換、

外来受診日を利用した面接など多職種を交えた具体的な

評価方法を学ぶ必要があることを指摘している。A県で

は「外来受診時の退院後の生活状況の確認」13.8％「家

庭訪問での退院後の生活状況の確認」7.5％「電話での

退院後の生活状況の確認」6.3％と、多様な手段で患

者・家族の退院後の生活を把握しており、退院支援の評

価についても関心が向けられていることが示された。 

2．医療機関の看護職者の取り組む退院支援の課題の明

確化 

 A県の医療機関の看護職者が捉えた退院支援の9つの課

題（表10）を、退院支援の質向上に向けて重要と考えら

れる「患者・家族のニーズに対応するための看護実践」

「退院支援に関する看護職者の意識の変革」「退院支援の 
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表10 所属部署で退院支援を行う上での課題 （n＝80） 
分類 小分類 記載例 

多職種間の連携が
不十分（20件） 

多職種間の連携が不十分で
ある（9件） 

他職種との連携が上手くとれていない(PT,OTなど) 

医師の協力が得られにくい
（6件） 

医師より退院の話の出ていない患者、その家族は退院の受け入れに拒否
的なことが多くスムーズに進まない 

情 報 伝 達 が 不 十 分 で あ る
(3件) 

その人の情報（MSWに相談後どうなったのか、話の内容や進み具合など）
に関する事で各部門との連携がスムーズでない事がある 

退院調整看護師との密な連
携が必要である（2件） 

退院調整室と病棟看護師（担当）との密な連携 

入院時から退院に向
けたアセスメント･計
画的支援が不十分
（19件） 

入院時から退院に向けて準
備を進めていく必要がある（8
件） 

入院した時から退院支援は始まっているという意識を持って、看護にあ
たってもらうこと（退院許可が出たら丸投げなところもあるので） 

退院後の生活を見据えた支
援ができない（5件） 

入院時より家族や患者と十分にコミュニケーションをとり退院後の生活をど
うイメージしているか情報収集することがまず大事であると思う。そしてイ
メージした退院後の生活に近づけるような退院調整をしていくことが必要
であると思う 

介護負担・不安軽減のため
の介入が必要である（3件） 

病院の視点でなく在宅の視点へ180度視点を変えていくことが必要。退院
後も医療処置が継続となる場合、在宅ではだれが行うのか、処置に必要
な物品はどこで購入するかなど細かな介入をしていく事が必要 

退院に向けたアセスメントが
不十分である（3件） 

退院アセスメントのスキルが不十分な面もあり、そのトレーニングが必要と
思う 

退院支援への知識・
認識・関心の不足
（18件） 

知識・認識・支援内容に個人
差がある（8件） 

受け持ち看護師により退院後の生活を見据えた情報発信の時期、退院指
導、退院に向けた書類準備などに違いがある。看護部集合教育の中に退
院調整に関する研修が昨年より実施されるようになった。 

退院支援に関する知識が不
足している（7件） 

介護支援についてスタッフ全員が知識を深めて提供しなければいけない 

退院支援への認識・関心が
低い（3件） 

病棟内でのスタッフ間で退院調整に関心が低い 

患者・家族の状況に
より退院支援が困難
（11件） 

家族の在宅療養の受け入れ
が難しい（7件） 

退院時の回復状況を本人・家族が「それはむりではないか」と思う希望を
看護師に話すため、現状とのギャップを埋めることが大変。例えば脳梗塞
でなんとか一命を取りとめた状況なのに「歩けるようになってもらわないと」
といわれる家族が意外に多い 

高齢・独居等のため退院が
難しい（4件） 

高齢者や独居の患者が多いため入院が長期化したり入退院を繰り返すと
どうしても退院というイメージが困難になってしまう 

患者・家族の意向に
沿う事が困難（9件） 

患者・家族、医療職者の意向
にずれがある（5件） 

家族の気持ち、患者の気持ち、医師の気持ち、看護師の気持ち等が上手
に一致すれば調整も出来るが、在宅に行くか施設に行くかの迷いや施設
に行くとしてもすぐには探せない等 

患者、家族とのコミュニケー
ションが不十分である（3件） 

退院支援計画が立っても実際には、計画通り進まない事が多い。でも時
間、ゆとりがなく患者家族とのコミュニケーションがとれないまま事務的な感
覚で事を進めてしまいがちになる→こまめにベッドサイドへ行き患者、家族
とのコミュニケーションをじっくりとっていく事が重要と思います 

患者より家族の意向が優先さ
れる(1件） 

患者より家族の意志を優先した退院調整になっているため本人の意志を
尊重した退院調整をする 

多職種参加のカン
ファレンスの開催・定
着が必要（8件） 

多職種参加のカンファレンス
の開催が必要  （5件） 

医師・MSW・看護師・リハビリスタッフなど本人・家族を交え、外のケアマネ
ジャーとのカンファレンスの充実 

多職種参加のカンファレンス
の定着が必要 （3件） 

退院支援カンファレンスの定着と充実 

退院支援体制の整
備が必要（7件） 

病棟における退院支援体制
の整備が必要である（5件） 

入院時から病棟看護師が療養生活を視野に入れた看護を提供できるシス
テムの確立 

退院支援専従のスタッフが必
要である（2件） 

院内で専任の退院支援看護師が必要（現在は各病棟で委員の人が1名
いるが、夜勤もあり全てを把握できていない状態のため） 

退院支援の時期の見極めが困難（6件） 病状の変化が激しい治療方針の変更など、退院支援のタイミングがはかり
にくい 

地域の社会資源の
不足（6件） 

受け入れ施設がなかなか見
つからない（4件） 

病院全体でMSWが2名と少ないが、退院後に施設を希望される患者が多
く、調整しきれないまま社会的入院となっていることが多い 

地域の受け入れ体制が整備
されていない（2件） 

精神科で長期入院の方が多く（社会的入院）高齢になり家族の受け入れ
悪く、また社会の受け入れも整っていない。患者さんも長期入院の為、社
会に適応できず不安が大きい。初回入院や若い方は短期の入院で退院
される傾向にあるが、社会の偏見や生活のしづらさもあり、入退院を繰り返
す傾向にある。病院に併設されている施設と病院を行き来している場合も
ある。 
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組織的体制の構築」の視点で捉え、以下に考察する。 

1）患者・家族のニーズに対応するための看護実践 

 平松ら23)は在宅移行期の支援として、不安な気持ちに

寄り添う支援と入院早期から退院支援を開始し、療養者

と家族が望む生活について話し合い、両者の意思決定を

促す必要があることを示している。退院支援における入

院時アセスメントでは患者・家族の意向、患者自身の能

力や病状、疾患の理解や治療への協力、家族状況、社会

的環境など多角的なアセスメントが必要となり24)、患

者・家族の退院支援のニーズの把握につながることより、

本研究で示された〔入院時から退院に向けたアセスメン

ト･計画的支援が不十分〕という課題の解決が必要であ

るといえる。そして〔退院支援の時期の見極めが困難〕

という課題は、病状の変化や治療方針の変更があり、退

院支援を開始するタイミングが計りにくいことや、入院

時の患者・家族が動揺しているときから退院に向けた話

をすることが難しいことなどがあり、入院時のみでなく、

病状変化に合わせて複数回、退院に向けたアセスメント

を行う必要があることを示している。 

 また、患者・家族の意向の把握の際に、家族の在宅療

養への受け入れが悪いことや、高齢者世帯や独居者への

支援の困難による〔患者・家族の状況により退院支援が

困難〕であることが示された。それは、家族と関わる機

会がなかなか持てず、コミュニケーションが不十分であ

る場合や、それに関連して患者・家族と医療職者の意向

のずれがあり〔患者・家族の意向に沿うことが困難〕と

なっている場合があり、退院支援の困難さにつながって

いた。そのため、患者・家族のニーズに対応するために

は、入院早期から意図的に患者・家族の意向を聞く機会

を複数回もつことや、多職種を含めた退院後の生活に向

けたカンファレンスを開催することを含めた、計画的な

在宅移行への準備が必要であると考えられる。 

 そして、退院支援においては、カンファレンスを定期

的に開催して、院内の多職種同士がチームとして連携を

緊密にしていくことが重要となる。しかし看護職者は多

職種が協働で支援の目標や方法を検討する合同カンファ

レンスの企画に困難さを感じており実施率も低く、合同

カンファレンスの意義や運営方法について学ぶ必要があ

ると指摘されている25)。本研究でも退院支援の課題とし

て〔多職種間の連携が不十分〕が最も多く示されており、

退院後の療養生活の安心の確保に向けて〔多職種参加の

カンファレンスの開催・定着が必要〕の課題に取り組む

必要がある。 

 したがって患者・家族のニーズに対応するための看護

実践を実現するためには〔入院時から退院に向けたアセ

スメント・計画的支援が不十分〕〔退院支援の時期の見

極めが困難〕〔患者・家族の状況により退院支援が困難〕

〔患者・家族の意向に沿う事が困難〕〔多職種間の連携が

不十分〕〔多職種参加のカンファレンスの開催・定着が

必要〕の課題に取り組む必要があるといえる。 

2）退院支援に関する看護職者の意識の変革 

 〔退院支援への知識・認識・関心の不足〕の課題では、

看護師の知識や認識・支援内容に個人差があることや、

退院支援に関する知識不足等が示され、実際の退院に向

けたケアに関わる病棟看護師が知識をもって同様な支援

ができるよう、スタッフへの教育が求められている。院

内教育に退院支援の学習が取り入れられている医療機関

の看護師は、退院支援に関する研修会に積極的に参加し

て介護保険の知識を習得して患者・家族に紹介しており、

院内教育が退院支援行動に影響を与えているといえる26)。

また、退院調整看護師が病棟担当制となり各病棟で看護

師と協働で退院支援を進めることでスタッフ教育となっ

ている医療機関もあり27)、看護職者の意識の変革には医

療機関の現状に合わせた教育支援が必要であると考えら

れる。したがって、〔退院支援への知識・認識・関心の

不足〕は退院支援に関する看護職者の意識の変革のため

に取り組むべき課題であるといえる。 

3）退院支援の組織的体制の構築 

 病棟内での退院支援体制を確立するためには、病棟に

おいて退院支援推進の中核となる看護師を選出して、病

棟看護師が入院時から退院後の療養生活を視野に入れた

看護を提供できるよう、スタッフを支援していく体制づ

くりが必要である28)。そして、院内全体の退院支援体制

の整備のためには、退院調整看護師の専従化や、退院支

援に関わる委員会組織の設立など〔退院支援体制の整備

が必要〕が課題となる。また、院外も含めた退院支援体

制の構築に向けては、〔地域の社会資源の不足〕が課題

であり、地域での在宅療養環境が整備されていないこと

や、退院後の受け入れ施設の不足などが示されていた。

社会資源を増やすことは困難であるが、入院時より患
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者・家族の意向を確認し、意向に沿えるように、限られ

た資源の有効活用について地域の専門職と連携しながら

検討することは可能である。そして医療機関と地域の連

携を強化するためには患者情報の共有化が必要であり、

患者・家族を取り巻く多職種が参加してカンファレンス

を開催し、情報を共有して最適な役割分担をし、医療

サービスシステムを構築する必要があるといえる29)。 

 したがって〔退院支援体制の整備が必要〕〔地域の社

会資源の不足〕〔多職種間の連携が不十分〕は退院支援

の組織的体制の構築に向けて取り組むべき課題であると

いえる。 

 上記より、医療機関の看護職者が捉えた退院支援の9

つの課題の解決は、患者・家族の退院支援のニーズに対

応するための看護実践や、退院支援に関する看護職者の

意識改革、および退院支援の組織的体制の構築につなが

り、医療機関の看護職者が取り組む退院支援の課題であ

ると考える。 

Ⅴ．結論 

 本研究により、医療機関の看護職者が取り組む退院支

援の課題として、〔入院時から退院に向けたアセスメン

ト･計画的支援が不十分〕〔退院支援の時期の見極めが困

難〕〔患者・家族の状況により退院支援が困難〕〔患者・

家族の意向に沿う事が困難〕〔多職種参加のカンファレ

ンスの開催・定着が必要〕〔多職種間の連携が不十分〕

〔退院支援への知識・認識・関心の不足〕〔退院支援体制

の整備が必要〕〔地域の社会資源の不足〕が示された。

これらの課題を視点として各医療機関の退院支援の課題

を明確にし、その課題解決に向けた方策を検討し取り組

むことが、医療機関の退院支援の質向上に寄与すると考

える。 

 本研究では医療機関の看護職者が取り組む退院支援の

課題を明確にした。今後はその退院支援の課題解決の方

策を検討するために、A医療機関の6年間の退院支援の充

実の過程より退院支援の課題解決に向けた方策を明確に

する。そして方策を活用して複数の医療機関の退院支援

の課題解決の取り組みを支援し方策を検証していきたい。 
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Support for Linking Theory and Practice in Nursing Practice 
-Teachers’ Approaches for Substantial Support and Situation of Students- 

 

Rika Usami1), Mika Umezu1), Masashi Hotta1), Ai Morimoto2), Keiko Tsuboi2, 3), 

Yoko Matsumoto1), Keiko Fuse1), Naoko Kitamura1), Naomi Furukawa1), and Minako Okumura1) 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 近年、看護の統合分野における「看護の統合と実践」

に関して、看護基礎教育の最終段階に基礎分野から専門

分野全ての統合を効果的に行う前提として、早い段階か

ら各教員が各科目の適切な時期に「統合」することを体

験的に学ばせていく必要性があるとされている1)。その

ひとつとして学生が臨地実習における実践体験と学内で

学習してきた理論や知識を統合させることは看護実践能

力を修得するために重要であり、最終段階のみではなく

領域別実習等の早期の段階から実践と理論の統合を充実

させる意義は大きい。しかし、その実践と理論を統合す

ることを支援する方法には十分な知見が得られていると

は言い難い状況にあると思われる。 

 岐阜県立看護大学（以下、本学）では3年次の領域別

実習（3領域）において臨地実習後に領域毎に方法を工

夫しグループワーク（以下、GW）等を行い、「実践と理

論の統合」を図っている。領域別実習における3つの領

域のひとつである成熟期看護学領域（人間として成熟し

た存在としての成人・高齢者を対象とした看護学領域）

の「実践と理論の統合」におけるGWは、単に学生間の

体験の共有化だけではなく、体験の共有と自己の振り返

りを通して、これまでに学んだ理論を用いながら臨地実

習で自らが行った看護実践の意味を認識し、今後の実践

につながる形で普遍化させていくプロセスを学生自身が

体験しながら修得することを目的としている。看護の初

学者である学生がこのような思考のプロセスを修得して

いくためには、GWにおいて教員が果たすべき役割は大

きいと思われ、成熟期看護学領域の教員は「実践と理論

の統合」におけるGWの充実に向けて試行錯誤しながら

支援してきた。しかし近年、自己の体験の語りや看護実

践の意味の深い討議が難しい学生の状況が多く捉えられ、

また、支援方法について新任教員や若手教員が戸惑いを

感じたり、本学に長年所属している教員も悩みながら介

入している現状があった。以上のことから、学生がより

よく「実践と理論の統合」を図ることができるよう平成

22年度より教員間で研究的に検討を重ね、検討した内容

について実際に取り組み、GWの過程における学生の状

況について共有した。 

 そこで、本研究では成熟期看護学領域別実習において

「実践と理論の統合」を図る目的で行っているGW支援の

充実に向けた教員の取り組みを通じて、GWの過程にお

ける学生の状況を明らかにし、「実践と理論の統合」で

必要とされる教員の支援を検討することを目的とする。 
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Ⅱ．成熟期看護学領域別実習の概要 

