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〔巻頭言〕 

共同研究事業の発展・充実と紀要の活用 
 

 

看護研究センター 岩村 龍子 

 

 

本学では、平成12年度の開学当初より、教員と現地看

護職者とが協働し日常の看護実践の改善・充実を目指す

研究活動に、「共同研究事業」として全学的に取り組ん

できた。 

本事業の目的とするところは、県内で提供される看護

サービスの質の向上とともに、共同する県内看護職の生

涯学習支援や人材育成、さらには教育研究環境の整備に

貢献することである。そのため、現地看護職者が直面し

ている課題を取り上げ確実に実践の改善・充実につなげ

ること、教員主導ではなく共同する看護職者と対等の関

係でそれぞれ役割を果たすこと、実習等の教育・研究活

動の充実に生かすことを重視している。そして、我々教

員は年月をかけてこれらを具現化する展開方法を、各組

織の状況に応じて看護職者とともに編み出してきたと言

える。 

筆者は、平成12年度から平成21年度まで本事業の運営

の中心を担っていた研究交流促進委員会（教授会の下部

組織）に属し、また現在は本事業の運営を担う看護研究

センターに属する立場である。開学当初を振り返ると、

1年次生の学外演習施設で研究への取り組みの素地がな

いところからも少しずつ共同研究の可能性を導き、実践

の改革に直結する取り組み方法について学内で検討を重

ねながら実施してきたことが思い出される。現在では、

年度初めに現地側との相談をもとに共同研究を申請し、

要件に従った審査・予算配分を受け1年または2年で取り

組み、年度末には報告会および報告書でその成果を公表

するとともに、教員・看護職者双方の自己点検評価によ

り各共同研究の取り組み方や本事業の見直しを図るシス

テムが構築されている。このようなシステムのもと、毎

年約20課題の共同研究に県内の様々な保健医療福祉施設

等で実践に従事する看護職とともに取り組み、その実績

を重ねているところである。 

取り組み過程においては、実践を可視化し課題を明確

にすることからはじめ、同僚・上司・関係職種等を巻き

込みながら課題解決に向けて検討を重ねる方法が多く用

いられ、同時に現地看護職者の主体性が尊重される。そ

の結果、近年では確実に実践の改善・改革や看護職の意

識の改革につなげる成果が見られている。人材育成その

ものを課題とする共同研究にも多く取り組まれ、共同研

究を通じて、地域内の多様な組織の看護職の連携を深め

た例も多い。また、このような事例は実習や授業等の教

育への活用も図られている。共同研究の取り組み・成果

の報告を行う機会である「共同研究報告と討論の会」で

は、看護職が積極的に発表者や討論の進行者となり、討

論の場においても臆することなく意見を述べられている。

3月末に発刊する事業報告書の執筆にも多くの看護職が

関与するようになったことも、初期の頃との大きな変化

である。共同研究に関与した看護職がさらなる実践改革

や専門職としての生涯学習を志し大学院に進学する者も

見られている。 

このように共同研究の取り組みの意義は明確になって

きている一方、その成果は前述の報告会と事業報告書で

公表されるほかは、学会誌等への研究論文の投稿件数は

多くない。共同研究の今後の課題として、看護実践研究

としての質の向上や、成果を学術論文として公表してい

くことが求められている。 

看護実践研究を推進してきた本学の教員としては、こ

れまでその方法の開発に取り組んできたのと同様に、看

護実践研究の成果を科学的に示す方法についても今後開

発していく必要がある。 

そのための第一歩として、共同研究の成果がこれまで

以上に本紀要に投稿されることを期待したい。その積み

重ねにより、共同研究を論文として示す方法を検討する

資料ともなり、共同研究の質を高めるとともに共同研究

事業の発展・充実につながると考える。 
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1）岐阜県西濃保健所 Seino Public Health Center, Gifu prefectural government 

2）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 

〔原著〕 

地域健康危機における住民ニーズへの保健師の支援 
 

篠田 征子１）  北山 三津子２） 

 

Support of the Public Health Nurse for Nursing Care Needs during a Health Crisis in the Community 
 

Masako Shinoda1), Mitsuko Kitayama2) 

 

 

要旨 

 本研究では、保健所保健師として地域健康危機に対応するには、平常時からどのような取組みや準備をしておく

べきかを、自然災害発生を例にして具体的に明らかにすることをめざす。なお、研究を進めるにあたっては、災害

発生時における地域住民ニーズを起点として考える。 

新潟中越地震派遣保健師としての活動実績と、人工呼吸器装着中の在宅療養患者への援助実績から、災害発生時

の一般住民及び在宅療養患者の援助ニーズを明らかにした。さらに、保健所管内市町村の災害対策に関する現状把

握及び被災時に備えた住民や市町村職員等への普及啓発を通じ、必要な支援を検討した。 

その結果、被災地域住民の援助ニーズは身体面、精神面、生活面、総合的な援助ニーズに分類された。地震によ

りひきおこされた独自の健康問題もあるが、日々の生活状況を反映している課題もあった。また、在宅要援助者の

予測された援助ニーズは、人工呼吸器の内臓バッテリーの持続時間内に早急に入院受け入れ先が確保され搬送され

ること、入院にむけての緊急連絡を円滑にしたい等であった。 

また、住民･市町村職員等への普及啓発の結果、地域には慢性疾患療養者が多いことがわかった。保健師等普及啓

発参加者は、健康危機管理を自分たちの問題として捉えることができていないことを課題とし、要援助者対策の必

要性や日々の活動での地域の実態把握の必要性を認識していた。 

以上により、地域健康危機時の住民ニーズは、管轄地域を把握することにより予測可能であること、保健師には、

具体的な災害準備の取組みの推進、平常時からの要援助者の把握と個別の療養状況に応じた準備及び関係機関との

連携、住民同士の支えあい機能の強化等の役割があること、保健所保健師には、管内市町村の準備状況に応じた働

きかけ、他職種への災害時の保健活動に関する理解の促進等の役割があることが明らかになった。 

 

キーワード：自然災害、健康危機管理、保健師、保健所、難病 

 

Ⅰ．目的 

 保健師は、災害時を含めて地域健康危機問題が発生す

れば、保健所職員として対人保健サービスの中核的役割

を果たすことが求められる。そのため、平常時から適切

な準備をし、看護職者として本来持っている機能を存分

に発揮して、地域住民に対し、また、管轄の自治体に対

し質の高いサービスを提供することができるようにして

おく必要がある。 

地域健康危機管理ガイドライン1)では、「健康危機管理

とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの

原因により生じる国民の生命、健康の安全を脅かす事態

に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療
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などに関する業務」とされている。今回「地域健康危

機」と表現したのは、これらの健康被害が地域的に広い

範囲に及び、地域住民個人と家族の機能、人々のつなが

り等、地域のあらゆる機能が危機的状態に陥った場合に

備えての保健師の活動を取り上げるためである。 

 杉浦ら2)による全国の都道府県460保健所と3,173市町

村を対象とした郵送による健康危機管理機能への対応状

況等の調査結果では、保健所・市町村の対応状況は十分

であるとは言えず、保健所は地域全体の健康危機管理機

能の向上のために市町村支援を行う必要があるとしてい

る。さらに、宮崎ら3)により地域の健康危機管理活動に

おいて保健所保健師の果たすべき固有の機能・役割を明

らかにする取組みがなされている。 

これまで、被災地の悉皆訪問によるニーズ把握の重要

性について述べている研究4)、災害時における特定の対

象の健康ニーズを整理した研究5,6)、自然災害時の健康

ニーズをもとに平時の保健活動の重要性を述べている報

告7)はあるが、具体的な根拠を示した地域住民ニーズの

検討及びそれに基づいた平常時の保健活動について詳細

に提示したものはない。 

本研究では、保健所保健師として地域健康危機に対応

するには、平常時からどのような取組みや準備をしてお

くべきかを、近年身近な課題となっている自然災害発生

を例にして具体的に明らかにすることをめざす。また、

実践的かつ具体的な方法を提示するため、研究を進める

にあたっては、災害発生時における地域住民ニーズを起

点として考える。 

研究の構成としては、地域での災害発生時に一般住民

及び在宅療養している要援助者は、どのような援助ニー

ズを有しているのかを明らかにする。さらにこれらの二

側面の住民ニーズに対し、実際に援助活動を実施し、ど

のような支援方法が必要になるのか、支援のあり方や保

健所保健師として必要な取組みを明らかにする。 

 さらに、災害発生を予測した諸対策については、保健

所保健師が日常的に取り組む必要があるので、研究期間

中に市町村支援の位置づけで県内や管内市町村への働き

かけ及び地域住民への働きかけを試行し、その成果を整

理・分析することにより保健師活動のあり方を示す。 

 なお、災害時要援護者支援マニュアル等においては、

何らかの支援が必要な対象を要援護者としているが、本

研究では、援助を必要とする対象という意味から要援助

者とする。なお、文中要援護者とあるのは、アンケート

の回答者の表現をそのまま使用しているためである。 

Ⅱ．方法 

1．被災時における住民ニーズの把握 

 筆者は、平成16年10月23日発生の新潟中越地震の際、

被災後22-24日の間に、派遣保健師の立場で被災地域で

の全戸家庭訪問による健康生活の個別支援活動を行った。

対象地域は人口約9,600人の市町村。筆者が訪問したの

は比較的被害が少ない地域でライフラインは復旧してい

た。 

家庭訪問による健康調査を実施した際の筆者の詳細な

訪問メモ、保健所への復命書、県への活動報告書による

記録、印象に残ったこと等をもとに、派遣終了後早期に、

世帯別、個人別に心身の状態、医学的管理の状況、食生

活等日常生活の状況、現在の心配事等を記述した事例の

概要を作成する。家庭訪問で面接した44世帯に、在宅の

気配はあったが応答がなかった1世帯、不在2世帯を併せ

た47世帯のうち、情報が少なく、元の事例の記録が作成

できなかったものを除いた33世帯について事例の概要を

作成し、分析対象とする。 

具体的には、世帯毎に各事例の概要を作成し、実施し

た相談・助言・保健指導内容を加えて対象毎に「健康問

題と支援の必要性」としてニーズを抽出し、意味内容の

類似性に従って小分類から中分類、大分類へと抽象度を

高め命名する。 

2．在宅要援助者の被災時の援助ニーズの把握と援助実

績の分析 

 1.の被災地域での派遣保健師活動では明らかにならな

かった、医療や看護援助を常時必要とする在宅要援助者

の被災時や平常時に予測される援助ニーズについて検討

する。 

筆者が所属していた保健所管内の特定疾患認定患者

932名（平成17年度）のうち在宅要援助者の代表と考え

られる人工呼吸器使用中の在宅療養者は5名。このうち、

同意が得られた4名を対象とし、難病担当保健師と同行

訪問を各事例3回実施する。対象者は全て、筋萎縮性側

索硬化症（以下、ALSとする）の患者である。 

療養生活を通じて思っていること・災害に備えての思
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い、実際に災害に備えていること、これまでの緊急対応

の経験、医療との連携、市町村との連携、保健所との連

携、緊急時の介護保険関係機関との取り決め、避難につ

いて、避難時に手伝ってくれそうな人の存在、災害に関

して思うこと・要望等を聴き取り、災害準備援助を通じ

て把握した患者・家族の思いに筆者の保健師としての判

断を加え、「災害に備えて患者・家族が望むこと」とし

て援助ニーズを抽出し分類する。 

具体的には、筆者が判断した「災害に備えて患者・家

族が望むこと」を書き出し、書き出した内容が的確に表

現されるよう要約し、意味内容の類似性に従って分類し、

各分類に含まれる内容が十分表現できる分類名を作成す

る。 

次いで、災害準備のために援助の実際を記述、要約し、

援助の意図と目的、関係機関との連携実績について整理

する。なお、これらの対象への家庭訪問と関係機関との

連携を実施した平成17年9月22日～平成18年9月28日の筆

者の活動実績を対象とする。 

3．平常時から行う災害対策の試行 

 本研究の実施期間に、災害に備えた保健活動として可

能な取組みを、保健所保健師の立場で、管内市町村や県

内の市町村・保健所職員等への働きかけ及び管内地域住

民への働きかけを試行し、その成果を整理・分析する。 

1）管内市町村の災害対策の現状把握 

 保健所管内4市町に対し、全体像を最も把握できてい

ると考えられる保健師を対象に、現在の保健師の配置状

況、市町村防災計画や保健活動マニュアルにおける保健

活動の記述、市町村での災害対応訓練及び保健師の参加

状況、保健師の災害時の保健活動に関する講演会や研修

会への参加、保健師間での災害対応に関する話し合いの

実施状況、要援助者（独居高齢者、身体障害者、精神障

害者、知的障害者、要介護認定者、障害児、難病等、視

覚障害者、聴覚障害者、その他）毎の安否確認体制や他

機関との連携、災害に備えての課題等について聴き取り

を実施する。さらに1.の派遣保健師活動の実際及び被災

住民の健康問題や住民ニーズについて資料を用いて伝え、

意見交換を実施する。 

対象保健師の要望に応じ、2市町は録音から逐語録に

書き起こし、別の2市町は詳細にメモを取る。メモから

記録を作成した2市町保健師には該当する記載内容の確

認を依頼する。これらをもとに、行政の状況、防災訓練、

市町村保健師の状況、災害時要援助者への安否確認、保

健所に期待する支援や役割、その他災害に関して思うこ

と等の項目を市町毎に整理し、内容を一覧表として作成

する。作成した一覧表から災害準備に関する管内市町及

び市町保健師の取組みの現状と課題を読み取る。 

面接実施時期は、平成18年2月6日～9日の4日間である。 

2）災害準備の普及啓発活動の試行 

 表1のとおり、筆者の提案により普及啓発活動を実施

する。ア、イ、カは筆者の所属係の事業のプログラムに

災害準備教育を追加、ウ、エは保健所企画調整担当と協

働、オは市町村保健活動推進協議会からの依頼、キは筆

者が保健所保健師として主体的に実施する。 

（1）住民対象の健康教育 

アは全6回、イは全12回の住民対象の事業。各1回、筆

者が新潟中越地震派遣時に出会った住民の状況、災害準 

 

表1 災害準備に関する普及啓発活動     

  取組みの機会等 実施時期 対象 

ア 地域住民を対象とした健康講座 平成 17 年 9 月 健康講座参加者である保健所管内住民 

イ 未熟児で生まれた児を対象とした育児支援教室 平成 17 年 9 月 未熟児で生まれた 3 歳未満児をもつ母 

ウ 
平成 16 年度職種横断研修 

平成 17 年 2 月  保健所圏域市町村職員および保健所・センター職員 
（地震時における災害対応研修会） 

エ 
平成 17 年度職種横断研修 

平成 18 年 1 月 
県内の保健行政に携わる職員とし、県内の保健所および 

市町村に案内 （豪雨災害時の保健活動に関する研修会） 

オ 
市町村保健活動推進協議会  

平成 17 年 4 月 県内市町村保健師 
保健師通常部会 研修会 

カ 
成人・老人保健担当者会議   

平成 18 年 6 月 管内 8 市町の成人保健担当保健師 
（災害時の保健活動に関する情報提供） 

キ 
全国地域保健師学術研究会 平成 17 年 10 月 岐阜県で開催 

岐阜県公衆衛生研修会 平成 18 年 10 月 所属保健所が主催、会場も同様 
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備物品等についての普及啓発を実施し、本人・家族の治

療中の疾患、それに対する災害時の備え、その他の災害

準備の取組みや心配なこと、子どもに関して災害時に希

望する対応、介助や介護を要する者に対して災害時に希

望する対応等について質問紙調査を実施し、その結果か

ら必要な支援を検討する。 

アの事業最終回に実施した事業評価アンケートの参加

者の感想から、普及啓発の取組みを評価する。 

（2）保健師等職員対象の普及啓発 

保健師等職員対象にはウ～キの5つの機会とする。筆

者の新潟中越地震での保健師としての活動の実際や感じ

たこと、被災住民の健康問題や事例の紹介、宮城県北部

連続地震における県・市町村・在宅介護支援センター保

健師の取組みの実際8～10)、福井豪雨災害における県・市

町村保健師の活動11)等をもとに、災害準備の必要性を伝

える。加えて、カでは、ALSで人工呼吸器装着中の患者

への災害準備に関する取組みの実際や管内4市町への面

接結果から捉えた課題を伝える。これらの取組みにより、

平常時からの災害準備の必要性について普及啓発を実施

する。実施後、参加者の災害準備の取組みの現状や実施

した健康教育の効果を調べるため、自由記述形式による

質問紙調査を実施する。質問内容は、受講しての感想や

課題と感じたこと、今後取組みが必要だと思われること

等である。 

86名（うち保健師74名）から回答があった内容を、意

味内容の類似性に従って分類・整理し、今後の保健所の

支援について検討する。 

4．倫理的配慮 

 岐阜県立看護大学大学院倫理審査委員会において承認

された内容に基づき、対象に応じ、研究目的、個人情報

保護への配慮について説明し、文書又は口頭による承諾

を得た（承認番号17-A-009-2）。 

被災時における住民ニーズの把握は、筆者のメモや県

への報告書等をもとに作成した事例の記録に基づいてい

るが、それらに個人が特定される情報は含まれておらず、

個人が不利益を被ることはない。 

在宅要援助者の被災時の援助ニーズの把握と援助実績

の分析は、同行訪問の了解が得られた対象にのみ家庭訪

問を実施し、研究協力については、本人の了解の判断が

困難な1事例については家族に、3事例については、本人

と家族に口頭で了解を得た後、家族から文書による承諾

を得た。 

 保健所内においても、筆者から研究目的、方法を説明

し了承された。 

Ⅲ．結果 

1．被災地域の一般住民の援助ニーズ 

 新潟中越地震時における被災後22日～24日の住民ニー

ズは、まず、身体面・精神面・生活面の3つに分類でき

た。以下、大分類は〔 〕、中分類は【 】、小分類は

〈 〉で示す。なお、〈 〉内の（ ）内の数字は記述世

帯数で、( )書きのないものは1世帯である。援助ニーズ

の大分類、中分類を表2に示した。 

〔身体面の援助ニーズ〕は、33世帯のうち13世帯から

24のニーズが抽出され、19の小分類から構成された。小

分類は内容の類似性により5つの中分類に整理された。

【感冒の療養への支援】や【血圧上昇や体調変化の見守

りと支援】、地震により治療を中断している場合の【慢

性疾患の継続治療や療養生活の支援】等があった。 

〔精神面の援助ニーズ〕は、33世帯のうち10世帯から

18のニーズが抽出され、16の小分類から構成された。小

分類は内容の類似性により7つの中分類に整理された。

【地震により生じた不安の受けとめ】には、〈昼間独居で

余震に耐えており、じっくり話を聞き不安を受け止めて

ほしい(2)〉や〈家族を支えようとがんばりうつ状態に

なった状況について話を聞いてほしい〉が含まれていた。

後者の事例では地震以降の苦労や思いを初めて話し、

「ようやくこうして話ができるようになった」との発言

があった。また、【母への精神面の支援による間接的な

子の精神面の支援】、〈母子保健事業の早期再開による母

子の受け止めと安心感の保障〉等が含まれる【保健事業

や学校生活の早期平常化による精神的負担の軽減】等が

あった。 

〔生活面の援助ニーズ〕は、33世帯のうち13世帯から

17のニーズが抽出され、11の小分類から構成された。小

分類は内容の類似性により8つの中分類に整理された。

【睡眠環境の整備による良好な睡眠の確保に関する支

援】や、【高齢者や病気療養者の地震による家の中の混

乱を改善するための家事援助の調整】、【日頃からの災害

時要援助者に対する地域での見守り体制づくり】等が 
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あった。 

3つの大分類にあてはまらない内容は〈地震による不

安や不眠のある者への相談窓口の周知(10)〉が含まれる

【必要時対処行動が取れるよう信頼できる相談窓口の周

知】、【担当保健師の家庭訪問による支援】や【合併直後

のため、住みなれた市町村の職員による支援】の希望が

あった。また、【母子保健事業の早期再開と周知徹底】

【福祉サービスの早期再開による家族の介護負担の軽

減】等があり、〔総合的な援助ニーズ〕として分類した。

33世帯のうち26世帯から30のニーズが抽出され、20の小

分類から構成された。小分類は内容の類似性により11の

中分類に整理された。 

2．在宅要援助者の予測された援助ニーズ 

1）災害に備えて患者・家族が望んだこと 

災害に備えてのニーズ（患者家族が望むこと）の要約

を「 」で、それらを分類した11項目のニーズを【 】

で示す。 

患者は人工呼吸器を装着していることから、患者・家

族は、災害発生時には、「電源が確保され、人工呼吸器

の対応ができる専門職のいるところへ避難できるとよ

い」と捉えていた。また、「バッテリーの持続時間内に

受け入れ先の確保と搬送の必要がある」「酸素ボンベ

（大）で対応している2-3日のうちに、何らかの対応（入

院等）をしてほしい」と望んでおり、【バッテリー、酸

表2 被災地域住民の援助ニーズ 
大分類 中分類 

(1)身体面の 

援助ニーズ 

①感冒の療養への支援 

②血圧上昇や体調変化の見守りと支援 

③エコノミークラス症候群予防の支援 

④慢性疾患の継続治療や療養生活の支援 

⑤日常生活における機能低下防止の支援 

(2)精神面の 

援助ニーズ 

①精神科通院中の患者では地震の影響による状態の変化の見守りと主治医に現状を伝えることができるための支援 

②複数の精神面の健康問題を抱えている家族の個々人の療養生活及び家族全体としての支援 

③地震により生じた不安の受けとめ 

④母への精神的な支援による間接的な子の精神面の支援 

⑤精神面の支援による生活面の再建 

⑥保健事業や学校生活の早期平常化による精神的負担の軽減 

⑦学校生活や保健事業など通常業務を活用した精神面の支援 

(3)生活面の 

援助ニーズ 

①睡眠環境の整備による良好な睡眠の確保に関する支援 

②高齢者や病気療養者の地震による家の中の混乱を改善するための家事援助の調整 

③日常生活の中での役割の確保 

④生活習慣病患者の、地震から得た教訓を災害準備に生かす支援 

⑤日頃からの災害時要援助者に対する地域での見守り体制づくり 

⑥地震後の家庭訪問で顕在化した、家族機能や経済面が不安定な家族の関係者による見守りと支援 

⑦被災家屋に関する相談窓口の紹介 

⑧安心感のある安全な生活環境の保持 

(4)総合的な 

援助ニーズ 

①必要時対処行動が取れるよう信頼できる相談窓口の周知 

②家族全体に対する支援 

③担当保健師の家庭訪問による支援 

④役職のある住民の心身面の負担の軽減 

⑤合併直後のため、住み慣れた市町村の職員による支援 

⑥他県保健師による支援の有効活用 

⑦母子保健事業の早期再開と周知徹底 

⑧福祉サービスの早期再開による家族の介護負担の軽減 

⑨公費負担対象疾患に関する災害時の柔軟な対応 

⑩交通の早期復旧による通院の継続および復旧までの代替手段の確保 

⑪避難所運営の充実にむけた支援 
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素持続時間内の、早急な入院先の確保が必要である】と

いうニーズがあった。 

入院に際しては、現在も緊急時の入院先としている、

【在宅療養管理医療機関にスムーズに入院できる必要が

ある】というニーズがあった。特に、緊急入院先となっ

ている医療機関に対し、「主治医が代わっても緊急時の

入院をスムーズに受け入れてほしい」「相談窓口として

いる看護師が退職しても緊急時の受け入れ先が保障され

る必要がある」といった将来的な不安を抱えおり、医師

や看護師の退職や異動があっても今までどおりスムーズ

に入院の受け入れを保障してほしいという思いがあった。 

また、災害発生後の入院に際しては、【入院にむけて

の緊急連絡をスムーズにしたい】というニーズがあった。

そのために、「緊急の場合の関係者の連絡先、連絡する

優先順位を確認しておく必要がある」「自宅に緊急連絡

先が紙ベースで保管してあると緊急時の対応がスムーズ

である」と捉えていた。そして、入院先が確保された場

合には、【救急車で（家族全員で）入院したい】という

ニーズがあった。 

災害が発生し停電が長期にわたり、患者と介護家族1

人のみ在宅していた場合には、「アンビューバッグを使

用すると介護者一人では援助を依頼することもできない

ため、近隣者等身近な支援者が必要である」。また、本

人は全面介助が必要な状態であること、人工呼吸器や吸

引器の運搬等が必要となることから、【入院や避難の際

は、消防署、関係機関、近隣者からの支援が必要であ

る】というニーズがあった。入院や避難の対応ができた

場合においても、事例によっては瞬きも困難な状態にあ

り「コミュニケーション障害を伴うため、専門職による

観察が重要であり、妻からの患者の病状に関する情報伝

達も必要である」。このように【入院先や避難先では、

病状の変化を的確に把握して欲しい】というニーズが

あった。 

災害後、入院できた場合、避難所に避難した場合、自

宅にいる場合のいずれの場合においても人工呼吸器の稼

動が生命維持にかかわることから、「停電の際に、バッ

テリーが正常に作動する必要がある」ことや、「災害後

も、酸素の適切な供給が必要である」というように、

【災害後どこにいても人工呼吸器による呼吸管理や酸素

療法が継続されるための準備が必要である】というニー

ズがあった。そして、災害による停電が長引く場合など

では、【災害時どこにいても電源確保が必要である】と

いうニーズがあり、「バッテリーが空になった場合の対

応にバッテリーや自家発電装置を運んでもらえるとよ

い」と望んでいた。 

さらに、【災害後に自宅で入院待機している場合に、

本人や家族の状況をよく理解している医師、訪問看護師、

保健師にかけつけてほしい】というニーズがあり、「か

かりつけ医がかけつけてくれたら安心できる」「災害時、

患者や家族の状況を把握していて、信頼関係のできてい

る訪問看護師、保健所保健師にかけつけてほしい」とい

う思いがあった。 

また、「大災害で入院先が確保されるまでの間2-3日過

ごせるための準備が必要である」「平常時からの薬剤、

衛生材料の準備状況の確認が必要である」「経管栄養が

継続できるための準備が必要である」「平常時の電力会

社からの予定停電の連絡や訪問等を継続してほしい」等、

【災害後の自宅での入院待機期間に備えての日頃からの

準備が必要である】というニーズがあった。 

そして、過去の経験等から、災害のうち「洪水が最も

心配である」や「夜間の停電の対応が不安である」こと

から、【洪水や夜間停電の対応を検討して欲しい】とい

うニーズがあった。 

2）災害準備のための援助実績の分析 

4事例への家庭訪問では、患者・家族の意見を聴きな

がら連絡先の優先順位を確認することによる、対象に応

じた災害時連絡先リストの整理、災害時準備物品チェッ

クリストの作成や準備物品の確認を実施した。また、災

害時に、入院や避難等の対応がなされた場合、かけつけ

た関係者が状況を把握できるようにと考え、避難先連絡

様式を作成し、介護家族や関係者に対して説明し意見交

換を実施した。これらの様式については、患者のベッド

サイドに常時配置する取組みをした。また、緊急時連絡

先リストの整理や避難先連絡様式の検討においては、事

例と関わり実績のある関係機関の関係者と面談を行った。 

（1）災害に備えるための援助の意図 

上記家庭訪問時の筆者の取組みの実際から援助の目的

を抽出したところ27項目あり、その目的のための援助の

意図は7つに整理された。以下に、援助の意図を【 】

で、援助の目的を〈 〉で示す。詳細は表3のとおり。 
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〈本人の身体状況、療養状況のアセスメントを確実に

する〉を含む【対象の現状判断を実施し、被災に向けた

準備につなげる】を出発点として、〈本人及び家族の思

いを尊重しながら、災害時の緊急連絡先を明らかにして

おく〉を含む【家族の問題解決能力を高める】こと、さ

らに、【継続支援により停電時の対策等の取組みを確実

にする】【本人・家族及び関係者・関係機関の災害準備

の必要性に関する意識づけを強化する】〈対象に合った

対応や連絡先を本人、家族及び関係者・関係機関と共通

認識し、誰にでも対処できるようにする〉を含む【災害

に備えた具体的な準備を整える】、また、【近隣住民によ

る対応力を高める】【関係者との平常時からの連携によ

り災害時の対応力を高める】ことを意図していた特徴が

あり、実際の家庭訪問等において災害準備活動を実践す

る中で、これらを意図した関わりが必要であることが明

らかになった。 

表3 災害に備えるための援助の意図と目的 
援助の意図 援助の目的 

①対象の現状判断を実施し、被

災に向けた準備につなげる 

ｱ. 本人の身体状況、療養状況のアセスメントを確実にする 

ｲ. 家族の全体像、家屋の状況を把握するとともに、緊急対応の経験、アンビューバッグ使用の可否を

把握し、災害時の家族の対応力を評価する 

ｳ. 人工呼吸器や吸引器のバッテリー持続時間および酸素供給持続時間を確認し、人工呼吸器のバッ

テリー持続時間を緊急時の対応の基盤とする 

ｴ. 消防署、電力会社への連絡の有無の確認、消防署、電力会社、かかりつけ医、在宅療養管理医療

機関（入院予定先）、訪問看護師、市町村保健師、ホームヘルパー、呼吸器業者等の支援の現状を

把握する 

ｵ. 移送サービスの利用状況について本人および家族に確認する 

ｶ. 近隣や自治会長との関わりやそれに関連する家族の思いを把握する 

②家族の問題解決能力を高める 

ｷ. 家族が自治会長に本人の療養状況を伝えることができる 

ｸ. 本人および家族の思いを尊重しながら、災害時の緊急連絡先の優先順位を明らかにしておく 

ｹ. 本人および家族と実際に準備をすすめながら『災害準備物品チェックリスト』を作成し、準備の実際を

確実にする 

ｺ. 家族内における平常時からの関係づくりや災害準備に関する共通認識を確立する 

③継続支援により停電時の対策

等の取組みを確実にする 

ｻ. 介護家族を受け止め、具体的な災害準備を介護家族とともに整えることで不安の軽減を図る 

ｼ. 本人および家族全体に働きかけ、消防署、電力会社に療養状況を把握してもらうための支援を行う 

ｽ. 保健所保健師および市町村保健師による継続的な支援を行う 

ｾ. 人工呼吸器や内蔵バッテリーなど機器のメンテナンスを確実にする 

ｿ. アンビューバッグの使用方法、保管方法を確実にする 

④本人・家族および関係者・関

係機関の災害準備の必要性

に関する意識づけを強化する 

ﾀ. 本人および家族に大災害に備えての準備の必要性を意識づける 

ﾁ. 本人および家族に災害準備の取組みが平常時の緊急対応もスムーズにすることの理解を得る 

ﾂ. 消防署に対し、災害時の対応について相談し、助言内容を本人および家族に確実に伝える 

ﾃ. かかりつけ医に対し、現在の取組みを伝え、平常時の対応を相談し、災害準備に関する意識づけを

強化するとともに、本人および家族に助言内容を伝える 

ﾄ. 関係者・関係機関に対し、現在の取組みを伝え、平常時の対応を相談し、災害準備に関する意識づ

けを強化する 

⑤災害に備えた具体的な準備を

整える 

ﾅ. 追加の情報収集・判断をしながら、訪問開始早期に本人に適した薬剤・衛生材料・経管栄養材・介

護物品等の準備を確実にする 

ﾆ. 準備した機器が確実に使用できるようにする 

ﾇ. 対象に合った対応や連絡先を本人、家族および関係者・関係機関と共通認識し、誰にでも対処でき

るようにする 

ﾈ. 避難方法について本人、家族および関係者と具体的に検討しておく 

⑥近隣住民による対応力を高め

る 

ﾉ. 自治会長との関係づくりにより、災害時の情報（避難勧告等）がスムーズに伝達される 

ﾊ. 本人および家族に対し、災害初動時は近隣者との助け合いが極めて重要であることの理解を得る 

⑦関係者との平常時からの連携

により災害時の対応力を高める 

ﾋ. 関係機関を訪問し災害準備に関する取組みの理解を得るとともに、連絡先として了解を得た上で支

援体制としてリストを本人、家族および関係者・関係機関と共有する 
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（2）主な関係機関との関わり 

人工呼吸器装着中の在宅療養者の援助ニーズを受けと

め対応するために、難病担当保健師との話し合いや保健

所内での話し合いを実施し、まずは個別事例を出発点と

して関係機関の担当者とつながることをめざし、上記の

取組みを実施した。具体的な連絡方法、窓口担当者の確

認等、個別事例のニーズに応じた具体的な取組みを進め

る中で、表4の関係者・関係機関との訪問による面接や

電話での関わりを実施していったことから、これらの関

係者との関わりの必要性が明らかとなった。 

3．保健所保健師の立場から試行した災害対策 

1）管内市町村への働きかけからわかったこと 

 管内4市町の統括的立場にある保健師4名との面接から

捉えることができた現状について述べる。まず、各市町

とも地域防災計画は策定されており、職員に災害時初動

マニュアルが配布されている。しかし、保健師自身、災

害時に実際にどのように動くのかについての具体的な確

認はできておらず、それが課題であると感じていた。 

安否確認については、独居高齢者に関しては体制が整

いつつあるが、障害児者等では対応できているとはいえ

ない現状にあった。難病患者に関しては、保健所が安否

確認をすると認識していた。また、災害時要援助者と考

えられる対象が、民生委員の活動により地区ごとに把握

されている町や、手上げ式の要援助者台帳の作成に取組

み始めている市があった。 

 また、市町の保健師が、管轄保健所主催の災害対応に

関する研修会に積極的に参加し、実際に健康づくり推進

員の研修に災害図上訓練12)を取り入れる等、具体的な取

組みの必要性を感じていたことがわかった。中でも、災

害対応についての研修会に関しては、時系列的に動きが

わかる具体的な活動報告を期待していることが明らかと

なった。さらに、災害時に保健師は診療の補助を担当す

ると受けとめている上司と保健師間での、災害時の保健

活動に関する認識の差が課題としてあげられた。 

2）災害準備のための普及啓発の実施 

（1）住民対象の災害準備に関する健康教育 

 表1アの地域住民を対象とした健康講座では参加者91

名のうち79名から（回答率86.8％）、同イの未熟児で生

まれた児を対象とした育児支援教室参加者8名のうち全

員から回答があった。ア、イは同様の質問紙を用いたた

め計87名を合わせて分析した。 

本人または家族について、治療中の疾患が「ある」と

答えたのは40名46.0％であった。内訳（延べ）は、高血

圧14名、糖尿病9名、悪性新生物5名、脳梗塞3名、心疾

患、喘息等各2名、深部静脈血栓症1名等であった。「治

療中の病気に関して、災害時の対応として希望するこ

と」は、薬剤の確保に関するものが多かった。 

介助や介護が必要な方が「いる」と答えた5名のうち、

「災害時に希望すること（複数回答）」では、避難所等で

介護を手伝ってくれる人を確保して欲しい5名、普通の

避難所での介護は困難に思えるので、特別な避難所の確

保をして欲しい3名等であった。 

また、高校生までのこどもが「いる」と答えたのは28

名であった。「子どもに関して災害時の対応で希望する

こと（複数回答）」は、学校の早期再開、子どもの精神

的なサポート（レクリエーションや見守り）、避難所で

の思春期の娘のプライバシーの確保、ミルクを飲ませる

際の水の確保や清潔の保持、避難先で母乳を飲ませる際

のプライバシーの確保の順で多かった。 

健康講座最終回の事業評価アンケート回答者のうち災

害に関する普及啓発の回に参加した者は15名であった。

15名中、皆同じような不安を感じているのだと思った11

名(73.3％)、防災について考えなければいけないと思っ

た9名(60％)、他の人が薬等を準備しているのが参考に

 

表4 4事例における主な関係機関との関わり 
関係機関 関係者 

訪問看護ステーション 2 ヶ所 看護師（責任者） 

かかりつけ医 医師 

在宅療養管理医療機関（入院

予定先/難病協力病院） 
副看護部長、外来看護師長 

難病拠点病院（常勤） 

/地域の総合病院(入院希望先=

妻の相談先）（非常勤） 

医師（前主治医） 

地域の総合病院(入院希望先=

妻の相談先） 
外来担当事務職（事例の窓口）

消防署 2 ヶ所 課長、署員 

電力会社地域営業所 担当者（主任） 

呼吸器業者 ベテランの担当者 

ホームヘルパー派遣事業所 介護福祉士等事業所の責任者

在宅介護支援センター 
社会福祉士・ケアマネージャー

（所長） 

市町村 保健師（担当又は係長） 
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なった2名(13.3％)という結果であった。 

（2）保健師等職員を対象にした普及啓発の実施 

 被災地域住民の援助ニーズや災害時の保健活動等を題

材に保健師等職員を対象にした普及啓発を実施した結果、

表5のとおり保健師等参加者は、健康危機管理を自分た

ちの問題として捉えることができていないという課題を

上げる一方、要援護者対策の必要性や日々の活動の中で

の地域の実態把握の必要性を認識していた。 

Ⅳ．考察 

1．災害時に予測される住民ニーズ 

1）一般住民のニーズ 

 被災地域では、医療機関が通常通り稼動していた時期

にもかかわらず公共交通機関が正常化していないこと、

度重なる余震の恐怖からくる外出の抑制、生活の建て直

しに時間を割き自分の健康に配慮する余裕がなくなって

いること等、様々な地震の影響から慢性疾患の治療継続

に支障をきたしていた。また、エコノミークラス症候群

のような地震による特徴的な内容もあったが、利用して

いた福祉サービスが地震により休止したことで家族への

負担が過大になっていたように、災害時の住民ニーズの

多くは、その地域で暮らしている人々の生活状況等をそ

のまま反映していたと考えられる。また、多くの慢性疾

患療養者が地域で生活していることがわかった。これら

から、管轄地域全体の特性を把握していれば、被災地域

住民の援助ニーズをもとに、災害時にその地域に特徴的

なニーズや必要な援助を予測することが可能であると考

えられた。保健師はまず、担当地域の各種統計データや

難病申請書等の把握により、乳幼児、学童、高齢者、慢

性疾患療養者、在宅療養者等、地域健康危機時に援助を

要する対象の実態を把握する必要がある。また、日々の

保健福祉活動の中で、担当地域に生活している人々の実

際の暮らしや、健康課題、人々の関係性、地理的な特徴

等を把握しておく必要があり、それが地域健康危機時の

スムーズな対応に繋がる。そのためには、保健所保健師

自身が、積極的に地域へ出向く活動をしていく必要があ

る。あるいは、少ない機会であっても住民との直接的な

関わりの機会を大切にし、確実に住民のニーズや地域の

特性を捉える姿勢が必要である。 

2）要援助者のニーズ 

被災地においては、高齢独居者、高齢夫婦世帯、家族

機能や経済面が不安定な世帯、介護サービスを利用して

いた家庭等では、ぎりぎりの均衡状態を保って平常時に

生活していたと考えられ、地震による生活環境の変化か

ら家族の体調不良が生じたり、介護サービス休止等の変

化が生じるとその均衡が崩れ、家族内に大きな負荷がか

かると考えられた。地域においては、このような対象を

把握し、平常時から関わることで、災害時の早期対応が

可能となる。災害発生の場合には、保健事業や福祉・介

護サービスの早期再開により、できるだけ被災前と同様 

 

表5 保健師等を対象にした普及啓発後の感想、課題と感じたこと 
a. 日頃から職員が危機管理を自分たちの問題としてとらえることができていない (9) 

b. 防災を自分たちの問題と捉える必要がある (3) 

c. 危機管理に関する準備ができておらず、何から手をつけたらよいのか混乱している (4) 

d. 防災計画やマニュアル等による具体的な行動計画の作成、体制づくりと見直し、および職員による内容の熟知が必要である (28) 

e. シミュレーションの実施による実践的な動きや具体的な役割確認が必要である (22) 

f. 災害時要援護者情報の把握や具体的な対応の確認が必要である (19) 

g. 日常の活動を充実し、地域住民との関係を深め、地域の実態を把握しておく必要がある (30) 

h. 保健師間、役所内、関係機関、近隣市町村、県と市町村等の連携の強化が必要である (25) 

i. 連絡網や情報の把握と整理が必要である (8) 

j. 救護所や応急処置用の救急資機材、必要物品の確保、配送の検討が必要である (10) 

k. 合併後の体制の再構築が必要である (4) 

l. 保健師の体制づくり、災害時の保健師の役割の明確化が必要である (10) 

m. 保健師の判断力の育成、災害時は適材適所の人材配置が必要である (2) 

n. 災害支援に備えた様々なスキルアップや準備が必要である (12) 

o. 実際に災害が起きた場合に想定される課題がある (6) 

p. 実際の派遣活動や地域の保健師の災害対応は参考になった (4) 

q. さらに具体的に知りたいことが出てきた (6) 

 (  )内は記述数
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の生活を可能にすることが家族への支援となると推測で

きる。 

また、人工呼吸器装着中の患者・家族の災害時の対応

に関する望みとしては、在宅療養管理医療機関に入院を

受け入れて欲しいという思いがあり、さらに、どこに避

難しても人工呼吸器による呼吸管理や酸素療法が継続さ

れることを望んでいた。人工呼吸器装着という特徴から、

電源の確保は必要不可欠であるとともに、地震発生によ

る被害から医療や看護が在宅療養場面に届かなくなった

場合の家族の負担は計り知れない。加えて、家族の力で

避難することは容易ではない。住民への普及啓発時の質

問紙調査においても、介助や介護を要する人に対して避

難所における支援を求めていたことから、福祉避難所の

設置や介護スタッフの確保等、被災した場合の医療、看

護、介護の問題を平常時から検討しておく必要がある。 

 地域の要援助者は、人工呼吸器装着者に留まらず、在

宅酸素療法患者、人工透析患者、乳幼児、要介護認定者

等幅広い対象が存在すると考えられる。慢性疾患に関し

ても、災害準備教育における質問紙調査から、地域住民

では高血圧、糖尿病等の生活習慣病療養者が多く、脳梗

塞、心疾患、深部静脈血栓症、喘息等、地震や避難生活

によるストレスが命に関わる危険のある疾患をもつ者が

地域で普通に生活していることがわかった。様々な生活

習慣病をもつ住民では、避難生活という制約がある中で

の偏った食事やストレス、運動不足等の影響から状態を

急激に悪化させる危険性が高い。悪性新生物では、治療

継続や病状管理が予後に影響を及ぼすと考えられる。精

神疾患治療中の患者においても、度重なる余震に加え、

室内環境や生活リズムが混乱状態にあることから、精神

的に一層不安定になりやすい。 

また、被災地域の一般住民の援助ニーズのとおり、多

くの人が地震や余震からくる不安を表出していた。母へ

の精神面の支援による間接的な子の精神面の支援に関す

るニーズもあった。地震により生じた不安の受けとめの

ニーズに対しては、被災地での全戸訪問による保健師の

面接が不安の受け皿や精神的な支えになっていたと考え

られる13)が、これらのニーズをもつ要援助者への継続的

な支援も必要である。 

さらに、学校生活や保健事業の早期再開により、強い

ストレスに対する心の反応についての普及啓発やスク

リーニング、相談の場を確保し、外傷後ストレス障害の

予防や早期発見につなげる必要がある。そのためには平

常時から、保健師自身が、強いストレスに対する心の反

応や災害時の地域精神保健活動に関しての理解を深めて

おくことが必要である。 

保健所や市町村においてはまず、精神疾患患者や在宅

療養患者等、援助の必要な対象を把握することから開始

し、ALSで人工呼吸器装着中の患者への関わりと同様に、

日常の家庭訪問等の援助を通じて、対象が被災等から受

ける影響を個々に評価し、患者・家族、関係者・関係機

関とともに、対象の個別性に応じた対応を進める必要が

ある。 

 また、保健所保健師には、災害時に地域住民を第一線

で支える立場にある市町村を支援する役割があることか

ら、今回の取組みでは、市町村保健師に対し、被災地の

住民ニーズを用いて、災害時要援助者と考えられる対象

毎に、安否確認の準備状況の確認及び災害準備に関する

意見交換を実施した。ここからさらに、具体的な対象の

把握や災害準備支援へと発展させる必要がある。 

2．平常時の支援のあり方 

1）在宅療養者の個別の療養状況に応じた準備と関係

者・関係機関との連携 

 在宅療養者への関わりから、健康危機時の入院をス

ムーズにするための関係機関との連携や連絡先リストの

整理の必要性、援助の意図が明らかになった。今回、個

別事例のニーズに応じた援助を通じて、患者・家族とと

もに連絡先の優先順位を確認し、関係者・関係機関に具

体的な連絡方法、窓口を確認する等、実際的な連携を深

めることができた。この取組みから、健康危機に備えた

関係機関との連携を積み重ねることが、平常時の在宅ケ

アネットワークの強化にも繋がると考えられた。 

2）日々の保健活動の充実による地域健康危機への備え 

 研修会に参加した保健師は、日々の活動を充実するこ

とにより健康危機時への準備性が高まることを改めて認

識していた。さらに具体的な前進をするためには、研修

会における気づきを、参加者個々の自治体の防災計画や

マニュアルと照らし合わせて具体的に検討していく必要

があり、保健所保健師としては市町村保健師とともに考

え整理をしていくための検討の場を持つなど、市町村の

現状に応じた支援をしていく必要がある。 
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3）住民個々の対応力を高める取組み 

 今回試行した住民対象の普及啓発により、住民は、災

害準備の取組みの必要性を感じ、他の参加者の取組みが

参考になった等の反応があり、健康講座内での普及啓発

の取組みは、住民が災害準備を自分のこととして考える

第一歩として有効だったといえる。 

住民への直接的な関わりは、市町村保健師のほうが多

いと考えられることから、市町村保健師の日々の活動の

中で住民への普及啓発が継続されるよう、保健所保健師

から市町村保健師への働きかけが必要である。保健所保

健師、市町村保健師が、日々の活動の中に災害準備に関

する普及啓発を組み入れ、積み重ねていくことにより、

住民は災害準備に関する意識を高め、自立して災害準備

を整えることができ、住民一人ひとりの災害への対応力

を高めることにつながる。 

4）地域の人々の支えあい機能の強化による地域健康危

機に強いまちづくりの推進 

 今回の被災地の住民ニーズや在宅要援助者への支援か

ら、災害時には、近隣者同士の見守りや支えあい機能が

極めて重要であることが明らかとなった。住民同士の支

えあい機能を強化することにより、地域健康危機時にお

ける地域住民の対応力の高まりが期待できる。このこと

から、日々の活動の中で保健師が取り組んでいる地区組

織活動の支援、ふれあいサロン、育児支援教室等を例と

する住民同士を繋ぐまちづくりの活動を通じて、地域住

民同士の支えあい機能を強化する必要がある。このため、

保健分野はもちろん、福祉、介護、防災等行政が横に連

携し、災害準備に関する取組みが一体的に推進される必

要がある。今回筆者が派遣保健師として訪問した地域は、

人々が支えあうことのできる関係性が保たれていた地域

であった。逆に孤立している人は、心身の問題がなくて

も、周囲からの情報が入りにくく、避難等に支障がある

のではないかと考えられる。保健師は、平常時から対象

毎の縦割りではない幅広い視点でのまちづくりや住民同

士の支えあい機能を強化する活動に取り組んでいる14)こ

とから、これらの活動に災害対応の視点を加え、危機に

強い地域づくりをすすめていく必要がある。 

5）保健師以外の職員に対する地域健康危機時の保健活

動に関する理解の促進 

 面接した管内市町保健師が課題としていたように、事

務職等他職種である上司に災害時の保健活動の理解を得

ることが、活動体制づくりの前段階として大変重要であ

る。このことは、市町村に限らず保健所等においても同

様である。このことから、今回のように保健師以外の職

員にも門戸を開いた研修会は非常に意味のある取組みで

あり、地域健康危機に備えての基盤づくりを進めること

に繋がる。今後も、市町村や保健所等、それぞれの立場

の保健師や関係職員のニーズに応じ、具体的な地域健康

危機に対する保健活動の実際が把握できるような、また、

準備の必要性が具体的にイメージできるような職種横断

的な研修会を、保健所保健師の立場で提案し、継続実施

していく必要がある。 

Ⅴ．本研究の限界と今後の課題 

 本研究は、岐阜県立看護大学大学院看護学研究科にお

ける平成18年度修士論文の一部に加筆・修正したもので

ある。東日本大震災から1年半が経過し、被災地の保健

師による活動報告等がなされ15,16)、また、保健師による

全戸家庭訪問をもとに母子保健17)、成人保健18)、高齢者

保健19)、精神保健20)についてニーズと対策が述べられて

おり、本研究とも共通したニーズがでてきている。しか

し、平常時からの準備の必要性は述べられている21,22)が、

東日本大震災の経験を踏まえての平常時の具体的対応方

法についてはまだ十分構築されていないことから、今後

さらに検討をすすめる必要がある。 
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Support of the Public Health Nurse for Nursing Care Needs during a Health Crisis  
in the Community 

 

Masako Shinoda1), Mitsuko Kitayama2) 

 

1) Seino Public Health Center, Gifu prefectural government 

2) Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

The purpose of this study is to clarify what strategies and preparation public health nurses (PHNs) must posses in 
order to effectively deal with a health crisis in the community specifically from an outbreak of natural disaster perspective. 
In the process of this study, the researchers determined that nursing care needs must be based on the unique and individual 
care needs of a community after a natural disaster occurs.  

Nursing care needs were determined based on two public health nursing practice records. One was the researcher’s 
own practice as a dispatched PHN in the case of the Niigata-Chuetsu earthquake in relation to community residents’ 
nursing care needs after a natural disaster had occurred. The other was the PHN’s care for patients on respirators in the 
home setting. Furthermore, the researchers examined the current situation and readiness of the municipality should another 
devastating natural disaster occur. The nurse researcher provided needed health education to both residents and 
municipality staff to prepare them for a natural disaster. From these nursing care interactions, the researchers identified 
support measures that PHNs might need to meet the nursing care needs of the community during a health crisis.  

As a result, the nursing care needs of natural disaster victims were classified into four categories: physical, 
psychiatric/emotional, basic living needs, and comprehensive care needs. In addition to distinct health problems that are 
caused by a natural disaster, there are other day-to-day health concerns that are affected by a natural disaster.  The 
researchers anticipated the nursing care needs of patients on respirators in the home setting. Nursing care needs included 
the possibility of finding a hospital for immediate admission should the respirator battery stop working, smooth transition 
from home to hospital, and immediate communication for hospitalization after a natural disaster.  

The nurse researcher provided health education focused on readiness for a natural disaster to residents in the 
community and municipal staff, and found that there were many patients with chronic diseases. PHNs who attended the 
health education forums pointed out that they had not considered health-crisis management as their professional 
responsibility. The PHNs also recognized that they needed community assessment, and the importance of preparation for a 
natural disaster to help them meet the needs of the community.  

The nurse researcher identified various key functions that PHNs must address. First, PHNs must thoroughly assess 
the special care needs of residents in the community should a health crisis occur. Second, PHNs must recognize that they 
have widely diverse roles. For example, PHNs must plan and provide needed nursing practice that includes providing 
preparation for a natural disaster, identifying the special care needs of residents in the community, preparing a care plan for 
each individual patient at home, working effectively with relevant community organizations, and strengthening the network 
whereby residents support each other. Third, PHNs in prefectural public health centers must provide support to 
municipalities based on their readiness for a natural disaster and augment understanding of other health care professionals 
and staff regarding the role of the role of the PHN. 
 

Keywords: disaster nursing, health-crisis management, public health nurse, public health center, intractable disease 
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〔原著〕 

県保健師による市町村保健福祉活動支援の方法の開発（第1報） 
 

中土 康代１）  北山 三津子２） 

 

Developing Support Strategies for Public Health and Welfare Services in Municipalities  
from the Prefectural Public Health Nurse Perspective (I) 

 

Yasuyo Nakatsuchi1), Mitsuko Kitayama2) 

 

 

要旨 

 近年、保健福祉活動は、県保健所から市町村に業務が委譲されたり、市町村が主体で行う事業が増加しており、

県保健所保健師と市町村保健師との連携・協働が益々必要な状況になっているが、現状では保健所の統合や市町村

との業務分担が進み、保健所の市町村支援が減少している。日常の保健師活動として市町村支援に取り組むために

は、支援方法を明確にする必要がある。そこで、本研究では、県保健所保健師の立場で、担当する精神保健福祉業

務において市町村保健福祉活動への支援を実施し、市町村支援の方法の試案を作成することを目的とした。 

保健所保健師として市町村の精神保健福祉活動を支援するには、まず管内の各市町村の活動の現状をアセスメン

トする必要があると考え、管内市町村の精神保健福祉活動の現状を分析し、市町村の担当者と共有した。また、市

町村担当者と共同で精神障害者への支援を実施した。これらの実践の中で市町村担当者に意図的に働きかけた内容

と担当者の反応から、筆者の実施した働きかけを評価し、市町村担当者の精神保健福祉活動を促進したと判断でき

るものを市町村支援の方法の試案として整理した。 

その結果、保健所の精神保健福祉業務での市町村支援の実施から、相談しやすい関係づくりや職員の資質向上と

いった「市町村職員の支援」、当事者のニーズに基づいた支援をするためのチームづくり、外部の関係者との顔の見

える関係づくりといった「ケア体制作りの支援」、市町村の課題を明確にして取り組みへの支援をする、成果の出て

いる市町村の活動を共有し活動の促進を図るといった「市町村実態に応じた事業の取り組み支援」という市町村支

援方法の試案ができた。 

今後、これらの方法が精神保健福祉業務に限らず、他の業務でも有効であるのか検証し、県保健師による市町村

を支援する方法をより明確にする必要があると考える。 

 

キーワード：市町村支援、県保健師、支援方法 

 

Ⅰ．はじめに 

 近年、保健福祉活動は、県保健所から市町村に業務が

委譲されたり、市町村が主体で行う事業が増加しており、

県保健所保健師と市町村保健師との連携・協働が益々必

要な状況になっている。 

県保健所は、市町村と連携、協働して地域保健を推進

していく役割があるが、平成6年の地域保健法改正以降、

市町村との業務分担が進み、市町村の求めがなければ市

町村事業には関わらなくなっている。県型保健所のあり

方として保健所が市町村のパートナーとして地域活動を
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支援する必要性が指摘されており1～2)、市町村の求めに

応じてではなく、市町村と保健所が重層的な関係を再構

築していくことが提言されている3)。しかし、現状では、

保健所の統合で管轄区域が広域になり、市町村支援がシ

ステム化されていない中で権限委譲や業務分担が一人歩

きし、連携や地域住民に対する重層的な関係が作りにく

くなっている4)。また、保健所で市町村支援を行うのは

主に保健師であるが、多くの県で業務担当制をとってお

り、一人の保健師が複数の業務を抱える場合もあり、市

町村支援のような業務としての位置づけや内容が不明確

な業務には消極的になりがちである。 

筆者が県保健所で担当する精神保健福祉業務でも、通

報による受診支援のような危機介入に追われ、市町村支

援の取り組みは低調である。精神保健福祉業務は、平成

14年に住民に身近な精神保健福祉事業が県保健所から市

町村に移管されたが、保健所の仕事という認識が強く、

その対応は市町村によって差がみられた。そのような状

況の中で平成18年に障害者自立支援法の施行により、精

神・知的・身体の3障害が一元化され、多くの市町村で

精神保健福祉業務は障害福祉担当課に位置づけられた。

障害福祉担当課に精神保健福祉の専門職が配置されてい

ない市町村では、障害者自立支援法の申請受付事務だけ

で相談に対応する機能がない。障害者自立支援法制定以

後の市町村の精神保健福祉業務の取組状況の調査では、

市町村は患者の個別支援・対応に苦慮している5)ほか、

困難事例への対応や精神保健事業の企画・調整等につい

て保健所の支援を望んでいる6)という報告がされている。

市町村が、精神障害者の身近な相談に対応し、地域での

生活を支える機能を発揮するためには、保健所保健師が

困難事例の相談にのるなど具体的な支援をし、保健所と

して市町村と協働して精神保健福祉業務に重層的に取り

組む体制を構築することが必要である。 

県保健所の市町村支援については、保健統計を活用し

た地域診断に基づく市町村支援の検討7)や保健計画策定

を通して考えた保健所と市町村の協働8）などの報告が散

見されるが、具体的な支援方法について言及されている

ものはほとんどない。保健所の通常業務として市町村支

援を実施できるようにするためには、支援方法を明確に

する必要がある。そこで、本研究では、著者が担当する

精神保健福祉業務において意図的に市町村保健福祉活動

への支援を実施し、市町村支援の方法の試案を作成する

ことを目的とする。これにより、日常の保健師活動にお

いて活用できる市町村支援の方法を明らかにすることに

つながると考える。 

Ⅱ．方法 

1．管内市町別精神保健福祉活動の現状分析 

 保健所保健師として、市町村の精神保健福祉活動を支

援するには、まず管内の各市町の活動の現状をアセスメ

ントする必要があると考え、以下の方法により実施する。 

県保健所が事務局である圏域精神障害者地域移行促進

協議会で実施した「精神障害者地域移行支援に関する調

査〈患者対象、病院･地域自立支援事業所対象、市町村

関係者対象〉（以下、地域移行調査という）」のうち、筆

者の所属する保健所管内4市町の市町村関係者対象の回

答を整理する。なお、市町村関係者対象の調査は市町村

の精神保健福祉担当の保健師と事務職の各代表者1名に

依頼した。調査項目は、生活支援の関わり経験、医療機

関との連絡や利用した機関、支援での課題、ケア会議の

参加やケア会議実施体制、地域生活の条件等である。地

域移行調査の回答状況、回答内容と平成19年度の地域保

健･老人保健事業報告の精神保健福祉相談件数・内容、

訪問指導件数・内容等精神保健事業実績とを併せて、精

神保健福祉活動の現状を市町別に分析する。 

管内市町精神保健福祉担当者（以下、市町担当者とい

う）に市町事業実績の照会をし、それに対する市町担当

者の回答状況と回答内容から、市町別の現状を分析する。

なお、照会内容は平成21年1月末現在の精神保健福祉相

談や訪問指導の件数・内容のほか、自立支援協議会の開

催状況、デイケアや普及啓発事業の実施状況等であり、

地域保健･老人保健事業報告と同内容のものについては

同一の計上を求める。 

市町担当者は表1に示すとおりである。精神保健福祉

を担当する課に保健師が配置されているのはA市のみで

あり、B市とD町は相談支援には保健担当課の保健師が

関わっている。C市は、障害福祉担当課内に障害者生活

支援センターを置き、知的障害者の支援経験がある相談

支援専門員が精神障害者も含めた障害全般の相談支援を

担当している。 

以上の分析の結果から、市町別の精神保健福祉活動の 
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現状分析方法としての評価を行う。 

2．市町担当者との精神保健福祉活動の現状の共有 

 精神障害者地域移行促進管内市町担当者会議（以下、

地域移行促進会議という）にて、市町担当者の精神保健

福祉活動に関する認識を捉える。その後、地域移行調査

の結果のメールでの提示や市町事業実績を会議で説明し、

市町担当者の言動から精神保健福祉活動に関する認識を

捉える。市町担当者の認識の現状・変化から、提示の仕

方や説明方法等を評価する。対象は、表1の市町担当者

に加えてC市の保健師も精神保健活動の専門職として対

象とする。 

3．市町担当者を主体とした精神障害者支援の取り組み 

 平成20年度に市町担当者と共同で支援した16事例のう

ち、市町村支援を意図して関わった5事例について、市

町担当者への働きかけの内容と働きかけた結果を記述整

理し、実施した働きかけを評価する。働きかけの対象は、

表1の市町担当者に加えてC市の保健師も精神保健活動

の専門職として対象とするほか、実際に事例の支援に関

わる担当者とする。 

4．市町村支援の方法の試案作成 

 上記1から3の取り組みの評価内容から、市町担当者の

精神保健福祉活動の認識や活動を促進していた働きかけ

を取り出し、市町村支援方法の試案として整理する。 

5．倫理的配慮 

 精神保健福祉業務での取り組みについては、保健所長

に文書を用いて説明し、目的、方法の理解を得た。また、

圏域精神障害者地域移行促進協議会で実施した地域移行

調査の利用については、事務局である保健所長の承諾を

得た。関わりのあった市町の職員については、文書及び

口頭で説明を行い、個人や所属が特定できないような配

慮を行った。事例の概要の記述については、個人が特定

されないような配慮を行った。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-

A004-3）を受けた。 

Ⅲ．結果 

1．管内市町別精神保健福祉活動の現状分析 

1）地域移行調査結果および平成19年度地域保健・老人

保健事業報告の分析 

 地域移行調査には、各市町の保健師と事務職のそれぞ

れが回答すると想定していたが、A市は表1に挙がってい

る事務職からの回答はなく保健師のみ、B市とD町は表1

の担当する保健師と事務職、C市は表1の担当する事務

職と相談支援専門員のほか保健担当課の統括的立場の保

健師の合計8名から回答があった。 

A市は、4市町の中で精神保健福祉相談など活動実績が

最も多く、特に訪問指導は実人員、延人員とも多い。地

域移行調査の結果からも関係機関とも積極的に連携して

支援をしていた。しかし、地域移行調査への回答が保健

師のみであったように、保健師一人で多くの活動を担っ

ており、課内の事務職や保健担当課の保健師との協力体

制が弱いと判断した。 

B市は、相談実績は少なく、訪問指導も実績はあるが1

回のみで継続した関わりはなかった。地域移行調査では、

障害福祉担当課の事務職も保健担当課の保健師も、地域

生活の条件や所属の組織体制に望むこととしてほぼ全て

の項目を挙げていた。関わりが浅いせいで支援として何

が必要なのか絞込みができていない可能性があった。 

C市は、地域移行調査で、障害福祉担当課の事務職は、

課題と感じることとして「担当が対象と接する際、専門

知識に欠けるため適切な対応に無理がある」と記載して

いるが、ケア会議には保健担当課の保健師の参加を求め

ていなかった。また、C市の保健師は最近1年間で精神

障害者の支援の関わり経験なしとし、その理由を「関わ

る事例が無かった」と回答していた。障害福祉担当課と

保健担当課の保健師が連携して精神障害者の支援に関わ

る体制を作る必要があると判断した。 

D町は活動実績が全般的に少なかった。地域移行調査

では、事例がないとの理由でケア会議の開催実績がなく、

表1 管内市町精神保健福祉担当課および担当者の職種(所属) 
市町 担当課 担当者の職種（所属） 

A市 障害福祉担当課 保健師（障害福祉担当課）、事務（障害福祉担当課） 

B市 障害福祉担当課 保健師（保健担当課)、事務（障害福祉担当課） 

C市 障害福祉担当課 事務（障害福祉担当課）、相談支援専門員（障害者生活支援センター） 

D町 障害福祉担当課 保健師（保健担当課)、事務（障害福祉担当課） 
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ケア会議のコーディネートを担っている機関について互

いに相手部署が担当という回答をしていた。その一方で

市町村内の連携には問題はないと回答しており、潜在し

ている問題に気づいていない可能性があった。保健師は、

地域移行調査で医療機関も含めて関係機関との連携実績

がほとんどなく、地域生活支援を実施するうえでの課題

として｢精神疾患に対する理解が不十分で当事者との関

係が悪化してしまう｣と記載していた。事例を振り返っ

て回答していることがわかり、調査が活動の振り返りの

機会となっていた。 

2）市町事業実績の照会に対する回答の分析 

 A市は、保健師が不在になった時期の照会であったた

め、事務職では訪問や相談の実績が集計できなかった。

事務職は、このことについて「保健師に任せていたので

わからない」と話し、個別支援が保健師一人の活動に

なっている体制に気づく機会になった。 

B市は、市社会福祉協議会が実施するデイ･ケアや精神

保健福祉ボランティア養成等の実績は多いが、保健担当

課が実施する相談や訪問指導は、保健所が一緒に関わっ

た事例以外の実績がほとんどなかった。 

C市では、地域保健・老人保健事業報告は平成19年度

までは保健担当課が計上していたが、障害福祉担当課事

務職は、保健担当課に照会することなく回答した。前年

度実績が多かった老人精神保健相談の計上は無く、相談

支援専門員が受けたサービスや制度の利用に関する相談

を社会復帰の相談として計上し、同一基準で実績を計上

されなかった可能性が高かった。 

D町は前年度と同様、活動実績が全般的に少なく、相

談や訪問指導は、老人精神保健以外には、町で実施する

グループワーク参加者の対応のみで、新規に自立支援の

窓口から相談につながる事例はなかった。 

3）市町別現状分析方法の評価 

 地域移行調査を事業実績と併せて市町別に整理するこ

とで、地域移行調査の集計や事業実績を全体として見て

いるときには気づくことができなかった市町ごとの課題

に気づくことができ、市町ごとの支援の必要性を理解す

ることができた。 

地域移行調査でD町保健師が課題として精神疾患に関

する理解が不十分であることをあげるなど、調査に回答

する過程の中で考えることが活動の振り返りの機会に

なっていた。また、A市の事務職は、事業実績の照会が

きっかけで、事業の多くを保健師に負っていた体制に気

づくことができた。このことから、調査に回答したり事

業実績をまとめたりすること自体が事業の振り返りの機

会になることがわかった。 

2．市町担当者との精神保健福祉活動の現状の共有 

1）共有のための会議等の実施 

 市町担当者と情報を共有する機会は3回あり、1回目は

地域移行促進会議、2回目はメールでの地域移行調査の

結果の提供、3回目は精神保健福祉企画会議であった。

それぞれの参加者と提示した内容と方法、使用した資料

は表2のとおりである。 

2）市町担当者の精神保健福祉活動の認識 

 A市保健師は、地域移行促進会議の中で「クリニック 

 

表2 共有のための会議等と参加者、提示方法と内容 
機会 参加（回答）者 提示方法と内容 配布(送付)資料 

地域移行促進

会議 

A市保健師、B市事務職

2名、C市保健師・事務

職、D町保健師・事務職 

計7名 

保健所保健師がコーディネーターとなって地

域移行を進めることになったため事業周知。

地域の受け皿は不足しており今後連携が重

要であることを説明。 

・地域移行促進事業の事業実施要

領、イメージ図 

・市町別自立支援医療受給者、精神

保健福祉手帳交付者数等 

・圏域の社会復帰施設、デイ・ケアや

訪問看護実施機関等 

地域移行調査

の結果の提供 

 

送付者はA市保健師、B

市・C市・D町事務職。回

答者はB市事務職、C市

事務職 計2名 

メールで地域移行調査結果を市町の窓口と

なっている担当者に送付し、各機関での取り

組み、圏域協議会での取り組みについて意

見を求めた。 

・患者対象、病院･地域自立支援事

業所対象、市町村関係者対象の各

調査の集計結果と考察 

精神保健福祉

企画会議 

A市事務職、B市・C市・D

町は保健師・事務職 

計7名 

市町村の事業実績の照会に対する回答をま

とめ、精神保健福祉事業の現状として提示。

現状と今後の取り組みについて意見交換。 

・管内の精神障害者の状況、保健所

及び各市町の事業実績 

・次年度の保健所の事業計画･内容 
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の通院者が多いがその訪問看護を受けてくれる事業者が

ない」、「受け皿として一番ほしいのは日中活動の場」等、

相談や訪問で捉えた患者の声を根拠に発言していた。訪

問看護ステーションへの働きかけや圏域での日中活動の

場のバス路線に沿った整備といった障害者の生活や地域

資源の実態を踏まえた具体的な提案もあり、圏域で協働

した活動の必要性を認識していた。 

B市事務職は、地域移行促進会議では「できる範囲で

やっていくしかない」と発言し、具体的な提案も無く実

践意欲は感じられなかった。しかし、その後の地域移行

調査の結果の提供に対し「患者調査で7割弱の者に退院

希望があること、退院したくても生活の不安があるため

入院を継続する状況から、体制整備によって移行が可能

となる者については行政として具体的な対策を検討して

いく必要がある」と記載していた。調査結果で患者の状

況がわかり、事業に取り組む必要性の認識につながって

いた。 

C市事務職は、地域移行促進会議では事業の進め方に

対し、「小規模作業所等の整備のため圏域単位の検討の

場は必要だが、県福祉事務所の実施する圏域自立支援協

議会は形式的。保健所で圏域地域移行促進協議会を作っ

ても機能しないのではないか」という否定的な発言をし

た。その後の地域移行調査の結果の提供に対しては、

「市として退院事例に即応できるように個別支援会議を

実施し、日常的な対応ネットワークを構築していく」と

回答していたことから、地域移行支援事業の必要性は理

解しており、担当者として関わる意識も持っていること

が確認できた。 

D町事務職は、地域移行促進会議で「受け皿が無いか

ら病院の近くでないと退院できない」と話し、在宅の精

神障害者の生活のイメージが持てていなかった。また、

訪問看護について「保健師不足で定期的な訪問ができな

い」と訪問看護と訪問指導を同一視している可能性があ

る発言もあった。精神障害者の相談や訪問指導の同行な

どの経験がほとんどないことが影響し、精神障害者の生

活やサービスの状況が十分理解できていないと判断した。 

A市事務職、B市保健師、C市保健師、D町保健師は会議

への参加が無かったり、会議に参加しても発言が無かっ

たりしたため、認識を捉えることができなかった。 

3）市町担当者への提示･説明方法の評価 

 地域移行促進会議での話し合いでは、A市保健師の

「訪問看護が必要」という意見に対し、D町事務職から訪

問看護の利用者の把握ができないことを理由に訪問看護

のニーズへの疑問があげられ、現状の認識に差があった

ことから、多職種の会議で現状の共有を図るのは容易で

はなく、意見交換を重ねることが重要と判断した。また、

C市事務職が保健所の事業の進め方に対して否定的な発

言をしたのは、圏域の社会復帰施設等の現状を示す資料

のほかに、受け皿整備が市町村主体との記載がある事業

のイメージ図もあったため、圏域での施設整備の調整機

能を果たしていない県への反発であった可能性があった。

このことから、現状を共有する話し合いの際には、参加

者にとって課題がわかりやすい資料を作成して提示する

必要があったと言える。 

地域移行調査結果をまとめた資料を各市町の窓口と

なっている担当者にメールで送ったところ、意見の返信

があったのはB市とC市の事務職2名のみで回答者8名全

員に結果が配布されたかも不明であった。意識づけや振

り返りの機会としては、一堂に会して、資料を題材にし

て話し合う場の設定が必要であった。また、B市事務職

は、患者調査の結果から地域移行に取り組む必要性を認

識したことを記載しており、患者の声は市町担当者を動

かす動機付けになることがわかった。 

 事業実績のまとめを資料として使った精神保健福祉企

画会議では、各市町の事務職が、A市は自立支援協議会

の毎月開催、B市は精神保健福祉ボランティア養成等の

普及啓発、C市は3障害を一元化した相談対応、D町は精

神障害者グループワークとそれぞれ実績の上がっている

取り組みを発表していた。他市町村から実績が多いこと

を評価する声が聞かれ、自立支援協議会の実施方法など

の具体的な質問にも自信を持って受け答えする様子が見

られた。市町村の良い取り組みを発表する場を作り、他

市町村から評価を得ることが事業を推進・強化すること

につながるし、他の市町村への波及効果もあると判断し

た。 

3．市町担当者を主体とした精神障害者への支援の取り

組み 

1）援助した事例の概要 

 市町支援を意図して市町担当者と一緒に関わった5事

例の概要を表3に整理した。働きかけた相手としては、A
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市、B市保健師、C市、D町は表1と同一であるが、B市事

務職は精神の窓口となっている担当者以外の者であった。 

2）市町担当者への働きかけとその評価 

 A市の障害福祉担当保健師は活動実績を挙げている保

健師であったが、市の中で相談相手がいない環境であっ

たため、相談相手として関わることで市保健師の支援の

バックアップを図った。表3の事例への支援では、市保

健師が訪問した状況を聞いて助言をしたり、食事や水分

の摂取量が減少した際には精神科嘱託医も含めて同行訪

問した。また、市保健師と退院後同じ状況に陥らない方

策を検討し、市保健師はその方策に沿って精神病院と往

診可能な医療機関の調整を実施した。短時間の立ち話の

機会であっても顔を合わせるたびに事例の経過等を聞き、

対応について話し合いをしたことで、状況の変化に応じ

たタイムリーな支援につながったと言える。その他、保

健所精神保健相談を保健所精神科嘱託医から医療的な判

断や助言を受けられる機会として活用した。患者は診断

名が不明確で保健師とのコミュニケーションが取れな

かったため、嘱託医の助言は、医療機関の選定や受診時

期の判断、退院後の方針を立てるうえで有効であった。 

このことから、精神科嘱託医にスーパーバイザーとして

助言を得ることで専門的な判断を根拠に自信を持って対 

表3 市町支援を意図して市町担当者と一緒に関わった事例の概要 
事例の概要、関わりのきっかけ 筆者の関わり

の意図 

働きかけた相手 働きかけの内容 働きかけの結果 

精神病院入院歴あるが病名不明。

無為･自閉。足腰が弱りトイレにも

行けないが、入浴・着替えを拒否。

対応に困った家族が市に相談。 

市担当保健師が訪問するが本人

は問いかけに無反応。今後の関わ

り方について相談あり。 

保健師一人で

事例の支援を

しているため、

相談相手とし

てバックアップ

する。 

A市 

障害福祉担当課

保健師 

 

