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Ⅰ．はじめに

我が国の高齢化率は上昇の一途をたどり、平成 25 年

には過去最高の 25.1% と今後もなお高齢化が進むことが

予測されている。そして、高齢化に伴い日常的に医療や

介護を必要とする高齢者が増加し、医療機関や高齢者ケ

ア施設の需要も高まっている現状にある。平成 12 年に

介護保険法が施行されて以降、要介護認定率の上昇や認

知症高齢者数の増加等、介護保険施設を取り巻く高齢社

会の変化に伴い、高齢者ケア施設の果たすべき役割に関

しても様々な議論がなされている。介護老人保健施設（以

下、老健とする）においては、中間施設という本来の役

割とともに、医療を必要とする高齢者の医学的管理、最

期を穏やかに過ごすための終末期ケア、重度認知症高齢

者へのケア等、多様なニーズに合わせた多機能なサービ

ス提供が求められている。

高齢者ケアの質向上に関する研究では、認知症高齢者
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要旨

本研究の目的は、ケアカンファレンスにおける継続的なケアの検討を通して、高齢者ケア施設における倫理に適っ

た質の高いケア実践を確実に行う方法を明らかにすることである。

ケアプランの検討が必要と考える筆頭筆者が担当する利用者、もしくは看護職および介護職から検討を依頼され

た利用者のケアプランの検討を行い、個別ケアの立案・周知を図るカンファレンス ( ケアカンファレンス ) を開催し

た。また、知識の修得を目的として学習会も併せて実施した。さらに、本取り組みに関する感想・意見を把握する

ため、フロア職員を対象に自記式質問紙調査を実施した。

ケアカンファレンスは 7 事例の検討を行い、実施時間帯は週 1 回午後の 30 分間、1 回の参加人数は 7 ～ 11 名であっ

た。ケアカンファレンスの内容は、口腔ケア方法、症状ケア、認知症に伴う不穏症状に対するケアの検討などであっ

た。後半の 6、7 事例目には、倫理的観点からケア検討を行うことができた。ケアに対する評価カンファレンスにお

いて参加したフロア職員から、【個別ケアの導入ができる】【ケア実践の振り返りの機会となる】【寄り添うケアの考

え方が養われたこと】などの意見が得られた。学習会は 4 事例のケアカンファレンスで実施した。取り組み終了後

の質問紙調査に協力が得られたのは、22 名 (81％ ) であった。ケアカンファレンスの実施効果として【ケアの周知 ( ケ

アの統一 ) ができた】【倫理的な視点でケアを考えることができた】等、またケアカンファレンスおよび学習会を継

続するために必要なこととして【ケアカンファレンスを推進する役割の人の確保】等の回答が得られた。

ケアカンファレンスの実施に加え、ケアカンファレンスを推進する看護職の育成、話し合いやすい職場風土創りが、

高齢者ケア施設において倫理に適った質の高いケアを確実に行うことに繋がると考えられた。

キーワード : 質の高いケア、高齢者ケア施設、ケアカンファレンス、倫理
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師 3 名）、介護職 18 名（介護福祉士 8 名、ヘルパー 9 名、