1．実習内容 

 本学は看護系単科大学であり、授業科目は専門科目、

専門関連科目、教養科目で構成している。専門科目の基

礎的学習科目に地域基礎看護学と機能看護学、展開的学

習科目に育成期看護学と成熟期看護学の各2領域で構成

しており、1セメスターから一斉に開始する各看護学の

専門領域の概論から始まり、2～4セメスターに開講する

各領域の看護方法、5・6セメスターに開講する領域別実

習を経て卒業研究で終結する。領域別実習は7週間を1

クールとし地域基礎看護学領域、育成期看護学領域、成

熟期看護学領域の3領域で構成されており、1学年80名の

学生が3領域に分かれて実習を開始する。実習する領域

の順番は各グループによって異なり、1クール目に成熟

期看護学領域にて実習する学生は、2クール目と3クール

目に地域基礎看護学領域と育成期看護学領域にて実習す

る。成熟期看護学領域別実習では労働の場、一般病院、

高齢者ケア施設にて臨地実習を行い、実習要綱に示され

ている学習内容1と学習内容2の5つの健康課題別学習内

容を指針に、成熟期のケア対象者を受け持ち、看護過程

を展開する（表1）。学内では臨地実習前に「実践と理論

の統合1」、臨地実習後に「実践と理論の統合2」を行う

（表2）。「実践と理論の統合1」では臨地実習グループ毎

に臨地実習に向けた紙上患者看護過程の展開や技術演習

を行い、これまでの学びや臨地実習に向けた課題の確認

をする。「実践と理論の統合2」では教員との面接等を行

い、異なる施設で臨地実習を行った学生8～9名を1グ

ループとし、学内で2.5日間のGWと180分間の全体討議

を行う。そして、全体討議の内容も含めて自分なりに考

えた内容を各自レポートとして作成し、成熟期看護のあ

り方について考えを深める。今回は「実践と理論の統合

2」における教員の取り組みと学生の状況について焦点

を当てる。 

2．「実践と理論の統合2」におけるGWの概要 

 GW開始前に教員からGWの目的や臨地実習で体験・見

学したことすべてにおいて学んだ看護活動について共有

し、主体的にGWを行うよう伝えている。各グループで

司会と書記の役割決定及びタイムスケジュールの立案を

行い、実習施設の概要や特徴及びケア対象者の概要、実

施した援助とその目的、意味について共有する。共有の

際には学習内容1及び2-A～Eそれぞれの対象理解と看護

について話し合い、共有した看護実践体験を基に成熟期

看護において重要なことや課題について、これまでに学

んだ授業内容を踏まえて話し合う。 

表1 成熟期看護学領域別実習の目標・学習内容 
目標   

1． 健康課題の異なる成熟期にある人々とその家族の健康生活を理解し、看護過程を活用して、看護を実践するために必要な

基本的知識・技術・態度を養う。 

2． 成熟期の人々の健康生活を支援する保健医療福祉体制の実際と、その中で看護の役割・機能について理解を深める。 

3． 成熟期の人々とその家族への看護体験を通じて、成熟期看護の現状の課題と自己の課題を明らかにする。 

4． 1～3を通じて、成熟期看護に対する自己の看護の見方・考え方を考察する。 

学習内容1 成熟期にある人とその家族の健康生活を理解し、看護の役割と特性を学ぶ。 

学習内容2 健康課題の異なる成熟期にある人とその家族を理解し、看護の役割と特性を学ぶ。 

2-A 健康の維持・増進のための生活を確立する成熟期の人とその家族の看護 

2-B 健康の回復過程にある成熟期の人とその家族の看護 

2-C 生活の再編成が必要な健康障害をもつ成熟期の人とその家族の看護 

2-D 生活の再構築が必要な健康障害をもつ成熟期にある人とその家族の看護 

  2-E 人生の終末を迎える（迎えている）成熟期の人とその家族の看護 

表2 成熟期看護学領域別実習構成 
実践と理論の統合1 

（5日間：学内） 

臨地実習 

（25日間：学外） 

実践と理論の統合2 

（5日間：学内） 

・オリエンテーション 

・紙上患者看護過程 

・技術演習 

 学生4～5名/G 

（合計6G。約27名） 

・「労働の場おける看護」実習（3日間：2施設） 

・「一般病院における看護」実習（11日間：1施設） 

   【外科系・内科系】 

・「高齢者ケア施設における看護」実習 

（11日間：1施設） 

   【特別養護老人ホーム、 

介護老人保健施設、介護療養型医療施設】 

 学生4～5名/G（合計6G。約27名） 

・1日：教員との面接等（臨地実習期間中） 

・0.5日：教員との面接等 

・2.5日：GW 

 学生：8～9名/G 

（異なる施設で実習した学生で構成。1クール合計3G） 

教員：3～4名の教員が1Gを担当し、GWを支援する 

・0.5日：全体発表・討議 

・0.5日：レポート作成 
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 教員は教授、准教授、講師、助教の計13名で構成し、

各グループの担当は職位が偏らないよう3～4名で割り振

り、適宜GWに参加しながら支援を行う。 

Ⅲ．研究方法 

1．研究対象 

 本研究の対象は、平成22年度に「実践と理論の統合」

への支援を行った成熟期看護学領域の教員13名である。 

2．GW充実に向けた取り組みの方法とデータ収集方法 

 教員が各クールの実習終了後に「実践と理論の統合」

への支援に関する振り返りのミーティングを行い、そこ

で明らかとなった課題に対して次のクールに支援方法を

工夫し取り組んだ。振り返りのミーティングは各クール

終了後に90分程度行い、GWにおける学生の状況につい

て共有し「実践と理論の統合」を図るための課題につい

て話し合い、次回に向けた工夫点の検討を繰り返し行っ

た。参加者の許可を得てICレコーダーに発言内容を録音

し、逐語録を作成し分析データとした。 

 データ収集期間は、2010年4月から11月までとした。 

3．分析方法 

 逐語録を熟読し、学生の状況に関する発言内容を意味

が読み取れる範囲をひとまとまりとして抽出したものを

データとし、発言内容を損ねないように要約した。抽出

した発言のみでは意味がわからない場合は、発言の前後

の文脈を見て説明する語句を補足して要約した。そして、

意味内容が類似するものを分類して表題をつけた。さら

に、学生の状況には各クールで実施した教員の取り組み

が影響していると考えられたためクール毎に分けた。ま

た、教員がクール毎に話し合って決め、実施した取り組

み内容を整理した。分析においては主として研究者2名

で行い、その結果を共同研究者間で確認した。 

4．倫理的配慮 

 教員がミーティングで話し合う際、学生の傾向として

語り、個人が特定されないように十分配慮した。ミー

ティング参加者に対し、研究の目的・趣旨、参加・協力

の自由及び匿名性の確保を説明し口頭で同意を得た。な

お本研究は、岐阜県立看護大学研究倫理審査部会に倫理

審査を申請し、平成23年6月20日に承認を得た（承認番

号0003）。 

Ⅳ．結果 

 学生の状況に関する教員の発言の要約73データから28

分類（本文中《》で示す）が得られた。結果は、1～3

クールの時期別に教員がクール毎に話し合って決め、実

施した取り組みと併せて記述する。 

1．1クールにおける取り組みと学生の状況 

 前年度領域別実習終了時の振り返りの内容を踏まえ、

1ク－ルにおける教員の取り組みとして下記を実施した。

GWにおける支援を強化したこととして、看護実践の意

味づけが十分行えるよう、一つ一つ過程を踏んで丁寧に

振り返り意味づけが行えるよう導いた。また、討議が滞

る場合にはGWの目的の確認や授業資料等を用いた学習

の促進、道筋を立てるような声かけを行った。戸惑いな

がらGWを進める学生には、ともに考える姿勢で学生の

発言を根気強く待った。 

 このクールの学生の状況は表3に示す。《GWでお互い

に学び合うという姿勢が不足している》という状況があ

り、GWで役割を果たすことに対して消極的になる学生

の姿が見られた。学生の自らの看護実践の語りに関して、

《臨地では看護実践の意味づけができていたがGWでは意

味まで語らない》や《自らの看護実践の意味を整理しき

れず体験を十分伝えることが難しい》《GWの環境が十分

整っていないと積極的に自分の考えや思いを吐き出すこ

とが難しい》という状況が見られた。また《事例共有が

十分できない》というように、「事例共有の目的が理解

できず共有する方法が分からない」「すでに終了した臨

地での体験を実習グループ内では共有済みなのに、再び

他のグループに説明することに対して意味を見出すこと

ができずGWが進まない」というような状況が教員から

語られた（「」内要約データ例を示す）。教員の介入に対

して《教員の問いかけや意見に学生が強く影響される》

という状況や《教員が問いかけても反応が乏しく話し合

いが深まらない》《教員が着地点を模索しながら話して

も学生はそれを解釈して自分なりの考えを導き出してい

くことができる》《教員が道筋をたてるような介入をす

ると学生は素直に自分の考えや思いを発言することがで

きる》という状況が見られた。GWから成果を得た状況

としては《GWで考えて出した成果は自分の言葉で表現

できる》という状況や《最初は戸惑うが取り組む中で

徐々に学び方を理解し方向性を見出すことができる》と
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いう状況が見られた。 

2．2クールにおける取り組みと学生の状況 

 1クールの学生の状況から、GWの目的を理解して主体

的にGWに臨むという課題が見出され、2ク－ルにおける

教員の取り組みとして下記を実施した。1クールでの取

り組みは継続し、それに加えて、GW開始時に教員間で

学生の特徴やグループの雰囲気等情報共有した。GWの

目的について確認し理解不十分な場合は、実習要綱を用

いたGWの進行を促した。さらに、GWにおける支援方法

を変更したこととして、学生が受け持った対象の特徴を

考慮して臨地実習グループ単位でGWのグループ編成を

行った。 

 このクールの学生の状況は表4に示す。《GWでお互い

に学び合うという姿勢が不足している》という状況があ

り《GWを効果的に行うスキルが身についていない》と

いうGWにおける学生の姿勢やスキルが見られた。《臨地

では看護実践の意味づけができていたがGWでは意味ま

で語らない》一方、看護実践体験の共有は《体験が多い

内容については話し合いを深めることができる》という

状況が見られた。《グループ編成は話し合いの深まりに

影響する》や《臨地実習グループ以外のメンバーと改め

て話し合いの場を設けると話さなくなる》《グループと

して話し合いが深められていたとしても自らの看護実践

を深められないままでいる学生もいる》というように理

論の統合に向けた話し合いの状況があった。教員の介入

に対して《GWに教員が入ると学生は自由に進行できな

いと感じることがある》《教員が質問することで話し合

いが深まるがかなりの時間がかかる》という状況等が見

られた。 

3．3クールにおける取り組みと学生の状況 

 2クールでは、GWのグループ編成の方法を変更したが、

その時の学生の状況を踏まえ、3クールでは学生が自己

の体験について他者に伝える姿勢を養えるよう、異なる

施設で臨地実習を行った学生をランダムに振り分けてグ

ループを編成するように再度方法を変更した。グループ

編成の方法以外の1クール・2クールでの取り組みは継続

し、それらに加えて、GWの目的の説明を強化した。グ

ループ編成の変更に伴い臨地実習担当教員がGWに参加

できないケースもあったが、GW担当教員と臨地実習担

当教員が意識的に情報共有を行った。 

 このクールの学生の状況は表5に示す。看護実践体験

の共有に関して《人に伝えようとしたり相手の体験を積

極的に聞くという姿勢が見られる》《事例共有にはかな

りの時間と労力を必要とする》という状況等が見られた。

また、《健康課題にとらわれ過ぎて対象や実践した援助

を当てはめようとする傾向にある》というように、実習

要綱に示されている健康課題別学習内容にとらわれすぎ

て自分の看護実践の意味を再解釈する余裕がない等、十

分話し合いを深めることができない状況があった。理論

との統合に向けた話し合いの深まりについては《事例共

有後の話し合いの方向性に戸惑う》が《最初は戸惑うが

取り組む中で徐々に学び方を理解し方向性を見出すこと

ができる》という状況が見られた。 

Ⅴ．考察 

 学生は各領域の臨地実習でクールを重ねる毎に成長す

るため成熟度の違いがあると思われる。また、本研究期

間、教員は各クール終了時に支援方法を検討し取り組ん

だため、次のクールの学生の状況には教員の取り組みが

影響していると考えられる。よって、実習時期別に、教

員の取り組みと学生の状況、及びそこから考えられる

「実践と理論の統合」において必要とされる教員の支援

について考察する。 

1．実習時期別にみた教員の取り組みと学生の状況 

1）1クール 

 1クールは領域別実習最初の実習であるためGWに関す

る学生の姿勢やスキルが十分身についておらず、お互い

に学び合うという姿勢が不足している状況であったと思

われる。また、学生はGWで看護実践の意味まで語ろう

としない状況があり、その理由としてGWで看護実践の

意味まで語る目的が理解できていなかったということや、

臨地実習において看護実践の意味づけが十分行えていな

かったということが考えられる。さらに、事例共有が十

分できないという状況もあり、事例共有の目的や意味を

見出すことができていなかったと考えられる。看護実践

の意味を語る目的の理解不足や看護実践の意味づけの不

十分さ、事例共有の目的・意味の理解不足は自らの看護

実践を語ることを難しくさせ、看護実践体験の共有に至

らないと考えられる。粕谷ら2）は全体学習の場で、学生

が自己の体験を振り返り他者に話すことで自分の看護を 
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表3 教員が捉えた学生の状況（1クール） 
分類 要約データ例 

GWでお互いに学び合うという姿勢が不足
している 

GWで役割を果たすことに消極的な学生がいる 

臨地では看護実践の意味づけができていた
がGWでは意味まで語らない 

臨地実習中に精一杯看護を行い考えることができていても自分で行った看護についてGWで
他者に伝え、行った看護実践の意味を深めることができない学生もいる 
臨地実習で多くのことを学んだはずの学生がGWで自らの看護について語ることができない 