・ 顔を合わせるたびに

事例の状況を確認。 

・ 精神保健相談の機会

を精神科嘱託医の助

言を受けられる機会

として活用。 

・ 事例の状況の変化に応じて

タイムリーな支援ができた。 

・ 医療的な判断が得られたこ

とで受診支援、継続的な医

療 の 確 保 の 支 援 に つ な

がった。 

共にアルコール依存症の夫婦。 

精神保健相談時、妻から相談が

あったが依存症への関わり経験が

なく助言ができなかったことを市担

当保健師から聞く。 

一緒に関わる

ことで、相談か

ら継続的な支

援に繋がるよう

意識づける。 

B市 

保健担当課精神

担当保健師 

・ 積極的に市に出向い

て顔を合わせた。 

・ 家族に同意を得て市

と情報を共有し、継

続的に支援を実施。 

・ 事例や関わり方の相談が増

えた。 

・ 退院後は訪問に同行。状

況に応じて市だけでの訪問

も実施するようになった。 

人格障害。アルコール性肝硬変。

精神科受診は拒否。身障3級、障

害福祉サービスで訪問看護を利

用。 

障害福祉課事務職から、飲酒での

迷惑行為があり強制入院させてほ

しいとの電話が入る。 

精神障害者へ

の 理 解 を 深

め、事務職で

も担当として支

援ができること

を認識してもら

う。 

B市 

障害福祉担当課

事務職 

 

 

・ 困っていることに対応

する。 

 

・ ケア会議の開催を促

すが経験がなく難色を

示した。開催経験のあ

るA市担当者を紹介。 

・ 苦情が入るたび電話が入

る。筆者の助言に応じて対

応した。 

・ 助言を受けて会議の調整を

実施。ケア会議に参加し、

自身を含め関係機関の役

割を理解した。 

統合失調症。家族の理解がなく発

症後15年間ほとんど未治療。 

要求に応じないと家族に暴力をふ

るう。 

地域活動支援センターから、家族

が入院を希望しているが入院費用

がないため、地域での支援を求め

る連絡が入る。 

受診支援から

関わることで、

市で継続的な

支援ができる

ように働きかけ

る。 

 

 

保健担当課保

健師との協力

体制を作る。 

C市 

障害福祉担当課

事務職、相談支

援専門員 

 

障害福祉担当課

事務職 

 

保健担当課統括

保健師 

・ 会議への参加、会議

での意見を求め、本

人面接を促すなど段

階的に支援。 

・ 会議には家族の参加

を求める。 

・ 関連する地域機関の

紹介。 

・ 市で会議を開催し、

市保健師の出席依

頼。 

・ 事例支援への協力体

制を確認。 

・ 徐々に主体的に動くように

なり、退院に際しては市主

催で支援会議を開催した。

 

・ 相談支援専門員が家族の

状況に応じて支援した。 

・ 関係機関と支援の調整を実

施。 

・ 事務職の判断で保健師の

出席を依頼せず。 

 

・ 市地区担当保健師がケア

会議に参加。 

統合失調症の兄弟。兄弟と同居し

ていた母が認知症で入院したこと

をきっかけに、同じ病院に入院。病

院を通じて地域移行推進事業の申

し込みあり。 

当事例で市町

担当者と継続

的に関わる。 

D町 

障害福祉担当課

事務職、保健担

当課保健師 

・ 地域移行会議の開催

に向けた調整を依頼。

・ 会議参加者への依頼、会

議参加。 
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応することができたと言える。 

 B市には、顔見知りになると事例について話がしやす

くなると考え、担当者の求めに応じ市に出向くようにし

た。4月にB市精神担当保健師から保健所に相談対応の依

頼があり、B市保健センターで相談を受けて以降、保健

センターで実施する保健所精神保健相談の機会に、市で

関わっている事例の経過報告や対応についての相談が増

えていった。表3の事例では「アルコール依存症の関わ

りの経験がないので助言が難しい」と話し、相談を受け

たものの具体的な対応はしていなかった。後日、保健所

で緊急で受診支援をした際、市に相談に行った事例であ

ることが判明したため、家族の同意を得て市精神担当保

健師と一緒に関わることとした。夫婦どちらかから相談

が入った時は市保健師と情報を共有して継続して支援し

た。筆者と同行訪問の際には若い保健師も勉強のために

同行させたり、単独で見守りの訪問を実施するなど、次

第に主体的な動きが出てきた。この保健師は、表3の事

例以外でも一緒に支援に関わり、以前から市で情報を把

握していた事例では、警察から通報があった際には自主

的に受診支援に同行した。このことから、市町が関わっ

ている事例には、意図的に一緒に支援する機会を作るこ

とで職員の主体的な動きにつながっていた。 

B市障害福祉担当課事務職は、表3の事例で当初「対応

の仕方がわからない。精神は障害担当が関わる事例では

ない｣という発言があったため、精神障害者への理解を

深め、事務職でも担当として支援ができることを意図し

て関わった。近隣住民や訪問看護師から苦情があるたび

保健所に相談の電話が入ったため、苦情の内容を整理し

て担当者が何に困っているかを明らかにして対応方法を

助言する必要があった。その都度、筆者の助言に応じて

市精神担当保健師への相談や同行訪問を実施した。訪問

看護事業所から訪問看護の断りの申し出があった際には、

看護師の不安を和らげるため地域活動支援センターの協

力を得てケア会議を開催するよう提案したが、「経験が

ない」と難色を示したため、会議経験のあるA市障害担

当課保健師に助言を受けることを勧めた。後日、助言を

受けてケア会議の開催の調整に動いた。A市の保健師を

紹介したのは、同じ障害担当課職員であるため同じ立場

で相談がしやすいと考えたためである。ケア会議以降、

この担当者から相談の電話がほとんどなくなった。ケア

会議で関係者と情報や方針の共有ができただけでなく、

関係機関の役割分担が明確になる過程を見て、関係機関

と共同で支援することが理解できたためと判断した。自

所属が主催する自立支援協議会でも、当事例について

「ケア会議を実施したことでサービスが継続できた」と

報告したことから、担当者としての役割を認識できたと

判断した。 

C市では、表3の事例に対して、入院から退院の支援、

退院後の地域生活支援まで継続的に市と一緒に支援する

ことで、市の主体的な支援を引き出すことを意図して関

わった。C市で主に個別支援に関わるのは相談支援専門

員であるが、精神障害者への支援経験がなかったため、

一緒に関わる中で反応を見ながら段階的に具体的な関わ

り方を助言した。当初の受診支援のための会議では参加

しても発言がなかったが、自立支援医療や障害年金の申

請等の手続きに関して家族の支援を実施し、病院主催の

退院調整の会議では障害福祉サービスの利用について意

見を述べた。入院中は筆者とともに本人との面会をし、

退院する際には市主催でサービスの調整のためのケア会

議を開催することができた。また、相談支援専門員は地

域移行調査で医療機関との連絡や関係機関との連携の経

験が全くなしと回答していたが、ケア会議の開催に際し

て連携の必要な関係機関を紹介したことで、医療機関や

訪問看護ステーションとの連絡調整を実施した。このこ

とから、職種に関わらず、事例を通して段階的にバック

アップすることで主体的な動きを引き出すことができる

と判断した。この事例では、当初から家族も含めてケア

会議を開催し、病院主催や市主催のケア会議でも家族に

参加を求めた。家族の力が弱い事例であったが、家族の

同意を得ながら支援の方向性を共有することができ、相

談支援専門員が家族に対し状況に応じた具体的な支援を

実施することができた。 

また、C市は障害福祉担当課と保健担当課保健師との

連携がなく、相談支援専門員が対応できない相談が入る

と保健所に対応を求めてきた。このため、表3の事例を

通して市保健師との協力体制を作ることにした。障害福

祉担当課の事務職を通して受診支援の会議への出席を依

頼したが、事務職の判断で呼び掛けをしなかった。統括

的立場の保健師に精神事例に関する市保健師の関わりを

確認した結果、市の体制として相談対応は障害福祉課で
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あるが、専門的な個別支援については協力するとの回答

であった。当事例では地区担当保健師の協力が得られた

が、保健担当課保健師との協力体制ができたわけではな

かった。 

D町は表3の事例で一緒に継続して関わることを意図し

たが、期間が短いためか、ケア会議で事務職が「地域資

源がない」と発言するなど言動に変化はみられなかった。

事務職はケア会議の出席者の調整をし、会議でも積極的

に発言をしていたことから、担当者として関わる意欲は

見られた。保健師は会議には出席したが、全く発言がな

く反応が捉えられなかった。 

4．市町村支援の方法の試案作成 

 1～3の市町担当者への働きかけの評価から、市町担当

者の認識・行動を促進したと思われた取り組み内容を抽

出し、市町村支援の方法の試案を作成した（表4）。以下

の括弧内のアルファベットと数字は表4のアルファベッ

トと数字に対応している。アルファベットは、市町担当

者の活動を促進したと考えられた著者の働きかけを示し、

番号は市町村支援の方法の試案を示す。 

市町担当者主体の精神障害者の支援の取り組みでは、

A市保健師と様々な機会で顔を合わせるたびに、事例の

経過を聞いて関わり方を話し合った。また、B市では市

へ出向いて事例との相談対応をすることで、市保健師か

ら事例の経過報告や市で関わっている事例の対応に関す

る相談が増えた。積極的に市町に出向いて担当者と顔を

合わせた（a）結果、事例や関わり方の相談が増えて

いったことから、県へ相談しやすい関係を作るため県か

ら積極的に市町村に出向く（①）が挙がった。B市事務 
 
表4 精神保健業務での実践から導いた市町村支援の方法の試案 

市町担当者の活動を促進したと考えられた 

著者の働きかけの内容 

市町村支援の方法（試案） 中分類 大分類 

a.積極的に市町村に出向いて顔を合わせる ①県へ相談しやすい関係を作るため県

から積極的に市町村に出向く 

市町村職員が相

談しやすい関係

づくり 

 

市 町 村 職

員の支援 

b.市町村職員の困っていることに具体的に対応する ②困っていることの焦点化 

c.参考になると思われる他の市町村の担当者を紹介す

る 

③市町村職員同士で相談しやすい関

係づくりをする 

d.専門職以外の事務担当者に主体的に動いてもらうた

めに事例や事業を通して段階的にバックアップする 

④職種に関わらず支援する 職員の資質の向

上 

 e.保健所に緊急対応の連絡があったとき、市町村の関

わりのある患者に関しては同意を得て市町村保健師

と一緒に支援する 

⑤意図的に資質向上の機会を設定す

る 

f.精神科嘱託医の相談を活用して個別対応の助言を

する 

⑥スーパーバイザーからの助言が得ら

れる機会を設定する 

g. 課題や目的を共有するために困っている患者や家

族の生の声を提示する 

⑦当事者の声を中心に会議や検討会

を持つ 

当事者のニーズ

に基づいた支援

を す る た め の

チームづくり 

ケ ア 体 制

づくりの支

援 h.連携して患者本位の支援をするためにケア会議には

可能な限り本人または家族に参加してもらう 

⑧ケア会議には可能な限り当事者の参

加を求める 

i. 職種別の役割や各関係機関の役割に気づきを得る

ために地域活動支援センターなどが主催するケア会

議に参加を呼びかける 

⑨関係機関の実施する会議や研修会

への参加を呼びかける 

外部の関係者と

の顔の見える関

係づくり 

 j. 地域内で顔の見える関係づくりをするために事例対

応を通して連携が必要な関係者を紹介する 

⑩連携の必要な関係者、関係機関の

紹介やつなぎをする 

k.事業に関するまとめや調査をする ⑪市町村が活動をまとめる機会を作る 市町村の課題を

明確にし、取り組

みへの支援をす

る 

市 町 村 実

態に応じた

事業の取り

組 み の 支

援 

l.現状や課題をわかりやすい資料にまとめて提示する ⑫県に集まるデータを活用し、現状や

課題をわかりやすくまとめて市町村

に提示する 

m.市町村ごとに課題が違うので市町村ごとの支援を検

討する 

⑬市町村ごとの課題を把握する 

n.事業の振り返りや意識の向上に役立つ資料を題材

にして話し合いの場を持つ 

⑭課題を共有するため、一緒に話し合

う場を設定する 

o.参考になると思われる他の市町村の取り組みや実践

例を紹介する 

⑮市町村の取り組みを情報収集し参考

になると思われる事例を紹介する 

成果の出ている

市町村の活動を

共有し、活動の

促進を図る 

p.対外的な評価が得られるよう市町村のよい取り組み

をアピールする場を作る 

⑯研修等で実践の発表の場を作る 
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職は当初は障害者の支援に拒否的であったが、困りごと

に応じて、その都度、助言や訪問への同行、他市の担当

者を紹介するなどの具体的な対応をする（b）ことで継

続した関わりをすることができた。担当者が困っている

ことが何かを見立て、対応を助言する必要があった。こ

のことから困っていることの焦点化（②）が挙がった。

また、B市事務職はケア会議の経験が無くケア会議の開

催に難色を示したためA市の保健師に助言を受けるよう

紹介した（c）ところ、会議の調整に動くといった変化

が見られたため、市町村職員同士で相談しやすい関係づ

くりをする（③）が挙がった。 

C市は、精神障害者への支援の経験がない相談支援専

門員が担当者であったが、個別事例への支援を通して段

階的にバックアップする（d）ことで徐々に主体的な動

きが出てきた。このことから、職種に関わらず支援する

（④）を挙げた。 

B市の保健所より先に相談を受けていた事例では、患

者家族に同意を得て一緒に支援した（e）ことで、「関わ

りの経験がないので助言が難しい」と話していた保健師

が、継続的に関わるうちに次第に主体的な関わりをする

ようになった。このことから、市町村が関わっている事

例には、意図的に資質向上の機会を設定する（⑤）を挙

げた。 

A市では、精神科嘱託医の相談を活用して医療的な判

断や助言を受ける（f）ことで専門的な判断を根拠とし

た個別支援ができた。このことから、スーパーバイザー

からの助言が得られる機会を設定する（⑥）を挙げた。 

地域移行調査の結果の報告に対し、患者調査の結果か

ら地域移行を進める必要性を感じたという意見があった。

患者や家族の生の声を提示する（g）ことは市町担当者

の認識を変えることにつながるため、当事者の声を中心

に会議や検討会を持つ（⑦）が挙がった。また、C市の

事例は、家族の力が弱い事例であったが、ケア会議に家

族に参加してもらう（h）ことで、家族の状況に応じて

本人を支援する方向性を共有することができたことから、

ケア会議には可能な限り当事者の参加を求める（⑧）が

挙がった。 

B市の事務職が地域活動支援センター主催のケア会議

に出席（i）し、関係機関の役割を理解することで保健

所への相談がほとんどなくなったことから、関係機関の

実施する会議や研修会への参加を呼びかける（⑨）こと

を挙げた。また、C市の相談支援専門員に、事例対応の

中で連携の必要な関係機関を紹介した（j）ことで、今

まで経験のなかった医療機関や訪問看護ステーションと

の連絡をとるようになったことから、連携の必要な関係

者、関係機関の紹介やつなぎをする（⑩）が挙がった。 

A市事務職は事業実績の照会で保健師が多くの活動を

担っていたことに気づく機会となり、D町保健師は地域

移行調査で精神疾患に関する理解が不十分であることを

課題としてあげるなど、市町担当者にとって事業に関す

るまとめや調査に回答する（k）こと自体が事業の振り

返りにつながることがわかった。このことから、市町村

が活動をまとめる機会を作る（⑪）が挙がった。 

地域移行促進会議の際、資料に記載してある内容が影

響して事業に否定的な意見が出た可能性があった。現状

や課題を提示する際には、対象者にとってわかりやすい

資料にまとめて提示する（l）必要があった。このこと

から、県に集まるデータを活用し、現状や課題をわかり

やすくまとめて市町村に提示する（⑫）が挙がった。 

管内市町の精神保健福祉活動の現状分析では、地域移

行調査結果や事業実績の照会結果を市町別にまとめてみ

ることで、筆者が市町の課題に気づくことができ、市町

の課題に応じた支援を検討する（m）必要性がわかった。

このことから、市町村ごとの課題を把握する（⑬）が支

援方法として挙がった。 

地域移行調査の結果をメールで送ったところ、2市町

の担当者からしか意見が出されず、回答者全員に届いた

かも不明であったため、課題を振り返るには、資料を出

すだけではなく話し合いの場を持つ（n）必要があった。

このことから、課題を共有するため、一緒に話し合う場

を設定する（⑭）を挙げた。 

精神保健福祉企画会議では、実績が上がっている市町

の取り組み方法に対する具体的な質問があり（o）、他の

市町村への波及効果もあると考えられたため、市町村の

取り組みを情報収集し参考になると思われる事例を紹介

する（⑮）を挙げた。また、実績が上がっていることへ

の評価の声が聞かれ、市町村の良い取り組みを発表する

場を作る（p）ことは活動の継続や強化につながるため、

研修等で実践の発表の場を作る（⑯）を挙げた。 

以上の①～⑯は、内容の類似性により、「市町村職員
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が相談しやすい関係づくり」「職員の資質向上」「当事者

のニーズに基づいた支援をするためのチームづくり」

「外部の関係者との顔の見える関係づくり」「市町村の課

題を明確にし、取り組みへの支援をする」「成果の出て

いる市町村の活動を共有し、活動の促進を図る」の６つ

に分類された。さらに、６つの分類は、【市町村職員の

支援】【ケア体制づくりの支援】【市町村実態に応じた事

業の取り組みの支援】の3つに大きく分類された。 

Ⅳ．考察 

 市町村支援の方法の試案は、表4に示すとおり、16項

目が挙げられた。以下に、大分類別に市町村にとって方

法の意味するところを考察する。 

1．市町村職員の支援 

 市町村職員の支援としては、「市町村職員が相談しや

すい関係づくり」と「職員の資質向上」が挙げられた。 

「市町村職員が相談しやすい関係づくり」としては、

保健所と顔の見える関係づくりをする必要がある。顔の

見える関係とは、市町村が相談すれば答えてくれる存在

として保健所を認識することを意味する。保健所保健師

は待っているのではなく積極的に市町村に出向き、担当

者だけでなく上司等とも話すなかで市町村の状況を把握

し、一緒に地域の課題について考える姿勢を示すことが

大切であると考える。また、実施主体が市町村である事

業に関しては、具体的な対応方法など内容によっては県

ではわからないこともあるため、市町村職員同士の横断

的な関係づくりをすることで知識や経験が共有できると

考える。 

「職員の資質の向上」については、保健師だけでなく

事務職や相談支援専門員が実際に精神障害者の支援に関

わっており、職種に限らず支援する必要があった。一緒

に個別支援をしたり事業を通して段階的にバックアップ

することで、主体的な動きに変わってきたことは、自身

で問題に気づいたり、解決に向けて行動するようになっ

たことを意味しており、市町村職員のエンパワメントに

つながったと言える。保健師についても事例を通して一

緒に対応を考えることで経験のない疾患への支援ができ

たり、精神科嘱託医に助言を受けることで自信を持って

支援に取り組むことができた。保健師の資質の向上のた

めにはスーパービジョンが効果的であり、現場の実践と

理論を結びつけて整理できるような機会を設定する必要

がある。職種に関わらず資質向上に向けて支援すること

は、住民への効果的な事業の実施につながると考える。 

2．ケア体制づくりの支援 

 個別支援を中核としてケア体制づくりを支援するため

に「当事者のニーズに基づいた支援をするためのチーム

づくり」と「外部の関係者との顔の見える関係づくり」

が挙げられた。 

当事者のニーズがわかることは、事務職の認識を変え

たり、市町村内で関わる職員が共通認識を持ち支援目標

を共有することにつながっていた。当事者のニーズは、

ケア体制づくりのための事業や施策の根拠となるもので

あり、患者の声を取り上げたり家族に会議に参加しても

らうことは、市町村が患者や家族をパートナーとして事

業や施策を行うことを意味する。 

障害者自立支援法の施行後、医療機関や社会復帰施設

だけでなく、地域活動支援センターやサービス提供事業

所、ボランティア等幅広い機関が関わるようになった。

このような外部の関係者と顔の見える関係づくりができ、

お互いの役割を理解したうえで協働することは、専門職

の少ない市町村にとって個別支援の強化につながる。ま

た、広域の関係機関の情報を知ることは、現在ある社会

資源の有効活用と地域に足りない社会資源の開発につな

がると考える。 

3．市町村実態に応じた事業の取り組み支援 

 市町村実態に応じた事業の取り組み支援をするために

は、「市町村の課題を明確にし、取り組みへの支援をす

る」と「成果の出ている市町村の活動を共有し、活動の

促進を図る」が挙げられた。 

地域精神保健福祉の実態から潜在する問題も含めて市

町村ごとの課題を明らかにして、市町村に提供すること

によって取り組みを促す必要がある。分析した実態や把

握した課題を市町村の関係者と共有し、解決策を協議す

る機会を意図的に設定することによって、市町村の事業

の改善や取り組みの促進につながると考える。 

また、市町村の活動を客観的に評価して、成果の出て

いる市町村の活動に関しては活動をまとめて発表する場

を設定する。成果の出ている市町村にとっては、活動が

認められ他市町村から良い評価を得ることは、職員の意

欲を高めて、さらに活動を強化することが期待できる。
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他の市町村にとっては、取り組みの必要性の気づきを促

すことや良い取り組みが波及することによって全体的な

活動の促進につながると考える。 

市町村は地域精神保健活動における県保健所の機能と

して、きめ細かい技術指導・援助やスーパービジョン

的・同伴者的な支援を期待している9)。これら16の方法

は、全てが現場の実践の支援であり、市町村精神保健福

祉活動の推進を図る上で有効と考える。 

Ⅴ．本研究の限界と今後の課題 

 本研究では筆者の担当する精神保健福祉業務で意図的

に市町村支援を実施し、その実践プロセスを評価して、

効果のあった働きかけを基に支援方法の試案を作成した。

このため、細かい手法も含まれるが、具体的ですぐに実

践可能な方法である。また、市町村支援は地域ごとに大

きく異なるものではないため、保健師間で方法を共有す

ることで取り組みを促す効果は高いと考える。 

しかし、筆者の勤務する保健所での1年間の取り組み

を基にしていることから、他地域、他保健師の取り組み

事例を収集し、実践の評価の妥当性も含めて比較検討し

ていく必要がある。また、県保健師は、住民が格差のな

い保健福祉サービスが受けられるように、さまざまな業

務で市町村を支援していく役割がある。このため、県保

健師による市町村を支援する方法をより明確にするため

には、これらの方法が精神保健業務に限らず、他の業務

でも有効であるのか検証する必要がある。 

 

（本研究は平成22年度岐阜県立看護大学大学院看護学

研究科の修士論文の一部に加筆し修正を加えたものであ

る。） 
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Developing Support Strategies for Public Health and Welfare Services in Municipalities 
from the Prefectural Public Health Nurse Perspective (I) 

 

Yasuyo Nakatsuchi1), Mitsuko Kitayama2) 

 

1) Gifu Public Health Center, Gifu Prefectural Government 

2) Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

Recently, the health and welfare service providers have transferred from prefectures to municipalities. 
Municipalities are now responsible to provide health and welfare service independently. Therefore, it has become 
increasingly imperative that prefectural Public Health Nurses (PHNs) and municipal PHNs work together cooperatively in 
carrying out health and welfare services. The support of the prefectural PHNs has been decreased due to the prefectural 
public health centers being consolidated and increased work sharing of service providing. Supportive strategies that 
prefectural PHNs demonstrate towards municipal PHNs must be clarified. The purpose of this study is to develop an 
effective method wherein prefectural PHNs give support to municipal staff including PHNs in community health services. 
In order to achieve this purpose, the first author, as a prefectural PHN, provided technical support to municipal staff 
including PHNs in the area of mental health and welfare services. 

In order to provide support to mental health and welfare services in the municipalities, the first author assessed the 
conditions of each municipality in the jurisdiction area. The actual conditions of mental health and welfare service were 
examined and assessed. The results of the community assessment were discussed and clarified between the municipal staff 
and the first author. Furthermore, the first author worked together with the municipal staff to provide care to mentally 
disabled patients. Working together, the first author supported the municipal staff. The researchers evaluated the support 
which the first author provided to the municipal staff by the content of support and the staff’s responses to the support. 
Finally, the researchers developed a tentative plan of municipal support methods that we believed would improve mental 
health and welfare services.  

The tentative plan that researchers developed included the following: 
1) How to directly support the municipal staff (e.g., serving as an effective advisor, enhancing the helping skills of 

the staff) 
2) How to establish an effective care system (e.g., organizing an appropriate health care team to provide 

individualized care to clients and facilitating agreeable and effective relationships among all people involved) 
3) How to give optimal support that is based on the situation and condition of each municipality (e.g., sorting out 

problems the municipality has and encouraging them to tackle the identified problems, learning together from a 
practice in which another municipality achieved success and attempting to improve the target municipality’s practice  

Findings from this study demonstrated that the method identified and implemented was effective when used in the 
mental health and welfare services areas. Further research is needed to determine the effectiveness of this method in other 
areas of public health services. 
 
Keywords: Support the municipal community health service activities, Prefectural public health nurse, Supporting 

method 
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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 

〔原著〕 

精神科急性期治療期間を超過した患者の入院長期化を防止するための看護 
 

葛谷 玲子  石川 かおり 

 

Nursing Care Aimed at Preventing Prolonged Admission of Psychiatric Patients  
Who Have Exceeded the Acute-Phase Treatment Period 

 

Reiko Kuzuya, Kaori Ishikawa 

 

 

要旨 

 本研究の目的は、入院3ヵ月以上1年未満に退院した患者を対象に行われた看護内容を明らかにし、更なる長期入

院患者を生み出さないための示唆を得ることである。 

研究対象者は、急性期治療病棟を有している病院に勤務する看護師10名であった。対象者に、入院3ヵ月以上1年

未満で退院した事例を想起してもらい、実践した看護に関する半構成的面接を行った。1回につき1時間程度の面接

を行い、対象者の許可を得て面接内容を録音し、逐語録を作成した。逐語録を熟読し、実施された看護の内容を類

似と差異の観点から比較検討し、グループ化とカテゴリ化の作業を段階的に行った。そして、実施された看護の内

容と入院期間との関連を検討し図式化した。 

分析の結果、看護の内容は、【患者に寄添う姿勢】、【入院期間を考慮したケアの点検】、【患者のセルフケア能力に

応じた生活のサポート】、【患者の意思・自己効力感の支持】、【家族支援・連携】、【専門職連携】の6つの最終カテゴ

リに集約された。 

明らかとなった看護内容の特徴から急性期治療期間の3ヵ月を超過した患者の入院長期化防止を目指すために、今

後の方針の再検討をすることや治療上の理由以外で退院が延期しないよう確認し合うなど入院期間を考慮してケア

の点検を行うこと、退院を焦らせない時期と退院を推し進める時期を見極めて援助すること、入院期間が3ヵ月を超

過することが予想される患者には社会資源の利用を早期から検討することが必要な看護として示唆された。 

 

キーワード：精神科急性期治療期間、入院長期化防止、退院 

 

Ⅰ．はじめに 

 わが国の精神保健医療福祉は、「入院医療中心から地

域生活中心へ」という基本的な方針のもと、長期入院患

者の退院を促すだけでなく、急性期医療の充実により直

接的に早期退院を実現するとともに、新規の長期入院患

者を生み出さないような取り組みが進められている。こ

の結果、入院の短期化が進められている一方、入院期間

1年以上の長期入院患者の動態に大きな変化がみられて

いない現状が報告されている。これは、入院期間1年以

上での退院は毎年5万人弱で推移しているものの、新た

に入院期間1年以上となる患者が5万人程度存在するから

である1)。すなわち、長期入院患者が退院しても新たな

長期入院患者が生じている現状にある。 

入院期間が1年を過ぎると退院準備に関連した患者の

持つ力が低下することが明らかとなっており2)、長期入

院によりインスティチューショナリズムを引き起こす可

能性が高くなる。また、急性期治療期間である3ヵ月と

いう在院日数の制限がある急性期の病棟から制限のない
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他の病棟に移ることで、退院に向けた看護が緩徐となる

ことが危惧される。このようなことから、診療報酬上の

急性期治療期間である入院3ヵ月以内に退院に至らな

かった患者に対して、1年以上の長期入院に至る前に退

院し地域生活に移行できるよう支援していくことが看護

においても重要である。 

Ⅱ．文献検討 

 精神科における退院支援に関する先行研究を検討した。 

精神科急性期における看護師の退院に関連した判断に関

する研究3,4)や入院3ヵ月以内に退院した患者と退院に至

らなかった患者とを比較した量的研究5)では、入院3ヵ月

以内に退院できるかどうかに関連する要因は明らかにさ

れているが、これらの要因を考慮して入院3ヵ月以内に

退院に至らなかった患者に対する有用な看護を明らかに

した研究は見当たらない。 

宇佐美らは、退院後3ヵ月未満で再入院する精神障害

者と入院3ヵ月以上の精神障害者は類似した患者特性を

もつという先行研究の結果をもとに、どちらも含めて長

期入院患者予備群とし、修正版集中包括型ケア・マネジ

メント（M-CBCM）を実施し、その評価をしている6)。

M-CBCMは、専門看護師が中心に実施する小集団精神療

法や外部の人的資源の導入などの特徴から、どの病院に

おいてもすぐに導入できるものではなく、これらの特徴

的なケア内容のうちどれが最も効果を示したのかについ

ては明らかにされていない。 

葛谷らは、精神科長期入院患者の退院に関連する2002

年以降の国内看護研究の成果から、長期入院患者を対象

とした退院支援における看護の内容を整理し、「患者へ

のケア」、「家族へのケア」、「多職種連携のための働きか

け」、「退院支援システムの改善のための働きかけ」と

いった4つの退院支援における看護の方向性を示してい

る7)。 

このように、精神科急性期の患者や長期入院患者への

退院支援に関する研究は行われているが、入院3ヵ月以

上入院1年未満の患者に焦点を当てた退院支援に関する

研究は手つかずの状況である。したがって、精神科急性

期治療期間である3ヵ月を超過した患者に焦点を当て、

更なる入院長期化を防止するための看護を検討すること

が必要である。 

Ⅲ．研究目的 

 本研究では、入院3ヵ月以上1年未満に退院した患者を

対象に行われた看護内容を明らかにし、更なる長期入院

患者を生み出さないための看護上の示唆を得ることを目

的とした。 

Ⅳ．研究方法 

1．対象者 

 研究対象者が所属する施設は、精神科救急入院料病棟

もしくは精神科急性期治療病棟を有する施設のうち研究

協力への同意が得られた施設とした。この施設に勤務す

る看護師で、入院3ヵ月以上が経過した患者への看護を

実際に行い、その患者が1年以内に退院した体験を持つ

者とした。精神科救急入院料病棟もしくは精神科急性期

治療病棟を有する施設と限定した理由は、診療報酬の面

から入院3ヵ月以内の早期退院を目指して看護が提供さ

れていることが明白であり、それでも3ヵ月以内で退院

に至らなかった患者が1年以内に退院できたことは退院

に向けて有用な看護が実施されたと考えられるためであ

る。なお、対象者の偏りを防ぐため、協力を依頼する施

設は異なる県から複数選択し、1施設の対象者の人数の

ばらつきが少なくなるようにした。 

2．倫理的配慮 

 研究対象の候補者は、看護部長もしくは看護師長から

紹介を受けた。研究協力の依頼についての説明を候補者

が受けるかどうかを自由に決定できることを紹介者から

研究対象の候補者に伝えてもらい強制力が働かないよう

に配慮した。研究対象の候補者へは、文書および口頭で

研究の目的や方法、研究への参加は対象者の自由意思に

よるものであること、研究参加による利益、不利益とそ

れらへの対策、参加者の権利（プライバシーの権利、研

究開始後に同意を撤回する権利および撤回により一切不

利益は生じない権利）について十分に説明し、同意をす

るかどうかを検討する期間を設けた。郵送あるいは電話

にて同意の意向が確認できた者に対して、希望を考慮し

て面接場所と日時を決定した。面接日に再度研究の目的

等について説明し、文書で同意を得た。なお、研究開始

前に、岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の審査を受け、

承認を得て実施した（承認番号0001）。 
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3．データ収集方法 

 対象者に、入院3ヵ月以上1年未満で退院した事例を想

起してもらい、実践した看護に関する半構成的面接をイ

ンタビューガイドを用いて1回につき1時間程度行った。

インタビューガイドの内容は、下記の①～⑦を設定し、

質問を投げかけながら自由に語ることができることを優

先した。 

①患者自身もしくは患者を取り巻く状況がどのような状

態・状況になれば退院できると考えていたか（どのよう

な目標を設定していたか）。 

②実際に行った患者へのケアの内容とケア提供の時期

（外出・外泊、病識・服薬・治療、ADL、退院への意

欲・不安、家族との関係、対人関係、問題行動、身体合

併症などに関するケア等）。 

③実際に行った家族へのケアの内容とケア提供の時期。 

④サポート体制に関する支援の内容とケア提供の時期。 

⑤他職種と連携して実際に行った支援の内容とケア提供

の時期。 

⑥困難に感じたり、必要だと考えたが実施できなかった

ケア。 

⑦退院支援を行ううえで、大切にしていたこと。 

また、対象者の属性として、年齢、看護専門職の経験

年数、精神科看護の経験年数について口頭で回答を得た。 

面接場所は、対象者の希望に合わせて対象者が所属す

る施設内の一室もしくは研究者が所属する大学の一室と

し、いずれもプライバシーが保たれる場所とした。面接

は、研究者と対象者の1対1の形で行い、全対象者の面接

を同じ研究者1名が実施した。対象者の許可を得て面接

内容をICレコーダーにて録音し、逐語録を作成し、デー

タとした。なお、看護師1名につき2事例について話す場

合には2回面接を行うこととした。 

データ収集期間は2011年8月～11月であった。 

4．データ分析方法 

 逐語録を熟読し、実施された看護の内容を示している

部分を抽出し、その看護の具体的内容を残しながら一文

で内容が理解できるように加工した。加工した一文を類

似と差異の観点から比較検討し、類似したものをグルー

プ化し、カテゴリ化した。この作業をこれ以上グループ

化できなくなるまで行った。一連の分析過程は複数の研

究者が共同で実施し、グループ化の適切性、カテゴリの

命名や抽象度の適切性等について共同研究者間で確認し、

適切でない場合はデータや下位カテゴリに戻り研究者間

で合意が得られるまで再検討を繰り返した。 

なお、グループ化の作業においては、グループ化でき

ない内容を無理にまとめることで重要な看護内容が埋も

れてしまうことを防ぐため、特定のサブカテゴリやカテ

ゴリに含まれない異質なものがあった場合、無理にまと

める必要はなく、1つであってもサブカテゴリやカテゴ

リを形成する8)という考えを採用した。 

5．真実性の確保 

 HollowayとWheelerの真実性を確保するための4つの基

準（信頼可能性、移転可能性、明解性、確認可能性）9)

を参考にして真実性の確保に努めた。 

 信用可能性として、共同研究者に質的研究に習熟した

者を含み、研究計画やインタビューガイドの作成、分析

等において、共同研究者間で検討しながら研究をすすめ

た。また、多様なデータを得るために、本研究の目的に

照らして研究対象者が所属する施設を異なる県、施設か

ら複数選択した。 

 移転可能性として読み手が研究結果を他に移転して適

用できるか評価できるように、また明解性として読み手

が研究プロセスを辿れるように、研究対象者の選択方法

や特徴、研究方法について詳細に記述することとした。 

 確認可能性として、読み手が研究プロセスの適切さを

査定でき、研究の結論や解釈がデータから直接引き出さ

れていることが確かめられるように研究目的、研究方法、

分析結果等について詳細な記述を試みた。 

Ⅴ．結果 

1．研究対象者の概要 

 研究対象者が所属する施設は、急性期治療病棟を1病

棟有しているA県のx病院とy病院、B県のz病院であった。

これらの3つの病院から計14名の看護師（准看護師を含

む）の紹介を受け、同意の得られた看護師10名（内、准

看護師2名）を対象とした。対象者の性別は男性4名、女

性6名、年齢は20歳代～50歳代、看護師（あるいは准看

護師）経験は2～39年で、精神科看護経験は2～25年で

あった。1事例を想起して実践した看護を語った看護師

は9名、2事例を想起してそれぞれに実践した看護を語っ

た看護師は1名であった。本稿では看護師と准看護師を
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合わせて「看護師」と表記した。 

2．入院3ヵ月以上1年未満に退院した患者を対象に行わ

れた看護の内容 

 看護師10名が事例を想起して語った内容から得られた

データを分析した結果、入院3ヵ月以上1年未満に退院し

た患者を対象に行われた看護は、101の一次カテゴリか

ら6つの最終カテゴリに集約された（表1）。行われた看

護について、最終カテゴリ毎に説明する。 

なお、文中の《 》は一次カテゴリ、〈 〉は二次カ

テゴリ、〔 〕は三次カテゴリ、【 】は最終カテゴリ、

「 」は研究対象者の語りを一文で内容が理解できるよ

うに加工したものを示す。 

1）患者に寄り添う姿勢 

【患者に寄り添う姿勢】には、《年齢や生活歴、家族関

係に合わせた関わり方をする》、《病状や対処能力に合わ

せた関わり方をする》の〈患者の特性に合わせた関わ

り〉と《忙しくても時間を確保し患者の話を傾聴》の内

容が含まれた。 

2）入院期間を考慮したケアの点検 

【入院期間を考慮したケアの点検】には、《入院当初に

退院の見通しを設定》、〈退院時の目標を設定〉、《入院長

期化に伴い退院の見通しを再設定》の他に、「受け持ち

看護師からは、看護チームリーダーに普段、どのような

看護をしていけばよいかという話はしているので、受け

持ち看護師が居ない日でもその日のリーダーと師長と主

治医とで、入院3か月が経過した時に今後どうするかを

話し合う」というような《入院3ヵ月を機に今後の方針

の再検討》をする内容が含まれた。また、《主治医に退

院について確認したり、退院を押す》ことや《家族の希

望に合わせて退院を延期しないように主治医に話をす

る》というような〈治療上の理由以外で退院が延期しな

いよう主治医に念押し〉するという内容が含まれた。 

3）患者のセルフケア能力に応じた生活のサポート 

【患者のセルフケア能力に応じた生活のサポート】と

いう看護には、《看護師が薬を管理したり介助する》こ

とや《薬の効果・副作用を確認する》という〈確実な与

薬とモニタリング〉や〔必要時に日常生活上のセルフケ

ア不足に援助〕すること、〈必要時に他患者とのトラブ

ルに介入〉するという内容が含まれた。また、〈外出・

外泊の勧めと同行〉や「外泊中の目標は1つか2つぐらい

に設定してもらった」、「外泊の初めのうちは無理せず、

休んでいていいということで進めていった」などの〈外

出・外泊前の患者との相談・準備〉、「外泊から帰院後、

目標についてどうだったかを聞いた」、「外泊中の目標が

出来なかったとしても、ここができたならいいのではな

いかと伝えた」などの〈外出・外泊について患者との振

り返り〉を行うというような〔患者と共に外出・外泊の

事前準備と事後評価〕の内容が含まれた。そして、〈通

院や服薬の理解度、病識の程度の把握〉、「何回か入退院

を繰り返しており、そのたびに薬が飲めてない状態で入

院してくることが多かったので、薬の必要性、薬を飲ま

ないとこういう症状が出て、今のように入院してしまう

ということを入院中に言っていた」というような〈通院

や服薬の必要性の理解や疾患に関する教育〉、《患者の状

況に応じて段階的に服薬自己管理を進める》ことや《精

神症状の悪化時に頓服薬を使用することを勧める》など

の〈病気とうまく付き合うために必要なことの取り組み

の促進〉の〔病気と付き合い治療を継続するための患者

の力を強化〕する内容が含まれた。さらに、「病識や、

内服が必要という理解が得られないので退院してもまた

同じことになると思い、訪問看護を導入しようとした」

というような〈社会資源を含めた退院後のサポートの検

討〉や〈社会資源の見学・体験〉、「デイケアに通うので、

職員にはどのような職種の人がいるのかと、話しやすい

人に話せばよいことを患者に伝えた」というような〈社

会資源に関する具体的な説明〉や〈社会資源を利用する

際の具体的内容の検討と決定〉の〔退院後のサポートの

検討と具体的準備〕の内容が含まれた。 

4）患者の意思・自己効力感の支持 

【患者の意思・自己効力感の支持】という看護には、

〈退院に向けた希望を伝えることを患者に促進〉するこ

とと〈退院に関する決定を患者だけに任せず提案〉する

ことの〔退院に関する患者の意思決定の支持〕、《外泊が

できるようになるまで良くなった患者の状態を評価す

る》というような〈ポジティブな変化のフィードバッ

ク〉が含まれた。また、「患者には入院3ヵ月を過ぎたか

ら療養病棟に行かなければいけないのか、ずっとここに

いてもいいのかという思いがあったので、主治医から転

棟の話はないから気にしなくていいということは常に話

していた」というような《入院が3ヵ月以上になっても 
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表1-1 入院3ヵ月以上1年未満に退院した患者を対象に行われた看護内容 
最終カテゴリ 三次カテゴリ 二次カテゴリ 一次カテゴリ 

患者に寄り添う

姿勢 

 患者の特性に合わせた関わり ・年齢や生活歴、家族関係に合わせた関わり方をする(F1, F2, G) 

・病状や対処能力に合わせた関わり方をする（F2, G) 

  ・忙しくても時間を確保し患者の話を傾聴 (C) 

入院期間を考

慮したケアの点

検 

  ・入院当初に退院の見通しを設定（C, D, E, I, J） 

 退院時の目標を設定 ・退院時の目標設定を「急性期症状や症状に伴う問題行動が消失すること」と

する(A, B, D, I) 

・退院時の目標設定を「生活リズムが整い、日常生活が営めること」とする(A, C, H, J) 

・退院時の目標設定を「服薬ができるようになり、病識を持ち通院の必要性を

理解すること」とする(B, C, G, H, I) 

・退院時の目標設定を「患者自身の能力の回復や強みを強化すること」とする(A, B, H)

・退院時の目標設定を「サポート体制が整うこと」とする(B,  E , F1, F2, G, I) 

・退院時の目標設定を「退院後の生活の見通しがたつこと」とする(B,  F1, F2)

  ・入院長期化に伴い退院の見通しを再設定(D, E, F1, G, H) 

  ・入院 3 ヵ月を機に今後の方針の再検討 (D, E, H, I) 

 治療上の理由以外で退院が延期

しないよう主治医に念押し 

・主治医に退院について確認したり、退院を押す(E, G)  

・家族の希望に合わせて退院を延期しないように主治医に話をする(G) 

患者のセルフ

ケア能力に応

じ た 生 活 の サ

ポート 

 確実な与薬とモニタリング ・看護師が薬を管理したり介助する(A, B, H) 

・薬の効果・副作用を確認する(D, F1) 

必要時に日常生

活上のセルフケ

ア不足に援助 

必要時に日常生活上の基本的な

セルフケア不足に援助 

・摂食のセルフケア不足に対して介入する(B, C, E, H) 

・調理ができるように作業療法への参加を促す(C) 

・飲水のセルフケア不足に対して介入する(J) 

・排泄のセルフケア不足に対して介入する(E, F, J) 

・清潔・整容のセルフケア不足に対して介入する(A, B, C, E, H) 

・清潔・整容のセルフケア不足に対して敢えて介入しない(B, F) 

・生活リズムを整えるように介入する(C, D, I) 

・休息を促したり、過活動にならないように介入する(C, D, E, F1)  

・日中の活動を促すために作業療法への参加を促す(A, C, H, J) 

・身の回りのことが自分でできるようにサポートする(A) 

必要時にモノの自己管理不足に

援助 

・嗜好品の管理不足に対して介入する(B, H) 

・私物の管理不足に対して介入する(B) 

・私物管理について敢えて介入しない(B, G) 

 必要時に他患者とのトラブルに介

入 

・他患者とのトラブルに介入したり、注意をする(A, E, F2, G, H, J) 

・他患者とのトラブルに直接介入せず、患者自身で解決するためのアドバイス

をする (A, C) 

患者と共に外出・

外泊の事前準備

と事後評価 

外出・外泊の勧めと同行 

・積極的に外出・外泊を患者に勧める(A, F, G, H, I) 

・外出・外泊に伴うリスクを考えながらも、チャレンジを勧める(H, I) 

・患者の希望に応じて外出に付き添う(B) 

外出・外泊前の患者との相談・準

備 

・精神状態を確認し、調子が悪い時には外出できないことを説明する(F1) 

・単独での外出前に時間通りに病棟へ戻ってくるように伝える(B, F1) 

・外泊先を一カ所に決めるように伝える(C) 

・外泊中の小さな目標を 1～2 個立てられるように話し合う(C) 

・外泊中の過ごし方や注意すべき点についてアドバイスする(C, D, E, F1) 

外出・外泊について患者との振り

返り 

・外泊中の過ごし方について患者に聴く(A, C, F1) 

・外出・外泊での過ごし方について患者と振り返り、評価する(C, G) 

病 気 と 付 き 合 い

治療を継続する

ための患者の力

を強化 

通院や服薬の理解度、病識の程

度の把握 

・病識の程度を患者の話から把握する(J) 

・通院や服薬の理解度を患者の話や記録から把握する(A, B, C, F1) 

通院や服薬の必要性の理解や疾

患に関する教育 

・通院や服薬の必要性、疾患に関する知識を患者に伝える(B, D, H, I) 

・通院や服薬の必要性の理解を深め、疾患の知識向上のため心理教育への

参加を勧める(H, I) 

病気とうまく付き合うために必要な

ことの取り組みの促進 

・通院場所について具体的に話し合う(A) 

・患者の状況に応じて段階的に服薬自己管理を進める(B, F1, F2, G, I) 

・精神症状の悪化時に頓服薬を使用することを勧める(F1, G, I) 

・病気が悪化しないためにどのようにすればよいか伝える(F1, I) 

・症状があっても交流の時間の増加を目的に作業療法参加を促す (D) 

・患者の持つ問題や改善点についてはっきりと伝える(C, F1, F2, H, J) 

＊表中の A～J：研究対象者である各看護師のデータを示す。2 事例について話した看護師の、1 回目のデータを F1、2 回目のデータを F2 と表記する。 

＊表中の斜線：本研究では、グループ化できない内容を無理にまとめることで重要な看護内容が埋もれてしまうことを防ぐため、特定のサブカテゴリやカテゴリに

含まれない異質なものがあった場合は次の段階のグループ化・カテゴリ化まで無理にまとめることはしない。そのため、二次・三次カテゴリの段階

でグループ化できなかった場合は、斜線で表記する。 
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表1-2 入院3ヵ月以上1年未満に退院した患者を対象に行われた看護内容（つづき） 
最終カテゴリ 三次カテゴリ 二次カテゴリ 一次カテゴリ 

 退院後のサポー

トの検討と具体

的準備 
退院後のサポートの検討 

・退院後のサポートについてカンファレンスで検討する(A, B) 

・デイケア利用の必要性や通所の頻度などを検討する (A, E, G, H) 

・患者にとって訪問看護が必要かどうか検討する(A, B, H, J) 

・介護保険の利用について検討する(E)  

社会資源の見学・体験 

・デイケアの利用を勧めたり、見学や体験をしてもらう(A, D, F1, F2, G, I, J) 

・援護寮や福祉ホームの見学や体験をしてもらう(B, F2) 

・デイケアの見学や体験の後、患者に話を聴く(A, B) 

社会資源に関する具体的な

説明 

・地域で受けられるサービスを患者に紹介する(A) 

・デイケア利用の具体的方法について説明したり、利用上必要なことを伝える(A, 

C, D, F2) 

・福祉ホームでの生活の仕方や注意点について話をする(F2) 

社会資源を利用する際の具

体的内容の検討と決定 

・介護保険サービスの具体的内容について検討する(E) 

・複数の社会資源の利用計画を立てる(A) 

患者の意思・

自己効力感の

支持 

 

退院に関する患

者の意思決定の

支持 

退院に向けた希望を伝えるこ

とを患者に促進 

・退院の希望を家族に伝えるように患者に勧める(G) 

・外出の希望を主治医に伝えるように患者に勧める(A) 

退院に関する決定を患者だけ

に任せず提案 

・退院に関することは主治医や家族を含めた話し合いで決めていくことを勧める

(C, G) 

・患者にとって望ましい退院先を検討し勧める(A, B, F2) 

・どのような状態になってから退院した方が良いかを患者に伝える(C, E) 

 ポジティブな変化のフィード

バック 

・患者の状態で良くなった点やできていることを評価する (A, C, H) 

・外泊ができるようにまで良くなった患者の状態を評価する(D, H) 

・心理教育を受けられるまで良くなった患者の状態を評価する(H) 

  ・入院が 3 ヵ月以上になっても焦らなくても良いと説明(C, D, F2, G) 

  ・退院許可が出た後に退院日を延期しないよう患者を後押し (F2) 

家族支援・連

携 

 

家族関係の調整 

・面会時の様子を患者に聴き、家族関係をアセスメントする(F1) 

・家族との時間を大切にしてもらうために面会中そっとしておく(F1) 

・患者と家族の間でうまく伝わらない話の内容を代弁したり再確認する(J, H) 

 

家族と患者についての情報の

共有 

・家族から見た患者の状態や患者への思いについて話を聴く(F1, F2, J) 

・ＮＳの観察した様子と比較しアセスメントするため家族が捉えた患者の様子を聴

く(F1, H) 

・外泊中の患者の様子を家族に確認する(D, F2) 

・患者の状態について家族に伝える(B, D, I) 

・患者の良いところを家族に伝える(B, F2, G, I) 

 

入院中に家族ができることを

具体的に依頼 

・家族に対して外泊中の様子を見てもらうように依頼する(C, F1, F2) 

・家族に外出・外泊を依頼したり、日時を調整してもらう(A, H) 

・患者からの電話で気になることがあれば看護者に連絡をするよう家族に依頼す

る(F1) 

・社会資源の利用について家族に説明したり手続きを依頼する(A, E) 

・主治医との面談を家族に勧める(F2, H) 

 退院についての家族の意向

確認 

・患者がどのような状態になったら退院してもよいか家族に確認する (I, J) 

・退院後患者にどのように過ごしてほしいか家族に確認する(B, F1) 

 
病気に関する家族教育 

・病気の理解を深めてもらうために家族教室への参加を勧める(I) 

・服薬の必要性を家族に伝える(D) 

専門職連携 看護師間・多職

種間の情報共有 看護師間での情報共有 

・クリニカルパスを使用して看護師間で情報を共有する (I)  

・患者・家族にどのように対応してほしいか看護師に周知する (A, B, F1, J) 

・入院が長期化している理由を病棟看護師に説明する(D, F1) 

他職種との情報共有 
・他職種と話をして情報共有をする(A, B, C, D, E, F1, F2, I, J) 

・他職種と記録を介して情報共有をする(A, C, F1, F2, H, J) 

 
他職種への援助の依頼 

・状況に応じて他職種に患者への説明・介入をしてもらう(A, D, E, F1, F2, G, I) 

・状況に応じて他職種に家族への説明・介入をしてもらう(A, I, J) 

 

主治医への支援の提案 

・外出・外泊が可能かアセスメントし、主治医に提案する(A, B, F1, I) 

・看護師間で話し合った内容を主治医に報告や提案をする(H, I) 

・主治医に訪問看護の利用を提案する(I) 

・患者のデイケア利用の希望を主治医に伝え許可を得る(A) 

＊表中の A～J：研究対象者である各看護師のデータを示す。2 事例について話した看護師の、1 回目のデータを F1、2 回目のデータを F2 と表記する。 

＊表中の斜線：本研究では、グループ化できない内容を無理にまとめることで重要な看護内容が埋もれてしまうことを防ぐため、特定のサブカテゴリやカテゴリに

含まれない異質なものがあった場合は次の段階のグループ化・カテゴリ化まで無理にまとめることはしない。そのため、二次・三次カテゴリの段階

でグループ化できなかった場合は、斜線で表記する。 
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焦らなくても良いと説明》することと《退院許可が出た

後に退院日を延期しないよう患者を後押し》するという

内容が含まれた。 

5）家族支援・連携 

【家族支援・連携】には、《患者と家族の間でうまく伝

わらない話の内容を代弁したり再確認する》というよう

な〈家族関係の調整〉、《外泊中の患者の様子を家族に確

認する》ことや《患者の状態について家族に伝える》な

どの〈家族と患者についての情報の共有〉、《家族に外

出・外泊を依頼したり、日時を調整してもらう》ことや

《主治医との面談を家族に勧める》などの〈入院中に家

族ができることを具体的に依頼〉すること、〈退院につ

いての家族の意向確認〉をすること、〈病気に関する家

族教育〉の内容が含まれた。 

6）専門職連携 

【専門職連携】には、〔看護師間・多職種間の情報共

有〕、「精神保健福祉士にデイケアの見学、時間やプログ

ラムの内容の説明を依頼した」、「退院か施設かなど今後

のことについて、精神保健福祉士からも家族に話をして

もらった」というような〈他職種への援助の依頼〉、「薬

をまた飲まなくなる可能性もあるので訪問看護を実施し

た方がいいのではないかと主治医に提案した」というよ

うな〈主治医への支援の提案〉の内容が含まれた。 

Ⅵ．考察 

 初めに、入院3ヵ月以上1年未満に退院した患者を対象

に行われた看護内容と入院期間との関連について述べる。

次に、行われた看護内容と入院期間との関連における特

徴を踏まえ、精神科急性期治療期間を超過した患者の更

なる入院長期化を防ぐための看護上の示唆について述べ

る。 

1．入院3ヵ月以上1年未満に退院した患者を対象に行わ

れた看護内容と入院期間との関連 

 明らかになった看護内容と入院期間との関連について、

面接で語られた患者の状態や看護が行われた時期を加味

して検討し図式化した（図1）。 

 まず、【患者に寄り添う姿勢】は入院直後から退院ま

で常に必要かつ基本的な看護の内容と考えられる。次に、

【入院期間を考慮したケアの点検】として、入院初期の

段階で退院の見通しを考え、退院時の目標を設定するが、

入院が長期化してくると再度退院の見通しを考え、入院

3ヵ月を機に今後の方針を再検討することが必要だと示

された。そして、退院可能となった時には、治療上の理

由以外で退院が延期しないよう主治医に念を押すことも

時には必要となることが示唆された。【患者のセルフケ

ア能力に応じた生活のサポート】として、入院直後から

確実な与薬とモニタリング、日常生活上のセルフケア不

足への援助などを行い、治療・看護によって急性期症状

が落ち着き回復期に移行してくると、患者と共に外出・

外泊の事前準備や事後評価を行なったり、病気とつき合

い治療を継続するための患者の力を強化する等が必要だ

と考えられた。同じく急性期症状が落ち着いてくると、

【患者の意思・自己効力感の支持】として、退院に関す

る患者の意思決定の支持やポジティブな変化のフィード

バックを行い、入院3ヵ月が経過して焦る患者に対して、

焦らなくても良いと説明することが必要となることが示

された。しかし、退院できる状態となり退院許可が出た

後には、退院日を延期しないよう患者を後押しすること

も必要となることが示唆された。また、【家族支援・連

携】として、患者の入院直後から家族関係の調整を図り、

家族と患者についての情報を共有したり、入院中に家族

ができることを具体的に依頼していく必要があることが

示された。そして、回復期からは退院について家族の意

向を確認したり、病気に関する家族教育を行うことが必

要だと考えられた。さらに、【専門職連携】として入院

直後から退院までの全期間において看護師間・多職種間

での情報共有が重要となり、他職種への援助の依頼や主

治医への支援の提案も必要となる場合があることが示さ

れた。 

2．精神科急性期治療期間を超過した患者の入院長期化

防止を目指すための看護上の示唆 

1）入院期間を考慮したケアの点検と連携 

 早期退院を目指すうえで、入院初期の段階で退院の見

通しを考え、退院時の目標を設定することの重要性は明

らかである。加えて、本研究で示された入院3ヵ月を機

に今後の方針を再検討することの必要性は、3ヵ月が経

過しても退院の目途が立たない場合、薬物療法と保護・

休養を主にするのではなく、生活レベルでの改善や地域

生活へ戻っていくことを想定しての治療目標の設定など

を開始すべきである10)という考えを論証するものであ 
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り重要である。今後の方針を再検討する際には看護師だ

けでなく、医師はもちろん精神保健福祉士やケースに応

じて臨床心理士や栄養士等を含めた多職種で検討する必

要があり、専門職連携が必要となる。しかし、退院支援

を行う際に、連携の不十分さやチーム内の協働の難しさ11)

といった連携上の困難が生じることが明らかにされてい

るため、役割分担の柔軟性や事例検討会の開催12)、他職

種との直接のやり取りや職種の専門性の理解13)などを基

にして連携を強化することが必要である。また、入院1

～5年の患者への退院支援においては看護の慢性化が生

じることが明らかにされている14)。これは、入院期間1

年を超えて突如起こるものではなく、3ヵ月という診療

報酬上の入院期間の制限がなくなった時点から看護が慢

性化する危険性が生まれると考えられる。そのため、入

院3ヵ月を機に今後の方針を再検討することは退院に向

けて新たな目標を設定し、その目標に向かって看護を提

供することとなり看護の慢性化の防止にもつながると考

える。また、患者に寄り添う姿勢を入院時から継続する

ことも看護の慢性化を防ぐうえで重要であると考える。 

次に、治療上の理由以外で退院が延期しないよう主治

医に念を押すという看護の内容は先行研究では明らかに

されておらず、特徴的である。これは、主治医の退院へ

の躊躇に対する働きかけ、すなわち主治医に起因する退

院阻害要因に対する働きかけである。このように本研究

最終カテゴリ 下位カテゴリ 
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図1 入院3ヵ月以上1年未満に退院した患者を対象に行われた看護内容と入院期間との関連 

入院 入院 
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・看護師間、多職種間の情報共有 

・他職種への援助の依頼 

・主治医への支援の提案 

・家族関係の調整 

・家族と患者についての情報の共有 

・入院中に家族ができることを具体的に依頼 

・退院についての家族の意向確認 

・病気に関する家族教育 

・退院に関する患者の意思決定の支持 

・ポジティブな変化のフィードバック 

・入院3ヵ月以上

になっても焦ら

なくても良いと

説明

・退院許可が出た

後に退院日を延

期しないよう患者

を後押し 

・患者と共に外出・外泊の事前準備と事後評価 

・病気とつき合い治療を継続するための患者の力を強化 

・退院後のサポートの検討と具体的準備 

・確実な与薬とモニタリング 

・必要時に日常生活上のセルフケア不足の援助 

・必要時に他患者とのトラブルに介入 

・入院当初に

退院の見通

しを設定 

・退院時の目

標を設定 

・入院長期化に伴い退

院の見通しの再設定 

・入院3ヵ月を機に今後

の方針の再検討 

・治療上の理由以

外で退院が延期

しないよう主治医

に念押し 

・患者の特性に合わせた関わり 

・忙しくても時間を確保し患者の話を傾聴 
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では看護師から主治医への働きかけが明らかとなってい

たが、長期入院患者に対して症状・問題中心に捉えるこ

と15)や退院に対する変化への抵抗16)が看護師に生じるこ

とが明らかにされているように、看護師の退院への躊躇

が退院阻害要因になる可能性も否定できない。したがっ

て、看護師の患者に対する否定的な捉え方や退院への抵

抗が急性期治療期間を超えた患者の退院を阻害していな

いかどうか点検することが必要である。このように、医

師や看護師だけでなく各専門職の退院に対する抵抗や躊

躇が退院を阻害していないか専門職がお互いに点検する

ことが必要であると考える。 

2）退院を焦らせない時期と退院を延期しない時期の見

極め 

 入院が3ヵ月以上になっても焦らなくても良いと患者

に説明するという看護に類似した内容は先行研究では見

当たらなかった。急性期治療病棟への入院では、3ヵ月

以内での退院が目標であり、3ヶ月を超えた場合には別

の病棟へ移動する可能性があることが患者に説明されて

いる場合がある。そのため、入院3ヵ月以上になること

自体に患者が焦り、精神状態が悪化する可能性があるた

め焦らなくてもよいと説明することが必要となる。今後

の方針を再検討することで、たとえ3ヵ月以上であって

もケースによっては必要な入院期間であるとチームで共

有できれば、看護師自身も焦らず、3ヵ月という枠組み

にとらわれることなく退院を焦らせない援助を行うこと

ができる。 

一方、患者が退院日を延期しないことを意図した援助

は、患者が治療上退院できる状態になっても、退院を躊

躇してしまうことに対する援助である。入院1～5年の患

者の体験として退院できるという自己感覚と退院後の生

活への不安の両者の間で退院に向けた心理的葛藤が生じ、

この葛藤を解消するための対処のひとつとして患者は退

院の具体化を保留することが明らかにされている17)。ま

た、大学病院精神科に90日以上入院している患者の入院

長期化の要因について、精神症状の改善が不十分である

こと、支援が不足していることの他に、医療の立場から

は退院可能な状態である患者が退院への不安や恐れなど

により退院を拒否することなどが主要因として明らかに

されている18)。したがって、患者に退院への躊躇や拒否

があったとしても退院可能な状態になれば退院を延期し

ない援助が重要である。しかし、退院を延期しない援助

を行う時期まで、退院に関する患者の意思決定を支持し、

ポジティブな変化をフィードバックすることによって退

院への自己効力感を高める援助が重要となる。 

3）社会資源の利用を含めた退院後のサポート体制の検討 

 本研究では、行われた看護として退院後のサポートの

検討と具体的準備が明らかとなっており、社会資源の利

用に関連した支援内容が大半であった。しかし、先行研

究で明らかにされている急性期治療病棟で行う退院後の

地域生活を維持・促進させる看護ケア19)のなかに社会資

源の利用に関する支援は含まれていなかった。このこと

から、3ヵ月以内で退院に至る患者に対しては積極的に

社会資源の利用を検討する必要性は高くないが、入院が

3ヵ月以上の長期となることが予想される患者に対して

は、早い段階から社会資源の利用を含めてサポート体制

について検討し、必要に応じて具体的準備を進めていく

ことが重要であると考える。 

Ⅴ．おわりに 

 本研究では、入院3ヵ月以上が経過した患者への退院

支援を実際に行って、その患者が1年以内に退院した体

験を持つ看護師に面接を実施し、精神科急性期治療期間

を超過した患者から更なる長期入院患者を生み出さない

ための看護について以下の示唆を得た。 

・入院3ヵ月を機に今後の方針について多職種で再検討

すること、医療者の退院への躊躇が患者の退院を阻害し

ていないか多職種間で確認し合い、躊躇があれば働きか

けるなど入院期間を考慮したケアの点検を行うこと。 

・退院が可能な時期かどうかを的確に捉えて退院を焦ら

せない時期と退院を推し進める時期を見極めて援助する

こと。 

・入院が3か月以上の長期になることが予想される患者

には、早い段階から社会資源の利用を含めたサポート体

制について検討し、必要に応じて具体的準備を進めてい

くこと。 

本研究の意義は、入院期間を考慮したケアの点検、退

院を焦らせない時期と退院を推し進める時期の見極めと

いう新たな看護の視点が見出された点にあると考える。 

最後に、研究の限界として、対象者が看護師10名と限

られていること、1年以内に退院できなかった患者を対
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象に行われた看護との比較・検討をしていないことが挙

げられる。今後、対象者を増やすこと、1年以内に退院

できなかった場合との比較等を行い、必要な援助につい

てさらに検討していく必要がある。 
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Abstract 

The purpose of this study was to evaluate the nursing care provided to patients who were hospitalized for more than 
3 months but less than a year in order to obtain factors that could aid in preventing further instances of prolonged patient 
hospitalization.  

The participants of the study were 10 nurses who worked at hospitals having an acute psychiatric therapeutic ward. 
The participants were asked to recall examples of patients who were hospitalized for more than 3 months but less than a 
year and attend semi-structured interviews about the nursing care provided to them. Each interview was conducted for 
about one hour. After obtaining approval from each participant, the interview was recorded and transcribed to verbatim. 
After reading the transcriptions thoroughly, similarities and differences in the reported nursing care were examined, 
compared and grouped and categorized in stages. Finally, the association between the reported nursing care and the period 
of patient hospitalization was examined and schematized.  

As a result of the analysis, the nursing care provided were finally grouped into 6 categories :  ‘attitude that is 
supportive of the experiences of patients’, ‘inspection of the care services considering the period of hospitalization’, 
‘appropriate lifestyle support according to each patient’s level of self-care ability’, ‘support patients’ will and self-efficacy’, 
‘support and co-operate with the patient’s family’, and ‘cooperation between medical and allied health professionals’.  

The features of nursing care elucidated from the study suggested that the nursing care required to prevent prolonged 
hospitalization for acute-phase treatment were as follows : 1 to inspect care services after considering the period of 
hospitalization for example,to re-examine future treatment policies and to check each other for delaying the time of patient 
discharge for reasons other than medical treatment,  2 to identify when a patient is feeling pressurized to leave the hospital 
and when a patient is encouraged to leave the hospital,  and 3 to examine the use of social resources at an early stage for 
patients whose hospital stay is expected to be longer than 3 months. 