支援相談員 1 名）の計 25 名である。A 老健は継続受け

持ち制で、各利用者に 1 名ずつ担当看護職および介護職

を配置する。

2．研究協力者

A 老健入所中の研究参加の同意が得られた利用者とそ

の家族および利用者の入所しているフロアの看護職 7

名・介護職 20 名である。

3．ケアカンファレンスの実施

1）対象事例

ケアプランの検討が必要と考える筆頭著者が担当する

利用者、もしくはフロア職員より検討を提案された利用

者とする。

2）開催方法およびデータ収集方法

事例を挙げ、週に 1 回ショートカンファレンスが開催

されていない曜日の午後 30 分間を活用し、ケアプラン

がより個別性が重視された内容となり、ケア方法をフロ

ア全体で周知することを目的に、検討事項の内容に基づ

いて繰り返し話し合い、ケアプランの評価・修正・立案

をする。また、事例毎のケアカンファレンス最終回に、

評価カンファレンスとしてケアカンファレンスで決定さ

れたケアが継続して実施できているか、今後も実施可能

なケアであるかを話し合う。さらに、評価カンファレン

スではケアカンファレンスを実施した感想等を求める。

また、ケアカンファレンスの中でフロア職員より知識の

修得が必要であると提案された内容については学習会を

計画し、ケアカンファレンスの時間を活用して開催する。

ケアカンファレンスにおける参加者の発言を録音す

る。録音を聞きながら、対象事例のケアについての発言

を書き起こし、ケアカンファレンス記録を作成する。事

例ごとに、検討しているケア内容別に発言を整理する。

利用者とその家族に対して実施したケア内容と職員・利

用者・家族の言動、および実践の経過を把握することを

目的に、看護・介護記録の中で、ケアの実践状況に対応

した記録内容をデータとする。

3）データ収集期間

2012 年 8 月から 2013 年 8 月とする。

4）データ分析方法

（1）ケアカンファレンスにおける職員の意見

対象事例ごとにケアの実施状況および課題、ケアの提

を対象とした研究（細田ら ,2011）や日常生活援助に関

する研究（杉山ら ,2009）など多くの取り組みが行われ

ている。しかし、高齢者看護に重要な要素である倫理的

実践については、倫理的ジレンマに関する現状や課題が

明らかにされている（渡辺ら ,2006）一方、高齢者ケア

施設で倫理に適った質の高いケア実践を確実に行う方法

を明らかにした研究は見つからなかった。

高齢者ケア施設における倫理的課題に対する取り組み

を検討することを目指して、筆頭著者が看護師として勤

める A 老健の職員を対象にアンケート調査を行い、実

践を振り返り内省の機会をつくることで組織的な倫理教

育を行う必要性を明らかにした。さらに、気付いた倫理

的課題を発言することの困難さの要因には、職員同士の

関係を優先するため気付いた倫理的課題をカンファレン

ス等で言語化しにくい職場風土に課題があることも報告

した（石原ら ,2012）。また、筆頭著者の所属フロアでは、

以前よりショートカンファレンスとしてケアを話し合う

機会を設けていたが、決定したケアを後日評価する場が

なく、一度限りのケア検討であるためフロア全体に向け

ての周知が困難であり、ケアの統一に結びつかない現状

があった。このことから、継続したケア検討の場を設け

ることでケアの周知・統一を図るとともに、職員の倫理

的感性を養うという質の向上、そして話し合いのしやす

い職場風土への改善が所属フロアの課題であることは明

らかであった。

そこで本研究では、ケアカンファレンスにおける継続

的なケアの検討を通して、高齢者ケア施設における倫理

に適った質の高いケア実践を確実に行う方法を明らかに

することを目的とする。

なお、本研究においては、質の高いケアを「包括的ア

セスメントからその人らしさを尊重したケアプランを立

案・実施・評価していくこと」とする。

Ⅱ．研究方法

1．所属フロアの概要

所属フロアは 50 床ある入所フロアである。長期入所

者の特徴（平成 23 年度実績）として、入所者の平均年

齢は 84.6 歳、平均要介護度は 3.71、認知症高齢者数は

21 名、施設内看取り対象者数は 9 名である。職員構成（平

成 23 年度実績）は、看護職 7 名（看護師 4 名、准看護



岐阜県立看護大学紀要　第 15 巻 1 号　2015

─ 19 ─