自らの看護実践の意味を整理しきれず体験
を十分伝えることが難しい 

臨地実習の中で自分が行った看護実践の意味を整理しきれずにGWに臨んだため、GWの中で
自分が行った看護を十分伝えることが難しい 
教員や施設の実習指導者としては意味のあるケアとして捉えていたことであっても、学生自
身が反省点が多いと感じたケアについては学生は意味を見出しにくくGWで語らない 

GWの環境が十分整っていないと積極的に
自分の考えや思いを吐き出すことが難しい 

GWの環境が十分整っていないために積極的に自分の考えや思いを吐き出すことができない
学生もいる可能性があり、そのような学生はストレスを感じている可能性がある 

事例共有が十分できない 

「実践と理論の統合」における事例共有の目的が理解できず共有する方法が分からない 
GWで施設及び事例の共有が十分にできず討論にならない 
すでに終了した臨地での体験を実習グループ内では共有済みなのに、再び他のグループに説
明することに対して意味を見出すことができずGWが進まない 

教員の問いかけや意見に学生が強く影響さ
れる 

話し合いが深められるよう事例共有の際に教員が問いかけると学生は混乱することがある 

教員が問いかけても反応が乏しく話し合い
が深まらない 

対象の病状悪化により学生が介入の困難さを感じた事例について、臨地実習に関与していな
い教員が問いかけても学生にとって深く考えるきっかけとならない 

教員が着地点を模索しながら話しても学生
はそれを解釈して自分なりの考えを導き出
していくことができる 

教員が着地点を探し迷いながら学生に話しても学生はそれを解釈して自分なりの考えを導き
出していくことができる 

教員が道筋をたてるような介入をすると学
生は素直に自分の考えや思いを発言するこ
とができる 

教員が道筋をたてるような介入をすることで学生が素直に自分の考えや思いを発言すること
ができる 

GWで考えて出した成果は自分の言葉で表
現できる 

GWで悩みながら考え出した成果であれば自分の言葉で表現することができる 

最初は戸惑うが取り組む中で徐々に学び方
を理解し方向性を見出すことができる  

学生はGWの中で要綱を用いながら丁寧に考えていくという方針に対して最初は戸惑うが取
り組んでいく中で徐々に理解でき「学び方を学んだ」と実感できる 
GWを行うに当たって最初は戸惑うがお互いに協力し方向性を導き出すことができる 

表4 教員が捉えた学生の状況（2クール） 
分類 要約データ例 

GWでお互いに学び合うという姿勢が不足
している 

話し合わなくてもいいのではないかという姿勢がみられる 
話し合って互いに学び合うことの自覚が足りない学生が一部にいる 

GWを効果的に行うスキルが身についてい
ない 

GWを早く終了させてしまおうとする 
GWの役割分担や進め方がわからない 
他者の事例紹介や意見に対する反応が少ない 
話し合いがスムーズでもその中で1～2人は発言できない学生がいる 

臨地では看護実践の意味づけができていた
がGWでは意味まで語らない 

臨地実習ではいい体験をして意味づけもできていたがGWで自分が実施した看護の深い意味
まで自ら語ろうとしない 
臨地実習中に自分自身が体験したことを報告して終わってしまう 

臨地実習中に自分自身が感じた心の揺れは
語られにくい 

臨地実習中に対象との関わりで自分自身が感じた心の揺れをGWでは語られにくい 

体験が多い内容については話し合いを深め
ることができる 

GWの方向性が見えてくるまでに時間がかかるが体験が多い内容については話し合いを深め
ることができる 

グループ編成は話し合いの深まりに影響す
る 

GWのメンバー全員が促しても発言が出てこないタイプの学生である可能性がある 
グループの中に自分が行った看護実践について語れる学生がいると学習も深まるが、語るこ
とが難しい学生のみで構成されていると話し合いを深めることが難しい可能性がある 
臨地実習中からカンファレンスでお互いに話し合うことができるグループは学内のGWも効
果的に行うことができる 

臨地実習グループ以外のメンバーと改めて
話し合いの場を設けると話さなくなる 

実習施設の異なる学生と改めて話し合いの場を設けると話さなくなる 

グループとして話し合いが深められていた
としても自らの看護実践を深められないま
までいる学生もいる 

グループとして話し合いができていたとしても、臨地実習中に受け持ち対象の変更等により
大変であった一部の学生は意味づけまでできていない可能性がある 
グループとして話し合いができていたとしても中には看護実践の意味づけが十分できていな
い学生もいる 

「実践と理論の統合」の目的が理解できな
いまま話し合っている傾向がある 

なぜ話し合わなければいけないのかという意味合いについて腑に落ちないまま話し合う学生
が増えている傾向にある 

教員の問いかけや意見に学生が強く影響さ
れる 

学生は教員が言うことはすべて正しいと思って聞き入れてしまう 

教員が問いかけても反応が乏しく話し合い
が深まらない 

事例共有の際に話し合いが深められるよう教員が問いかけても反応がない 
事例共有の際に教員が内容を深めるため問いかけてもそれ以前に話題に出ていたという理由
で話そうとしない 
教員が介入すると自分たちの話し合いをやめてしまい反応しない 

GWに教員が入ると学生は自由に進行でき
ないと感じることがある 

教員の存在自体が学生に緊張を与えている可能性があり教員が参加していることで学生は正
しいことを言わなくてはいけないと思ってしまう 
教員不在の方がグループでスムーズな話し合いができるという思いが学生の中にある 
GWで活発に話し合えるよう教員が学生に発言を促しても学生は教員不在の方が発言できる
と主張する 
教員が入ることで深く討議することが求められるため教員不在時に早く進めようとする 

教員が質問することで話し合いが深まるが
かなりの時間がかかる 

教員が内容を深めようと学生に質問することで深い内容の話ができる状況であるが時間がか
かってしまう 
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振り返り、他者の事例を聞きながら思考することで、体

験できなかった知識や技術について確認し、自己の学び

とする機会になっていると述べているように、「実践と

理論の統合」ではまず臨地実習でのお互いの経験と学び

の共有が大切であると考える。この時教員は看護実践の

意味づけが不十分である学生に対して意味づけが行える

よう導き、討議が滞る場合にはGWの目的を確認し、道

筋を立てるような声かけを行っており、さらに、戸惑い

ながらGWを進める学生に対しては、ともに考える姿勢

で学生の発言を根気強く待った。その結果、学生が自分

なりの考えを導き出し、素直に自分の考えや思いを自分

の言葉である程度表現できるようになったと思われる。

また、最初は戸惑うが取り組む中で徐々に学び方を理解

し、方向性を見出すことができた。このことから、教員

は学生の持つ力を信じ、共に考える姿勢で見守りつつ、

道筋を立てるような介入をすることで、学生自身の持つ

力を引き出すことができたと考えられる。しかし一方で、

教員の意見に強く影響されたり、教員が問いかけても反

応が乏しく話し合いが深まらないという状況や、GWの

環境が整っていないと積極的に自分の考えや思いを吐き

出すことが難しいという状況もあった。教員の問いかけ

や意見は学生にとって影響力があるため、介入し過ぎる

ことで学生の主体的な発言を減らす可能性があることや

GWメンバー及びGWメンバー間の臨地実習施設の特徴の

違いによって学生の看護実践の語りに影響する可能性が

あると示唆された。 

2）2クール 

 2クールでは、1つめの領域の実習を終了し、実習に対

する新鮮な気持ちがやや薄れてきている場合があり、そ

のことがGWでお互いに学び合うという姿勢の不足や、

GWを行うスキルが十分身につかない状況につながった

可能性がある。また、臨地では看護実践の意味づけがで

きたがGWでは意味まで語らない状況があった背景には、

教員がGWの目的の確認や実習要綱を用いてGWの進行を

表5 教員が捉えた学生の状況（3クール） 
分類 要約データ例 

人に伝えようとしたり相手の体験を積極
的に聞くという姿勢が見られる 

異なる施設で臨地実習を行った学生をランダムに振り分けた学生でGWを行うと、人に伝え
ようとする姿勢やわからないことを自ら質問するという姿勢が見られる 

お互いの事例共有に努める様子はあるが
事例背景が理解しづらい 

異なる施設で臨地実習を行った学生をランダムに振り分けたグループでGWを行うとお互い
の事例について聞こうとする姿勢があるが、自分の事例を十分伝えきれないときに臨地実習
グループのメンバーや担当教員がいない学生はうまく伝えきれない 

異なる施設で臨地実習を行った学生をランダムに振り分けたグループでGWを行うと、他の
学生に自分の行った看護実践について伝えるためには細かい説明が必要だという認識があり
普段よりは伝えようとする姿勢があるが、事例の背景がわからないことが多く教員の介入な
しでは深めることが難しい 

GW時に臨地実習の担当教員やグループメンバーがいない学生の中には発表する勇気が出ず
孤立している学生もいる 

健康課題にとらわれ過ぎて対象や実践し
た援助を当てはめようとする傾向にある 

話し合いの内容が健康課題にこだわり過ぎている傾向がある 

健康課題にとらわれすぎて自分の看護実践の意味を再解釈する余裕がない 

健康課題に当てはめようとする傾向がありそれによってまとめようとするため十分話し合い
を深めることができない 

お互いの事例共有を行うことで自身の体
験を見つめなおすことができる 

異なる施設で臨地実習を行った学生をランダムに振り分けたグループでGWを行い、お互い
の事例を理解できるようきちんと説明することで、お互いに自分のやってきたことをもう一
度見つめなおすことができる 

異なる施設で臨地実習を行った学生をランダムに振り分けたグループでGWを行い、自分の
看護実践の意味と他の学生の体験を照らし合わせることで自分の体験を見つめなおすことが
できる学生もいる 

異なる施設で臨地実習を行った学生をランダムに振り分けたグループでGWを行い、多くの
事例や他者の意見を聞くことで様々な考えをもち発表することができる 

事例共有にはかなりの時間と労力を必要
とする 

異なる施設で臨地実習を行った学生をランダムに振り分けたグループでGWを行うと、メン
バー全員の事例を理解するのに多くの時間と労力が必要である 

事例共有に多くの時間を費やす 

事例共有に時間がかかり看護実践の意味
を理解し学びを深めることが難しい 

事例共有に時間がかかり過ぎて最終的には自分の事例を振り返り健康課題のどの視点に当て
はまるか各自で考え発表に至るため、お互いの事例の看護実践の意味を深く考える時間がな
い 

GWの時間が限られている中で事例を深めようとする姿勢もあるのだが焦りがあり深めきれ
ない様子がある 

臨地実習グループ以外のメンバーと改め
て話し合いの場を設けると話さなくなる 

臨地実習グループのメンバー以外とGWを行ったことであまり意見を言わなくなった学生も
いるかもしれない 

GWで十分深められないまま全体発表を
行うと混乱が生じる 

学生は自分が看護実践したことだけではなく実習施設のこともすべて共有しなくてはなら
ず、限られた時間の中でやっと学びが深まったところでの全体発表となるためせっかく深
まった学びが混乱へと変わってしまう 

事例共有後の話し合いの方向性に戸惑う 事例共有は十分話し合いができたがその後の話し合いの方向性で戸惑う 

最初は戸惑うが取り組む中で徐々に学び
方を理解し方向性を見出すことができる  

最初は学生自身が臨地実習で何を行ってきたのかすら言えないような状況であっても日が経
つにつれてGWで話し合い方が理解できる 
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促進しても、GWで看護実践の意味まで語る目的が十分

理解できない状況があったと考えられる。しかし、体験

が多い内容については話し合いを深めることができてお

り、GWメンバーの多くが体験した内容については共有

しやすいと考えられ、事前にGWの目的や方法について

説明していても実際にGWに取り組む中で学生自身がGW

の意味を見出し理解するという過程が必要であると考え

られた。理論との統合に向けた話し合いの深まりでは、

臨地実習グループ以外のメンバーと改めて話し合いの場

を設けると話さなくなる等の状況があり、グループメン

バーの関係性が影響していたと考えられる。2クールで

は教員の取り組みとして、学生が受け持った対象の特徴

を考慮して臨地実習グループ単位でGWのグループ編成

を行ったが、それでも臨地実習グループのメンバーの関

係性や発言が出てこないタイプの学生等メンバー構成の

偏りが影響し十分深められない状況があると捉えられた。

藤野3）はGWのメンバーのやる気にばらつきがあり、課題

に取り組む姿勢の違いや、一部のメンバーばかりが発言

すること、発言の少ないメンバー・非協力的なメンバー

など影響力のあるメンバーに対する困難がみられると述

べており、グループ編成はGWに影響すると考えられる。

また、教員が質問することで話し合いは深まるがかなり

の時間がかかることや、GWに教員が入ると学生は自由

に進行できないと感じることがあり、話し合いを深める

ために教員の介入は必要だが学生は自由な進行ができず、

主体的な進行や発言をしなくなる可能性がある。 

3）3クール 

 3クールは、学生の状況として1、2クールで捉えられ

たようなGWでお互い学びあう姿勢の不足やスキルの問

題は教員からは語られなかった。このクールは、領域別

実習の総まとめとなる時期であり、GWに関する姿勢や

スキルは概ね身についてきていると考えられ、自らの看

護実践を主体的に語り、方向性を見出す力を持っていた

ためと考えられる。また、異なる施設で臨地実習を行っ

た学生をランダムに振り分けたことで、事例共有にはか

なりの時間と労力を要するが、人に伝え相手の体験を積

極的に聞くという姿が見られ、お互いの事例共有に時間

はかかるが伝えようとする、他者の体験を聞く姿勢が養

われたと思われる。しかし、GWで「実践と理論の統

合」を図っていくための方法が分からず健康課題にとら

われ過ぎる傾向や事例共有後の話し合いの方向性に戸惑

う状況もあり、「実践と理論の統合」を図っていく方法

が理解できていないと話し合いの方向性が分からず効果

的にGWが行えないと考えられる。GWにおいてグルー

プ・ダイナミクスが機能しない要因の一つとして、グ

ループ学習本来の目的や方法が理解されていないことが

挙げられ、このような状況でGWを行った場合には学習

のプロセスを重視できずに結果だけを追い求める機械的

な分担学習になってしまう4）。GWで「実践と理論の統

合」を図っていく方法について教員が助言等を適宜行う

ことは重要な支援であると思われる。一方で、最初は戸

惑うが取り組む中で徐々に学び方を理解し方向性を見出

すことができるという状況もあり、学生が「実践と理論

の統合」の方法を十分理解してGWを開始することは非

常に難しいことも踏まえた上で、戸惑いながらも学び方

を学ぶことができる学生の力に期待しながら、着実に

「実践と理論の統合」を図るプロセスを修得できるよう、

教員も根気強く支援していく覚悟が必要であると考える。 

2．「実践と理論の統合」において必要とされる教員の支

援 

 学生のGWにおける姿勢やスキルは領域別実習の開始

初期の段階では十分身についていないため、学生個々の

姿勢やスキルを見極めながら、GWの目的や方法を伝え

る必要がある。また、学生の持つ力を信じ、主体性の高

まりの程度を見極める高度な能力が求められることを自

覚しておく必要がある。 

 看護実践の語りでは、看護実践の意味づけの不足や看

護実践の意味を語る目的の理解不足があると学生は深く

語ることが難しい。そのため、まずは臨地実習中に対象

理解のプロセスや看護展開を図る中で健康課題を明らか

にし、自らが行った看護実践の意味づけができるよう介

入する。そして、学生の持つ力を引き出し自己の体験を

振り返る機会を意識的に提供する必要がある。またGW

の目的・方法の確認を行い着実に「実践と理論の統合」

を図るプロセスを修得できるよう、教員は根気強く支援

していく必要があると考えられる。その中で教員の存在

や発言は学生に影響を与えることを認識して言動に注意

するとともに、GWの状況を見極めながらGWに参加して

教員間で情報共有し、学生個々の学びや個性、グループ

の特徴を見極めて介入する必要がある。 
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 学生は実習を重ねることで看護実践体験について徐々