 
Keywords: Psychiatric acute-phase treatment period, prevention of prolonged hospital stay, discharge 
 



 



岐阜県立看護大学紀要 第 13 巻 1 号，2013 

― 41 ― 

1）岐阜中央病院 Gifu Central Hospital 

2）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 

〔原著〕 

訪問看護ステーションを利用した在宅療養への退院支援方法の創生と 
組織的取組みへの推進の検討 

 

加藤 由香里１）  黒江 ゆり子２） 

 

Study of Progress in Creating the Methods of Discharge Support and Advancing Organizational Structure  
for Home Care Using Visiting Nursing for Patients 

 

Yukari Kato1), Yuriko Kuroe2) 

 

 

要旨 

 併設病院入院患者で訪問看護が必要な患者に、訪問看護に携わる筆者が退院支援に関わり、在宅療養に向けた支

援内容の明確化、併設病院での退院支援の流れの確立、支援体制の変革の検討を目的とした。 

訪問看護が必要と判断した対象に対し退院支援を実施しその内容を記録する。記録を支援の目的の観点で分析し

支援内容を明らかにする。支援後に退院した患者家族に半構成的面接を行い、入院中の看護と退院支援に対する思

いを確認し、在宅療養に向けたケアや指導の要望等を分析する。支援の過程で確認した訪問看護導入患者の退院支

援の流れを図式化し、併設病院での退院支援体制の変革を検討する。 

退院支援の実施と分析により、在宅療養を決定する支援、レスパイト先の探索、医療処置の習得、医療物品の準

備、退院前の会議等が必要な支援であった。支援後の患者家族への聴き取りから、早期からの在宅サービスの情報

提供や病棟での指導の充実等を退院準備として要望していた。スクリーニングシートを用いた患者の把握と退院支

援の取組みにより訪問看護導入患者の退院支援の流れは改善し、対象の選定が可能になり、訪問看護ステーション

と病棟で協働して退院指導や退院前の準備が実施でき、退院後の状況を共有できるようになった。病院全体として

の退院支援手順と退院支援フローチャートの検討・作成に発展した。 

以上より、在宅療養に向けた支援は、患者・家族の意思決定を支える（入院早期からの支援、在宅サービスの紹

介）、療養環境を整える（往診医・レスパイト先を探す､退院後の医療物品準備､医療処置方法の習得）、病院と在宅

の関係者が支援の確認と検討の場を持つことが支援内容として重要であると考えられた。また、支援体制の変革に

は、病棟看護師や訪問看護師、その他関わる病院・在宅での担当者が協働で支援できる仕組みを構築し、病院全体

の理解を得ながら運用・検討・修正していくことが必要であると考えられた。 

 

キーワード：訪問看護、在宅療養、退院支援内容、退院支援フローチャート、協働 

 

Ⅰ．研究の背景 

 医療機関での在院日数の短縮化と患者の高齢化が進み、

一方で在宅介護を推進する介護保険の定着により、短期

間で治療し医療依存度が高い状態で在宅へ移行していく

傾向がある。2007年4月における医療法の改正では、退

院する患者が引き続き療養が必要な場合は、保健医療福

祉サービスを提供する者と連携を図り、適切な環境下で

の療養の継続への配慮等の医療施設の責務が見直された。
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しかし、短い入院期間では入院の目的疾患に関連した処

置・ケアを中心とした病棟看護が展開されるため、病棟

看護師は在宅の人的・物理的環境を考慮して退院後のケ

アを調整することが困難な状況となっている。自施設訪

問看護ステーションにおいても、併設病院入院患者の訪

問看護依頼が退院前日にあり、患者・家族が医療処置方

法や医療材料の調達に関する不安や困惑を訴えることが

ある。また、入院中の患者であるが院内からの情報はな

く、院外の居宅介護支援事業所から退院直前に連絡があ

り、その患者の存在を知ったという現状がある。 

当該訪問看護ステーションは、併設病院が新築移転し

た翌年に開設し、筆者は2000年より訪問看護師として勤

務している。2007年時点において、看護師は併設病院デ

イケアセンターと訪問看護ステーション兼務の看護師長

1人、主任1人、看護師3人で、理学療法士4人、作業療法

士2人、言語聴覚士1人がリハビリを担当している。訪問

看護ステーションの看護師は約350床を有する併設病院

の看護部に属している。併設病院では往診を行わなく

なったため、退院後は近隣の開業医が主治医となること

がほとんどである。 

併設病院には退院調整を担当する看護師の配置はなく、

医療ソーシャルワーカー（以下MSWとする）2人は主治

医の依頼箋に基づき介入を行っている。また患者と家族

は、退院後の生活に向けて、病棟看護師やリハビリス

タッフ、MSW等それぞれの関わりの状況により個々に相

談する場合はあるが、総合的に退院後の具体的な生活や

医療を踏まえた看護に関して相談する窓口がないため、

訪問看護ステーションに相談に来る患者・家族がある。

病棟と訪問看護ステーション間での情報共有は、訪問看

護利用者が入院した場合は、看護サマリーを病棟へ持参

してケアの継続を依頼し、病棟からは退院時に看護サマ

リーが渡されるが、相互の看護サマリーが十分活用され

ているか確認されていない。 

Ⅱ．文献検討 

 文献においては、退院支援を行うには訪問看護制度、

介護保険制度、在宅療養に関連する制度について深く理

解していることが求められ1)ており、訪問看護経験者や

ケアマネジャーを退院調整担当者として活用2)している

病院や、MSWと医師、退院支援の専任看護師の3者が対

応している3)ところ、退院支援専任の看護師と看護系大

学教員の協働4)、退院支援担当看護師とMSW、薬剤師、

栄養士、臨床工学技師、理学療法士等と、市の保健師が

チームで取り組んでいる5)ところもある。また、病棟に

おける退院調整の推進を図るために各病棟に看護相談室

連絡委員を設置し、受け持ち看護師がチェックしたスク

リーニング票を委員が確認・助言の上で、退院支援専任

看護師へ依頼する取組みにより、退院調整件数が増加し

たという報告6)もある。更に、同一法人内で訪問看護師

が院内に出張相談窓口を開いたり、病棟カンファレンス

に訪問看護師がMSWとともに参加し取り組んでいるとこ

ろもある7)。 

退院調整の過程は、①療養者による療養方法の意思決

定への支援と②療養者および家族による療養環境整備へ

の支援という2層構造が退院調整活動の構造となってい

ることが明らかにされている8)。退院調整を行う看護師

の看護判断のプロセスをみると、調整対象か否か、利用

者の希望と依頼内容の合致、家族の希望と利用者の希望

の合致、全ての調整課題の調整の可能性、利用者と家族

の意思決定の状況を順に判断し、調整課題の整理、調整

計画の提出、計画した調整の実施と調整を進め、評価す

るというプロセスをとっている9)。また、家族の意思決

定への支援を効果的に行うことが、退院調整の期間を短

縮し希望に沿った退院に繋げるために必要であり、家族

が退院を意思決定する条件は、利用者の現状の受容が必

要であることが指摘されている10)。また介護保険対象者

は、介護保険による介護支援専門員と病院側の双方が、

調整課題を共有し計画立案することが有効である11)とさ

れている。 

Ⅲ．研究目的 

 これらの現状と文献検討を踏まえ、患者及び家族が安

心して併設病院から自施設訪問看護ステーションを利用

した在宅療養へ移行していくために、併設病院における

退院支援に関する課題として、1)入院患者のうちで退院

後に訪問看護が必要となる患者が把握されていない、2)

在宅療養に向けた退院支援が十分ではなく、また支援内

容が明らかではない、3)入院から退院までの支援の流れ

が明確ではないことが課題であると分析した。更に、1)

の訪問看護が必要な患者の早期把握では、先行研究にお
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いて退院支援スクリーニングシートを作成・活用し、訪

問看護が必要な患者を全入院患者から拾い出すことが可

能になった。 

そこで本稿では、訪問看護に携わっている筆者が退院

支援を行うことを通して、退院支援の内容を明らかにす

ること、併設病院での退院支援の流れを確立すること、

支援体制の変革を検討することを目的とした。 

なお、本取組みは3年間に亘る看護実践研究としての

取組みであり、筆者は併設病院を持つ訪問看護ステー

ションの訪問看護師として取組みを行った。 

Ⅳ．研究方法 

1．在宅療養に向けた退院支援と患者・家族からの評価

に関するデータ収集・分析 

1）退院に向けた支援の実施 

 併設病院の看護部長が推薦し同意の得られた2か所の

病棟において、訪問看護が必要と判断された患者を支援

対象とし、筆者が本人・家族に面接を重ね、本人・家族

の要望に応えながら必要な支援を行う。支援は筆者だけ

ではなく、その患者に関わる病院スタッフと在宅サービ

スの担当者で連携し実施する。筆者が実施した支援内容

等を「支援経過記録」、実施したケア会議の内容は

「サービス担当者会議記録」として記述する。 

2）退院に向けた支援内容の分析 

 1．1）の「支援経過記録」「サービス担当者会議記

録」の内容について、どのような目的の支援だったかと

いう観点で内容を分類し命名する。 

3）患者・家族からの評価に関するデータ収集・分析 

 退院支援により自宅退院した患者・家族を対象に、退

院後に自宅にて入院中の看護及び退院支援に対する思い

について半構成的面接法にて聴き取る。対象者に研究の

目的を説明し承諾を得た上で同意書に署名を受け、了解

を得て録音する。 

聞き取ったデータを逐語録に起こし、在宅療養の準備

に関する患者・家族の評価・要望を分析する。 

2．病棟と訪問看護ステーションの連携に関する病院体

制変革の働きかけ 

1）入院患者が訪問看護を導入し退院するまでの支援の

流れの確立 

 1．1)における退院に向けた支援を進める中で確認で

きた退院支援の流れを、「訪問看護導入患者の退院支援

の流れ」として図式化し、必要に応じて追記・修正する。 

2）併設病院との連携のための取組み 

 退院支援に関する看護手順等を作成し、師長会で検

討・確認する。 

退院に向けた支援後に自宅退院した患者を担当した病

棟の看護師に対し、病棟看護師として行った支援の内容

等を聴き取り、了解を得て記録する。 

併設病院とのスムーズな連携を検討するために、その

活動の経過を記録・分析する。 

Ⅴ．倫理的配慮 

 対象者に研究協力を依頼する際には、本研究の目的・

方法・期待される成果、研究協力の自由、協力はいつで

も中断できること、結果の公表については匿名性を確保

すること等を文書を用いて説明し同意を得た。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（17-A002-2）を受けて行った。 

Ⅵ．研究結果 

1．退院支援のモデル的展開とその評価 

1）在宅療養に向けた退院支援の対象 

 2005年5月～6月の間に退院支援スクリーニングによっ

て訪問看護が必要と判断された患者4事例（表1）につい

て、筆者が退院支援を実践し自宅退院後に訪問看護を導

入した。支援過程では筆者（訪問看護師）以外に、病棟

主治医や在宅主治医、病棟師長、病棟看護師、MSW、栄

養士、薬剤師、用度課職員、言語聴覚士（ST）、作業療

法士（OT）、ケアマネジャー、福祉用具業者およびデイ

ケア担当者が支援者として必要であった。支援を実施し

た期間は事例により27～84日間であった。 

2）在宅療養に向けた支援内容 

（1）事例ごとの支援の概要 

事例Aは、入院時点で家族が在宅療養を既に固く決意

していたため、早期に介護保険のケアマネジャーを決定

し協働して支援を進めた。在宅主治医はかかりつけ医が

対応可能であり決定できた。病棟で開催したサービス担

当者会議にも参加が得られ、退院後のサービス担当者が

医師を含むチームとして認識し合うことができた。吸引

の指導は、筆者が作成したパンフレット（在宅物品用） 
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を病棟に提供して指導を進め、病棟看護師からの問い合

わせ内容を反映させ修正した。自費栄養剤である糖質調

整流動食は、経済面と運搬面で利用者負担が 小になる

よう手配先を確認し、衛生材料の提供は在宅主治医に必

要な医療材料のリストを提示し、保険適応の有無・メー

カー・量を表示して準備し易いよう支援した。病棟から

持ち帰る物品は、担当看護師に物品リストを提示し依頼

したが、吸引カテーテルが渡されておらず、退院直後に

痰が吸引できない事態になった。 

 事例Bは、本人も家族も在宅を希望していたが、多数

の褥瘡のため家では困難だとMSWは考えていた。そのた

め、瘡の状態と介護者である息子の状況を早期に確認し、

退院の可能性を検討する必要があった。息子の病気及び

経済的な問題を面接で把握し、在宅サービスの受け入れ

体制が重要になると考え、早急にサービス担当者会議を

開催した。その結果、瘡処置を息子ができれば在宅サー

ビス利用により自宅退院が可能であると判断された。早

期の会議開催により参加者が在宅療養の可能性を認識し

自宅退院が決定され、ケアの詳細な打ち合わせや必要な

環境整備ができた。 

事例Cは、今回の入院で高血糖が指摘されインスリン

療法を行っていた。介護者は高齢の妻1人であり吸引等

様々な介護があるため、負担を考慮し事例Aの経験から

糖質調整流動食を医師に提案し、インスリン注射を用い

ずにコントロールが可能となった。病棟から持ち帰る物

品は、チェック欄を設けた退院準備物品リストの作成に

より病棟看護師が確実な準備を行った。病棟で扱ったこ

とのない物品は、依頼及び手配の過程を筆者が一緒に行

い、病棟看護師が自信を持って準備できた。 

事例Dは、入院期間が1年経過しておりMSWや病棟か

ら転院を勧められていた。家族は迷っていたが、筆者が

在宅での医療や介護サービスについて具体的に説明する

ことで、在宅療養を決意した。関わりから10日目に介護

者（妻）が自宅退院の意思表示をしたが、表情は硬く準

備の話題を避ける様子が見られた。在宅主治医を家族が

探すことが困難であったため支援し、介入22日目に在宅

主治医が決定した時、妻は笑顔になり自分から準備につ

いて話し始める等、積極的な姿勢が感じられた。在宅主

治医へは必要な医療材料を提示し依頼することで準備が

された。MRSAと気管切開部からの吸引の必要があった

ため、レスパイトのためのショートステイの受け入れ先

がなく、退院直後のレスパイトは病院への社会的入院を

表1 退院に向けた支援の対象 

事

例 

年

性 
現病 

支援

期間 
身体状況 生活状況 家族の状況 

A 

60 

代 

男

性 

脳幹梗塞 

小脳梗塞 

( 既 往 歴 ： 糖

尿病) 

62日 

右全麻痺、左上下肢運動

失調あり。唾液誤嚥が見ら

れ、気管切開部からの痰が

頻繁。夜間吸引は1時間毎

必要。 

（活動）ベッド臥床、全介助で車椅子

乗車 （栄養）胃瘻栄養 （清潔）リフト

浴 （排泄）合図で尿器で採尿。便は

下剤を使用しオムツに排便 （コミュニ

ケーション）スピーチカニューレで挨拶

可。 

妻（60歳代半ば）と二人暮らし。妻は毎

日病院に面会。入院中も妻の食事や

買い物、花を届けてくれる近隣者あり。

長女は同市内に在住し休日には面会

あり。 

B 

80 

代 

女

性 

褥瘡 

(既往歴：3年

前アルツハイ

マ ー 型 認 知

症) 

27日 

両腸骨、仙骨、背部に4箇

所褥瘡あり。体重は26キロ

でるい痩著明、低栄養状態

が見られ、高カロリーの食

事を提供中。 

（活動）ベッド臥床、全介助で車椅子

乗車 （栄養）自力で摂取。 （清潔）介

助にて入浴 （排泄）尿便意なくオム

ツ。便は下剤を使用し摘便。 （コミュ

ニケーション）その場での簡単な受け

答えはなんとか可能。 

次男と二人暮らし。次男は精神科疾患

があり通院中。自宅で看たいという思

いと、経済的な問題もあり、自宅で看る

意志が強い。長男は近隣の市在住。 

C 

70 

代 

男

性 

脊髄小脳変

性症(12年前

発症) 

糖尿病 

( 既 往 歴 ： な

し) 

28日 

寝たきり状態。上下肢各関

節拘縮のため自力可動部

位なし。脳萎縮による無呼

吸。気管切開部から3時間

毎に吸引。尾骨部と右腸骨

翼部の軽度褥瘡。 

（活動）ベッド臥床、全介助で車椅子

乗車 （栄養）胃瘻より経管栄養。 

（清潔）リフト浴 （排泄）排便は定期的

に浣腸し摘便。排尿は膀胱瘻より留

置カテーテル留置。 （コミュニケー

ション）不可。 

妻(70歳代前半）と二人暮らし。長女は

隣市在住で、月1回1泊、1～2週に1回

買い物等のサポート。妻の外出時はヘ

ルパーを利用。ヘルパーへは吸引を

訪問看護より指導。妻の通院送迎に協

力的な近隣者あり。 

D 

50 

代 

男

性 

低酸素脳症 

肺気腫 

( 既 往 歴 ： 肺

気腫) 

84日 

気管カニューレ装着し吸引

が必要。痰からMRSA検出

されている。四肢の拘縮と

筋緊張が強いためリクライ

ニング車椅子を使用。 

（活動）ベッド上臥床。全介助で車椅

子乗車 （栄養）胃瘻より経管栄養。 

（清潔）リフト浴 （排泄）尿便意なくオ

ムツにて排泄。便は下剤を使用し摘

便。 （コミュニケーション）首の縦横の

動きで意思表示を試みるが不確か。 

妻の母（70歳代前半：現在は健康）と

妻（50歳代前半）の3人暮らし。4月より

長男（20歳代前半）が大学卒業し父母

が心配なため帰ってきた。長女は県外

に在住。 
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検討した。吸引は在宅物品用のパンフレットを提供し、

それに沿った指導を病棟に依頼した。病棟では独自に

チェックリストを作成して指導を進めた。退院時に持ち

帰る物品は、病棟看護師とともにリストアップすること

で漏れなく準備され、このリストを家族にも渡すことで、

退院後の使用物品を家族が確実に入手する意識が高まっ

た。表2に分析の一部を示す。 

（2）4事例から分析した支援内容 

事例A～Dの4事例の支援経過記録の内容を、どのよう

な目的の支援だったかという観点で分類した。その結果、

支援内容は①在宅療養を決定する支援、②在宅療養を支

援する制度・サービスの紹介、③レスパイト先の探索・

打ち合わせ、④在宅主治医の決定の支援、⑤医療処置の

習得、⑥退院後の医療物品の準備（吸引器、栄養剤、衛

生材料)、⑦住環境の整備、⑧介護者が可能なケア方法

の検討（食事の準備方法、コミュニケーション手段の調

整、血糖コントロール方法の模索）、という支援内容項

目に分類された。 

4事例の中で、発症後初めて在宅へ帰る又は状態が大

きく変わり在宅へ帰る事例3事例（事例ABD）では、支

援内容項目として②③⑤⑥が共通していた。 

3）サービス担当者会議の実施と検討内容 

 退院支援の中で、多職種が集まり検討する「サービス

担当者会議」を適宜実施した。4事例のうち3事例（事例

ABD）は入院中、1事例（事例C）は退院後に行った。参

加者は事例により異なるが、本人・家族、病院関係者と

しては主治医、病棟師長、病棟看護師、栄養士、MSW、

在宅関係者としては退院後の主治医（開業医）、訪問看

護師、ケアマネジャー、福祉用具業者、訪問入浴業者で

あった（開催時期：退院7～17日前）。 

 それぞれの事例の検討内容を分析すると、「現在の本

人の身体状況について」「現在の本人の身体状況に合わ

せたケア状況について」「退院後のケアの検討」「退院後

必要となる在宅サービスの利用について」「退院後の胃

瘻交換日程について」が、複数事例に共通してみられた。

表3に検討内容の一部を示す。 

4）退院に向けた支援後の聴き取り 

（1）聴き取り対象と方法 

退院支援により自宅退院した患者・家族への聴き取り

は、事例Bは退院1ヵ月後の再入院のため聴き取れず、3

事例に実施した。3事例とも本人は身体的に会話が困難

であり、介護者（妻）に自宅にて半構成的面接法により 

表3 事例Aのサービス担当者会議における検討概要（一部） 
検討内容項目 詳細項目 

現在の本人の身体状況 現在の身体状況説明 

現在の本人の身体状況に

合わせたケア状況 

現在の排便状況確認・説明 

現在の血糖と今後の血糖チェックについて確認 

退院後のケア 退院後の誤嚥予防方法について検討 

退院後のカテーテル保管方法について検討 

身体状況に合った移乗介助方法の検討 

自費栄養剤の退院後の 

取り扱い 

自費栄養剤の退院後の取り扱い 

自費栄養剤の家族の受け入れ 

自費栄養剤の退院後の納入元 

退院後の胃瘻交換日程 胃瘻交換日確認・説明 

退院後の医療物品 退院時病棟で準備する物品の確認 

物品の費用負担と提供元の確認 

 

表2 事例Aにおける支援内容の分析（一部抜粋） 
支援内容項目 詳細項目 支援記録（一部抜粋） 

医療処置の習得 在宅用の物品で

指導を依頼 

・在宅用のポータブル吸引器を使用した吸引手順のパンフレットを病棟看護師に提供。「パン

フの通り物品も揃えて指導します」と言われる。 

・病棟看護師より、吸引カテーテルを万能缶に口腔用も気切用も入れているがそれでよいの

か、と質問あり。パンフレットは気切部用のもので口腔については記載していないが、

別々の万能缶に入れてほしい等、説明。 

家族の習得状況

の確認 

・妻より「吸引も胃瘻も看護師さんからOKをもらった」と言われる。 

・妻に内筒の管理について確認すると、水道水で洗って水を払いそのまま挿入しているとの

こと。病棟看護師に確認すると、緑膿菌が出ており痰も多い状況なので、万能缶の消毒液

に漬けていると説明あり。 
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聴き取りを行った。事例Aは退院3ヵ月後（聴き取り時間

（25分）、事例Cは退院1ヵ月後（44分）、事例Dは退院4ヵ

月後（1時間35分）であった。聴き取り項目は、①退院

後の様子・困っていること②入院中の看護で良かったこ

と③入院中の看護で困ったこと・嫌だったこと④退院後

に役立った入院中のケアや指導⑤入院中に聞いておくと

良かったことであった。 

（2）療養者及び家族の入院中および退院に向けた看護に

対する思い 

逐語録を作成し聴き取り項目に沿って対象者の回答を

整理した。①の現在困っていることは、3人とも「特に

ない」という回答であった。②の入院中の看護で良かっ

たことは、「看護師の明るさで本人の表情が良くなった」

「主治医の説明の後で師長がサポートしてくれた」等が

示された。③の入院中の看護で困ったことは、「休日は

看護師人数が少なく、膀胱留置カテーテルの閉塞に気づ

いてもらえなかった」「経管栄養途中で様子を見に来て

くれない、終わっても外しに来てくれない」等多くの意

見が示された。 

④の退院後に役立った入院中のケアや指導⑤入院中に

聞いておくと良かったことについては、退院に向けたケ

アや指導の要望という観点で分析した（表4）。その結果

「準備のための入院期間」「早期の段階（自宅退院が決

まった段階ではなく、方向性を考えている段階）からの

在宅サービスの情報提供（訪問看護、デイ、ショートス

テイ、介護用品）」「病棟での指導の充実（ケア内容で予

測されるトラブルとその対処、ケアの一部ではなくすべ

ての過程を実施、排便状況等の身体変化の説明と指導）」

「退院前の物品等の準備」「退院当日の身支度と見送り」

「退院直後からの訪問看護の利用」の要望があった。 

（3）自宅退院を決意するまでの対象者の状況と退院後の

影響 

 1年という長期に亘り入院していた事例Dについて、支

援前後の対象者の状況と生活の変化を分析した。 

支援前の対象者は、「入院期間が1年と長期化しており、

病院から離れることに不安があった」「転院を勧められ

ていたが迷っていた」「重い状態で家で看られるか心配

だった」「在宅で実際どのように看ていけば良いのかイ

メージがつかない」という状況にあり、「在宅療養を決

意するための支援」を必要としていた。支援を受け自宅

退院したことで、「介護者（妻）が病院へ通う負担がな

くなった」「娘が父親を受け入れる機会になった」「連れ

て帰りたいという思いをかなえることができた」「在宅

で看ていけると実感できた」という変化があった。以下

にその分析元となった支援経過記録データ及び聴き取り

データの一部を示す。 

①支援を受ける前の対象者の状況 

a. 入院期間が1年と長期化しており、病院から離れるこ

とに不安があった 

病棟看護師が吸引や経管栄養の指導をしようとすると、妻が

「家に戻る準備ができたとたん、よくないことが起こる気がす

る。家で風邪でも引いて肺炎を起こしたらもう終わりだ。また

今度教えてほしい」と言われた。 

b. 転院を勧められていたが迷っていた 

入院3ヵ月か、6ヵ月の時に転院を勧められたが、評判の良くな

い所や遠い所しかなかった。 

MSWから筆者へ：在宅か施設か迷っている家族がおり、主治医

の説明に師長とMSWも呼ばれ面接した。妻は「きちんとケアし

表4 家族が退院準備に要望すること 
項目 要望内容（一部抜粋） 

準備のための入院期間 自宅退院する準備のための入院期間が保障されていた（事例A）。 

早期の段階からの在宅 

サービスの情報 

(今回の関わりの前までは)転院の話はあるが在宅サービスの話はなく、このような身体状況で自宅はやめた方が

いいと言われた。訪問看護を利用したら心配なく家で看られるということを早く教えてほしい（事例D）。 

もっと早くからデイケアやショートステイが利用できることがわかっていると、家で看ようという気持ちになれる（事例

D）。 

病棟での指導の充実 病棟で指導してもらえたこと全てが役に立った（事例D）。胃瘻栄養のセットの仕方を失敗した時どうすれば良い

かわからなかった（事例D）。排便の頻度が変わっていたのに説明がなかった（事例C）。 

退院前の物品準備 退院時薬が退院直前に渡され、足りない薬があった（事例Ａ）。退院当日、持ち帰る物品が全部準備されていた

（事例C）。  

退院当日の身支度と 

見送り 

退院当日に本人の身体の準備(清拭、着替え)がされていなかった。誰も見送ってくれなかった（事例A）。退院

時、師長と看護師が見送ってくれた(事例C)。 

退院直後の訪問看護 退院直後の訪問看護で家庭での看護を教えてもらえた（事例D）。 
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てくれない病院に入れるくらいなら、家で看た方がいい」と在

宅に気持ちが傾いている。しかし、痰からMRSAが出ているた

めサービスが使えないので在宅は困難ではないか。 

c. 重い状態で家で看られるか心配だった 

妻から訪問看護師（筆者）：本人がわからないようなこんな重

い状態で家で看られるのかなと思うし、大変って聞くし、

MRSAがあるとデイには行けないと聞いたので、家で看られる

か心配。 

d. 在宅で実際どのように看ていけば良いのかイメージ

がつかない 

妻から訪問看護師（筆者）：こんな大きい身体で動かすのも大

変だが、何か方法があるのか質問あり。スロープのレンタルに

ついて説明するとかなり驚いており笑顔。 

②支援を受け在宅療養に移行したことによる対象者への

影響 

a. 介護者（妻）が病院へ通う負担がなくなった 

一番の良かったことは、車に乗って病院に行かなくてもいいっ

てことです。1日に2回も3回も行ってたから 

b. 娘が父親を受け入れる機会になった 

私は何が何でも生きててほしかったけど、あれ（娘）はあんな

んやったら生きてても意味がないって。（娘の年齢）20代半

ば。お父さん大好きで。（お父さんを家に）連れてきたのは

言ってあったけど、見にも来なかったの。やっとこのお正月

に、よかったら帰っといでって言ったら帰ってきた。（お父さ

んに）（娘の名）だけどわかる？って聞いたらうんって言った

の、娘はウルウルで、良かったね帰って来てって。(娘が)戻っ

たその晩か次の晩かに電話かけたら、帰って良かった、お父さ

んの顔見て、前のお父さんではないのはわかってるけど、あん

な穏やかそうで表情があるなら生きてて良かったなって初めて

思えたって。 

c. 連れて帰りたいという思いをかなえることができた 

家へとりあえず1回はどうしても家へ連れてきたかった。すぐ

戻ってくることになっても1回だけは。本人が自分で病院へ受

診した時に倒れとるんやで。帰って来れんようになるなんて

思ってもないやろうで。 

d. 在宅で看ていけると実感できた 

（デイケア、ショートステイ）がもっと早くわかってたら、

もっと気持ちも楽で家で看ようかなって気になる人が多いんや

ないかと思う。看護の人（訪問看護）に来てもらったら何にも

心配ないっていうふうにも。病院の看護師さんとかは、家は無

理っていうのがある。連れて帰れるって思っとる方が間違いっ

てはっきり言われた。 

2．退院支援に関する病院体制の変革に向けて 

1）訪問看護を導入し退院するまでの支援の流れの確立 

 対象病棟において訪問看護が必要となる患者を、早期

に把握するためスクリーニングシートを導入し、在宅療

養に向けた退院支援をモデル的に行ってきた取組みによ

り、訪問看護導入患者の退院支援の流れは、取組み前と

比較し図1から図2のように変わった。訪問看護が必要と

なる可能性のある対象者の選定が可能になったこと、訪

問看護ステーションと病棟で協働し退院指導と退院前準

備が実施できるようになったこと、退院前ケア会議の協

働での確実な実施、退院後の状況を病棟と共有するよう

になったことが改善点である。 

2）病院全体で在宅療養に向けた退院支援を実施してい

く取組み 

 スクリーニングシートを活用し退院支援を行う取組み

を、モデル病棟だけでなくどの病棟の患者にも適用する

ためには、病院全体の体制の変革が必要となる。実施に

は看護部業務委員会作成の看護手順による運用が必要な

ため、訪問看護導入患者の退院支援の流れに基づき、訪

問看護導入の目的だけではなく退院支援全体を考慮した

「退院支援の手順」「在宅療養情報シート」「在宅支援経

過記録」、及び「退院支援の手順」を図式化した｢退院支

援フローチャート｣（図3）を作成した。 

退院支援後に行った受け持ち看護師1人への聴き取り

では、支援として行ったこととして①サービス担当者会

議で提案のあった車椅子乗車の練習、②在宅用のパンフ

レットと吸引器を用いた吸引指導、③退院時の持ち帰り

物品の準備等があげられ、支援できなかったことは、お

むつ交換の方法に家族の不安があり指導を考えたが、家

族の面会が少なくできなかった、が挙げられた。支援が

順調に進められた要因として、退院前のサービス担当者

会議に参加したことで、支援の方向性がわかり在宅で関

わる人の意見が聞けて準備しやすかった、が挙げられた。

また会議への参加で、患者はこんなにたくさんの人に支

えられていると感じた、という意見が得られた。 
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図1 訪問看護導入患者の退院支援のながれ（取組み以前） 

図2 訪問看護導入患者の退院支援のながれ 

 

入院患者 

病棟訪問 
・担当看護師等から退院日、病状、指導内容を確認、退院

時準備してほしい物品、訪問看護指示書、看護サマリーを依頼

・カルテから情報収集 
・患者・家族と面接 退院後心配なことなど確認  
       訪問看護の説明と契約、 
       初回訪問日等決定 
       自宅で準備するものなど確認  

退院 

退院前ケア会議（サービス担当者会議） 
 退院後に関わる職種が多い時など必要時開催  
（退院までに日にちがない場合は開けないことが多い）

MSW 

病棟 
（訪問看護依頼では

なく、在宅での方法等

の相談がまれにある） 

他事業所ケアマネジャー 

ケアマネジャーや必要に応じた部署・機関へ連絡

主治医へ挨拶（退院後の受診又は往診の確認と指

示書の依頼）  

訪

問

看

護

依

頼 

退院前日～1 週間以内程度 

 
入院患者(全員) 

カルテ、担当看護師等から情報収集 
患者、家族と面接し退院後の訪問看護

サービス等について情報提供。契約 

退院後の患者・家族の状況確認

と患者・家族の意見収集 

7 点以上のシートを師長が確認 

入院時、カルテに入ってい

る退院支援スクリーニン

グシートにチェック 

退院前ケア会議（サービス担当者会議） 
 退院後に関わることになる各担当者、病棟スタッフ等で開催 

 退院準備リスト(病棟用、本人用)をそれぞれへ渡す 
訪問看護指示書、看護サマリーを病棟へ依頼 
退院後主治医が代わる場合、医師に情報提供書依頼 

退院に向けての関わり、準備 

介護保険適応の場合、ケアマネジャーへ連絡し連携

その他必要に応じた部署へ連絡 
退院後の主治医決定 

退院指導 
情報共有
打ち合わせ 

追加で必要な退院指導 
退院時必要な物品の準備 
看護サマリー作成 

病棟へ還元 

退院 

7 点以上の患者に対し 
 患者・家族と面接し退院後

 の要望(自宅、施設)を確認

介入必要

訪問看護必要の

可能性 

訪問看護必要の可能性

病棟ナース 

病棟師長 

医療相談 訪問看護ステーション
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Ⅶ．考察 

1．在宅療養に向けて必要な支援 

 今回明らかになった在宅療養に向けた支援内容と、支

援後の家族への聴き取りから得られた家族の要望を踏ま

え、在宅療養に向けてどのような支援が求められ必要で

あるのかについて考察する。 

 

開 催 者 ： 介 護 保 険 適 用 者 の 場 合 、 ケ ア マ ネ ジ ャ ー

が 開 催 (病 棟 側 か ら も 開 催 を 依 頼 )。 そ の 他

の 場 合 、 病 棟 師 長 又 は M SW 。  
参 加 者：病 院 ス タ ッ フ (主 治 医 、担 当 看 護 師 、M SW 、

栄 養 士 、リ ハ ビ リ 師 な ど )、在 宅 ス タ ッ フ (在
宅 主 治 医 、 ケ ア マ ネ ジ ャ ー 、 訪 問 看 護 師 、

訪 問 介 護 、 デ イ ケ ア 、 福 祉 用 具 業 者 な ど )、
患 者 、 家 族  

内 容 ： 各 担 当 者 が 準 備 状 況 や 問 題 点 な ど を 出 し 合

い 終 調 整 す る 。  

訪 問 看 護 サ ー ビ ス の 紹 介  
在 宅 主 治 医 に つ い て の 相 談  
介 護 相 談  

開 催 者：介 護 保 険 適 用 者 の 場 合 、ケ ア マ ネ ジ ャ ー

が 開 催  (病 棟 側 か ら も 開 催 を 依 頼 )。 そ の

他 の 場 合 、 病 棟 師 長 又 は M SW が 開 催 。  
参 加 者：病 院 ス タ ッ フ (主 治 医 、担 当 看 護 師 、M SW

な ど )、 在 宅 ス タ ッ フ (ケ ア マ ネ ジ ャ ー 、 訪

問 看 護 師 な ど )、 患 者 、 家 族   
内 容 ： 退 院 支 援 の 内 容 、 退 院 支 援 計 画  

在 宅 ス タ ッ フ か ら 退 院 後 の 状 況 報 告  

・  追 加 で 必 要 と な っ た 退 院 指 導  
・  退 院 準 備 物 品 リ ス ト 作 成  
・  物 品 準 備  
・  看 護 サ マ リ ー 作 成  
・  退 院 後 主 治 医 が 変 更 す る 場 合 、 情 報 提 供 書 を 医 師 に 依 頼  
・  退 院 後 訪 問 看 護 利 用 予 定 の 場 合 、 訪 問 看 護 指 示 書 を 医 師 に 依 頼  

・  住 宅 状 況 の 整 備  
・  介 護 者 の 確 保 （ 家 族 か 介 護 サ ー ビ ス も 利 用 す る か ）  
・  退 院 後 も 継 続 す る 必 要 の あ る 処 置 、 服 薬 、 食 事 、 生 活

動 作 等 に つ い て 、 在 宅 生 活 に 合 わ せ て 退 院 指 導 （ 訪 問

看 護 が 入 る 場 合 、継 続 す る 看 護 内 容 に つ い て 連 絡 調 整 ）

介 護 サ ー ビ ス 、福 祉 サ ー ビ ス の 紹 介

経 済 面 の 相 談  

病 棟 師 長 が 在 宅 療 養 情 報 シ ー ト ＊

に 沿 っ て 退 院 後 の 要 望 等 を 確 認  

病 棟 師 長 が 全 患 者 の シ ー ト を 確 認  

入 院 時 に 担 当 し た 看 護 師 が 記 入  

入 院  

退 院  

退 院 支 援 ス ク リ ー ニ ン グ シ ー ト ＊ に チ ェ ッ ク  

患 者 ・ 家 族 へ 面 接  

退 院 支 援 ス ク リ ー ニ ン グ シ ー ト の

チ ェ ッ ク 項 目 を 確 認  

退 院 直 前 準 備  

退 院 前 ケ ア 会 議  

退 院 に 向 け て の 準 備  

医 療 相 談 へ 連 絡  

7 点 以 上  

施 設 ・病 院 を 希 望  
自 宅 退 院 希 望  

「 年 齢 」「家 族 」の 項 目 に チ ェ ッ ク が あ る  

ケ ア 会 議  

訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン へ 連 絡  

図3 退院支援フローチャート 
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1）患者・家族の意思決定を支える 

 受傷し初めて退院する場合や状態が大きく変わって退

院する場合、病状が重いほど自宅に帰ることができるの

か悩むことが多い。今回の支援においても、本人・家族

の状況や思いを把握し、具体的な社会資源（支援内容、

支援先、費用）等を提示することで、在宅療養がイメー

ジ化され意思決定に繋がった事例が複数あった（事例

ABD）。また、家族の聴き取りでは、「訪問看護を利用し

たら心配なく家で看られるということを早く教えて欲し

い（事例D）。」等の要望が示され、在宅療養支援の社会

資源を早期に提示することが、在宅療養の意思決定に重

要であると考えられる。 

 しかしながら本人・家族が在宅療養を決意しても、医

療者が困難と感じる場合もある（事例B）。そのような場

合は、早期に病院関係者及び在宅支援関係者が集まり、

本人・家族と共に必要な支援と可能な支援、及び自宅退

院の可能性を検討することによって、具体的な支援体制

が提示でき、意思決定と必要な支援の確認に繋がる。 

 在宅療養の決意や在宅サービスの決定過程は、家族の

生活スタイルや経済面の関与が大きい。故に、支援者は

話を聴き必要な情報を具体的に提供しながら、本人・家

族の主体的な参加と意思決定を促すことが欠かせない。

そのような支援により、患者・家族は医療者に任せるこ

との多い入院生活から、アドバイスを受けず自分達で選

択・決定していく在宅療養への切り替えを体験していく

と考える。つまり、疾病・障害・入院によって十分発揮

されなかった家族のセルフケア機能12)が、この移行期の

支援過程で発揮又は新たに獲得され始めると考えられる。 

更に、医療依存度が高く介護量が多く入院期間も長

かった事例Dからは、在宅療養を決意するまでの家族の

思いが明らかになり、病院から離れることへの不安や在

宅療養のイメージの付きにくさが在宅療養の決意を阻害

していたと考えられたが、支援により在宅療養を決意し、

自ら準備に取り組むことができるようになった。在宅療

養を始めたことで、家族は思いをかなえ、新たな生活を

肯定的に実感したことを確認できた。退院という移行期

のこのような経験が家族の対応の拠りどころを追加修正

し、それがまたその後の家族の拠りどころに影響してい

くと考えられており13)、支援者がそのことを理解してお

くことが重要であると考える。 

2）在宅における療養環境を整える 

 在宅療養に向けた支援は、「療養者による療養方法の

意思決定への支援」「療養者および家族による療養環境

整備への支援」の2層構造になっている14)とされている。

今回の在宅療養に向けた支援においても、この2つの支

援は重要な支援であると考えられたが、療養環境の整備

に関して以下の共通した支援内容が得られた。 

（1）在宅主治医を探す支援 

医療依存度の高い場合や通院が困難な状態の場合は往

診可能な主治医が必要であり、主治医が決定しないと在

宅療養が実現できないため早期の決定が望ましい。特に、

医療処置が必要な場合に家族で探すのは困難なため、担

当可能な医師に関する情報提供が必要である。かかりつ

け医がいる場合で受け入れ可能であれば、それまでの関

係性が継続でき療養者・家族は安心して在宅療養を始め

ることができる（事例A）。更に在宅主治医が受け入れや

すいよう、病棟主治医との情報提供書のやりとりを支援

し、在宅主治医が必要な医療材料リストを提示し依頼す

ることで確実な準備が得られる。このような医師への支

援は、訪問看護師と在宅主治医との協働関係・信頼関係

が良好になり、療養者の療養生活にも好影響を及ぼすと

考える。 

（2）レスパイト先を探す支援 

在宅療養の期間の長期化が予測される事例は、在宅療

養の継続のために日中及び宿泊できるレスパイト先が不

可欠である。「もっと早くからデイケアやショートステ

イが利用できることがわかっていると、家で看ようとい

う気持ちになれる（事例D）。」という意見からわかるよ

うに、患者・家族はレスパイトの存在や必要性を認知し

ていないことがある。今回の支援では、ケアマネジャー

と筆者が協働で探しレスパイト先を確保できた事例が

あったが、MRSA等の感染症や医療依存度が高い場合は

受け入れられる施設が少ないため、レスパイト先が確保

できず在宅療養の継続が困難になる可能性がある。 

（3）退院後の医療物品を整える 

経管栄養を行っている事例では、栄養剤の調達につい

て確認が必要である。費用負担の面から、使用予定の栄

養剤が保険適用の処方薬か自費の流動食かの確認と調整、

運搬方法も療養者の負担が大きくならない配慮が必要で

ある。 
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衛生材料は退院直後から必要不可欠であり、確実な入

手を家族は要望している。退院直後は病棟から持ち帰っ

た物品で、往診後は在宅主治医による提供になるが、そ

の認識が不十分なために提供されず家族が困惑すること

がある。病棟から持ち帰る衛生材料は、チェック欄を設

けた退院準備物品リストによって病棟看護師が確実に準

備することができ、家族にもリストを渡すことで、退院

後に使用する物品の確実な入手の意識を高めることがで

きる。 

（4）退院後の状況に合わせた医療処置方法の習得を支える 

病棟での使用物品と異なった物品を使用する医療処置

については、在宅での使用物品による方法のパンフレッ

トを病棟に提供し、それに沿った指導を依頼した。パン

フレットの内容は病棟からの問い合わせの内容を反映さ

せ改善した。患者・家族の状況に即した指導を行うため

には、訪問看護師、病棟看護師の両者の視点から検討し

進めることが必要である。退院後の聴き取りでは、「病

棟で指導してもらえたこと全てが役に立った（事例D）」

と、病棟での指導が自宅での介護に役立っていることが

確認されたが、退院後に家族が戸惑うことは、それらの

処置が失敗した時の対処であることが示された（事例D）。

それぞれの処置の準備・実施・片付けの各過程の中で、

想定される失敗状況を指導に加えること、退院後の初回

訪問看護においても確認することが必要であると考えら

れる。また、指導が医療処置の一部のみであると、自宅

で一連の流れを介護者が行う時に戸惑いがあるため、各

処置の準備・実施・片付けの一連の流れを実際に行う指

導が必要であると考える。 

3）退院前の支援の確認と検討の場をもつ 

 退院前の適切な時期に、本人・家族、病院関係者、在

宅関係者が集まり検討することは、退院後の支援をより

対象者に合ったものにするために重要である。主な検討

内容は、病院での本人・家族の状況とケア内容の確認、

状況に応じた退院後のケアであり、現在の状況を知る病

院関係者とこれから在宅で支える在宅関係者双方の立場

から検討することで、個々の病状と自宅での生活状況に

合わせた具体的支援を検討することができる。 

病棟看護師からの聴き取りでは、退院前会議への参加

によって、退院までに必要な支援の方向性と具体的な準

備が明確になっていた。更に、支援者同士が直接話し合

うことにより、チームで支援する姿勢の共有という点で

も重要であった。中嶋ら15)の調査においても、病棟看護

師の退院前カンファレンスの参加により、「退院前合同

カンファレンスの必要性」「退院計画へのかかわり」「生

活者としての患者理解」等に変化が見られたとされてお

り退院前会議への参加の意義は大きいと思われる。 

本人・家族にとっては、退院後の支援者に直接会える

こと、入院中の状況と退院までの準備や退院後の支援に

ついて目の前で話し合われることで、退院後の生活に安

心感を抱くことに繋がると考えられる。 

2．退院支援の流れの確立と退院支援体制の変革 

 今回の取組みにおいて、入院患者が訪問看護を導入し

退院するまでの早期からの支援の流れを確立でき、病院

全体としての退院支援という視点で「退院支援の手順」

｢退院支援フローチャート｣の検討・作成に発展した。病

院全体の退院支援体制の発展が期待でき、それにより患

者・家族は早期から支援を受け、安心して在宅療養へ移

行していけると考える。 

退院支援は、今回明らかになった支援内容からも、実

際の在宅サービスの探索・手続きを支えるケアマネ

ジャー、医療処置習得を支える病棟看護師、様々な側面

から助言・準備をするケア会議のメンバー、そしてそれ

らの全てに患者・家族の目線で関わる在宅療養を良く知

る訪問看護師等多くの職種での協働が必要である。故に、

支援体制の変革には、協働で支援できる仕組みを構築し、

病院全体の理解を得ながら、運用・検討・修正していく

必要があると考えられる。 

 また、入院から在宅療養への移行は、組織体制が必要

である一方で、入院中に行える準備は病棟看護師が中心

に行い、訪問看護師と連携をとるという認識を持つこと

が重要である。病棟看護師と訪問看護師の連携は、一方

からの依頼や情報提供ではなく、双方で具体的な方法や

内容を検討し協働して機能することが必要となる。在宅

用物品を使用したパンフレットの提供や病棟看護師から

意見を得た修正、病棟看護師からの在宅生活を意識した

問い合わせに答える等、双方向での情報共有が行うこと

ができた。大森ら16)の取組みにおいては、退院前の訪問

看護師の関わりや退院後の病棟看護師の訪問での連携で、

病棟看護師の退院支援に関する意識変化も見られたとさ

れており、今回の在宅療養に向けた支援においても、病



岐阜県立看護大学紀要 第 13 巻 1 号，2013 

― 52 ― 

棟看護師が退院指導のチェックリストを作成したり、早

期から退院後の物品準備を整える等、在宅の状況に関心

を持ち積極的に取組むことに繋がった。このような事例

を通した協働の取組みが、病棟看護師にとって病棟から

在宅への支援を認識していく大切なきっかけとなったと

思われる。 

Ⅷ．まとめ 

①在宅療養に向けた支援内容は、入院早期からの支援と

在宅サービスの紹介により、患者・家族の意思決定を

支える支援、往診医・レスパイト先の探索、退院後の

医療物品準備、医療処置方法の指導により療養環境を

整える支援、病院と在宅の関係者が支援の確認と検討

の場を持つことが重要である。 

②訪問看護導入患者の退院支援の流れは、スクリーニン

グシートを用いた支援対象者の選定、訪問看護ステー

ションと病棟の協働での退院指導と退院前準備、退院

前ケア会議の実施及び、退院後の状況の共有がなされ

ることで確立される。 

③支援体制の変革には、病院・在宅での多職種の担当者

が協働で支援できる仕組みを構築し、病院全体の理解

を得ながら運用・検討・修正していくことが必要であ

る。 
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Study of Progress in Creating the Methods of Discharge Support and  
Advancing Organizational Structure for Home Care Using Visiting Nursing for Patients 

 

Yukari Kato1), Yuriko Kuroe2) 

 

1) Gifu Central Hospital 

2) Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

This study aimed to clarify the content of discharge support for the patients who need visiting nursing by examining 
the activity of nursing care from admission to discharge, and also aimed to establish the flow of support from admission to 
discharge and investigate the support structure. 

Model support for the patients requiring visiting nursing after discharge was carried out and details of the support 
was recorded. Then the entries were analysed and the contents of discharge support were clarified. After the support was 
received, semi-structured interviews were conducted with the discharged patients and their families to confirm feelings 
with regard to care during hospitalization and discharge support, and to analyse hopes in preparing for discharge. Schemes 
were also drawn up to illustrate the flow of discharge support that could be confirmed within the progress of discharge 
support, and the structure of support at the hospital was studied. 

The model support indicated that the types of discharge support included those to make a decision of discharge, find 
out respite facilities, acquire treatment method, prepare medical products, and pre-discharge conference with personnel 
responsible for services. Families’ hopes for support were included provision of home care service information from an 
early stage and giving sufficient guidance on wards for discharge.  

From the above, the key content of discharge support can be considered to be the following: support for patient and 
family decision making from the early stages of admission and introducing specific home care services; support to prepare 
the environment of home care (finding out visiting doctors and respite facilities, preparing medical equipment for home 
care, and supporting the acquisition of treatment methods); and having a pre-discharge conference with the hospital stuff 
and the home care stuff to confirm support for discharge. In addition, the support structure that can be considered necessary 
to change are for hospital nurses and visiting nurses to collaborate with the patient’s hospital staff and home care members 
in building a framework, and to act, consider, and review it while gaining an overview of the hospital 
 

Keywords: visiting nursing, home care, content of discharge support, flow chart of discharge support, collaboration 
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〔原著〕 

精神科ニューロングステイ患者を対象とした退院支援における看護師の困難 
 

石川 かおり  葛谷 玲子 

 

Experience of Nurse’s Difficulties in Discharge Support for New Long-Stay Psychiatric Patients 
 

Kaori Ishikawa, Reiko Kuzuya 

 

 

要旨 

 本研究の目的は、精神科入院期間1～5年のニューロングステイ患者を対象とした退院支援において看護師が体験

している困難について構造的に明らかにすることである。 

 研究参加者は、民間単科精神病院3施設にて長期入院患者の看護を実践している看護師6名であった。データは半

構造化面接法にて収集し、面接時間は一人あたり平均74.66分であった。研究参加者の許可を得て面接内容を録音し、

逐語録を作成した。メタ研究法として構造構成的質的研究法を位置付け、分析枠組みとして修正版グラウンデッ

ド・セオリー・アプローチを採用し分析した。 

 分析の結果、看護師の困難体験として困難と対処の2側面が明らかとなり、困難に関しては67概念から19サブカテ

ゴリと5カテゴリを、対処に関しては38概念から13サブカテゴリと5カテゴリを生成した。これらカテゴリ間の関連

性の検討を基に、精神科ニューロングステイ患者を対象とした退院支援における看護師の困難体験を構造化した。 

 退院支援上の困難として、入院が長期化するなかで退院支援における看護の停滞状態が続く【看護の慢性化】と、

退院という【変化への抵抗】が医療者や患者、家族に生じていた。さらに精神科医療現場特有のシステムや文化に

付随する【旧態依然とした慢性期病棟の風土】が背景要因として影響していた。これらは退院支援の流れを阻む要

因となり、看護師の【退院支援の萌芽】は【退院支援の袋小路】に帰結していた。 

 一方、看護師は上記の困難への対処も行っており、困難を低減しながら退院支援を進めている構造が明らかに

なった。すなわち、【看護の慢性化】に対しては【惰性的ケアの解除】【患者の可視化】、【変化への抵抗】に対して

は【抵抗・緊張の緩和】、【退院支援の袋小路】に対しては【突破口の模索】、【旧態依然とした慢性期病棟の風土】

に対しては【組織の耕作】がそれぞれの困難の対処となっていた。 

 

キーワード：精神科ニューロングステイ患者、退院支援、看護師の困難体験 

 

Ⅰ．はじめに 

 わが国の精神障害者のケアは地域ケア中心型へと転換

しつつあり、入院の短期化が進んでいる。平成20年度の

入院患者の在院期間別構成割合では、1年未満が32.8％、

1年以上5年未満は28.3%、5年以上は38.9%であり1)、入院

患者の7割近くは1年以上の長期入院の状況である。平成

21年9月公表の「精神保健医療福祉の更なる改革に向け

て」（今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討

会 終報告）2)では、在院期間1年以上での退院は毎年5

万人弱で推移しているが新たに入院期間1年以上となる

患者が5万人程度であるため、結果的に1年以上入院患者

数は23万人となり大きく変化していないことが指摘され

ている。さらに、退院患者のうち在院1年以上で退院し

た患者の割合は約13%で、うち転院や死亡による退院は6
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割、在院期間が5年以上で退院した患者の割合は4%にと

どまり、うち転院や死亡による退院は7割以上となって

おり、入院期間が長期化するほど、退院者数が減少し、

転院や死亡による退院の割合が高くなっていることが示

されている。これらのことから、入院1年以上の長期入

院患者ではその動態に大きな変化がみられず、今後どの

ように地域移行を進め、長期入院患者の減少を図ってい

くかが課題となっている。 

精神医療先進国である英国では、地域サービスが発展

しても長期に病棟ケアが必要な患者はある一定数存在し、

これらの患者は入院期間が1～5年で入院開始が比較的新

しいことから“ニューロングステイ”と呼ばれ、さらな

る“古い”長期入院患者にしないために も質の高いケ

アが必要であると言われている3)。わが国においても入

院期間1～5年の患者に着目し、更なる“古い”長期入院

患者を生み出さないように支援することは喫緊の課題で

ある。 

ところで、長期入院患者に対する退院支援に関連する

先行研究は散見し、看護実践上の知見が示されている4～7)。

しかし、長期入院の定義は6ヶ月以上から10年以上と

様々であり、入院期間1～5年の患者に焦点を当てた看護

や退院支援等に関する研究は見当たらなかった。入院期

間1年から5年の患者を対象とした先行研究としては、筆

者らによるニューロングステイ患者を対象としたインタ

ビュー調査8)とアンケート調査9)があり、患者の入院生活

の体験の特徴が示されているが、これらの患者を対象と

した退院支援の実態や、有効な看護は明らかにされてい

ない現状である。 

 そこで、本研究の目的は、入院期間1～5年の患者を対

象とした退院支援における看護師の体験に着目し、特に

退院支援上の困難に焦点を当ててその構造を探索するこ

ととした。 

 なお、本研究においては精神科医療施設に継続して1

年から5年間入院している者を「精神科ニューロングス

テイ患者」とした。ここでいう入院期間は、研究参加者

である看護師がインタビューの際に想起した事例の看護

実践時点の入院継続期間を示すもので、総入院期間では

ない。精神疾患は慢性に経過し療養が長期に亘ることが

推測されるため、その間の病状の変化に応じて入院治療

が必要になることがある。そのため、本稿では研究参加

者に事例を想起してもらう際に、事例の入院回数につい

て特に限定をしないこととした。 

Ⅱ．研究方法 

1．研究デザイン 

本研究は、看護師の視点から退院支援上の困難に関す

る体験を明らかにすることを目的としているため、仮説

生成型の質的研究方法を用いた。なお、本研究において

は、認識論、理論、技法、フィールド、対象者、解釈枠

組といった研究を構成する全てのツールについて、現実

的制約を勘案しつつ研究質問や研究目的に照らして選択

する「関心相関的選択」という方法概念を備えた構造構

成的質的研究法 10) （ Structural-construction qualitative 

research method，以下、SCQRMとする）をメタ研究法

として採用した。 

2．研究参加者 

研究参加者は、研究目的に照らして精神科医療施設に

て長期入院患者を対象とした看護を実践している看護師

とした。この条件に見合う精神科医療施設を意図的に選

択し、研究協力の許可が得られた施設において、看護部

等から紹介を受けた者あるいは研究の案内文書をみて関

心を示した者に対して、参加者の条件に該当するか否か

を確認の上、研究への参加を依頼した。なお、研究参加

者の偏りを防ぎ、多様性を確保するという観点から、施

設を複数選択することとした。 

3．倫理的配慮 

 研究参加を依頼する際に、研究目的および方法、研究

参加のメリット・デメリット、参加者の権利（自己決定、

プライバシー、害されないこと、研究拒否や中断等）、

研究者の義務等について、書面と口頭によるインフォー

ムドコンセントを徹底した。そして、個人データを加工

し匿名性の保護を厳守した。さらに、研究参加による時

間的制約などに十分配慮し、インタビュー時間を1～2時

間程度と設定することとした。 

なお、研究開始前に岐阜県立看護大学研究倫理審査部

会にて倫理審査を受け、承認を得て実施した（承認番

号：2224）。 

4．データ収集 

本研究では、看護師の主観的体験に照射するため、イ

ンタビューガイドを用いた半構造化面接によりデータ収
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集した。インタビューガイドの内容は、本研究の目的に

照らして、対象者の属性、入院期間1～5年の受け持ち患

者を想定した日常のケアの実際と困難、退院支援上のケ

アの実際と困難、対象患者との関係性、対象患者の家族

へのケアの実際と困難、他専門職者との協働・連携の実

際と困難などを設定し、これらの質問を投げかけながら、

参加者が自由に語ることができるよう配慮し、プライバ

シーが保たれる部屋で実施した。面接時間は一人あたり

平均74.66分であった。参加者の許可を得て ICレコー

ダーに録音し、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2月から3月であった。 

5．データ分析 

1）分析枠組み 

本研究は、仮説モデルの生成を目的としているため、

データからボトムアップにモデルを構築する修正版グラ

ウンデッド・セオリー・アプローチ11)（以下M-GTAとす

る）を分析枠組みとして採用した。M-GTAは少数事例

研究に適さない面が指摘されているが、SCQRMにおい

ては、必要な事例数は研究目的に相関して決定するため、

M-GTAのエッセンスを生かしつつ少数事例研究におけ

る科学性を担保する概念装置を備えている。これまで明

らかにされていない看護師の困難体験について仮説モデ

ルを探索的に生成する、という本研究の目的に照らすと、

少数事例から得られた概念であっても、体験の多様性を

表すものとして採用することが可能となる。 

2）分析手順 

逐語録を熟読し、「看護師はニューロングステイ患者

の退院支援においてどのような困難を体験しているか」

という研究質問に関連する内容を、意味が読み取れる範

囲をひとまとまりとして抽出し、類似性と異質性を検討

し、類似内容を具体例として集め、概念名をつけた。そ

の際、概念名とその定義、具体例、対極例や分析の視点

を書き留める理論的メモからなる分析ワークシートにま

とめた。分析ワークシートの例は表1のとおりである。

さらに、複数の概念を包括するサブカテゴリ、複数のサ

ブカテゴリを包括するカテゴリを作成した。次に、先の

研究質問に照らして、データおよび概念との間を行きつ

戻りつしながらカテゴリを比較して関係性を検討し、関

係図を作成した。そして作成した関係図が各対象者の体

験を説明し得るか、データに戻って点検しながら、関係

図の改訂を重ね、 終的な「精神科ニューロングステイ

患者の退院支援上の困難」の全体構造を図式化した。 

3）理論的飽和化 

理論的飽和は、理想形ではあるが原理的には不可能で

あるという見解があり12,13)、M-GTAにおいても、その難

しさを認めた上で、概念の完成状態を判断する小さな理

論的飽和化と、概念相互の関係、カテゴリの関係、全体

としての統合性を検討し抜け落ちている部分の有無を確

認する大きな理論的飽和化という独自の方法と立場が示

されている14)。これらの議論を前提として、SCQRMにお

いては、目的相関的飽和という立場を明示し、M-GTA

の文脈であれば概念ごとの分析ワークシートを完成させ

ることによって作られたモデルが、研究目的に照らして、

それを達成できている状態としている15)。 

以上を踏まえて、本研究においては、分析手順の全過

程において、研究目的に照らした上で達成できているか

確認することで理論的飽和化を図った。なお、分析過程

においては、複数の学際的な質的研究者らによる

SCQRMのワークショップにて分析結果を提示し検討す

るとともに、ニューロングステイ患者への看護経験を有

する研究者間で検討し、その都度修正しながらすすめた。 

Ⅲ．結果 

1．研究参加者 

研究参加者は、民間単科精神科病院3施設にて、入院

期間1年以上の長期入院患者への看護を実践している看

護師で、研究参加の同意が得られた6名とした。性別は

男性3名、女性3名で、年齢は30代4名、40代1名、50代1

名であった。看護師経験年数は平均13.83年、精神科経

験年数は平均9.42年であった。職位はスタッフ5名、師

長1名で、教育背景は全員が看護専門学校卒業でうち1名

は看護系大学院博士前期課程に在学中であった。 

2．ニューロングステイ患者を対象とした退院支援上の

困難の体験 

分析の結果、対象者の退院支援上の困難の体験として

10カテゴリを生成した。カテゴリの比較検討から、退院

支援上の困難の体験には困難と対処の異なる二つの性質

が含まれていることが明らかとなった。困難に関しては

67概念から19サブカテゴリと5カテゴリを生成し、対処

に関しては38概念から13サブカテゴリと5カテゴリを生 
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成した。これらカテゴリ間の関連性の検討を基に、精神

科ニューロングステイ患者を対象とした退院支援上の困

難の全体像を示した。概念、サブカテゴリ、カテゴリの

一覧を表2と表3に、全体像を図1に示す。以下、概念を

［ ］、サブカテゴリを＜ ＞、カテゴリを【 】として

表記し、看護師の困難体験の構造について説明する。 

1）退院支援上の困難 

①退院支援の始まりと困難の帰結 

看護師は、担当するニューロングステイ患者に対して、

[このまま病院で過ごすのは変][なんとか退院させたい]

など＜退院してもらいたい＞という思いを持ち、[病状

から退院の可能性を判断]したり[セルフケア能力から退

院の可能性を判断]するなど＜退院の可能性を査定＞し

ており、これらは【退院支援の萌芽】となっていた。し

かし、 終的には、[患者の声を聴けていない][家族と

の接点がもてない]など＜関係者と接点がもてない＞こ

とや、[医師との方針の相違][家族との敵対]など退院支

援の関係者との＜意見の相違・対立＞に遭遇し【退院支

援の袋小路】に帰結していた。 

②退院支援を阻む要因 

看護師はニューロングステイ患者の状態について[病

状は安定している][セルフケアレベルは維持されている]

など＜安定＝変化なし＞と捉えがちで、いつしか[落ち

着いていてケアの必要がない患者][物静かで目立たない

患者]など病棟のなかで＜存在感のない患者＞となって

いる現状を語った。すると、次第に[安定すると退院し

づらい][患者がいることが当たり前]といった＜長期入院

に対する違和感の薄れ＞が生じ、このような患者の[病

棟内での優先度は低い][評価が得られずやりがいがない]

など＜看護チーム全体のモチベーションが高まらない＞

状況になっていた。また、[患者の意思を確認し具体的

に支援する知識・技術がない][家族へのアプローチ方法

がわからない]など＜退院支援における看護が未確立＞

という状態が生じていた。これらから、退院支援におけ

る看護の停滞状態が続く【看護の慢性化】が生じていた。 

また、退院支援を進めようとしても、[看護師の諦

め][医師の諦め]といった周囲の＜諦観＞と[医療者側の

状態悪化の懸念][患者のなかのプレッシャーや不安]と

いった＜予期的不安＞が生じていた。そして、[疎遠な

家族関係][家族のトラウマ]が要因となる＜家族の抵抗＞

や[寝た子を起すな][古参看護師からの圧力]など他の＜

医療者の抵抗＞に遭遇し、[反対されると弱腰][完璧を 

表1 実際の分析ワークシートの例 
概念名 医師との方針の相違 
定義 看護師である自分あるいは看護チームと主治医の間で、退院に関連する意見や方針の違いがあり、退院支援が停滞す

ること 

具体例 ・意見の食い違い。一番大きいのが、退院する・しないで、医者との温度差がある。看護師が退院のことを考え始め

ても、医者は「やっぱり無理」ということがある。でも私たちは先生の一言がほしいときがある（A氏） 

・退院についてなぜ駄目なのか医師に聞いたら、「悪くなったらどうする」って。悪くなったらまた入院してもらえば

と思うし、「悪くならないように訪問看護や地域のサポートを使ってもらうようにしても？」ときいても、「無理」

と。では、どういう状態になったらいいのか聞いても、先生は具体的にこうなったらとは言わない（A氏） 

・医師のなかには、「退院」という言葉を濁す場合もあるし、カンファレンスによっては今はまだ状態が悪いから退院

なんてまだまだと言われる場合もある（B氏） 

・「この人は明らかに退院できる状態だけれども、家族がかわいそうだから退院はさせない」とはっきり先生から言わ

れると、私たちは何を目標にケアをしていくのかと思う（C氏） 

・先生との間でギャップがあるときが結構ある。看護師としては、十分退院できる力があると思っても、「無理だよ、

この人は」と言われることが結構ある（C氏） 

・私たちの方は、 近は「完璧じゃなくてもこれくらいになればいいんじゃないか」という風に考えるようになって

きてるが、家族からまだ心配という声がでると、先生も「家族が可哀想」となるので、なかなか退院ということも

言い出せなくなる（E氏） 

・先生に「また戻ってきてもいいから、とりあえず、1ヶ月でも外で暮らせればいいのでは」と話をしてみたら、怒ら

れた（E氏） 

・患者の状況をみて、「そろそろ外泊をすすめられないか」と提案してみても「あの人はまだね」という先生もいて、

結局ずっと外泊しないまま過ぎてしまう（F氏） 

理論的
メモ 

「医師との方針の相違」と対極の概念はあるか？ 

 →見当たらなかった（困難に焦点を当てているため？） 

 →対極ではないが、「医師の方針も少しずつ変化している」を変化の兆しと捉えている。 

「医師との方針の相違」がある場合、看護師はどのように対応しているか？ 

 →「退院を目標に支援することを医師に表明」、「医師に根気よく働きかけ巻き込む」 

 →「諦観」、「私のためらい」 

他の専門職との間でも意見や方針の違いがあるのか？ 

 →「他職種と連携した活動は少ない」 

 →「看護チーム内の温度差」 

 →「看護師の諦め」 
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表2 ニューロングステイ患者を対象とした退院支援上の困難 
カテゴリ サブカテゴリ 概念 

退院支援の萌芽 
退院の可能性を査定 

病状から退院の可能性を判断 

セルフケア能力から退院の可能性を判断 

退院してもらいたい 
このまま病院で過ごすのは変 

なんとか退院させたい 

退院支援の袋小路 

関係者と接点がもてない 
他職種と連携した活動は少ない 

患者の声を聴けていない 

家族と接点がもてない 

意見の相違・対立 

看護チーム内の温度差 

医師との方針の相違 

患者との捉え方のズレ 

家族との敵対 

変化への抵抗 

家族の抵抗 
家族関係が疎遠 

家族のトラウマ 

今更困る 

医療者の抵抗 
寝た子を起こすな 

古参看護師からの圧力 

患者のためらい 

具体的なイメージが持てない 

意思を表明し行動することの限界 

患者の家族への遠慮 

患者の医療者への遠慮 

私のためらい 

反対されると弱腰 

完璧を目指して失敗できない 

家族を脅かしたくない 

患者への関わりに及び腰 

看護チームの足並みを乱せない 

変わらないことの安心感 

重責感が伴う 

試行錯誤のジレンマ 

諦観 
看護師の諦め 

医師の諦め 

患者の諦め 

予期的不安 
医療者側の状態悪化の懸念 

患者の中のプレッシャーや不安 

家族の漠然とした負担や不安 

看護の慢性化 

存在感のない患者 
落ち着いていてケアの必要がない患者 

物静かで目立たない患者 

患者のことをほとんど知らない 

長期入院に対する違和感の薄れ 

長期入院が不思議ではない 

安定すると退院しづらい 

患者がいることが当たり前 

退院支援の課題を言語化できない 

看護チーム全体のモチベーションが高
まらない 

病棟内での優先度は低い 

成果や変化が見えにくい 

評価が得られずやりがいがない 

患者から期待されていない 

退院支援における看護は未確立 

ケアニーズが捉えづらい 

期間的目安が立てられない 

目標設定があやふや 

患者の意思を確認し具体的に支援する知識・技術がない

家族へのアプローチ方法がわからない 

他職種と連携する具体的方法がわからない 

安定＝変化なし 
成果や変化が見えづらい 

病状は安定している 

セルフケアレベルは維持されている 

旧態依然とした 
慢性期病棟の風土 

収容主義の後遺症 
一生病院で面倒をみるという約束 

精神病・精神病院に対する偏見 

家族が可哀想＝面倒は家族がみるべき 

病棟内のヒエラルキー 
医師主導の医療 

医師と対等に話ができない 

患者は蚊帳の外 

閉じている病院 
世間から隔離されている医療者 

外部の人を受け入れない病院 

社会に出る機会が制限される 

看護体制の限界 

機能別看護体制に伴う限界 

退院支援のための時間がない 

勤務交代によるケアの中断 

問題志向型看護の限界 
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目指して失敗できない]といった＜私のためらい＞を引

き起こしていた。さらに、患者のなかに、退院について

[具体的なイメージがもてない][家族への遠慮]など＜患

者のためらい＞があると認識しており、これらが相まっ

て、退院という【変化への抵抗】が生じていた。 

③困難の背景要因 

上記の①②の負のプロセスには、精神科医療現場特有

のかつてのシステムや文化に付随する【旧態依然とした

慢性期病棟の風土】が背景要因として影響していた。 

看護師は、[一生病院で面倒をみるという約束][精神

病・精神病院に対する偏見]など、かつての精神科病院

の＜収容主義の後遺症＞や、[世間から隔離されている

医療者][社会に出る機会が制限される]など＜閉じてい

る病院＞の状況が退院支援を難しくしていると実感して

いた。また、退院支援にはチーム医療が不可欠とされて

いても実際には[医師主導の医療][患者は蚊帳の外]など

＜病棟内のヒエラルキー＞が存在しており、それが看護

師の諦めにつながっていた。そして、[機能別看護体制

に伴う限界][勤務交替によるケアの中断]など現行の＜看

護体制の限界＞も退院支援を行うための十分な時間を確

保できないことや支援の中断などに影響していた。 

2）退院支援上の困難への対処 

①患者・家族へのアプローチの工夫 

看護師は、[患者の声を聴く][患者の意思を把握するた

めのコミュニケーションの工夫]など＜患者の意思を確

認・尊重＞する姿勢で、[患者と共に退院に向けてでき

ることを探索]したり、[患者とケアプランを共有]したり

するなど＜患者と共に取り組む退院支援＞を試みていた。

また、疎遠になりがちな家族に対して、[患者の現状を

知らせ理解を得る][患者の良い面を家族にアピール]する

などして＜患者の現状を家族に明示＞するようにしてい

た。これらは、病棟内で存在感が薄れがちな【患者の可 

表3 ニューロングステイ患者を対象とした退院支援上の対処 
カテゴリ サブカテゴリ 概念 

惰性的ケアの解除 

見方を変えて新しい可能性を探求 
患者の強みの発見 

多方面からの可能性の検討 

退院をイメージしてできることから 
退院を目指して今できること 

退院後の生活を具体的にイメージ 

現在できていることの維持・充実 

患者の可視化 

患者の意思を確認・尊重 

患者の声を聴く 

患者の意思を把握するためのコミュニケーションの工夫

患者の意思・希望の尊重 

患者の自己決定の促進 

患者と共に取り組む退院支援 

患者と共に退院に向けてできることを探索 

患者とケアプランを共有 

看護の意図の伝達 

日常的ケアを通した信頼関係の構築 

患者の現状を家族に明示 
患者の現状を知らせ理解を得る 

患者の良い面を家族にアピール 

抵抗・緊張の緩和 

焦らず段階的なすすめ方 
無理しなくて良いことを伝達 

スモールステップの積み重ね 

看護師が焦ることなく長期的視野をもつ 

安心して失敗できる土壌作り 
患者が安心してトライ＆エラーできることを保障 

看護師自身が失敗しても大丈夫と思える 

不調時はいつでも入院できることを家族に伝達 

家族をほぐす 
家族と対面できる機会の設定 

家族の不安や心配の傾聴 

患者と家族の妥協点を探索 

突破口の模索 

退院に向けて支える信念の宣言 
退院を目標に支援することを医師に表明 

退院を目標に支援することを患者に表明 

看護師からの歩み寄り 
医師に根気よく働きかけ巻き込む 

他職種に声をかけて連携 

変化の兆しを糧として評価 

患者の本音が見えてきた 

患者と協働できるようになってきた 

看護チームで退院支援の話がしやすくなってきた 

働きかけで家族も少しずつ理解するようになってきた 

医師の方針も少しずつ変化している 

組織の耕作 
組織的に取り組む仕組み作り 

退院支援委員会の創設 

円滑に活動するための根回し 

業務の一環としての位置づけ 

看護チームの建設的な雰囲気 
退院支援に向けた前向きな空気 

看護チームのなかで変化や気づきの共有 
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視化】につながっていた。 

また、退院の目処が立っていなくても現状を踏まえた

上で[退院を目指して今できること]や[現在できている

ことの維持・充実]など、患者に対して＜退院をイメー

ジしてできることから＞始めていた。同時に、問題志向

や先入観を排除して[患者の強みの発見][多方面からの

可能性の検討]といった＜見方を変えて新しい可能性を

探求＞しようとしていた。これらのアプローチは、これ

まで漫然と行われてきた【惰性的ケアの解除】につなが

るものであった。 

②退院支援に取り組む関係者間の対立の低減 

患者を含むチーム全体が安心して退院支援に取り組め

るように、[スモールステップの積み重ね]を意識し、

[看護師が焦ることなく長期的視野をもつ]など＜焦らず

段階的なすすめ方＞を心がけていた。また、[患者が安

心してトライ＆エラーできることを保障]し、[看護師自

身が失敗しても大丈夫と思える]ような、＜安心して失

敗できる土壌作り＞をしていた。さらに、[家族の不安

や心配を傾聴]し、[患者と家族の妥協点を探索]するな

どして＜家族をほぐす＞ことで、退院支援に取り組む関

係者の【抵抗・緊張の緩和】を図っていた。 

③意識改革と環境整備 

看護師は、チームで退院支援に取り組むことを意識し、

[退院を目標に支援することを医師に表明][退院を目標に

支援することを患者に表明]など＜退院に向けて支える

信念の宣言＞をしていた。また、[医師に根気よく働き

かけ巻き込む][他職種に声をかけ連携]するなど、支援

プロセスのなかで対立や齟齬が生じた相手に対しては

＜看護師からの歩み寄り＞を試みていた。さらに、[患

者の本音が見えてきた][看護チームで退院支援の話がし

やすくなってきた]など患者、家族、看護チーム、医師な

どに生じた＜変化の兆しを退院支援の糧として評価＞し、 
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停滞する退院支援の【突破口の模索】を試みていた。 

そして、病棟内での[退院支援に向けた前向きな空

気][看護チームのなかで変化や気づきの共有]といった

＜看護チームの建設的な雰囲気作り＞を通してチーム全

体のモチベーションを高める努力と共に、[退院支援委

員会の創設]や[円滑に活動するための根回し]など＜組

織的に取り組む仕組み作り＞を行い、【組織の耕作】の

ための活動となっていた。 

 これらの活動は硬直した医療者の意識と環境の変革を

目指していた。 

3．全体構造 

 入院１～5年の患者に対する退院支援における困難の

体験は、看護師の【退院支援の萌芽】は【退院支援の袋

小路】に帰結するという負のプロセスを踏んでいた。こ

のプロセスには、看護の停滞状態が続く【看護の慢性

化】と、医療者、患者、家族が退院を拒む【変化への抵

抗】が退院支援の阻害要因として影響していた。さらに、

これらの背景には、精神科医療現場特有のかつてのシス

テムや文化に付随する【旧態依然とした慢性期病棟の風

土】が影を落としていた。 

 他方、看護師は困難だけでなく退院支援に向けてなん

とか困難を乗り越えようと努力もしていた。【患者の可

視化】と【惰性的ケアの解除】は【看護の慢性化】を打

開し、【抵抗・緊張の緩和】は【変化への抵抗】を低減

するための対処であった。また、【突破口の模索】は

【退院支援の袋小路】を切り開き、【組織の耕作】は【旧

態依然とした慢性期病棟の風土】を変革するための試み

であった。 

Ⅳ．考察 

本研究で得られた精神科ニューロングステイ患者の退

院支援上の困難の構造について、関連する先行研究と比

較しながら検討し、困難を踏まえた看護のあり方につい

て検討する。 

1．潜行する看護の停滞 

長期入院の統合失調症患者は、時間の経過と共に環境

の変化を受け入れるなかでいつしか慣れた病棟生活とな

る16)とされる。ニューロングステイ患者を対象とした調

査でも、入院が長期化するなかで患者は病と対峙する状

況に否応なく置かれ、入院生活に適応せざるを得ないこ

とが示されている17)。本研究において、看護師はニュー

ロングステイ患者の状態について、変化がみられず安定

していると捉えていたが、これは上記の入院の長期化に

よって病棟内で安定せざるを得ない患者の状況と一致す

るものである。 

また、看護師にとってニューロングステイ患者は病棟

のなかで存在感のない患者となっていた。これは、入院

の長期化により、入院生活に適応し安定しているように

見える患者が次第に看護師の視野から消えてしまう、い

わゆる消える患者現象18)に陥っているといえよう。患者

の存在が看護師の眼に見えなくなることから、次第に長

期入院に対する違和感が薄れ、看護チーム全体のモチ

ベーションが高まらない状況を招いていたと考えられる。

このような看護の慢性化は、今回背景要因として明らか

になった、外部との交流が乏しい病院の閉鎖性や看護体

制の限界などの影響から、潜行しながら長期間かけて蓄

積していくと推測され、入院の長期化は患者だけでなく

看護にも深刻な影響を与えていると考えられる。 

本研究で示された、患者の意思を尊重し共に退院支援

に取り組み、見えなくなった患者を可視化するケアや、

惰性的になっていたケアについて新しい可能性を探求し

できることからはじめる試みは、看護の慢性化を食い止

める一助となるであろう。しかし、ニューロングステイ

患者への退院支援における看護が確立されておらず、患

者や家族にどうアプローチして良いかわからないという

状況も含まれたため、ニューロングステイ患者の特徴を

踏まえたアプローチを工夫していく必要がある。 

2．患者の希望と退院支援の葛藤 

 看護師は、担当するニューロングステイ患者について

退院できるのではないかと判断しても、患者が退院の意

向を明確に示さず戸惑いをみせると、それ以上は積極的

に進められない現状があった。このことから、看護師は、

患者のためらいを「退院したくない」という意思表示と

して受け止め、患者の意向を尊重するという観点から退

院支援を中断するという判断を下す傾向にあることが予

測される。しかし、ニューロングステイ患者を対象とし

たアンケート調査（n=103）では、8割以上が退院を考慮

し退院を希望しており19)、同じくニューロングステイ患

者を対象としたインタビュー調査では、退院への明確な

希望が存在することと同時に退院に向けて心理的葛藤が
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あるために退院の具体化を保留することが示されていた20)。

このことから、ニューロングステイ患者のためらいは、

必ずしも退院拒否の意思表示ではないと考えられるが、

そこに看護師の捉える患者の意向との齟齬が生じている

と思われる。 

以上のことから、ニューロングステイ患者は本人が明

確に退院希望を述べなかった場合でも、退院希望が潜在

している可能性があることを前提として、患者の思いや

意向について時間をかけて丁寧に傾聴し、看護師が捉え

た患者の意向との齟齬を解消していく必要がある。また、

ニューロングステイ患者を対象とした先行研究では患者

が退院希望を言語化するか否かには、患者と医療者の信

頼関係が影響することが示唆される21)ため、患者－看護

師関係を真摯に検討し信頼関係構築のための努力を継続

することが重要である。 

3．家族の意向との対立 

ニューロングステイ患者の退院支援において、退院に

対する様々な家族の抵抗に遭い、家族と接点がもてない

状況や家族との敵対関係に陥ると、その先の打つ手がな

い苦しい状況となっていた。これら家族との軋轢には、

背景要因として明らかになった、一生病院で面倒をみる

約束が家族と交わされていたことや、医療者のなかにあ

る面倒は家族がみるべき（だから家族が可哀相）という

考え方が影響していると考えられる。入院患者の家族を

対象とした調査（n=612）では、入院6ヶ月未満では「早

く退院してほしい」家族は52.4%、「退院は考えていな

い」家族は6.1%であるのに対し、入院5年以上になると

「早く退院してほしい」家族は9.4%、「退院は考えていな

い」家族は39.0％となり、入院が長引くほど退院に肯定

的な家族は減少していた22)。また、入院3年以上の家族

を対象とした調査（n=46）では、73.5％が退院後の受け

入れに消極的であった23)。そのため、本研究結果のよう

に、入院が1～5年であっても患者と家族の関係は疎遠に

なる場合があり、結果的に病院と家族の間のコミュニ

ケーション、意思疎通、情報交換の機会が徐々に減少す

ることにつながり、退院支援を行う際の家族との溝を深

める原因と成り得る。 

 長期入院患者の家族の多くは高齢で体力的にも精神的

にも、また経済的にも患者を支える余力を残しておらず、

両親の死去により保護者がきょうだいに代替わりしてい

る場合も少なくない24)。本研究で示された「家族が可哀

相」という医療者の考えは、実は患者の面倒は家族が見

るべきであるという考えと表裏一体であったが、まずは

このパターナリズムを排除すべきであろう。そして、家

族は敵対する関係ではなく、共に患者をサポートする存

在であり、ケアの対象でもあるということを再認識する

ことが重要である。そのため、本研究結果の、患者の現

状を家族に明示する、家族と対面できる機会を設定する、

家族の不安や心配を傾聴する、患者と家族の妥協点を探

索するといった試みは、緊張し頑なになってしまった家

族をほぐし、家族との対立を低減する上でも有用である

と考える。ただし、反対する家族のもとに退院すること

は患者にとっても容易なことではないため、退院の可能

性を閉ざさないよう家庭以外の退院先についても患者と

家族と共に検討していくことも必要であろう。 

4．退院支援を巡る専門職間の対立 

 看護師は、退院支援を開始しようと思っても、同僚の

看護師、医師からの反対に遭遇すると、それ以上は退院

支援を進めることを躊躇してしまい、その時点で支援を

諦めたり中断せざるを得ない状況を体験していた。退院

促進支援事業に関する調査では、支援者の認識の差、

チーム内協働の難しさなど連携上の問題が浮上している25)。

また、これらの問題に影響する要因として、組織の連結

程度、専門職間の権力格差、ジェンダー格差、専門職間

の価値や行動の違い、連携に関する知識の欠如といった

連携上の障壁26)の存在が示唆されている。こと精神科病

棟においては、病院という閉鎖的な空間のなかでかつて

の収容主義の名残りや職種間のヒエラルキーなど、日本

の精神医療現場に残存する特有の風土や文化がそれらの

障壁に色濃く影響していると思われる。 

 そのため、今回明らかになった、組織的に退院支援に

取り組む仕組みや病棟内での建設的な雰囲気作りといっ

た組織を耕すような動きは、凝り固まった組織文化に風

穴を開ける一助となると考える。しかし、トップダウン

で一気に改革することが期待できない場合は、看護師一

人で行うのは困難で更なる軋轢を生みかねない。そのた

め、少しずつ仲間を見つけて新しい精神科病棟の土壌を

創造していく地道な努力を続けていくことが大切である

と考える。 

 また、退院という変化への医療者の抵抗には、医療者
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自身の諦観や病状悪化を恐れる予期的不安が影響してお

り、退院を支援しようとする看護師との考え方に齟齬が

生じていた。今回、看護師自身の退院支援の意向を他職

種に宣言したり、看護師から歩み寄る努力がなされてお

り、これらは他者との意見の相違や対立への有用な対処

となり得る。他方、これらの対立は、それぞれの立場や、

患者の状態の捉え方や患者の地域生活のあり方に関する

考え方の相違に由来していることから、それぞれが自身

の信念に疑義の余地を持たず、矛盾する信念に直面する

ことで陥る信念対立27)の問題として捉えることもできる。

信念対立は解消するのは難しいが、解消には至らずとも、

どのような信念対立に陥っているのか客観的に分析する

ことで、建設的に第三の道を模索することも可能になる

だろう。看護師には、退院支援に伴う変化への抵抗を

様々な角度から点検し、吸収・緩和する方法を模索して

いくことが求められる。 

Ⅴ．おわりに 

 本研究では、入院期間1～5年のニューロングステイ患

者を対象とした退院支援において看護師が体験している

困難の構造化を試みた。これまで、長期入院患者の退院

の困難要因は、患者や家族の問題という文脈で語られる

ことが多かった。しかし、今回看護師が退院支援の際に、

どのような困難を感じたり対処をしたりしているのかを

看護師の視点から捉えることで、看護する側の問題、患

者・家族・医療者の変化への抵抗、精神科医療に蔓延る

歴史的な課題が患者の退院支援を阻んでいる要因として

示され、ニューロングステイ患者の退院支援をすすめて

いくための新しい視点を提示できたと考える。これらの

困難は時間の経過と共に解決していくことが難しくなる

ことが示唆されるため、できるだけ早く困難の構造を捉

え、対処していくことが重要である。 

ただし、今回の研究参加者は6名と限定されているた

め、今後も対象数を増やして検討し、結果を精錬してい

く必要がある。また、ニューロングステイ患者を対象と

した先行研究の結果とあわせて、ニューロングステイ患

者に焦点を当てた退院支援のために具体的なアプローチ

を提示し検証してくことも課題である。 
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Experience of Nurse’s Difficulties in Discharge Support for New Long-stay Psychiatric Patients 
 

Kaori Ishikawa, Reiko Kuzuya 

 

Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

The objective of this study is to structurally elucidate the difficulties and strategies experienced by nurses during 
discharge support for new long-stay patients who undergo psychiatric hospitalization for a period of one to five years. The 
data was collected through a semi-structured interview that lasted an average of 74.66 min. per nurse. With the participants’ 
permission, the interviews were recorded and transcripts made. Modified grounded theory approach (M-GTA) was utilized 
for the analytical framework, and structural-construction qualitative research method (SCQRM) for the meta approach. 