5．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を受けた（通知番号 :24-A003-1、

承認年月 : 平成 24 年 5 月）。A 老健の施設長に本研究の

目的・方法を口頭および文書で説明し文書で承認を受け

た。また、研究協力者である看護職、介護職および利用

者とその家族に、本研究の目的・方法を説明し取り組み

への参加は自由意思によるものであること、一度承諾し

ても、途中で中止することが可能であること、研究協力

の有無によって不利益のないこと、個人情報の保護、得

られたデータは本研究の目的以外には使用しないこと、

いつでも情報の開示が求められることを口頭および文書

で説明し、文書にて同意を得た。また、認知機能の低下

により、本人に同意を得ることが難しい利用者に対して

は、家族より代諾を得た。

Ⅲ．結果

1．ケアカンファレンスの開催

1）概要

ケアカンファレンスでは 7 事例の検討を行った。1 回

のケアカンファレンスの参加人数は 7 〜 11 名で、その

内看護職は 3 〜 5 名であった。対象の 7 事例の概要を表

1 に示す。年齢は 60 歳代 2 名、70 歳代 1 名、80 歳代 3 名、

90 歳代 1 名で、性別は男性 3 名、女性 4 名であった。

介護度は要介護 2 の者が 2 名、要介護 3 の者が 2 名、要

介護 5 の者が 3 名であった。対象事例の提案は、筆頭著

者が 3 事例、筆頭著者以外が 4 事例であった。

2）実施内容と事例の経過

ケアカンファレンスの開催数・目的・検討内容および

学習会の内容を表 2 に示す。ケアカンファレンスは各事

表1

表2

案、ケアに対する疑問点等に関する意見内容を意味を損

なわないように要約する。要約はケアカンファレンスの

経過に沿ってケアカンファレンスの内容（具体的に提供

されているケア、利用者の反応、家族の反応・家族への

ケア、参加者の意見・反応、ケアカンファレンスの流れ、

今後の予定・計画）の 6 項目に整理する。また、評価カ

ンファレンスにおける分析は、決定されたケア方法が継

続して実施可能であるかを評価している意見内容とケア

カンファレンスの方法やケアの気づき・学び等の意見内

容について、意味を損なわないように要約して分類する。

（2）ケアの実践状況等

対象事例ごとに、データを「ケアの実践状況等」とし

て記録の中から意味を損なわないように要約して整理す

る。

4．取り組みの評価のための質問紙調査

1）対象

利用者の入所しているフロアの看護職 7 名・介護職

20 名を対象とした。

2）調査方法

本取り組みの評価のため、最終事例のケアカンファレ

ンス終了後、フロア職員を対象に無記名の自記式質問紙

を配布し、専用のボックスへの投函により回収する。質

問紙調査の項目は、〈ケアカンファレンスの実施効果〉〈利

用者および家族からのケアに対する意見内容〉〈ケアカ

ンファレンスに対する評価〉〈学習会に対する評価〉〈ケ

アカンファレンスおよび学習会の継続と改善について〉

の 5 項目である。この内、〈ケアカンファレンスの実施

効果〉は選択で、他は自由記述で回答を得る。選択肢に

よる回答は単純集計し、自由記述による回答は意味に

沿って分類整理する。

表 1　対象者の概要

ケアカンファレンス 1事例目 2事例目 3事例目 4事例目 5事例目 6事例目 7事例目

氏名 A氏 B氏 C氏 D氏 E氏 F氏 G氏

年齢・性別 80歳代・女性 80歳代・女性 60歳代・男性 80歳代・女性 70歳代・男性 60歳代・女性 90歳代・男性

病名 認知症
レビー小体型
認知症疑い

転移性肝がん
など

左下腿難治性
潰瘍など

認知症、高血
圧

心気症疑い
認知症、心不

全など

既往歴 嚥下性肺炎など
心不全、脊椎
圧迫骨折

糖尿病 急性灰白髄炎 直腸がん 自律神経失調症
脳梗塞、肺炎

など

介護度 要介護5 要介護3 要介護2 要介護5 要介護5 要介護2 要介護3

認知症高齢者の
日常生活自立度

Ⅳ Ⅱa Ⅲa 認知症なし Ⅲa Ⅰ Ⅲb

家族構成
夫と死別して

独居
独居 妻と二人暮らし 独居 長男夫婦と同居 夫と二人暮らし

長男の妻、孫
と暮らす

カンファレンス
事例の提案

筆頭著者 筆頭著者 介護職 筆頭著者 介護職 居室担当介護職 看護職
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感じることができた】【ケアに個別性を取り入れること