に語れるようになるが、看護実践体験の共有ではグルー

プ編成の影響が大きいため、できる限りメンバーシップ

や主体性が発揮できるよう学生個々の姿勢やスキルを見

極め、異なる施設で臨地実習を行った学生をランダムに

振り分ける等グループ編成に配慮する必要があると考え

る。その際、学生をランダムに振り分けることでお互い

の事例背景が理解しづらくなり、事例共有にかなりの時

間や労力が必要となるため、限られた時間の中でお互い

の事例背景について十分理解できるような手助けが必要

であると思われる。また、臨地実習担当教員は意識的に

GW担当教員と情報共有を行い、学生が自らの看護実践

を語れるよう介入することが重要である。 

Ⅵ．本研究の限界と課題 

 本研究で明らかにした「実践と理論の統合」における

GW中の学生の状況は限られた場面から導かれたという

限界があるが、教員の支援の充実に向けた貴重な示唆は

得られたものと考える。また、今回は教員が捉えた学生

の状況であるため、今後は「実践と理論の統合」を図る

中での学生の学びや思い等の率直な意見を確認して検討

していく必要がある。 

Ⅶ．まとめ 

 「実践と理論の統合」を図る中で支援の充実に向けた

取り組みと教員が捉えた学生の状況から、必要とされる

教員の支援について検討した結果、看護実践の語りや体

験の共有、理論との統合に向けた話し合いの深まりには

学生の成熟度やグループ編成、教員の介入、GWの目

的・方法の理解が影響することが明らかとなった。また、

最初は戸惑うがGWに取り組む中で学び方を理解し、方

向性を見出す学生の力も明らかとなった。 

 今後はこの現状を踏まえ、GWの目的・方法の明確な

説明や臨地実習で看護実践の意味づけの意識が高まるよ

うな働きかけ、学生の主体的な学びにつながるアドバイ

ス方法やグループ編成への配慮が必要である。 

 なお、本研究は日本看護学教育学会第21回学術集会に

発表したものに加筆・修正したものである。 
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機能看護学を基盤にした看護実践におけるマネジメント能力の発揮状況 
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Practice of Management Skill in Nursing of Graduates Learned Management in Nursing 
 

Mihoko Ryoha1), Michiko Konishi1), Mayuri Hashimoto1), Satomi Suzuki1), 

Tamiko Nishizono1), Mariko Hyakutake1), and Michiko Tanabe2) 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 機能看護学は、従来の看護管理学、看護教育学、看護

情報学を統合する方法で、2000年に全国に先駆けて本学

の講座として始まった。教育の特徴は、ヒューマンケア

の基本的能力を基盤に看護専門職としての看護実践の主

柱となるマネジメント能力に焦点を当てているところで

ある。教育のねらいは、発達段階ごとの看護の領域に伴

走しながら、保健・医療・福祉の領域を広い視野で捉え、

利用者を中心としたケア体制づくり、ケア環境を整え調

整していく能力、豊かな人間性を基盤とした倫理的判断

能力、自己のキャリアを自ら開発し発達させていく自己

学習能力の育成である。 

 これらの能力は2008年12月に出された中央教育審議会

答申「学士課程教育の構築に向けて1）」にある学士力の

態度・志向性に合致した内容であり、2011年3月に文部

科学省検討会より出された「学士課程においてコアとな

る看護実践能力と卒業時到達目標2）」では、2004年3月の

報告3）より強化した内容となっている。看護系大学を卒

業した看護職者の看護実践能力に関する研究は、2004年

の報告4）後に散見される5～10）が、看護実践におけるマネ

ジメント能力に焦点を当てた研究はない。 

 2010年度には開学して10年が過ぎ、本学を卒業した第

1期生の看護実践経験が7年目となり、中堅と呼ばれる時

期までキャリアを積み重ねている。そこで、本研究では、

機能看護学を系統的に学修し、看護におけるマネジメン

ト能力の基礎的能力を修得した本学卒業者の卒業後の看

護実践におけるマネジメント能力の発揮状況を明らかに

することを目的とする。これにより基礎教育としての機

能看護学の教育内容を評価し、生涯学習支援を視野に今

後の課題を確認する。 

Ⅱ．用語の定義 

1．看護実践におけるマネジメント能力 

 看護マネジメントにおいて管理サイクルにPDCA

（Plan-Do-Check-Action）サイクルを活用する11）ことか

ら、看護実践を効率的かつ効果的に充実・改善していく

ためのPDCAサイクル（以下、マネジメントサイクルと

する）を意図的に運営する知識・技術とする。 

2．看護実践におけるマネジメント能力の発揮状況 

 看護実践において、上記にあげたマネジメントサイク

ルを運営するために必要な能力の活用をマネジメント能

力の発揮とし、発揮している人の割合である発揮率の看

護実践経験年数による変化をマネジメント能力の発揮状

況とする。 

3．看護実践におけるマネジメント能力の発展過程 

 看護実践におけるマネジメント能力の発揮率が、看護

実践経験を積み重ね経年的に高まっていく過程を発展過

程とする。 
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Ⅲ．機能看護学の概要 

 機能看護学の主な構成要素は、≪ヒューマンケア≫、

≪マネジメント≫、≪人材育成≫、≪情報管理≫であり、

①一人ひとりがよい看護をし、②組織としてよい看護を

し、③その中で人材が育っていくことに役立つ、看護実

践を支え、発展させる機能を追求する学問である。専門

科目の基礎的学修科目に位置づき、必修は5科目5単位で

ある。機能看護学の概要について、調査項目に沿って以

下に説明する。表1に機能看護学のカリキュラムと看護

実践におけるマネジメント能力との関連を示す。 

 仕事の調整に関することは、1セメスターの機能看護

学概論において看護ケアの実施にあたり優先順位を考え

ていく必要性について教授している。メンバーシップ・

リーダーシップについては領域別実習終了後の6セメス

ターに開講している機能看護方法3（組織とマネジメン

ト）において教授し、さらに学生自身の看護実践経験を

振り返り、そのあり方について学生自身の討議により理

解を深めている。 

 情報活用に関することは、3セメスターの機能看護方

法1（看護情報）において、看護の目的および倫理に

適った情報活用や看護の責任と看護記録について教授し

ている。また、4セメスターの機能看護学演習（看護情

報演習）では看護の目的および対象に合った効率的かつ

効果的な情報収集のあり方について演習形式で展開し、

さらに理解を深めている。 

 自己の成長や看護職のキャリア開発に関することは、

機能看護学概論と機能看護方法2（キャリアマネジメン

ト）で教授している。機能看護学概論では、人として生

涯にわたり成長・成熟し看護専門職としてヒューマンケ

アができるように自己のマネジメントの意義について考

え始め、機能看護方法2（キャリアマネジメント）では、

看護専門職としての自己のキャリアを意識し、活用でき

る資源を理解してキャリア設計を描くことの必要性や社

会における看護専門職のあり方について考えている。 

 チーム医療に関することや組織に関することは、機能

看護学概論においては、看護観を育むための看護におけ

る組織・活動の場の基礎的理解につながるように、組織

に関する学習を一部組み入れている。また、チーム医療

における情報の共有に関することは、機能看護方法1

（看護情報）および機能看護学演習（看護情報演習）に

おいて教授している。主には6セメスターに開講してい

る機能看護方法3（組織とマネジメント）において領域

別実習での学生自身の体験を素材に、①優れた組織の条

件、すなわち理念・価値・目標のもと一貫性のある看護

実践を行い、変化・改革を起こすことのできる組織とは

何か、②組織におけるリスクマネジメントとその意義、

③組織・チームにおける看護専門職としての個人の貢献

のあり方について考えを深めている。 

表1 機能看護学のカリキュラムと看護実践におけるマネジメント能力との関連 

セメスター 科目名 看護実践におけるマネジメント能力 

1 機能看護学概論 

自己の成長や看護職のキャリア向上に関すること⑪ 

仕事の調整に関すること① 

組織に関すること⑳ 

2   

3 機能看護方法1（看護情報） 
情報活用に関すること⑥⑦⑧⑨⑩ 

チーム医療に関すること⑮ 

4 

機能看護方法2（キャリアマネジメント） 自己の成長や看護職のキャリア向上に関すること⑪⑫ 

機能看護学演習（看護情報演習） 
情報活用に関すること⑥⑦⑧⑨⑩ 

チーム医療に関すること⑮ 

5   

6 機能看護方法3（組織とマネジメント） 

仕事の調整に関すること②③④⑤ 

チーム医療に関すること⑬⑭⑮⑯⑰ 

組織に関すること⑱⑲⑳○21  

7 機能看護学卒業研究Ⅰ＊選択  

8 機能看護学卒業研究Ⅱ＊選択  

注）看護実践におけるマネジメント能力の番号は調査項目番号を示す 
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Ⅳ．方法 

1．調査対象 

 A県内の病院に勤務している卒後7年目までの本学卒業

者および比較対象群として本学以外の看護系学士課程卒

業者を対象とした。 

2．調査方法 

1）A県内の病院104施設を対象に看護部長等宛に調査の

依頼文を送付し、返信用葉書の同意書への署名および返

信をもって調査の同意を得た。合わせて該当の対象者数

に関して情報提供を得た。 

2）調査の同意が得られた施設を対象に個別に封をした

依頼文および質問紙を施設宛に送付し、看護部等を通じ

て対象者に無記名の自記式質問紙調査用紙を配布した。

回答は自由意思により行えるように、個別の郵送による

直接返信を依頼し回収した。 

3．調査時期 

 2010年8月から10月にかけて実施した。 

4．調査項目 

 基本項目として、卒業年度、看護実践経験年数、出身

大学（本学卒業者か否かのみ）を尋ねた。マネジメント

能力に関する項目は、学士課程における機能看護学の教

授内容から、A仕事の調整に関すること5項目、B情報活

用に関すること5項目、C自己の成長や看護職のキャリ

ア向上に関すること2項目、Dチーム医療に関すること5

項目、E組織に関すること4項目、全21項目を一覧に示し、

看護実践において看護専門職として活用しているマネジ

メント能力に該当する項目のチェックボックスへ✓点に

よるチェックを求めた。 

5．分析方法 

 単純集計後、本学卒業者および他大学卒業者について、

マネジメント能力の各変数のクロス集計とカイ二乗検定

を行った。分析には、統計解析ソフトSPSS ver. 19 for 

Windowsを使用し、有意水準は5％とした。経験年数につ

いては人数の偏りがみられたため、各項目の経験年数別

発揮率から本学卒業者および他大学卒業者の発揮状況の

傾向を比較した。 

6．倫理的配慮 

 調査対象者へは、本研究の目的およびデータの活用方

法等について説明書を用いて説明し、回答・返信をもっ

て調査への同意とみなした。調査協力への自由意思は個 

別の直接返信により保障した。また、質問紙は無記名と

し匿名性を保障した。研究は岐阜県立看護大学研究倫理

審査部会の承認（承認番号2210）を得て実施した。 

Ⅴ．結果 

1．対象の属性 

 協力の得られた13施設に勤務する学士課程卒業後1年

目から7年目までの看護職者330名の調査対象者のうち、

195名から返信があり（回収率59.1％）、有効回答者は

190名であった。その内訳は、本学卒業者46名（24.2％）、

他大学卒業者144名（75.8％）であった。本研究では比

較対象群としてほぼ同数になるように、人数に偏りの

あった1施設を除いた12施設、全76名を対象とした。そ

の内訳は、本学卒業者37名、他大学卒業者39名であった。 

 本学卒業者のうち、看護実践経験1～2年目は13名、3

～4年目10名、5～6年目12名、7年目は2名であった。他

大学卒業者のうち、看護実践経験1～2年目は6名、3～4

年目12名、5～6年目18名、7年目3名であった。 

2．経験年数別にみたマネジメント能力の発揮状況 

 全21項目において看護実践経験1～7年目の本学卒業者

と他大学卒業者の各マネジメント能力の発揮率に有意差

はなかった。また、7年目は、ほとんどの項目で100％の

発揮率であった。 

 経験年数別にみた看護実践におけるマネジメント能力

の発揮状況について表2に示す。本文中、看護実践にお

けるマネジメント能力の各項目を＜＞で示す。 

1）仕事の調整に関する能力 

 ＜①看護活動の優先順位を考えその日の仕事を調整す

る＞は、本学卒業者において看護実践経験1・2年目9名

（ 69.2％）、 3・ 4年目 9名（ 90.0％）、 5・ 6年目 11名

（91.7％）が発揮しており、3・4年目以降高い発揮率で

あった。他大学卒業者は1・2年目から80％以上の発揮率

であった。 

 ＜②課題に応じてリーダーシップを発揮する＞は、本

学卒業者において1・2年目1名（7.7％）、3・4年目2名

（20.0％）、5・6年目は8名（66.7％）が発揮していた。他

大学卒業者は1・2年目0名、3・4年目4名（33.3％）、5・

6年目15名（83.3％）であり、両群共に経験年数を経て

発揮率が高まる傾向にあった。 

 ＜③課題に応じてメンバーシップを発揮する＞は、本 
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表2 看護実践におけるマネジメント能力の経験年数別発揮状況 

看護実践における 
マネジメント能力 

本学卒業者 (%) 他大学卒業者 (%) 
1･2年目 
n＝13 

3･4年目 
n＝10 

5･6年目
n＝12 

7年目 
n＝2 

計 
n=37 

1･2年目
n＝6 

3･4年目
n＝12 

5･6年目 
n＝18 

7年目 
n＝3 

計 
n=39 

A 仕事の調整に関すること 
①看護活動の優先順位を考
え、その日の自分の仕事を
調整する 

9（69.2） 9（90.0） 11(91.7) 2(100) 31(83.8) 5(83.3) 11(91.7) 18(100) 3(100) 37(94.9)