From the results of the analysis, five categories and nineteen subcategories were created from sixty-seven concepts 
related to difficulties, and five categories and thirteen subcategories were created from thirty-eight concepts related to 
coping methods. The experience of nurses in discharge support for new long stay psychiatric patients was structured on the 
basis of an examination into the relationship between these categories. 

In difficulties related to discharge support, “the chronicity of nursing”, in which the stagnant state of nursing 
continues when hospitalization is prolonged, was raised as an issue. Medical professionals, patients, and families also 
showed “resistance to change” in regard to discharge. Furthermore, the “outdated climate of chronic phase wards” 
associated with culture and the psychiatric care field-specific system was an influencing background factor. This then 
became a factor blocking the flow of discharge support, and the “development of discharge support” for new long stay 
patients resulted in the “dead-end of discharge support.” 

On the other hand, the discharge support strategies employed by nurses became coping methods for the above 
difficulties, and it became clear there was a structure where discharge support was facilitated while reducing difficulties. In 
other words, the “cancellation of inertial care” and the “visualization of patients” were an attempt to mitigate the 
“chronicity of nursing.” “Easing resistance and tension” reduced “resistance to change,” “searching for a breakthrough” 
confronted the “dead-end of discharge support” without giving up, and “cultivating organization” was an effort to reform 
the “outdated climate of chronic phase wards.” 
 

Keywords: new-long-stay patients in the psychiatric ward, discharge support, experience of nurse’s difficulties 
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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 

〔原著〕 

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2部） 
－退院支援の課題解決・発展に向けた方策の検討－ 

 

藤澤 まこと 

 

Research on the Ways of Nursing for Improving the Quality of Discharge Support in Medical Institutions  
Part2；Clarify Measures for Solving Issues and Developing Discharge Support 

 

Makoto Fujisawa 

 

 

要旨 

 本研究の目的は医療機関の退院支援の取り組みのあり方、医療機関の退院支援の組織的体制の構築に向けた方策、

および看護職者の意識改革に向けた方策を追究し、退院支援の質向上に向けた看護のあり方を提言することである。 

そこで医療機関の退院支援の発展過程を明確にし、そこから退院支援の課題解決・発展に向けた方策を検討し、

複数の医療機関の退院支援の課題解決・発展に向けた取り組みへの支援により退院支援の課題解決・発展に向けた

方策を検証する。 

A医療機関の退院支援の発展過程より、「退院支援の課題解決・発展に向けた方策」として〔退院後の生活を視野

に入れた入院時アセスメントの実施〕〔退院後の生活のための多職種参加のカンファレンスの企画・開催〕〔退院後

の療養生活把握のための取り組みの実施（家庭訪問・外来との連携・地域の専門職との連携）〕〔退院支援に対する

看護師の意識の把握・意見交換の実施〕〔看護職者の意識改革に向けた教育支援の実施〕〔病棟内での退院支援の組

織的体制の構築〕〔医療機関全体の退院支援の組織的体制の構築〕の7つが明確になった。 

上記の「退院支援の課題解決・発展に向けた方策」を活用して、医療機関（B、C、D）において発展の方向性を

検討した取り組みを行った結果、各医療機関の退院支援の課題が明確となり、それらに着実に対応することが退院

支援の発展につながり、有効であることが示唆された。 

入院時から退院後の生活状況を把握し、患者・家族を含めたカンファレンス等を有効に活用しながら準備を進め

る取り組み、及び病棟での活動を支援する関連委員会活動の充実及び退院支援部門との連携による組織的体制の構

築、さらには看護職者一人一人が患者・家族の意思決定を支援することのできる看護職者育成のための教育体制の

整備に取り組むことが、医療機関における退院支援の質向上に向けた看護のあり方であると考える。 

 

キーワード：退院支援、課題解決・発展に向けた方策、意思決定支援 

 

Ⅰ．研究目的と研究の背景 

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
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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。そして退院支援の質向上に

向けた看護のあり方について提言する。 

2．用語の定義 

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 

発展：取り組みによって看護実践が改善・改革される

こと 

3．研究の背景 

 わが国では高齢化率24.1％（2012年）の超高齢社会と

なり、2012年度の診療報酬改定においては「医療と介護

の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化およ

び在宅医療等の充実」が重要課題に掲げられ1)、利用者

ニーズを基盤とした退院支援の質向上は医療機関の取り

組むべき重要な課題であるといえる。 

医療機関内においては、急性期医療に伴う医療技術の

高度化、複雑化が進み、多様な専門職によるチーム医療

が推進され、利用者のニーズに対応している。しかし、

入院治療を受けた患者の退院後の生活を見据えた教育・

支援が十分なされていない現状がある2,3)。 

また、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捉えた先行研究4)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、広範な視野から利用者ニーズに基づく医療機関の

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

に寄与すると考えられた。 

 

Ⅱ．研究方法 

1．A医療機関の退院支援の発展過程の明確化（2005年

度～2010年度） 

 A医療機関を退院支援発展の先駆的事例5～10)として捉

え、筆者が当該医療機関の病棟看護師と協働で取り組ん

だ6年間の退院支援の取り組み内容を記述し、a院内全体

の退院支援体制の構築、b病棟看護師の意識、c病棟の退

院支援に関する取り組み、d継続看護委員・退院調整看

護師等による働きかけ、e筆者による看護職者への働き

かけに分けて、時系列で表示する。 

2．「退院支援の課題解決・発展に向けた方策」の明確化

（2009年度～2010年度） 

 退院支援の発展に向けて変化のあった取り組みを抽出

して記述し、その取り組みを一覧にして分類し「退院支

援の課題解決・発展に向けた方策」を明確にする。 

3．複数の医療機関における退院支援の課題解決・発展

に向けた取り組みへの支援による、退院支援の課題

解決・発展に向けた方策の検証（2009年度～2010年

度） 

 A県の「退院調整看護師育成のための研修」受講者全

員の所属医療機関に、退院支援の発展に向けた検討の実

施を依頼し、了解が得られた医療機関（B、C、D）にお

いて、研修受講者と協働で「退院支援の課題解決・発展

に向けた方策」を視点として所属病棟の現状を把握し、

退院支援の課題を明確にするとともに、発展に向けた取

り組みについて検討する。その発展に向けた検討内容や

取り組み結果を記述し、「退院支援の課題解決・発展に

向けた方策」に沿って取り組みの成果を確認し、方策を

検証する。 

4．倫理的配慮 

 研究協力者には、本研究の趣旨・方法について文書を

用いて口頭で、研究参加の自由意思を尊重し、研究協力

の中止を保障すること、研究協力の有無によって不利益

になることはないこと、得られたデータは匿名性を遵守

し目的以外には使用しないこと、研究成果を公表する意

図があること等を説明し、同意書への署名により同意を

得た。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 

 地域の基幹となるA医療機関では、2005年度から退院

調整看護師と筆者を含む看護大学教員が協働で当該医療

機関の退院支援における課題を明確にし、現場に即した

方法でその課題解決に取り組む中で、看護実践の改善・

改革を推進した。 

1．A医療機関の退院支援の発展過程の明確化 

1）A医療機関の退院支援体制の発展の概要 

 A医療機関は、人口約37,000人（2010年4月）、高齢化

率32.2%（2010年4月）のA市の基幹医療機関としての機

能を果たしている。 

そして、退院支援の体制としては、1999年から退院調

整看護師が病棟業務と兼任で退院調整業務を始め、2002

年に副院長直属の地域連携室が設置され、退院調整看護

師が専任化された。2007年度には地域連携室専任の師長

が就任し、退院調整看護師が2人体制となったが、2008

年度には退院調整看護師が病棟に異動となり、現在は看

護師長が退院調整看護師として業務を担っている。 

また、院内の退院支援に関する委員会組織として「継

続看護委員会」があり、退院調整看護師と各病棟から看

護師が1人委員として参加している。この継続看護委員

会を中心に院内の退院支援体制の整備に取り組んでいる。 

その中で、整形外科病棟を中心とした病棟看護師によ

る退院支援の取り組み過程と、それに伴う院内全体の退

院支援の体制構築の過程を含めて6年間の退院支援の発

展過程を記述し図示したものが図1である。 

2）A医療機関の退院支援の発展過程および発展に向けた

取り組み 

 6年間の退院支援の発展過程のなかで、退院支援の看

護実践において改善が見られた取り組みを「発展に向け

た取り組み内容」として抽出し、図1と対応する部分と

ともに（ ）内に示す。 

（1）当該病棟の退院支援の現状把握（2006年度） 

A医療機関の利用者への質問紙調査（2004年・2005

年）により、退院支援の課題は、病棟看護師が入院時か

ら患者・家族の退院後の生活を視野に入れた退院支援を

行い、退院調整看護師と協働して院内の組織的取り組み

として充実させることであると考えられた。 

そこで、当該医療機関の病棟看護師による退院支援の

現状を把握するために、2006年度より、A医療機関の中

でも退院に向けて多様なケアが必要になる整形外科病棟

において、病棟看護師、退院調整看護師とともに、一事

例の入院時から退院時までの退院支援に関わった。その

事例の退院支援経過を詳細に記載したなかで、退院支援

の重要な要素として、①退院後の生活の視点を持った入

院時アセスメント、②医療職者・患者・家族間でのケア

目標を共有するためのカンファレンス、③退院後の生活

状況の把握が抽出された。その退院支援に重要な要素を

含め、入院時から退院時までの流れを示した「退院支援

プログラム」を考案し、病棟の看護師長にその活用を提

案した（e①、e②）。 

（2）入院時アセスメントおよび多職種参加の入院時・退

院前カンファレンス開催に向けた取り組みの実施

（2007年度） 

2007年度から当該病棟では退院支援プログラムを活用

し、退院後の生活を視野に入れた入院時アセスメント、

入院時・退院時カンファレンスの企画・開催に向けた取

り組みが開始された。 

 退院支援に必要な入院時アセスメント用紙の内容を再

度見直し、介護保険適用の有無や、社会的背景をチェッ

クする欄のほかに、患者・家族の退院に向けた意向を、

入院時と入院2週間後の2回確認して記入できるように修

正した（自施設・自部署に適した退院支援に必要な入院

時アセスメント用紙の作成：c③）。それにより、受け持

ち看護師は入院時には患者の入院前の生活を把握すると

同時に、必ず患者・家族の意向を確認し、退院調整看護

師の介入の必要性や患者・家族への療養指導の必要性の

アセスメントを行うようになった（退院後の生活を視野

に入れた入院時アセスメント用紙を活用した入院時アセ

スメントの実施：c②）。そして、2008年度には、継続看

護委員会の決定により、当該病棟で入院時アセスメント

時に使用していた退院支援に必要なアセスメント用紙を

病院全体で使用することになり、院内全体で入院時アセ

スメントの充実に向けた取り組みへとつながった（病院

全体での退院支援に必要なアセスメント用紙の活用：

a①） 

また、当該病棟では、2007年の7月から入院2週間以内

に、受け持ち看護師が主になってリハビリカンファレン

ス（医師、リハビリスタッフ：理学療法士・作業療法

士・言語聴覚士、看護師が参加して患者のリハビリテー 



岐阜県立看護大学紀要 第 13 巻 1 号，2013 

― 70 ― 

 

ａ.院内全体の退院支援
体制の構築

ｂ.病棟看護師の意識 ｃ.病棟の退院支援に関する取り
組み

退院調整看護師・継続看
護委員が委員会で退院支
援の知識を学習し病棟で
共有

2006年
退院支援の現状を把握
（病棟の事例への退院支援の
関わりより）（ｃ①）

患者・家族の意向の記載欄を設け
たスクリーニングシートの提案
（e②）

病棟における退院支援推
進の核となる看護師グ
ループの選出（ｄ①）

病棟看護師との定期的な退院支援
検討会の開催（e③）

病棟の退院支援の取り組
みを推進（ｄ②）

自施設・自部署に適した退院
支援に必要な入院時アセスメ
ント用紙の作成（ｃ③）

退院支援に必要な勉強会
の定期的な開催
（ｄ③）

 

必要なカンファレンス開催
の確認・推進（ｄ④）

定期的な退院支援検討会の継続
（e④）

退院後の生活状況把握のための
家庭訪問の実施・訪問記録作成
（e⑤）

質問紙調査による自己の看護
実践の振り返り・調査結果をも
とに意見交換（ｃ⑥）

病棟スタッフを対象に退院支援活
動に関する質問紙調査・調査結果
をフィードバック・意見交換（e⑥）

2008年

必要なカンファレンス開催
の確認・推進（ｄ⑥）

定期的な退院支援検討会の継続
（e⑦）

退院支援事例の検討の
推進（ｄ⑦）

2事例の家庭訪問への同行・家庭
訪問記録へのサポート（e⑧）

聴き取り調査による自己の看
護実践の振り返り・調査結果を
もとに意見交換（ｃ⑨）

病棟スタッフへの聴き取り調査・調
査結果をフィードバック・意見交換
（e⑨）

2009年

必要な家庭訪問の実施の継続
（ｃ⑪）

現継続看護委員と後任者
との協働活動（ｄ⑧）

地域の専門職との連携
の必要性を認識し積極
的に連携をとる（ｂ⑥）

質問紙調査による自己の看護
実践の振り返り・調査結果をも
とに意見交換（ｃ⑫）

病棟スタッフを対象に退院支援活
動に関する質問紙調査・調査結果
をフィードバック・意見交換（e⑪）

2010年
退院支援に関する定期的なカ
ンファレンス（事例検討）の開
催（ｃ⑬）

2010年度の退院支援の取り組み
内容を協働で検討できるようにサ
ポート（ｅ⑫）

看護師の教育プログラムに家
庭訪問や勉強会を取り入れる
（ｃ⑭）

家庭訪問の効果について検討のサ
ポート（e⑬）

　

関連する委員会との
協働（ａ⑤）

多職種参加のカンファレンスの
定着（ｃ⑮）

退院後の生活状況把握のための家庭訪問の実施・振り返り
（ｃｄ⑧）

2002年から副院長直
属の地域連携室の設
置・専任の退院調整
看護師の配属

退院支援の評価・およ
び継続支援としての家
庭訪問の必要性を認
識（ｂ⑤）

課題：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
た退院支援を行い、退院調整看護師と協働して退院支援を院内の
組織的取り組みとして充実させること

2007年

継続看護委員会の設
立（退院調整看護師
が委員長）

個々の病棟看護師が
入院時から退院後の
生活を視野に入れた退
院支援の重要性を認
識（ｂ③）

チームで共有しながら
患者・家族への退院支
援に取り組む重要性を
認識（ｂ④）

院内の65歳以上の患
者全員に入院時アセ
スメント用紙による入
院時アセスメントの実
施（ａ①）

出張扱いで家庭訪問
に出向くことが可能と
なる（ａ②）

2005年
以前

継続看護委員会で入
院時における情報収
集項目の検討（ａ④）

継続看護委員会にお
いて「継続看護連絡
会議(病棟看護師と外
来看護師との連携会
議）」の推進（ａ③）

ｄ.継続看護委員・退院調整看護師等
による働きかけ

病棟看護師とともに事例を展開＜
退院支援に重要な要素＞
①退院後の生活を視野に入れた入
院時アセスメント、②ケア目標を共
有するためのカンファレンス、③退
院後の生活状況の把握、これらを
含む退院支援プログラムの考案・
提案（ｅ①）

看護師長が病棟目標
に退院支援の充実を掲
げる（b①）

退院後の生活を視野に入れた
入院時アセスメント用紙を活用
した入院時アセスメントの実施
（ｃ②）

継続看護委員・継続看
護・リハビリグループ看
護師が退院支援の取り
組みの重要性を認識
（ｂ②）

退院後の生活のための多職種
参加の入院時カンファレンス・
退院前カンファレンスの企画・
開催（ｃ④）

入院時アセスメント・必要なカ
ンファレンスの確実な開催の
継続（ｃ⑦）

家庭訪問による生活状況の把握・共有（ｃｄ⑤）

病棟看護師と退院調整看
護師との適切な協働
（ｄ⑨）

退院後の生活状況の把握のための外来との連携・地域専門職との
連携（ｃｄ⑩）

病棟看護師と外来看護師が連携で
きる具体的な方法の検討（e⑩）

e.筆者による看護師への働きかけ

退院調整看護師と協働で研究を開
始、定期的な退院支援検討会の開
催

図1 A医療機関の整形外科病棟を中心とした退院支援の発展過程 （二重線は発展に向けた取り組み内容を示す） 
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ションの状況を話し合い今後の方針を決定するためのカ

ンファレンス）が企画・開催されるようになった。そし

て退院前には、院内の医療職者だけでなく、地域の専門

職や患者・家族も参加して、退院後の生活に向けたカン

ファレンスが開催された。そこでは、退院後の患者・家

族への継続支援について具体的な方法が検討された（多

職種参加の入院時カンファレンス（リハビリカンファレ

ンス）の企画・開催、多職種参加の退院前カンファレン

スの企画・開催：c④）。 

（3）退院後の療養生活把握のための取り組み（家庭訪

問）の実施（2008年度） 

2008年度は、病棟の退院支援の取り組みを継続するた

めに、継続看護委員を中心として、チームごとに退院支

援が困難な事例の事例検討が定期的に行われた（退院支

援事例の検討の推進：d⑦）。そして、事例検討された事

例の退院後の療養生活状況を把握するために、家庭訪問

を意図的に行い、その生活状況を病棟カンファレンスに

おいて共有し、退院支援の振り返りを行った（cd⑤、

e⑤）。家庭訪問は、各看護師が受け持ち患者に対して

行った退院支援の成果・課題を把握する機会となると同

時に、退院後の生活をイメージしたその後の退院支援の

実践につながっていた。そして院内全体の取り組みとし

て、A市内在住の患者・家族を対象として、出張扱いで

家庭訪問に出向くことが可能となった（退院後の療養生

活状況を把握するための家庭訪問の実施・振り返り：

cd⑧、e⑧、院内全体での家庭訪問の実施の推進：a②）。 

（4）退院後の療養生活把握のための取り組み（外来との

連携）の実施（2009年度） 

 病棟の家庭訪問事例の振り返りにより、退院後の療養

生活状況の確認が必要な患者の場合、外来看護師と連携

し、継続支援ができるように支援体制を整備していくこ

とが課題と把握された（b④）。そこで、病棟看護師と外

来看護師が協働で連携方法を検討した（病棟看護師と外

来看護師が連携できる具体的な方法の検討：cd⑩、e⑩）。

また退院後の生活を把握するために、退院後に直接関わ

るケアマネジャーや訪問看護師との連携が意図的にすす

められた（地域の専門職との連携による退院後の療養生

活の把握：b⑥）。 

 

 

（5）退院支援に関する定期的なカンファレンス（事例検

討）の開催(2010年度) 

当該病棟では、2010年度から継続看護委員が交代した

が、退院支援の取り組みは継続され、毎週木曜日の朝の

退院支援カンファレンスが実施され、チーム毎に退院支

援の必要な事例を選出して定期的に検討するようになっ

た。退院支援に関する事例検討が行われるようになった

ことで、チーム内で退院支援の内容を共有しながら進め

られていた（定期的な退院支援カンファレンス（事例検

討）の開催：c⑬、d⑨、e⑫）。 

（6）看護師の教育プログラムに家庭訪問や勉強会を取り

入れる（2010年度） 

当該病棟では2年目の看護師の教育プログラムに、退

院支援を行った患者への家庭訪問を取り入れることを検

討し、試行した（2年目看護師の教育としての家庭訪問

の実施c⑭）。その実施により、退院後の生活のイメージ

ができ、在宅での患者の表情の違いが実感できた等の学

びが得られていた。同時期に病棟では「介護保険に関す

ること」等の勉強会が開催された（退院支援の知識習得

のための勉強会の実施c⑭）。 

（7）退院支援に対する看護師の意識の把握・意見交換の

実施（2007，2008，2009年） 

 2007年9月に当該病棟の看護師20人を対象として、退

院支援に対する意識の把握と、看護師自身の退院支援の

振り返りを意図して質問紙調査を実施し、調査結果を共

有して、病棟看護師間で意見交換を行った（c⑥、e⑥）。

2008年12月には、当該病棟の看護師18人を対象として、

病棟の退院支援の取り組みの継続によって自己の看護実

践がどのように変化したかを振り返る機会として聴き取

り調査を行い、その調査結果を共有し、意見交換を行っ

た（c⑨、e⑨）。2009年12月には看護師21人を対象とし

て、看護師自身の退院支援の振り返りの機会となること

を意図して質問紙調査を実施し病棟看護師にフィード

バックした（退院支援の取り組みに対する看護師の意識

の把握：c⑫、病棟全体での退院支援の課題解決に向け

た意見交換：e⑪）。 

（8）病棟内での退院支援の組織的体制の構築 

2007年度の取り組み開始と同時期に、病棟では病棟勉

強会グループのひとつとして「継続看護・リハビリグ

ループ」が設けられた（d①）。当該グループには、継続
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看護委員を含む3人の看護師が所属し、病棟での退院支

援の取り組みを推進すると同時に、退院支援に必要な勉

強会の企画・開催の役割も担っていた（病棟における退

院支援の推進の核となる看護師グループの選出・取り組

み推進：d②、d③、d④）。その継続看護・リハビリグ

ループの看護師と筆者を含む大学教員が協働で病棟での

取り組みの推進に向けて、「退院支援に関する検討会」

を開催し、取り組みの継続を支援した（退院支援の取り

組みの推進に向けた検討会の開催：e④）。継続看護委員

が交代する際に、前任の継続看護委員と後任となる看護

師とが一定期間、協働で看護師の取り組みへの支援を行

うことで、役割は引き継がれた（現継続看護委員と後任

者との協働活動：d⑧）。 

（9）医療機関全体の退院支援の組織的体制の構築 

A医療機関の退院支援の組織的体制構築の基盤となっ

たのは、2002年という早期より退院調整看護師が専任で

配属されたことである（退院調整看護師の配属）。そし

て、同時期に退院調整看護師を委員長とした、退院支援

に関わる委員会組織が設立された（退院支援に関する委

員会組織の設立）。その委員会では、関連する委員会と

協働しながらアセスメント用紙等の整備を進めた（関連

する委員会との協働：a⑤）。また、病棟看護師と退院調

整看護師との適切な連携により（病棟看護師と退院調整

看護師との適切な協働：d⑨）、院内や院外の多職種によ

るカンファレンスが必要時開催されるようになり、それ

が定着してきたことも、退院支援の組織的取り組みとし

て重要であった（多職種参加のカンファレンスの定着：

c⑮）。 

そして、A医療機関では病棟での効果的な取り組みが、

病院全体での取り組み（退院支援に必要なアセスメント

用紙の活用、院内全体での家庭訪問の実施の推進、およ

び継続看護委員会による「継続看護連絡会議」の推進、

入院時情報収集項目の検討を含む）へと発展した（病棟

での効果的な取り組みの院内全体の取り組みへの拡大：

a①～④）。 

3）A医療機関の退院支援の発展に向けた取り組み内容よ

り抽出された退院支援の課題解決・発展に向けた方策 

 A医療機関の2005年以降6年間の退院支援の質向上に向

けた取り組みは、一度に進んだものではなく、時間をか

けて発展してきた。そこで、上記1．2）に示した各時期

の退院支援の発展に向けた取り組みを一覧にして内容を

分類し、7つの方策が明確になった。そして、7つの方策

のうち〔退院後の生活を視野に入れた入院時アセスメン

トの実施〕〔退院後の生活のための多職種参加のカン

ファレンスの企画・開催〕〔退院後の療養生活把握のた

めの取り組みの実施（家庭訪問・外来との連携・地域の

専門職との連携）〕の3つの方策は、病棟での【退院支援

の取り組みの確実な実施】に集約され、〔退院支援に対

する看護師の意識の把握・意見交換の実施〕〔看護職者

の意識改革に向けた教育支援の実施〕の2つの方策は、

【看護職者の退院支援に関する意識の変革】に集約され

た。そして〔病棟内での退院支援の組織的体制の構築〕

〔医療機関全体の退院支援の組織的体制の構築〕の2つの

方策は【退院支援の組織的体制の構築】に集約された

（表1）。 

2．複数の医療機関における退院支援の課題解決・発展

に向けた取り組みへの支援による退院支援の課題解

決・発展に向けた方策の検証 

 医療機関（B、C、D）において、研修受講者に当該病

棟の退院支援の現状を聞き取り、当該病棟の退院支援の

課題の解決に向けて協働で検討し、当該病棟に即した退

院支援の取り組みを支援した。そして、医療機関（B、

C、D）ごとの「退院支援の課題解決・発展に向けた方

策」を活用した取り組みの結果を以下に示す。 

1）B医療機関における退院支援の課題解決・発展に向け

た取り組み 

 B医療機関の回復期リハビリテーション病棟の研修受

講者が、病棟の退院支援推進の核となり、2008年11月か

ら2010年6月までに筆者とともに8回の検討会を行い、

「退院支援の課題解決・発展に向けた方策」を活用して

現状を確認し、取り組み内容を検討した。取り組みを開

始した当初、記録用紙の整備による情報共有と、看護師

の退院支援に関する意識の向上を課題と捉え、スタッフ

間で共有できる入院時アセスメントの用紙の作成から取

り組んだ。そして、検討会ごとに「退院支援の課題解

決・発展に向けた方策」を活用して病棟の退院支援の現

状・課題を確認し、その後の取り組み内容を検討し、取

り組みを推進した。 

当該病棟において「退院支援の課題解決・発展に向け

た方策」を活用して取り組みを実践した成果として、 
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【退院支援の取り組みの確実な実施】では①入院時アセ

スメント用紙の改善により患者・家族の意向に沿ったア

セスメント・計画立案・療養指導の実施ができるように

なったこと、【看護職者の退院支援に関する意識の変

革】では②退院後の生活状況の把握のため、ケアマネ

ジャーとの連携の必要性を看護師が意識するようになっ

たこと、③チーム内での情報交換が円滑になったこと、

看護師への意識調査により振り返りの機会が提供された

こと、退院支援の知識習得のための研修会が開催されこ

とにより、看護師の退院支援に関する意識が向上したこ

とがあり、【退院支援の組織的体制の構築】では④チー

ムナーシング制になり、定期的に退院支援に関する事例

検討の機会をもつようになり、師長・チームリーダーが

スタッフの退院支援を支援する体制が作られたことがあ

り、4点が確認された（表2）。 

2）C医療機関における退院支援の課題解決・発展に向

けた取り組み 

 C医療機関の結核病棟において、2008年12月から2010

年6月までに、研修受講者と筆者がともに9回の検討会を

行い、「退院支援の課題解決・発展に向けた方策」を活

用して現状を確認し、取り組み内容を検討した。取り組

みを開始した当初は、院内の退院支援体制が整備されて

いないこと、スタッフ間の退院支援に関する意識にかな

り差があることが課題であり、病棟の退院支援体制づく

りから取り組んだ。 

C医療機関では、2009年度から地域医療連携室に看護

師長が配属され、それを契機に当該病棟では全患者を対

象にスクリーニングシートの記載や、退院支援計画書の 

表1 A医療機関の退院支援の問題解決・発展に向けた方策 
分類 中分類 小分類 取り組み 

退院支援の

取り組みの

確実な実施 

退院後の生活を視野に

入れた入院時アセスメン

トの実施 

退院後の生活を視野に入れ

た入院時アセスメントの実施

自施設・自部署に適した退院支援に必要な入院時アセスメント用

紙の作成(ｃ③) 

退院後の生活を視野に入れた入院時アセスメント用紙を活用した

入院時アセスメントの実施(ｃ②) 

退院後の生活のための

多職種参加のカンファレ

ンスの企画・開催 

退院後の生活のための多職

種参加のカンファレンスの企

画・開催 

多職種参加の入院時カンファレンス（リハビリカンファレンス）の企

画・開催（c④） 

多職種参加の退院前カンファレンスの企画・開催（c④） 

退院後の療養生活把握

のための取り組みの実

施（家庭訪問・外来との

連携・地域の専門職との

連携） 

退院後の療養生活把握のた

めの家庭訪問の実施 

退院支援事例の検討の推進（ｄ⑦） 

退院後の療養生活状況を把握するための家庭訪問の実施・振り

返り（ｃｄ⑧） 

退院後の療養生活把握のた

めの外来との連携・地域の専

門職との連携の実施 

病棟看護師と外来看護師が連携できる具体的な方法の検討 

（cd⑩、e⑩） 

地域の専門職との連携による退院後の療養生活の把握(b⑥） 

看護職者の

退院支援に

関する意識

の変革 

退院支援に対する看護

師の意識の把握・意見

交換の実施 

退院支援に対する看護師の

意識の把握・意見交換の実

施 

退院支援の取り組みに対する看護師の意識の把握（c⑥ｃ⑨ｃ⑫）

②病棟全体での退院支援の課題解決に向けた意見交換 

（c⑥ｃ⑨ｃ⑫） 

看護職者の意識改革に

向けた教育支援の実施 

退院支援に関する定期的な

カンファレンス（事例検討）の

開催 

退院支援に関する定期的なカンファレンス（事例検討）の開催 

（ｃ⑬） 

看護師の教育プログラムに

家庭訪問や勉強会を取り入

れる 

2年目看護師の教育としての家庭訪問の実施（ｃ⑭） 

退院支援の知識習得のための勉強会の実施（ｃ⑭） 

退院支援の

組織的体

制の構築 

病棟内での退院支援の

組織的体制の構築 

病棟内での退院支援の組織

的体制の構築 

病棟における退院支援推進の核となる看護師グループの選出・

取り組み推進（ｄ①ｄ②ｄ③ｄ④） 

退院支援の取り組みの推進に向けた検討会の開催（e④） 

現継続看護委員と後任者との協働活動（ｄ⑧） 

医療機関全体の退院支

援の組織的体制の構築 

医療機関全体の退院支援の

組織的体制の構築 

退院調整看護師の配属 

退院調整に関する委員会組織の設立 

関連する委員会との協働（a⑤） 

病棟看護師と退院調整看護師との適切な協働（ｄ⑨） 

多職種参加のカンファレンスの定着（ｃ⑮） 

病棟での効果的な取り組みの院内全体の取り組みへの拡大 

(ａ①～④) 
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記載を行うことが決定され、入院時アセスメントが確実

に行われるようになった。また2010年度からは退院調整

委員会が発足し、病院全体の退院支援の組織的体制は整

備されてきた。 

当該病棟において「退院支援の課題解決・発展に向け

た方策」を活用して取り組みを実践した成果として、

【退院支援の取り組みの確実な実施】では①院内共通の

入院時アセスメント用紙が整備され、院内全体で入院時

アセスメントを実施するようになったこと、②患者・家

族の意向を確認するために、入院2週間以内に初回面談

を行う取り組みが始められたことがあり、【看護職者の

退院支援に関する意識の変革】では③退院支援の必要性

を重視している看護師が集まって月に1回事例検討を

行っていたことで、参加者の退院支援に関する意識の向

上につながったこと、【退院支援の組織的体制の構築】

では④退院調整委員会が発足し、各部署から１人ずつ委

員が選出されて、病院全体として退院支援の組織的体制

が整備されてきたことがあり、4点が確認された（表3）。 

 

3）D医療機関における退院支援の課題解決・発展に向け

た取り組み 

 D医療機関の内科病棟において2009年1月から、2010年

7月までに退院調整委員である研修受講者が筆者ととも

に9回の検討会を行い「退院支援の課題解決・発展に向

けた方策」を活用して現状を確認し、取り組み内容を検

討し、病棟の退院支援の課題解決に向けて取り組んだ。 

D医療機関は、過疎地域の基幹病院であり、入院患者

に高齢者が多いという特徴から、退院支援が必要な患者

も多く、看護師とMSW（医療ソーシャルワーカー、以下

MSWと示す）との確実な情報共有と、看護師の退院支援

に関する意識の向上を課題として取り組んだ。取り組み

経過の中で、2009年度よりDPC（診断群分類包括評価、

以下DPCと示す）の導入や看護配置7対1の導入があり、

在院日数の短縮化が強化され、各病棟での退院支援が推

進された。 

当該病棟において「退院支援の課題解決・発展に向け

た方策」を活用して取り組みを実践した成果として、

【退院支援の取り組みの確実な実施】では①入院時アセ

表2 B医療機関（回復期リハビリテーション病棟）の退院支援の取り組み 
検討会開催時期 退院支援の現状・取り組み、課題・検討内容 

2008年11月 

（初回） 

聞き取りによる病棟の退院支援の現状・課題の把握 

１．「退院支援の課題解決・発展に向けた方策」の視点による聞き取りによる病棟の退院支援の現状把握 

２．退院支援の課題、今後の取り組みの確認 

【課題】１．記録用紙の整備 ２．スタッフの退院支援に関する意識の向上 

【検討内容】今後の取り組みについて検討 

2009年6月 

（5回目） 

「退院支援計画書」「退院支援計画書に添った具体的指導内容」の様式の検討 

１．回復期リハビリテーション病棟用「退院支援計画書」の作成 

２．「退院支援計画書に添った具体的指導内容」の作成 

３．退院支援フローチャートを回復期リハビリテーション病棟用に修正 

４．今後の取り組みについての確認 

【課題】１．入院時アセスメントの用紙の作成・試行 ２．具体的指導内容の共有のための用紙の作成・試行 

【検討内容】病棟用「退院支援計画書」「退院支援計画書に添った具体的指導内容」の用紙を作成・試行 

2010年6月 

（8回目） 

病棟の退院支援推進の核となる看護師交代後の退院支援の現状・課題 

核となる看護師交代後の病棟の退院支援の現状、取り組み状況を後任者とともに「退院支援の課題解決・発展に向けた

方策」の視点による取り組みの確認 

【課題】１．「退院支援計画書に添った具体的指導内容」用紙の記載・活用 ２．ケアマネジャーとの連携 

【検討内容】・入院時アセスメントの用紙の活用により、スタッフの意識が変わってきたことを確認 ・今後も、看護師側か

らケアマネジャーと連携をとり、退院後の患者・家族の生活についてともに検討できるように取り組む 

方策の実施による成果 

取り組みの確実な

実施 

①入院時アセスメント用紙の改善により患者・家族の意向に沿ったアセスメント・計画立案・療養指導の実施が可能に

なった 

看護職者の意識

の変革 

②退院後の生活状況の把握のためのケアマネジャーとの連携の必要性が認識された 

③チーム内での情報交換が円滑になったこと、看護師への意識調査により振り返りの機会が提供されたこと、退院支援

の知識習得のための研修会が開催されことにより、看護師の退院支援に関する意識が向上した 

組織的体制の構

築 

④チームナーシング制になり、定期的に退院支援に関する事例検討の機会をもつようになり、師長・チームリーダーがス

タッフの退院支援を支援する体制が作られた 
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スメントの用紙（スクリーニングシート）の記載が徹底

されたことで、入院時アセスメントを確実に実施するよ

うになったこと、②カーデックスの様式の改善により、

退院後の生活に向けた具体的な療養指導内容がスタッフ

間で共有できるようになったこと、③MSWとのカンファ

レンスが定着したことがあり、【看護職者の退院支援に

関する意識の変革】では④チーム内の退院支援に関する

カンファレンスも開催されるようになり、看護師の関心

が高められたこと、【退院支援の組織的体制の構築】で

は⑤師長、主任、退院調整委員がスタッフの退院支援を

支援する体制が作られたことがあり、5点が確認された

（表4）。 

これらの医療機関の退院支援の発展を「退院支援の課

題解決・発展に向けた方策」の視点でみてみると、B医

療機関のように【退院支援の取り組みの確実な実施】が

継続され、【看護職者の退院支援に関する意識の変革】

が進められ、【退院支援の組織的体制の構築】へと発展

していく場合と、C、D医療機関のように【退院支援の

組織的体制の構築】が先行して、それを実施するために

病棟の体制が作られて【退院支援の取り組みの確実な実

施】が始められ、取り組みを続ける中で【看護職者の退

院支援に関する意識の変革】が進められる場合があった。

どの医療機関もそれぞれのやり方で発展に向けて進める

ことができており、それぞれの方策は相互に影響を与え

ながら進んでいくことが示された。したがって、「退院

支援の課題解決・発展に向けた方策」を活用して医療機

関の課題や取り組みの方向性を検討し、着実に取り組み

を実施することが、医療機関の課題解決・発展につなが

表3 C医療機関（結核病棟）の退院支援の取り組み 

検討会開催時期 退院支援の現状・取り組み、把握された課題・検討内容 

2008年12月 

（初回） 

聞き取りによる病棟の退院支援の現状・課題の把握 

１．「退院支援の課題解決・発展に向けた方策」の視点による聞き取りによる病棟の退院支援の現状把握 

２．退院支援の課題、今後の取り組みの確認 

３．退院支援の取り組みの提案 

１）退院支援に関する知識の共有の場を持つ ２）定期的な検討会の開催 

【課題】１．病棟での退院支援体制づくり ２．病棟看護師の退院支援に関する意識の向上 

【検討内容】今後の取り組みについて検討 

2009年5月 

（4回目） 

院内全体の退院支援体制の構築に向けた検討 

地域連携室に師長が配属によりされたことで、当該病棟をモデル病棟として、院内全体の退院支援体制の整備が開

始された 

１．院内全体の退院支援体制構築に向けた取り組み 

２．入院時アセスメントのための「スクリーニングシート」の考案 

３．病棟独自の退院支援プログラムの作成 

【課題】１．病棟での退院支援体制づくり ２．スタッフの退院支援に関する意識の向上 ３．院内全体の退院支援体制

の構築 

【検討内容】・院内全体のスクリーニングシート作成に向けて検討 ・病棟独自の退院支援プログラムを作成し、その内

容を確認 

2010年6月 

（9回目） 

病棟の退院支援推進の核となる看護師交代後の退院支援の現状・課題 

「退院支援の課題解決・発展に向けた方策」の視点による退院支援の現状の確認院内の委員会組織として退院調整

委員会が発足し、退院調整委員が病棟の核となって前任者の取り組みを引き継いで行っていた 

【課題】１．受け持ち看護師が中心となり退院支援に取り組む体制づくり ２．スタッフの退院支援に関する意識の向上

【検討内容】・病棟会において退院調整委員会の趣旨、退院支援の方法、病棟目標に面談の実施を掲げたことを伝

えスタッフ間で共有 ・退院調整委員による初回面談の実施状況の把握・取り組みの促進 ・退院調整委員以外に退

院支援のリーダーを各チームから１人以上選出、チーム内のスタッフへの支援体制づくり 

方策の実施による成果 

取り組みの確実な

実施 

①院内共通の入院時アセスメント用紙が整備され、院内全体で入院時アセスメントを実施するようになった 

②患者・家族の意向を確認するために、入院2週間以内に初回面談を行う取り組みが始められた 

看護職者の意識

の変革 

③退院支援の必要性を重視している看護師が集まって月に1回事例検討を行っていたことで、参加者の退院支援に

関する意識の向上につながった 

組織的体制の構

築 

・2009年度より地域医療連携室に看護師長が配属され、院内全体として、「スクリーニングシート」「退院支援計画書」

が整備された 

④退院調整委員会が発足し、各部署から1人ずつ委員が選出されて、病院全体として退院支援の組織的体制が整備

されてきた  
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り、有効であることが検証された。 

Ⅳ．考察 

 本研究において、複数の医療機関における退院支援の

質向上に向けた取り組み経過より、医療機関の「退院支

援の課題解決・発展に向けた方策」を明確にした（表1）。

そこで、退院支援の課題解決・発展につながる方策の

「退院支援の取り組みの確実な実施」「退院支援の組織的

体制の構築」「看護職者の意識改革」の3つの視点より、

退院支援の質向上に向けた看護のあり方を検討する。 

1．退院支援の取り組みの確実な実施 

1）退院後の生活を視野に入れた入院時アセスメントの

確実な実施 

 医療機関においては、在院日数の短縮化に向けて約6

割が退院支援部署を有するようになり11)、入院時スク

リーニングの実施により退院支援部門の支援の必要性を

アセスメントしている医療機関も増えている。しかし、

入院時アセスメントにおいては、退院支援部門の支援の

必要性の有無を判断するだけでは不十分であり、入院時

に患者・家族の入院前の生活や退院後の生活への意向を

確認し、病状や治療も含めて退院時の状態を予測して、

退院後の生活を想定したうえで退院時の目標設定に結び

つけることが必要となる12)。本研究において、退院支援

の課題解決に向けた取り組みとして、入院時アセスメン

トの用紙を改善し、その項目に沿った記載を続けること

で、看護師個々が、患者・家族の退院後の療養生活を見

据えたアセスメントの視点を持てるようになった。そし

て、退院時の患者の身体状態やその後の療養生活を視野

に入れることで、入院前の生活を知ることや、患者・家

族の意向を確認することの必要性に気づき、それが退院

表4 D医療機関（内科病棟）の退院支援の取り組み 
検討会開催時期 退院支援の現状・取り組み 

2009年1月 

（初回） 

聞き取りによる病棟の退院支援の現状・課題の把握 

１．「退院支援の課題解決・発展に向けた方策」の視点による聞き取りによる病棟の退院支援の現状把握 

２．退院支援を行う上での課題：・経験のあるスタッフと若いスタッフとの知識の差がある ・週1回MSWとカンファレンスを

予定しているが時間調整が難しい ・MSWとの情報共有が不十分で、方向性にずれが生じ、看護師の関わりが中途半

端になる 

【課題】１．看護師とMSWとの確実な情報共有 ２．スタッフの退院支援に関する意識の向上 

【検討内容】・今後の取り組みについて検討 ・事例検討により病棟の退院支援の課題を明確にする ・事例検討の内容

を共有しスタッフの退院支援に対する意識を高める・MSWとの週1回のカンファレンスを確実に開催する 

2009年5月 

（3回目） 

病棟の退院支援の課題を明確化に向けた事例検討 

１．事例検討会の進め方についての検討 

２．現在退院支援が必要な事例の事例検討（70歳台男性、心不全、糖尿病） 

【課題】１．看護師とMSWとの確実な情報共有 ２．スタッフの退院支援に関する意識の向上 

【検討内容】・病棟の退院支援の課題を把握するため事例検討を行ったが、退院後の社会資源の活用に向けても、

MSWとの情報共有は不可欠であると捉え、「看護師とMSWとの確実な情報共有」を課題にあげた 

2010年7月 

（9回目） 

退院調整委員交代後の病棟の退院支援の現状・課題 

4月に退院調整委員が交代したが、前任者も共に病棟の退院支援充実に向けて取り組んでいる「退院支援の課題解

決・発展に向けた方策」の視点による病棟の退院支援の現状・課題を再確認した 

【課題】１．看護師とMSWとの確実な情報共有 ２．病棟での退院支援体制づくり ３．退院支援事例の事例検討の推進 

【検討内容】病棟の退院支援の発展の確認 

・退院調整委員、チームリーダーにより、スタッフへの支援が行われている ・経時的に退院支援内容や患者・家族の意

向が書けるシートを作成し活用している ・入院前の生活を意識してＡDL低下が最小限になるよう看護計画を立案して

いる 

方策の実施による成果 

取り組みの確実な

実施 

①入院時アセスメントの用紙の記載が徹底されたことで、入院時アセスメントを確実に実施するようになった 

②カーデックスの様式の改善により、退院後の生活に向けた具体的な療養指導内容がスタッフ間で共有できるように

なった 

③MSWとのカンファレンスが定着した 

看護職者の意識

の変革 

④チーム内の退院支援に関するカンファレンスも開催されるようになり、看護師の関心が高められた 

組織的体制の構

築 

・2009年度よりDPC導入、看護配置7対1となったことで、医療機関全体としては在院日数の短縮化にむけた取り組みが

強化された 

⑤師長、主任、退院調整委員がスタッフの退院支援を支援する体制が作られた 
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後の生活状況の予測につながった。そして、退院後の自

立した生活に向けてADL低下を最小限にするためのケア

や、退院後の生活を見据えた患者・家族への療養指導の

実施、そして退院後の生活環境を整備するための支援に

結びついたといえる。 

2）退院後の生活のための多職種参加のカンファレンス

の確実な実施 

 多職種参加の退院前カンファレンスは、患者・家族、

院内の多職種、地域の専門職が参加して行われた。そこ

では、在宅移行における支援の継続に向けた情報共有が

なされ、在宅生活上の課題について検討が行われ、サー

ビス利用などの具体的な支援が検討された。患者・家族

にとって退院前カンファレンスは、退院後の生活をイ

メージしたうえでの意思決定が可能となり、在宅での具

体的な支援内容が確認できることにより、退院後の生活

への安心の保障につながっている。 

 退院支援は、多職種協働によって行われるチームアプ

ローチであり、病院内外の専門職が知恵と力を合わせて

目標に向かって取り組む目標指向型アプローチであると

示されている13)ように、退院支援は看護職者の支援のみ

で完結されるものではなく、複数の専門職がお互いの専

門性を発揮しながら医療機関全体で取り組むものである。

入院早期から多職種参加のカンファレンスが開催される

ことによって、その患者・家族を中心としたチームが作

られ、患者・家族の意思決定を支援しながら、退院時の

目標や退院後の望む生活に向けて、専門職が協働で専門

性を生かして取り組むことができると考える。 

3）退院後の療養生活把握のための取り組みの実施 

 看護師が家庭訪問を行って退院後の療養生活を把握す

ることによって病棟での退院支援内容を評価する機会と

なると同時に、患者・家族の言動より在宅生活での満足

感を感じることで、看護師のモチベーションの向上にも

つながる。筆者の関わったB、C、Dの医療機関では、外

来との連携も、家庭訪問も行われていなかったが、退院

後の生活状況を把握する重要性は理解されており、在宅

での療養生活を支援するケアマネジャーとの円滑な連携

に向けて取り組んでいた。患者・家族のニーズに基づく

退院支援の評価のためには、患者・家族の生活の場に出

向き、実際に思いを聞き、生活状況を確認し、入院中に

不足していた支援がある場合は、継続的に支援が得られ

るように対応することが含まれると考えられ、その確実

な実践によって患者・家族の安心した療養生活の保障に

つながると考える。 

2．退院支援の組織的体制の構築 

1）病棟内での退院支援の組織的体制の構築 

 病棟での退院支援体制の構築には、退院支援の推進の

核となる看護師と、看護師長、主任、チームリーダーな

どの協力者が必要であるといえる。そして、核となる看

護師の支援を受けながら退院支援の取り組みを重ねるに

ことで、看護師個々の退院支援の実践力および意識が向

上する。そうなれば、スタッフの異動があっても退院支

援の取り組みは継続され、さらに実践の改善のための検

討がなされるようになり、課題が解決できる病棟の退院

支援体制が構築されると考える。 

2）医療機関全体の退院支援の組織的体制の構築 

 退院調整看護師は、退院支援に関する委員会の運営な

どを担い、院内全体の退院支援の充実に向けてリーダー

シップを取る。そして多職種を巻き込んだチームを形成

し、病棟看護師への教育支援の役割を持っている14)。退

院調整看護師が病棟看護師と協働して取り組む中で退院

支援の実践モデルを示すことが、病棟看護師への教育支

援をとなり、退院支援の質の向上につながると考える。 

また、病棟の退院支援推進の核となる看護師への教育

は、退院支援に関する委員会が担っていることが多い15)。

A医療機関でも継続看護委員会での検討によって各病棟

での効果的な取り組みを院内全体の取り組みへと発展さ

せており、退院院支援に関する委員会組織が充実するこ

とによって、院内全体の退院支援体制の充実につながる

と考える。 

3．看護職者の退院支援に関する意識の変革 

 退院後の療養生活を把握するための家庭訪問では、病

気や障害を持ちながらも自己決定しながら生き生きと生

活している患者・家族に出会えた。自宅での患者・家族

の生活状況を把握することは病棟での退院支援の評価と

して重要であると同時に、看護師にとって自身の行った

支援が患者・家族の安心した生活に繋がっているという

成功体験となり、退院支援に関する意識の向上につなが

る。 

退院支援においては、患者の意思や退院後の生活に関

する情報を把握し、病気や障害による変化により揺れ動
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く心も含めて、生活者として患者を受け止め自己決定を

支援することであり16)、それは人を過去の経験をもち、

そこから今の考え方や生き方につながり、今後の自分の

生き方についても意思決定しながら生きていく1人1人の

存在と捉えることである17)。入院期間は、人生の中の一

部分であるが、病気や障害により変化した生活に適応す

るための支援は、その後の患者・家族の人生に大きく影

響する。それゆえ、個々の看護職者が事例検討や家庭訪

問等を通して退院支援の重要性を理解し、患者個人の尊

厳を尊重した意思決定への支援ができるように教育支援

を推進し、意識の変革を促す必要がある。 

Ⅴ．結論 

①医療機関の退院支援の課題解決・発展に向け取り組む

ためには、【退院支援の取り組みの確実な実施】【退院支

援の組織的体制の構築】【看護職者の退院支援に関する

意識の変革】の方策の視点で現状を把握し、客観的に課

題と発展の方向性を見極めることが重要である。 

②退院支援の質向上においては、まず患者・家族の意思

決定に基づく退院後の生活を視野に入れた入院時アセス

メントを確実に行い、多職種、患者・家族を含めたカン

ファレンス等を有効に活用しながら、退院後の生活に向

けた準備を進める取り組みが基盤となることが確認でき

た。 

③退院支援の組織的な体制の構築としては、病棟での退

院支援を推進する看護師を中心とした支援体制を整備す

ると同時に、病棟での活動を支援する関連委員会活動を

充実させ、退院支援部門と実質的に連携することが重要

である。 

④看護職者が患者・家族を生活者と捉えて、その意思決

定に沿った退院支援の重要性を理解し、実践できる能力

を高めるためには、病棟における事例検討・学習会など、

退院支援についての認識を深める機会を継続的に提供す

ることが必要であると考える。 

上記①～④に取り組むことが、看護職者の退院支援に

関する看護実践能力および意識の向上につながり、医療

機関における退院支援の質向上に向けた看護のあり方で

あると考える。 
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Clarify Measures for Solving Issues and Developing Discharge Support 
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Abstract 

The aim of this research was to determine methods of approaching discharge support in medical institutions, 
measures to build an organizational structure for this discharge support, measures to increase awareness of discharge 
support among, and aspects of nursing that may improve the quality of discharge support.  

The first step was to clarify the process of development of discharge support in medical institutions, followed by 
investigation of measures for resolving issues. The second step was to verify the measures for solving issues and 
developing discharge support in multiple medical institutions. 

From the process of development of discharge support in medical institution A, the following “measures for 
resolving issues and developing discharge support” were adopted: implementation of assessments on admission with a 
view toward life after discharge, planning and holding of an interprofessional conference for life after discharge, 
implementation of an approach to understanding postdischarge issues (home visits, etc.), understanding of nurses’ 
awareness of discharge support and implementation of educational support for increasing nurses’ awareness, and 
establishment of a discharge support system.   

Having applied the “measures for resolving the issues and developing discharge support” approaches in medical 
institutions B, C, and D, it was suggested that the issues surrounding discharge support at these institutions had been 
clarified and that tackling them progressively would lead to enhanced and effective discharge support.  

To summarize, the following approaches can be recommended to improve the quality of discharge support: 
Understanding patients’ living conditions from the time of admission to discharge, organizing a conference involving 
patients and their families with the aim of preparing for the patients’ life after discharge, building an organizational 
structure in cooperation with the department for discharge support, and constructing an educational system aimed at 
facilitating nurses’ support of patients’ decision making. 
 

Keywords: discharge support, measures for resolving issues, decision-making, support 
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要旨 

 本研究の目的は、先行研究において明らかになった、主体的な出産・育児に向けて女性の力を引き出す妊娠期の

支援内容を基盤に、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』を作成、実践

し、支援プログラムの効果と効果をもたらした要因を明らかにすることによって、より効果的な妊娠期の支援の方

法を検討することである。 

 女性の主体性を引き出すために地域で必要とされている支援内容として明らかになった、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つを基盤に『女性の主体性を引き出す妊娠期の支援プログラム』を考案し、A市で活動する

地域助産師を中心に支援プログラムを実践した。子育て支援センターを会場とし、妊娠期3回、産後1回のシリーズ

で行った。支援プログラムの評価は、各回終了後の質問紙調査と継続して参加した妊婦および専門職への面接調査

にて行った。 

 継続参加者への調査の対象は8名であり、調査内容は支援プログラムに参加しての感想などであった。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、支援プログラムの効果は【仲間ができたことによる心強さ】

【地域助産師と出会えたことによる安心】【身近な地域で支援が受けられる喜び】【出産に向かう気持ちの変化】【家

族で話すきっかけ】【疑問を解決できる場】【自分の出産について考える機会】【母乳育児の動機づけ】の8つに分類

された。支援プログラムは、女性の主体性を引き出すことが示唆された。 

 さらに、支援内容と効果をもたらした要因とを考察した結果、支援内容に加えて、女性が安心できる環境づくり

を行うこと、動機づけを促す情報提供や自己効力感を高める働きかけを行うなどの支援方法を工夫することによっ

てより効果的に女性の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、妊娠期の子育て支援 

 

Ⅰ．はじめに 

 近年、児童虐待が深刻な社会的問題となっている。出

産体験と産後1年以内の抑うつや虐待との関連が報告さ

れており1)、産後うつや虐待予防の観点からも出産への

支援は重要な課題といえる。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2,3) 

といわれており、助産師は女性とその家族が自らの持つ

力を十分に発揮し、出産・育児に主体的に取り組めるよ
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うに支援を行っていく必要がある。 

厚生労働省の「健やか親子21」では、それまでの出産

後の環境調整を中心とした子育て支援に加えて、出産前

後の不安軽減といった心理的支援をも含むよう変化した4)。

妊娠期からの子育て支援が着目され始めているのは確か

である。しかし、妊娠期、育児期とそれぞれの時期に限

定した支援プログラムに関する報告5,6)や、育児サークル

を活用した妊娠期の子育て支援に関する報告7)はされて

いるものの、地域での妊娠期からの子育て支援に関する

プログラムは見当たらず、さらに、地域助産師の力を活

かした妊娠期からの支援プログラムの実践や効果につい

ての報告はほとんどない。 

そこで筆者らは、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

指して調査を行い、現代の子育ての課題を捉えた地域助

産師の視点と出産した女性の視点の両側面から、主体的

な出産・育児に向けて女性の力を引き出す妊娠期の支援

内容を明らかにした8)。 

 さらに本研究では、先行研究において明らかになった、

主体的な出産・育児に向けて女性の力を引き出す妊娠期

の支援内容を基盤に、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』（以下、

支援プログラム）を作成、実践し、支援プログラムの効

果と効果をもたらした要因を明らかにすることによって、

より効果的な妊娠期の支援の方法について検討すること

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 

1．『女性の主体性を引き出す妊娠期の支援プログラム』

の作成および実施 

1）支援プログラムの作成および実施 

 A市におけるモデル的取り組みとして、地域助産師の

力を活かした支援プログラムを作成し、実施した。 

支援プログラムは先行研究において明らかとなった、

女性の主体性を引き出す妊娠期の支援内容である、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

の支援内容を基盤として協力を得た地域助産師とともに

作成した。 

女性が専門家と仲間による妊娠期からの継続的なサ

ポートを受けながら出産・育児に向けて主体的に取り組

むことによって自己信頼心を高め、満足な出産を経験す

ることができる。満足な出産がさらに女性をエンパワー

メントし、育児への力となると考え、支援プログラムの

ねらいを、満足な出産と育児への問題解決能力を培うこ

ととし、妊娠期から育児期までの継続したプログラムと

した。伝えたい内容や、参加者がそれぞれ通院施設での

出産準備教育にも参加することなどを考慮して妊娠期3

回、産後1回の計4回を実施した。会場はA市子育て支援

センターとし、A市およびその近郊に住む妊婦を対象と

した。 

2）データ収集および分析方法 

 各回終了後に参加者と協力した専門職にそれぞれ質問

紙調査を行った。参加者は支援プログラムの時間内に記

述する時間を設けた。専門職には、当日配布し、郵送に

よる返信を依頼した。参加者への調査内容は「プログラ

ム全体の満足度」およびプログラムの目的に対応した内

容とした。満足度は選択式の回答を求め、さらに選択し

た理由や参加前後の変化については自由記載による回答

を求めた。専門職への調査内容はプログラムの目的に対

応した内容に加えて、「全体の進め方や参加者との関わ

りについて」「プログラムが出産・育児に向けて主体的

に取り組むきっかけとなるか」など自由記載での回答を

求めた。分析に関しては選択式の回答の場合は単純集計

を行い、自由記載は記述を意味内容にしたがって、ひと

つの意味内容はひとつのデータとした。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．『女性の主体性を引き出す妊娠期の支援プログラム』

の評価 

 第4回終了後、継続参加者に面接調査を行い、参加者

からの評価を行った。その後、継続参加者の評価を基に
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地域助産師との検討会を行い、支援プログラムの評価お

よび主体的な出産・育児に向けた地域助産師の役割につ

いて検討した。また、子育て支援センター保育士、企画

や広報活動に協力を得たA市保健師に支援プログラムの

結果を報告し、意見を聴取した。 

1）継続参加者による評価 

 調査対象者は支援プログラムに継続して参加した女性

とした。支援プログラムに参加したことが出産・育児に

どのように影響したかを知ることを目的に、約1時間の

半構成的面接を行った。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、「出産を振り返っ

ての感想」「支援プログラムに参加しての感想」などで

ある。逐語録を熟読し、支援プログラムと関連している

部分を抜き出し、参加して良かった点と改善が必要な点

という2つに分類した。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。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）地域助産師による評価 

 支援プログラムに協力した地域助産師6名を対象に集

団面接を行った。調査内容は「支援プログラムに協力し

ての感想・意見」「支援プログラムを地域で継続してい

くための方策について」である。データは対象の了解を

得て録音し、逐語録を作成した。逐語録を熟読し、支援

プログラムの効果、支援プログラムの意義、今後の継続

方法と課題、という視点から意味のある内容を抽出し、

分類した。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。 

3）保健師および保育士による評価 

 調査対象者は支援プログラムに協力した保育士1名と

保健師2名とした。方法は、支援プログラム各回終了後

の参加者質問紙調査および継続参加者への面接調査の結

果を説明し、その後、それぞれに面接調査を行った。調

査項目は「地域助産師の力を活かした支援プログラムに

関する感想・意見」である。データは筆者がその場で記

録した。語られた内容を保健師および保育士による評価

としてまとめた。 

 

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あらためて確認した

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看護学研究科

論文倫理審査部会（21-A003-1）の承認を受けた。 

Ⅲ．結果 

1．『女性の主体性を引き出す妊娠期の支援プログラム』

の作成および実施 

1）支援プログラムの作成 

 支援プログラムはA市およびその近郊で活動する地域

助産師とともに作成した。子育て支援センター保育士お

よびA市保健師には、支援プログラムの企画・運営に関

し、A市の子育て支援に関わる立場からの助言を受けた。 

先行研究において明らかとなった、女性の主体性を引

き出す妊娠期の支援内容である、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つの支援内容を具体

化し、各回の目的とした。 

支援プログラム開催時に工夫した点、各回のテーマと

目的、目的に向けて意図して行った内容や関わりをプロ

グラムの全体像として図1に示した。支援プログラムの

キャッチフレーズは『めざせ！HAPPYお産・HAPPY子

育て』とし、地域で行う特性を活かし、集団での支援と

した。 

2）支援プログラムの実施 

 子育て支援センター、保健センターなどで支援プログ

ラムの案内を配布または掲示し、参加者を募集した。さ

らに、A市保健師の協力を得て、母子手帳交付時、両親

学級時に広報活動を行った。 

 支援プログラムの実施期間は平成22年2月～8月であり、

各回の参加者および協力した専門職の属性は表1に示す

通りであった。地域助産師はファシリテーターとして関

わった。また、保育士には会場運営や託児への協力を得 
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た。各回の開始前および終了後には専門職と話し合いの

場を設け、課題について検討を繰り返しながら開催した。

各回12～14名の参加があった。参加者の約半数がA市在

住であり、初経別は約半数ずつであった。出産場所は診

療所を選択していた者が最も多かった。 

（1）支援プログラムの満足度と参加前後の変化 

参加者への質問紙調査の結果より、支援プログラムの

満足度と参加前後の変化に焦点を当てて結果の一部を報

告する。抽出された内容を分類したものは【 】、調査

内容は〈 〉で、実際の表現は「 」で表した。 

 参加者53名のうち52名の有効回答を得た。支援プログ

ラムに対する満足度の項目においては、参加者のうち

94％が＜満足＞もしくは＜やや満足＞と回答していた。

第1回終了後の調査において、赤ちゃんをイメージする

ことができたと回答した10名のおなかの赤ちゃんをイ

メージすることで考えた具体的内容は表2に示した通り

【赤ちゃんにママの気持ちや意思が伝わる】【赤ちゃんの

様子を具体的にイメージする】【赤ちゃんとコミュニ

ケーションをとりたい】【赤ちゃんのために自分の身体

を大事にしたい】の4つに分類された。また、第1回参加

前後の出産・育児に関する印象の変化は、表3に示した

通り【怖い気持ちや不安の軽減】【赤ちゃんと一緒に頑 

≪支援プログラムのねらい≫ 

  満足な出産と育児への問題解決能力を培う 

≪開催時に工夫した点≫ 

  ・女性が興味を持てるような広報活動 

  ・エンパワメントを促す参加型の集い 

  ・参加者の行動変容を促す情報の伝え方 

 

 

・地域助産師を知る機会となる 

・母親同士の交流を促す 

 

 

・家族の視点を含めた内容 

・会場の雰囲気づくり 

開催時期 
テーマ 

 （所要時間） 
目的 目的に向けて、意図した内容・関わり 

妊 

 

 

 

娠 

 

 

 

期 

 

 

 

 

第

1

回 

2

月 

おなかの 

赤ちゃんを 

感じてみよう 

 

（120分） 

 

・赤ちゃんを感じ、赤ちゃんの力について知ることが 

できる 

・おなかの赤ちゃんをイメージすることで、今後の妊 

娠・出産が楽しみになる 

・赤ちゃんの存在を感じ、赤ちゃんの力を知ることで 

セルフケア行動を促す 

 

 

・おなかに触れる、話しかける、など身体感 

覚を用いて赤ちゃんをイメージ 

・赤ちゃんの生まれてくる力に焦点を当てて

出産を説明 

・赤ちゃんを育む母親の力を認める関わり 

・テキスト「母親編」配布 

第

2

回 

3

月 

お産のときの 

からだとこころ 

 

（120分） 

 

・お産についてイメージすることができる 

・お産に対する肯定的なイメージをもつことができる 

・どんなお産がしたいか、そのために自分に何ができ

るかを考えることができる 

・お産に向けてのからだとこころの準備について自分

にできることを見つけることができる 

・夫婦や家族で、お産について考えるきっかけとなる

 

 

・ラベルセッション「どんなお産がしたい？」 

 望む出産とそこに向かうためには今、何が

できるかを助産師とともに話し合う 

・家族で赤ちゃんを迎えることについて話す

・肯定的な表現を用いて出産・育児を説明 

・テキスト「父親編」配布 

第

3

回 

4

月 

スバラシキ 

母乳育児 

 

（120分） 

 

・母乳育児についてイメージでき、母乳育児をしてみ

たいと思える 

・母乳育児の利点について知ることができる 

・母乳育児の方法を知ることができる 

・楽しい育児のイメージができ、妊娠中の準備につい

て知ることができる 

・母乳育児について家族で考えるきっかけとなる 

 

 

・母乳育児に関するニーズを聴く 

・アイスブレイク 

 母乳育児の利点をゲーム感覚で説明 

・先輩ママからのお話、授乳シーンの様子 

をみてもらう 

・テキスト「おじいちゃん・おばあちゃん編」の

配布 

産 

 

 

後 

第

4

回 

8

月 

BABYとの 

タッチ 

コミュニケーション 

 

（120分） 

 

・それぞれのお産について振り返ることができる 

・他の母親と話すことにより、悩みを共有し、不安を 

軽減することができる 

・タッチコミュニケーションにより“触れること” による 

効果を知ることができる。 

 

 

・ベビーマッサージで触れることの大切さを 

伝える 

・生まれてきてくれた赤ちゃんと無事に出産

した自分の力を認められるような関わり 

      

図1 支援プログラムの全体像 
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張りたい】【食生活を見直したい】の3つに分類された。

第2回終了後の調査においては、回答を得た13名すべて

が自分の出産や、出産に向けて妊娠中にできることにつ

いて考えることができたと回答した。第2回参加前後の

出産へのイメージや出産に向かう気持ちの変化は、表4

に示した通り【肯定的な気持ちの芽生え】【自分だけで

はなく家族と一緒に頑張る気持ち】【お産を楽しみたい

という思い】【自分でも頑張って産めるという思い】【産

まれてくるという実感】の5つに分類された。第3回終了

後の調査においては、回答を得た14名すべてが母乳育児

についてイメージすることができたと回答した。参加前

後の母乳育児に関するイメージや気持ちの変化としては

「“母乳でできるかな”が“母乳で頑張るぞ”になった」「母

乳がいいとは思っていたが、具体的にどういいのかが分

かり、2人目は是非母乳で育てようと思った」などが

あった。また、第4回終了後に行った調査では回答した

14名すべてが支援プログラムの継続を希望した。支援プ

ログラムの継続を希望する理由は【母親同士の交流がで

きる】【不安が軽減する】【出産や育児に関するイメージ

がわく】の3つに分類された（表5）。 

（2）協力を得た専門職への質問紙調査からの意見・課題 

 協力を得た専門職に配布した22枚の質問紙調査のうち

17枚の回答が得られ（回収率77.2%）、有効回答数は17枚

であった（有効回答率100%）。＜支援プログラムは主体

的に取り組むことができるきっかけになると思うか＞と

いう問いに対して、専門職のうち94％が＜はい＞と回答

した。その理由としては「一人ひとりがお産について自

覚できる場となり、情報交換や意見交換をしながら、育

児や母親に対して前向きな言葉も出ていて主体性をもっ 

表1 支援プログラム参加者および協力した専門職の属性 
  第1回 第2回 第3回 第4回

専門職 
助産師 5 5 5 2 

保育士 1 1 1 2 

参加回数別 

参加者 

1回目 12 4 3 3 

2回目 － 9 3 2 

3回目 － － 8 4 

4回目 － － － 5 

初経別 
初産 6 7 5 6 

経産 6 6 9 8 

出産 

場所 

病院 2 2 2 3 

診療所 9 10 11 11 

助産所 1 1 1 0 

年齢 

26～30 3 4 4 7 

31～35 5 5 4 1 

36～40 4 4 6 6 

妊娠 

週数 

～15 4 2 － － 

16～27 2 4 5 － 

28～ 6 ７ 9 4 

出産後 － － － 10 

 

表2 おなかの赤ちゃんをイメージすることで考えた具体的内容                  （n=10） 

分類 （記述数） 回答内容の例 

赤ちゃんにママの気持ちや意思が 

伝わる （3） 

赤ちゃんにママの気持ちや意思が伝わる事がわかった。 

赤ちゃんはママとつながっていて、赤ちゃんはママの気持ちを理解しているのだなと考えた。 

赤ちゃんの様子を具体的にメージ 

する （3） 

赤ちゃんもおなかの中で楽しくいきているのだと思った。 

赤ちゃんはかわいい。 

赤ちゃんとコミュニケーションをとり 

たい （3） 

今までよりおなかの赤ちゃんに話しかけていこうと思った。 

まだ4か月で妊娠の実感があまりなかったが、自分から積極的に赤ちゃんとコミュ二ケ―ション

をとろうと思った。 

赤ちゃんのために自分の身体を大 

事にしたい （1） 
赤ちゃんが安心して過ごせるように、心に余裕をもっていたい、身体のケアも大事にしたい。 

 