ができた】【情報共有に有効であった】【ケア実践を振り

返る機会になった】の 5 つに整理された。

（2）2 事例目

B 氏は 80 歳代女性、以前より上下肢の振戦を認め間

もなく幻視が出現した。医師はレビー小体型認知症を疑

い内服薬が調整された。レビー小体型認知症をもつ利用

者の入所はこれまでにも数少なく、筆頭筆者を含め初め

て関わる職員も少なくなかった。そこで、幻視が出現し

た時の関わりを統一するためケアカンファレンスに取り

上げることとなった。B 氏を対象者としたケアカンファ

レンスは、約 1 ヶ月の間に 3 回開催され、検討内容はレ

ビー小体型認知症に対するケアの検討などであった。

職員よりレビー小体型認知症の経過や予後について知

りたいとの意見や、幻視に対する対応が難しいとの意見

があり、レビー小体型認知症の学習会を計画し、幻視の

対応を検討していくこととなった。話し合いでは、「火

事とかの時は、どう対応すればいいのかな」「3 人くら

い女の子がいるって言われた」等、職員が実際に目にし

た B 氏が体験している幻視の例を挙げ、どのような対

応が望ましいのかを意見交換した。レビー小体型認知症

の幻視に対しては、当人しか見えていないことを伝え、

時には幻視であることを職員が共に近づいて気付かせる

ケアが必要であることを確認した。職員はそれまでのケ

ア方法を見直す機会となり、レビー小体型認知症をもつ

B 氏に適切なケア方法を学び実践に活かすことができて

いた。

評価カンファレンスでの意見内容は【ケアを共有する

機会になった】【情報共有の機会になった】の 2 つに整

理された。

例 2 〜 7 回開催し、4 事例についてはケア検討に並行し

て学習会を行った。ここでは、評価カンファレンスを実

施した 5 事例について報告する。

以下に述べる結果における文中の「　」は、フロア職

員および利用者・家族の発言内容または発言内容の要約

を示し、【　】は評価カンファレンスにおける職員の意

見内容の分類名を示している。

（1）1 事例目

A 氏は 80 歳代女性、摂食障害のため胃瘻を造設、嚥

下性肺炎の既往があった。A 氏を対象者としたケアカン

ファレンスは、約 2 ヶ月の間に 6 回開催され、検討内容

は口腔ケア方法や体位変換方法などであった。口腔ケア

の検討は 4 回で終了し、第 5、6 回ケアカンファレンス

では他の内容のケア検討を実施した。

口腔ケア方法については、職員より歯の食いしばりが

みられるため「無理矢理やってしまう」という現状や、「口

臭がひどい」と A 氏の口臭が強く気になると意見が出

されたため、口腔ケアの学習会と並行してケア方法を検

討していくこととなった。口腔ケアに関する A 氏の状

態とケア、ケアカンファレンスの経過および実践と利用

者・家族の反応の概要を表 3 に示す。ケアカンファレン

スでは、口腔ケア手順を作成し、また手順の中にはイチ

ゴを好む A 氏に対して、イチゴ味のマウスウォッシュ

を使用する等の個別ケアを導入した。すると口腔ケア時

に開口してもらえるようになり「しっかり磨くことがで

きた」ため口臭は軽減し、家族からも感謝の言葉が聞か

れた。さらに、口腔ケアを実施する職員の困難さが軽減

されていた。

評価カンファレンスでの意見内容は【ケアカンファレ

ンスの必要性を実感することができた】【ケアの効果を

表 2　ケアカンファレンスの開催数・目的・検討内容および学習会の内容と評価カンファレンス実施の有無

ケアカンファレンス 開催数 ケアカンファレンスの目的 検討内容 学習会の内容
評価カンファレンス

実施の有無

1 事例目（Ａ氏） 6 回 ケアの見直しと周知徹底
口腔ケア方法・体位変換時間の見直し
など

口腔ケア 実施

2 事例目（Ｂ氏） 3 回 疾患およびケアの理解
レビー小体型認知症に対するケアの検
討など

レビー小体型
認知症

実施

3 事例目（Ｃ氏） 4 回 看取りケアの充実を図る 症状ケア、家族ケアの検討など 転移性肝がん 実施

4 事例目（Ｄ氏） 2 回
対象理解、生活意欲を引
き出す

関わり方や趣味を活かした個別ケアの
検討など

未実施

5 事例目（Ｅ氏） 3 回
ニーズに合わせたケアの
検討

ニーズの理解とそれに対するケアの検
討など

未実施

6 事例目（Ｆ氏） 7 回
疾患の特徴をふまえたケ
ア実践

疾患の理解と日常生活援助方法の検討
など

心気症 実施

7 事例目（Ｇ氏） 7 回
認知症症状に対するケア
の統一

認知症に伴う不穏症状に対するケアの
検討など

実施
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換できたらいいですよね」とケアを共有し、口腔ケアに