②課題に応じてリーダー
シップを発揮する 

1(7.7) 2(20.0) 8(66.7) 2(100) 13(35.1) 0(0) 4(33.3) 15(83.3) 3(100) 22(56.4)

③課題に応じてメンバー
シップを発揮する 

6(46.2) 9(90.0) 9(75.0) 2(100) 26(70.3) 4(66.7) 11(91.7) 15(83.3) 2(66.7) 32(82.1)

④チームメンバーとして、
自分の仕事だけでなく他の
メンバーの仕事を支援する
ように行動する 

12(92.3) 10(100) 11(91.7) 2(100) 35(94.6) 3(50.0) 9(75.0) 18(100) 3(100) 33(84.6)

⑤チームリーダーとして全
体的に仕事を調整する 

0(0) 2(20.0) 10(83.3) 2(100) 14(37.8) 0(0) 4(33.3) 15(83.3) 3(100) 22(56.4)

B 情報活用に関すること 
⑥看護の目的を考えて情報
を活用し、看護行為を意思
決定する 

7(53.8) 10(100) 8(66.7) 2(100) 27(73.0) 2(33.3) 9(75.0) 11(61.1) 3(100) 25(64.1)

⑦対象者の意思決定を支援
するために、適切な十分量
の情報を提供する 

7(53.8) 6(60.0) 10(83.3) 2(100) 25(67.6) 2(33.3) 8(66.7) 15(83.3) 3(100) 28(71.8)

⑧情報を活用して評価を行
い、次の計画に活かす 

9(69.2) 7(70.0) 8(66.7) 2(100) 26(70.3) 3(50.0) 7(58.3) 15(83.3) 3(100) 28(71.8)

⑨看護の責任を考えた上で
必要な情報を記録する 

11(84.6) 8(80.0) 11(91.7) 2(100) 32(86.5) 4(66.7) 10(83.3) 13(72.2) 3(100) 30(76.9)

⑩倫理に適った方法で情報
を扱い管理する 

11(84.6) 7(70.0) 11(91.7) 2(100) 31(83.8) 2(33.3) 9(75.0) 13(72.2) 3(100) 27(69.2)

C 自己の成長や看護職のキャリア向上に関すること 
⑪看護専門職として自己を
成長させるために、必要な
資源を計画的に活用する 

5(38.5) 7(70.0) 8(66.7) 2(100) 22(59.5) 4(66.7) 8(66.7) 10(55.6) 3(100) 25(64.1)

⑫他の看護職の指導・教育
や学生教育に意図的に関わ
る 

1(7.7) 2(20.0) 9(75.0) 2(100) 14(37.8) 0(0) 4(33.3) 8(44.4) 3(100) 15(38.5)

D チーム医療に関すること 
⑬チーム医療における看護
職の位置づけを考え役割を
果たす 

6(46.2) 8(80.0) 7(58.3) 2(100) 23(62.2) 2(33.3) 8(66.7) 11(61.1) 3(100) 24(61.5)

⑭チーム医療における看護
の役割を考えプライマリー
ナースとして利用者のケア
に責任をもつ 

8(61.5) 8(80.0) 10(83.3) 2(100) 28(75.7) 3(50.0) 10(83.3) 13(72.2) 3(100) 29(74.4)

⑮チーム医療を推進するた
めに、他職種の専門性を理
解した上で適切な情報を共
有する 

5(38.5) 5(50.0) 11(91.7) 2(100) 23(62.2) 2(33.3) 9(75.0) 11(61.1) 3(100) 25(64.1)

⑯利用者の個別ニーズの充
足に向けてチームメンバー
や他職種と連携・協働する 

10(76.9) 6(60.0) 10(83.3) 2(100) 28(75.7) 2(33.3) 8(66.7) 16(88.9) 3(100) 29(74.4)

⑰地域での生活を想定し、
地域のサービス提供者と連
携・協働する 

4(30.8) 4(40.0) 8(66.7) 2(100) 18(48.6) 1(16.7) 5(41.7) 9(50.0) 3(100) 18(46.2)

E 組織に関すること 
⑱医療安全や感染予防のた
めに、リスクをマネジメン
トし行動する 

7(53.8) 10(100) 7(58.3) 2(100) 26(70.3) 4(66.7) 8(66.7) 10(55.6) 3(100) 25(64.1)

⑲委員会活動やプリセプ
ターなど、組織の中の自分
の役割に基づき行動する 

3(23.1) 7(70.0) 12(100) 2(100) 24(64.9) 0(0) 4(33.3) 17(94.4) 3(100) 24(61.5)

⑳所属部署、看護部、施設
の目標を理解し、課題達成
するよう行動する 

5(38.5) 7(70.0) 8(66.7) 2(100) 22(59.5) 1(16.7) 6(50.0) 10(55.6) 2(66.7) 19(48.7)

○21看護の改善・充実のため
に組織的に取り組む 

0(0) 7(70.0) 5(41.7) 2(100) 14(37.8) 2(33.3) 5(41.7) 7(38.9) 2(66.7) 16(41.0)
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学卒業者において1・2年目6名（46.2％）、3・4年目9名

（90.0％）、5・6年目9名（75.0％）であり、3・4年目に高

い発揮率であったが、5・6年目に低くなる傾向がみられ

た。他大学卒業者は、1・2年目4名（66.7％）、3・4年目

11名（91.7％）、5・6年目15名（83.3％）であった。 

 ＜④チームメンバーとして自分の仕事だけでなく他の

メンバーの仕事を支援するように行動する＞は、本学卒

業者において1・2年目12名（92.3％）、3・4年目10名

（100％）、5・6年目11名（91.7％）が発揮しており、1・

2年目から高い発揮状況であった。他大学卒業者は、1・

2年目3名（50.0％）、3・4年目9名（75.0％）、5・6年目18

名（100％）が発揮しており、経験年数を経て高くなる

傾向にあった。 

 ＜⑤チームリーダーとして全体的に仕事を調整する＞

は、両群において1・2年目は発揮できていなかった。本

学卒業者は3・4年目2名（20.0％）、5・6年目10名

（83.3％）が発揮しており、5・6年目の発揮率が高かっ

た。他大学卒業者も発揮状況は同じ傾向がみられた。 

2）情報活用に関する能力 

 ＜⑥看護の目的を考えて情報を活用し、看護行為を意

思決定する＞は、本学卒業者において1・2年目7名

（53.3％）、3・4年目には10名（100％）、5・6年目には8

名（66.7％）であり、両群共に5・6年目に発揮率が低く

なる傾向がみられた。 

 ＜⑦対象者の意思決定を支援するために適切な十分量

の情報を収集する＞は、本学卒業者において1・2年目7

名（53.8％）、3・4年目6名（60.0％）、5・6年目10名

（83.3％）が発揮しており、経験年数を経て徐々に発揮

率が高くなる傾向がみられた。他大学卒業者の発揮状況

も同じ傾向がみられた。 

 ＜⑧情報を活用して評価を行い、次の計画に活かす＞

は本学卒業者において1・2年目9名（69.2％）、3・4年目

7名（70.0％）、5・6年目8名（66.7％）が発揮しており、

経験年数による変化はなかった。他大学卒業者は、1～4

年目まで50％台、5・6年目15名（83.3％）の発揮率であ

り、5・6年目から高まる傾向にあった。 

 ＜⑨看護の責任を考えた上で必要な情報を記録する＞

は、本学卒業者において1・2年目11名（84.6％）、3・4

年目8名（80.0％）、5・6年目11名（91.7％）が発揮して

おり、卒業後からすぐに発揮できている状況にあった。

他大学卒業者においては、1・2年目4名（66.7％）で

あった。 

 ＜⑩倫理に適った方法で情報を扱い管理する＞は、本

学卒業者においては1・2年目11名（86.4％）、3・4年目7

名（70.0％）、5・6年目11名（91.7％）が発揮しており、

早期から発揮率が高い傾向にあった。他大学卒業者は

1・2年目2名（33.3％）であった。 

3）自己の成長や看護職のキャリア向上に関する能力 

 ＜⑪看護専門職として自己を成長させるために必要な

資源を計画的に活用する＞は、本学卒業者において1・2

年目5名（38.5％）、3・4年目7名（70.0％）、5・6年目8名

（66.7％）であり、3・4年目から発揮率が高まる傾向に

あった。他大学卒業者は1・2年目から5・6年目まで50～

60％台の発揮率であり、経験年数による発揮率の高まり

はみられなかった。 

 ＜⑫他の看護職の指導・教育や学生教育に意図的に関

わる＞は、本学卒業者において1・2年目1名（7.7％）、

3・4年目2名（20.0％）、5・6年目9名（75.0％）が発揮し

ており、5・6年目の発揮率が比較的高い傾向にあった。

他大学出身者は5・6年目8名（44.4％）の発揮率であっ

た。 

4）チーム医療の取り組みに関する能力 

 ＜⑬チーム医療における看護職の位置づけを考え役割

を果たす＞は、本学卒業者において 1・ 2年目 6名

（ 46.2％）、 3・ 4年目 8名（ 80％）、 5・ 6年目も 7名

（58.3％）が発揮しており、5・6年目にいったん発揮率

が低くなる傾向がみられた。他大学卒業者は、1・2年目

2名（33.3％）、3・4年目8名（66.7％）、5・6年目11名

（61.1％）であった。 

 ＜⑭チーム医療における看護の役割を考え、プライマ

リーナースとして利用者のケアに責任をもつ＞は、本学

卒業者において1・2年目8名（61.5％）、3・4年目は8名

（80.0％）、5・6年目10名（83.3％）が発揮しており、3・

4年目以降からは比較的高い発揮率であった。他大学卒

業者においても3・4年目以降から比較的高い発揮率がみ

られた。 

 ＜⑮チーム医療を推進するために他職種の専門性を理

解した上で適切な情報を共有する＞は、本学卒業者にお

いて1・2年目5名（38.5％）、3・4年目5名（50.0％）、5・

6年目11名（91.7％）が発揮しており、5・6年目の発揮
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率が高い傾向にあった。他大学卒業者は5・6年目11名

（61.1％）であった。 

 ＜⑯利用者の個別ニーズの充足に向けてチームメン

バーや他職種と連携・協働する＞は、本学卒業者におい

て1・2年目10名（76.9％）、3・4年目6名（60.0％）、5・6

年目10名（83.3％）が発揮しており、3・4年目に発揮率

が低くなっていた。他大学卒業者は 1・ 2年目 2名

（ 33.3％）、 3・ 4年目 8名（ 66.7％）、 5・ 6年目 16名

（88.9％）が発揮しており、経験年数を経て発揮率が高

まる傾向がみられた。 

 ＜⑰地域での生活を想定し、地域のサービス提供者と

連携・協働する＞は、本学卒業者において1・2年目4名

（ 30.8％）、 3・ 4年目 4名（ 40.0％）、 5・ 6年目 8名

（66.7％）が発揮しており、経験年数を経て徐々に高く

なる傾向がみられた。他大学卒業者においても経験年数

を経て発揮率が高まる傾向はみられたが、5・6年目も9

名（50.0％）であり、発揮率は比較的低い傾向にあった。 

5）組織的取り組みに関する能力 

 ＜⑱医療安全や感染予防のためにリスクをマネジメン

トし行動する＞は、本学卒業者において1・2年目7名

（ 53.8％）、 3.4年目は 10名（ 100％）、 5・ 6年目 7名

（58.3％）が発揮しており、3・4年目の発揮率が高かっ

た。他大学卒業者は1・2年目4名（66.7％）、3・4年目8

名（66.7％）、5・6年目10名（55.6％）であった。 

 ＜⑲委員会活動やプリセプターなど組織の中の自分の

役割に基づき行動する＞は、本学卒業者において1・2年

目3名（23.1％）、3・4年目7名（70.0％）、5・6年目以降

は全員が発揮できており、経験年数を経て発揮率が高ま

る傾向がみられた。他大学卒業者においては、1・2年目

0名、3・4年目4名（33.3％）、5・6年目17名（94.4％）で

あった。 

 ＜⑳所属部署、看護部、施設の目標を理解し課題達成

するよう行動する＞は、本学卒業者は1・2年目5名

（ 38.5％）、 3・ 4年目 7名（ 70.0％）、 5・ 6年目 8名

（66.7％）が発揮しており、3・4年目の発揮率が比較的

高い傾向にあったが、その後の発揮率の高まりはみられ

なかった。他大学卒業者においても発揮状況は同じ傾向

がみられた。 

 ＜○21 看護の改善・充実のために組織的に取り組む＞は、

本学卒業者において 1・ 2年目 0名、 3・ 4年目 7名

（70.0％）、5・6年目5名（41.7％）が発揮しており、5・6

年目の発揮率が低い傾向にあった。他大学卒業者におい

ても経験年数による発揮率の高まりはみられなかった。 

Ⅵ．考察 

1．本学卒業者の看護実践におけるマネジメント能力の

発展過程 

 7年目に関しては対象が少なく、ほとんどの項目で

100％の発揮状況であったが、これは看護実践に自信の

ある人が調査対象となった可能性もあるため、発展過程

には含めず5・6年目までの発揮状況から本学卒業者の看

護実践におけるマネジメント能力の発展過程について論

じる。 

1）仕事の調整に関する能力 

 仕事の調整に関する5項目のうち、＜④チームメン

バーとして自分の仕事だけではなく他のメンバーの仕事

を支援するように行動する＞は、1・2年目から90％を超

えた発揮率であり、卒業後から発揮できているマネジメ

ント能力であった。また、＜①看護活動の優先順位を考

えその日の自分の仕事を調整する＞と＜③課題に応じて

メンバーシップを発揮する＞は、3・4年目以降から発揮

率が比較的高くなる傾向にあることから、看護実践経験

を重ねることで発展していく能力と思われた。＜②課題

に応じてリーダーシップを発揮する＞や＜⑤チームリー

ダーとして全体的に仕事を調整する＞は3・4年目までの

発揮率が20％以下と極端に低く、5・6年目から60％を超

えた発揮率であった。他大学卒業者においても同じよう

な発揮状況をたどっていたことから、リーダー役割を経

験することで発揮できていると思われた。先行研究12）

においてもリーダーシップなどチーム体制整備能力は就

労後の経験などが影響するため、卒後3年で到達するこ

とが難しい能力であった。 

2）情報活用に関する能力 

 情報活用に関する5項目のうち、＜⑨看護の責任を考

えた上で必要な情報を記録する＞と＜⑩倫理に適った方

法で情報を扱い管理する＞は、1・2年目から80％以上の

発揮率であった。これらは他大学卒業者に比べ発揮率が

高い傾向にあり、本学卒業者特有の発展過程があると思

われた。一方、＜⑥看護の目的を考えて情報を活用し看

護行為を意思決定する＞、は、3・4年目において高い発
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揮率を示していたが、5・6年目では60％台の発揮率にと