表3 第1回参加前後の出産・育児に関する印象の変化                      （n=11） 

分類 （記述数） 回答内容の例 

怖い気持ちや不安の軽減 （7） 

出産は恐いと思っていたけど、大丈夫かもと思えるようになった。 

陣痛に対して怖いという思いが強かったが、赤ちゃんの力などを知り、軽減された。 

お産に不安が大きかったが、不安よりも赤ちゃんにたくさん話しかけてリラックスしようと思い、 

不安が軽くなった。 

赤ちゃんと一緒に頑張りたい （2） 
お産に向けて、赤ちゃんの力もかりて一緒に頑張りたいと思った。 

出産は赤ちゃんとの共同作業という意識。 

食生活を見直したい （2） 
栄養のとり方を見直すようにしたい。 

栄養バランスと調理方法を学べて良かった。 
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て行動できるだろうと感じた」などが挙げられた。課題

に関しては、時間配分や初めて参加した妊婦への配慮な

どが挙げられた。 

2．『女性の主体性を引き出す妊娠期の支援プログラム』

の評価 

1）継続参加者からの評価 

 妊娠期から育児期へと継続することに意義がある支援

プログラムであるため、対象は妊娠期に2回以上、産後

に1回の計3回以上継続して参加した9名のうち、調査へ

の同意の得られた8名とした。4回継続参加者が5名、3回

継続参加者が3名であり、初産婦4名、経産婦4名であっ

た。調査期間は平成22年8月～9月であった。支援プログ

ラムに参加して良かったこと、改善が必要な点の2つの

視点から結果を示す。本文中ではカテゴリーは【 】、

実際の表現は「 」で表した。 

（1）支援プログラムに参加して良かったこと 

 支援プログラムに参加して良かったことは【仲間がで

きたことによる心強さ】【地域助産師と出会えたことに

よる安心】【身近な地域で支援が受けられる喜び】【出産

に向かう気持ちの変化】【家族で話すきっかけ】【疑問を

解決できる場】【自分の出産について考える機会】【母乳

育児への動機づけ】の8つに分類された（表6）。 

（2）改善が必要な点 

 改善が必要な点としては【一人での参加のしづらさ】

【いつでも支援が受けられるような仕組みの必要性】の2

つが挙げられた。 

2）地域助産師からの評価 

 対象は支援プログラムに協力した地域助産師6名のう

ち調査への同意の得られた5名であった。調査は平成22

年10月に行った。語られた内容を支援プログラムの効果、

支援プログラムの意義、今後の継続方法と課題という3

つに分類した。支援プログラムの効果は「参加者が“楽

しい”と感じておりセルフケア行動につながりやすい」

「教材の工夫をしたことで参加者が惹きつけられていた」

「赤ちゃんと一緒に頑張るという視点は心の準備につな

がりやすい」などが挙げられた。支援プログラムの意義

は「出産施設に自分の希望を伝えられた人がいたことは

妊娠期に関わった意義が大きい」「仲間の力で支え合っ

ていける発展的な取り組みである」などが挙げられた。

今後の継続方法と課題は「育児中など潜在助産師の力を

活かせると良い」などが挙げられた。 

 

表4 第2回参加前後の出産へのイメージや出産に向かう気持ちの変化               （n=13） 
分類 （記述数） 回答内容の例 

肯定的な気持ちの芽生え （6） 

恐い、痛い、不安という気持ちがたくさんあったけど、今は赤ちゃんが産まれることがすごく

楽しみ。 

不安な気持ちが和らぎ何とかなると安心感とか自信が持てた。 

自分だけではなく家族と一緒に頑張る 

気持ち （2） 

“自分で頑張る”から、“家族みんなで迎える”という感じになった。 

夫とお産を一緒に楽しもうと思った。 

お産を楽しみたいという思い （2） やっぱりお産を楽しむことができたらなとさらに強く感じた。 

自分でも頑張って産めるという思い 

（1） 
自分でもがんばって産めると思えるようになった。 

産まれてくるという実感 （1） 「もうすぐ産まれてくる」と改めて実感した。上の子にかまけて意識が薄くなっていたので。 

無記入（1）  

 

表5 支援プログラムの継続を希望する理由                           （n=14） 
分類 （記述数） 回答内容の例 

母親同士の交流ができる (7) 

1 人でいるのはさみしいし、友達や仲間、つながることはとてもママにとって大事な要素

だと思う。 

なかなか同じ状況の人と会うことがないのでこれはすごく大切。 

不安が軽減する （5） 

ママの不安や悩みが少なくなり、気持ちもリフレッシュした。 

孤独から解放されるから、是非是非あるといい。妊娠するといろいろ不安になるから、話

して少しでも楽になるといい。 

出産や育児に関するイメージがわく （2） 

これから自分がどうなっていくかイメージがわく。相談も気軽にでき、いろんな経験を聴く

ことができる。 

生の声で聴けるのでイメージがしやすいし、意識することができた。 
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3）保健師・保育士からの評価 

 A市保健センター保健師2名と子育て支援センター保育

士1名に面接調査を行った。調査期間は平成22年11月～

12月であった。語られた内容を保健師および保育士によ

る支援プログラムの評価としてまとめた。「助産師だか

らこそ伝えられることがある」「女性が出産について

じっくり考える機会は他にないので続くとよい」「ゆっ

たりした雰囲気のなかで自分の経験を話し、相談できる

ことが良い」「意欲のある人の参加に限られることが課

題」などが挙げられた。 

Ⅳ．考察 

1．支援プログラムの効果 

 継続参加者への面接調査の結果において、支援プログ

ラムに参加して良かった点として分類された8つのカテ

ゴリーに含まれる要素から支援プログラムの効果につい

て検討すると【仲間ができたことによる心強さ】【地域

助産師と出会えたことによる安心】【身近な地域で支援

が受けられることへの喜び】に表わされるように、支援

プログラムが参加者にとって安心できる環境であったと

考えられる。そのような環境で行われた支援プログラム

は参加者が【自分の出産について考える機会】【疑問を

解決できる場】となり、出産・育児を自分のものと自覚

し、考える場として捉えられていたといえる。また、

【出産に向かう気持ちの変化】【家族で話すきっかけ】

【母乳育児への動機づけ】は支援プログラムによっても

たらされた、出産に向けての気持ちの変化や自分の思い

描く出産・育児に向けての行動であると考えられた。こ

れらの結果より、5つの支援内容を基盤とした支援プロ

グラムは女性の主体性を引き出すことが示唆された。 

支援プログラムは、女性の生活の場である地域におい

て、女性が仲間や地域助産師との関係性の中で、自らの

出産・育児について考える機会となる点、自分の疑問を

解決できる場となる点、様々な価値観にふれることで出 

表6 支援プログラムに参加して良かったこと 
分類（記述数） 語られた内容の例 

仲間ができたことによる心強さ 

（14） 

リアルタイムに同じ相談が、悩みが分かり合える人たちがいるのがすごい心強い。 

妊娠期から集えるといい。自分だけじゃないというのが心強い。 

みんな一緒ってわかって、よし頑張ろう！という気持ちになれた。 

地域助産師と出会えたことによる 

安心 （9） 

助産師も沢山いて、ちゃんと答えが返ってくるっていうのがいい。 

参加したら助産師さんだから聴けるって思って。なかなか聞ける人って母親くらいしかいないので。 

だから助かった。 

身近な地域で支援が受けられる 

喜び （7） 

地域で妊婦の集える場所があったらいい。プレママのこういう集いとかがもっと地域であるとすごい良い

なって思う。 

子育て支援センターの場所もすごく良かった。育児ってつながっていくものなので、そういう流れがみえた

のが良かった。 

出産に向かう気持ちの変化 （7） 

お産は母親のみが頑張るという意識が強く、お腹で赤ちゃんが回転して出てくるとか、頭を小さくして産ま

れてくるとかそういう知識がまったくなかったので、本当に1人だけの重労働だと思っていたが、赤ちゃん

の頑張りがあってこその、母親との二人三脚であった。 

紹介された「出産のときに、赤ちゃんと一緒にいれるのは今日が最後、一緒に頑張ろうね、自分だけじゃ

ない」という詩が頭に残っていて、出産当日はそういう気持ちでいたいと思い朦朧としながら思い出した。

お産の考え方とか、望む姿勢に励まされた。 

家族で話すきっかけ （5） 

母には昔と違うこともあるからテキスト（おじいちゃん・おばあちゃん編）を読んでもらった。 

夫婦の会話のきっかけにもなる。話を聞いてくれ、それをなんとなく夫が覚えてくれているのも嬉しかっ

た。 

疑問を解決できる場 （4） 

他の人がどう思っているかをきいて、そうすればいいのかとか、自分の疑問をその場で解決できてきれい

に消化できた。 

疑問を解消したりとか、じっくり時間をとってみんなで進めていくというのがすごく良かった。 

病院と、保育園をかりて開催するのとでは空気が違う。聞く時に緊張感がなく、リラックスして、周りの目を

気にせずに、聞きたいことを包み隠さずにすぐに聞けた。 

自分の出産について考える機会

（4） 

参加することでお産のことを考える機会になる。 

おなかに赤ちゃんがいて、生まれてくるということを参加するたびに思う事ができた。 

母乳育児への動機づけ （3） 

1人目に苦労したので母乳に対して不安が強かったが、参加していた助産師さんに話していたのもあっ

て、「大丈夫！大丈夫だ！」っていう安心というか、多分すぐ出るという安心があった。 

病院でなるべく自律授乳でしたいと希望を伝えることができた。 
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地域での妊娠期

からの支援 

 

地域助産師
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環境づくり 

  出産・育児に向けての 
           主体的な行動につながる  

ね

ら

い

  

満

足

な

出

産

と

育

児

へ

の

問

題

解

決

能

力

を

培

う

          安心できる環境        

地域で支援を受け

られることの喜び

地域助産師と出会え

たことによる安心 

仲間ができた 

ことによる心強さ 

    

 出産・育児を自分のもの

と自覚し、考える場 

自分の出産について

考える機会 

疑問を解決 

できる場

産に向けての気持ちが変化する点、自分の思い描く出

産・育児への行動へとつながる可能性がある点において

効果的であったと考えられる。 

2．支援プログラムが効果をもたらした要因 

 参加者が捉えた支援プログラムの効果から得られたカ

テゴリー間の関係性を示し、さらに支援プログラムが効

果をもたらした要因を図式化した（図2）。  

参加者が捉えた支援プログラムの効果から考えると、

支援プログラムが女性にとって安心できる環境であった

ことが、自身の出産・育児について自覚し、考える機会

となり、出産・育児に向けての気持ちの変化や行動につ

ながったといえる。女性が安心できる環境づくりが、支

援プログラムが効果をもたらした要因の一つであると考

えられる。 

さらに、協力した専門職が捉えた評価から考えると、

支援方法に関する評価が得られた。動機づけを促す情報

提供や自己効力感を高める働きかけといった支援方法の

工夫も女性が出産・育児を自身のものと自覚し、考える

ことにつながり、女性の主体性を引き出す要因となった

と考えられる。 

 支援プログラムが効果をもたらした要因として挙げら

れた、女性が安心できる環境づくりと支援方法の工夫の

2つの視点について考察する。 

1）女性が安心できる環境づくり 

 本研究において、参加者にとって安心できる環境とは、 

仲間の存在、地域助産師の力、身近な地域での妊娠期の

支援の3つであると考えられた。 

【仲間ができたことによる心強さ】にあるように、参

図2 参加者が捉えた支援プログラムの効果と支援プログラムの効果をもたらした要因 
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加者は仲間との出会いにより、“安心”や“心強さ”“自

分も頑張ろうという気持ち”を実感しており、参加者同

士の相互作用であるピア・エンパワメントが働いていた

と考えられる。仲間づくりを促し、仲間の力を活かすこ

とによって、不安や心配を抱え自分に自信をなくしてい

た状態が、みんなも同じであるという状況に気づき、自

分への自信を取り戻していくことが可能となる。仲間づ

くりを促すことは、仲間との相互関係のなかで出産・育

児に対する自己効力感を高めるという意義があると考え

られる。 

【地域助産師と出会えたことによる安心】において参

加者は、地域助産師に出会えたことによる安心や、妊娠

中に地域助産師に不安なことを話せ、何となく大丈夫と

思えたなど、地域助産師の支援による効果を感じていた。

また、「参加したら、助産師さんだから聴ける」「ちゃん

と答えが返ってくる」という参加者の声にあるように女

性は地域助産師を妊娠・出産について相談できる身近な

存在として感じていたと考えられる。女性の力、赤ちゃ

んの力を信じている地域助産師であるからこそ、妊娠期

から女性が自分の力に気づけるように働きかけ、見守り、

認めるといった継続した関わりの中で女性のもつ力を引

き出すことができると考えられる。 

【身近な地域で支援が受けられることの喜び】にある

ように、参加者は“地域に密着した支援”を受けられた

ことに対する喜びを感じていた。子育て支援センターと

いう場所において、妊娠期から育児期までの継続した支

援を受けられたことは、子育てのサポート体制に見通し

が立ち、安心できるという意味があったと考えられる。

また、地域で身近な仲間ができることは心強い支えとな

ると考えられる。 

 生活の中にあるゆったりとした環境の中で出産を控え

た女性達が“井戸端会議”のような感覚で気兼ねなく、

自由に安心して話ができる場を提供すること、嬉しい気

持ちも不安な気持ちも共有できる仲間づくりを支援する

こと、地域助産師をはじめとした子育てに関わる専門職

と出会い妊娠期から育児期まで困った時には頼れる人が

いるという安心を感じること、というような女性が安心

できる環境づくりが、女性の主体性を引き出すことにつ

ながるということが明らかになった。 

 

2）支援方法の工夫 

 女性の主体性を引き出すことができた要因と考えられ

る支援方法として、主体的行動への動機づけを促す情報

提供と、自己効力感を高める働きかけの2点が挙げられ

る。 

（1）主体的行動への動機づけを促す情報提供 

 動機づけを促す情報提供として効果的であった方法と

して、一つ目には、肯定的なメッセージを伝えて出産・

育児への肯定的イメージをもてるように働きかけたこと

が挙げられる。支援プログラムでは「感情」をエネル

ギーとして行動は変容していく9)という考え方に基づき、

出産・育児に肯定的なイメージを持てるように情報の伝

え方を工夫した。第1回参加前後の出産・育児への印象

の変化から抽出された【怖い気持ちや不安の軽減】【赤

ちゃんと一緒に頑張りたいという思い】、第2回参加前後

の出産に対するイメージや出産に向かう気持ちの変化か

ら抽出された【肯定的な気持ちの芽生え】【お産を楽し

みたいという思い】【自分でも頑張って産めるという思

い】から、参加者は出産・育児への肯定的なイメージを

もつことができたと考えられる。 

 二つ目には、身体感覚を活用して赤ちゃんをイメージ

できるように働きかけたことが挙げられる。自分や他の

妊婦の腹部に触れるなど赤ちゃんを“感じる”内容を多

く取り入れた結果、参加者はおなかの赤ちゃんをイメー

ジすることができていた。赤ちゃんをイメージすること

で考えた具体的内容を分類して得られた4つのカテゴ

リーには【赤ちゃんの様子の具体的なイメージ】【赤

ちゃんにママの気持ちや意思が伝わるという認識】とい

う参加者自身の気づきと【赤ちゃんとコミュニケーショ

ンをとりたい】【赤ちゃんのために自分の身体を大事に

したい】という妊娠中の具体的な行動への意欲の2つの

要素が含まれた。赤ちゃんを“感じる”という身体感覚を

用いて、妊娠している自分や胎児への意識を高めること

は、出産に向けての女性の主体的な取り組みを促すため

の手法として効果的であったと考えられる。 

 三つ目には、教材、媒体の工夫によって身体づくりな

どセルフケア行動を促したことが挙げられる。地域助産

師の評価にあるように、視覚に訴える教材は、参加者の

興味を惹きつけ、セルフケアを促す上で効果的な方法で

あったと考える。さらに、教材の工夫に加え、テキスト
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を作成して配布した。媒体を活用することは、“やって

みよう”という動機づけを高め、女性の行動変容につな

がるとともに、継続参加者による評価の【家族で話す

きっかけとなった】にあるように、家族への働きかけに

もなっていた。 

（2）自己効力感を高める働きかけ 

動機づけを促す情報提供に加えて、女性が自分に自信

が持てるような働きかけ、つまり、女性の自己効力感を

高める働きかけを行ったことが支援方法の特徴である。

“赤ちゃんの生まれてくる力”や“女性の産む力”につ

いて情報提供に留まらず、新しい命を育む女性をまるご

と認める内容も取り入れたことが、女性の自尊感情や出

産や育児に対する自己効力感を高め、行動変容につな

がったと考える。質問紙調査の結果からは、参加前後の

出産への印象の変化として【赤ちゃんと一緒に頑張りた

いという思い】【自分でも頑張って産めるという思い】

が抽出されており、支援プログラムによって、女性の出

産に対する自己効力感が高まっていることが分かる。自

己効力感が高いことは育児ストレスや育児不安、産後の

抑うつを軽減させるといわれている10)。少子化や核家族

化により身近な役割モデルを見る機会や子どもと接した

経験がなく、親になるイメージが持ちにくい時代であり、

女性が出産や育児に自信がもてるように意図的に関わり

をもっていく必要があると考えられる。 

 先行研究によって明らかとなった女性の主体性を引き

出す妊娠期の支援内容の5つと支援プログラムが効果を

もたらした要因とを検討すると、主体性を引き出すと考

えられる支援内容を具体化して目的とすることに加えて、

女性にとって身近な地域の場で地域助産師や仲間の支援

を受けられるという、安心できる環境づくりを行うこと、

さらには動機づけを促す情報提供と自己効力感を高める

働きかけ、といった支援方法の工夫がより効果的に女性

の主体性を引き出すことにつながると考えられた。 

Ⅴ．研究の限界と今後の課題 

 研究の限界としては、支援プログラムの参加者が自ら

参加しようという意思で参加した者であったということ、

ローリスクの女性が対象であったことが挙げられる。継

続参加者からの評価においても【一人での参加しづら

さ】【いつでも支援が受けられるような仕組みの必要

性】が課題として挙げられた。地域の中で孤立しそうな

家族への妊娠期からのアウトリーチを取り入れた予防的

な支援などさらなる検討が必要である。また、社会の

ニーズは多様化しており、すべての妊婦に本研究におけ

る支援プログラムが活用できるわけではない。今後は、

様々な対象のニーズに合った方法の模索が必要であると

考える。 

Ⅵ．まとめ 

 先行研究で明らかとなった、女性の主体性を引き出す

妊娠期の支援内容を基盤に、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

作成、実施した。 

支援プログラムは、女性が安心できる環境をもたらし、

出産・育児を自分のものと自覚して考える場となってい

た。また、女性の出産・育児に向けての気持ちの変化や

自分の思い描く出産・育児に向けての行動につながり、

女性の主体性を引き出すことが示唆された。 

先行研究により明らかになった主体性を引き出すと考

えられる支援内容を具体化して目的とすることに加えて、

女性が安心できる環境づくりと支援方法の工夫を行うこ

とが、より効果的に女性の出産・育児に向けての主体性

を引き出すことにつながると考えられた。 
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Research on the Measure of “Pregnant Women Support Program  
Which Elicits Initiative of Women” by Community Midwives 

 

Junko Takeda, Ritsuko Hattori 

 

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

 

Abstract 

The purpose of this study was, as has been revealed in the previous study, to investigate the effectiveness of the 
"Pregnant women support program which elicits initiative of women" by leveraging the power of community midwives by 
practicing the said program making use of the power of community midwives based on supports during pregnancy which 
elicit initiative of women, as well as to clarify factors that contribute to such effects. 

"Pregnant women support program which elicits initiative of women" was proposed based on the five support 
frameworks as stated below which have been clarified as needed in local communities in order to elicit initiative of women: 
1) Help pregnant women embrace positive images toward childbirth and parenting, 2) Help pregnant women image a baby, 
3)Help pregnant women prepare childbirth physically, 4) Help pregnant women obtain supports from the family members, 
5) Help pregnant women make friends who are in the same situation. 

We have practiced the support program along with community midwives working in the city A.  Said supports 
were provided three times during pregnancy, and once after giving birth at the child care support center. Evaluation of the 
support program was carried out by means of questionnaires at the end of each session as well as by interviewing the 
pregnant women and professionals who participated in the entire sessions. 

We had 8 women who participated in the support program continuously, and their comments about their having 
participated in the support program were studied. The data was collected by semi-structured interviews, and later analyzed. 
As a result, the effects of the support program were divided into eight groups, namely, [It served as an opportunity to think 
about own childbirth], [It changed my attitude towards childbirth], [It served as a place to resolve questions],[It served as 
an opportunity to discuss with the family], [It motivated me to breastfeed], [It served as a place to make new friends, which 
gave me strength], [It gave me a chance to get to know community midwives, which made me feel secure], and [It made 
me aware that we can receive assistance in local community near-by]. Thus, it is suggested that the support program elicits 
initiative of women. 

Further, we studied the services we provided and the way we implemented the program so as to figure out factors 
that contributed to such effects out of the support program.  The result revealed that there were four factors; provision of 
information which helps motivate the participants to act proactively, implementation of the support program that enhances 
self-efficacy, initiatives making use of the power of community midwives, and provision of community supports from the 
period of pregnancy. 
 

Keywords: community midwives, initiative, support expectant mothers in parenting 
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〔研究報告〕 

病棟における急変患者にICLSアシスタントインストラクターが行う 
看護ケア内容 

 

河合 正成１）  小西 美智子２） 

 

Nursing Care for Patients with Sudden Condition Change Executed 
by ICLS Assistant Instructor 

 

Masanari Kawai1), Michiko Konishi2) 

 

 

要旨 

 ICLSコースを受講した看護師は、急変対応時に学習した知識と技術が提供できるよう役割を担うことが期待され

る。そのためには、Off-JT（off the job training）で学習した内容を臨床看護実践で活かし、数少ない急変に適切に対

応できるよう支援をしていく必要がある。本研究では、看護師ICLSアシスタントインストラクターがICLSコースで

得ることが出来なかった病棟の急変患者に対する看護ケア内容を明らかにすることである。 

 研究対象は、3次救急医療を行っているA総合病院内のICLSコースを受講したICLSアシスタントインストラクター

看護師118名のうち、急変事例に遭遇し、研究の趣旨、目的、方法を説明して協力の得られた22名とした。急変事例

への看護ケア行動経過を情報収集し、急変時のケア行動について文献および筆者の視点で分析した。 

 その結果、ICLSコースの学習項目に追加が必要な看護ケア内容として、【チームマネジメントができる】、【急変を

予防するための知識を習得し、看護ケアの展開ができる】、【チームメンバー看護師の育成ができる】、【急変の状況

に応じた環境調整ができる】、【家族ケアのための危機理論の理解、急変時の倫理観を養う】、【急変事例カンファレ

ンスの開催ができる】、【ICLSアシスタントインストラクター補完講習会へ参画できる】の7項目が抽出された。 

 この追加項目は、ICLSコースの到達目標以外にICLSアシスタントインストラクター看護師の実践場面より得た情

報から抽出した項目であるため、看護師独自に学習すべき内容であると考えられた。 

 

キーワード：救急看護、ICLSアシスタントインストラクター看護師、人材育成 

 

Ⅰ．はじめに 

 救 命 の 成 功 に つ い て American Heart Association

（AHA）は、神経学的に障害を残さない生存退院を目指

し、治療の目標は、患者とその家族が容認できる妥当な

機能状態の回復とQOL（Quality of life）の回復であると

述べている1)。臨床看護実践において、急変時の対処行

動が遅れることは生活の質に大きな影響を与えるという

ことを自覚し、筆者は日本救急医学会認定のICLS(Immediate 

Cardiac Life Support™)インストラクターとして6年の指導

経験を積んだ。 

 A総合病院は、B県の3次救急医療を担当し、診療科40

以上、約600床の中核基幹病院である。そのため、原疾

患に合併疾患を有した入院患者が多く、生体侵襲に対す

る生体反応が著しく低下しているという特徴から、急性

機能障害に陥る可能性が高い患者を有している。した

がって、急変時は医師が到着するまでに、早く看護ケア
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チームを結成し、看護ケアを提供することが重要である。

しかし、病棟では医師が常駐しておらず、急変時に来棟

するまでに時間を要する場合がある。このような特殊性

のあるA総合病院では、病院内全職員に救急処置技術を

教育することを目的とし、病院独自の教育機関として

ACLS/JATEC（Advanced Cardiovascular Life Support™/Japan 

Advanced Trauma Evaluation and Care™）部会を設置した。

筆者は、看護部の代表としてOff-JT （Off the Job 

Training）を企画し、看護師が急変した患者に適切に対

応できるために、BLS（Basic life support™）講習会や日

本救急医学会ICLSコースの受講の機会を設け、看護人材

育成を図った。BLS（Basic life support™）講習会は、新

人看護教育として行い、受講後に二次救命処置の学習を

希望する看護師や病棟師長推薦看護師が、ICLSコースを

受講し、ICLSアシスタントインストラクター（以下ICLS

アシスタント看護師と略す）を取得できるようにした。

部会では、ICLSアシスタント看護師の役割として、急変

対応時に学習した知識と技術を活かすこと、および看護

ケアチームのリーダーとして急変時に看護ケアを提供で

きることを期待した。しかし、急変に対応したICLSアシ

スタント看護師からは、ICLSコースを受講しても、看護

ケアを提供することに難しさを感じるといった意見が多

く聞かれた。ICLSコースは、医師及び看護師など医療従

事者に対し、包括的に学習の機会を提供する特徴がある。

特に、医師の治療戦略に学習の中心をおいている。した

がって、ICLSコースの到達目標では満たされない、ICLS

アシスタント看護師に必要な看護ケアに関する知識や技

術が存在しているのではないかと考えた。 

 本研究の取り組みは、ICLSコースで得ることが出来な

かった急変時の看護ケアに必要な知識や技術を明らかに

することである。その支援方法を病院独自の教育機関に

提案することで、ICLSアシスタント看護師がチームメン

バー看護師を指導し、急変時の臨床看護実践を適切に行

うことに寄与できると考えた。 

Ⅱ．研究目的 

 ACLS／JATEC部会で開催したICLSコースの内容を看

護ケアに活かしているか分析する。分析結果から、ICLS

コースの到達目標とは別に、病棟の患者急変時にICLSア

シスタント看護師が看護ケアを提供するうえで必要な項

目を抽出する。 

Ⅲ．研究方法 

1．研究対象 

 A総合病院のICLSアシスタント看護師118名のうち、

急変事例に遭遇し、研究の趣旨、目的、方法を説明して

協力の得られた22名を対象者とした。 

2．研究期間 

 平成21年12月24日から平成22年2月19日である。 

3．データ収集方法 

 患者急変時にICLSアシスタント看護師が行った看護ケ

アに関する情報収集は以下のように行った。 

1）協力の依頼方法 

 ICLSアシスタント看護師に対し、病院内電子メールに

て「ICLS受講後に急変事例の経験があるかないか」を質

問し、経験の有無について自由返信を依頼した。 

2）急変事例の情報収集 

 自由返信にて、急変事例の経験があり、回答に協力が

得られたICLSアシスタント看護師に病院内電子メールま

たは電話で、面接日を調整し、急変時の対処行動につい

て情報収集した。質問内容は、「どのように対処したの

か」、「その事例を経験して、困ったこと、感じたことは

何か」について半構成化面接を行い、面接内容を本人の

許可を得てICレコーダーに録音し、逐語録を作成した。

面接時に対象者の語りが抽象化された場合には、「具体

的にこの場面ではどのように動いたか」と尋ね、具体的

に行動分析できるように追加質問した。 

4．分析方法 

1）ICLSアシスタント看護師の行動分析 

 作成した逐語録を先行研究で明らかになっている表1

の日本救急医学会ICLSコースの到達目標10項目2)（以下、

ICLS到達目標と略す）と照合し、ICLSアシスタント看護

師の急変時の対処行動を記載した。この可視化できた行

動に対し、ICLSインストラクターの視点で筆者からみた

状況判断と評価を［ICLSアシスタントインストラクター

が求められる行動］として記載した。 

 また、「事例を経験して、困ったこと、感じたこと」

についてもICLS到達目標と照合し、筆者の評価を［状況

判断と評価］として記載した。 
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2）ICLSアシスタント看護師に対する行動分析内容の確認 

 面接を行ったICLSアシスタント看護師に、自身がとっ

た急変時の対処行動と作成した行動分析の内容に相違な

いか確認を依頼し、相違があれば修正を行った。 

3）ICLSアシスタント看護師が急変時に必要な看護ケア

内容の抽出 

 上記1）2）の行動分析をした内容をICLSインストラク

ターの視点および先行研究を用いて、ICLSアシスタント

看護師が急変時に求められる看護ケアに必要な内容を抽

出した。抽出した内容のなかでICLS到達目標に含まれて

いない内容の場合、日本救急医学会ICLSコース10項目に

追加が必要な看護ケア内容として抽出した。また、看護

ケア内容の抽出にあたり、信頼性および妥当性を得るた

めに、定期的にスーパービジョンを受けた。 

5．用語の定義 

 本研究において、ICLSコース、ICLSアシスタントイン

ストラクター、ICLSインストラクター、BLS講習会、急

変を以下のように定義する。 

1）ICLSコース 

 医療従事者のための実技実習を中心とした日本救急医

学会認定の蘇生トレーニングコース。心臓血管系の緊急

病態のうち、特に「突然の心停止に対する最初の10分間

の対応と適切なチーム蘇生」を習得することを目標とす

る。 

2）ICLSアシスタントインストラクター 

 ICLSコース（日本救急医学会の主催ICLSコースまたは

認定ICLSコース）を受講終了した医療従事者。役割とし

ては、突然の心停止に対する最初の10分間の処置を重要

視した技術習得と、実際に居合わせた人や応援に駆けつ

けた人々と協力してチーム蘇生ができることを目指す。 

3）ICLSインストラクター 

 ICLSアシスタントインストラクターとして、ICLSコー

スで5回の指導経験が積む、または、ICLSコースで2回の

指導経験を積み、かつ日本救急医学会のICLS指導者養成

ワークショップ（または日本循環器学会のインストラク

ターコース）を修了した医療従事者。役割としては、

ICLSを基礎技術とした上での成人教育指導法を習得し、

指導的立場で行動できるようになることを目指す。 

4）BLS講習会 

 A病院の組織であるACLS／JATEC部会が主催する実技

実習を中心とした一次救命処置を学習するための病院独

自の病院内講習会。医療従事者を対象として、病院内独

自に成人の一次救命処置とAEDやBVMの使用方法を3時

間で学習する。チーム蘇生でメンバーとして行動できる

ことを目指す。 

5）急変 

 あらゆる健康状態において、事前に予測が出来なかっ

た生命に危機を及ぼす急激な変化を生じた状態。 

6．倫理的配慮 

 研究開始前にA総合病院の院長・看護部長および研究

協力者に対し、対象者の研究への参加は本人の自由意思

によって行うこと、急変事例については守秘義務を負う

こと、個人が特定できるような情報は記号化して表記す

ること、研究中申し出があればいつでも研究の参加を中

止することができ、中止以後の看護業務に影響を及ぼさ

ないこと、面接時間は業務に支障をきたさないように十

分に配慮し行うことなどを書面および口頭にて説明し、

協力の同意を文書で得た。 

表1 日本救急医学会ICLSコース到達目標10項目 

1. 蘇生を始める必要性を判断でき、行動に移すことができる 

2. BLS(一次救命処置)に習熟する 

3. AED(自動体外式除細動器)を安全に操作できる 

4. 心停止時の4つの心電図波形を診断できる 

5. 除細動の適応を判断できる 

6. 電気ショックを安全かつ確実に行なうことができる 

7. 状況と自分の技能に応じた気道管理法を選択し実施できる 

8. 気道が確実に確保できているかどうかを判断できる 

9. 状況に応じて適切な薬剤を適切な方法で投与できる 

10. 治療可能な心停止の原因を知り、原因検索を行動にできる 

石見拓，小林正直，杉浦立直他：ICLSコースの概略，ICLSコースガイドブック，2版；12-17，羊土社，2007.より引用 
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 情報の管理では、面接を録音したICレコーダー内容は、

直ちに専用メモリーに保存し、専用メモリーからおこし

た逐語録は鍵のかかる保管庫に収納する。研究修了後に、

ICレコーダー及び、専用メモリーの内容は初期化して消

去し、逐語録化した記録物は裁断して破棄する。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倫理

審査部会の承認を得た（承認番号21-A006）。 

Ⅳ．結果 

1．ICLSアシスタント看護師の急変事例収集 

 ICLSアシスタント看護師118名の中で、急変事例に遭

遇したことがあったのは54名で、その中で協力が得られ

たのは22名であった。22名に面接し、23の急変事例を収

集した。面接時間は一人平均39.9分であった。 

2．急変事例に対する行動分析とその評価 

 22名のICLSアシスタント看護師の急変時の対処行動と

その行動に対する分析過程の一部抜粋を表2に示す。「医

師が来るのが遅いなと思ったのでA看護師に『先生が遅

いみたいだけど、今日は誰が当番（当直医）だった？』

と聞いた」の行動経過項目に対して、「まず早期にACLS

が施行できるよう、『当直医と当直師長に急変ですので

すぐ来て下さい』と連絡を入れて、医療チーム結成のた

めの行動をとる」のように、ICLSコース受講後であれば

どのように行動するとよいかを記載した。その行動の評

価を「リーダー看護師の指示が理解できていなかったの

で、今後、夜間･休日の緊急時の医師連絡は、まず当直

医であることを病棟看護師に指導するのが望ましい。」

のようにICLSインストラクターの視点で記載した。 

 また、［事例を経験して、困ったこと、感じたこと］

については左最下段に示した。「急変時に医師を呼ぶよ

うに言ったことが、自分は当たり前と思って、2年目の

看護師に依頼したことが、結局は通じていなかった」の

内容に対して、「チームメンバー看護師に依頼をする時

は、具体的に伝えること、そして復唱させることを指導

する必要がある」のように［状況判断と評価］に評価を

ICLSインストラクターの視点で記載した。 

3．ICLSアシスタント看護師の急変事例における行動分

析から得られた内容の分類 

 22名の行動分析から、ICLS到達目標に関連するものと

して、「ICLSの知識技術を知っていることや体験するこ

とは大切だ」、「研修を通して訓練することは、看護実践

で体を動かすことができる」、「当時は、こんなものを覚

えてどうかと思ったが、いまだに覚えている。知ってい

て損はなかった」、「ICLSを受けたことで、知識技術の必

要性やチームで協力するという必要性が理解できた」、

「医師の指示に対し看護師が行動することを考えてみる

と、他人の動きを見て、自分の動きを考えて行動してい

くシミュレーションの教育が必要だと思った」、「ICLSを 

 

表2 分析過程 ～一部抜粋～ 

事例発生時の看護師の行動経過項目 ICLSアシスタント看護師が求められる行動 

医師が来るのが遅いなと思ったのでA看護師に「先生が

遅いみたいだけど、今日は誰が当番（当直医）だっ

た？」と聞いた。A看護師は「主治医に連絡しました」

と言った。私はえっと思って「先生と言っても主治医は

時間がかかることない？」と言った。すると、A看護師

はすぐに、はっと思い出したように「当直医の先生を呼

びます」と気がついて言った。 

＊まず早期にACLSが施行できるよう、「当直医と当直師長に

急変ですのですぐ来て下さい」と連絡を入れて、医療チーム

結成のための行動をとる。 

［評価］リーダー看護師の指示が理解できていなかったので、

今後、夜間･休日の緊急時の医師連絡は、まず当直医であるこ

とを病棟看護師に指導するのが望ましい。また、他のICLSア

シスタントインストラクターにこのような事例があることを

伝達し、事例共有を図ることが望ましい。 

事例を経験して、困ったこと、感じたこと 状況判断と評価 

1. 私が、2年目の看護師に対し、医師を呼ぶように言っ

たことが、2年目の看護師にとっては当直医のことを指

しているとは思っていなかった。 

2. （救急蘇生を）私ひとりで行ったので、それ以外の

ことを2年目の看護師にやってもらい負担があったと思

うので、3人いればよかったと思った。 

＊チームメンバー看護師に依頼をする時は、具体的に伝える

こと、そして復唱させることを指導する必要がある。 

 

＊夜間帯での応援要請を依頼する手段を指導する必要があ

る。 

                        ※アンダーラインは改善が必要な内容 
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受講してすぐだったので、周りを見て、こっちを先にや

らないといけないなとか考えて動けたと思う」、「病棟で

は1年に1回くらいしか急変に遭遇しないが、ICLSの講習

を受講した後だったので、まだ焦らず行動できた」など

があった。 

 次に、行動分析で得られた内容から、ICLS到達目標10

項目に含まれていない内容を取り出して類似している内

容ごとに集約した。表2に示した[事例発生時の看護師の

行動経過項目]と[事例を経験して、困ったこと、感じた

こと]に含まれる内容を併せて、表3-1、表3-2、表3-3の

[ICLSアシスタント看護師から得られた内容]にまとめた。

これらの作業を23急変事例について行った結果、101内

容が得られた。101内容の類似性をまとめた結果、表3-1、

表3-2、表3-3の右側に示した9分類になった。その9分類

をさらに共通性を検討した結果、日本救急医学会ICLS

コース10項目に追加が必要な看護ケア内容として小分類

を伴う2大分類と小分類のない5分類とにまとめることが

できた。その分類を行った根拠は、表3-1、表3-2、表3-

3の[ICLSコース10項目に追加が必要な看護ケア内容であ

る根拠]として記載した。 

 以下に【 】を病棟の患者急変時にICLSアシスタント

看護師が看護ケアを提供するために必要な項目、＜ ＞

を小分類として示し、その内容を説明する。 

 【チームマネジメントができる】は、2つの小分類が

含まれていた。その内容は、無言で行動している、臨床

現場でのリーダーシップを忘れていたなどより＜看護ケ

アチームのマネジメントができる＞、医師指示はチーム

全体にでている、指示が一度にくるため優先順位がわか

らないなどより＜医療チーム内で医師との連携を図り、

メンバー看護師のマネジメントができる＞が抽出された。

【急変を予防するための知識を習得し、看護ケアの展開

ができる】は、2つの小分類が含まれていた。下顎様の

呼吸をしていたが息はしていると判断した、5～10分後

に意識レベルが低下していたなどより＜急変の兆候（キ

ラーシンプトム）を察知する方法を習得する＞、観察や

フィジカルアセスメントの学習がしたい、血圧低下の前

にチアノーゼが出ている情報を把握していたなどより＜

観察やデータなどの情報から生体をとらえ、看護ケアに

活かす方法を習得する＞が抽出された。 

 小分類のない項目は、以下の項目であった。【チーム

メンバー看護師の育成ができる】は、新卒看護師と別担

当の看護師を一緒に組ませてしまったことや、急変はあ

まりないので経験させようにも全支援になってしまうな

どより抽出された。【急変の状況に応じた環境調整がで

きる】は、部屋の調整と師長への報告を依頼しているこ

とや、ベッド周囲の環境を整えているなどより抽出され

た。【家族ケアのための危機理論の理解、急変時の倫理

観を養う】は、死の受け入れを理解できるような関わり

が大切であると感じたことや、親への対応が出来なかっ

たことが残念であったなどより抽出された。【急変事例

カンファレンスの開催ができる】は、当直医を呼ぶよう

に伝えたことが主治医であったなどより抽出された。

【ICLSアシスタントインストラクター補完講習会へ参画

できる】は、手順通りに動こうと思っても記憶が薄れて

動けないことや、急変に遭遇しないと忘れていくなどよ

り抽出された。 

Ⅴ．考察 

 最初に、ICLSコースを看護師が受講する利点と課題を

考察する。その上で、ICLS到達目標とは別に抽出された

追加項目が、ICLSアシスタント看護師独自に学習すべき

内容であるかについて考察する。 

 「ICLSの知識技術を知っていることや体験することは

大切」、「研修を通して訓練することが、看護実践で体を

動かせる」、「周りを見て、こっちを先にやらないといけ

ないなとか考えて動けた」という言動から、ICLSコース

の受講は看護師にとって必要であると考えられた。二次

救命処置では医療チームリーダーは医師であり、その診

療の補助を看護師が行うという現状がある。しかし、

「医師の指示に対し看護師が行動すること」、「人の動き

を見て、自分の動きを考えて行動していくシミュレー

ションの教育が必要」という言動から、チーム内でメン

バー看護師が効果的に行動できるには、メンバー看護師

同士がお互いの動きを考えながら行動する必要性があり、

医師とは別の行動が存在していると考えられた。 

 ICLSコースは、医師及び看護師など医療従事者に対し、

包括的に学習の機会を提供する特徴がある。ゆえに、二

次救命処置として医療チームを結成した際に効果的に

チーム行動をとることができるよう育成される。しかし、

急変に対応したICLSアシスタント看護師からは、ICLS 
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表3-1 日本救急医学会ICLSコース10項目に追加が必要な看護ケア内容（項目1～2） 

項目 
ICLSアシスタント看護師から 

得られた内容 
ICLSコース10項目に追加が必要な看護ケア内容である根拠 

追加項目 

小分類 分類 

1-1 1.無言で自分が知っているこ

とをやるとかになっている。 

2.蘇生現場でのリーダーシッ

プは研修で受けていても、ど

のように臨床現場でいかして

いくかは、現場では忘れてい

た感じです。 

他、8個の情報を抽出。 

臨床上、看護師は急変の兆候を察知し、急変を覚知する確率

が一番高い。そのため、急変事例が発生した直後より、医師

が来るまでは即席で看護ケアチームを結成し、対応が求めら

れる。即席であるため、チーム内で、経験の差や知識技術の

差が生じる。チームダイナミクスが最大限発揮されるよう、

リーダー看護師が必要となる。リーダー看護師は、その場面

でのケアの優先順位、メンバー看護師の役割遂行能力に応じ

た役割分担、看護人材育成の視点を持ち、マネジメントする

ことが求められる。情報では、初動対応としてのマネジメン

トができていないことが推察された。 

看
護
ケ
ア
チ
ー
ム
の 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
で
き
る 

チ
ー
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
で
き
る 

1-2 1．医師は誰にという指示が出

るわけでなく、全体に患者の

前で誰かが聞いてくれるとい

う感じで言われる。  

2．医師の指示が一度にくるの

で、どの優先順位が高いの

か、その判断をしなければな

らない。  

他、31個の情報を抽出。 

看護師は、医師が到着すると医療チームの一員として行動す

ることになる。しかし、医師は、立場の違いから医療チーム

メンバーの看護師個々の能力が把握できない。さらに、医師

指示はほとんどがチーム内の看護師全般に向けて発せられる

ため、チームとして一貫した行動がとれていない。また、

AHAは「特にアカデミックな教育病院では、看護師は蘇生行

為のときに数知れないほどの医療事故を防止している」と述

べ3)、看護師の存在価値を示唆している。患者に害を与えな

いという救急医療の鉄則から言えば、医療チーム内で医師・

看護師の連携が求められると考えられる。しかし、情報から

は連携が効果的に出来ていない状況が推察された。 

医
療
チ
ー
ム
内
で
医
師
と
の
連
携
を
図
り
、 

メ
ン
バ
ー
看
護
師
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
で
き
る

2-1 1.患者の呼吸は下顎様の呼吸

をしていた。私はとりあえ

ず、変な呼吸をしていたので

息はしているなと判断した。 

2.転棟のため、5～10分ほど患

者のベッドサイドから離れた

とき、患者の意識レベルが低

下していると報告を受けた。 

他、6個の情報を抽出。 

急変の兆候（キラーシンプトム）の察知は、ICLSコースで

は学習範囲外である。Scheinらは、161±26時間で入院中認

められた心停止64名のうち、54名（84％）が心停止に至る8

時間以内に、臨床上悪化または、新たな兆候を生じていたと

報告している4)。しかし情報から、看護師はその急変の兆候

を察知するための情報収集能力やアセスメント能力に不安を

抱え、能力向上のための支援を必要としていた。急変の兆候

を察知するための情報収集能力やアセスメント能力を育成す

るためには、臨床実践場面での事例学習の方がより実体験と

して学習できると考えられる。看護師は、急変の対応と同時

に、急変の予防が重要な知識であることが推察された。 

急
変
の
兆
候
（
キ
ラ
ー
シ
ン
プ
ト
ム
）
を

察
知
す
る
方
法
を
習
得
す
る 

急
変
を
予
防
す
る
た
め
の
知
識
を
習
得
し
、
看
護
ケ
ア
の
展
開
が
で
き
る 

2-2 1.フィジカルアセスメントと

か記録の方法などが整理して

できないので、観察とか予測

することも含めて学びたい。 

2.夜勤帯からチアノーゼが出

ていた情報を得ていた。私は

気になっていたので、早めに

見に訪室したら全身が紫色を

呈しており、血圧が60mmHg台

であった。 

Franklinらは、看護師か医師が心臓停止の6時間以内に患者の

容体の悪化を記録していたが、その中で、看護師が患者の精

神状態の悪化について医師に報告できていないことを指摘し

ている5)。また、AHAにおいても、「ある研究によると、入院

患者の心肺停止では全体の80％近くで実際の心停止8時間前

までに異常なバイタルサインが記録された」と述べている
6)。情報から観察はできていても、生体反応としてアセスメ

ントされていることが少ないようである。結果として、医師

への異常の報告が遅れ、患者の生活を害する可能性がある。

異常な情報を読み取り早期に医師へ報告することは、急変の

予防につながるため、観察やデータなどの情報から生体をと

らえ、看護ケアに活かすことが求められる。 

観
察
や
デ
ー
タ
な
ど
の
情
報
か
ら
生
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ら
え
、 

看
護
ケ
ア
に
活
か
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を
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得
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表3-2 日本救急医学会ICLSコース10項目に追加が必要な看護ケア内容（項目3～5） 

項目 
ICLSアシスタント看護師から 

得られた内容 
ICLSコース10項目に追加が必要な看護ケア内容である根拠 

追加項目 

小分類 分類 

3 1. 私が、2年目の看護師に対

し、医師を呼ぶように言った

ことが、2年目の看護師にとっ

ては当直医のことを指してい

るとは思っていなかった。 

2.気管挿管の指示がでたの

で、新卒看護師に介助を経験

させるために、別担当の看護

師に一緒に介助するように指

示した。 

3. 急変はあまりないことなの

で、ICLSを受講していない看

護師には、経験させて育成す

ることも必要と思い、見守っ

ていたのですが、手が出ない

ようだったので結局全部介入

した。 

他、3個の情報を抽出。 

病棟における急変事例の経験は特に少ない。これは、実践知

としての学習が困難であることを示している。さらに、急変

時は生命危機に陥っている状況があるため、危機回避のため

悠長な行動は行えず、Off-JTとしての看護人材育成は困難で

ある。しかし、BLS講習会としては、個の知識技術に重点を

置いているため、チームケアとして行動することを育成して

いない。このような状況の中でリーダー看護師は、急変事例

発生場面でのメンバー看護師の育成方法を学習することで、

貴重な経験を次回の看護ケアに活かせるよう指導できること

が必要である。また、急変事例は全てが蘇生できるものでは

ないため、心理的なダメージが大きい。AHAは、蘇生行為を

行った救助者の心理として「蘇生行為が成功しなかった場合

には、強い心理反応を引き起こし、さまざまな程度の心理反

応と身体徴候を生じる。特に、罪の意識、不安、失敗したと

いう感情を持っている」と述べている7)。このように、今後

の急変時対応に不安を抱き対応ができなくなるなど、看護ケ

アの質の低下につながる可能性がある。以上より、ICLSア

シスタント看護師はメンバー看護師の急変時対応の現場育成

と同時に心的サポート（悲観的感情の配慮）を実施できるこ

とが求められる。 

チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
看
護
師
の
育
成
が
で
き
る 

4 1.私は今後重症部屋を使用す

る可能性があると判断したた

め、集まってきた看護師に部

屋の調整と、師長への報告を

依頼した。 

2.挿管する可能性があり、

ベッド周囲環境を整えた。 

他、2個の情報を抽出。 

病棟の4床部屋などで急変が生じると、狭いベッド周囲では

ケア行動がとりづらい点や、患者につながっているチューブ

類・コード類を引っかけ外してしまうことなど、安全面に影

響し、患者に害になる可能性がある。医師が治療環境を整え

るように依頼することは、蘇生後であったり、その途中で気

がついたときであったりで、前もって指示が出るわけではな

い。よって、ICLSアシスタント看護師は、患者の治療を受

ける安全や適切な治療環境を確保するため、急変の状況に応

じた環境調整ができる必要がある。 

急
変
の
状
況
に
応
じ
た 

環
境
調
整
が
で
き
る 

5 

 

1.死の受け入れは説明しても

納得していくものではなく、

理解していくように関わるこ

とが大切だ。 

2.DNRでも、必死に蘇生する

必要があるのかと思った。

DNRの人は何もしないと今ま

で思っていた。 

3．児は社会復帰しましたが、

親への対応が出来なかったこ

とが残念と思った。 

他、5個の情報を抽出。 

急変は、患者はもちろん家族にとっても予期せぬ事態が急激

に生じ、場合によって生命危機的状況に陥る可能性がある。

そして、危機的な状況が発生した段階から精神・身体面の再

構築が開始される。しかし、正常な再構築過程をたどること

ができないと身体的や精神的な障害が遅延したり、発生した

りする。また、看護師はCPRを実施する場面において患者の

状況からCPRに対し躊躇する場面が見受けられている。躊躇

することは、患者の生活に障害を与える可能性がある。

DNARの意味や、急変時の看護師の役割を考えつつ、急変時

に必要な倫理観を養うことが求められると考えられる。

ICLSコースでは家族支援の重要性は伝えられても、危機理

論や倫理観に対する育成は実施できていない。したがって、

ICLSアシスタント看護師はリーダー看護師として適切な家

族支援ができるよう危機理論を理解すること、急変時の倫理

観を養うことが求められる。 

家
族
ケ
ア
の
た
め
の
危
機
理
論
の
理
解
、 

急
変
時
の
倫
理
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を
養
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コース受講後も看護ケアを提供するうえで難しさがある

といった意見が聞かれたことから、ICLSアシスタント看

護師が臨床看護実践における急変場面の対応に困難を来

していると考えられた。その理由として、ICLSコースの

学習内容が、医師の治療戦略を中心に構成されているた

めと考えられた。 

 今回、ICLSアシスタント看護師が経験した23急変事例

より101の看護に独自な内容が得られた。さらに、101内

容について類似性および共通性を検討した結果、追加項

目として小分類を伴う2大分類と小分類のない5分類とに

まとめることができた。この項目は、ICLSアシスタント

看護師が臨床看護実践の急変場面において、対応困難を

きたした実践場面から得た情報の分析により抽出された

ものである。したがって、ICLSコースで学習する到達目

標以外にICLSアシスタント看護師が独自に学習すべき内

容であると考えられた。 

 ICLSコースの到達目標だけでは、看護師は効果的に医

療チーム内で行動することが困難である。しかし、今回

抽出した追加項目をICLSコースと共に学習することによ

り、病棟で患者の急変時に効果的な看護ケアチームを組

織することが可能になると考えられた。 

 追加項目を看護ケアとして実践するためには、学習す

る機会を提供することが必要である。この項目内容は直

接患者看護ケアに影響を与えるため、病院組織の責任下

で支援するシステム作りが必要であると考えられる。A

総合病院では、病院独自の教育機関としてACLS/JATEC

部会を設置している。そのため、部会が企画運営する講

習会として開催することによって、ICLSを看護ケアとし

てより実践化し、看護ケアチームおよび医療チームとし

ての行動が可能となると考えられる。ICLSアシスタント

看護師は、医師と共にICLSコースを学習し、さらに追加

項目を到達目標とした講習会に参加し学習することで、

病棟で患者の急変時に効果的な看護ケアチームを組織す

ることが可能になり、ICLSの質を保証するものにつなが

表3-3 日本救急医学会ICLSコース10項目に追加が必要な看護ケア内容（項目6～7） 

項目 
ICLSアシスタント看護師から 

得られた内容 
ICLSコース10項目に追加が必要な看護ケア内容である根拠 

追加項目 

小分類 分類 

6 

 

1.医師が来るのが遅いなと

思ったのでA看護師に「先生が

遅いみたいだけど、今日は誰

が当番（当直医）だった？」

と聞いた。A看護師は「主治医

に連絡しました」と言った。

私は「主治医は時間がかかる

ことない？」と言った。する

とA看護師は、「当直医の先生

を呼びます」と気がついて

言った。 

他、11個の情報を抽出。 

情報収集内容からも急変事例は多様性があり、一貫していな

い。疾患によって患者層が分かれて入院しているため、病棟

ごとの特殊性がある。同様の急変事例は他病棟や同一の病棟

で複数回発生する可能性もある。急変事例カンファレンス

は、急変事例に遭遇した看護師の行動を可視化したのち、日

本救急医学会ICLSコース到達目標10項目を基準に行動を分

析し、改善点を明示することによって看護ケア行動の改善を

図ることにつながる8)。また、ICLSアシスタント看護師が企

画運営することで、ICLSアシスタント看護師自身の成長に

もつながることがわかっている9)。よって、各部署のICLSア

シスタント看護師が急変事例カンファレンスの開催意義を理

解し、急変事例が発生した際は、ACLS/JATEC部会に報告

し、自部署での急変事例カンファレンス開催に向けて協力で

きることが求められる。 

急
変
事
例
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
開
催
が
で
き
る 

7 

 

1.医師から薬剤の指示があっ

たが、その薬の知識がなくて

困った。 

2.マニュアル通りには動けな

い。アルゴリズムの通りに動

こうと思っても，記憶がどん

どん薄れてしまいます。 

3.ICLS受けても、やっぱり急

変とかに当たらないと忘れて

しまう。 

他、15個の情報を抽出。 

ICLSアシスタント看護師は、ICLSコースが急変時対応の治

療方法を学ぶのに、非常によい学習会であることを理解して

いる。しかし、看護師が医師の治療を理解するにはよいが、

医療チームでどのように看護師が行動するかについての学習

内容は不足している状態であった。またICLSアシスタント

看護師は、ICLSコース受講後の継続的な学習を求めている

現状があるが、教える立場として行動できれば継続的な学習

につながると考えられる。今回得られた追加項目7項目を学

習し、その後指導する立場として継続参加することで知識の

継続につながると考えられるため、補完講習会に参画できる

ことが求められる。 

IC
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S

ア
シ
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ると考えられる。 

Ⅵ．今後の課題 

 今回の成果を踏まえ、病棟で患者の急変時に効果的な

看護ケアチームを組織し、救急看護ケアを実践する方法

は、日本救急医学会ICLSコース10項目に追加が必要な看

護ケア内容を到達目標とした講習会を開催することであ

ると考える。さらに、講習会を開催後、ICLSアシスタン

ト看護師の急変事例対応がどのように変化したのかを内

省することで、追加項目の妥当性を検討する必要がある

と考える。今後、日本救急医学会ICLSコース10項目に追

加が必要な看護ケア内容をACLS/JATEC部会に提示し、

妥当性を検討していくことが求められる。 

 また日本救急医学会ICLSコース10項目に追加が必要な

看護ケア内容は、ICLSアシスタント看護師が急変場面の

対応において困難と感じた内容や印象に残る実践事例よ

り抽出している。そのため、ICLSコースで学習する到達

目標以外にICLSアシスタント看護師が独自に学習すべき

内容であると考えられるが、医師など医療チームメン

バーが共有する内容である可能性もある。さらに今後、

今回抽出した項目7項目が看護師独自に学習すべき内容

であるか妥当性を検討していく必要があると考える。 
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Nursing Care for Patients with Sudden Condition Change Executed 
by ICLS Assistant Instructor 

 

Masanari Kawai1), Michiko Konishi2) 

 

1) Department of Nursing, School of Health Sciences, Gifu University of Medical Science 

2) Management in Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

It is anticipated that nurses attending the ICLS lectures will be able to assimilate the knowledge and skills attained in 
their studies in order to more effectively address sudden patient changes and better fulfill their duties in providing 
emergency care for the patient.  Toward this end, it is important to support Off-JT(Off the job training) learning content 
arising from clinical nursing situations so that the nurse is able to more effectively utilize information in order to address 
the rare instance of sudden onset emergency change within the patient.  The goal of this research is to facilitate the 
knowledge acquisition of the ICLS assistant instructor so that he is able to adequately determine the individual skills and 
abilities of the nurse and propose methods of supporting the student in more effectively assimilating information, the 
outcome of which is the enabling of the assistant instructor to efficiently develop training methods to meet these needs.  

The 22 participants in this study were nurses of ICLS assistant instructors at “A” General hospital of the third 
emergency medical system. Information about nursing care in the course of sudden change events and documented analysis 
including the viewpoint of the writer about action on care of sudden changes are included.  

As a result, although not contained within the ICLS course, the following seven supplemental areas considered 
necessary in focusing on sudden changes in patient care will be addressed. (1) Making team management possible, (2) 
assimilating knowledge necessary to prevent sudden changes and be able to adapt nursing care accordingly, (3) nurturing 
team member nurses, (4) adapting to sudden changes and adjust the environment accordingly, (5) understanding crisis 
theory for family care and personally nurture the understanding of the ethics of emergency care, (6) facilitating meetings on 
emergency care situations encountered, (7) leading and participating in ICLS assistant instructor supplemental training 
courses. 

Because these seven supplemental concepts arise from information attained in the course of emergency care 
provided by ICLS assistant instructors, the objective is that they go beyond reaching the goals of the ICLS course by 
enabling the nursing care provider to assimilate this knowledge on an individual basis. 
 

Keywords: Emergency nursing care, ICLS assistant instructor nurses, Human resource development in Nursing 
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〔研究報告〕 
A県における終末期がん患者在宅療養支援体制の課題 

 

奥村 美奈子 

 

Issues of Home Care Support System for Terminal Cancer Patients in A Prefecture 
 

Minako Okumura 

 

 

要旨 

 本研究の目的は、A県の終末期がん患者の在宅療養支援において看護職が捉えている課題を明らかにし、終末期が

ん患者の在宅療養支援体制整備に向けた対策のあり方を検討することである。まず、A県の訪問看護ステーションに

対する質問紙調査を実施し、終末期がん患者の在宅療養および在宅での看取りに関わる訪問看護ステーションの現

状と支援上の課題を明らかにした。次いで、病棟・外来・退院支援部門に所属する看護職に面接調査を実施し、終

末期がん患者の在宅移行の課題を明らかにした。 

 訪問看護ステーションの調査では、79事業所に質問紙を郵送し、27事業所より回答が得られ、回答率は34.2％で

あった。分析の結果、がん患者の支援における課題は【在宅介護に伴う家族の心身の負担や経済的負担】【在宅緩和

ケアや看取りを担う診療所の不足】【訪問看護における支援上の困難さ】【訪問看護の導入時期の遅れ】を含む11項

目が、整備すべき社会資源としては【がん患者の在宅療養を支援できる診療所の増加】【麻薬を取り扱う薬局の増加

と情報提供】【経済的負担軽減を目的とした手続きの迅速化や助成制度の充実】を含む8項目が見出された。医療機

関の看護職への調査は9名に対して面接調査を実施した。分析の結果、【在宅療養に伴う患者・家族の不安やストレ

ス】【終末期における積極的治療の実施・選択】を含む8項目が見出された。 

 今回の調査結果から、A県において終末期がん患者の在宅療養支援体制を整備していく上で、在宅療養への移行や

継続に伴う患者や家族の不安や負担への支援、在宅療養支援診療所や訪問看護ステーションの充実、医療機関にお

ける円滑な在宅移行に向けた取り組み、がん特有の症状を捉えた支援の充実、地域住民に向けた在宅療養に関する

啓発、といった5つの視点が重要であると考える。 

 

キーワード：終末期がん患者、在宅療養、支援体制整備 

 

Ⅰ．はじめに 

 わが国では、従来のがん政策を強化する目的で2007年

4月から「がん対策基本法」が施行され、この法律に基

づく基本計画において、がん患者の意向を踏まえ、住み

慣れた家庭や地域で療養を選択できるよう在宅医療の充

実を図ることが明記された。一方、在宅支援体制の整備

については、高齢者や脳血管疾患患者をはじめ、症状の

変化や進行が比較的緩慢な経過を辿る人々を対象に進め

られて来たため、病状の進行が早く多様な身体症状を呈

する終末期がん患者に十分対応できる体制とは言えない。

2004年に実施された終末期ケアに関する全国調査におい

て66％の国民が自宅で最期まで療養することを困難と回

答している結果は1)、終末期がん患者の在宅療養体制に

多くの課題があることを示唆している。 

こうした社会状況を背景に、各地域において終末期が

ん患者の在宅支援体制整備が求められており、先駆的な
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取り組み事例が報告されつつある2～3)。しかし、地域の

社会資源の整備状況等、体制整備をする上で基盤となる

諸条件は地域によって異なるため、各地域では実状に応

じた方策を模索している段階にある。A県においても

「がん対策基本法」の施行を受け、2008年にがん対策推

進計画を策定し、終末期がん患者の在宅療養支援体制整

備に向け着手したところである。一方、がん患者の在宅

療養支援体制整備を推進する為には、がん患者の支援上

の課題を明らかにすることは重要であり、とりわけ患者

や家族への支援に従事している看護職が捉えている課題

の明確化は不可欠であると考える。しかし、A県におい

てはこうした視点からの報告はなされていない。 

本研究の目的は、A県の終末期がん患者の在宅療養支

援において看護職が捉えている課題を明らかにし、終末

期がん患者の在宅療養支援体制整備に向けた対策の在り

方を検討することである。 

Ⅱ．方法 

1．調査方法 

1）訪問看護師が捉えた終末期がん患者の在宅療養上の

困難や問題・課題と整備すべき社会資源 

（1）調査対象 

 A県介護サービス情報公開システムに掲載されている

訪問看護ステーション80事業所のうち調査依頼時点で営

業している79事業所。 

（2）調査方法および調査期間 

 郵送法による質問紙調査とする。各訪問看護ステー

ション所長宛てに調査依頼文とともにA4判2枚の質問紙

を郵送し、同封した返信用封筒で研究者に返信を求める。

調査期間は2008年8月から10月とする。 

 主な調査項目は、①訪問看護ステーションの概要、②

がん患者の看取りの状況、③がん患者の訪問看護を通じ

て、終末期がん患者の在宅療養上の困難や問題・課題と

感じていること、④終末期がん患者の在宅療養支援にお

いて整備すべき社会資源、である。 

2）病院看護職が捉えた終末期がん患者の在宅移行を困

難とさせる要因 

（1）調査対象 

 A県下にあるがん診療連携拠点病院のうち3施設で、①

がん患者が多く入院する病棟、②がん患者が多く通院す

る外来、③地域との連携部門に所属する看護職、各施

設・各部門1名の計9名。職位については研究者から提示

せず、施設からの推薦に応じる。 

（2）調査方法 

 半構成質問紙を用いた自由回答法による面接法。面接

は基本属性の確認とともに、主な内容として、終末期が

ん患者に対する在宅移行支援の状況、支援を通じて感じ

たこと、困難・問題・課題等である。調査期間は2008年

9月から2009年2月である。 

2．分析方法 

 「訪問看護師が捉えた終末期がん患者の在宅療養上の

困難や問題・課題と整備すべき社会資源」の調査項目①

②については質問項目毎の件数を集計する。「病院看護

職が捉えた終末期がん患者の在宅移行を困難とさせる要

因」調査の基本属性については項目に沿って整理する。

「訪問看護師が捉えた終末期がん患者の在宅療養上の困

難や問題・課題と整備すべき社会資源」の自由記述につ

いては、意味内容を損ねないように整理し、内容の類似

性に基づいて分類しサブカテゴリー、更にまとめられる

ものをカテゴリーとする。「病院看護職が捉えた終末期

がん患者の在宅移行を困難とさせる要因」調査の自由回

答については、逐語録から終末期がん患者の在宅移行を

困難とさせる要因について語られている部分を抜き出し、

内容が損なわれないように整理した後、内容の類似性に

基づいて分類しカテゴリーとする。また、分析過程は、

質的研究の経験豊富な研究者にスーパーバイズを受けな

がら進める。 

なお、本文ではカテゴリーを【 】で示す。 

3．倫理的配慮 

 本研究は岐阜県立看護大学大学院研究科論文倫理審査

部会の承認を得て実施した（承認番号20-A-012-2）。訪

問看護師に対しては、研究の趣旨、匿名性確保、情報管

理の厳守、研究協力に関する自由意思の保障を明示した

文書を質問紙とともに郵送し、回答の返送をもって研究

協力の同意とする。病院看護職に対しては、病院管理者

に研究の趣旨および匿名性確保、情報管理の厳守、研究

協力に関する自由意思の保障に関する文書を郵送し、研

究協力者の推薦を得る。推薦された看護職への面接に際

し、文書を用いて研究の趣旨、匿名性確保、情報管理の

厳守、研究協力に関する自由意思の保障を説明し、同意
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を得られた場合は同意文書に署名を得る。 

Ⅲ．結果 

1．訪問看護師が捉えた終末期がん患者の在宅療養上の

困難や問題・課題と整備すべき社会資源 

 79事業所の内27事業所から回答が得られ、回答率は

34.2％であった。 

1）ステーションの概要 

 1事業所に勤務している看護師数は、3から5名が17か

所、6から10名が9か所、11名以上が1か所であった。ま

た、24時間訪問看護加算の登録をしているのは20か所、

登録していないは6か所、未記入は1か所であった。 

 2005年から2007年の3年間におけるがん患者の看取り

件数については、3年間を通じて1から5件と回答した事

業所が最も多かった。また、看取りを行わなかった事業

所がある一方、年間20件以上の看取りを行っている施設

も2か所あった（表1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）終末期がん患者の訪問看護を通じて困難や問題・課

題と感じていること 

 記述数は72記述で回答施設数は26施設、記述は【在宅

介護に伴う家族の心身の負担や経済的負担】【在宅療養

の継続に関わる問題】【在宅療養の開始の意思決定に関

わる問題】【訪問看護における支援上の困難さ】【診療所

医師の体制や連携の困難さ】【在宅緩和ケアや看取りを

担う診療所の不足】【訪問看護制度の不備や訪問看護ス

テーションのスタッフ数や質の不足】【訪問看護の導入

時期の遅れ】【利用者に対するヘルパーの対応能力不足】

【緊急時の病院との連携体制の未整備】【医療材料の確保

の困難さ】の11のカテゴリーに分類された(表2）。 

3）終末期がん患者の在宅療養支援において整備すべき

社会資源 

 記述数は40記述で回答施設数は26施設であった。記述

は【経済的負担軽減を目的とした手続きの迅速化や助成

制度の充実】【患者の病状に適したケアを可能とする制

度や施設の充実】【訪問看護制度の改善と24時間対応の

訪問看護ステーションの充実】【がん患者が利用できる

短期入院・入所施設・デイサービスの増加】【麻薬を取

り扱う薬局の増加と情報提供】【がん患者の在宅療養を

支援できる診療所の増加】【在宅療養支援をコーディ

ネートする人材の育成と充実】【がん患者の在宅療養支

援を目的とした地域啓発やボランティアの育成】の8つ

のカテゴリーに分類された（表3）。 

2．病院看護職が捉えた終末期がん患者の在宅移行を困

難とさせる要因 

 面接対象者が所属する医療機関はいずれもがん診療連

携拠点病院で、病床数は600床前後であった。 

1）面接対象者の基本属性 

 看護職としての経験年数は11年から45年、所属部署の

経験年数は1年半から11年であった。職位はスタッフ看

護師3名、副師長・主査・主任4名、師長2名であった

（表4）。 

2）終末期がん患者の在宅療養移行を困難にしている要因 

 記述数は45記述で、【在宅療養に伴う患者・家族の不

安やストレス】【終末期における積極的治療の実施・選

択】【主治医が病状や今後の見通しを適切な時期に説明

しない】【がん患者の在宅療養に対する主治医の意識の

低さ】【患者がかかりつけ医をもたない】【終末期がん患

者の在宅療養に対応できる診療所医師の不足】【青壮年

世代への支援制度の不足】【終末期がん患者の在宅療養

に対する住民意識の未成熟】の8つのカテゴリーに分類

された（表5）。 

Ⅳ．考察 

 調査結果から、終末期がん患者の在宅療養支援上の困

難や問題は、患者や家族の不安や負担、在宅支援診療所

や訪問看護ステーション等の地域での支援体制、がんの

特徴を捉えた支援、がん患者の治療を担う医療機関側の

問題、地域住民の意識、といった5つの視点で捉えられ

ると考えた。また、整備すべき社会支援についても、5 

 

表1 がん患者の看取り件数別訪問看護ステーション数

がん患者の看取り件数 
年度 

2005年 2006年 2007年

0 6 4 4 

1～5 13 14 17 

6～10 2 2 3 

11～15 0 3 1 

16～20 0 0 0 

20以上 2 2 2 

未記入 4 2 0 

合 計 27 27 27 
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表2 終末期がん患者の訪問看護を通じて困難や問題・課題と感じていること  （記述数72 回答施設数26）
カテゴリー サブカテゴリー 主な記述内容例 

在宅介護に伴う家

族の心身の負担

や経済的負担

(23)<16> 

がんの進行に伴う諸症状に対して家族が心身と

もに対応しきれなくなる 

「最期は在宅で」と思っていても、呼吸苦など出現すると介護に自信

がなくなり、入院希望されるケースも多い。 

家族のマンパワー不足により在宅介護が困難と

なる 

患者が「最期を自宅で」と考えても、核家族化・共働き・看る人がい

ないなどで家庭環境が対応できず、その体制整備が伴わない。 

在宅介護に対する家族の心身の負担が大きい 
長い間悪くなれば病院という傾向が強かったため、在宅での看取り

介護に対して家族の不安が大きく、介護が大変との思いが強い。 

家族の休息を目的としたサービスが少ない 家族のレスパイト目的で使えるサービスが少ない。 

在宅療養に伴い利用者の経済的負担がある 
在宅よりも病院に入院しているほうがコストが安いといった、経済面

での問題がある。 

在宅療養の継続

に関わる問題(3）

<3> 

本人が療養生活の長期化と処置に対して負担

やいら立ちを感じる 

余命3ヶ月と言われて退院。在宅で1年半が経過しほぼ毎日点滴を

しなければいけない状況となる。利用者も状況が好転していかない

ことに苛立ちを感じ、不満を表す。 

家族が病状の進行や死について正しい理解や

イメージができていない 

家族が死ぬときの受け入れ、家族はテレビドラマのように「ありがと

う」と言って、パタッと死んで行くと思っている人が多い。 

在宅療養の開始

の意思決定に関

わる問題(2)<2> 

在宅療養に対する本人と家族の意向が異なる 在宅療養に対して本人と家族の意向が違った時に問題を感じる。 

本人・家族が退院を納得ができず不安や不満を

抱えたまま在宅移行となる 

在宅での生活が理想でない状態で退院し「病院からもう治療ができ

ないと言われた」と不安と不満で一杯の人から突然訪問依頼される

ことも少なくない。 

訪問看護における

支援上の困難さ

(15)<12> 

呼吸困難やがん性疼痛等の身体的苦痛への対

応に困難を感じる 
肺がん等で呼吸困難の対応に困ることがある。 

病状の進行が予測し難く、支援のタイミングを逃

す 
症状の変化のスピードの予測困難で、前もって指導ができない。 

患者・家族への精神的支援に困難を感じる 
精神的な支援となると時間を要する為、訪問看護のみでは対応しき

れないこともある。そうした支援が在宅では十分とは言えない。 

二次的合併症の予防が課題 褥瘡等の二次的な合併症の予防が課題。 

看護師の心身の負担が大きい 担当看護師への身体的・精神的負担が大きい。 

本人への病名未告知の事例は対応に困難を感

じる 
本人に告知されていないと看護し辛い。 

診療所医師の体

制や連携の困難さ

(11)<8> 

かかりつけ医が訪問診療をしないため、急変時・

死亡時は救急搬送となる 

死亡の確認について、訪問診療ができないため、在宅で死亡診断

ができず、受診していただくことになってしまう。 

急変時や臨終に際して診療所医師との連携がと

れない 
患者様が急変した時に主治医と連絡が取れなかったとき。 

日常においてかかりつけ医と上手く連携ができ

ない 

在宅医の対応－すぐに連絡がつかない、すぐに対応ができない、

精神面でのフォローが少ない。 

在宅緩和ケアや

看取りを担う診療

所の不足(7)<7> 

在宅療養・看取りに対して診療所医師が消極的

である 
在宅での看取りをサポートしてくれる医師不足。 

緩和ケアに精通した医師が不足している 疼痛のコントロールをかかりつけ医がしっかり把握していない。 

緩和ケアに精通した医師に関する情報不足 
緩和ケアを十分理解し、適切に実施できる医師が誰であるか地域

に情報として無いこと。 

訪問看護制度の

不備や訪問看護

ステーションのス

タッフ数や質の不

足（3)<3> 

緊急時の訪問が難しい 緊急時の訪問が難しい。 

訪問回数に見合った請求ができない 訪問回数が3回以上の時があるが、請求できない。 

支援スタッフの充実が課題 支援スタッフの充実をはかる必要がある。 

訪問看護の導入

時期の遅れ(4)<4> 

訪問看護の導入が遅く、信頼関係の形成やケア

提供が十分にできない 
訪問看護導入の時期が遅い、早い段階から関わりたい。 

利用者に対する

ヘルパーの対応

能力不足(1)<1> 

ヘルパーが利用者に十分対応できない 

症状への不安のためかヘルパーが利用者と距離を置いているため

だと思うが、介護者とヘルパーとの連携の不備や介護の内容におい

て看護師に丸投げされてしまうこと。 

緊急時の病院との

連携体制の未整

備(1)<1> 

緊急時や入院希望時に対応できる病院側の体

制整備が必要 

最期まで自宅でと考えていても、途中で気持ちが変わったり、もう駄

目だと思うことも多い。そんな時病院で家族に看取られるような受け

入れ体制をしっかりしておくことが必要だと思う。 

医療材料の確保

の困難さ(2)<2> 

医療依存度の高い患者への医療材料の確保や

対応が困難である 

医療依存度の高い人が多く、状態が月・週・日単位で変化していく

ため、処置や薬剤がすぐに用意できず、すぐに対応できないこと。 

( )内は記述数を< >は回答事業所数を示す
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 表3 終末期がん患者の在宅療養支援において整備すべき社会資源 （記述数40 回答施設数26）
カテゴリー サブカテゴリー 主な記述内容例 