ついては「どういう方法がいいの ?」とケア検討を投げ

かける発言が職員より聞かれ、C 氏の現状に沿ったケア

方法を立案し実施に繋げた。また、妻に対して職員は「奥

さんも辛い立場だと思う」と心境に寄り添い、熱心な介

護をねぎらうように声掛けすることを共有した。それに

よって、妻はこれまでの介護生活を振り返り、また職員

も症状緩和ケアの効果を感じることができていた。

評価カンファレンスでの意見内容は【看取りケアを振

り返る機会になった】【学習した内容が実践に活用する

ことができた】【看取りケアに関する今後の課題に気付

くことができた】【ケアの効果を実感することができた】

の 4 つに整理された。

（4）6 事例目

F 氏は 60 歳代女性、入所直後は日常生活動作を一部

介助で行えていたが、数週間後よりめまいを主訴に動く

（3）3 事例目

C 氏は 60 歳代男性、多発性肝腫瘍を認めたが認知症

が重度のため化学療法は困難と判断され、家族の意向で

積極的な治療はしない方針となったが、在宅での看取り

は難しく A 老健に入所となった。C 氏を対象者とした

ケアカンファレンスは、約 1 ヶ月の間に 4 回開催され、

検討内容は疾患に伴う症状ケアや家族との関わりなどで

あった。

初回のケアカンファレンスにおいて、転移性肝がんの

進行に伴う症状や予後について知りたいと意見が出たた

め、転移性肝がんの学習会を計画し、症状緩和ケア等の

対応を検討していくこととなった。ケアカンファレンス

では、C 氏の症状に対するケア方法や主介護者である妻

への関わりを話し合い、C 氏と妻にとって穏やかな時間・

空間を夫婦でともに過ごすための対応を検討した。腹部

膨満感に対しては「声掛けする時に希望を聞いて体位変

表 3　A 氏の状態とケア、ケアカンファレンスの経過および実践と利用者・家族の反応の概要【口腔ケア】

ケアカンファレンスの内容

具体的に提供され
ているケア

利用者の反応
家族の反応、
家族へのケア

参加者の意見・反応
ケアカンファレンス

の流れ
今後の予定・計画

第 1 回ケアカ
ンファレンス

自歯があるため歯
ブラシで磨きたい
が、中まで磨くこ
とができない。

口 臭 が 強 い。
口腔ケア時に
歯を食いしば
り、口を開け
てもらえない。

看護職より口臭が気
になる、介護職より
口を開けてもらえず
口腔ケアが難しいと
意見あり。

今後のケアカンファ
レンスで口腔ケアの
方法を検討していく
こととなる（次回学
習会を予定）

次 回 の ケ ア カ ン
ファレンスで口腔
ケアの学習会実施
を計画する。

第 2 回ケアカ
ンファレンス

職員各々の方法で
実施され、統一さ
れていない。
職員は実施の困難
さを感じている。

口を開けても
らえない。

学習会を実施した
が、介護職より説明
だけでは分かりずら
いと指摘あり。口を
開けてもらえず、無
理矢理になってしま
うと意見あり。

口腔ケアに関する学
習会実施後、口腔ケ
アの方法を検討する
が、想像しにくく話
し合いは低迷する。

仮に作成した口腔
ケア手順に沿って
筆者が実施し、次
回のケアカンファ
レンスで実施状況
を報告する予定と
なる。

ケアの実施
状況等

【提供されているケア】口腔ケアの
方法がまだ決定できておらず、各