どまり、経験年数による発展はみられなかった。また、

他大学との比較においても発揮状況に違いはみられな

かったことから、経験を積んでいく過程での支援が必要

な能力と思われた。＜⑦対象者の意思決定を支援するた

めに適切な十分量の情報を提供する＞は、5・6年目に

80％を超えた発揮率であり、他大学卒業者においても発

揮状況に同じ傾向がみられたことから、経験年数を経て

獲得していく能力と思われた。＜⑧情報を活用して評価

を行い次の計画に活かす＞は、本学卒業者は1・2年目か

ら70％近い発揮率を示しており、他大学卒業者と比して

3・4年目まで発揮率が高い傾向にあった。しかし、5・6

年目においても大きな変化はなく、本学卒業者の発展過

程を推察することができなかった。 

3）自己の成長や看護職のキャリア向上に関する能力 

 自己の成長や看護職のキャリア向上に関する2項目の

うち、＜⑪看護専門職として自己を成長させるために必

要な資源を計画的に活用する＞は、1・2年目は発揮率

30％台、3・4年目以降に70％近い発揮率であったことか

ら、3・4年目以降の自己のキャリアを考え始める時期か

ら発揮していくと思われた。しかし、5・6年目において

も60％台であることから3・4年目以降の発展過程は推察

できなかった。研修会や勉強会への自主的な参加は卒後

1年～3年目の比較において卒後年数と共に減少する傾向

にあり13）、自己のキャリア像を描き、その目標に向かっ

て計画的にキャリアをマネジメントしていくための支援

が必要と思われた。また、1・2年目の発揮率は他大学卒

業者よりも低く、基礎教育においても強化していく必要

があると思われた。＜⑫他の看護職の指導・教育や学生

教育に意図的に関わる＞は、5・6年目以降に70％台の発

揮率となり5・6年目を境に比較的発揮できている状況に

あることから、プリセプターや実習指導者など役割を担

うことで発展していく能力であると思われた。さらに、

他大学卒業者に比して5・6年目は発揮できている傾向に

あることから、組織的な役割を任命されることだけでは

なく、看護専門職として後輩指導に意図的に関わってい

る状況があると思われた。 

4）チーム医療の取り組みに関する能力 

 チーム医療に関すること5項目のうち、＜⑬チーム医

療における看護職の位置づけを考え役割を果たす＞は

3・4年目が80％の発揮率となっていたが、5・6年目は

50％台と低くなっていた。これは、経験年数が長くなる

につれ難しい状況や課題に直面し、取り組み状況や達成

状況への評価が厳しくなったことが影響していると思わ

れた。＜⑭チーム医療における看護の役割を考えプライ

マリーナースとして利用者のケアに責任をもつ＞は、

3・4年目から80％を超える発揮率となっており、他大学

卒業者も同じような傾向にあったことから、プライマ

リーナースとしての経験が影響していると思われた。＜

⑮チーム医療を推進するために他職種の専門性を理解し

た上で適切な情報を共有する＞は、5・6年目に90％以上

の発揮率、＜⑯利用者の個別ニーズの充足に向けてチー

ムメンバーや他職種と連携・協働する＞は、1・2年目か

ら70％台の発揮率であり、他大学卒業者と比較して高い

傾向にあった。これらの結果から、チーム医療において

他職種と連携・協働していく能力に関して本学特有の発

展過程があると思われた。＜⑰地域での生活を想定し地

域のサービス提供者と連携・協働する＞は、経験年数に

より徐々に発揮率が高くなる傾向にあり、看護実践経験

を積み重ねることで発展していくと思われた。 

5）組織的取り組みに関する能力 

 組織に関すること4項目のうち＜⑲委員会活動やプリ

セプターなど組織の中の自分の役割に基づき行動する＞

は、3・4年目から70％以上の発揮率となり、3・4年目を

境に発展していく能力と思われた。一方、他大学卒業者

は3・4年目においても30％台の発揮率であり比較的低い

状況にあるため、この発展過程は役割を与えられたこと

による能力の高まりと考えにくく、本学卒業者特有の発

展過程があると思われた。その他の3つの項目＜⑱医療

安全や感染予防のためにリスクをマネジメントし行動す

る＞、＜⑳所属部署、看護部、施設の目標を理解し、課

題達成するよう行動する＞、＜○21 看護の改善・充実のた

めに組織的に取り組む＞も同じように3・4年目には70％

以上の発揮率であったが、5・6年目には40～60％台の発

揮率と下がっていた。これらの能力については、⑬の項

目と同じように経験年数を重ねていくことで評価が難し

くなっていくことが影響していると思われ、発展過程を

推察することはできなかった。 

2．マネジメント能力の育成における機能看護学の課題 

 項目別にみた本学卒業者の看護実践におけるマネジメ
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ント能力の発展過程の傾向を整理し、生涯学習支援とい

う観点からマネジメント能力育成における機能看護学の

課題について以下に考察する。 

1）卒業後早期から発揮できる能力 

 ＜④チームメンバーとして自分の仕事だけではなく他

のメンバーの仕事を支援するように行動する＞、＜⑨看

護の責任を考えた上で必要な情報を記録する＞、＜⑩倫

理に適った方法で情報を扱い管理する＞、＜⑯利用者の

個別ニーズの充足に向けてチームメンバーや他職種と連

携・協働する＞は、1・2年目から比較的発揮率が高かっ

た。しかし、3・4年目に発揮率が下がる項目もみられる

ため、現任教育との連動や卒後教育などを通して生涯学

習支援を行う必要がある。 

2）看護実践経験により発展していく能力 

 ＜①看護活動の優先順位を考えその日の自分の仕事を

調整する＞、＜③課題に応じてメンバーシップを発揮す

る＞は、3・4年目から発揮率が高くなることから看護実

践経験により発展していく能力と思われたが、1・2年目

の発揮率が他大学卒業者に比べ低い傾向にあったため、

基礎教育において強化していく必要がある。 

 ＜②課題に応じてリーダーシップを発揮する＞、＜⑤

チームリーダーとして、全体的に仕事を調整する＞、＜

⑦対象者の意思決定を支援するために、適切な十分量の

情報を提供する＞、＜⑫他の看護職の指導・教育や学生

教育に意図的に関わる＞、＜⑭チーム医療における看護

の役割を考え、プライマリーナースとして利用者のケア

に責任をもつ＞、＜⑮チーム医療を推進するために、他

職種の専門性を理解した上で適切な情報を共有する＞、

＜⑰地域での生活を想定し、地域のサービス提供者と連

携・協働する＞、＜⑲委員会活動やプリセプターなど、

組織の中の自分の役割に基づき行動する＞は、経年的な

発展過程がみられ、リーダー役割や指導者役割など役割

を体験することで発揮できるようになる能力であると思

われた。しかし、担当している対象者に責任を持つ立場

のプライマリーナースとして、対象者の療養生活あるい

は退院後の生活に顕在、潜在している問題を解決してい

く際にリーダーシップを発揮する必要がある。また、後

輩育成は看護専門職として必要な姿勢であることから、

もっと早期に発揮できるように基礎教育の充実と卒後の

支援が必要と思われた。 

3）5・6年目以降に発揮率が低くなる能力 

 ＜⑧情報を活用して評価を行い、次の計画に活かす＞、

＜⑪看護専門職として自己を成長させるために、必要な

資源を計画的に活用する＞、＜⑬チーム医療における看

護職の位置づけを考え役割を果たす＞、＜⑱医療安全や

感染予防のために、リスクをマネジメントし行動する＞、

＜⑳所属部署、看護部、施設の目標を理解し、課題達成

するよう行動する＞、＜○21 看護の改善・充実のために組

織的に取り組む＞は、5・6年目に発揮率が低くなるなど

経験年数による発展過程は推察できなかった。しかし、

看護の改善・充実のためにはいずれも必要なマネジメン

ト能力であり、組織的な活動への拡がりが期待される

5・6年目以降も自信を持ってこれらのマネジメント能力

を発揮できるような支援が必要と思われた。特に＜⑪看

護専門職として自己を成長させるために、必要な資源を

計画的に活用する＞については、1・2年目の発揮状況も

低いことから、基礎教育における強化も必要である。 

Ⅶ．おわりに 

 開学10年を経て本学卒業者のマネジメント能力の発揮

状況を初めて明らかにし、機能看護学の課題を確認した。

その結果本学卒業者の特徴として、他大学卒業者に比べ

チームメンバーや他職種との連携・協働や倫理的な情報

管理に関するマネジメント能力が就職時から発揮できて

いることが確認できた。機能看護学の課題としては、看

護過程を展開してより良い看護を追究していくマネジメ

ント能力や複数の課題に対応していく際に必要なマネジ

メント能力の強化などが確認できた。しかし、本研究の

結果は全対象者の1割に過ぎず、全卒業者を反映した結

果とは言い難い。また、ある時点での横断的かつ対象者

自身の主観的な結果であり、同じ対象者を経年的に調査

したわけではない。看護実践能力の発展には卒業後の現

任教育なども影響することが考えられるため、今後は縦

断的に調査を継続し、看護実践の実際を根拠に関連因子

と合わせて検証していく必要がある。 

 

 本研究は、平成22～25年度科学研究費補助金基盤研究

（C）の助成を得て行った研究（課題番号：22592391）

の一部である。 
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岐阜県立看護大学 地域基礎看護学領域 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 
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イタリアにおける地域精神保健医療システム 
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Community Mental Health Care Support System in Italy 
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Ⅰ．はじめに 

 わが国の精神医療においては、長期入院患者の地域移

行支援が喫緊の課題の一つとなっている。2004年に厚生

労働省より示された「精神保健医療福祉の改革ビジョ

ン」1)の基本方針には、「入院医療中心から地域生活中心

へ」という精神保健医療福祉施策を推し進めていくため

に、国民の意識変革、精神保健医療福祉体系の再編と基

盤強化を今後10年間で進めることが明記された。しかし

ながら、その中間点である2009年の「今後の精神医療福

祉のあり方等に関する検討会」の報告書2)においては、

精神障害者の地域生活を支えるための医療・福祉等の支

援体制が不十分であること、依然として多くの統合失調

症による長期入院患者が存在していることが課題として

挙げられ、これらがこれまでの入院医療中心施策の結果

であることを認めている。そして、後期5か年において、

「入院医療中心から地域生活中心へ」という改革の基本

理念を推進し、精神医療の質の向上、精神医療体系の再

構築、精神保健医療福祉の改革等を更に加速し、地域を

拠点とする共生社会の実現を目指すとしている。 

 他方、欧米先進国においては精神医療の脱施設化を遂

げ、様々な形で地域ベースでの精神保健医療体制が構築

されている。なかでもイタリアは、1970年代から精神科

病院を徐々に縮小し、1990年代に精神科病院を廃止した、

文字通り「入院医療中心から地域生活中心へ」というパ

ラダイムシフトを成し遂げた国として知られている。 

 このたび、2010年9月に5日間という短い期間であった

が、精神科病院ではなく地域社会のなかで精神疾患をも

つ人々が生きることを実現しているイタリアのシステム

の一端を視察する機会を得た。本稿では、視察で得た知

見に基づいて、北イタリア・トリエステを主軸としたイ

タリアの精神保健医療改革と現在の地域精神保健医療シ

ステムの概要を紹介する。（なお、本文中の写真は許可

を得て撮影・掲載している。） 

Ⅱ．イタリアの精神保健医療改革 

 トリエステのバルコラ精神保健センター所長のロベル

ト・メッツィーナ医師と、ベローナ大学精神医学教室の

ロレンツォ・ブルチ教授それぞれから、イタリアおよび

トリエステ県の精神保健医療改革について話を聞いた。

二人から得た情報について文献からの知見を補完しなが

ら、イタリアの精神保健医療改革の概要（表1）を述べ

る。 

1．隔離収容政策の時代 

 1904年に制定されたイタリアにおけるはじめての精神

障害者に関する法律「精神病院および精神障害者に関す

る規定ならびに規則」では、精神障害者は社会に対する

危険な存在であるとみなされ、社会秩序を守るために強

制入院と隔離を余儀なくされた、いわゆる治安モデルに

基づくものであった。入院は医師（精神科医だけでなく

一般医も含む）の診断と警察/裁判所の命令において強

制的に行われ、ひとたび精神科病院に入院となると、そ

の入院歴は戸籍のなかに記録として残り、禁治産宣告を

受け、結婚もできず、選挙権や車の免許も奪われるなど、

市民権や社会的な地位などを剥奪される状況にあったと 
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いう。 

 イタリアでは上記の法律が長く改正されないままで

あったが、イギリスやアメリカなど欧米諸国で起こって

いた脱施設化運動の影響も受けて、患者を退院させよう

という考え方や、病院内での患者の権利を回復させてい

こうという動きが1960年代頃から少しずつ始まったとい

う。1968年には、それまでの強制入院以外に任意入院を

認める法改正がなされた。 

2．フランコ・バザーリアとトリエステの改革 

 イタリアの精神保健医療改革の父として知られるフラ

ンコ・バザーリア（Franco Basaglia）は、元々はパード

ヴァ大学の精神医学教室で教鞭を取り、研究者として大

学に残ることを希望していた学者タイプで、精神科病院

の実態についてほとんど知らなかったという。しかし、

現象学を精神医学に導入しようと試みるなど先進的な変

人と呼ばれる一方で、カリスマ性を備えていた彼は、古

いアカデミズムには馴染まず、当時の教授からの進言に

より1961年に国境の街ゴリツィアの精神科病院に就任し

た。バザーリア就任前の1950年代のゴリツィアは、第二

次世界大戦後の傷跡が深く残り、精神科病院は想像を絶

する悲惨な状態であったという。精神科病院の状況に大

変なショックを受けたバザーリアはゴリツィアでの改革

に乗り出すが、ゴリツィア県当局や県議会は院内改革に

は賛成したものの病院の解体は認めず、バザーリア本人

が目指す結果には到達できなかった3)。 

 その後、1971年にバザーリアはトリエステ県立サン・

ジョバンニ精神科病院（以下、サン・ジョバンニ病院と

する）の院長として就任し、そこからトリエステの改革

が始まった。トリエステは、ゴリツィアと同じく国境の

街であるため、第二次大戦後にその一部がユーゴスラビ

ア領となり、最終的には1954年に返還されたという歴史

をもつ。戦争後に帰還兵が最初に足を踏み入れるイタリ

アの地であることからそのまま住みつく人もいれば、移

民も多くいたという。つまり、この時期は社会的にも経

済状況的にも大きく変動している不安定な時代であり、

人々の精神健康状態は危機的となり、大変な数の入院数

があったという。そのような背景のなかで、トリエステ

の精神保健医療に新しい風を吹き込むためにバザーリア

が召喚されたのである。 

 サン・ジョバンニ病院は、1903年の開設で、当時とし

ては最新の施設であったという。20万ヘクタール（約6

万坪）の広大な敷地内で患者の生活/人生の全てが賄え

るようになっていた。病棟は小高い丘の斜面全体に布置

され、丘の麓にある病棟から順に上方に向かうほど重症

度が高くなるが、それは同時に上方の病棟ほど外には出

られず、酷い扱いを受けることを意味していたという。

バザーリアが就任した当時で、最高1,200人程の患者が

強制収容されており、主たる治療は隔離、拘束と薬物療

法であった。 

 バザーリアは、まず味方を増やすために、精神科医、

看護師、臨床心理士、ソーシャル・ワーカーらを集めて、

改革のための組織を結成し大きな推進力とした。そして、

ゴリツィアでは成し得なかった病院外での治療サポート

システムを作ることをトリエステ県政権に認めさせると

同時に病棟を解放化した。しかし、長期に亘る入院生活

のなかで、患者の多くは社会性やコミュニケーション能

力が低下し、地域社会に戻る意欲も喪失していたという。

そのため、とにかく患者が思っていることを何でも話せ

表1 イタリアの精神保健医療改革の概要 
年 改革のあゆみ 

1961 バザーリアがゴリツィア県立精神病院長に就任する（～69年まで）。 

1971 バザーリアがトリエステ県立精神病院長に就任する。 

1974 
トリエステ県・バルコラ地区に精神保健センター（24時間オープン、年中無休）が開設され、

大規模な退院支援が始まる。 

1978 

精神科病院の入院を廃止する180号法が成立する。その後、833号法（国民総合保健計画法）が

成立し、180号法は同法に吸収される。 

トリエステ県立精神病院の機能はほぼ停止の状態になる。 

1980 
トリエステ県立精神病院が完全閉鎖となる。 

バザーリアが脳腫瘍で死去する。 

1995 保健相から精神科病院の3年以内の廃止が命令される。 

1999 精神科病院がイタリア全土から完全消滅したことを保健相が宣言する。 
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る場として患者ミーティングを開いた。1年が経過する