経済的負担軽減を

目的とした手続きの

迅速化や助成制度

の充実（3）<3> 

介護保険申請に関する医師の協力 

末期と医師が認めなければ介護保険も申請できない。訪問看護がどち

らの扱いになるか医師の判断にかかってる。厳しい判断をする医師は末

期病名を書いてもらえない。末期の基準を緩めると3割負担が発生し、

訪問看護を利用しにくくなる。 

早期に身体障がい者の手続きの実施 
身体障害の書類、6ヶ月経過前でも記入できるようになれば、金銭的に

助かるのではないか。 

介護用品等に対する助成の充実 オムツ等の負担金も大きいため、行政が定額負担をしてくれると良い。 

患者の病状に適し

たケアを可能とする

制度や施設の充実

（6）<6> 

病状の進行を予測した介護機器の貸し出

し制度 

がん患者が介護保険申請をした場合、要介護度が最初は高く出ないた

め、ベットのレンタル等で不都合を感じるときがある。 

特殊な医療材料・少量の薬品の供給シス

テムの整備 

特殊な医療材料やクリニックでは使用しない医薬品を1個単位で適切に

提供できるシステムがあること。 

介護保険申請者が使用できる施設の拡大 介護保険利用者で使える施設の幅をもっと増やして欲しい。 

症状緩和のために短期に入院できる施設

の整備 

入院できるバックグラウンドの病院の整備及び連携。 

苦痛が激しいとき1～2週間、緩和病棟でのショートステイができると良

い。 

訪問看護制度の改

善と24時間対応の

訪問看護ステーショ

ンの充実（4）<4> 

訪問看護の制限の緩和 がん末期患者の訪問制限をもう少し緩めて欲しいと思う。 

必要な訪問回数に応じた報酬の保障 頻回に訪問しても点数が加算されるシステムにして欲しい。 

24時間対応の訪問看護ステーションや看

護職の増加 

24時間対応の訪問看護ステーションが多くなって1人に負担が少ないこ

と。 

がん患者が利用で

きる短期入院・入所

施設・デイサービス

の増加(6)<6> 

介護者の休養を目的とする短期入院・入

所施設の増加 

家族のレスパイト目的で利用できるサービス。 

介護者の休養のための短期入院（入所）できる施設の充実。 

終末期がん患者を受け入れるショートステ

イ・デイサービスの増加 

ターミナル期で医療行為が多くても受け入れてくれるショートステイやデ

イサービスの数が不足している。 

麻薬を取り扱う薬局

の増加と情報提供

(3)<3> 

麻薬を取り扱う薬局の増加 麻薬を扱っている薬局も少ない。 

麻薬を取り扱う薬局の情報提供 麻薬がある薬局が増えること。薬局名の開示。 

がん患者の在宅療

養を支援できる診

療所の増加(8)<8> 

在宅緩和ケアを担う医師の増加 麻薬を処方できる在宅医が少ない。 

在宅療養をチーム支援できる人材の育成
チームで関わることができる在宅医が必要。往診専門医、それに代わる

医療スタッフの育成が必要。 

在宅療養を支援する診療所の増加 在宅診療所がもっと増えることが望ましい。 

在宅での看取りを支援する診療所の増加 末期がん患者の最期、看取りまでの在宅で行ってくれる医師が少ない。

在宅療養支援を

コーディネートする

人材の育成と充実

(4)<4> 

ケアマネージャーががん患者の特徴を捉

え支援できるような教育の実施 

状態が悪くなってから訪問看護が入ることが多い。いずれ状態が進行す

ることを考え、ケアマネージャーにも早めに訪問看護が入ることの理解が

必要。 

社会資源の活用について相談できる人材

の充実 
コーディネートする人材、地域で使える社会資源を相談できる人。 

がん患者の在宅療

養支援を目的とした

地域啓発やボラン

ティアの育成(6)<6> 

がん患者の在宅療養に関する地域住民

への啓発活動 

地域教育（在宅療養への認識を高め、知識の向上に努めて欲しい）、誰

でも簡単に手に取って触れられる小冊子を作るなど。 

がん患者・家族を支援するボランティアの

育成・活用 
ボランティアや精神的ケアが行なえるサービスが増えたら良いと思う。 

 ( )内は記述数を< >は回答事業所数を示す  

 

表4 面接対象者の概要 

所属部署 地域連携部門 病棟 外来 

対象者№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

看護職歴 25年 15年 45年 29年 27年 30年 11年 20年 20年 

所属部署の経験 6年 3年 3年半 2年10ケ月 2年 11年 2年 8年 1年半 

職位 b c c a b a c d b 

（職位） ａ：師長 ｂ：副師長・主査・主任 ｃ：スタッフ看護師

 



岐阜県立看護大学紀要 第 13 巻 1 号，2013 

― 108 ― 

つの視点に関連した意見であった。そこで、考察ではこ

れらの視点毎に終末期がん患者の在宅療養支援体制を整

備する上でのあり方を述べる。 

 

1．患者・家族の不安や負担への対応 

 訪問看護師が感じている終末期がん患者への支援上の

困難や問題として【在宅介護に伴う家族の心身の負担や

経済的負担】が23記述と最も多く、病院看護職も【在宅

表5 終末期がん患者の在宅療養移行を困難にしている要因 (記述数45）

カテゴリー 内容の要約 主な記述内容例 

在宅療養に伴う患者・家族

の不安やストレス（11） 

家族にも仕事や生活があり、家族が出

勤や所用で不在時、患者が一人で過ご

すことに家族が不安を感じる 

がん患者が在宅移行した場合、家族員が仕事に出かけ昼間誰もい

ない環境で過ごすことになるため、在宅移行の選択が狭くなる。 

家族が医療依存度の高い患者の苦痛・

急変時の対応に不安をもつ 

家族の介護が絶えず必要な場合やIVH・人工肛門などがある人は

難しい。 

病状が進行した状態での在宅移行は、

患者や家族にとって地域の医療者と新

たな人間関係づくりがストレスとなる 

病状が進み身体的に辛い状況で新しい人間関係を作っていくこと

は、患者・家族にとってもストレスであり、在宅や地域に戻すことの障

害にもなってくる。 

終末期における積極的治

療の実施・選択（13） 

患者が最期まで拠点病院での治療を望

む現状から、地域病院への移行が難し

い 

多くの終末期がん患者が最期まで治療を受けたいと希望する現状

で、化学療法や主たる治療法が地域病院で可能であることが必要。

終末期にあってもギリギリまで治療する

ため、在宅移行や患者が今後について

考えるための期間がもてない 

以前であれば在宅に帰った段階でも、今は過渡期がなくぎりぎりま

で治療をしているので、結果的に退院できなくなってしまう。 

患者に治療以外の選択肢が提示され

ていない 

進行がん患者の場合でも医師は治療法の説明だけで、それ以外の

選択肢を提示しないため、患者は最後まで治療を選択することにな

る。 

患者は治療辞退が病院・主治医との関

係の終了につながると考え治療を継続

していると推測される 

患者と医師との話も治療前提でなされるため、患者は治療を辞退す

ると本院で診てもらえないという思いもあり、治療しないといわれな

い。 

多くの患者は治療に期待をし、最後ま

で治療を続けたいと思っている 

本院の患者はぎりぎりまで治療を受けるという姿勢できている。外来

治療を続け、状態が悪くなった場合に入院し体調を整え、退院し治

療を継続するという状況である。 

主治医が病状や今後の見

通しを適切な時期に説明し

ない(9) 

医師から患者に対して病状や今後の見

通しについて、適切な時期に十分な説

明がされていない 

がん患者は治療と緩和が重なっているのでその段階をうまく説明し

ないと、患者の状況認識にずれが生じてくる。しかし、医師は説明し

たというが、患者が全然納得していないケースが多い。 

医師から患者・家族に対して適切な時

期に退院・転院の説明がされていない 

退院が予定されていても医師が直前にならないと患者・家族に説明

しない状況があるため、地域連携室の介入が遅れる。 

がん患者の在宅療養に対

する主治医の意識の低さ

(5) 

終末期がん患者がかかりつけ医をもつ

必要性について病院医師の意識が低

い 

かかりつけ医の必要性について意識していない医者もいるので、医

師にも必要性を説明し、関係が切れないようにしている。 

病院主治医がホスピスや他の医療機関

への転院を選択するため、在宅への移

行が選択肢になり難い 

在宅療養の受け入れにはこれまでの家族関係が影響することと、か

かりつけ医が終末期がん患者の在宅療養に精通していれば別だ

が、多くは在宅では何かあれば当院に入院できることが前提となる。

患者がかかりつけ医をもた

ない(2) 

がん治療を開始とともにかかりつけ医を

もたない患者が多い 

かかりつけ医との関係を切って当院へ来る患者が多いため、かかり

つけ医との関係を継続するように関わっている。 

終末期がん患者の在宅療

養に対応できる診療所医

師の不足(3) 

診療所医師の終末期がん患者への対

応能力や受け入れ状況に差があり、か

かりつけ医を依頼できる診療所医師が

限定される 

診療所医師に医療依存度が高い状況でかかりつけ医を依頼した場

合、対応ができないと難色を示す。 

青壮年世代への支援制度

の不足(1) 

若い世代（青壮年）のがん患者を支援

する制度が不十分である 

特に若い世代のがん患者にとって、介護保険の縛りがあり活用でき

る社会資源が少なく、在宅療養する上で困難がある。 

終末期がん患者の在宅療

養に対する住民意識の未

成熟(1) 

終末期がん患者の在宅療養に関する

地域住民の意識が育っていない 
がん患者の在宅療養に関する住民や地域の意識が育っていない。

（ ）の数字は記述数を示す
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療養に伴う患者・家族の不安やストレス】が在宅移行を

困難にしている要因として語っていた。 

 患者や家族が抱える不安や負担としては、患者の苦痛

を伴う身体症状に家族が対応していくことへの困難さや

急変時への不安、マンパワーが不足する中で介護を続け

ることの負担といった内容であった。 

病状の進行に伴って日々衰弱し、時には苦痛を呈する

患者を介護することは、家族にとって大きなストレスと

なる。さらに、家族が看ていない時、不在の時に急変し、

十分対応できずに最期を迎えるのではないかとの不安か

ら、家族が十分に休養を取れない状況も推察され、心身

の負担は大きいと考える。 

また、今回の結果から、患者や家族が抱える経済的な

負担も明らかになった。がん患者は発症から長い治療経

過を経て終末期を迎えているため、これまでの治療費の

負担に加え、病状の進行とともに十分な収入が得られな

くなる状況もあり、経済的な問題は大きいとの指摘があ

る4)。訪問看護師より【経済的負担軽減を目的とした手

続きの迅速化や助成制度の充実】を要望する内容が認め

られているのも、日々の支援を通じてがん患者が抱える

経済的な問題を感じ取っているからと考える。また【青

壮年世代への支援制度の不足】とあるように、特にこの

年代の患者は主たる生計者であることが多く、患者や家

族への影響も多大である。 

このように、がん患者や家族は在宅移行や在宅療養継

続において様々な不安や負担を感じていることから、そ

の内容を十分に捉えて対応していくことが、在宅支援体

制整備を進める上で重要であると考える。 

一方、訪問看護師の結果より【がん患者が利用できる

短期入院・入所施設・デイサービスの増加】の必要性が

確認できた。介護負担への対策として訪問看護や訪問介

護等の活用は普及されつつあるが、今後充実が求められ

るものとして、レスパイト施設やデイケアサービスが挙

げられる。わが国では、進行がん患者を対象としたレス

パイト専用施設は少なく、活動報告も少数であるが、デ

イホスピスを利用した患者・家族の調査では満足度が高

く家族の疲労や介護負担の軽減につながっているとの報

告がある5～6)。このような結果から、A県においても、終

末期がん患者の特徴を捉えたケア技術や支援環境を備え

たレスパイト施設の整備を進めることが、在宅療養を希

望する終末期がん患者や家族の希望を叶えることにつな

がると考える。 

2．終末期がん患者に対応する在宅支援診療所の整備と

訪問看護ステーションの充実 

 終末期がん患者の在宅療養を支える上で在宅支援診療

所と訪問看護ステーションは不可欠であるが、この二つ

について課題があることが確認された。 

まず、在宅支援診療所に関しては、訪問看護師と病院

看護職より【在宅緩和ケアや看取りを担う診療所の不

足】や【終末期がん患者の在宅療養に対応できる診療所

医師の不足】が指摘され、同時に【がん患者の在宅療養

を支援できる診療所の増加】の必要性も確認された。こ

れらの結果から、終末期がん患者の在宅支援を担う診療

所の絶対的不足が課題であると考える。また、訪問看護

師は日々患者を支援している立場から【診療所医師の体

制や連携の困難さ】を挙げており、診療所医師と効果的

な連携が図り難い状況が伺えた。 

短期間で病状進行や看取りが予測される終末期がん患

者にとって、24時間対応できる在宅支援診療所は欠かす

ことのできない存在である。しかし、多くの診療所は1

名の医師で運営されているため、24時間の支援体制が医

師の負担となることが在宅支援診療所の増加を阻む要因

となっているとの指摘があり7)、A県においても同様の状

況があると推察される。一方、このような現状を改善す

るために、診療所医師間で共同（協同）診療ネットワー

クをつくり診療にあたることの必要性が提言されており8)、

現在活動中の診療所の負担を軽減するだけでなく、新た

に取り組もうとする診療所を増やす効果が期待されてい

る。今後、A県においてもこうした活動の拡大が求めら

れると考える。 

また、【在宅緩和ケアや看取りを担う診療所の不足】

といった指摘から、終末期がん患者を受け入れる診療所

数の増加だけでなく、診療所医師の在宅緩和ケアの知

識・技術の向上も重要である。がん対策基本法に基づき、

がん診療連携拠点病院を中心に緩和ケアに関する研修会

が開催され、診療所医師の受講も進められている。しか

し、1回の講義で在宅緩和ケアに関する知識・技術を習

得するには困難があるため、各地域で診療所医師を対象

とした在宅緩和ケア充実に向けた取り組みを推進してい

くことが必要であると考える。 
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次に訪問看護ステーションに関しては、訪問看護師よ

り【訪問看護制度の不備や訪問看護ステーションのス

タッフ数や質の不足】の指摘とともに、【訪問看護制度

の改善と24時間対応の訪問看護ステーションの充実】の

必要性が確認できた。終末期がん患者の在宅療養支援に

おいて、訪問看護師の支援は不可欠であり、訪問看護ス

テーションの増加とスタッフの質の確保は必須である。

さらに、日々病状が進行していく終末期がん患者の特徴

を捉え、患者や家族のニーズに応えて必要な時に適切に

訪問することを可能とするためにも、診療報酬をはじめ

とする制度整備を行っていくことが重要であると考える。 

3．がん特有の症状を捉えた支援の充実 

 終末期にあるがん患者は、週・日単位で病状が急速に

進行することや、がん性疼痛をはじめとする様々な身体

症状を呈するといった特徴がある。今回、訪問看護師よ

り【訪問看護における支援上の困難さ】が得られ、がん

特有の病状を呈する患者に対応することの困難さを感じ

ていることが確認された。終末期がん患者の在宅療養に

携わる訪問看護師には、限られた時間の中で患者や家族

と関係を形成し、病状進行に伴う全人的苦痛へのケア、

家族へのケア、看取りのケアの提供が求められ、高い看

護実践能力が必要となる。そのため、研修会等を通じた

訪問看護師の在宅緩和ケアに関するスキルアップは急務

である。同時に、現在実施している終末期がん患者のケ

アをスタッフ間で評価することを定式化し、ケアの共有

と評価を繰り返す中で質の向上が図られることも重要で

あろう9)。 

次に【利用者に対するヘルパーの対応能力不足】との

意見があるが、これは【在宅療養支援をコーディネート

する人材の育成と充実】への要望とともに、看護職以外

で患者に関わる支援者ががん患者の特徴を理解し、適切

に支援できるよう教育の充実を図ることや、対応が困難

な場合の支援体制を整える必要性を示唆していると考え

る。 

こうした人材面とともに【麻薬を取り扱う薬局の増加

と情報提供】によって、終末期がん患者の多くが医療用

麻薬を簡便に取り扱えるように整備し、在宅緩和ケアが

適切に提供される必要がある。また、患者・家族に対し

て在宅移行に際して緊急の連絡体制や受け入れ体制を保

障することが在宅療養移行に大きく影響するとの報告が

あるように10)、患者や家族は急変時や介護に苦慮してい

る時に対応できる病院が保障されることで、安定して在

宅療養を継続できると考える。そのため、後方支援病院

との連携体制整備を推進することにより【緊急時の病院

との連携体制の未整備】に対応する必要がある。 

さらに、月・週・日単位で変化する病状を見据え、予

測的に福祉用具が貸与される制度の整備や医療用品の供

給体制を整えるなど、【患者の病状に適したケアを可能

とする制度や施設の充実】を図る必要があると考える。 

4．医療機関における円滑な在宅移行に向けた取り組み 

在宅療養を進めていく上で、病院から在宅への移行が

円滑に行なわれることが重要となるが、病院看護職の結

果から【終末期における積極的治療の実施・選択】【主

治医が病状や今後の見通しを適切な時期に説明しない】

【がん患者の在宅療養に対する主治医の意識の低さ】【患

者がかかりつけ医をもたない】といった現状が確認され、

終末期がん患者に対する主治医の関わりが在宅移行に影

響していることが推測された。 

医療機関の主治医は長い治療過程の中で患者と強い関

係を形成するため、患者をかかりつけ医に委譲していく

という意識が低い場合がある。また、終末期がん患者の

在宅移行への支援経験が少ない医師は在宅療養をイメー

ジし難いため、結果的に退院後の選択肢として他の医療

機関を勧めていることも影響していると推察される。さ

らに、治療法の進歩に伴い病状が進行しても治療を継続

する傾向があり、医師が患者に良好とは言えない予後に

ついて伝えることができず、今後の見通しや退院・転院

の説明が遅れるという状況がある。こうした状況は、終

末期がん患者の在宅移行を困難にさせるだけでなく、訪

問看護師が【在宅療養の開始の意思決定に関わる問題】

と捉えているように、在宅移行後、本人と家族との意向

が異なり対応に苦慮する状況や、納得できない状況での

在宅移行となり患者・家族が不安や不満を抱えるという

事態を招く場合もある。さらに、適切な移行時期を逃す

ことで【訪問看護の導入時期の遅れ】が生じ、患者の状

態が進行する中で、訪問看護師が十分に関係形成できな

いまま苦慮しながら対応しなければならないこともある。 

終末期がん患者や家族にとって在宅移行の選択は、人

生最期の場所の選択であり、家族にとっては病状が進行

していく患者の介護を担うことの選択である。そのため、
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患者や家族は迷い、葛藤や不安の中で意思決定すること

となる。こうした状況下で両者がより良い決断をするた

めに、病院の看護職は十分時間をかけ支援することが重

要である。また、がんが進行性の疾患であることから、

説明の時期を逸することは適切な支援の提供に支障をき

たすこととなる。看護職には、患者や家族にとって必要

な情報が適時、適切に医師から提示されるよう積極的に

医師との連携を図ることが求められる。 

5．地域住民に向けた終末期がん患者の在宅療養に関す

る啓発 

病院看護職より【終末期がん患者の在宅療養に対する

住民意識の未成熟】が在宅移行を困難としていることと

して確認できた。終末期医療に関する調査において、

「痛みを伴う末期状態となった場合、自宅で最期まで療

養することについて」の質問に対して、66％が実現困難

と回答しており11)、多くの人ががん終末期での在宅療養

が困難であると感じていることが伺える。 

一方、近年マスメディア等を通じて終末期がん患者の

在宅療養の現状について報告される機会も多くなり、在

宅療養の可能性についての理解も広がりつつある。また、

地域住民に向けた終末期がん患者の在宅療養に関する情

報提供やがん患者・家族への支援者養成のプログラムの

実施を展開している地域もみられるようになって来てい

る12)。終末期がん患者の在宅療養には困難も多いが、一

方で在宅療養を可能としている現状があることを踏まえ、

様々な機会を利用して地域住民にがんの終末期であって

も在宅での療養を実現することが可能であることを伝え

ていくことが重要である。 

Ⅴ．結語 

本研究の結果、訪問看護師が捉えた困難や問題として

【在宅介護に伴う家族の心身の負担や経済的負担】を含

む11項目が、整備すべき社会資源は【がん患者の在宅療

養を支援できる診療所の増加】を含む8項目が、また病

院看護職が捉えた在宅移行を困難としている理由として

は【在宅療養に伴う患者・家族のストレス】を含む8項

目が明らかになった。 

今回、これらの結果に基づいて、患者・家族の不安や

負担への対応、在宅療養支援診療所や訪問看護ステー

ションの充実、医療機関における円滑な在宅移行に向け

た取り組み、地域住民に向けた在宅療養に関する啓発、

といった5つの視点で終末期がん患者の在宅療養支援体

制整備の課題と方策について検討したが、今後は、今回

見出された結果を基に、がん患者への支援充実に向けて

さらに具体的な対策を検討する必要がある。 
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Issues of Home Care Support System for Terminal Cancer Patients in A Prefecture 
 

Minako Okumura 

 

Nursing of Adults, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

The purpose of this study was to clarify the issues that nursing staff in Prefecture A were facing in their home 
nursing care support for terminal cancer patients, so as to come up with measures for improving the home nursing care 
support system for such patients. First of all, I conducted a questionnaire survey on the visiting nursing station in Prefecture 
A in order to clarify the current situation and issues of the visiting nursing station that provides home nursing care for 
terminal cancer patients. Next, I interviewed nursing staff members who belong to departments related to hospital ward, 
outpatient and supporting discharge from hospital in order to clarify the issues involving the transference of terminal cancer 
patients to home nursing care. 

For the survey on the visiting nursing station, I mailed the questionnaire to 79 institutions and received a reply from 
27 of them; the response rate was 34.2%. The analysis results clarified 11 items for the issues involving support for cancer 
patients including “physical, emotional and economic burden on the family giving home nursing care,” “shortage of clinics 
that can provide services for palliative care or the burden of home care,” “ difficulty in providing support for home visiting 
nursing care” and “ delay in the timing for introducing home nursing care” as well as eight items for social resources to be 
improved including “setting up more clinics that can give support to home nursing care of cancer patients,” “setting up 
more pharmacies that can prescribe medical narcotics to cancer patients and providing the information,” and “speeding up 
the related procedures for reducing the economic burdens as well as improving the subsidy programs.” The survey on the 
nursing staff working in medical institutions was conducted by interviewing nine nursing professionals. The analysis of 
interview results presented eight items including “anxiety and stress of patients and their family that result from the home 
nursing care” and “implementation and selection of active treatment for terminal cancer patients.” 

The above survey results indicate that, for the improvement in the home nursing care support system for terminal 
cancer patients in Prefecture A, it is important to carry out the improvement measures with a view to the following five 
factors; alleviation of the anxiety and burden on patients and their families as they begin or continue home nursing care, 
upgrading and setting up more clinics that support home nursing care and home visiting nursing stations, initiatives taken 
by medical institutions for smooth transference to home nursing care, upgrading of supportive measures specializing in 
symptoms peculiar to cancer, and enlightenment of local communities on home nursing care. 
 

Keywords: Terminal cancer patients, home nursing care, improvement in support system 
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2）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〕 

訪問看護導入を円滑にするための病棟訪問と退院支援スクリーニングシートの 
作成及び活用への検討 

 

加藤 由香里１）  黒江 ゆり子２） 

 

Study of Creating and Utilizing a Screening Sheet Based on Ward Visits to Facilitate a Smooth Transition  
from Hospital Care to Home Visiting Care 

 

Yukari Kato1), Yuriko Kuroe2) 

 

 

要旨 

 本研究は、訪問看護ステーション看護師の立場から、併設病院入院患者で訪問看護が必要な患者を早期に把握し、

訪問看護につながる方法を明らかにすることを目的とした。 

そこで、訪問看護師によるモデル病棟A病棟への訪問と、入院時にモデル病棟A及びBの全患者に対し記載する退

院支援スクリーニングシートを作成・提案した。また、作成した退院支援スクリーニングシートの活用促進をめざ

し、検討と修正を行った。 

訪問看護師によるA病棟への定期的な病棟訪問は、6か月実施し15人の患者を検討したが、訪問看護導入に至った

のは1人であり、訪問看護が必要な患者を十分把握するのは困難であった。 

31項目からなる退院支援スクリーニングシートを作成し、A及びB病棟においてスクリーニングシートを導入し、

スクリーニングシート内容と患者の状況等を確認した。スクリーニングシートにて把握され、退院後に訪問看護が

導入になった患者のスクリーニング該当項目は5～12項目で、7～12項目ある患者が92％であった。自施設訪問看護

利用者についても、同様のスクリーニングシートを用いて、訪問看護利用者の特性の確認を行った。スクリーニン

グ該当項目は5～15項目で、7～12項目ある患者が83％を占めていた。訪問看護が必要な患者は、スクリーニング該

当数や介護保険サービス利用中であること、家族が介護に負担や不安を抱えていること、嚥下が良くない等の特性

を持つことが明らかになり、病棟看護師にも認識された。 

スクリーニングシートは、退院支援が必要な患者を漏れなく把握できる点で有効であり、得られたチェック該当

数及びチェック項目は訪問看護が必要な患者を判断する重要な視点である。また、病棟看護師によるスクリーニン

グシートの記載や訪問看護師との退院支援の関わりを通して、病棟看護師による退院支援の可能性や訪問看護への

関心の高まりが示唆された。 

 

キーワード：退院支援、スクリーニングシート、在宅療養、訪問看護師 

 

 

Ⅰ．研究目的 

 医療機関での在院日数が短縮化し、一方で在宅介護を

推進する介護保険の定着により、短い入院期間で治療し、

医療依存度が高い状態で在宅へ移行していく傾向がある。
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2004年度より、亜急性期入院医療管理料が新設され在宅

復帰等を目的として行う入院医療管理が評価されるよう

になり、専任の在宅復帰支援を担当する者を1人以上配

置することが明記されるなど、退院支援を業務として行

う必要性が認められている。そのような現状の中、退院

支援を行う部署や退院調整看護師を新たに配置する病院

が各地にみられ始めており、入院早期に退院支援を開始

する必要性は認識されている。更に2007年4月の医療法

の改正においては、病院又は診療所を退院する患者が引

き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者と連携を図り、適切な環境

の下での療養の継続への配慮等の医療施設の責務が見直

された。しかし、短い入院期間の中では、入院の目的疾

患に関連した処置・ケアを中心とした病棟看護が展開さ

れるため、病棟看護師は在宅の人的・物理的環境を考慮

して退院後のケアを調整していくのが困難な状況となっ

ている。 

筆者の所属する訪問看護ステーションにおいても、併

設病院入院患者の訪問看護依頼が退院前日にあり、患

者・家族への十分な在宅準備支援がなされておらず、患

者・家族から医療処置方法や医療材料の調達に関する不

安や困惑を訴えられることがある。また、入院中の患者

であるが院内からの情報はなく、院外の居宅介護支援事

業所から退院直前に連絡がありその患者の存在を知った

という現状がある。 

そこで本研究では、併設病院における退院支援に関わ

る課題をふまえ、退院後に訪問看護が必要な患者を早期

に把握して、訪問看護に繋がる方法を明らかにすること

を目的とする。なお、本取組みは3年間に亘る看護実践

研究としての取組みであり、筆者は、併設病院を持つ訪

問看護ステーションの訪問看護師として取組みを行った。 

Ⅱ．研究の背景 

1．自施設の現状 

 所属している訪問看護ステーションは、併設病院が新

築移転した翌年から開設されており、筆者は2000年より

訪問看護師として勤務している。 

現状分析を行った2004年において、看護師は主任1人、

看護師4人で、訪問看護には主任以下5人があたっており、

作業療法士3人が病院と兼務で訪問リハビリを担当して

いる。訪問看護ステーションの看護師は、約300床を有

する併設病院の看護部にも属しており、主任が師長会に

参加し、看護部や病院の研修会等には訪問看護ステー

ション看護師も参加している。併設病院では往診を行わ

なくなったため、退院後は近隣の開業医が主治医となる

ことがほとんどである。 

併設病院には退院調整を担当する看護師の配置はなく、

医療ソーシャルワーカー（以下MSWとする）2人は主治

医の依頼箋に基づき介入を行う。そのため、入院患者に

対する訪問看護の利用依頼は、併設病院のMSWからもあ

るが、院外の居宅介護支援事業所のケアマネジャーから

が多い。また患者と家族は、入院中に退院後の生活に向

けて、病棟看護師やリハビリスタッフ、MSW等の関わり

の状況により個々に相談する場合があるが、総合的に退

院後の具体的な生活や医療を踏まえた看護に関して相談

する窓口がないため、訪問看護ステーションに相談に来

る患者・家族がある。 

 病棟と訪問看護ステーション間での情報共有は、訪問

看護利用者が入院した場合は、看護サマリーを病棟へ持

参して継続が必要なケアを依頼し、入院中も経過と患者

状況の確認のため病棟訪問を行っている。しかし、患者

の状況確認や家族の意向についての代弁にとどまり、依

頼したケアが継続されていないため患者の状態が悪化し

家族が不安を持っていても、病棟訪問では十分な問題の

解決が困難であった。病棟からも退院時に看護サマリー

が渡されるが、相互の看護サマリーが十分活用されてい

るかどうかについては確認されていない。 

このような現状から、併設病院から自施設訪問看護ス

テーションを利用した在宅療養へつなげるためには、ま

ず①訪問看護が必要な患者の早期把握が必要であり、対

象が把握されたら②自宅退院に向けた支援内容の明確化、

更には③併設病院内での入院から退院までの支援の流れ

の確立が必要となると考えられた。 

そこで、2003年頃より、併設病院入院患者で訪問看護

が必要な事例や、訪問看護等在宅サービスが整えば退院

できる事例を円滑に訪問看護に結びつけるため、訪問看

護に関するファイル（訪問看護が適用となる状況、訪問

看護利用までの手続き、必要な書類等を一式にしたファ

イル）を自施設にて病棟用に作成し、各病棟に説明後設

置した。しかし設置後に訪問看護の依頼や相談等の反応
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はみられなかった。また、訪問看護の合間に不定期に病

棟を回り、病棟看護師や師長に訪問看護が必要になりそ

うな患者の有無を尋ねたが、十分に応えられる看護師は

少なかった。また、訪問看護の合間での病棟訪問のため、

訪問看護が忙しくなると訪問ができなくなり継続性に乏

しい状況であった。 

2．他施設の現状 

 自施設の所在する県内において、併設病院を持つ訪問

看護ステーションと病棟との連携について現状を把握す

るために、近隣の訪問看護ステーション5事業所に、病

棟との連携について問い合わせ、3事業所からの回答を

得た(2004年10月)。その結果、ケアの継続のため病棟へ

の訪問看護サマリーの提出や入院中の利用者への病棟訪

問、ケアマネジャーとの情報交換など行っているが、退

院時に病棟からの看護サマリーが得られない、退院が急

に決まり退院指導がなされていないという現状があるこ

とが把握された。 

病院と訪問看護ステーションの連携については、文献

では2003年から取組みの報告がみられており、病棟内や

医療相談などから訪問看護ステーションへつながる場合、

病棟及び医療相談担当者が訪問看護の必要性を判断でき

る方法が課題であり、ケアマネジャーを経由して患者の

退院の情報を得ることもあるが、それよりも前に病棟か

ら情報提供がされることが訪問看護の開始をスムーズに

すると指摘されている1)。また、同一法人内の病院と訪

問看護ステーション間での連携をとるための取組みとし

て、入院中の事前連絡、退院直前連絡、初回訪問と今後

の予定連絡などの連絡を密にとる取組み2)や、「入院時介

護評価表」、「看護サマリー・介護評価表」「訪問看護要

約」「退院指導チェックリスト」などやり取りする書式

の作成と活用や、退院前サービス調整会議や初回訪問後

カンファレンスを開催する取組み3)が報告されている。

看護基礎教育では1997年度入学生から「在宅看護論」が

新設され、訪問看護ステーションでの実習体験をしてい

るが、病棟で中核を担っている看護師の多くは、在宅療

養の実際を学習する機会がほとんどない。このことから、

看護師教育の一環として病棟看護師を系列の訪問看護ス

テーションで訪問看護研修する取組み4)、更に病院内に

おいて訪問看護経験者による「看護相談室」を開設する

取組み5)などが行われている。しかし、これらの取組み

により、患者や家族の不安の軽減の声が聞かれたという

成果がみられたものもあるが、どの取組みにおいても十

分な連携が取れないという結論に至っている。 

2005年以降の文献においては、病棟・訪問看護師間の

連携のために、病棟看護師と訪問看護師が同行訪問を行

うことで、病棟看護師が在宅での生活実態や訪問看護の

役割を理解でき、在宅療養に向けた取組みに関心が高ま

り、同行訪問が連携強化に有効であったという報告6)や、

訪問看護師が併設病院に定期的に病棟訪問を行うことで、

訪問看護依頼件数が増加し、病棟訪問の場が病棟看護師

との話し合いの場となっており、患者・家族の不安が少

なく在宅療養に移行するために病棟訪問は有効であると

いう報告7)がみられ、その取組みと効果が確認されつつ

ある。更には、急性期病院において併設訪問看護ステー

ションの訪問看護師が主導し、ハイリスク患者に対し退

院までの調整を行っていくシステムを構築した取組みで、

4年間の実績を積み、退院調整を訪問看護師が行う利点

が明らかになり、従来の訪問看護事業に加えて退院調整

も病院と訪問看護ステーションが一体となった新しい

サービスとして病院内でも認められ、患者にも周知され

ているという成果の見られた取組み8)も報告されている。 

Ⅲ．研究方法 

1．病棟訪問による訪問看護を必要とする患者の把握 

①病棟から在宅への移行を円滑にする取組みとして、訪

問看護師が病棟に定期的に訪問することについて併設

病院の看護部長に提案する。併設病院を持つ訪問看護

ステーションとして入院患者で訪問看護導入の可能性

のある患者への支援の必要性を共通認識し、病棟訪問

の情報を訪問看護ステーション内で共有できるように

する。 

②モデル病棟A病棟の病棟師長と打ち合わせを行い、週1

回の定期病棟訪問を実施する。訪問看護が必要となる

患者の有無を確認し、訪問看護の利用の可能性、退院

に向けた準備等について病棟看護師の相談にのる。 

2．退院支援に関わるスクリーニングシートの提案と活

用の促進 

①スクリーニングシートを作成し、併設病院の7病棟の

うち看護部長が推薦し、協力の得られたA、Bの2病棟

を対象に、対象病棟の全入院患者について病棟看護師
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にチェックを依頼する。それを参考に訪問看護の必要

性を判断する。 

②自施設訪問看護を利用している利用者について、スク

リーニングシートでチェックし、当該シートにおいて

訪問看護が必要な患者の特性を検討する。 

3．倫理的配慮 

 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（17-A002-2）を受けて行った。病棟

看護師には、対象病棟の全看護師が集まる機会に、訪問

看護師には当該訪問看護ステーション看護師全員に、

MSWには個別に、本研究の目的・方法・期待される成果、

研究協力の自由、協力はいつでも中断できること、結果

の公表については匿名性を確保すること等を文書を用い

て説明し同意を得た。 

Ⅳ．研究結果 

1．訪問看護師による病棟訪問 

 2004年4月より、病棟から在宅への移行の円滑化の取

組みとして、訪問看護師が病棟に定期的に訪問すること

について看護部長と話し合いを持ち、モデル病棟を設定

し関わることになった。看護部長が推薦し、病棟師長が

同意したA病棟をモデル病棟として、2004年9月より2005

年3月まで、週1回定期的に病棟訪問を開始した。訪問看

護ステーションとしても、病棟から退院する患者で在宅

療養に向けて準備が必要な患者に、在宅側からもサポー

トした方が良いという同意が得られた。 

2004年9月21日、A病棟の病棟看護師が集まる病棟会に

おいて、訪問看護師による病棟訪問について説明会を実

施した。病棟でどの看護師が対応したらよいかという質

問があり、検討の結果、患者が決まっている場合は、受

け持ち看護師かその日の担当の看護師が対応し、新規に

訪問看護が必要と思われる患者についての相談は、その

日のチームリーダー又は師長で対応することで同意が得

られた。 

週1回の病棟訪問を開始し、訪問看護が必要な可能性

があると感じた患者について、病棟看護師と話し合い、

訪問看護の必要性を判断した。表1に示したように、病

棟訪問期間6か月間に検討した患者は15人あり、そのう

ち訪問看護導入に至ったのは1人であった。自施設訪問

看護ステーション利用者が治療のため入院した患者は5

人で、訪問看護師よりケア継続依頼や病状確認、退院目

途の確認を行った事例であった。更にその内1人は、訪

問看護師が退院日を家族から聞き、当日病棟に確認した

が看護サマリーが必要という認識もされていなかった。 

病棟訪問活動により訪問看護が必要な患者が把握でき

ることもあったが、①週1回の訪問時に病棟看護師が多

忙で情報が取れない時がある、②看護師により患者の把

握状況や、どのような患者が訪問看護の対象になるかと

いうことの理解にばらつきがあり、選定患者に漏れがあ

る、③筆者がカルテを1冊ずつ読んでいくにはかなり時

間がかかり、限られた病棟訪問時間で全ての患者がみら

れない、という課題があり、十分な支援対象の把握が困

難であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．退院支援に関わるスクリーニングシートの提案と活用 

1）スクリーニングシートの作成 

 病棟訪問における課題から、訪問看護の対象となる可

能性が高い患者を判断するきっかけとなり、病棟看護師

にとっても訪問看護対象者を理解する助けとなるものは

ないかと考え、退院調整や退院支援にかかわるスクリー

ニングシートを検討することにした。 

 退院調整や退院支援にかかわるスクリーニングシート

として、表2に示す文献等で報告されているものは、そ

れぞれの施設で独自に作成されたものであった。それら

のシートの項目及び構成を参考に独自の退院支援スク

リーニングシート（以下スクリーニングシートとする）

を作成した。 

スクリーニングシート作成にあたっては、①訪問看護

による看護の継続の必要性の視点、②入院時点で情報収

集可能な内容、③シートが継続使用できるようチェック

の簡便さに重点をおいた。作成したスクリーニングシー

トは図1に示すように、年齢要素2項目、家族構成要素3 

表1 病棟訪問で検討した患者内訳 
（2004.9.21～2005.3.24） 

入院前から訪問看護利用者 5人 

訪問看護不要と判断 5人 

情報提供を受けたが、その後転院 2人 

情報提供を受けたが、その後施設入所 1人 

情報提供を受けたが、その後死亡 1人 

訪問看護を新規に導入 1人 

検討患者数合計 15人 
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項目、入院時の主疾患8項目、身体状況13項目、排泄状

況3項目、認知状況2項目で、計31項目からなるチェック

式とし、入院時に病棟看護師が全入院患者に記載するも

のとした。 

2）自施設訪問看護ステーション利用者についてのスク

リーニング結果 

 訪問看護が必要な患者のスクリーニング状況を確認す

るため、自施設訪問看護ステーション利用者を対象とし

て、訪問看護師5人が担当利用者計30人の状況について

スクリーニングシートVer.1にて確認を行った（2005年8

月13日）。表3に示す通り、訪問看護利用者のスクリーニ

ングシートチェック項目数は5～15項目に限定され、そ

のうち7～12項目が83％を占め特に多かった。これは対

象病棟におけるスクリーニング結果とも一致するもので

あった。 

3）スクリーニングシートの対象病棟への導入 

 対象病棟であるA病棟及びB病棟においてスクリーニ

ングシートを導入した。また、筆者が週1回程度病棟訪

問し、スクリーニングシート内容と患者の状況等を確認

した。 

 2005年5月10日～2006年1月5日の期間に対象病棟にお

ける入院患者数は延べ306人で、内202人(66％)の患者の

スクリーニングシートが回収された。それらの患者のう

ち2006年1月5日時点で退院している延べ119人のスク

リーニングシートについてVer.1の31項目について分析

し、チェック数と退院後の経緯を表4に示した。これら

の患者のうち、入院前から訪問看護を利用していた者で 

再開した者及び新たに訪問看護が導入になった者は延べ

13人であった。13人の患者のスクリーニングシート

チェック項目数は31項目中5～12項目に限定され、その 

うち7～12項目該当した患者が92％（12人）を占め特に

多かった。また、13人に多くみられたチェック項目は、

「介護保険サービスを利用している」9人、「家族が介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2 文献から確認された退院調整や退院支援にかかわるスクリーニングシート 
スクリーニングシート名 作成（年度） 特性 

｢ハイリスクシート｣の 

ハイリスク・スクリーニング基準9) 

京都大学医学部 

付属病院医療部（2004）

入院時スクリーニングシート9項目中1つ以上該当時、8項目のハイリ

スクスクリーニング基準（年齢、再入院、世帯、介護者、ADL、認知、

医療処置、末期）にかけ、退院支援を開始。 

退院調整スクリーニング票10) 
青森県立中央病院 

看護相談室（2004） 

患者情報（医療処置、セルフケア能力、介護者の状況、住宅状況、

経済面、医療・福祉制度利用）15項目のチェック式と依頼内容の自

由記載欄、備考欄からなり、退院調整必要時に記載。 

医療社会事業課連絡票 
高山赤十字病院 

医療社会事業部（2004）

｢年齢・世帯｣｢障害｣｢疾病｣｢その他｣計14項目のチェック式で、全患

者入院７日以内に記載。 

退院調整用 

ハイリスクスクリーニング票 

JA岐阜厚生連 

東厚生病院（2004） 

「客観的状況」「問題状況」計13項目のチェック式で、全患者入院24

時間以内に記載。 

退院計画スクリーニングシート 
松波総合病院 

看護部（2002） 

「身体・精神面」「介護面」「経済面」計15項目のチェック式とメモ欄

からなり、全患者入院3日以内に記載。 

 

図1 退院支援スクリーニングシートVer.1 
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に負担や不安を抱えている印象がある」8人、「入退院を

繰り返している」7人、「高齢者のみの世帯」「嚥下が良

くない」「痰の吸引が必要」等が各6人であった。 

 チェック項目数7以上の患者の退院後の状況を確認す

ると、チェック項目数7以上の患者は16人おり、その

12.5％が施設、12.5％が訪問看護を利用せず自宅に退院、

75％が訪問看護対象であったことから、7以上の患者に

訪問看護の必要性が高いと考えられた。 

4）スクリーニングシートの修正と活用への検討 

 スクリーニングシートの2つのモデル病棟での継続的

な活用と、全病棟への普及のため、スクリーニングシー

トの内容と訪問看護師による病棟での退院支援の取組み

について、病棟看護師、病棟師長、訪問看護ステーショ

ンスタッフと表5に示すような、意見の確認や検討を

行っていくことが必要であった。 

 第1回目の検討（2005年8月）では、対象病棟で月1回 

行われる定例の病棟会において、スクリーニングシート

の記載や訪問看護スタッフが病棟で退院支援を行うこと

についての意見を確認した。その結果、新たに「施設か

ら入院、または退院後入所予定」、「医療相談の介入が必

要な印象がある（内容記載）」、「認知症」の3項目（全34

項目）と、「その他（気になること）」の自由記載欄が追

加された。 

 第2回目の検討（2006年2月）では、第1回の病棟会で

の意見聴取で十分な意見聴取が困難な雰囲気があったた

め、無記名の質問紙に記載してもらう形で意見を確認し、

全スタッフ18名のうち16名から回収された。その結果、

シートを記載することが「面倒」という意見もあったが、

「内容が簡単なので今後の参考になるなら良い」という

意見も見られた。また、シートを記載し始めてから、

「患者が在宅でどのような支援を受けていたかを知るこ

とで、退院後の支援に関心を持たなくては」や「訪問看

護を身近に感じるようになった」等、意識や行動に変化

が見られたとの回答もあった。スクリーニングシートの

項目のうち「入退院を繰り返している」は、表現上判断

に迷うという意見があったため、「1か月以内に入退院し

ている（同一疾患に限らず）」と表現方法を修正した。

更に、現在筆者が行っている役割を病棟師長が行った場

合の退院支援の流れ図を病棟師長に提示し、スクリーニ

ングシートの内容と今後の活用について検討した。その

結果、「チェック数合計（記載者が記入）」欄と確認者

（師長、MSW、訪問看護）署名欄を設けた。また、訪問

看護導入患者のスクリーニングチェック数の分析から、

「7点以上は訪問看護など在宅準備支援の可能性が高い」

とシート内に追記した。 

第3回目の検討（2006年9月）では、筆者と訪問看護ス

テーション管理者、訪問看護ステーション主任で検討を

行った。管理者から、筆者が作成したスクリーニング

シートを病院全体で使用して、病院から退院した患者の

訪問看護を拾い上げていきたいという意向があった。ま

た、MSWとの協働も必要であると思われたため、MSW

にスクリーニングシートの活用を提案したが、活用して

いく意思はないことが確認されたため、確認者署名欄を

変更（MSWを削除）した。 

第4回目の検討（2007年3月）は、病院全体としてスク

リーニングシートを使用していくためには、看護部業務 

表3 訪問看護利用者スクリーニング結果 
スクリーニング項目における

チェック項目数 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 計

該当人数（単位：人） 0 0 0 0 1 2 5 6 4 2 4 4 1 0 1 30

 

表4 入院患者スクリーニング結果（単位：人） 

スクリーニング項目に 

おけるチェック項目数 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 計

退院後の経緯 施設入所 0 1 1 5 6 3 3 2 0 0 0 0 0 21

自宅(訪問看護なし) 19 24 12 8 13 4 3 0 1 0 0 0 1 85

自宅(訪問看護利用) 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 3 0 1 13

計 19 25 13 13 19 8 6 4 4 3 3 0 2 119
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委員会作成の看護手順に入れてから運用することになり、

業務委員会、訪問看護ステーション管理者、筆者で検討

した。退院に向けた支援の実践から出た退院支援の流れ

をもとに、訪問看護導入だけの目的ではなく、退院支援

全体を考慮した「退院支援」の手順、それを図式化した

「退院支援フローチャート」、「在宅療養情報シート」、

「在宅支援経過記録」を作成した。スクリーニングシー

トについては、確認者署名欄を削除し記載者署名欄のみ

に変更した。 

4回の検討の間もモデル病棟では、スクリーニング

シートの活用は継続され、変更毎に修正したシートに差

し替え使用された。 

 

Ⅴ．考察 

1．訪問看護が必要な患者の把握 

 病棟入院患者で退院後に訪問看護が必要となる患者を

早期に確認するため、訪問看護師による病棟訪問を行っ

たが、頻度として週1回であること、その場にいた1病棟

看護師からの情報収集であること、訪問看護師である筆

者が1回の病棟訪問で読めるカルテには限りがあること、

等により十分な成果が得られなかった。 

より合理的かつ病棟看護師とともに確認していく方法

として病棟看護師が記載する退院支援スクリーニング

シートを提案・活用した。そのスクリーニングシートの

活用において、実際に訪問看護が必要な患者を把握する

ことができ、訪問看護導入の支援にも至ることができた。

表5 スクリーニングシートの修正に向けた検討のプロセス 
検討会 

（年月） 
検討の内容 

スクリーニングシート 

修正内容 

第1回 

(2005年8月） 

定例の病棟会において意見聴取 

１）スクリーニングシートの記入についての意見確認 

「『その他』の項目又は気になることを自由に書ける項目があった方が良い」、「施設から

入所した場合にチェックする項目がない」、「病棟では入院時に訪問看護が必要かまで

はわからないかもしれないが、『MSWが必要』という方がわかりやすいかもしれない」、他 

２）これまで出された71人のシートの内容を一覧し気づいたことを検討 

①チェック項目数の多い医療依存度の高い人や介護量の多い人は、今まで病棟では在

宅療養は難しいと思っていたが、チェック項目が多くても自宅退院していることを認識し

た。②「入院時の主疾患」の項目には入っていないが、「認知症」が書き込まれていた

シートが多数あった、他 

・ 「その他（気になること）」

自由記載欄を追加 

・ 「施設から入院、または

退院後入所予定」項目

を追加 

・ 「医療相談の介入が必

要な印象がある」項目を

追加 

・ 疾患の項目に「認知症」

を追加 

第2回 

(2006年2月） 

１）スクリーニングシートについて質問紙（無記名）による意見把握（回収数16）と、その結果に

ついての検討 

（１）シートをチェックすることについての意見 

①面倒（6人）、②記入するのに時間がかかることではなく、内容はごく簡単なので、今後

の参考になるなら良い（3）、他 

（２）シートの各項目についての意見 

①自由記載を活用している（2）、②「入退院を繰り返している」という項目は、同一疾患の

み、あるいはどんな理由での入院も含めるか（1）、他 

（３）シートをつけ始めて意識や行動に何か変化したこと 

①在宅でどのような支援を受けていたかを知り、退院してそのような支援が必要になるか

もっと関心を持たなくてはと感じた(1)、②シートが存在することで訪問看護を身近に感じ

るようになった(1)他 

２）病棟師長に今後のシートの活用について検討 

①スクリーニングシート内に支援の流れに沿ったサインや面接の確認がわかるようにした

方が良い、②チェック項目数の合計欄があった方が良い 

・ 「入退院を繰り返してい

る」から「1か月以内に入

退院している（同一疾

患に限らず）」へ修正 

・ シート内に確認者署名

欄を設ける 

・ チェック項目数の合計

欄を設ける 

第3回 

(2006年9月） 

訪問看護ステーション管理者、主任、筆者でシートの今後の活用について検討 

「訪問看護主任がスクリーニングシートにて把握する役割を取ろうと計画しており、スクリーニ

ングシートを全病棟で活用できないか」、「本来は病棟の仕事なので、期間を決め始めは訪

問看護側で行い、慣れてきたら病棟師長に役割を移行していく」「MSWに相談をかけてみた

が、連携し一緒にやる様子はなかった」、他 

・ スクリーニング確認者署

名欄のMSWを削除 

第4回 

(2007年3月） 

病院全体でスクリーニングシートを使用するために看護部業務委員会の看護手順に掲載す

ることとなり、業務委員会、訪問看護ステーション管理者、筆者で検討。 

①退院支援全体を考慮した退院支援の手順を図式した「退院支援フローチャート」「在宅療

養情報シート」「在宅支援経過記録」を作成、②「退院支援フローチャート」に沿ってシートの

運用を師長が行うのなら確認者署名欄は要らないことで合意 

・ 確認者署名欄を削除し

記載者署名欄のみとした
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訪問看護対象者をスクリーニングするにあたり、今回作

成したスクリーニングシートにおいては、チェック該当

数7以上で訪問看護利用可能性の高い患者を特定できる

と考えられた。 

スクリーニングシートのチェック項目内容は、訪問看

護が必要になる患者の状況が多岐に渡るため、ある特定

の項目のみで訪問看護の必要性を判断することは困難で

あるが、訪問看護導入患者に多く見られた「介護保険

サービスを利用している」「家族が介護に負担や不安を

抱えている印象がある」「嚥下が良くない」「痰の吸引が

必要」等の項目のうち複数が該当する場合は、訪問看護

を導入すれば自宅退院が可能であると捉えることができ

る。また、これらの項目のうち「家族が介護に負担や不

安を抱えている印象がある」は感覚的であいまいな表現

であるが、専門職である看護職者は、入院時に情報を取

るわずかな関わりの中でもこのような印象を感じ取るこ

とができるので、それを意識化することで、重要な支援

につながる情報になっていくと考える。 

退院支援スクリーニングシートの活用は、あくまでス

クリーニングであるので、シートのチェックのみですべ

てを判断解決するものではなく、目的疾患の治療や緊急

状況にある入院時から、退院後のサポートの必要性につ

いて全入院患者を予測的に捉える手段である。しかし、

スクリーニングにより在宅療養支援患者を決定する判断

材料として有効活用できる11)という報告もあり、今回ス

クリーニングを実施したモデル病棟師長からも、「誰が

担当しても支援が必要な患者を漏れなく拾い上げる一定

の質を保つためにスクリーニングシートは有効である」

という意見が得られ、全入院患者を視野に入れた上で、

退院支援が必要な患者を把握できるという点で、スク

リーニングという考え方は必要であると考えられた。 

2．スクリーニングシートの発展的な活用のための方略 

 病棟看護師がスクリーニングシートを記載する過程で、

第2回目のシートの検討時に、「再び在宅へ戻ることを思

うと、患者様が在宅でどのような支援を受けていたか知

り、これから退院してそのような支援が必要になるか、

もっと関心を持たなくてはと感じた」「シートが存在す

ることで、訪問看護を身近に感じるようになった」とい

う意見が得られた。シートの記載やそこからの退院支援

の介入を通して、以前は医療依存度が高く介護量が多い

状況の患者は、自宅へ帰ることが困難だと考えていた病

棟看護師が、医療依存や介護量が多い患者の自宅退院の

可能性や、訪問看護への関心を高めることができたと考

えられた。徳田ら12)の調査においてもスクリーニングを

導入後繰り返しチェックすることで、病棟看護師が退院

支援の必要性の有無を判断するためのアセスメント項目

が理解でき、そのことが退院支援に早期に介入しなけれ

ばならないという意識の変化を及ぼしており、スクリー

ニングをきっかけに病棟看護師による退院支援の意識の

高まりが期待できると考えられる。 

スクリーニングシートは項目や形式において共通する

部分はあるが、同一なものはなくどの施設においても独

自に作成されており、今回の取組みにおいても併設病院

の体制、病棟看護の状況、患者の特徴等から、より利用

しやすくするため独自に作成するに至った。また、作成

後も記載する病棟看護師の意見を反映するため検討と修

正を繰り返した。検討・修正することにより、スクリー

ニングシートがより病棟看護師に利用しやすいものにな

り、更に前述のように病棟看護師が退院支援に関心を寄

せたり、退院支援の担い手としての意識を高めることに

つながった。今後も常に検討と修正が必要であると考え

る。 

また、坂井ら13)は、スクリーニングシートに加え、患

者家族と医療者の方向性を確認するシート、退院に向け

た病棟ケア内容を表示したシートを使用することで、退

院支援に必要な支援の手順書として、経験の浅い看護師

の実践力の不足を補う可能性を見出しており、退院支援

をシステム的に行うために、今回作成したスクリーニン

グシートの持つ役割は、単なる初期の支援対象の特定だ

けではなく、退院支援の基礎情報として活用していける

と考えている。 
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to Facilitate a Smooth Transition from Hospital Care to Home Visiting Care 
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Abstract 

This study aimed to clarify the method to identify which patients need home visiting care from the standpoint of 
visiting nurse. 

Concerning these points, the visiting nurses visited model ward A, and created   the screening sheet for supporting 
discharge that would be used for all patients in model wards A and B at the time of admission. The nurses continued to 
revise the screening sheet to improve its practical application. 

The visiting nurse assessed 15 patients over a six-month period during regular visits to ward A, and one patient was 
connected to visiting nursing. It was difficult to assess sufficiently which patients need home visiting care. 

A 31-item screening sheet for discharge support was created and introduced on A and B wards, and then aspects 
including screening sheet content and patient condition were confirmed. Ascertaining the contents of the screening sheet, 5 
to 12 items pertained to screening for patients who would have visiting nursing, with 7 to 12 items accounting for 92% of 
the patients. 

The visiting nurse assessed persons who use visiting nursing by the same screening sheet to confirm the features of 
visiting nursing users. The relevant screening items ranged from 5 to 15, with 83% of users accounting for 7 to 12 items. It 
was discovered, and the nurses confirmed, that the patients that needed home visiting care have a number of relevant 
screening items and use nursing insurance services; their families worried about the burden and insecurity of care; and 
patients’ problems included difficulty swallowing. 

The screening sheet was effective in every case for assessing patients who needed discharge support, with the 
relevant number and items checked as important points for determining those patients who needed visiting nursing. 
Moreover, the ward nurses’ entries in the screening sheets and the visiting nurses’ concern for discharge support implied 
that ward nursing staff would show greater interest in the potential for discharge support and visiting nursing. 
 

Keywords: discharge support, screening sheet, home care, visiting nurse 
 



岐阜県立看護大学紀要 第 13 巻 1 号，2013 

― 125 ― 
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〔研究報告〕 

妊娠期に行政・医療機関・多胎児サークルが協働して行う多胎児教室の検討 
 

名和 文香  服部 律子  布原 佳奈  武田 順子 

 

Study of the Multifetal Expectant Parent Classes Organized in Cooperation  
with the Government, Medical Institutions, and Support Group 

 

Fumika Nawa, Ritsuko Hattori, Kana Nunohara, and Junko Takeda 

 

 

要旨 

 本研究の目的は、妊娠中に行う「双子のプレママパパ教室」の評価と、その後の妊娠・育児にどのように活かさ

れたのかを検討することである。対象は、教室に参加した妊婦11名で、妊娠期と育児期の2回調査した。調査内容は、

妊娠期は「不安に思ったこと」「身体上のトラブル」、育児期は「育児中に困ったこと」「育児において工夫したこ

と」、妊娠期・育児期共に「親族の援助で望むこと」「医療・行政サービス、周囲の発言等で良かったこと・役立っ

たこと、嫌だと感じたこと」「あればいいと思う医療・行政サービス」であった。得られたデータは内容にしたがっ

て分類した。 

その結果、多くの妊婦が妊娠初期から［リスクが高いことについての不安］［正常に児が発育するかについての不

安］を抱えていた。「妊娠中、医療・行政サービス等で良かったこと」では、多くの妊婦が「双子のプレママパパ教

室」への参加を挙げており［妊娠、育児のイメージができた］など様々なメリットを感じていた。育児期では、

困った時期は1～3ヶ月が も多く［同時に泣き出すこと］などが挙がったが、教室で聞いたアドバイスを自分の育

児に活かすことができていた。 

「親族の援助で望むこと」として、両時期ともほとんどの母親が夫を頼りにしており、［育児の協力］［家事の協

力］が多かった。「あればいいと思う医療・行政サービス」では両時期とも［経済的支援］が多く、妊娠期では［双

子の教室の開催］、育児期では［外出時の支援］などがみられた。 

以上より、多胎児サークルメンバーとの交流会を設けた「双子のプレママパパ教室」を地域で妊娠期に行うこと

は、育児期へのイメージ作りにつながっており、体験談やアドバイスを育児に活用できていた。多胎妊婦と家族が

抱える不安や負担を軽減できるよう、行政・医療機関・多胎児サークルが協働し継続的な支援を行う必要がある。 

 

キーワード：双子、多胎児教室、妊娠期、育児期、協働 

 

Ⅰ．はじめに 

 不妊治療の普及によって、1991年より多胎出産率は増

え続け2005年のピークには出産千に対し11.8であった1)。

2008年に日本産科婦人科学会は、移植胚数を原則1個と

し胚移植数の制限を発表した。その後、多胎児出産率は

やや減少しているが、2010年には9.7で依然としてまだ

高い。岐阜県の多胎児出産は、2010年には9.2で全国平

均とほぼ同じであった2)。 

多胎妊娠は、単胎妊娠に比べ異常の発生率、周産期死

亡率も高い3)。また、多胎妊婦は妊娠期からの不安が高

く、育児期には多胎児の育児の大変さから4,5)、心身共に

ストレスが高くなる6)と言われている。さらに、多胎児
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を育てる母親の育児不安については、初産婦と経産婦で

差がみられ、初産婦の方が育児に対する不安も高く育児

に自信が持てない7)と言われている。父親も同様、妻と

子どもたちに対し妊娠期から育児期まで様々な不安を抱

えている8)、父親は育児の楽しさを感じていたが反面育

児の大変さや戸惑いなど、ネガティブな気持ちを表出し

ていた9)と言われている。 

このように、多胎妊婦は、妊娠と同時に身体的・精神

的負担を一気に抱え妊娠期を過ごしており、妊娠期に生

じた問題が育児期へとつながる恐れがある。よって、妊

娠期から妊婦のみならず家族を含めたサポートが重要と

なる。 

岐阜県の多胎児支援は、ぎふ多胎ネットの発足（2006

年）により活発になった10)。本学は、2002年より共同研

究事業として多胎児支援に取り組んでおり、2005年には

行政と病院、多胎児サークルが連携して「双子のプレマ

マパパ教室」を開催し取り組みを進めてきた。多胎妊婦

とその家族を対象とした教室は、岐阜県ではまだ実施さ

れていなかった。2009年には「双子のプレママパパ教

室」に参加した妊婦と家族を対象に質問紙調査を行い、

教室のあり方について検討した11)。その結果、参加者の

満足度は高く、多くの参加者が、多胎妊娠や育児に対す

る疑問や不安について解消されたと回答していた。評価

は概ね好評であり継続していくことが望まれた。この取

り組みは評価され、現在、事業化されている12)。その後、

他市においても、多胎児支援の重要性が話し合われ、多

胎妊婦を対象とした教室が事業化されるなど行政の支援

が広まってきている。 

今回、妊娠中に行った「双子のプレママパパ教室」に

参加した多胎妊婦に対し、妊娠期と育児期に調査を行い、

「双子のプレママパパ教室」の評価と、その後の妊娠・

育児にどのように活かされたのかを検討したので報告す

る。 

Ⅱ．方法 

1．「双子のプレママパパ教室」の紹介 

「双子のプレママパパ教室」を開催した地域は、A保健

所が管轄する5市からなり、その中のB市保健センターが

主体となって、他市の保健センター、周産期母子医療セ

ンター及び多胎児サークルと協働し教室を開催した。対

象者への案内方法は、各市での母子手帳配布時や病院で

の妊婦健診時に個別に行った。 

趣旨は、多胎妊婦と家族が妊娠中から正しい情報を得

て分娩や育児をイメージできる、妊婦と家族同士が情報

交換や交流を図り、ストレス軽減に努めることができる

等である。 

開催時期は6月と12月の年2回であり、開催曜日は土曜

日または日曜日で、時間は午後の約1時間半～2時間で

あった。開催場所はB市保健センターで、スタッフは保

健師3～5名、助産師1～2名、多胎児サークルメンバー4

～5名、本学教員2～3名であった。参加者は夫婦（2～4

組/回）での参加が多く、妊婦（1～2名/回）のみの参加

もあった。進行は保健師が中心となり、行政サービスの

紹介や相談に対応した。プログラムは、妊娠中の過ごし

方や分娩と入院生活（40分：助産師と本学教員）、体験

談や多胎児サークルの紹介（20分：多胎児サークルメン

バー）、交流会（30分～1時間）であり、助産師による専

門的知識の提供や当事者からの体験談を聞く機会を設け

た。教材は本学が作成した双子用の冊子を使用した。 

また、協力者の多胎児サークルは、多胎児の育児をし

ている約55家族（2009年）の会員で構成されている。 

2．調査対象および調査方法 

 2006年12月～2009年6月（開催回数：6回）に、「双子

のプレママパパ教室」に参加した妊婦に対し研究の参加

を依頼した。調査は、妊娠期と育児期の2回であり、妊

娠期の調査では、教室終了直後に質問紙の送付及び面接

調査の依頼を行った。育児期の調査では、産後3ヶ月頃

に質問紙の送付及び面接調査の依頼を行った。回答方法

は、調査依頼の際、郵送による質問紙調査または家庭訪

問による面接調査のいずれかを対象者に選択してもらっ

た。 

3．調査内容 

 妊娠期の調査項目（遡及的）は「妊娠中に不安に思っ

たこと及び時期」「妊娠中に起きた身体上のトラブル及

び時期」、育児期の調査項目は「育児中に困ったこと」

「育児において工夫したこと」、妊娠期・育児期共に、

「親族の援助で望むこと」「医療・行政サービス、周囲の

発言等で良かったこと・役立ったこと」「医療・行政

サービス、周囲の発言等で嫌だと感じたこと」「あれば

いいと思う医療・行政サービス」であった。 



岐阜県立看護大学紀要 第 13 巻 1 号，2013 

― 127 ― 

 回答方法は、2項選択法、自由記述法を用いた。面接

時の回答は、質問者が項目に沿って質問し回答しても

らった。得られた内容は質問者が項目毎にポイントを抜

き出して記載したものを使用した。質問紙の自由記述で

の回答は、意味内容に沿って文のまとまりとして抜き出

したものを使用した。 

分析方法は、選択法の回答は単純集計を行い、面接及

び自由記述で得られた内容は、内容に従って一意味一

データとし分類した。分析過程において研究者間で検討

を行いスーパーバイズを受けながら妥当性の確保に努め

た。本文中における大分類は【 】、小分類および分類

は[ ]、内容例は『 』で示した。 

調査期間は、2006年12月～2010年7月であった。 

4．倫理的配慮 

 研究への協力は、自由意思であること、個人が特定さ

れないようにまとめ報告することについて、文書を用い

説明し同意書の提出により同意の有無を確認した。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1903、2007年5月）。 

Ⅲ．結果 

1．対象の概要 

「双子のプレママパパ教室」の参加人数は、1回目：妊

婦2名、2回目：妊婦2名と夫2名、3回目：妊婦3名と夫2

名、4回目：妊婦4名と夫3名、5回目：妊婦2名と夫2名、

6回目：妊婦4名と夫4名で、計13組が夫婦での参加で

あった。17名の妊婦全員が同意したが、「双子のプレマ

マパパ教室」で得られた情報が、どのように活かされた

かを検討するため、両時期共に回答が得られた11名を対

象とした。対象者が選択した回答方法および有効回答数

は表1の通りである。 

家族構成は核家族が10名、分娩回数は初産婦7名、経

産婦4名、里帰り分娩は6名で産後の手伝いは全員があり

と回答していた（表2）。 

 

 

 

 

 

 

2．妊娠期の調査 

1）妊娠中に不安に思ったこと及び時期 

 不安に思った時期は、妊娠初期に7名が7件、妊娠期全

期を通して6名が8件の記述をしていた。分類別記述数は

［リスクが高いことについての不安］（5件）、［正常に児

が発育するかについての不安］（5件）、［自分の身体につ

いての不安］（2件）、［育児についての不安］（3件）で

あった（表3）。 

2）妊娠中に起きた身体上のトラブル及び時期 

 10名がありと回答した。妊娠初期が多く腹部緊満、出

血などの切迫流早産の症状や、つわり、腰痛などのマイ

ナートラブルが挙がった。 

3）妊娠中、親族の援助で望むこと 

 妊婦が望む援助者の内訳は、夫9名、実父母8名、義父

母4名、実子1名、親族全員1名であり、記述数は［育児

の協力］（16件）、［家事の協力］（9件）、［心の支え］（2

件）、［外出時の付き添い］（2件）、［入院中の援助］（2

件）であった（表4）。 

4）妊娠中、医療・行政サービス、周囲の発言等で良

かったこと・役立ったこと 

 良かったこと・役立ったことの自由記述については10

名から回答があり、項目は4つに分類し大分類とした。 

表2 対象の概要 （n＝11）

項目 内容 

年齢  31.3±4.0歳  

家族構成  核家族 10名   拡大家族 1名 

分娩回数  初産婦 7名    経産婦  4名  

分娩週数  36.3±1.1週 

分娩様式  経膣分娩 2名 帝王切開術 9名 

出生体重  
第1子 2241.5±340.1ｇ 

第2子 2249.2±346.6ｇ 

里帰り分娩の 

有無と期間 

あり 6名  

産前1～4ヶ月・産後2～4ヶ月 

なし 5名   

産後の手伝いの 

有無と続柄 

あり 11名 

実母 7名   義母 1名 

実子 1名  無回答 2名 

回答時期 

妊娠期  

 

 

 

育児期  

 

26.9±4.5週 

20～25週（5名） 

26～30週（3名） 

31～35週（3名） 

5.7±2.3ヶ月 

2～4ヶ月（4名） 

5～7ヶ月（4名） 

8～10 ヶ月（3 名） 

 

表1 対象者が選択した回答方法及び有効回答数 

回答 

方法 

妊娠期（人数） 育児期（人数） 

選択

した 

回答

方法 

有効回答数 

[育児期も 

回答した 

妊婦の人数] 

選択 

した 

回答 

方法 

有効 

回答数 

質問紙 14 12[8] 12 9 

面接 3 3[3] 3 2 

計 17 15[11] 15 11 
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【双子のプレママパパ教室の参加】は全員が回答してい

た。大分類の記述数は【双子のプレママパパ教室の参

加】（14件）、【近隣者からの支援や発言】（7件）、【居住

する自治体が行うパパママ教室の参加】（3件）、【病院ス

タッフの対応】（2件）であった。【双子のプレママパパ

教室の参加】の小分類は5つで、記述数は［体験談を聞

くことができた］（6件）、［気持ちが楽になった］（3件）、

［妊娠、育児のイメージができた］（2件）、［多胎妊婦と

知り合うことができた］（2件）、［配布された冊子が役

立った］（1件）であった。【近隣者からの支援や発言】

の小分類は3つで［友人からの声かけなど］（5件）、［職

場での声かけ］（1件）、［近所での声かけ］（1件）であっ

た（表5）。 

5）妊娠中、医療・行政サービス、周囲の発言等で嫌だ

と感じたこと 

 4名がありと回答した。周囲の発言では、不妊治療に

ついての質問などが挙がった。行政の対応では『市に問

い合わせたら情報がなくわからないと言われた』、病院 

表3 妊娠中に不安に思ったこと及び時期 （n＝11）複数回答 
時期（人数） 分類（記述数） 内容例 

妊娠初期 (7) リスクが高いことについての 

不安  (3) 

 

・流産のリスクが高いと聞いたため、安定するまで不安 

・病院で、単胎妊娠よりリスクが高いことを説明され、多胎についてネットや 

本を買い調べた 

 正常に児が発育するかに 

ついての不安 (2) 

・無事に二人とも育っていってくれるか不安 

・今はやめたが、たばこを吸っていたことが影響しないか 

 自分の身体についての不安

  (2) 

・出血が続いたため、流産するのではないかと思った 

・つわりがひどく、いつまで続くのか 

妊娠期全期 (6) リスクが高いことについての

不安  (2) 

・早産の危険性が高いと言われた 

・トラブルがあった際の搬送の可能性について 

 正常に児が発育するかに 

ついての不安 (3) 

・障害をもっていたらどうしよう 

・出血したとき、このままダメになったらどうしよう、早く産まれたりしないか 

・二人とも元気に生まれてきてくれるのか 

 育児についての不安 (3) 

 

・授乳がどうなるか不安、想像がつかない 

・生まれてから、育児を昼間一人でやっていけるのか 

・育児にかかる費用がどれくらい必要なのか 

 

表4 妊娠中、親族の援助で望むこと （n＝11）複数回答 

援助者（人数） 分類（記述数） 内容例 

夫       （9） 育児の協力 （8） 

 

 

 