頃には、患者たちの表現力が回復してきて、リーダー

シップをとる者も出てくるようになったという。 

 1974年には、かなりの人数の患者を退院させ、それに

見合う数のスタッフを病院外に出して重症の患者を在宅

で支える24時間年中無休の支援の拠点として精神保健セ

ンター（以下、センターとする）を開設した。その当時

まだ810名の入院患者がおり、そのうち重症の強制入院

が100人、任意入院が310人、330人が社会的入院患者で

あった。この社会的入院患者をオスピテ（お客さま）と

呼び、完全な自由と食事と住まいを保障して入院患者と

は区別して対応した。最終的に、センターは7箇所設置

され、1977年には巡回車による訪問サービスが始まり、

この時点で入院患者は340人、オスピテが230人となり、

新規の入院患者はゼロとなった。 

 上記のような改革は、決してスムーズに運んだわけで

はなく、病院の内外で多くの反対運動や対立が起こった

が、バザーリアらはその都度、何度も対話集会を開催し

た。対話を重ねること、そして少しずつ改革が進み患者

たちの変化を目の当たりにすることで、病院内の雰囲気

が変化していったという。例えば、それまで病院が管理

していた年金を患者が自分で管理できる、患者用のユニ

フォームではなく自分の好きな服を着られる、すると外

出して美容室で髪型を整えたり、食べたいものを買うこ

とができる。そのような当たり前の自由を患者が少しず

つ取り戻し、自分らしさを再獲得していくことで、ス

タッフの患者に対する見方が大きく変化した。それまで

は病院の一つの所有物という存在に過ぎなかった患者を

一人の人間として見るようになり、そこに人間同士の交

流が生まれ始めたのだという。そして、退院を支援する

となると、治療以外の社会生活をするための様々な事柄

やその人の人生に関わらざるを得ないため、自ずと患者

へのアプローチも変化した。そこで、目の前の患者は、

いったい何のために自分のところへ来ているのかを問う

ようになり、相手を理解して必要とするところに手を差

し伸べるという支援の基本が生まれ、現在に継承されて

いるという。 

 バザーリアは1980年8月に脳腫瘍で急逝したが、その

1ヶ月後の9月に、サン・ジョバンニ病院の完全閉鎖が成

就した4)。そして、病院の跡地は、現在はカルチャー公

園として生まれ変わり、かつての病棟一つひとつが、ト

リエステ大学の学部校舎、中学校、社会協同組合、劇場、

カフェ、バラ園、コミュニティセンター、教会、精神保

健センターなど地域の人々のためのオープンスペースと

して利用されている。病院跡は精神保健医療の変遷のシ

ンボルとして提示され、広く市民にメッセージを送る場

所として機能している。 

3．180号法の成立 

 1978年5月に180号法「自発的および強制的な病状確認

と保健医療処置」5)（通称バザーリア法）が可決された。

この法律には革新的な特徴がいくつか挙げられる。 

 まず、180号法では、精神医療はこれまでの治安モデ

ルから脱却し、適切な治療やケアを受け健康を回復する

ための人間の権利として位置付けられている。特に、冒

頭の「病状確認と保健医療措置は自発的意思によるもの

とする」という一文によって、治療は強制ではなく、当

事者である患者の自発性と任意性に重きが置かれている。

また、精神科病院を即廃止にするのではなく、まずは新

しい入院患者を受け付けないようにし、すでに入院して

いた患者を地域のなかで生活できるようサポートすると

いう姿勢をもつものであった。そのため、精神科病院の

代わりに地域精神保健を推進し、旧病院の人材をそのま

ま地域に移行することを勧奨している。そして、入院治

療が必要な時には総合病院内の病床で行うことが明記さ

れている。 

 その後、12月に833号法「国民総合保健計画法」が制

定され、180号法は833号法に吸収された。 

4．イタリア全土における改革の状況 

 180号法の成立により、精神科病院を廃止するという

方針が出されたが、実際には患者を退院させてどうする

のか、リハビリテーションや社会復帰はどうするのか、

住む場所はどうするのかといった具体的なサポートが追

いつかず、イタリア全土での最終的な廃止に至るまでに

は長い年月がかかった。トリエステなど改革が比較的短

期間に成功した地域は限られており、多くは、法律で定

められたから渋々に、あるいはそれほど重要なことと考

えず下請けの民間病院を作り患者たちを移動させたのが

実状であるという話も聞いた。しかし、1995年には保健

相から精神科病院の3年以内の廃止が命令され、1999年

についにイタリア全土の精神科病院の完全廃止が宣言さ
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れた。 

Ⅲ．トリエステ県の精神保健医療システム 

 トリエステはイタリア北東部に位置する人口約24万人

（2010年）の小都市である。アドリア海に面し、スロベ

ニアと隣接する国境の街である。今回のトリエステの視

察では、精神保健局、サン･ジョバンニ精神保健セン

ター、バルコラ保健センター、総合病院救急センター、

社会協同組合などを訪問し、各担当者から話を聞いた。 

1．医療保健区と精神保健センター 

 精神科病院が廃止されたことにより、患者の治療やケ

アは基本的に地域のなかで行われるようになった。その

拠点となるのが精神保健センターであるが、トリエステ

では、人口6～7万人ごとに医療保健区を4区にわけ、各

保健区に1センターを設置している。かつての精神科病

院は辺鄙な隔離された場所にあったが、センターは利用

しやすいアクセスの良い場所であることを立地条件とし

て大変重要視している。 

 なお、4つのセンターは、トリエステ全体の状況を把

握して対応するために、定期的に全体ミーティングを行

い、一人の患者に対しトリエステ全体で提供できるプロ

グラム、施設、サービスを検討しているという。 

2．精神保健センターの機能・役割 

 1974年にトリエステで最初に設置されたバルコラ精神

保健センターを訪問し、運営に携わるダニエラ看護師か

ら話を聞いた。 

1）利用者 

 バルコラ精神保健センターが担当する地区の人口は

62,000人～64,000人で、利用者は1日平均100人程、年間

で900～1,000人程度が何らかの形でこのセンターと関

わっている。利用時の登録は不要で、トリエステの住民

であれば誰でも利用できる。自らセンターを訪れる人も

いれば、専門的な診断からセンターを勧められ来所する

人もいる。 

2）スタッフ 

 センターには精神科医4人、臨床心理士やカウンセ

ラー7人、看護師23人、作業療法士1名が勤務している。

その他に大学からの実習生、世界各国からボランティア

や研究者が様々な立場や形で活発に活動している。 

 スタッフは、家庭訪問担当2チームとセンター担当1

チームの3チームで動いているが、3チームは輪番制で、

常に連携し、いつでも万全に絶え間なくサービスを提供

できるようになっている。 

3）デイケア・グループ活動・居場所の提供（図1） 

 精神科病院のように静まり返った場所にならないよう

に、昼間の活動に力を入れている。治療方針は個人に

よって違うので、その人にあったプログラムが組まれて

おり、各自が異なる活動をするために来所している。例

えば、社会性を身につける目的で昼食と夕食を摂りに来

る、自己管理が難しい人は薬を飲みに来る、新聞を読み

に来る、コーヒーを飲んでお話をする、本を読む、絵画

教室に通う、グループミーティングや治療的な作業プロ

グラムに参加する、奨学金付きの就労訓練を受けるなど、

様々なケースがある。 

 利用者の症状をみてみると、健康な人もいれば治療的

介入を要する危機的状況にある人もいて、持っている症

状も状態も多様な人が一緒に利用している。そのため、

全体としては、普通の生活を送りながら仲間に会いに来

るというような、日常生活に近い雰囲気を創り出すよう

に努めているということであった。 

 

4）家庭訪問 

 訪問は看護師が中心となって行っている。担当するテ

リトリーが広いので、訪問のための車を4台所有してお

り、2チームで担当地区をわけて訪問している。家庭訪

問では、マニュアルはなく、ケースバイケースでその人

が必要としていることに焦点を当てサポートしていると

いう。そのほかに、利用者の状況に応じて、医師が同行

図1 バルコラ精神保健センター内（食堂） 
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しての往診（定期/緊急時）、外出時の同行、自力でサー

ビス施設までいけない人のための送迎や投薬などのサー

ビスも提供している。家庭訪問により本人や家族の生活

状態を知ることができ、とりわけ危機介入時には往診が

地域住民との対立の調停に役立つこともある6)。 

5）外来診療 

 精神科医のうち1名は緊急時の対応のために当番制で

常時センターに待機し、残りの3名が随時外来診療や面

接などを行っている。外来では、継続的な診療を通して、

本人や家族と情報交換をしながら、服薬状況や生活状況

を確認し、適宜助言をしたり、危機的状況時の介入を行

う。 

6）緊急時の対応（ナイト・ケア） 

 精神科病院の閉鎖により、急性期の危機的状況を地域

のなかで乗り越えなければならないという課題が出てき

た。トリエステの場合は、4つのセンターのほかに総合

病院内に緊急時に24時間対応できるベッドを設置してい

る。 

 緊急的な治療を要する患者の対応は、センターでは朝

8時から20時までで、比較的軽症の方のためのナイト・

ケアベッドが8床ある。その意味で、センターは昼間も

夜間も24時間、地域の人々に門戸が開かれていると言え

る。 

 センターでの平均入所期間は9日であるという。かつ

ての精神科病院では入院生活に終わりが見えなかったが、

センターでの治療は始まりと終わりの見通しが明確であ

る。患者の状態は一定でないこともあるが、いつどんな

ときも最初から最後まで同じチームが関わることによっ

て、担当者と利用者が顔なじみの関係になるように運営

されている。自分の慣れ親しんでいる場所と人によって

危機的状況のケアが行われることは、治療的にも大変重

要な要素である。また、利用者は、必要があれば友達や

家族をセンターに呼ぶこともできるし、友達や家族に会

うために外出することも自由である。ただし、法律上の

センターの責任として、センター内にいるのか外出して

いるのかを管理上把握する必要があるし、特に状態の悪

い方の場合は、扉の開閉時間を決める場合もある。 

 一方、総合病院の救急ベッドは6床で、20時から翌朝8

時までの夜間の緊急時に入院することができる。しかし、

総合病院での緊急治療後の治療とケアは全て自分が住む

地区のセンターを通して行われる。そのため、センター

スタッフの朝一番の仕事は、総合病院に電話をして担当

地区の住民やセンターの利用者が入院していないか

チェックして、もし該当者で退院可能な人がいたら迎え

にいってセンターに連れてくることであるという。 

 なお、総合病院内の救急ベッドは、施錠されておらず、

モダンで快適なホテルの一室のようであった（図2）。ま

た、精神科医はユニフォームを着用せず、一見すると医

師には見えない自然体の方であった。我々が訪問した前

夜は2名の患者が入院していたが、朝には退院したそう

である。 

 

3．その他のサービス・プログラム 

1）家族支援 

 2010年は、「精神病とはどのようなものか」「精神病を

持つ人たちにどのように対応するか」というテーマで年

間2つの家族支援コースを開催し、各コースに25組の家

族が参加していた。家族は、自分が住む地区のセンター

から紹介され、最初はスタッフに同行してもらいながら

参加を始めることが多いそうである。また、家族からの

声がトリエステ保健局に取り入れられ、家族と協働しな

がら様々な活動を改善していくような体制がとられてい

るという。 

2）就労・住居支援 

 職業訓練や労働プログラムを利用するには、現金によ

る労働奨学金を受けることができる。そのことによって、

対人関係能力や作業技術などの就労に必要なスキルだけ

でなく、これまで病人として支援される立場から、自分

図2 総合病院内の精神科救急ベッド 
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のできることを見つけ社会の一員としてのアイデンティ

ティを獲得することも期待されているという。 

 また、自立して生活することが困難な利用者のために、

サポートを受けながら共同で生活するアパートやグルー

プホームがある。 

 これらの支援では、後述する社会協同組合と提携する

ことにより様々な形態の就労やレジデンスの利用が可能

になっている。 

3）その他 

 トリエステ保健局管内においては、上記のほかに、刑

務所に拘留されている患者のサポート、女性を対象とし

たメンタルヘルスサービス、薬物依存症やアルコール依

存症患者への支援、子どもや高齢者を対象としたメンタ

ルヘルスサービスなど、多岐にわたる活動がなされてい

るそうである。 

4．トリエステ精神保健局と連携している事業体 

1）社会協同組合 

 イタリアで1900年代に設立された労働者間の協同組合

は、私的投機の目的を持たず、助け合いの性格を持つ共

同主義の事業である7)が、障害者等の雇用には消極的で

あった。しかし、1991年に精神障害者のリハビリテー

ション活動を推進するための社会協同組合が制度化され

た。社会協同組合には、デイケアや住居サービスなどの

「社会保健サービスおよび訓練サービスを運営する」Aタ

イプと、「社会的弱者の就労を目的とする活動を展開す

る」Bタイプがある。Bタイプでは、労働者である組合

員のうち30%が社会的弱者（精神・身体・知的障害のほ

か、貧困者、移民、虐待を受けた子ども、元受刑者など

も含まれる）でなければならない8)，9)。組合員は総会で

の投票権を持ち、幹部は全組合員の投票で選ばれ、組合

員の待遇は、障害の有無に依らず報酬も同等である。社

会協同組合に対しては税優遇措置や、公共事業入札時の

優先権など経済的なメリットがあるため、精神障害者も

比較的雇用先を探しやすく、社会の一員と成ることが可

能である。障害者も一労働者として一般の労働者と対等

に仕事をこなすからこそ、それ相応の報酬を受けること

ができるし、組合側が病状等に関与することはない。 

 トリエステでは、サン・ジョバンニ病院跡地にあるレ

ストラン「野いちご」、ラジオ局と古着を使ったバッグ

などを製作・販売する工房を併設した「ラ・コリーナ」

（図3）、バルコラ精神保健センター近くの「ホテル・ト

リトーネ」を訪問した。レストランのランチは大変おい

しくサービスが行き届いており、工房で作られている作

品はどれもスタイリッシュであり、二つ星ホテルのバル

コニーから海を眺めながら頂いた本場のカプチーノは格

別であった。そこで働く人々の障害の有無による違いは

全く分からない。 

 