・育児全般の協力をしてほしい 

・自分の親ではなく、夫と子育てを協力していきたい 

・おむつ、ミルク、お風呂の手伝いをしてほしい 

・上の子の面倒を見てほしい 

家事の協力 （4）  ・少し家事をしてほしい 

・休日の家事をしてほしい 

心の支え  （1） ・心の支えになってほしい 

外出時の付き添い （1）  ・出かける時、手伝ってほしい 

実父母   （8） 育児の協力 （3）  ・双子の面倒を見てほしい 

・子どもの入浴や、遊びなどをやってほしい 

・上の子どもの園への送迎をしてほしい 

家事の協力 （4）  ・買い物をしてほしい 

・里帰り中の家事をしてほしい 

入院中の援助 （2） ・管理入院中の世話をしてほしい 

・面会にきてほしい 

義父母   （4） 育児の協力 （4）  ・仕事を続けるので、育児の協力をお願いしたい 

・沐浴などを手伝ってほしい 

家事の協力 （1） ・買い物をしてほしい 

外出時の付き添い （1）  ・健診に付き添ってほしい 

実子     （1） 育児の協力 （1） ・沐浴後の着替えを手伝ってほしい 

親族全員 （1） 心の支え  （1） ・普段通りで良いが気を遣ってほしい 
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の対応として『診察時間が短く聞きにくい』などがあっ

た。 

6）妊娠中、あればいいと思う医療・行政サービス 

 10名から自由記述の回答があり、項目は5つに分類さ

れた。分類別記述数及び内容は［経済的支援］（5件）で

は『健診費の無料化』、［双子の教室の開催］（2件）では

『双子の教室の開催回数を増やす』、[双子に関する情報

の提供]（2件）では『多胎児教室開催などの情報を得る

機会の提供』、［環境の整備］（2件）では『出かけやすい

街作り』、［医療施設の充実］（1件）では『多胎妊娠を管

理する病院の増加』などであった（表6）。 

3．育児期の調査 

1）育児中に困ったこと 

 全員があったと回答した。時期別にみると、1～3ヶ月

が8名、4～7ヶ月が4名、出生～継続中が2名であった。1

～3ヶ月の分類別記述数は［同時に泣きだすこと］（5件）、

［人手不足］（1件）、［外出時の大変さ］（1件）、［授乳が

上手くいかないこと］（1件）であった（表7）。 

2）育児において工夫したこと 

 8名が工夫したと回答した。分類別記述数及び内容は

［同時授乳を行う］（5件）では『教室で聞いた同時授乳

を参考にした』、［育児方法を工夫する］（4件）では『便 

 

 
表6 妊娠中、あればいいと思う医療・行政サービス 

（n＝10）
分類（記述数） 内容例 

経済的支援 

 （5）

・健診費の無料化 

・健診の助成回数を増やす  

・チャイルドシートの無料貸出し 

・医療費助成制度の延長 

双子の教室の

開催 （2）

・双子の教室の開催回数を増やす 

・双子用のﾏﾀﾆﾃｨﾖｶﾞ等の教室の開催 

双子に関する

情報の提供 

 （2）

・多胎児教室開催などの情報を得る機会の

提供  

・双子のサークルの紹介や参加について 

環境の整備 

 （2）

・出かけやすい街作り  

・制度をうまく活用できる職場 

医療施設の 

充実  （1）

 

・多胎妊娠を管理する病院の増加  

・聞きたいことを聞くことのできる時間を作っ

てほしい  

表5 妊娠中、医療・行政サービス等で良かったこと・役立ったこと （n＝10） 
大分類（記述数） 小分類（記述数） 内容例 

双子のプレママパパ

教室の参加 （14） 

体験談を聞くことが 

できた （6） 

 

 

・サークルのママ達から色々と生の声が聞けたこと 

・実際に出産されて育児をされているご夫婦のお話を聞けたことが役に立った 

・周りに双子の人がいないので、経験のある人の話が聞けて良かった 

・サークルの紹介をしてもらった 

気持ちが楽になった 

 （3） 

 

・気持ち的に参加することで楽になれます 

・気持ちが楽になった 

・サークルの方からの言葉が良かった 

妊娠、育児のイメージ

ができた （2） 

・妊娠、育児のイメージがわいた 

・寝かしつける時にバウンサーを使ったり、いつ頃ベビーカーを買えばよいかイメー

ジできた 

多胎妊婦と知り合う 

ことができた （2） 

・同じように双子を妊娠している方と知り合うことができて良かった 

・多胎妊婦と知り合えた 

配布された冊子が 

役立った （1） 

・双子専用の冊子をもらった 

近隣者からの支援

や発言 （7） 

友人からの声かけなど 

 （5） 

 

・友人が気にかけてくれる 

・「ラッキーね」と言われた 

・本をプレゼントしてくれた 

・友達が気にかけてくれる 

・ベビー用品のおさがりをもらった 

職場での声かけ （1） ・会社の先輩に「子どもが沢山いると、将来行くところがたくさんあって頼もしいよ」と

言われた 

近所での声かけ （1） ・近所の人に「いつでも言ってね」と言われた 

居住する自治体が

行うパパママ教室の

参加 (3） 

教室での妊娠・育児の

話 （2） 

・人形を使って沐浴を見せてくれわかりやすかった 

・妊娠中の料理についての話を聞くことができた 

教室での多胎妊婦の

紹介 （1） 

・保健師に多胎妊婦を紹介してもらった 

病院スタッフの対応 

 （2） 

 ・通院中の病院は、ほとんどが助産師なので、色々と話をよく聞いてくれる  

・気軽に話を聞いてくれ、アドバイスをしてくれた 
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利グッズのフル活用』、［時間の確保に努める］（1件）で

は『なるべく自分が休めるよう時間を作っている』、［家

事を工夫する］（1件）では『家事に時間が割けないため、

食事は生協を利用している』、［心がけをする］（1件）で

は『パパ大好きっ子になるように声かけをしている』で

あった（表8）。 

3）育児中、親族の援助で望むこと 

 母親が望む援助者の内訳は、夫9名、義父母6名、実父

母4名、親族全員1名であり、分類別記述数及び内容は

［育児の協力］（15件）、［家事の協力］（4件）、［外出時の

付き添い］（2件）では『予防接種や健診時、買い物に行

く時などついてきてほしい』、［生活費の考慮］（2件）で

は『双子の場合、普通以上にお金がかかるので生活費を

考えてほしい』、［見守り］（1件）であった（表9）。 

 

4）育児中、医療施設・行政サービス、周囲の発言等で、

良かったこと・役立ったこと 

 良かったこと・役立ったことの自由記述については10

名から回答があり、項目は4つに分類し大分類とした。

大分類の記述数は【行政の支援】（9件）、【近隣者からの

支援や発言】（5件）、【多胎児サークルメンバーからのア

ドバイス】（3件）、【病院スタッフの対応】（3件）であっ

た。小分類および記述数は【行政の支援】では [保健師

による指導など]（3件）など、【近隣者からの支援や発

言】では[友人からの支援や声かけ]（3件）などであった

（表10）。 

5）育児中、医療・行政サービス、周囲の発言等で嫌だ

と感じたこと 

 5名がありと回答した。外出時の大変さとして『保健

センターで行われた教室や予防接種の際、手伝いがなく 

 

表7 育児中に困ったこと （n＝11）複数回答 
時期（人数） 分類（記述数） 内容例 

1～3ヶ月 (8) 同時に泣き出すこと （5） ・一人で見ている時、二人同時に泣き出したときは困る 

・二人が一緒に大泣きをして、抱いても泣き止まなかったり、夜、別々に泣いて 

寝なかったときは困った 

人手不足 （1） ・赤ちゃんが小さいと特に大変で、普通と違うので人手が足りない 

外出時の大変さ （1） ・予防接種は一人ではいけない為、夫に休みを取ってもらった 

授乳が上手く行かない 

こと  （1） 

・おっぱいを嫌がったり、上手に飲めなかった。トラブルもあり泣きました 

4～7ヶ月 （4）  外出時の大変さ （2） 

 

・予防接種の時、近所の方と一緒に行ってもらい、やっと行くことができた  

・一人で二人を病院へ連れて行った時に困った 

人手不足 （2） ・まだまだ人手不足で寝る暇がない、疲れる 

・一人しかいないので目が離せない 

出生～継続中 

 （2） 

外出時の大変さ （2） 

 

・気軽に外出できない 

・外出時、人手がないので不便 

人手不足 （1） ・お風呂を1人で三人入れるのは大変 

同時に泣き出すこと （1） ・一人でいるときに二人同時に泣かれると困る 

未記入 （1）  同時に泣き出すこと （1） ・二人一緒にぐずり、自分しかいない時は一人を泣かせっぱなしでかわいそうだった 

 

表8 育児において工夫したこと （n＝8） 
分類（記述数） 内容例 

同時授乳を行う （5） ・教室で聞いた同時授乳を参考にした・二人同時に授乳したい時、哺乳瓶を立てかけて 

哺乳瓶を持ちながら授乳をした  

・一人が泣いて起きた時、もう一人も起こして授乳する  

・一人を授乳枕に寝かせてタオルなどで哺乳瓶を支え、もう一人におっぱいをあげる 

育児方法を工夫する （4） ・便利グッズ（バウンサー、プレイジム等）のフル活用  

・着替えや育児用品をできるだけたくさんもらった  

・昼と夜の部屋を変え、時間で区別をつけ、夜は暗く静かに 

・授乳は添い寝をメインにしている 

時間の確保に努める （1） ・なるべく自分が休めるよう時間を作っている  

家事を工夫する （1） ・家事に時間が割けないため、食事は生協を利用している 

心がけをする （1） ・「パパ大好きっ子」になるように声かけをしている  
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大変だった』や、児との面会時の対応として『面会時間

に遅れた際、明日から早く来てと言われた』などが挙

がった。 

6）育児中、あればいいと思う医療・行政サービス 

 6名から自由記述の回答があり、項目は5つに分類され

た。分類別記述数及び内容は［経済的支援］（4件）では

『保育料の負担を減らしてほしい』、［地域での支援］（4

件）では『新生児から乗れるベビーカーをスーパーに設

置してほしい』、［外出時の支援］（3件）では『予防接種

時の手伝い』、［家庭訪問の充実］（2件）では『育児相談

の定期的訪問』、［医療施設の整備］（1件）では『病院ス

タッフの人手不足の解消』であった（表11）。 

 

 

表9 育児中、親族の援助で望むこと （n＝11）複数回答 
援助者（人数） 分類（記述数） 内容例 

夫  （9） 育児の協力  （6） 

 

 

 

・育児全般の手を貸してほしい 

・休日の子どもの世話をしてほしい 

・一人では無理なことが多いので協力してほしい 

・子どもの世話を任せて外出させてほしい 

家事の協力  （2） ・家事を協力してほしい 

外出時の付き添い （1） ・予防接種や健診時、買い物に行く時など、ついてきてほしい 

生活費の考慮 （1） ・双子の場合、普通以上にお金がかかるので、生活費を考えてほしい 

義父母  （6） 育児の協力 （4） 

 

・育児全般を手伝ってほしい 

・一人では無理なので協力してほしい 

・大変な時、疲れた時に手助けしてほしい 

生活費の考慮  （1） ・生活費を考えてほしい 

見守り  （1） ・温かく見守ってほしい、口出しをやめてほしい 

実父母  （4） 育児の協力 （4） ・上の子の登園時の世話をしてほしい 

・たまに、双子や上の子を預かってほしい 

・子どものお風呂を手伝ってほしい 

・出かける際、子どもを見ていてほしい 

家事の協力 （1） ・時々、掃除などしてほしい 

外出時の付き添い （1） ・予防接種や健診時など、付き添ってほしい 

親族全員  （1） 育児の協力 （1） ・とにかく、手を貸してほしい 

家事の協力 （1） 

 

表10 育児中、医療施設・行政サービス等で、良かったこと・役立ったこと （n＝10） 
大分類（記述数） 小分類（記述数） 内容例 

行政の支援 （9） 保健師による指導 

など （3） 

・予防接種の指導をしてもらった 

・市から保健師さんが来てくれて、赤ちゃんの体重を測ったり、いろいろ話をしてくれた

 施設や制度の 

利用 （2） 

・上の子を託児所に預けることができた 

・単胎に比べ、+10日以上ヘルパーを派遣してくれた 

経済的支援 （2） 

 

・小学校6年生まで医療費が免除になる（当時） 

・ヘルパーに、低価格で週1～2回、1～2時間でも手伝ってもらうと助かった 

 母親同士の仲介 

 （1） 

・健診時、双子のお母さんがいたので、連絡先を聞きたいと思っていたら、間に入って 

話しかけてくれた 

情報提供 （1） ・サークルの紹介など、市から双子の情報がある場合、パンフレットが送られてきた 

近隣者からの支援や

発言 （5） 

 

友人からの支援や 

声かけ （3） 

 

 

・友達も双子を産んでいるため、些細なことでも聞いたり相談でき心強く、先が見え、 

不安にならない 

・お揃いの服もお下がりでくれるので助かる 

・精神的にまいっていた時、友人が会いに来てくれた 

 外出時の声かけ 

 （2） 

・外に出た時、声をかけてもらえる 

・お店などで、「頑張ってね」と双子の方や、おじいちゃんおばあちゃんに言われたこと

多胎児ｻｰｸﾙﾒﾝﾊﾞｰ 

からのｱﾄﾞﾊﾞｲｽ （3） 

 

 

・サークルの座談会での先輩お母さんの言葉で、私にもできると思わせてくれる 

・「自分を大切に」という助言がもらえ、体調を気遣うことができた 

病院ｽﾀｯﾌの対応 

 （3） 

 ・困った時、 NICUスタッフが電話で対応してくれる  

・大丈夫かなと思うとすぐに病院に行くことができる 
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Ⅳ．考察 

1．妊娠中に行う「双子のプレママパパ教室」の検討 

 妊娠・分娩に関する説明は、助産師と教員が行ってい

る。「双子のプレママパパ教室」に関する2009年の調査

では、専門職から直接説明を受けることや質問ができる

という点で評価が高かった13)。妊娠中、10名が身体上の

トラブルを抱えており、不安に思ったことでは、妊娠初

期に不安が集中していた。妊娠早期に不安を少しでも軽

減できるよう、正しい知識と予防策、異常時の対応など

を知ることは妊婦にとって心強いものであるといえる。 

 10名の妊婦が「双子のプレママパパ教室」の参加が役

立ったと答えており、体験談を聞くことによって気持ち

が楽になり、妊娠・育児のイメージができた等、様々な

メリットを感じていた。ピアサポート支援の研究では、

妊娠・出産から育児にかけての情報を実際の経験者から

得ることで、より確かな将来の見通しを持つことができ

悩みを相談できたことで不安な気持ちが軽減していた14)、

また、看護者の支援の研究では、母親が出産施設で欲し

かった情報・保健指導の内容は双子の育児方法に関する

具体的なものであり、経験者からの助言を求めていた15)

とある。当事者である多胎児サークルメンバーから、妊

娠中に体験談を聞くことは育児のイメージ作りにつな

がっていた。 

 妊娠中の集いや教室については、双子を対象とした教

室が望まれていた。また、現行の1年に2回の開催では参

加ができない場合も考えられるため、回数についても検

討することが必要である。 

 育児中に困ったことがあったと全員が回答しており、

8名が育児の工夫をしたと回答していた。困った時期は1

～3ヶ月に集中しており、この時期の支援が特に重要で

あることがわかった。困った内容や育児の工夫について

は、当事者から体験談として聞いた内容やアドバイスが

多くみられ、妊娠中に体験談やアドバイスを聞くことで、

育児の様子をイメージし活かすことができていたと考え

られる。 

 育児中の医療施設・行政サービスで役立ったこととし

て、多胎児サークルメンバーからのアドバイスが挙がっ

ているが、育児期に多胎児サークルへ参加することを躊

躇する母親も多く、妊娠中からの情報提供と参加を促す

ことが、育児のストレス軽減や孤立を防ぐことに役立つ

と考える。 

 さらに、「双子のプレママパパ教室」を地域で開催す

ることにより、専門職同士が同じ課題に向き合い協働で

きたこと、そして、参加者と地域の保健師の面識ができ、

専門職が協働したサービスを受けることができたという

メリットにつながったと考えられる。 

2．妊娠期～育児期の家族への支援 

 親族に望む援助では、両時期において多くの母親が夫

を頼りにしており、育児の協力や家事の協力が多かった。

育児中に困ったことでは人手不足や外出時の大変さが挙

がっている。母親の精神的健康度を調査した研究では、

双子の母親は単胎児の母親に比べて有意に健康状態が悪

く、特に育児期では母親の心身の負担を軽減するような

援助が必要である16)とあり、単胎に比べると多くの人手

が必要であり、育児や家事に追われるばかりか、目が離

せない状況にあることもストレスとなっている。母親一

人だけでは負担が大きいため、育児や家事を実際に行う

親族の支援が必要である。 

また、父親の家事育児行動は、双子の父親の方が全般

的に家事育児に協力的であった17)、多胎児をもつ父親は、

自分の生活の改革を迫られる家事・育児の分担が変化し

ていた18)とあるように、双子をもつ父親は妻をサポート

し積極的に育児を行う傾向がある。「双子のプレママパ

パ教室」には毎回多くの父親が参加しており、育児に対

する関心も非常に高い。妊婦と同様、家族も妊娠中から

表11 育児中、あればいいと思う医療施設・行政 

サービス （n＝6） 
分類（記述数） 内容例 

経済的支援 （4）  ・保育料の負担を減らしてほしい 

・妊婦健診費の助成 

・子どもの医療費免除をもっと長く 

・ヘルパーや交通費等、色々申請 

できるようになると良い 

地域での支援 （4） 

 

・乳児健診を増やしてほしい 

・新生児から乗れるベビーカーを 

スーパーに設置してほしい  

・保育園に預ける際の柔軟な対応 

外出時の支援 （3） ・予防接種時の手伝い  

・保育園等などで行われるサークル 

へ参加する際、援助してほしい 

家庭訪問の充実  

 （2） 

・育児相談の定期的訪問 

・もっとつらい時期に来てほしい 

医療施設の整備  

 （1） 

・病院スタッフの人手不足の解消 
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育児をイメージすることによって、サポートすべき内容

を把握し実際に即した家事・育児行動が行えると考える。

よって、家族の参加の促しも必要である。 

また、実父母や義父母に対する要望も育児の協力が多

い。産後の手伝いについては、全員があると回答してお

り、育児が始まってすぐの期間は協力が得られるが、そ

の後の育児は主に夫が支えなければならない。母親に

とって、実父母や義父母の支援がある期間は育児に慣れ

る時期でもあるが、どの程度の支援が必要なのか前もっ

て話しあう必要がある。その際、「双子のプレママパパ

教室」の参加や行政からの情報提供が有効になる。 

3．行政・医療機関における継続的な支援の必要性 

 あればいいと思う医療・行政サービスでは、両時期共

に経済的支援が も多く、妊娠・育児にかかる費用の負

担軽減を望んでいた。様々な育児支援への取り組みは急

速に進んでいるが、ハイリスク妊娠や2倍かかる育児費

用負担への対応は不十分であり急務である。 

行政に望む支援として、外出しやすい環境作りが挙

がった。乳幼児健診時の希望として、圧倒的に人的サ

ポートがほしいが多かった19)とあり、外出時、一人で双

子を見るのは大変なため二人を連れての外出ができず引

きこもる傾向にあり、ストレスや孤立につながる恐れが

ある。家族の付き添いのみならず、外出時に困らない環

境や支援に取り組む必要がある。 

 医療機関に望む支援として、質問できる時間の確保や

スタッフの人手不足の解消など、母親に寄り添う環境や

時間を求めていた。医療機関では、多胎妊娠のリスクや

対応について説明しているが、内容の理解についての

フォローや寄り添う時間を確保する必要がある。医療者

は、多胎の母親同士や病院と地域をつなぐ「橋渡し」的

な役割がある20)とあるように、医療機関と行政、多胎児

サークルが担う役割を妊婦が活用できるよう、妊婦には

「双子のプレママパパ教室」の紹介や多胎児サークルの

情報提供を行ったり、行政と協働しハイリスク事例の

フォローを行うなどの調整が必要である。 

Ⅴ．まとめ 

 妊娠中に行う「双子のプレママパパ教室」について検

討した結果、専門家による知識の提供及び当事者との交

流会を設けることが、多胎妊娠や育児のイメージ作りに

つながっていた。また、家族にとっても参加することで、

妊娠中から育児のイメージをすることができサポートす

べき内容を把握できる効果が期待できる。 

「双子のプレママパパ教室」は多胎児支援の一部であ

る。妊娠期からの途切れのない継続した行政・医療機関、

多胎児サークルによる支援が求められるため、今後さら

なる協働体制を検討していきたい。 
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Study of the Multifetal Expectant Parent Classes Organized in Cooperation  
with the Government, Medical Institutions, and Support Group 

 

Fumika Nawa, Ritsuko Hattori, Kana Nunohara, and Junko Takeda 

 

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

 

Abstract 

The purpose of this study is to reveal how the “Twin expectant mama and dad class” was utilized to the subsequent 
period of pregnancy and child rearing.  We had 11 pregnant women as subjects who participated in the parent class.  The 
subjects were investigated longitudinally during the stage of pregnancy and child-rearing. We have investigated on [what 
their concerns are], and [what physical troubles they faced] during pregnancy, and [what caused them trouble] and [what 
ideas they have employed] during child-rearing period, and [what support they expect from relatives], [what was found 
good, useful or hateful in medical/government services provided or remarks received from people around], [what 
medical/government services are wished for] and others during both pregnancy and child rearing period. 

As a result, many pregnant women were found having anxiety from their early pregnancy about [high-risk 
pregnancy] and [growth of the fetuses]. As for advantages of medical/government services during pregnancy, many 
pregnant women cited various merits gained by participating in the  “Twin expectant mama and dad class”, for example, 
[It made me picture images of pregnancy and child-rearing], and others. Meanwhile, the most difficult period during child-
rearing is between 1-3 months for most mothers for reasons which includes [The babies starts crying at the same time] and 
others, but they were able to make use of advices provided during the parents class into their child-rearing. 

With regard to "What assistance they expect from relatives", most mothers rely on their husbands in terms of 
[Involvement of childcare] and [Involvement of housework] in both stages. As for medical/government services they wish 
for, many mothers wish for [Financial support] in both stages, and [Holding twin expectant parent classes] during 
pregnancy, and [Assistance during outing] and others in the stage of child-rearing. 

From the feedback as above, it was found that  “Twin expectant mama and dad class” in which the exchange 
meeting with a circle member were carried out for expectant mothers has led to the creation of images of child rearing, and 
the participants made use of experiences of others and advice to their child rearing. In order to help multifetal expectant 
mothers and their families reduce anxiety and burden, it is necessary that government, medical institutions and multifetal 
expectant parent circles work together and provide continuous support in the future. 
 

Keywords: twins, multifetal expectant parents class, during pregnancy, child-rearing period, work in cooperation 
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〔研究報告〕 

生活習慣病ハイリスク者に対する保健指導による改善目標達成状況と 
性格特性の関連 

 

田中 昭子１）  小西 美智子２） 

 

Relationships Personality of People Who Have High-Risk Factors of Lifestyle-Related Disease  
between Achieve Their Goal 

 

Akiko Tanaka1), Michiko Konishi2) 

 

 

要旨 

【目的】本研究の目的は、生活習慣病ハイリスク者に保健指導を実施し、6ヶ月後の改善目標達成状況と性格特性の

関連を検討することである。 

【方法】対象者は、A健診センターの健康診断の結果、生活習慣病ハイリスク者と判定され、研究協力に同意の得ら

れた40名である。対象者には、A健診センターの保健師5名により6ヶ月間保健指導を行った。保健指導は、開始時、

3ヶ月後、6ヶ月後は面接で、その他は1ヶ月ごとに電話で行った。開始時に、対象者自身が保健師とともに改善目標

とそのために取り組む保健行動を決定し、その実施状況を1ヶ月ごとに記録用紙に記載することを約束した。また、

3ヶ月後、6ヶ月後には開始時と同様の健康診断を行った。改善目標の達成状況から、達成群と未達成群の2群に分類

し、比較した。統計ソフトはSPSS19を使用した。 

【結果】生活習慣病ハイリスク者に同様の保健指導を実施した結果、6ヶ月後の改善目標の達成群は7名（24.1%）、未

達成群は22名（75.9%）であった。達成群と未達成群では、性別、年齢、職業、休日といった属性や、行動変容ス

テージに有意な差はみられなかったが、エゴグラム分類において有意差がみられたことから、生活習慣の改善には

性格特性が関与している可能性があると考えられた。 

 

キーワード：生活習慣病、保健指導、エゴグラム 

 

Ⅰ．はじめに 

 我が国の三大死因は、悪性新生物、心疾患、脳血管疾

患で、全体の約6割を占めている。また、平成20年の患

者調査によると、医療機関を受診している総患者数は、

悪性新生物152万人、虚血性心疾患81万人、脳血管疾患

134万人、高血圧性疾患797万人、糖尿病237万人を合わ

せると約1400万人となり、国民の約1割に当たる。さら

に、平成22年の国民生活基礎調査では、要介護者の介護

が必要になった主な原因の第1位は脳血管疾患で、全体

の約4分の1を占めていた。これらの疾患は、食事、運動、

睡眠・休養、飲酒、喫煙などの生活習慣がその発症や悪

化に関与していることから生活習慣病と呼ばれる。生活

習慣病の発症・悪化予防は国民的な課題であり、平均寿

命や健康寿命の延伸、医療費の削減に貢献すると考えら

れ、意義が大きい。我が国の生活習慣病対策は、平成12

年からは第3次国民健康づくり対策として「21世紀にお

ける国民健康づくり運動（健康日本21）」が策定され、

国、都道府県、市町村が計画を作成し、生活習慣の改善
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に取り組んでいる。特に、平成20年度からは特定健康診

査・特定保健指導が開始され、健康診断結果から生活習

慣病の発症リスクの程度に応じた保健指導を実施してい

る。効果的な保健指導とするため、国により標準化され

たプログラムが導入され、保健師等の実践者の資質向上

のための研修も行われているが、対象者個々の特性に基

づく保健指導の内容は保健師に一任されているのが現状

である。 

生活習慣病は自覚症状がないまま進行するので、健康

診断は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会である。保

健師は、健康診断結果から本人が身体状況を理解し、生

活習慣改善の必要性を認識でき、行動目標を自ら設定し

実行できるよう、対象者の考えや行動変容のステージ

（準備状態）を考慮し、個別性のある保健指導を行う必

要がある。しかし、個人の認識や考え方、行動は、性格

特性による影響も大きいと考えられる。性格特性と生活

習慣、生理学的指標の関連を指摘する先行研究もいくつ

かみられる。今井らの研究1)では、内向型は外向型に比

べて、生活習慣病発生の危険を高めるような生活習慣を

もちやすいことが明らかにされている。織井らの研究2)

では、4つのパーソナリティ傾向のうちタイプ2傾向（不

安が非常に強く、ワーカホリック傾向と敵意性が強い）

では、コレステロール値が高いことが示されている。不

安になりやすい性格傾向が味覚に及ぼす影響を検討した

研究3)では、不安群は健康群と比較し甘味の閾値が低い

ことが明らかとなり、不安に誘発されたストレス状態が、

摂食促進による過剰エネルギー状態や内臓脂肪増加に関

与している可能性が示唆されている。高血圧の危険因子

は職業と性格であると指摘する研究4)もある。これらの

ことから、個人が生活習慣を改善するという行動変容を

実行・継続し、健康診断結果を改善するためには、性格

特性にも着目した支援が必要であると考えられる。 

そこで本研究では、生活習慣病ハイリスク者に保健指

導を実施し、6ヶ月後の改善目標達成状況と性格特性の

関連を検討することを目的とした。 

Ⅱ．研究方法 

1．対象者 

 A健診センターの健康診断の結果、生活習慣病ハイリ

スク者と判定され、研究協力に同意の得られた40名であ

る。 

本研究における生活習慣病ハイリスク者とは、A健診

センターの基準（表1）により、健康診断項目のいずれ

かが基本値を逸脱した者である。 

2．保健指導の方法 

 対象者には、A健診センターの保健師5名により6ヶ月

間保健指導を行った。保健指導は、開始時、3ヶ月後、

6ヶ月後は面接で、その他は1ヶ月ごとに電話で行った。

開始時に、対象者自身が保健師とともに改善目標とその

ために取り組む保健行動を決定し、その実施状況を1ヶ

月ごとに記録用紙に記載することを約束した。改善目標

と取り組む保健行動の決定の際は、対象者の意思を尊重

し、対象者ができそうだと思うこと、取り組みたいと思

うことが具体的にあげられるよう、健康診断結果と生活

習慣(栄養、運動、睡眠、飲酒、喫煙)に関するアンケー

ト結果から保健師が一緒に考えた。また、3ヶ月後、6ヶ

月後には開始時と同様の健康診断を行った。 

 保健師5名には、保健指導方法の一貫性と充実を図る

ために事前に研修を行った。研修では、従来から用いて

いる生活習慣病保健指導パンフレットの活用方法につい

て検討し、今までの保健指導での問題点について意見交

換した。その後、生活習慣病とは何か、対象者の行動変

容ステージ（理論横断モデル）、行動変容を促すための

自己効力感、保健信念モデルについて学習会を行った。 

 本研究では、対象者および保健師には、対象者の性格

特性についての情報提供はせず、保健指導を実施した。 

表1 A健診センターの検査項目と基本値 
検査項目 基本値（単位） 

身長 - 

体重 - 

BMI 18.5～24.9 

腹囲 男性85未満、女性90未満（cm） 

血圧 130未満/85未満（mmHg） 

血糖 99以下（mg/dl） 

HbA1c 5.1以下（％） 

中性脂肪 149以下（mg/dl） 

HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 40.0～89.9（mg/dl） 

LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 119以下（mg/dl） 

GOT 30以下（IU/l） 

GPT 30以下（IU/l） 

γ-GTP 50以下（IU/l） 

総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 130～219（mg/dl） 
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3．調査項目 

 健康診断項目は、体重、BMI、腹囲、血圧値、血糖値、

HbA1c、中性脂肪、HDL、LDL、GOT、GPT、γ‐GTP、

総コレステロールについて、開始時から6ヶ月後の検査

値の変化を評価した。 

以下の項目については、健康診断後の最初の保健指導

時に質問紙により収集した。 

対象者の属性（年齢、性別、家族構成、職業、休日は

規則的か、服薬治療の有無）、生活習慣（栄養、運動、

睡眠、飲酒、喫煙）、理論横断モデルに基づく行動変容

ステージは、質問紙の回答（「改善するつもりはない」

「改善するつもりである（概ね6ヶ月以内）」「近いうちに

改善するつもりであり少しずつ始めている（概ね1ヶ月

以内）」「既に改善に取り組んでいる（6ヶ月未満）」「既

に改善に取り組んでいる（6ヶ月以上）」）から、無関心

期、関心期、準備期、実行期、維持期の5段階に分類し、

保健指導を実施した。 

性格特性は、東大式エゴグラムを使用した。その理由

は、エゴグラムは自己分析・自己理解のツールとして用

いることができ、企業ではメンタルヘルス対策や職員研

修などに、教育現場では生徒指導や面談などに実際に活

用されている5)ことから、今後、生活習慣改善のための

保健指導に活用できると考えたからである。エゴグラム

はCP、NP、A、FC、ACの優位型及び低位型、混合型に

ついては台形型のⅠ・Ⅱ・Ⅲ、U型のⅠ・Ⅱ・Ⅲ、N型

のⅠ・Ⅱ・Ⅲ、逆N型のⅠ・Ⅱ・Ⅲ、M型、W型、平坦

型のⅠ・Ⅱ・Ⅲ、P優位型およびC優位型の計29分類で

検討した6)。 

4．研究期間 

 平成22年4月にA健診センターの保健師に趣旨説明を行

い、6月と8月の2回研修を実施した。その後、平成22年9

月～平成23年3月、A健診センターの保健師により保健指

導を実施した。 

5．分析方法 

 改善目標の達成状況から、達成群と未達成群の2群に

分類し、比較した。改善目標が2つ以上ある場合は、全

ての目標が達成された者を達成群とした。また、改善目

標で何をどの程度まで改善するのか数値を示していない

ものについては、検査値についてはA健診センターの基

本値に改善することを達成と判断した。 

健康診断の検査値の変化については、基準値外から内

への改善を◎、基準値内での改善を○、基準値外での改

善を●、基準値内での変化なしを△、基準値外での変化

なしを▲、基準値内での悪化を▽、基準値外での悪化を

▼、基準値内から外への悪化を×とし、◎〇●の数をみ

た。 

性別、職業、休日、行動変容ステージ、エゴグラム分

類については、χ2検定で分析した。できるだけ0のセル

が少なくなるよう、エゴグラム分類については、優位型、

低位型、混合型に、行動変容ステージについては、無関

心期、関心期、準備期以上に、職業については、会社

員・公務員、農業・林業、家事、その他に、分類し直し

検定した。また、年齢、検査値の変化については、

Mann-WhitneyのU検定で分析した。 

有意水準5％で有意差の有無をみた。統計ソフトは

SPSS19を使用した。 

6．倫理的配慮 

 研究協力について、A健診センターの保健師には、学

習会開催時に、文書および口頭で説明し、文書により同

意を得た。また、各対象者には、健康診断後の最初の保

健指導時に、A健診センターの保健師から文書および口

頭で説明し、文書により同意を得た。なお、対象者の健

康診断データの使用については、A健診センター長に許

可を得た。 

本研究の計画は、岐阜県立看護大学研究倫理審査部会

の承認を得て、実施した。（承認番号2108-１） 

Ⅲ．研究結果 

1．分析対象者の概要 

 研究協力に同意の得られた者40名のうち、治療中の疾

患がある者4名、65～74歳の者4名、改善目標が不明の者

3名を除外した29名を分析対象とした。 

分析対象者の内訳は、男性16名（55.2％）、女性13名

（44.8％）で、年齢の幅は34～63歳、平均年齢は49.3歳で

あった。職業は、会社員12名（41.5％）、自営業6名

（20.8％）、家事5名（17.3％）、その他に農業、林業、飲

食業、公務員、取締役、パートが各1名（各3.4％）で

あった。休日は、規則的19名（65.5％）、不規則8名

（27.6％）、無回答2名（6.9％）であった。家族構成は、

一人暮らし1名（3.4％）、家族と同居28名（96.6％）で
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表2 分析対象者及び一般健常者のエゴグラム分類  
単位(％)

  分析対象者29名 一般健常者1221名 

ｴｺﾞｸﾞﾗﾑ 

分類 
(男性１6名、女性13名) (男性692名、女性529名)

  平均年齢49.3歳 平均年齢32.3歳 

CP優位型 0 7.5

NP優位型 13.7 5.2

A優位型 10.3 6.6

FC優位型 17.1 5.3

AC優位型 10.3 11.5

CP低位型 3.5 3.6

NP低位型 0 3.3

A低位型 10.3 2.9

FC低位型 3.5 2.8

AC低位型 3.5 4.8

台形型Ⅰ 0 0.5

台形型Ⅱ 3.5 0.8

台形型Ⅲ 6.9 1.4

U型Ⅰ 0 1.1

U型Ⅱ 3.5 1.5

U型Ⅲ 0 0.5

N型Ⅰ 6.9 6.4

N型Ⅱ 0 1.5

N型Ⅲ 0 4.5

逆N型Ⅰ 0 6

逆N型Ⅱ 3.5 1.4

逆N型Ⅲ 3.5 2.1

M型 0 3.7

W型 0 3.7

平坦型Ⅰ 0 0.2

平坦型Ⅱ 0 5.2

平坦型Ⅲ 0 0.2

P優位型 0 2.9

C優位型 0 2.7

あった。 

行動変容ステージは、無関心期2名（6.9%）、関心期18

名（62.1%）、準備期4名（13.8%）、実行期1名（3.4%）、維

持期4名（13.8%）と、関心期が最も多かった。開始時の

生活習慣病ハイリスク項目は、脂質24名（82.8%）、腹囲

17名（58.6％）、BMI17名（58.6%）、糖代謝19名（65.5%）、

肝機能7名（24.1%）、血圧2名 （6.9%）であった。 

改善目標としては、体重の減少や腹囲の減少をあげる

者が多かった。また、2つ以上の改善目標をあげた者が9

名（31.0％）いた。 

分析対象者29名のエゴグラム分類は、表2に示すとお

りである。分析対象者の人数が少ないため、一般健常者

の分布7)と一概に比較することはできないが、分析対象

者では、FC優位型17.1%、NP優位型13.7%、A優位型、AC

優位型、A低位型がそれぞれ10.3%と多く、そのうちNP

優位型、A低位型は一般健常者では上位5位までに入って

いなかった。 

2．改善目標の達成状況 

 6ヶ月後の改善目標の達成群は7名（24.1%）、未達成群

は22名（75.9%）であった。達成群7名の内訳は、男性4

名、女性3名で、年齢の幅は34～63歳、平均年齢47.7歳

であった。未達成群22名の内訳は、男性12名、女性10名

で、年齢の幅は35～62歳、平均年齢48.9歳であった。表

3に示すように、性別、年齢、職業、休日、行動変容ス

テージについては、達成群、未達成群に有意差はみられ

なかった。 

改善目標については、「体重6.8Kg減」（No.6）、「体重

7.1kg減」（No.10）、「体重7.9kg減」（No.14）、「腹囲7.4cm

減」（No.19）のように6ヶ月間では少し困難と思われる

目標をあげた者も一部みられるが、概ね妥当な目標をあ

げていた。しかし、「飲酒量を減らして肝臓をいたわる」

（No.12）、「血糖値の改善」（No.22）、「HbA1c値が改善す

る」（No.26・27）、「総コレステロール、中性脂肪、LDL

をよくしたい」（No.25）、「コレステロール値を下げる」

（No.29）のように、どの程度まで改善するのか具体的な

数値を示していない目標が、未達成群にみられた。また、

「コレステロール値を下げる」は、一見1つの目標のよう

だが、総コレステロール、LDLコレステロールの2つの

目標が含まれる曖昧な内容であった。 

改善目標の達成状況については、2つ以上の改善目標

をあげた者9名の内1つは達成した者は2名（No.12・19）

いたが、残り7名（No.8・11・15・17・21・25・29）は

全ての目標が達成できず、9名とも未達成群となった。

また、未達成群では、体重や腹囲の減少、検査値の改善

を目標にあげているにもかかわらず、体重や腹囲が増加

したり、検査値が悪化している者が14名（63.6％）みら

れた。（No.8・12・13・14・15・17・18・21・22・23・

24・25・28・29） 

6ヶ月後の検査値の変化については、◎〇●の項目数

の平均が、達成群では4.9項目、未達成群では2.0項目と

有意な差（p＝0.003）がみられ、達成群は改善目標を達

成しただけでなく、全般に改善した項目が多いことがわ

かった。 

また、エゴグラム分類について2群を比較すると、達

成群では低位型が4名（57.1%）、特にA低位型が3名

（42.9%）と多く、未達成群では優位型が14名（63.6%）と

多く、その内訳はFC優位型4名（18.2%）、NP優位型4名 
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表3 改善目標達成状況とエゴグラム分類の関連 

 
 No. 性

別 

年
齢 

職
業 

休
日 

行動変容ス
テージ 

開始時のハイリスク項目

改善目標 
改善目標の
達成状況 

検査値の変化 

ｴｺﾞﾑﾗﾑ 
分類 腹

囲 

B
M
I

糖
代
謝 

脂
質 

血
圧 

肝
機
能 

◎
の
数 

〇
の
数 

●
の
数 

計 

達
成
群 

1 男 54 自営業 規則的 無関心期 ○  ○ ○   腹囲1cm減 腹囲2.1cm減 3 1 0 4 
低位型 
A低位型 

2 男 37 自営業 不規則 関心期   ○ ○  ○
γ-GTPが 

正常値になる
γ-GTP 
67→31 

3 5 1 9 
低位型 
A低位型 

3 男 34 自営業 規則的 関心期 ○ ○  ○  ○ 体重3.2Kg減 体重3.2Kg減 0 0 4 4 
低位型 
A低位型 

4 男 42 会社員 規則的 関心期 ○   ○   腹囲2cm減 腹囲2.5cm減 1 0 0 1 
低位型 
CP低位型

5 女 59 会社員 規則的 関心期   ○ ○   
中性脂肪 

148くらいにする
中性脂肪 
204→61 

2 3 0 5 
混合型 
台形型Ⅲ 

6 女 63 家事 規則的 関心期 ○ ○ ○ ○   体重6.8Kg減 体重6.9Kg減 2 0 4 6 
低位型 
FC低位型

7 女 45 会社員 規則的 関心期  ○  ○   体重3.7Kg減 体重6.3Kg減 3 1 1 5 
優位型 
FC優位型

計
7
名 

男4名 
女3名 

47.7 ― ― ― 4 3 4 7 0 2 ― ― ― ― ― 4.9 ― 

未
達
成
群 

8 男 35 会社員 不規則 無関心期 ○ ○ ○ ○  ○
体重5.4Kg減 
腹囲4.4cm減 

体重0.1Kg増 
腹囲0.6cm増 

0 1 0 1 
優位型 
FC優位型

9 男 49 会社員 規則的 関心期 ○ ○  ○  ○ 体重2.9Kg減 体重0.2Kg減 1 0 0 1 
混合型 
N型Ⅰ 

10 男 43 会社員 規則的 関心期  ○ ○ ○   体重7.1Kg減 体重2.1Kg減 2 0 1 3 
混合型 
U型Ⅱ 

11 男 45 会社員 規則的 関心期 ○   ○  ○
体重3.7Kg減 
腹囲3.6cm減 

体重0.1Kg減 
腹囲0.6cm減 

2 0 0 2 
優位型 
AC優位型

12 男 56 林業 不規則 関心期 ○  ○ ○   
飲酒量を減らして

肝臓をいたわる
腹囲2cm減 

飲酒量は減 
腹囲1.1cm増 

0 1 1 2 
優位型 
AC優位型

13 男 43 会社員 規則的 関心期 ○ ○  ○   体重1kg減 体重2.7kg増 0 1 0 1 
優位型 
AC優位型

14 男 55 取締役 不規則 関心期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 体重7.9Kg減 体重0.2Kg増 2 0 1 3 
優位型 
FC優位型

15 女 39 家事 不規則 関心期 ○ ○ ○    
体重2～3Kg減
腹囲2～3cm減

体重1.4Kg増 
腹囲1.5cm減 

0 2 0 2 
混合型 
N型Ⅰ 

16 女 59 公務員 規則的 関心期 ○ ○ ○ ○   体重5.7Kg減 体重3Kg減 3 1 0 4 
混合型 
逆N型Ⅱ 

17 女 54 家事 不規則 関心期 ○ ○ ○    
体重1.3Kg減 
腹囲1.8cm減 

体重1.6Kg増 
腹囲1.3cm減 

1 0 0 1 
優位型 
FC優位型

18 女 39 会社員 規則的 関心期  ○ ○    体重3.7Kg減 体重1.4Kg増 1 1 0 2 
優位型 
NP優位型

19 女 60 家事 無回答 関心期 ○ ○ ○ ○   
体重2.6Kg減 
腹囲7.4cm減 

体重2.7Kg減 
腹囲0.4cm減 

1 0 1 2 
優位型 
NP優位型

20 女 49 会社員 規則的 関心期 ○ ○ ○ ○ ○  体重4.2Kg減 体重0.7Kg減 1 0 1 2 
優位型 
NP優位型

21 男 59 農業 不規則 準備期 ○  ○ ○  ○
体重6Kg減 
腹囲5cm減 

体重1.4Kg増 
腹囲1.8cm減 

1 0 0 1 
優位型 
A優位型 

22 女 57 自営業 規則的 準備期   ○    血糖値の改善
血糖値 

106→111 
0 2 0 2 

混合型 
台形型Ⅱ 

23 女 35 ﾊﾟｰﾄ 規則的 準備期  ○     体重3.8Kg減 体重0.9Kg増 1 2 0 3 
混合型 
台形型Ⅲ 

24 女 55 家事 無回答 準備期  ○ ○ ○   体重2Kg減 体重1.2Kg増 2 1 0 3 
優位型 
FC優位型

25 男 47 会社員 規則的 実行期    ○   
総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、

中性脂肪、LDLを
よくしたい 

総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 
236→248 
中性脂肪 

180→150、
LDL 

147→156 

0 0 1 1 
低位型 
AC低位型

26 男 56 飲食業 規則的 維持期   ○ ○   
HbA1c値が 
改善する 

HbA1c 
6.2→6.0 

1 3 0 4 
混合型 
逆N型Ⅲ 

27 男 50 自営業 規則的 維持期   ○ ○   
HbA1c値が 
改善する 

HbA1c 
5.9→5.5 

0 0 1 1 
優位型 
A優位型 

28 男 50 自営業 不規則 維持期 ○ ○  ○   体重3.8Kg減 体重0.4Kg増 2 0 0 2 
優位型 
NP優位型

29 女 62 会社員 規則的 維持期    ○   
ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ値を

下げる 

総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ 
309→338 

LDL 
227→244 

1 1 0 2 
優位型 
A優位型 

計
22
名 

男12名 
女10名 

48.9 ― ― ― 13 14 15 17 2 5 ― ― ― ― ― 2.0 ― 

有
意
差 

― n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
p= 
0.003 

p=0.001 
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（18.2%）、A優位型3名（13.6%）、AC優位型3名（13.6%）

で、達成群と未達成群に有意差がみられた。（p=0.001） 

Ⅳ．考察 

1．改善目標達成状況と性格特性の関連 

 本研究の分析対象者は、研究協力に同意し、6ヶ月間

自らが立てた改善目標の達成に取り組んだ者であること

から、生活習慣改善に対する意識が高い集団であったと

考えられ、生活習慣病ハイリスク者全体を代表する集団

とは言えない。その根拠として、行動変容ステージでは

関心期が約6割と最も多く、概ね6ヶ月以内に生活習慣を

改善するつもりの者が多かった。また、準備期、実行期、

維持期は合わせて約3割で、すでに生活習慣の改善に取

り組んでいる者も比較的多かった。 

 しかし、改善目標達成状況から達成群と未達成群に分

類すると、達成群は7名（24.1%）と改善目標を達成でき

たのは、分析対象者の約4分の1であった。その要因の一

つとして、目標設定の不適切さが考えられる。未達成群

には、2つ以上の目標をあげた者が9名（40.9％）、何を

どの程度改善するのか曖昧な目標をあげた者が6名

（27.3％）と、重複者を除くと12名（54.5％）の改善目標

が不適切だった可能性が考えられる。達成群では2つ以

上の目標をあげた者はおらず、具体的な目標が設定され

ていたことから、体重と腹囲など関連する項目でも、ま

ずはどちらかの項目に絞る必要があったと考える。また、

本研究ではA健診センターの基本値に改善することを達

成としたが、何をどの程度改善するのか曖昧な目標をあ

げた6名の中には、対象者自身はそこまでの改善を考え

ていなかった者もいたかもしれない。しかし、具体的な

目標でないと、達成の判断もできないし、対象者自身も

目標を意識しにくかったのではないだろうか。行動変容

にはスモールステップが大切で、1つの目標を達成した

という成功体験は、対象者の自信となり、次の目標達成

にも取り組みやすくなるといわれている。まずは達成し

やすい目標で成功することが大切なのである。また、も

う一つの要因として、行動変容ステージに適した保健指

導内容でなかった可能性が考えられる。達成群、未達成

群で、行動変容ステージに統計的な有意差はなかったが、

未達成群には、準備期、実行期、維持期の者が、合わせ

て9名（40.9％）みられた。A健診センターは健康診断と

保健指導の専門機関であり、保健師は本研究に取り組む

以前から行動変容ステージに基づいた保健指導を行って

いるが、準備期、実行期、維持期の者は、すでに生活習

慣改善に取り組んでおり、何らかの成果を出しているも

のが多く、さらなる改善を目指すためには、目標設定や

保健指導の内容において、さらに個別性や専門性のある

ものを提供する必要がないか、検討する必要があると考

える。 

 また、達成群は改善目標を達成しただけでなく、健康

診断項目全般に改善した項目が有意に多かったことから、

より良い健康状態に変化していると考えられる。反対に、

未達成群では改善目標を達成していないばかりではなく、

悪化している者も多く、検査値においても改善している

項目が少なかった。同様の保健指導を実施したにもかか

わらず、このような違いがあるのはなぜだろうか。達成

群と未達成群では、性別、年齢、職業、休日といった属

性や、行動変容ステージに有意な差はみられなかったが、

エゴグラム分類において有意差がみられたことから、生

活習慣の改善には性格特性が関与している可能性がある

と考える。達成群では、低位型、特にA低位型が多かっ

たことから、低位型には今回のように1ヶ月ごとに面接

または電話での保健指導の機会があったことが効果的

だったのかもしれない。しかし、本研究では、改善目標

の達成状況に影響を与えた要因として、目標設定の不適

切さや行動変容ステージに適した保健指導内容でなかっ

た可能性も否定できない。今後は、エゴグラム以外の条

件をできる限り一定にして再検討する必要がある。伊藤

ら8)は、生活習慣病有所見者で減算的健康管理行動（食

事量や嗜好品の量など何かを適度に減らすようコント

ロールすること）がとれない群のエゴグラムの特徴とし

てACの高さとの関連を示唆しており、エゴグラムの保

健指導場面での活用を提案している。エゴグラムは、正

常・異常、性格の良し悪しを判定するものではなく、自

分の自我状態に気づき自己分析するためのツールとして

用いるものである9)。自分のエゴグラムの特徴をつかむ

ことで、自分の性格特性、行動パターンに気づいたら、

自分の性格や行動パターンを変えることもできる10)。生

活習慣の改善には、現在の生活習慣を振り返り、改善の

必要性に自分自身で気づくことが重要である。なぜその

ような生活習慣行動をとっているのかを認識する際の助
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けとしてエゴグラムを用いることができるのではないだ

ろうか。今後は、エゴグラムを用いた保健指導を行い、

その効果を検討することも必要と考える。 

2．本研究の限界と課題 

 A健診センターは特定健康診査・特定保健指導を受け

ることができる市内指定医療機関14か所のうちの1つで

あり、対象者はA健診センターを選択し受診しているこ

とから、対象者の住所や職業などに偏りがあった可能性

がある。また、本研究の分析対象者は、研究協力に同意

し、6ヶ月間自らが立てた改善目標の達成に取り組んだ

者であることから、生活習慣改善に対する意識が高い集

団であったと考えられ、生活習慣病ハイリスク者全体を

代表する集団とは言えない。厚生労働省によれば、平成

22年度の特定健診の受診率は43.2%、特定保健指導の対

象者は受診者の18.3%、特定保健指導の対象者のうち終

了した者は13.1%であったと報告されている11)。このこと

から、本研究の分析対象者も生活習慣病ハイリスク者の

中では一部の限られた集団であると推測される。今回は

分析対象者と他の生活習慣病ハイリスク者の比較を行っ

ていないが、今後は比較を行うことにより分析対象者が

生活習慣病ハイリスク者をどの程度代表しているのか明

確にする必要があると考える。 

Ⅴ．まとめ 

 生活習慣病ハイリスク者に同様の保健指導を実施した

結果、6ヶ月後の改善目標の達成群は7名（24.1%）、未達

成群は22名（75.9%）であった。達成群と未達成群では、

性別、年齢、職業、休日といった属性や、行動変容ス

テージに有意な差はみられなかったが、エゴグラム分類

において有意差がみられたことから、生活習慣の改善に

は性格特性が関与している可能性があると考えられた。 

 

なお、本研究は、平成20～22年度科学研究費補助金研

究(基盤研究C)（課題番号20592643）の一部であり、第

31回日本看護科学学会学術集会において発表した内容に

加筆・修正したものである。 
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Relationships Personality of People Who Have High-Risk Factors of Lifestyle-Related Disease  
between Achieve Their Goal 

 

Akiko Tanaka1), Michiko Konishi2) 

 

1) Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

2) Management in Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to identify relationships  personality of people who have high-risk factors of 
lifestyle-related disease between effect of health guidance, and to consider effective health guidance method. 
Methods: The subjects were 40 persons, they were judged who have high-risk factors of lifestyle-related disease, as a 
result of the medical examination of A medical examination center. They were given Health guidance for six months by 5 
public health nurses of A medical examination center. At the time of a start, they set their improvement goals, and promised 
to record in situation for every month. After three months and six months, they had the same medical examination as the 
time of a start was performed. The achievement situation of an improvement target and change of laboratory data estimated 
the health guidance effect, and it analyzed relation with the personality classified according to the University of Tokyo type 
egogram. 
Results: Results of the study show that 6 months later, 7 people achieved improvement goals and 22 people did not. 
Among the 7 people who achieved improvement goals, 5   were classified to lower position type of personality. 
Especially A lower position types was 3 persons. The classification of 22 people who were not able to achieve their goals 
was 14 for dominant position type, there were many FC dominant position type, NP dominant position types, AC dominant 
position types, and A dominant position types. It was a significant difference personality of people who achieved 
improvement goals, and did not. 
 

Keywords: lifestyle related-disease, health guidance, egogram 



岐阜県立看護大学紀要 第 13 巻 1 号，2013 

― 161 ― 

1）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 

2）岐阜県立看護大学 看護研究センター Nursing Collaboration Center, Gifu College of Nursing 

〔資料〕 

市町村保健師の行政評価および保健師活動評価への取り組みの実態 
 

大井 靖子１）  松下 光子１）  大川 眞智子２）  山田 洋子１）  種村 真衣１） 

 

Implementation of Municipal Public Health Nurses in Administrative Evaluation  
and Public Health Nursing Activity Evaluation 

 

Yasuko Ohi1), Mitsuko Matsushita1), Machiko Ohkawa2), Yoko Yamada1), and Mai Tanemura1) 

 

Ⅰ．はじめに 

 保健師は、地域生活集団を対象にした看護過程として、

アセスメント・計画・実施・評価の過程を踏んでいる。

より質の高い看護を提供するためには、現状の活動が地

域のヘルスケアニーズに即しているか、住民の健康状態

や健康意識が向上したか、といった視点から保健師活動

の評価を行うことが重要である。専門職としての責務を

果たす上でも、また保健師が評価を通して自身の専門的

判断が適切であったか確認する上でも、保健師活動の評

価は重要な意味をもつ。 

近年は自治体で行政評価が普及していることを背景に、

活動成果を評価することで保健事業への信頼性を担保し

立証すること、住民に対する説明責任を果たすこと1,2)等

で保健師活動評価の必要性が説明されている。市町村の

保健師活動も行政活動の一部であり、行政評価と同じく

保健師活動も評価することが求められているが、保健師

活動については一定の評価方法は確立しておらず普及し

ているとはいえない状況である。 

筆者らは、現場保健師にとって実用可能な保健師活動

の評価方法の開発を目指しているところであるが、地方

自治体にて行政評価の普及が進んでいる現状から、保健

師活動評価と行政評価を関連させる評価方法が有用では

ないかと考えた。しかし、保健師が実際にどの程度行政

評価に携わっているのか、日々の保健師活動評価をどの

ように実施し、どのように考えて取り組んでいるか、行

政評価を保健師活動評価との関連についてどのように考

えているか、実態は明らかではない。そこで本研究は、

A県内市町村における保健師の行政評価および保健師活

動評価への取り組みの実態を明らかにすることを目的と

する。 

Ⅱ．行政評価普及の背景と行政評価の方法 

1．行政評価普及の背景 

 行政評価が自治体に普及し始めたのは1990年代半ばか

らである。2001年の法制化（行政機関が行う政策の評価

に関する法律：2001年）により、さらに多くの自治体に

普及してきた3)。2010年には、行政評価を導入した自治

体は、54.4％と半数以上、特に市区以上の規模の自治体

での導入が進み、都道府県では98％、政令指定都市およ

び中核市ではそれぞれ95％、一般市区では78％、町村で

は30％である4)。今後導入を検討中の自治体もあり、行

政評価制度を導入する自治体は年々増加していく見込み

である。 

 行政評価がこれほど普及した背景には、新公共政策

（New Public Management）という公共経営の考え方が普

及してきたこと5)、さらに財政逼迫、公務員への批判の

対応、分権型社会における自治体の自治力の充実や職員

の政策形成能力の涵養が指摘されている6)。 

 自治体が行政評価を導入する際は、評価結果をフィー

ドバックするためのPDCAサイクルが必要といわれてい

る7)。近年は、行政活動を企画（P=Plan）と実施（D=Do）

だけで終わるのではなく、評価（C=Check）し、改善

（A=Action）につなげるという考え方が自治体で普及し

ているところである。 
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2．行政評価の方法 

 行政評価の手法は様々であり特に定められてはいない

が、多くの自治体内で制度として確立し普及しているの

は、事業ごとにその事業を担当する部局自らが評価を行

う事務事業評価である。他には、ベンチマーキング、業

務棚卸、事業仕分け等の手法もある。また行政改革推進

の流れを受けた公務員制度改革においては人事評価制度

の導入も進められ、これも広義には行政評価手法の一つ

といえよう。 

 総合計画は、行政評価制度導入以前の1970年代以降か

ら普及・定着しており、行政改革プランとの重複化・一

体化が進んでいる8)。総合計画の進行管理を行政評価制

度として行う、または行政評価制度と連動させて行う自

治体もある。 

Ⅲ．研究方法 

1．調査対象 

 A県内全42市町村において、保健部門の管理的立場に

ある保健師各1名を対象とした。 

2．調査方法 

1）調査方法 

 調査方法は無記名の郵送式質問紙調査とし、各市町村

の保健担当課長あてに調査依頼文、質問紙および研究代

表者宛ての返信用封筒を郵送し、調査を依頼した。 

2）調査時期 

 調査は平成23年11月に実施した。 

3）調査内容 

 調査内容は次のとおりである。 

①当該市町村での行政評価実施の有無 

②行政評価を実施している場合は、保健師の行政評価

のかかわりの有無およびかかわり方、行政評価の方

法、行政評価を行う目的についての考え 

③保健活動・保健師活動評価の機会として意識してい

る取り組み 

④保健活動・保健師活動の評価を行う際に意識してい

ること 

⑤行政評価と保健師活動のまとめや評価との関連につ

いての考え 

⑥次年度の活動計画作成時に、市の総合計画や各種保

健計画との関連を確認するか 

⑦保健師活動評価を行う上での困難さや課題 

⑧行政評価、保健師活動評価についての意見、本調査

に対する意見・感想 

調査内容の①から⑥については選択肢で回答、うち②

③④は複数回答とした。⑦および⑧は自由記載とした。 

本研究では、行政評価および保健師活動評価について

は特に定義づけはせず、現場で一般的に行われる評価方

法を回答選択肢に示した。 

3．分析方法 

 設問ごとに単純集計を行った。⑦については、類似し

た記載内容を分類して集計した。 

4．倫理的配慮 

 調査依頼文には調査の趣旨と目的、管理的立場にある

保健師からの回答を依頼する旨を明記した。質問紙の表

紙にも調査の趣旨と目的を記載し、さらに調査は無記名

で行い、結果公表の際に個人や自治体名が特定されない

こと、調査協力は強制ではなく自由意思であることを明

記した。回答した質問紙の返信をもって調査協力に同意

したとみなした。 

 本研究は、岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の承認

を得て実施した（承認番号0016）。 

Ⅳ．結果 

 42市町村のうち31市町村から回答の返信があった。内

容を確認し、有効回答は30件（配布数に対して71.4％）

であった。 

1．行政評価を実施している市町村の状況 

1）行政評価を実施している市町村数 

 実施している市町村が19件（63.3％）、実施していな

い市町村が10件（33.3％）、未記入1件（3.3％）であった。 

2）保健師の行政評価へのかかわり 

 行政評価を実施している19市町村のうち、保健師が行

政評価にかかわっているが14件（73.7％）、かかわって

いない4件（21.1％）、未記入1件（5.3％）であった。 

 行政評価に保健師がかかわっている14市町村のうち、

複数回答で問うた保健師のかかわり方は表1のとおりで

ある。最も多かったのは、「スタッフの保健師全員が行

政評価にかかわる何らかの作業を行っている」9件

（64.3％）であった。 
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3）行政評価の方法 

 行政評価を実施している19市町村における行政評価の

方法は、表2のとおりである。複数回答で問うたところ、

「事務事業評価」16件（84.2％）が最も多く、次に、

「個々の職員の目標管理、勤務評価」10件（52.6％）が

多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4）行政評価を行う目的についての考え 

 行政評価を実施している19市町村について、行政評価

を行う目的についての考えを複数回答で問うたところ、

表3のとおりであった。「業務の改善や充実」16件

（84.2％）が最も多く、次いで「事業の効率化」14件

（73.7％）、「政策の推進」11件（57.9％）などであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．保健活動・保健師活動の評価の機会として意識して

いる取り組み 

 保健活動・保健師活動の評価の機会として意識してい

る取り組みを複数回答で問うたところ、表4のとおりで

あった。回答した30市町村全体では「課内や係内で話し

合う機会をもつ」26件（86.7％）が最も多く、次いで

「県や国への事業実績報告の作成」「一つの事業や活動に

ついて経年的な経過を含め振り返り評価する機会を作

る」が同数で各22件（73.3％）、「年度ごとの活動報告書

の作成」21件(70.0％)などであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．保健活動・保健師活動の評価を行う際に意識してい

ること 

 保健活動・保健師活動の評価を行う際に意識している

ことを複数回答で問うたところ、表5のとおりであった。

回答した30市町村全体では「保健師間の意見交換の機会

となるようにしている」24件（80.0％）が最も多く、次

いで「実績だけでなく、成果評価を行うように意識して

取り組んでいる」「まとめたり評価したりすることが保

健師としての判断や取り組み方法の見直しになるように

考えている」「総合計画・基本計画や各種保健計画との

連動を意識して評価している」が同数で各 21 件

（70.0％）、「事業や活動の目的に照らして評価するよう

に意識して取り組んでいる」が17件（56.7％）、「地域の

ヘルスケアニーズに基づく活動になるように見直す機会

としている」が16件（53.3％）などであった。 

 

 

 

表1 保健師の行政評価へのかかわり方（複数回答）n=14 
回答項目 件数（％）

スタッフの保健師全員が行政評価にかかわる何ら

かの作業を行っている 
9 (64.3) 

各事業などを担当する保健師が単独でその事業

に関する作業を行う 
4 (28.6) 

担当する保健師のチームで話し合って関連する作

業を行う     
4 (28.6) 

行政評価の取り組みを保健師間、課内の話し合い

の機会として活用している 
3 (21.4) 

管理的立場の保健師のみが行政評価に関する作

業を行う 
3 (21.4) 

その他 1 (7.1) 

その他の記載内容：係単位で係長を中心に事業評価を実施。その

後課内会議を行っている 

表2 行政評価の方法（複数回答） n=19 
回答項目 件数（％） 

事務事業評価 16 (84.2) 

個々の職員の目標管理、勤務評価 10 (52.6) 

事業仕分け 2 (10.5) 

ベンチマーキング 0 (0.0) 

業務棚卸 0 (0.0) 

わからない 0 (0.0) 

その他 1 (5.3) 

その他の具体的な方法や名称：予算事業評価、市民と学識経験者

による会議を開催し、事務事業の見直しをすすめる 

表3 行政評価を行う目的（複数回答） n=19 
回答項目 件数（％） 

業務の改善や充実 16 (84.2) 

事業の効率化 14 (73.7) 

政策の推進 11 (57.9) 

行政職員の意識改革や能力向上 9 (47.4) 

住民に対する行政活動の説明 8 (42.1) 

予算の削減 5 (26.3) 

地域ニーズに適した行政サービスの実施 1 (5.3) 

その他 0 (0.0) 

表4 保健活動・保健師活動の評価の機会として意識して

いる取り組み（複数回答） n=30 
回答項目 件数（％） 

課内や係内で話し合う機会をもつ 26 (86.7) 

県や国への事業実績報告の作成 22 (73.3) 

一つの事業や活動について経年的な経過を含

め振り返り評価する機会を作る 
22 (73.3) 

年度ごとの活動報告書の作成 21 (70.0) 

各種協議会等への報告資料の作成 20 (66.7) 

各事業の計画と実績報告について起案文書を

作成して決裁をとる 
20 (66.7) 

行政評価による事務事業評価 11 (36.7) 

その他 1 (3.3) 

その他の記載内容：健康増進計画 
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4．行政評価と保健師活動のまとめや評価との関連につ

いての考え 

 行政評価を実施している19市町村において、行政評価

と保健活動・保健師活動のまとめや評価との関連をどの

ように考えているのかを問うたところ、表6のとおりで

あった。「業務の改善など目的が共通するものであり、

関連付ける必要がある」16件（84.2％）、「それぞれに目

的が違うので別に実施するものである」2件（10.5％）、

「その他」1件（5.3％）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．次年度の活動計画作成時に、市の総合計画や各種保

健計画との関連を確認するか 

 回答した30市町村において、次年度の活動計画作成時

に各種計画との関連を確認するかを問うたところ、表7

の通りであった。「市町村の総合計画・基本計画、各種

保健計画との関連を必ず確認するようにしている」16件

（53.3％）が最も多く、次いで、「各種保健計画との関連

は確認することになっているが、市町村の総合計画・基

本計画までは確認していない」「市町村の総合計画・基

本計画は確認することになっているが、各種保健計画と

の関連は確認していない」各4件（13.3％）等であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6．保健師活動評価を行う上での困難さや課題 

回答した30市町村において、保健活動・保健師活動の

評価を行う上で困難さや課題と感じることを自由記載で

問うたところ、12市町村（40.0％）の記載があった。類

似した記載内容を分類したところ、表8のように分類で

きた。最も多いのが「業務が多忙な中で評価することの

難しさ」が4件、次いで「経年的な評価、成果評価、過

程の評価が難しい」が3件であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7．行政評価、保健師活動評価についての意見、本調査

に対する意見・感想 

自由記載としての意見は、30市町村中5件（16.7％）

の記載があった。内容は、行政評価への知識不足を感じ

る、財政困難な状況では行政評価をしても改善されず意

味がない、国等に提出する保健師活動調査の結果が活動

に反映されずむなしい、長期にわたる保健師活動をどう

評価するか、質的データの評価をどう見るか、であった。 

表5 保健活動・保健師活動の評価を行う際に意識して

いること（複数回答） n=30 
回答項目 件数（％） 

保健師間の意見交換の機会となるようにしている。 24 (80.0)

実績だけでなく、成果評価を行うように意識して取

り組んでいる。 
21 (70.0)

まとめたり評価したりすることが保健師としての判断

や取り組み方法の見直しになるように考えている。 
21 (70.0)

総合計画・基本計画や各種保健計画との連動を

意識して評価している。 
21 (70.0)

事業や活動の目的に照らして評価するように意識

して取り組んでいる。 
17 (56.7)

地域のヘルスケアニーズに基づく活動になるように

見直す機会としている。 
16 (53.3)

住民や関係者に対して活動を説明できるように意

識して評価している。 
12 (40.0)

全国保健師学術研究会、各種学会など外部にまと

めを報告する機会をつくるようにしている。 
5 (16.7)

表6 行政評価と保健師活動のまとめや評価との関連に

ついての考え n=19 
回答項目 件数（％） 

業務の改善など目的が共通するものであり、関連

付ける必要がある。 
16 (84.2)

それぞれに目的が違うので別に実施するものであ

る。 
2 (10.5)

その他        1 (5.3) 

その他の記載内容：保健活動の評価=行政評価にできないだろうか 

表7 次年度の活動計画作成時に各種計画との関連を確

認するか n=30 
回答項目 件数(％） 

市町村の総合計画・基本計画、各種保健計画との

関連を必ず確認するようにしている。 
16 (53.3)

各種保健計画との関連は確認することになってい

るが、市町村の総合計画・基本計画までは確認し

ていない。 

4 (13.3)

市町村の総合計画・基本計画は確認することに

なっているが、各種保健計画との関連は確認して

いない。 

4 (13.3)

各担当保健師の判断に任せている。 3 (10.0)

表8 保健活動・保健師活動の評価を行う上での困難さ

や課題 n=12 
分類内容 件数 

業務が多忙な中で評価することの困難さ 4 

経年的な評価、成果評価、過程の評価の難しさ 3 

質的な評価の難しさ 2 

数値的な指標を活用した評価の困難さ 2 

予算との関連、費用対効果の評価の難しさ 2 

連携すべき他課との調整の困難さ 1 

行政評価において住民の意見を聞くことの難しさ 1 

行政の中で評価が重視されていない 1 
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Ⅴ．考察 

1．A県内における行政評価の実施状況および保健師の

かかわり方 

本調査では回答があった30市町村のうち19市町村

（63.3％）で行政評価を実施しているとの回答があった。

行政評価の方法は事務事業評価が多く、8割以上で実施

されていた。保健師が行政評価にかかわっているのは14

市町村であり、うち半数以上である9市町村ではスタッ

フ保健師全員が何らかの作業を行っていた。 

行政評価を行う目的については、多くの保健師が業務

改善や充実、効率化が目的であると考えていた。昨今、

多くの自治体では財政事情の悪化が課題となっているが、

予算削減が第一の目的ではなく、事業の改善・充実・効

率化に重点を置いて評価に取り組んでいることがわかっ

た。 

A県内で行政評価を導入している市町村は、平成22年

10月時点では42市町村中16市町村（38.1％）であった。

本調査は総務省の調査時点から約1年経過しており行政

評価を導入する市町村数が増えたことも考えられるが、

実際に行政評価を実施している市町村から多く回答が寄

せられたと考えられる。本調査では市町村の別について

は回答を求めなかったため定かではないが、全国の町村

での行政評価導入率が30％であることから、市からの回

答が多かったと推測される。ただし本調査では、当該市

町村で行政評価を実施しているかは調査に回答した保健

師の認識によるものであり、総務省が示す行政評価と一

致するものではない。行政評価の方法は特に定められて

おらず、自治体ごとにさまざまな方法で実施している。

実際、行政が行う評価という視点で考えると総合計画の

進捗管理や予算編成作業時においても評価を行っており、

ほとんどの自治体では何らかの方法で評価を行っている

といってよい。行政評価の実施がないと回答したにもか

かわらず「行政評価による事務事業評価を保健師活動評

価の機会として意識している」と回答した市町村が2件

あったことをみると、行政評価とは何を指すか各保健師

の認識にばらつきがある上での回答結果であると考えら

れる。 

2．保健師活動評価の実施状況および意識 

 30市町村中26市町村（86.7％）の保健師が職場内での

話し合う機会を持つことを保健師活動評価の機会として

意識的に取り組み、24市町村（80.0％）が評価の際は保

健師間の意見交換の機会となるように意識していたこと

から、保健師は評価手段として職場内で話し合うことを

重視していることがわかった。また、 21 市町村

（70.0％）が実績だけではなく成果評価を行うことを意

識していたことも確認できた。 

7～8割以上の保健師が話し合いを重視し成果評価を意

識しているとの回答したことと比べ、事業や活動の目的

に照らしての評価を意識する割合は56.7％、地域のヘル

スケアニーズに基づく活動になるように意識するは

53.3％と、割合が低くなっていた。活動目的を達成して

いるか、ヘルスケアニーズに基づく活動になっているか

は、あまり意識されていない現状が推測される。成果評

価をみる際は、事業目的が達成されたか、もしくは地域

のヘルスケアニーズが充足されたかという視点が含まれ

るものと考えるが、現場の保健師が何を成果としてみて

いるか、現場の保健師は日々どのような評価視点をもっ

て取り組んでいるか、それとも単に評価視点を意識化し

ていなかっただけなのか、本調査では詳細は不明である。 

3．行政評価と関連させた保健師活動評価方法の検討 

行政評価と保健師活動評価との関連については、8割

以上の保健師が「業務の改善など目的が共通するもので

あり、関連付ける必要がある」との考えをもっていた。

保健師の活動そのものが行政活動の一部であることから、

保健師が関連付けて考えるのは当然であるし、保健師活

動評価を行政評価と関連させることは現場保健師からも

求められているといえよう。 

では、現場でどのように両者を関連させた評価ができ

るのであろうか。例えば、多くの自治体で普及している

事務事業評価は必要性、公共性、有効性、達成度、効率

性、経済性といった評価基準に基づき9)、評価項目を設

定し結果を事業ごとの評価シートに記述していく。ここ

にヘルスケアニーズや住民の健康生活の変化等、保健師

が専門職として判断した内容を記載できる項目を含める

ことができれば両者を関連させながら評価を行うことが

可能であろう。しかし、専門職としての保健師の活動が

的確であったかどうか、という事務事業評価とは別の意

図をもつ評価項目を含めるとなると評価シート作成作業

量が膨大となり、保健師活動に関する評価項目を加える

ことは実務的に困難であろう。また、事務事業評価にど
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の評価基準を用いるかの議論はきわめて難しいとされ10)、

各自治体では評価基準の議論を重ねた上で、様々な評価

シート様式が用いられている。よって行政評価と連動さ

せた保健師活動評価方法を統一した手法で開発すること

はできないと考える。 

両者を連動させた評価手法の統一はできないとしても、

評価結果を次の活動に反映させるPDCAサイクルは保健

師が看護職として行うアセスメント・計画・実施・評

価・改善の看護過程と重なるものである。先の考察２で

述べたように、活動目的を達成しているか、ヘルスケア

ニーズに基づく活動になっているか保健師があまり意識

していないのであれば、共通する両者の評価サイクルを

意識できるような評価方法が必要であると考える。 

今後は保健師活動とPDCAサイクルとの関連について

焦点をあてて、保健師活動評価の方法を検討していきた

い。 
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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 

〔資料〕 

小児看護学実習後に看護学生が捉えた小児看護の役割 
 

谷口 惠美子  服部 佐知子  長谷部 貴子  長谷川 桂子  世一 和子 

 

A Nursing Student's Perception of the Role of Child Nursing after Clinical Practice 
 

Emiko Taniguchi, Sachiko Hattori, Takako Hasebe, Keiko Hasegawa, and Kazuko Yoichi 

 

 

Ⅰ．目的 

 近年、小児医療現場でも在院日数の短縮化が進んだこ

とから、医療的ケアを家族が習得し、在宅療養する子ど

もが増えている。そのため、子どもにとって、最も身近

な存在である家族が子どもを看ていくためにも、家族を

含めた看護が必要となってくる。 

3年次に行われる小児看護学領域の医療施設実習は、

複数の施設を用いて2週間行われている。しかし実習で

は、受けもち期間内に疾患とその症状の理解や入院治療

時の看護展開を行うことに精一杯で、退院後に子どもと

家族が地域に戻り在宅療養を送ることになった時の子ど

もや家族について十分に考える機会がない。そのため本

学の小児看護学実習では、実習終了後に実習で受けもつ

た事例を用いて、現在から退院後までの子どもと家族に

ついて考えるグループワークを用いた事例検討を行って

いる。このねらいとして、学生が実習だけでは考察でき

なかった、健康問題への関わり方を発展して考え、地域

で生活する子どもとその家族への看護職の関わりを認識

することを期待している。そこで本研究では、小児看護

学実習後の事例検討の結果、学生は小児看護の役割をど

のように捉えたのかを明らかにすることを目的とする。 

Ⅱ．小児看護学実習後の事例検討の位置づけと内容 

 3年次に行われる小児看護学実習は、1学年が三つの組

に分かれ、ローテーションして受講する。一組は26名前

後の学生で構成される。小児看護学実習は、医療施設実

習（3施設を利用しいずれかで実習を行う）と小・中学

校実習（3～4施設を利用しいずれかで実習を行う）の二

つの実習で構成されており、一組の学生全員が二つの実

習を終了した段階で、「臨地での事例を基に既習の知識

を踏まえて、より発展させた看護を考えることができ

る」を目標として、小児看護学実習の最終的なまとめの

事例検討を行っている。事例検討は、グループワークと

全体発表で構成されている。グループワークの時間は約

100分間、グループワーク後の全体発表は質疑応答を含

め60分間である。 

グループワークは、グループごとに指定した事例につ

いて話し合う。約26名の学生を4グループに分け、グ

ループには3医療施設で実習した学生を均等に配置する。

事例を受けもっていた学生がグループメンバーに事例の

紹介を行い、事例についてメンバーが共通認識したのち

に事例検討を行う。その内容は①子どもの健康問題の理

解、②子どもの健康問題について家族の認知、③発達を

見通しての近未来像、④居住地域の特徴と利用可能な社

会資源、⑤子どもに関わる看護職の役割についての5点

である。 

事例の選抜は、グループ内の学生が医療施設実習で受

けもった事例から教員が行う。選抜に際しては実習施設

間の偏りがないこと、事例の年齢が偏らないように乳児

期、幼児前・後期、学童期の各期がそろうこと、慢性期

に移行しやすい、または治癒したとしても家庭で継続し

た経過観察が必要な小児期特有の疾患であり、グループ

ワークで意見を考えやすいことに留意している。 

教員は、実習指導を行った事例に該当するグループを

担当し、事例の受けもち学生の事例紹介の中で事例理解

のために追加したほうがよいことの指摘、討議の内容に
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関して実習中に重要な場面があり、それを事例の受けも

ち学生が忘れている場合の想起の促し、討議内容に関し

て1，2年次に行われた講義資料の振り返りの提案などを

行う。 

事例検討終了後、小児看護学実習の最終的なまとめと

して討論からの学びを書くレポート（A4用紙1枚弱）を

課している。提出は当日中である。 

Ⅲ．方法  

1．研究対象とデータ収集時期 

 対象は、平成23年度に10月から11月に小児看護学実習

を履修した26名のうち、研究承諾の得られた24名の事例

検討後のレポートの記述内容である。本来であれば履修

者全員を対象にすべきところ、実習進行中にレポートの

形式を変更した経緯があり、同一のレポート課題と用紙

を用いた履修者に限定した。データ収集は、科目評価確

定後の翌年2月である。 

2．分析方法 

 学びの記述の中から、学生が小児看護あるいは小児看

護師の役割として学びを記述していると研究者間で判断

した文章を抽出しデータとした。一文章だけでは役割の

対象や目的が判断しにくい場合は、前後の文章を含めて

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とした。さらに類似し

たサブカテゴリをカテゴリに分けて整理した。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 

 小児看護学実習終了後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

を行い、これを実習記録に綴じて、当該科目成績が確定

した後の実習記録返却時に学生に渡し、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。研究説明と複写の提出に時間差があ

り学生が研究依頼を忘れていることが考えられるため、

実習記録返却時にも研究説明を再度行った。 

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 

 58のデータが抽出され、分析の結果10のサブカテゴリ

に分類され、さらに4のカテゴリに分類された（表1）。

以下、カテゴリは《》、サブカテゴリは〈〉で示した。 

1．将来の成長・発達を踏まえて健康上の問題に対して

支援する 

《将来の成長・発達を踏まえて健康上の問題に対して

支援する》は、子どもの健康問題に対する支援について

表しており、2サブカテゴリに分けられた。 

学生は、子どもの今後の生活のしかたや、成長・発達

や環境などの影響を考えて支援することが必要だと考え

ており、役割を〈子どものこれからの生活や成長・発達

による変化を踏まえて支援する〉と捉えていた。 

また成長・発達による変化を考慮したうえで、健康上

の問題の予測、予防、対策をすることが必要だと記述し

ており〈子どもの成長・発達に伴って生じる問題を予測

し支援する〉と捉えていた。 

2．子どもと家族が子どもの健康を守る力を獲得できる

ようにする 

《子どもと家族が子どもの健康を守る力を獲得できる

ようにする》は、子ども自身や家族が、健康を維持増進

しながら家庭で生活するために必要な知識や技術習得し

たり、理解するといった相手の行動や認識の変化に向け

ての関わりを表しており、4サブカテゴリに分けられた。 

子どもに対しての役割は、学生は、疾患を持った子ど

もがこれからのことを自分で考えていけるように、特に

セルフケアが必要な場合には、成長・発達段階に応じて

病態の理解が進められるようにすることが大切であると

考えており、役割として退院後やその先の未来も考えて

〈子どもが自己決定や自己管理する力を獲得できるよう

にする〉と捉えていた。 

親に対しては、学生は、親が子どもを養育したり、子

どもの疾患についての知識や必要な技術を習得すること

の重要性を考えており、役割を〈家族が子どもへのケア

に必要な知識や技術を獲得できるようにする〉と捉えて

いた。 

またそのためには一部の家族員だけでなく、すべての

家族員の協力が必要であり、家族の力を高めていくこと

が必要であると考えており、役割を〈家族の力を十分に

発揮できるようにする〉と捉えていた。 
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表1 学生が捉えた小児看護の役割 
カテゴリ サブカテゴリ 記述内容の要約例 

将来の成長・発

達を踏まえて健

康 上 の 問 題 に

対して支援する 

子どものこれからの

生活や成長・発達に

よる変化を踏まえて

支援する 

入院により普段の生活が中断されていることを頭に置いて、退院後の子どもの生活やこれからの発

達を見通して先のことまで考えて関わっていくことが大切である。 

子どもがこの先どのように生活していくのかを把握しそれに合わせた看護援助を実施する。 

疾患や障害が子どもの生活にどのような影響をもたらし、今後の生活や成長・発達に関係していくの

かまで見据えていくことが重要である。 

 子どもの成長・発達

に伴って生じる問題

を予測し支援する 

患児が今後どのように成長・発達していくのかを見通して考えることで、問題を予測し、予防ができた

り、それに対する準備ができたり、リスクを減らすことができ、今だけのケアではない継続した支援に

つなぐことができる。 

  現段階で必要な看護だけでなく、退院後の生活やそこから起こるリスクなど、子どもの近未来を予測

して看護を実践していく必要がある。 

子どもと家族が

子どもの健康を

守る力を獲得で

きるようにする 

子どもが自己決定

や自己管理する力

を獲得できるように

する 

将来的には子ども自身が疾患や障害を理解して受け入れ自分で対応していくことが求められるの

で、本人の理解する能力に合わせて知識を提供し、ケアの方法を教えていくなどの働きかけが必要

である。 

子どもが自分で考え、決定していけるように、発達段階や能力に応じて説明したり促していくことが求

められる。 

 子どもの発達段階に合わせて疾患の理解を促したりセルフケア能力を高めていくことが看護職として

の役割である。 

 家族が子どもへのケ

アに必要な知識や

技術を獲得できるよ

うにする 

子どもが年少であるほど子どもの養育には親の存在が不可欠であり、親への養育に関する知識の提

供や技術指導が重要である。 

 家庭で医療的ケアが必要に場合は、親に知識や技術を提供し、指導し、退院後も継続してケアが行

えるようにすることが大切である。 

 家族の力を十分に

発揮できるようにす

る 

子どもが疾患を抱えて地域で生活していくためには、家族の存在は必要不可欠であり、両親だけで

なくきょうだいや祖父母の協力も得る。 

 すべての家族員に働きかけ、”家族の力”というものを高めていく関わりをしていくことが重要である。 

 家族が子どもの健康

問題を受け入れられ

るようにする 

家族が病気をもつ子どもへの関心の程度によって、その後のケア、現在の状態の維持、サービスの

利用にも影響を及ぼすため、家族が子どもの健康問題の現状を受け止められるようにする。 

 子どものQOLを高めるためには子どもが家族からのサポートを受けられるように、家族の受け入れ態

勢を整えていくことが大切である。 

    患児の健康と家族はつながっており、家族が疾患を理解し患児を受け入れていると、患児は自宅療

養がしやすくなるため、看護職は家族に対してそれらの理解を深められるよう説明していくことが大切

である。 

社 会 資 源 活 用

の調整を行い他

機関と連携する 

医療・福祉サービス

について関心を持

つ 

子どもが成長するに伴って、安心して地域で生活を送っていくことができるように、家族や居住地域

の特徴、子どもに適した社会資源に目を向けてケアを行う。 

子どもが成長するに伴って安心して生活を送っていくことができるように、子どもや家族をサポートす

る地域の支援状況についても情報を捉えていき、体制を整えていくことが重要である。 

 医療・福祉サービス

に携わる人たちと連

携を図る 

居住地域の特性や得られる社会資源を把握し、保健師や訪問看護ステーションの看護師、養護教

諭など他の看護職者や他職種と連携を取り、子どもの未来についてサポート体制を整えていくことが

大切である。 

 先方の機関に患児のことを任せてしまえばいいというわけはなく、看護職者の役割と自覚し、責任を

もって連携のために行動をしなければならない。 

    行われている看護が患児やその家族にとって最高のものとは限らない。既存のものにとらわれず新し

い方法を考え、作り、利用していく必要がある。 

子どもと家族の

理解者となる 

家族の言動の裏に

ある思いを理解する 
家族の言動をそのまま受け入れるのではなくその裏にどのような思いがあるかを理解しようとする。 

 自分の気持ちを伝

えられない子どもの

気持ちを理解する 

学童期の事例では自分の気持ちを親に伝えられない、または遠慮している様子がうかがえた。思春

期の子どもは目に見える態度や言葉に気を取られがちだが、それが本心と同じであることは少ない。

子どもの裏の気持ちまで視野に入れて関わっていくことで、本当のニーズや不安・悩みがわかる。看

護職は常にそういった視点を忘れてはならない。 

  思春期の子どもは自分のことを他者にあまり話さないため、選択肢を示して質問したり、日常会話か

ら関係性を築くことによって、子どもを理解していく必要がある。 
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そして健康問題をもつ子どもが家庭で生活するときに、

必要なケアを継続して家族から受けられるように、役割

を〈家族が子どもの健康問題を受け入れられるようにす

る〉と捉えていた。 

3．社会資源活用の調整を行い他機関と連携する 

《社会資源活用の調整を行い他機関と連携する》は、

子どもと家族が子どもの健康を守り地域とつながり生活

しやすくするために必要なことを表しており、2サブカ

テゴリに分けられた。 

学生は子どもが健康問題をもって最良の状態を維持し

ながら地域で生活するためには、その地域で行われてい

る医療・福祉サービスの利用が必要であり、役割を〈医

療・福祉サービスについて関心を持つ〉と捉えていた。 

そして効果的にそれらのサービスを子どもが受けるに

は、病院・施設の看護師、訪問看護師、保健師そして養

護教諭といった看護職者が責任をもって関わることが重

要であり、それらの看護職者と各機関にいる他職種と情

報を共有し連携し、調整を行うことが大切だと考えてい

た。さらに必要があれば新しい方法を構築し、受け入れ

側に子どものことを任せてしまえばよいのではなく、自

覚と責任を持つことが大切であると考えており、〈医

療・福祉サービスに携わる人たちと連携を図る〉と捉え

ていた。 

4．子どもと家族の理解者となる 

《子どもと家族の理解者となる》は、子どもを思う親

の隠れた思いや発達段階によっては思いを表出しにくい

子どもの特徴を踏まえて理解することを表しており、2

サブカテゴリに分けられた。 

学生は、子どもや家族の言動には隠された思いがある

場合があり、特に子どもの場合は気持ちをうまく伝えら

れない、遠慮する、また思春期では他者にあまり自分の

ことを話さないこともあると考えていた。そのため言動

を鵜呑みにするのではなく、役割を〈家族の言動の裏に

ある思いを理解する〉〈自分の気持ちを伝えられない子

どもの気持ちを理解する〉と捉えていた。 

Ⅴ．考察 

1．学生の捉えた小児看護の役割の特徴 

1）これからの健康問題解決に向けて支援する 

 学生は看護師の役割を現在の健康問題の解決への役割

だけではなく、《将来の成長・発達を踏まえて健康上の

問題に対して支援する》《子どもと家族が子どもの健康

を守る力を獲得できるようにする》といった成長・発達

に伴った将来の健康問題の早期発見や予防、そしてそれ

に対応できる能力を子どもと家族が得るための支援とい

う役割があると捉えていた。小児看護の役割を現時点の

健康問題や発達段階に合わせたかかわりだけでなく、成

長・発達に伴って生じる問題を予測したり、それらを解

決するための力を子どもと家族が獲得するといった、長

期的視点をもった関わりの必要性に気づけたことは重要

である。 

しかし長期的視点での役割を学ぶことができた一方、

現在の子どもの苦痛緩和に対しての役割が挙げられてい

なかった。小児看護の役割は子どもの成長・発達を促進

することを基本とし、適切な情報提供と健康増進、治療

過程における苦痛を緩和、意思決定の促し、子ども自身

による疾病管理の促進、QOLの向上を図ること、そして

家族と共に健康管理・養育を検討・実践し、家族の育児

能力や家族員の相互作用を高めていくことである1)。こ

れに照らし合わせると、学生の捉えた小児看護の役割は

ほぼ網羅しているが、採血や留置針の挿入など痛みを伴

う処置が必要な事例にもかかわらず、現時点の子どもの

苦痛を緩和するという役割がなかった。先に筆者らが調

査した小児看護学実習直後での学びでは、学生は安全の

確保や不安の軽減を行う援助の必要性を認識していると

いう結果が得られており2)、今回の研究でこれらが記述

されていないからといって学生が看護の役割として認識

していないとは言い難い。しかしこの事例検討が小児看

護学実習の最終的なまとめの場であることを考えると、

それぞれの学生の工夫や体験を具体的に引き出して看護

の役割として認識できるような働きかけは必要だったか

もしれない。 

2）子どものこれからの生活を考え地域と連携する 

 子どもと家族の将来を考える上で《社会資源活用の調

整を行い他機関と連携する》役割を認識していた。そし

て学生は、必要があれば新しいシステムを考えることや、

看護職者としての役割を自覚し最後まで行動することを

責務と考えていた。実習中には現在の健康問題そのもの

に対する理解が優先され、その子どもを支える社会資源

の理解までたどり着けないことが多い。また子どもに関
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する医療保障制度は1年次に履修するため、学生も忘れ

がちになってしまう。本研究の研究対象となった学生は

他領域の実習を終えて、ローテーションの最後で小児看

護学実習を行っているため地域看護学実習での学びなど

を想起しやすく、社会資源の活用の理解などがスムーズ

だったことが予想される。事例検討は、小児看護学実習

の経験だけでなく、3年次の実習の進行に合わせて実習

後の学びの整理をしていくことが大切であると考える。 

実習後に子どもの将来を考え、社会資源の振り返りを

行い、さまざまな機関で働く看護職者や様々な制度に携

わる他職種との連携の必要性に気付くことは、小児看護

学領域内に留まらず、改めて社会における看護師の役割

を認識させるために重要だと考える。また健康問題をも

つ子どもと家族に寄り添い、住みよい社会を構築する一

端を担う責任を学生のうちから認識していることは貴重

であり、大切にしたい視点である。しかし現状では、退

院支援で送り出す側と受け入れる側の情報共有、計画・

目標の設定などの連携が困難な場合が多い3)。また障が

い児を対象とした調査であるが、子どもをめぐる保健・

医療サービスが充実していないことが指摘されている4)。

事例検討の後にこのような子どもの健康に関する社会資

源について課題が山積している現状を示し、学生にとっ

て今後の看護の探求の課題となるような問いかけを行っ

ていくことも必要ではないかと考える。 

3）対象の理解者となる 

 小児看護の対象は言語能力が確立していない時期にあ

るほか、思春期のように自我や社会性の発達の課題があ

り、他者に気持ちを伝えられない発達段階の時期もある。

また親は子どもの前では、不安な気持ちを隠して接する

ことが多い。学生は実習での体験や事例から、気持ちを

素直に伝えられない子どもや言動の裏に何か思いを隠し

た親の姿を感じ取り、《子どもと家族の理解者となる》

という役割を認識したのだと考える。関根ら5)が児童・

思春期病棟の看護師が考える自らの役割の中で、一番多

かった認識が「行動や表情を観察して理解する」「心の

奥を理解したい」「代弁者」という子どものキーパーソ

ンとしての役割であったと報告しているように、いかに

この時期の子どもにとって表面に現れない本当の気持ち

をくみ取ることが大切かがわかる。現場の看護師が感じ

る役割を学生が認識できたことは重要だが、その得られ

た理解をどのように活かしていくかを考えることが必要

となる。その点学生は、情報を発信する「代弁者」とな

ることまでは捉えられておらず、教員から事例検討の機

会を活かして補足していくことが必要だと考える。 

2．実習後の事例検討の効果 

 実習で学生は、受けもち患児に対する看護過程の展開

を通して、ある特定の発達段階の子どもの健康問題につ

いて理解を深めることができる。また他学生の受けもち

事例の看護問題の共有を行うことで、受けもち患児以外

の発達段階の子どもについての理解が得られる。しかし

西田ら6)が、一時点の子どもの理解につながっても連続

体として捉えることができないのではないかと指摘する

ように実習の現場では、あくまでも現時点での数人の発

達段階の異なる子どもの理解にとどまってしまう可能性

がある。 

実習では幅広い発達段階をもつ子どもを対象とした小

児看護の理解には限界がある。しかし今回一事例を入院

中の経過のみでなく退院後の姿も含めて考えることによ

り、その子どもがこれからたどる成長・発達に伴う課題

と健康問題の連続性を考察でき、さらに年齢の異なる事

例を検討した他グループの討論の内容を聞くことにより、

疾患や発達段階の違いによる将来の問題の生じ方や、そ

れを受け入れ自ら対峙していかなければならない子ども

と家族の姿を理解した。 

実習を終えたのち、数事例の子どもの現在と将来の姿

を想像し、それに必要な看護を考えていく事例検討は、

実習での個々の学びを新たな視点で捉え直し、さらに発

展させた看護を考えるうえで有効だと思われる。また小

児には幅広い発達段階があり、特有の疾患や障がいをも

ち、これから成人として生活していく過程にある対象で

あることを学ぶ集大成の機会として重要であると考える。 

Ⅵ．まとめ 

 小児看護学実習終了後に、実習で受けもつた事例を用

いて現在から退院後までの子どもと家族について考える

事例検討としてグループワークを行っている。その結果、

学生は小児看護の役割を、《将来の成長・発達を踏まえ

て健康上の問題に対して支援する》《子どもと家族が子

どもの健康を守るための力を獲得できるようにする》

《社会資源活用の調整を行い他機関と連携する》《子ども
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と家族の理解者となる》と捉えていた。 

実習で一時点での理解であった発達段階にかかわる健

康問題が、近未来の視点を提示することにより、対象に

ついての長期的な健康問題の理解につながった。今後は、

事例検討で、実習進度に合わせた学びの整理、現在の子

どもの健康をめぐる社会資源の問題の指摘などを教員が

促していく必要がある。 
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活動評価方法の開発に向けた保健師活動評価に関する文献の検討 
 

種村 真衣１）  松下 光子１）  大川 眞智子２）  山田 洋子１）  大井 靖子１） 

 

Review of Evaluation for Public Health Nursing Practices Aimed  
at Development of Practices Evaluation Method 

 

Mai Tanemura1), Mitsuko Matsusita1), Machiko Ohkawa2), Yoko Yamada1), and Yasuko Ohi1) 

 

 

Ⅰ．調査目的 

筆者らは、市町村保健師が日常活動の中で実施でき、

その後の活動の充実や改善と保健師の実践能力向上につ

ながる活動評価方法を開発することを目指している。開

発しようとする評価方法には、複数の保健事業を組み合

わせて行う地域の健康課題への対応を基盤とする活動評

価、看護活動であり行政活動である保健師活動の評価、

保健師が活動する際の思考過程を支援する評価といった

要素を含むことを目指している。 

保健師活動の評価に関しては、その必要性は指摘され

ている。しかし、評価は、成果を評価する、方法を評価

する等、視点や側面がさまざまあり、評価が困難な現状

である。保健師基礎教育で教科書として使用されている

文献の保健師活動評価の内容をみても、保健師の能力を

問うもの1)もあれば問わないものもある、また成果とし

て地域の健康レベルまで明確に示しているもの2)もあれ

ば示していないものもある等、評価の項目が少しずつ異

なっており、評価の一定の方法が確立しているとは言え

ない状況にある。 

そこで、わが国の保健師活動の評価に関する文献を調

べ整理し、保健師活動評価の実際を確認する。また、市

町村保健師活動の評価方法の開発に向け、筆者らが開発

を目指す評価方法の位置づけや特徴について検討するこ

とを目的とする。 

 

 

Ⅱ．方法 

1．文献の抽出 

保健師活動評価に関する文献について、1998年～2011

年までの文献を調べた。この期間としたのは、保健師活

動評価方法の開発に取り組み始めた2008年の時点でまず

過去10年を検索し、取り組みが進んだ2011年にその後の

文献を追加したためである。文献の抽出方法は、医学中

央雑誌を用いて検索を行った。検索の期間は、1998年～

2008年の文献について、2008年9月20日に検索した。そ

の後、2008年～2011年までの文献について、2011年10月

13日に検索した。検索語は、いずれの検索も、評価×看

護×保健師として、検索語のみを入力し、Basicモード

で実施した。検索の結果、2008年に行った検索では332

文献、2011年に行った検索では191文献が抽出された。 

2．分析方法 

分析方法は、1998年～2008年の検索で抽出した全文献

を、まず論文タイトルから分類した。分類は、保健師の

基礎教育・現任教育の評価に関するもの、援助方法・活

動方法・援助対象者に関するもの、保健師活動における

評価・測定に関するもの、保健師の役割・機能・能力に

関するもの、看護および看護の現状に関するもの、の5

項目となった。 

その中から、保健師活動における評価・測定に関する

ものに該当した文献を、再度、文献のタイトルから、実

施した活動・事業の評価、保健事業・地域での活動を評

価する方法、援助対象者をアセスメントする測定用具・
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方法、地域の現状をアセスメントする方法、その他保健

師活動評価に関すること、の5項目に分類した。 

2008年～2011年の検索で抽出した文献は、1998年～

2008年までの文献の分析結果を枠組みとして、分類を行

い、該当しない場合は、分類項目を追加することとした

が、新たな分類項目はなかった。 

これらの分析後、2008年の文献が2回目の検索で重複

しているため、1998年～2008年の検索で得た2008年の文

献を2008年～2011年の分類に含めることとした。そして、

保健師活動評価方法を重視し、保健事業・地域での活動

を評価する方法とその他保健師活動評価に関する分類で

はすべての文献を取り寄せ、それ以外の分類では、原著

論文に限定して取り寄せた。その結果、取り寄せた文献

は1998年～2007年は46文献、2008年～2011年は26文献、

計72文献であった。72文献を読み、内容について確認し

た。そして、各文献において評価の対象は何かという視

点から分類し、さらに、評価方法に特徴があるものにつ

いては、どのように評価しているかという視点で区別し

た。 

Ⅲ．結果 

1．抽出された全文献の分類結果 

医学中央雑誌を用いて検索し、抽出した全文献につい

て、タイトルから分類したところ、1998年～2008年の

332件と2008年～2011年の191件は、表1のように分類で

きた。 

保健師の基礎教育・現任教育の評価に関するものは、

101件（30.4％）と48件（25.1％）、援助方法・活動方

法・援助対象者に関するものは、95件（28.6％）と59件

（30.9％）、保健師活動における評価・測定に関するもの

は、80件（24.1％）と29件（15.2％）、保健師の役割・機

能・能力に関するものは、 45件（ 13.6％）と 41件

（21.5％）、看護および看護の現状に関するものは、11件

（3.3％）と14件（7.3％）であった。 

2．保健師活動における評価・測定に関するものについ

ての分類結果 

結果1で、保健師活動における評価・測定に関するも

のについて該当した文献は、1998年～2007年、2008年～

2011年で区分すると、1998年～2007年74件と、2008年～

2011年の29件になった。それらを評価の何を検討してい

る文献かをタイトルから分類し、表2のように分けるこ

とができた。実施した活動・事業の評価は、 36件

（48.6％）と11件（38.1％）、保健事業・地域での活動を

評価する方法は、18件（24.3％）と10件（35.6％）、援助

対象者をアセスメントする方法は、12件（16.2％）と2

件（7.8％）、地域の現状をアセスメントする方法は、3

件（4.1％）と1件（3.6％）、その他保健師活動評価に関

することは5件（6.8％）と5件（14.9％）であった。 

取り寄せた文献の内訳は、1998年～2007年と2008年～

2011年、両者の計でみると、実施した活動・事業の評価

は15件と9件、計24件、保健事業・地域での活動を評価

する方法は18件と10件、計28件、援助対象者をアセスメ

ントする方法は6件と1件、計7件、地域の現状をアセス

メントする方法は2件と1件、計3件その他保健師活動評

価に関することは5件と5件、計10件であった。 

3．取り寄せた72文献の分類結果 

取り寄せた72件の文献の内容から、評価の対象は何か、

どのように評価しているかという視点で分類した結果は

表3のとおりである。分類項目について、大分類から順

に【 】、《 》、〈 〉の括弧で示した。 

取り寄せた72文献は、【援助者側の活動に関するこ

と】40件と、【援助対象に関すること】12件、【その他】

20件の大きく3つに分類できた。【援助者側の活動に関す

ること】は、援助者側の活動を評価の対象としているも

ので、40件のうち《事業》が22件であった。これらはさ

らに〈主に個人の変化から成果を評価しているもの〉13

件、〈事業の成果だけでなく、実施方法も評価対象にし

ているもの〉6件、〈事業の中に含まれた複数の目的を明

確にして、どのような地域の変化がもたらされたかとい

う視点で評価しているもの〉3件、に区分できた。さら

に、【援助者側の活動に関すること】は、《特定の健康課

題への取り組み》4件、《援助方法》4件、《個別援助の方

法》6件、《保健師の自己評価》4件であった。また【援

助対象に関すること】は、援助対象を評価の対象として

いるもので、12件は、《個人の状態を判断するもの》6件、

《地域の状態を判断するもの》6件であった。【その他】

は援助者側の活動と援助対象以外のものを評価の対象と

しているものや、活動評価への保健師の認識や方法等評

価の対象とは何かで分類できなかったもので、20件は、

《評価に関する保健師の認識》4件、《行政評価の視点か 
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ら見た保健師活動評価》5件、《保健活動の展開からの評

価》2件、《保健師活動の経済評価》2件、《市町村合併に

よる保健師活動の影響評価》3件、《その他》4件であっ

た。 

以下に、分類項目ごとにどのような文献が該当したか

を説明する。 

1）援助者側の活動に関すること 

（1）事業 

《事業》の〈主に個人の変化から成果を評価している

もの〉は、特定保健指導であれば参加者の体重や腹囲の

変化3)、虐待予防教室であれば健康面や悩みの解消の程

度4)等、実施前後で参加者一人一人の変化をみて、個人

の変化から事業を評価していた。 

〈事業の成果だけでなく、実施方法も評価の対象にし

ているもの〉は、介護予防事業評価指標の普及に向け、

事業のプロセスの評価としてのプロセス評価、事業の実

施状況としてのアウトプット評価、事業の効果評価とし

てのアウトカム評価の3段階の評価を設定し、介護予防

事業評価プログラムの開発に取り組んだもの5)等、事業

の成果だけではなく事業の方法、プロセスについても評

価していた。 

〈事業の中に含まれた複数の目的を明確にして、どの

ような地域の変化がもたらされたかという視点で評価し

ているもの〉には、地域づくりの実践とその評価につい

て書かれた文献があった6)。活動の評価については、特

定の地域における保健師活動のあり方という考え方を整

理し、「介護予防の知識啓発」と「地域づくり」という

複数の目的を同等にとらえて、その考え方に沿って活動

を評価しながら展開し、地域にどのような変化がもたら

されたのかを経年的に評価していた。他には、公衆衛生

看護活動における評価の現状と課題に関する文献7)にお

いて、住民の健康課題を改善するための地域医療整備に

どのように取り組むかの例示があった。具体的には、地

域で糖尿病予防に取り組むときに、まず地域の現状を分

析し、健康課題の解決に向け、目標を明確にする。そし

て、事業計画を立てて取り組んだ結果について、プロセ

ス評価、実施評価、成果評価から評価していた。 

（2）特定の健康課題への取り組み 

《特定の健康課題への取り組み》は、明確な健康課題

に着目し、その健康課題が解決されたか、変化をみてい

る文献であった8)。特定の地域において高齢者の認知症

を減らす目的で実施してきた孤立や引きこもりの予防、

家庭訪問や集団検診などの保健師活動が認知症の危険因

子にどのような効果がもたらされたかを検討していた。

地域の変化は認知症の有病率の推移によって評価してお

り、保健師活動については実績のみ記載されていた。他 

表1 抽出した全文献の分類結果 

分類項目 
文献数(％) 

1998年～2008年 2008年～2011年 

1．保健師の基礎教育・現任教育の評価に関するもの 101  (30.4) 48   (25.1) 

2．援助方法・活動方法・援助対象者に関するもの 95   (28.6) 59   (30.9) 

3．保健師活動における評価・測定に関するもの 80   (24.1) 29   (15.2) 

4．保健師の役割・機能・能力に関するもの 45   (13.6) 41   (21.5) 

5．看護および看護の現状に関するもの 11   ( 3.3 ) 14   ( 7.3 ) 

合計 332  (100.0) 191  (100.0) 

 

表2 保健師活動における評価・測定に関するものについての分類 

分類項目 

文献数(％) 

1998年～2007年 2008年～2011年 1998年～2011年

文献数 
取り寄せた

文献数 
文献数 

取り寄せた 

文献数 

取り寄せた 

文献数 

1)実施した活動・事業の評価 36 (48.6) 15 11 (38.1) 9 24 

2)保健事業・地域での活動を評価する方法 18 (24.3) 18 10 (35.6) 10 28 

3)援助対象者をアセスメントする方法 12 (16.2) 6 2  (7.8) 1 7 

4)地域の現状をアセスメントする方法 3  (4.1) 2 1  (3.6) 1 3 

5)その他保健師活動評価に関すること 5  (6.8) 5 5 (14.9) 5 10 

合計 74 (100.0) 46 29 (100.0) 26 72 
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表3 取り寄せた72文献の分類結果 
分類項目 文献数 文献タイトル 

1.
援
助
者
側
の
活
動
に
関
す
る
こ
と 

1)
事
業 

(1)主に個人の変化から成
果を評価しているもの 

13 ・特定保健指導のプログラム
・虐待予防親子教室の事業に取り組んで 
・特定保健指導での実施を想定した肥満改善プログラムの評価～学校法人職員を対象とした取り組み～ 
・大阪市の結核治療成功要因の分析によるDOTS事業の評価 
・総合病院における虐待への取り組み-虐待予防連絡会の活動を評価して- 
・三田市におけるA型機能訓練事業の活動報告 アンケート調査から事業効果と作業療法士の役割を考える
・住宅改修サービス事業は満足度だけで評価できるのか！？改修内容の妥当性を高める評価方法の課題の検討 
・保健師・助産師による新生児訪問指導事業の評価 育児不安の軽減から 
・市町村が行う機能訓練教室参加者の社会性拡大に関する検討 主観的ソーシャルスキルと社会的交流を視点とした評価より 
・参加者中心型糖尿病予防教室を目指して―スタッフの意識変容― 
・「まちの保健室」における地域住民のニーズと活動評価 
・要介護状態の予防を目的とした高齢者向け保健指導プログラムの開発と評価 
・老人保健法に基づく機能訓練事業の意義と保健師の役割の再検討 

(2)事業の成果だけでなく、
実施方法も評価対象に
しているもの 

6 ・介護予防事業評価指標の普及に向けて
・特集の本健康教育学会「どう取り組むか!特定健診・特定保健指導」第2弾 
・保健師による主観的母子健診システム評価 
・特定保健指導におけるアカウンタビリティを果たす評価方法開発の試み 
・チェックリストをアレンジして老人保健事業を評価する 
・母子保健事業の展開プロセスにおける評価 

(3)事業中に含まれた複数の目
的を明確にし、どのような地
域の変化がもたらされたかと
いう視点で評価しているもの 

3 
・「地域づくり」のプロになる 台東区の挑戦から 地域づくりの方法論 台東区の保健師活動の枠組み作成、地域づくりの実践、評価
・地域づくりの方法論 第2報 台東区の保健師活動の枠組みに沿った地域づくり活動の評価 
・特集：地域保健活動における評価の現状と課題 公衆衛生看護活動における評価の現状と課題 

小計 22  

2)特定の健康課題への取り組み 4 ・H村における老年期認知症の有病率9年間の推移-保健活動のもたらす効果- 
・100人未満の小規模事業所における労働衛生管理体制の導入とその評価 
・小規模作業所におけるメンタルヘルス対策の導入とその評価 
・ヘルスプロモーションに向けた産業保健師の働きかけの評価に関する研究 

3)援助方法 4 ・骨粗鬆症予防ガイドラインの有効性評価から見たエビデンスコミュニケーション 
・地区診断に基づく市町村支援とその評価 
・保健所の技術指導・援助に対する市町の評価と期待 
・幼児健康診査における育児機能評価のためのアセスメントツールの開発－その２育児機能アセスメントツールⅠの有用性の検討－

4)個別援助の方法 6 ・保健師による子ども虐待が起こっている家庭への支援 事例検討と支援評価の試み 
・精神保健福祉相談業務の評価に関する研究－事例検討による質的臨床研究の進展－ 
・地域精神保健活動における保健婦の活動評価に関する研究－利用者の生活支援と連携に焦点をあてて－
・ALS在宅療養者への意思伝達装置を用いたコミュニケーション支援の評価 
・DOTSカンファレンスの評価と課題 退院後の服薬継続が困難な2事例について 
・Relationship between Low Evaluation by Recipients under 40 Years old of Health Interviews by Occupational
Hearth Nurses and Deterioration in Health Checkup Results over One Year. 

5)保健師の自己評価 4 ・地域包括支援センター保健師の活動に係る自己評価項目の試案
・住民組織メンバーの活動意欲向上に関する保健師の支援構造と自己評価 
・大阪府内の訪問看護職の連携の自己評価に関連する要因 
・地域保健と学校保健の連携評価を規定する連携影響要因の検討 

小計 40  

2.
援
助
対
象
に
関
す
る
こ
と 

1)個人の状態を判断する 6 ・1歳6か月児健康診査で保健師が「不適切な養育」と捉えた母親の状況
・基本健診で実施可能な全身持久力測定方法の検証 
・高齢者の全身持久力を評価するための3分間足踏み歩行についての考察 
・乳幼児健康診査に対する母親の満足感を測定する質問項目の検討 
・予防訪問アセスメント表の開発 
・介護予防アセスメントツールの開発 

2)地域の状態を判断する 6 ・地域高齢者保健福祉活動のための社会的側面・行動的側面の看護アセスメント項目の検討 
・保健師によるソーシャルキャピタルの地区評価 
・医療費分析を通じて見えてきた問題点と評価の視点 
・コミュニティ・エンパワメントの構成概念－保健専門職による評価のための「望ましい状態」の項目収集－ 
・神経難病における地域ケアシステムおよび療養環境の評価方法の構築に関する研究 
・グループ支援におけるアセスメントと評価 

小計 12 

3.
そ
の
他 

1)評価に関する保健師の認識 4 ・保健師活動の評価に関する認識とスキルに関する研究
・具体的な評価指標を用いた保健事業の評価に対する保健師の意見 
・保健事業の評価指標設定の困難感と保健師の属性による比較検討 
・市町村保健師に有用な活動評価の方法 

2)行政評価の視点から見た保健
師活動評価 

5 ・行政評価の視点から見た保健事業の評価方法について
・こう書けばわかる保健婦記録 行政評価から見た記録の活かし方 
・行政評価シート活用による保健師活動評価の標準化に関する研究 
・保健師活動の評価はなぜ必要なのか？ 
・行政評価の視点から見た保健事業の評価方法 

3)保健活動の展開からの評価 2 ・保健活動展開過程見直しプログラムの開発(第2報)
・保健活動展開過程見直しプログラムの開発－保健事業評価シートの作成と試用結果－ 

4)保健師活動の経済評価 2 ・意思決定の統計学 保健師が行う活動の評価
・保健活動の経済的評価 

5)市町村合併による保健師活動
の影響評価 

3 ・市町村保健(師)活動における合併の影響評価と今後の課題
・市町村合併が保健(師)活動に及ぼす影響の評価と今後の課題 
・市町村合併に伴う地域住民の保健医療サービスへの評価 

6)その他 4 ・どうすればできる保健婦の拡充 小鹿野町のケースを振り返る 住民ニーズに確実に応えることで保健婦活動は評価される
・事業所におけるメンタルヘルス事例の実態とケアの実施状況 
・保健師活動の評価 
・栄養指導は科学的に選択・評価されているか～指導効果評価法入門～ 

小計 20  
合計 72  
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には、労働衛生管理体制を導入していなかった事業所に

おける労働衛生管理体制の導入と充実の取り組みの成果

を評価したもの9)等、特定の明確な健康課題を解決する

ための体制を導入後、その健康課題にどのような変化が

もたらされたのか評価しているものがあった。 

（3）援助方法 

《援助方法》は、骨粗鬆症予防における個々の対策と

閉経後女性、高齢者等、標的集団ごとに勧告の強さが示

してある骨粗鬆症予防ガイドラインを活用することに

よって、市町村の対策がエビデンスに基づく対策に改善

されたかを調査するもの10)等であった。 

（4）個別援助の方法 

《個別援助の方法》は、家族生活力量モデル（家族が

健康生活を営む労力）を用いて子ども虐待事例の事例検

討会を実施し、その結果、効果的な支援内容を評価して

いるもの11)等、個別援助の関わりについて評価していた。 

（5）保健師の自己評価 

《保健師の自己評価》は、地域包括支援センターの保

健師が地域包括支援センターの支援機能を強化するため、

保健師活動自己評価項目の試案を作成し、実用化に向け

て検証されたもの12)等、保健師を対象に調査し、保健師

の自己評価によって事業や活動の評価をしている文献を

分類した。 

2）援助対象に関すること 

（1）個人の状態を判断する 

《個人の状態を判断する》は、1歳6か月児健診で保健

師が「不適切な養育」と判断した母親の状況について質

問調査票を作成したもの13)等、援助対象者の状況を判断

するものであった。 

（2）地域の状態を判断する 

《地域の状態を判断する》は、高齢者保健福祉活動のた

めの地域看護のアセスメント項目を明らかにする研究14)

等、一定地域の状況を判断するためのものであった。 

3）その他 

（1）評価に関する保健師の認識 

《評価に関する保健師の認識》は、保健師の日常業務

の中での評価に対する認識と保健師のスキルの現状を把

握し、保健師自身が評価できるようにするための課題を

明らかにするもの15)、保健師に調査をし、保健事業を具

体的な指標を用いて評価することに対する保健師の考え

をみるもの16)等があった。 

（2）行政評価の視点から見た保健師活動評価 

《行政評価の視点から見た保健師活動評価》は、保健師

が保健事業を効果的・効率的に企画・評価し、他職種や

地域住民と情報共有できるための事業計画書・評価シー

トを作成し、そのシートを活用して、評価について検討

したものがあった17)。評価シートについては、他職種や

住民と共有できるシートにする必要があることが書かれ

ていた。また、保健師の記録について書かれた文献18)で

は、保健師活動評価は行政活動としての評価と専門職と

しての評価の2つ側面があり、行政評価の一環としての

保健師活動評価の必要性について述べられていた。また、

保健師活動評価の標準化に向け、保健師の行政評価に対

する意識、保健師の行政評価の取組状況について調べた

もの19)があった。 

（3）保健活動の展開からの評価 

《保健活動の展開からの評価》は、保健師活動の展開

過程において保健師として求められる能力を獲得できる

ようにOn the Job Training（OJT）で活用できる事業評価

の視点や保健師活動を明確にする評価シートを開発し、

活用、普及を図るもの20)があった。 

（4）保健師活動の経済評価 

《保健師活動の経済評価》は、保健師活動を貨幣価値に

換算するという経済的評価の必要性を述べているもの21)

等、経済評価の視点から述べたものであった。 

（5）市町村合併による保健師活動の影響評価 

《市町村合併による保健師活動の影響評価》は、合併

市町村と非合併市町村を人口規模別に分析し、市町村合

併が保健師活動に及ぼす影響の評価と課題について研究

したもの22)があった。 

（6）その他 

《その他》には、ある地域の保健師の増員の経過を紹

介したもの23)等、実施したことを紹介している文献が該

当した。 

Ⅳ．考察 

保健師活動評価の取り組み状況について確認し、さら

に筆者らが開発しようとしている評価における3つの要

素について検討する。 
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1．保健師活動評価の取組み状況 

結果2に示したように、保健師活動における評価・測

定に関するものは、実施した活動・事業の評価、保健事

業・地域での活動を評価する方法、援助対象者をアセス

メントする方法等があった。 

該当した文献は、1998年～2007年は実施した活動・事

業の評価に関する文献は48.6％と半数近くあった。2008

年～2011年では、実施した活動・事業の評価に関する文

献が38.1％、保健事業・地域での活動を評価する方法は

34.6％あり、ほぼ同じ割合になっていた。また、その他

保健師活動評価に関することは6.8％から17.3％に増加し

ていることが確認できた。このことから、実際に実施し

た活動や事業の評価と同じように、活動や事業の評価の

方法についても検討されるようになったことが確認でき

た。 

2．複数の保健事業を組み合わせて行う地域の健康課題

への対応を基盤とする活動評価 

結果3で、〈事業の評価の中には、主に個人の変化から

成果を見るものだけでなく、複数の目的を同等にみてい

るもの、地域の変化がもたらされているかという視点で

評価されているもの〉の中に、保健師活動のあり方を作

成し、そのあり方を基に事業を実施し評価しているもの

があった24)。事業は、介護予防の健康課題を解決するも

のが取り組まれており、「介護予防の知識啓発」と介護

予防をきっかけとした「地域づくり」という2つの視点

で展開され、その中で、地域の変化について評価してい

た。保健師活動のあり方を明確にし、地域の変化をみて

事業を展開し、評価する過程は、筆者らの目指している

評価方法と一致している。しかし、事業を実施する前に、

その地域にどのような健康課題があり、その健康課題と

照らし合わせて事業を実施しているのかという点は、不

明確であった。地域の変化について評価するときには、

保健師が捉えるその地域の健康課題を把握し、事業を展

開した結果、その地域の健康課題がどのように変化した

か評価する必要があると考える。 

 また、ある村の老年期認知症の有病率の推移から保健

活動のもたらす効果について書かれた文献25)では、家庭

訪問や集団検診等の保健師活動が認知症の危険因子にど

のような効果がもたらされたか検討していた。保健師活

動の健康教育や家庭訪問の成果については実績が挙げら

れていたが、評価としては認知症の有病率で評価してい

た。認知症予防という健康課題とその取り組みについて

述べられていたが、筆者らの目指している評価方法は、

複数の保健事業を組み合わせて行う地域の健康課題への

対応を基盤とする活動評価である。この文献であれば、

評価の視点としては、認知症の有病率だけではなく、健

康教育や家庭訪問等の保健師活動と併せて評価できるも

のを開発したいと考える。 

3．看護活動であり行政活動である保健師活動の評価の

課題 

保健師活動評価については、評価シートを作成したこ

とを報告したものがあり26)、筆者らの開発する評価方法

と同様に、評価シートを活用して保健師活動を評価して

いることが確認できた。しかし、どのような評価の視点

で作成されたシートかは分からなかった。 

他には、保健師活動評価の標準化に向け、保健師の行

政評価に対する意識や行政評価の取り組み状況について

検討したもの27)があった。内容から、行政評価の視点を

理解したい、行政評価シートを用いて事業評価できるよ

うになりたいと、保健師の行政評価への関心の高さが伺

えた。しかし、行政活動評価と保健師活動評価の関連に

ついて検討されているかは確認できなかった。ひとつの

保健事業を取り上げたときに、保健師活動は、行政の中

で行う活動であるため、評価するシートは行政評価と保

健師活動評価の両方ができる視点が大切である。 

また、住民の健康課題（糖尿病予防）を改善するため

の地域医療体制整備について書かれた文献28)では、地域

の現状を分析し、事業を評価していた。計画を立てて事

業に取り組んだ結果、プロセス評価、実施評価、成果評

価の視点を用いて事業を評価していた。しかし、保健師

活動は、住民との協働や自主活動支援など事業化に至る

前後の取り組みも多く、法的根拠に基づき予算措置され

た事業だけを評価していくと地域全体の評価には不十分

になる場合があると、述べられていた。予算措置された

事業以外の保健師活動についても評価できるようにする

ことが大切であると考える。 

4．保健師が活動する際の思考過程を支援する評価方法 

保健師が活動をする際には、計画、実施、評価という

看護過程が展開されている。これは保健師活動の思考過

程である。この過程を展開することによって、地域の健
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康課題を明確にして保健師活動に取り組むことができる。

保健師が活動する際の思考過程を支援するものとして、

保健師活動において保健師が大切にしていることを表現

したものを作成し、そのあり方で保健師活動を毎年継続

して評価をしていた29)。このように、保健師活動の目指

す地域の姿を明確にすることで、何を重視して活動を取

り組めば良いかがわかり、事業の目標を立て、方法を展

開するときの看護過程の思考を助けることができると考

える。しかし、他の文献からは、どのような思考過程が

あったのか、保健師の思考過程を支援する評価について

は不明確であった。また、結果3の3)援助方法という視

点から見た文献をみても、保健師活動の思考過程につい

ては不明確であった。保健師活動の思考過程を支援する

ためには、保健師活動の中で展開している看護過程を整

理する必要がある。そして、保健師の目指す地域の姿を

明確にし、保健師が取り組むべき地域の健康課題が解決

できるよう、看護過程を展開させることができる評価方

法の検討が必要である。 

 

（本研究は、科学研究費補助金（基盤研究（C）課題番

号23593388）の助成を受けたものである。） 
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英国における看護実践経験から学びを促進する生涯学習支援の実際 
 

百武 真理子  両羽 美穂子 

 

Lifelong Learning Support to Facilitate the Learning from Nursing Practice in the UK 
 

Mariko Hyakutake, Mihoko Ryoha 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 機能看護学を基盤にした本学卒業者の看護実践におけ

るマネジメント能力の発揮状況に関する先行研究1)から、

リーダー役割や指導者役割など組織的役割を体験するこ

とで発展させている能力や、チーム医療の中で看護職と

しての役割を果たす能力のように、さらなる開発に向け

た学習支援が必要な能力が確認できた。看護実践におけ

るマネジメント能力は、実践を通して知識・技術を習得

していくことが効果的2)であることからマネジメント能

力の開発および発展には、実践との関連で生涯学習支援

を行っていくことが有効であると言える。 

専門職の生涯学習支援に先駆的に取り組んでいる英国

においてはContinued Professional Development（以下CPD

とする）が浸透し、組織的に、あるいは職能集団として

専門職の生涯学習支援を行っている。CPDとは、個人が

実践と省察のプロセスを継続して行うことによって、彼

ら自身の学びと能力開発をコントロールするプロセスで

ある3)。その学習形態の1つにWork Based Learning（以下、

WBLとする）があり、このWBLにより、経験から学びを

引き出し、看護専門職としての実践能力の向上と組織的

な看護の質改善を行っている4)。これまでにも本学の国

際交流事業として英国のWBLについて学習し、本学が

行っている看護職者の生涯学習支援への活用の可能性が

見出されつつある5～8)。 

そこで今回は、大学における生涯学習支援としての

WBLのシステムの現状と意義を確認することと、看護実

践現場や学習資源となる看護職能団体における生涯学習

支援の取り組みの実際について確認することを目的に英

国ロンドンにて情報収集を行ったので、その概要を本稿

にて紹介する。 

Ⅱ．Middlesex大学におけるWBL 

1．WBLの歴史 

 WBLは本来高等教育の分野から開始しており、医療に

おいては Burton らによる「 Work Based Learning in 

Primary Care9)」で2003年に初めて紹介された。今回訪問

したMiddlesex大学では、これまで20年間に渡りWBLに取

り組み、先駆的なWBLの“優れた開拓者”としてクイー

ンズ賞を1996年に受賞している。その後2007年に独立し

た部門として大学内にWBL研究所（Institute of WBL；以

下IWBLとする）を設立した。 

 IWBLでは、WBLについてGarnett10)による次のような

定義を用いている。‘WBLは、学習者、仕事、大学に

とって重要な成果を達成するために、個人に集積された

知識、技術や能力を認識し、修得し、応用することを促

進し、報酬の有無にかかわらず仕事上の批判的思考を大

学レベルに焦点化する学びのプロセスである。’ 

2．IWBLの活動 

2010/2011年においてIWBLでは、博士課程に入学する

約40％の大学院生を含め、およそ1200人の学生を受け入

れ、IWBLで構築したWBLプログラムを展開している。

WBLはあらゆるタイプの組織で実施されており、医療の

分野では、National Health Service（以下、NHSとする）

のプライマリケアトラストや急性期トラスト等とIWBL

がパートナーを組んでいる。 

 IWBLが関わる教育課程は単位認定資格に関するもの
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から博士課程まで多様にあり、その内容を表1に示す。 

 先駆的なWBLの研究所であるIWBLは、Middlesex大学

におけるWBLに関する研究を行い、その戦略を開発し提

供している11)。博士課程レベルまでの単位認定や学位に

適したプログラムは、学習者個人や組織と直接提携して

構築している。 

 WBLの学習システムを活用して学生が職場でCPDを行

うことにより、学生自身の学習が深まるだけでなく、組

織の課題解決や改善が行われるため、双方にとって利益

がある。その課題解決に向けたプロセスを理論的に考え

られるようにIWBLが支援し、認められた単位認定書や

学位を授与するシステムとなっている。 

3．WBLプログラムの特徴 

 WBLプログラムは、WBLにおける学習計画全体であり、

次の6つの特徴12)がある。1つは、学習者が所属している

組織と大学の両方に利益を与えるパートナーシップであ

る。2つ目に、学習計画は学習者、所属組織、大学の三

者で協議した学習協定である。所属組織においては、学

習者が関わる全ての人からプログラムについて賛同を得

る必要がある。3つ目に、仕事に関して職場が抱えてい

る複雑な問題解決などのニーズから引き出すプログラム

である。4つ目に、学習者がこれまで得ている学びから

単位認定できる学びを確認し、学習課題を明確にした上

で、今後必要な学びを得るための学習者として出発地点

に立つことである。これらの学びは、必ずしも教育を受

けて取得した資格だけではない。5つ目には、学習者が

従事している仕事上のニーズに関する取り組みとなるプ

ロジェクトは、職場において行われることである。これ

はプロジェクトに関わる同僚等と協働的な取り組みとな

るため、組織や個人の能力向上につながっている。6つ

目は大学レベルの認定を査定することである。 

4．WBLプロジェクトの特徴 

 WBLプロジェクトはプログラムの中心となるものであ

る。職場や組織で実施されるプロジェクトは、職場や組

織の特徴に沿って改善あるいは発展のために計画され、

学習者自身が研究者として導く。その過程は理論的概念

に裏付けされた理解を伴い、職場や組織において応用的

な実践能力を発揮する13)。 

 

表1 大学で取得できる学位および単位 
Credit Level University Award Award Titles and Abbreviations Credit Requirement 

UNDERGRADUATE 
Level 4* 
Level 4 

Certificate 
Certificate of Higher Education 

U Cert 
Cert HE 

60 credits at level 4 
120 credits at level 4 

Level 5 
Level 5 
 
Level 5 

Diploma 
Diploma of Higher Education 
 
Foundation Degree 

U Dip 
Dip HE 
 
Fd 

60 credits at level 5 
240 credits;120 at level 4, 120 at 
level 5 
240 credits;120 at level 4, 120 at 
level 5 

Level 6 
Level 6 
 
 
Level 6 
 
 
Level 6 
 

Advanced Diploma 
Advanced Diploma of Higher 
Education 
 
Ordinary Degree 
 
 
Honours Degree 

Adv Dip 
Adv Dip HE 
 
 
Bachelor of Arts (BA) 
Bachelor of Science (BSc) 
 
Bachelor of Arts (Hons) 
Bachelor of Science (Hons) 

60 credits at level 6 
300 credits;120 at level 4, 120 at 
level 5, 60 at level 6 
300 credits;120 at level 4, 120 at 
level 5, 60 at level 6 
360 credits; 
120 at level 4, 120 at level 5, 60 at 
level 6 

POSTGRADUATE (can include up to 20 credits at level 6) 
Level 7 
 
Level 7 
 
 
 
Level 7 

Postgraduate Certificate 
Postgraduate  Diploma 
 
 
Master’s Degree 

PG Cert 
 
PG Dip 
 
Master of Arts (MA) 
Master of Science (MSc) 
Master of Business Administration 
(MBA) 
Master of Education (MEd) 

60 credits at level 7 
 
120 credits at level 7 
 
 
 
180 credits at level 7 

Level 8 Professional Doctorate Doctor of Philosophy(PhD) 
Doctor of Professional Studies 
(DProf) 

540 credits; maximum 
180 at level 7, minimum  
360 at level 8 

＊Level 4は学士課程の初年次に相当する。 
（Alan Durrant，et.al：Getting Started with University-Level Work Based Learning；20，Middlesex university Press，2009より引用） 
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 WBLにおける学習者は実践家であり研究者かつ組織内

部者である。そのため、リアルタイムの実際の仕事上の

活動を扱い、厳密な調査とクリティークを行ってプロ

ジェクトとして取り組んでいく。生々しい事象を扱うこ

とから倫理的問題に関わることもある。テーマとして組

織の文脈や文化に関連するトピックを扱うことから、そ

れらを振り返る機会となる。取り組みの成果として組織

に影響し、関係機関や関係職種と協働しながら実践を変

革していく。プロジェクトはチューターや職場における

メンターのサポートを受けて学習者自身で管理していく。

その取り組みを省察しながら個人的に学習を進め、学習

者自身と組織の知識を広げていくのである。また、学習

成果は学術的な基準に合うものとなる。 

5．学習者、組織、大学におけるWBLの観点 

 WBLは学習者、組織、大学の三者が深く関わり協働し

ていくことに特徴があり、それぞれの観点から学習を促

進していくことになる。それらの観点を次に示す。これ

らはIWBLに所属しプログラム構築や教材開発などを担

当している教員による説明資料から引用している。 

 学習者の観点には次の8つがある。①特別に関心のあ

る自分の部署を選ぶ、②プロジェクトの成果よりも自分

自身の学びに焦点を当てる―彼らが職業的かつ個別的に

必要としているものを得ることが重要である、③仕事に

焦点を当てる、④倫理的感性やジレンマの感性を高める、

⑤学術的な技術である批判的思考、厳密性、調査技術、

プロジェクト管理、系統的なプロセスの技術を高める、

⑥実践から生産された知識である、⑦大学における自律

的な学習である、⑧組織内部者、実践家、研究者として

の学びである。 

 組織的な観点には次の7つがある。①組織的な知識と

して獲得された知的財産、人的財産、暗黙知である、②

必要な改善・充実のための組織的なプロセスである、③

組織的に有効なものである、④実践において批判的省察

を促進し、習慣的に実践を問う、⑤学習者、組織、大学

の三者で合意された学習である、⑥実践現場あるいはそ

れ以外における雇用者の役割は何かを問う、⑦実践現場

あるいは現場外においてメンタリングがある。 

 大学の観点には次の5つがある。①高等教育を必要と

する学習者、組織のために、Work-Based-Projectを協議

する、②現実にある実践上の課題を批判的に思考する：

意義のある知識を創造する、③知識を産出し、一般化し、

普及する機会をもつ、④型にはまらないものを産出する、

⑤自己や同僚の評価によって自律的な学習を促進する。 

6．大学教員の役割 

WBLコースの学びをサポートするのは、大学教員の役

割である。教員はチューターとして学生に関わっている。

チューターの役割は、Boudら14)によると専門的な知識を

与えるだけではなく、学習仲間、教育的カウンセラー、

建設的な批判者、プロセスに専門的助言を与える人、失

敗事例において肯定的なサポートを提供することができ

る人である。プロジェクトや実践研究を進めていく過程

においては、チューターは学習者へのプログラムアドバ

イザー、学究的な指導者として関わることになる。 

7．WBLの概念枠組みおよび関連する理論 

 Middlesex大学におけるWBLの概念枠組みを図1に示す。

WBLの土台になるのがAccreditation of Prior Learning（以

下APLとする）である。APLとは、学習者個人が公式な

学習コースや訓練において達成した学びを大学の認定単

位として手に入れることができるプロセスである。学習

者は大学から学習経験の認定を受けて、さらに必要な学

習計画を立てる。これがProgramme planningである。学

習の中心となる取り組みはResearch and developmentであ

り、これらは調査や発展的な実践を意味する。最後に

Projectとして職場のニーズと学習者の学習課題に合った

取り組みを行い、その成果を評価する。 

 このようにWBLは組織的な学びを促進する取り組みで

あり、Senge15)が発展させた「学習する組織」をサポー

トするメカニズムとして理論上適していると考えられて

いる。ここで言う「学習する組織」とは、組織員の学習

能力を高める組織、学習をサポートする組織、学習した

成果を価値あるものとし行動に移すことができる組織で

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 Middlesex 大学におけるWBLの枠組み 

 

Project 

Research and 
development 

Programme planning 

Accreditation of Prior  
Learning 
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ある16)。WBLは、個人に仕事を中心とした学びを与え、

チームと組織を通して学びを共有することに適している。 

 また、WBLの主要な強みは、構成概念の中にKolb17)が

開発した経験学習を利用していることである。経験学習

では、学習サイクルとして、具体的な経験から始まり、

省察的な観察、抽象的な概念化、積極的な実験の4つを

定義している。省察的な取り組みの促進は、学びから最

善の成果を得るための鍵となる原理である18)。 

8．WBLを成功に導く因子 

WBLを成功させる重要な因子としては、①パートナー

シップ、②リーダーシップ、③成果、④構造基盤となる

通信手段等、⑤学習者の積極的な参加、⑥ファシリテー

ションとサポート、⑦能力、⑧評価がある19)。これらの

要素は、WBLとして学習を計画するときに批判的に検討

していく必要がある。 

 WBLには、仕事のために学ぶlearning for work、仕事で

学ぶlearning at work、仕事を通して学ぶlearning through 

workの3つの要素20)があるが、仕事を通して学ぶ方法に

は次の4つがある。訓練に基づいた実技と知識を基盤と

した学びとなるSkills-based-learning、突発的な問題ある

いは課題を基盤とした学びとなるProblem-based-learning、

雇用者や大学が焦点化したプロジェクトから学ぶ

Project-based-learning、ロールモデルや社会化および専

門職化によるSocial learningである21)。これらを組み合わ

せた学習の機会を構築することで実践現場での学びを促

進することができる。 

Ⅲ．看護実践現場における生涯学習支援の実際 

1．英国における免許登録更新に伴う研修制度 

 英国の看護師は登録制であり、3年毎に更新が必要で

ある。そして登録を更新するためには、1年に5日間ある

いは35時間以上の研修を受けなければならない。雇用契

約に最低限の研修時間の確保が含まれており、研修が保

証されている。その研修の内容は臨床から離れていた看

護師のためのコースからナースプラクティショナー（以

下NPとする）の認定コースまで様々である。研修内容

が今後の看護業務に活用できる場合には、研修は労働時

間と見なされることが多く、その場合研修期間において

も給料が半額から全額支払われる。 

 

2．メディカルセンターにおける生涯学習支援 

英国では、住民が一般医を登録する必要があり、そこ

を最初に受診することになっている。このように英国で

は伝統的なプライマリケアの充実を図っているため、プ

ライマリケアの場での看護職の役割強化も図られている。

研修の費用は、ジェネラルプラクティショナー（以下

GPとする）からの推薦によりNHSが負担している。我々

が訪問したロンドン市内にあるメディカルセンターも地

域のプライマリケアを担っており、GPやNPが勤務して

いる。メディカルセンターでは一般にGPがスタッフの

教育に対しての責任を担っており、当センターにおいて

も同様であった。 

我々はメディカルセンターに勤務するNPからこのメ

ディカルセンターにおける看護師の生涯学習支援に関し

て説明を受けた。 

彼女は、NPになるために3年間の教育を受けていた。

メディカルセンターにおいてNPは呼吸器疾患、腎疾患、

糖尿病、予防接種、創傷処置などさまざまな疾患・状況

に対応しなければならず、医師の指示がなくとも自律し

た看護実践を要求されていた。そのためにも、NPとし

ての成長を組織として支援しており、次のように生涯学

習支援を行っていた。 

NPは自己のキャリア開発のためにこれまで受講した

研修等の内容をポートフォリオに記載していた。ポート

フォリオには、その他にも日常業務の中での経験、認定

された資格も記載し、それらの証明書も添付していた。

これらを活用して年に1回上司と面談し、キャリア開発

のための評価を実施している。看護専門職にはポート

フォリオの活用とこの評価が義務付けられている。評価

の内容を表2に示す。評価は上司であるマネジャーと1対

1で話し、上司からフィードバックを受け、今後の仕事

の課題に関する助言を得る機会である。評価の目的は、

1年間の仕事を振り返る時間であり、構造化された方法

で翌年の計画を立案することである。内容は個人に関す

ることと研修等に関することの2つのセクションに分け

られており、これらすべてをマネジャーとの面接前に記

入しておく必要がある。 

セクション1では雇用者の名前、役職等を記載し、役

職への満足度や同僚との関係、今後の展望、ストレス等

について5段階で評価する。さらに1年間の評価から課題 
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とその解決方法について記載するようになっている。 

セクション2では、これまでの1年間で習得した知識・

技術および今後習得したい知識・技術を自由記述で記載

する。その次に、具体的な目標と目標達成の期限を設定

する内容となっている。 

研修内容は自己の興味のある分野を選択したり、自己

のワークライフバランスを考えた上で選択することもあ

るが、この評価を活用し、上司との相談により決定する

こともある。 

3．生涯学習の資源 

生涯学習の資源としてRoyal College of Nursing（以下

RCNとする）がある。RCNでは、看護教育および実践に

基づいた職場における学習と能力開発について、2人の

担当者から説明を受けた。RCNは看護職者の代表として、

優れた看護実践を促進する組織である。看護職の声を地

方から海外にまで発信したり、患者ケアの質の改善に力

を注いだり、あるいは看護職の健康増進や看護スタッフ

の増員を政府等に嘆願する団体でもある。つまり、日本

看護協会と類似した職能団体である。他にも看護職の労

働に関する支援や組織のマネジメントおよびそのシステ

ム構築の支援も行っている22)。 

RCNは会員が看護専門職として成長することを目的に

生涯学習支援に専心しており、各看護職がCPDを継続で

きるように支援している。RCNは様々な地域で研修を実

施しているが、大学との協働や個々人に対しての教育は

行っていない。各施設にRCNのスタッフが一人在籍し、

その施設の教育担当者に教育を行い、教育を受けた代表

者が他スタッフへの教育を実施することで施設全体の看

護の質の向上を目指している。 

RCNの主な仕事は生涯学習資源の提供である。看護の

質向上のため、①図書サービス、②学習支援、③看護実

践の情報提供、④最近話題になっている課題や疑問に関

する情報提供、⑤看護コミュニティに関する情報提供、

⑥看護学生に対する情報提供、⑦出版物や研究に関する

情報提供が行われている23)。オンラインでは電子ジャー

ナル、データベース検索等に加え、NHSの電子図書およ

び電子ブックの閲覧等の図書サービス、ポートフォリオ

の作成、リーダーシップやチームマネジメントに関する

看護技術の学習、ある特有の疾患・病状にある患者への

看護実践および患者安全等に関する知識の更新、看護実

表2 キャリア開発のための評価内容と方法の1例 
質問項目 質問内容 評価方法 

個
人
に
関
す
る
こ
と 

1.職位について 

①仕事の満足度 

②職位の多様性 

 ③現在の仕事方法 

 ④勤務要件と状態 

⑤必要時のサポートとトレーニング 

⑥技術の伝承 

⑦今の職位に留まること 

 

5 段階評価 

(1:とても不満、2:

やや不満、3:どち

らともいえない、4:

やや満足、5:とても

満足) 2. 労働時の関係性 

①ラインマネジメント 

②医師 

 ③看護師 

④受付スタッフ  

⑤所属スタッフ   

⑥その他 

3. ストレス－現在の職位に

おけるストレスの危険因子 

①マネジメント 

②医師 

③看護師 

④他スタッフ 

⑤他センター利用者  

⑥患者 

⑦課題の原因 

⑧スタッフ不足 

⑨その他 

 

5 段階評価 

(1:とても高い、2:や

や高い、3:多少あ

る、4:時折、5:ない)

4.自己の省察と業務改善 

①昨年 1 年間で起こった、仕事におけるよりよい変化 

②昨年 1 年間で起こった、仕事におけるより悪い変化 

③業務を改善するための良い考え 

④改善するために必要な実践支援 

自由記載 

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
関
す
る
こ
と 

1.学習の機会 

実践経験 

観察/シャドウイング 

遠隔教育/読書 

研修コース/確立されたトレーニング

オーディット/調査・研究/プロジェクト

同僚やメンターからの助言 

毎週の会議/ネットワーク 

CD Rom/ビデオ学習 

講義/正式な教育 

 

当てはまる項目を

○で囲む 

2.得意分野と学習内容 

①得意なこと 

②これまでの 1 年で得た新しい知識・技術 

③この 1 年で取得する必要のある新しい知識・技術 

自由記載 

3.個人教育計画 

①了承を得たトレーニング、業務、仕事の変化等 

②①を達成するための行動内容 

③①の目標を達成する期限 

表に記載 
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践の原則の確認、オープンユニバーシティと共同で実施

されている遠隔教育を受けられるシステムなど様々な学

習支援が行われていた。このようにオンライン上での

サービスが充実しているため家庭や職場、学習の場でも

容易にアクセスすることができる。オンライン上では単

にポートフォリオの作成・更新だけでなく履歴書も作

成・更新できる24)。こういった学習支援により、個人の

継続した学習だけでなく所属する組織の問題解決・改善

につながることを意図している。 

生涯学習の1例として、RCNが発行している雑誌を読

んだり投稿したりすることでアカデミッククレジットポ

イントが貯まる。このポイントを貯めることで専門士か

ら学士へと学位が上がる、といった単位認定による学位

授与がなされることもある。 

英国では、登録看護師になるためのコースは、2013年

度入学生から全て学士課程となる。そのため、RCNは看

護職に対して配布している「看護実践の原則」や「質の

高いケアのための看護業務」といったハガキサイズのパ

ンフレットを活用して、RCNが行う単位認定支援につい

て情報を提供していた。その他にRCNが行うオンライン

上での学習資源の活用方法が記載されたパンフレットや、

ニュースレターなども発行していた。 

ロンドン市内にあるRCN付属の図書館では、多くの看

護職が調べ物や読書をしていた。この図書館には英語表

記の世界中の看護に関する本が揃えられており、朝9時

ごろから夜7時ごろまで閲覧・貸し出しが可能となって

いた。設置してあるパソコンはインターネットに接続さ

れており、この図書館にある書籍だけでなく、広域的な

ヘルス分野の文献が検索できるようになっていた。看護

の文献を利用し学習している人やパソコンから文献を検

索している人、ポートフォリオを更新している人などさ

まざまな人が見受けられた。その他に会議室も設置され

ており、ディスカッションを行う場となっていた。 

Ⅳ．おわりに 

 本稿では、看護実践経験を学術的な学びに高めるシス

テムである大学におけるWBLを中心に、看護専門職の生

涯学習支援について英国の取り組みの一部を取り上げた。

今回紹介できなかったが、IWBLでは、WBLのためのガ

イドブックや学習を導くモジュールハンドブックなどを

作成しており、初学者にもわかりやすい手引きにより、

実践経験を学術的な学びへと確実に進めていくことを保

証している。今回の訪英の目的は、看護実践におけるマ

ネジメント能力の開発・発展のための生涯学習支援のあ

り方に示唆を得ることであったが、学習者、職場、大学

との協働による学習システムは、看護の改善・充実に向

けた実践全般に理論的裏付けを強化し、学習者や組織へ

の知識の還元のみならず、大学にとっては理論の構築お

よび発展に寄与するものであると思われた。専門職に

とって、実践は日々つながっており、そこでの経験を学

びに変える学習プロセスを意図的に積み重ねていくこと

で、効果的に能力の開発・発展につなげていくことが必

要である。英国の取り組みを参考に本学卒業者の生涯学

習支援にあり方について考えていきたい。 
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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 

3） 研究報告：研究結果の意義が大きく、発表の価値が認められるもの 

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。 

 



岐阜県立看護大学紀要 第 13 巻 1 号，2013 

― 189 ― 

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 

 紀要13巻1号をお届けいたします。今回も貴重な研究成果を投稿してくださった皆様、ならびに

査読をご担当くださった先生方に感謝申し上げます。 

 今年度から紀要の投稿資格に本学の大学院修了者が加わり、修士論文で取り組んだ看護実践研

究の成果を発表していただけるようになりました。当初はどれくらいの方が投稿してくれるだろ

うかと心配しておりましたが、複数名の修了生からご投稿がありました。どの論文も、査読と修

正を繰り返しながら指導教員との共同でブラッシュアップされた内容となっております。是非ご

一読ください。 

 また、13巻1号全体を概観しますと、掲載論文総数は18編となり昨年度と比べて大幅に増加しま

した。その内訳は、原著7編、研究報告5編、資料6編でした。内容は修士・博士学位論文に関連す

るもの8編、科研費等の外部資金による研究成果6編、共同研究事業に関連するもの1編、教育実践

に関連するもの1編、国際交流事業の内容をまとめたもの2編と多種多様なものとなり、質・量共

に充実したものになってきました。 

一方で、投稿から刊行に至るまでのプロセスにおいていくつかの課題も見えてまいりました。

紀要編集委員会としては、今後も査読の先生方のご協力を賜りながら、迅速かつ学的な質を担保

し得る研究成果の公表を支援していく方法を模索していきたいと考えております。 

（石川 かおり） 
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