2）クラブジップ（自助とボランティアの団体） 

 アクセスの良いトリエステ中心街のビルの一角にある

自助とボランティアの団体クラブジップを訪ね、ロベル

ト看護師とソーシャル・ワーカーのラファエロ氏から話

を聴いた。 

 クラブは15年ほど前から活動を開始しており、様々な

グループ活動、スポーツ、芸術活動、文化的なイベント

を開催している。特に、スポーツでは、ヨット、バレー

ボール、バスケットボール、サッカーのチームを持って

いて、海外へ遠征に行くこともある。また、劇団（気の

触れた人たちの集団）の活動は世界的にも知られ、その

芸術性は高く評価されているという。 

 開始当初はセンター利用者である精神障害者を対象と

した社会復帰やコミュニケーションの促進を目的として

いたが、現在はトリエステの下町の子どもたち、移民、

薬物依存症患者など社会的弱者のほか、スポーツを楽し

みたいという一般の市民にも広く門戸を開いている。障

害者も健常者も一緒に活動するなかで、お互いを理解し

合い、社会性が育まれたり、チームメイトとの友情や互

助的な関係が生まれたり、地元の人々とのコミュニケー

図3 社会協同組合 ラ・コリーナの作業場 
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ションも図られている。なかには、スポーツを通して、

投薬量が減ったり、生活の質が改善したり、病気再燃の

予防につながっている利用者もいるという。 

Ⅳ．地域生活中心型の支援の基本的なあり方 

 今回の視察を通して捉えた、地域社会のなかで精神疾

患をもちながら生活することを実現するための基本的な

支援のあり方について、以下に述べる。 

1．隔離・拘束ではなくコミュニケーションとネゴシ

エーション 

 バザーリアが行った改革は、精神障害者に対する有形

無形のあらゆる拘束を廃止したことであろう。バルコラ

精神保健センターのダニエラ看護師によれば、強制入院

が廃止された現在においても、精神病の発症や再発によ

り急性期状態を呈してセンターに来る人の多くは「ここ

にはいたくない」「出ていく」という行動を起こすとい

う。そのような場合は、スタッフが順番にそばに付き添

い、一緒に話をしたり、何がしたいのか聴いてみて沢山

のやりたいことのなかから一緒にできることを1つか2つ

やってみたり、本人が落ち着くまでそばにいて一人きり

にしないことが基本であるという。また、その人が本当

に危険な状態のときには、ドアの前に立ちふさがってみ

る、一人で対処できなければ「少しお話ししましょう」

と数人で輪を作ってみるなど、鍵をかけずとも平和的に

外には出られない形を作ることができるという。つまり、

力関係による抑制ではなく、バザーリアが提唱したコ

ミュニケーションやネゴシエーションの対応が地域のな

かで治療する上での基盤となっている。 

2．患者と支援者は対等の関係 

 ロベルト・メッツィーナ医師は、治療の基本は薬物療

法ではなく、患者と支援者の対等な関係が最重要である

と力説した。患者の病気だけをみて「治してあげる」と

いうスタンスではなく、患者を一人の困っている人とし

て捉え、「一緒に治していきましょう」「一緒に解決して

いきましょう」という関係に変えていくことから始める

という。患者は自分が患者として見下されているのでは

なく、目前の医師なり看護師なりは、自分と対等の立場

で自分がより良い状態になるために助力をしてくれる人

であるという実感をもてることが、どんな薬にも変えが

たい治療となる。印象的なエピソードとしては、患者が

不穏状態になっても頓服薬は使用せず、「バールに誘っ

て一緒にエスプレッソを飲みながら話を聞く」のがトリ

エステにおけるもっとも有効な治療法だというものであ

る。もちろん、医師や看護師は治療に責任を持っている

が、患者も自分の生活と病気の管理に責任を持っている。

自分はどのような状態になると危機的な状況になるのか

を患者自身が把握していると、危機的状況になる手前で

病院に行くことができ、患者自身にとっても、社会に対

しても安全を保障することになるという。 

3．自由こそ治療/全ての患者が対象 

 今日、精神科治療においては世界的に見ても薬物療法

がその主流となっているが、ロベルト医師やブルチ教授

などイタリアのバザーリア派の精神科医たちの考えは少

し異なっていた。薬物は確かに助けにはなるかもしれな

いが、あくまで補助的なものに過ぎず、回復する主人公

はその人であるという。完治はしていなくても、病気が

あっても、その人の自由を保障し、社会生活ができるよ

うに後押しするのがトリエステ式の治療だと述べていた。

たとえ病気があっても、症状があっても、本人が望む好

きな場所へ移動することができ、市民権を得て、「病気

があっても私はこれをやっています」と言えるようにす

るのがトリエステ式である。そして、それは、慢性の人

も、治る可能性がある人も、完治した人も、一生治らな

いような重症な人も、様々なレベルの全ての人が対象で

ある。バザーリア派の改革のスローガンであった「自由

こそ治療だ！」10)は精神科病院や強制治療が廃止された

今も、当時とは別の新たな意味を伴って現在へ引き継が

れている。 

4．強みや健康な部分を生かす 

 バザーリアは精神病を否定したわけではなく、病気を

持っている人がいても、その人の強みや良い部分、健常

な部分を生かしていこうスタンスを持っており、それが

改革当時の長期入院患者の回復と退院へのモチベーショ

ンを高めることにつながっていたと思われる。そして、

それまで患者の狂気に焦点をあて病院の所有物の一つと

しか見ていなかったスタッフが患者の強みや健康な部分

に目を向けることで、患者を一人の人間として捉え、自

分自身も一人の人間として患者と向き合うことを可能に

した。 

 クラブジップのロベルト看護師は、バザーリアの言葉
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を引用しながら、精神的な問題がある人でも健常な部分

を活かせば、サッカーの試合にも出られるし、バレー

ボールもできると話していた。自分の得意なことを活か

せば、社会協同組合で働き、相当の収入を得ることもで

きるのである。ここに、個人の能力を削ぐことなく最大

限に生かして地域社会のなかで普通に暮らすことをサ

ポートするためのヒントが含まれていると考える。 

Ⅴ．おわりに 

 日本が未だに成し遂げられないでいる「入院医療中心

から地域生活中心へ」という精神保健医療改革に、イタ

リアでは40～50年前に着手し、トリエステでは20年、イ

タリア全土にいたっては30年という長い歳月をかけて結

実した。そして、改革の立役者であったバザーリアは決

して過去の人ではなく、今もその哲学と志が多くの後継

者たちにのなかに綿綿と受け継がれ、今日のイタリア精

神保健医療の血肉となっていることを実感した。彼の残

した多くは、ノーマライゼーション、パートナーシップ、

インクルージョン、リカバリー、リジリアンスといった

現在の精神保健医療における重要概念に換言できるかも

しれないが、今回の視察を通してその本質的な意味を再

確認することができた。 

 帰国後に、トリエステで話を伺ったロベルト・メッ

ツィーナ医師がWHOのコミュニティ・メンタルヘルス

部門のリサーチ・トレーニング協働センター長に抜擢さ

れたというニュースを知った。これは、精神科病院を持

たないトリエステが、精神保健医療の世界的な推進モデ

ルとして認められたということを意味していよう。 

 ただ、今回の視察ではあまり触れられなかったが、イ

タリアの社会は、教会という霊的権威、ローカリズム、

家族・親族のネットワークの公共空間の三重の屈曲とで

もいうべき政治文化によって規定されるという11)。その

ため、社会・文化・政治的な背景が異なるわが国に、ト

リエステをはじめとするイタリアの取り組みを適応し活

用するためには詳細な吟味が重要となるであろう。また、

今回は報告できなかったベローナやアレッツォの改革の

あり方や改革後のイタリアにおける課題の検討と整理も

必要となる。それでも、現在、足踏み状態のわが国の精

神保健医療福祉改革が対面している大きな壁に風穴を開

けるためのいくつかの示唆を得ることができたと考えて

いる。 
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岐阜県立看護大学紀要 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であること。 

3） 本学大学院修了者であること（ただし、修士論文であり、本学教員との共著であること）。 

4） その他、紀要編集委員会が認めた者。 

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、紀要編集委員会が認めたもの。 

3. 論文の種類 

1） 総説：特定のテーマに関して、多面的に文献等を収集して、分析・考察を行い、得られた知見を包括的に概説したもの 

2） 原著：研究論文のうち、研究そのものが独創的で、新しい知見が論理的に示されており、その意義が明らかであるもの 
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4） 資料：総説、原著、研究報告の分類に該当しないが、重要な見解、記録など、紀要編集委員会が適当とみとめたもの 

4. 論文の採否 

査読者の意見をもとに、紀要編集委員会が最終的に決定する。 

5. 投稿締切 

紀要編集委員会にて年度初めに決定する。 

6. 投稿要領 

1） 投稿にあたっては、原稿原本 1 部に投稿書式※11、2、3 を添付して提出する。 

2） 原稿は邦文および英文とし、A4 縦置き横書き、ワードプロセッサーを使用する。 

3） 邦文の場合は、1 頁につき横 40 字×縦 40 行×1 段＝1600 字で作成する。英文の場合は、1 頁につき縦 55 行で 900 words 程度、

ダブルスペース（Double-spacing）で作成する。 

4） 原稿本文の文字制限（図、表、文献を含む）は、下記のとおりである。なお、本文には、論文タイトル、著者名および所属は

記載しない。また、空白文字は文字数には含めないものとする。 
 

論文の種類 邦 文 英 文 

１）総説 18,000 字 5,000 words 

２）原著 18,000 字 5,000 words 

３）研究報告 14,000 字 4,000 words 

４）資料 14,000 字 4,000 words 
 

5） 原著および研究報告の場合は、800 字以内の和文抄録および 500 words 前後の英文抄録を付け、それぞれ下にキーワード 3～5

個を付す。なお、和文抄録および英文抄録には著者名および所属名を記載しない。 

6） 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。 

7） 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）※2を使って字数換算した文字数を付記

する。また、本文原稿の右側欄外に図表の挿入箇所を明記する。 

8） 図表は原本のまま印刷できるものを提出する。表形式は次の例に従い、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。図表中の文字の大きさは特に指定しないが、できるかぎり本文中の文字と同程度の大きさで作成する。 
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表 Ａ市とＢ市の距離別居住人口と対前年増加率 

中心からの距離（キロ） Ａ市 Ｂ市 

 人口（千人） 対前年増加率（％） 人口（万人） 対前年増加率（％）

 0～ 9.9 320  -0.5 410  -0.2 

10～19.9 850  0.9 330  -0.7 

20～29.9 620  0.4 255  -0.3 

30～39.9 710  -0.6 890  0.8 

40～49.9 460  0.6 720  0.5 

 

9）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: 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 
 

10） 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。 

11） 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。 

12） 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。 

13） 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。 

7. 著作権 

本紀要に掲載された論文の著作権のうち、複製・頒布・公衆送信にかかる権利は公立大学法人岐阜県立看護大学に所属するものと

する。但し、著者（共著の場合は著者全員の総意のもと）によるこれらの権利行使を妨げるものではなく、大学の許諾も不要とす

る。 

8. 提出先 

〒501-6295 岐阜県羽島市江吉良町 3047-1   

公立大学法人 岐阜県立看護大学 紀要編集委員会 宛 

9. 査読 

投稿原稿は全て査読する。査読者は、紀要編集委員会が任命する。 
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10. 掲載決定後の入稿原稿提出 

フロッピーディスクに投稿書式 1（表紙）、本原稿、図・表原稿一式を保存したものとプリントアウトしたもの（1 部）を提出する。

本原稿は紀要編集委員会が指定するフォーマット※3を用い、書式を変更せずにそのまま入力して保存する。 

11. 著者校正 

著者校正は、原則として初校 1 回とする。校正時に新たな加筆は認めない。 

12. 掲載料 

掲載料は無料とする。別刷（抜刷）30 部は、無料とする。 

 

※1～3 の書式等は、紀要編集委員会で用意しているので、投稿者自身で入手すること。 

 

（平成 24 年 3月改正） 



編集後記 

 平成23年、わが国は、東日本大震災、それに伴う津波や原発事故、台風12号による豪雨災害な

ど多くの災害を経験しました。このような災害時に看護職は、被災地住民の生命や安全な生活の

確保を図り、復興に向けた中長期的な支援に力を発揮してきており、看護の果たす役割の大きさ

をあらためて実感するとともに、看護学教育研究にかかわる一人として責任の大きさも感じてい

ます。 

ここに第12巻1号を刊行いたします。本号には、原著1編、研究報告8編、資料1編の合計10編の

論文が掲載されました。内容は、本学の教育活動に関する研究3編、科研費による成果論文3編、

学位論文に関連する論文2編等で、多領域にわたる有意義な教育研究活動の成果を掲載することが

できました。査読者の先生方には、論文の質をより高めるために時間とエネルギーをかけて丁寧

な査読をしていただき、ありがとうございました。また、ご協力いただきました皆様に感謝いた

します。 

前号に比べ投稿数が増え、特に若手教員の方からの投稿もあり、大変うれしく思います。私事

ですが、初めて論文を投稿した時のことはとても印象深く、現在につながる貴重な経験になって

います。査読者からのコメントを読んだ時には、大きな戸惑いを覚えましたが、指摘を受けてい

る内容を理解・解釈し、何とか論文を修正して回答するという作業を経て、自分が伝えたかった

ことがクリアになり、成果を産み出すことができたという達成感を得ることができました。論文

を執筆し投稿することは決して楽なことではなく、途中で挫けそうになりますが、積極的にチャ

レンジすることが大事だと思います。 

次号からは、投稿資格を拡大し、大学院修了者も投稿できるようになりました。皆様からの数

多くの投稿をお待ちしております。 

（山田 洋子） 
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