自それぞれの方法で実施している。

【利用者の状態・反応】口腔ケア時
に歯を食いしばり、口を開けても
らえない。

【家族の反応、家族へのケア】主介護者に
A 氏に関する情報（生活史、趣味、嗜好、
性格、主介護者との関係等）を伺う。

第 3 回ケアカ
ンファレンス

統一した方法での
実施はできていな
い。

歯の食いしば
りが強い。

主介護者より、イチ
ゴが好きだったと情
報あり。介護職より
イチゴ味のマウス
ウォッシュを使用す
ることで、気持ちよ
く口腔ケアができる
のではないかと提案
がある。

仮作成した手順に
沿って実施した結果
を報告し、方法を話
し合う。

仮手順（居室に掲
示）に沿って実施
し、内容を記録に
残す。次回に評価
予定となる。次回
面会時に主介護者
へケアの根拠を説
明し、協力（マウ
スウォッシュの購
入）依頼をする。

ケアの実施
状況等

【提供されているケア】手順（仮）
に沿って口腔ケアを実施する。

【利用者の状態・反応】歯ブラシを
噛むこともあるが、中まで磨くこ
とができるようになってきた。

【家族の反応、家族へのケア】第 3 回ケア
カンファレンスで計画したケア内容を、
主介護者へ報告する。マウスウォッシュ
購入の協力を得ることができた。

第 4 回ケアカ
ンファレンス

手順に沿った口腔
ケアの実施ができ
ている。

マウスウォッ
シュを使用す
るようになり、
口臭が軽減し
た。

肺炎の発症
なく経過し
ていること
に、 主 介 護
者から感謝
の 言 葉 が
あった。

介護職より、実施し
て多少は噛まれるが
奥の方まで磨くこと
ができたと意見あり。
看護職より、前より
も口を開けてもらえ
る よ う に な っ た、
しっかり磨くことが
できると意見あり。

口腔ケアの実施状況
を話し合い、方法（手
順）を決定する。

実施に困難を感じ
る意見はなく、口
腔ケア手順に沿っ
て実施を継続する。
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感じていた素直な思いをケアカンファレンスで発言する

ことができ、さらに「倫理的配慮も足りなかった」とそ

れまでの観点やケアを内省する意見も聞かれた。話し合

いでは、自己決定できる人であることからパットの選択

を F 氏本人にしてもらう方法が提案され、専門職とし

て職員が胸を張ってできる F 氏個別のケア方法が決定

され実践することとなった。また、ケアカンファレンス

終了後、F 氏の居室担当介護職より「今後も同じような

ことがあったら、カンファで話してみようと思う。」等

の言葉が聞かれた。

評価カンファレンスでの意見内容は【利用者の思いに

寄り添う考え方が養われた】【ケアの統一が職員の負担

軽減に繋がった】【ケアの共有ができた】の 3 つに整理

された。

 (5）7 事例目

G 氏は 90 歳代男性、認知症症状が重度化し主介護者

の介護負担軽減のため当施設に入所となった。入所後半

月が経過する頃より、毎日帰宅願望を強く訴えるように

なり、フロアで統一した対応が決められておらず、職員

が困惑している現状が示された。G 氏を対象者としたケ

アカンファレンスは、2 ヶ月の間に 7 回開催され、検討

内容は認知症に伴う不穏症状に対するケアの検討や貴重

品の管理などであった。

入所より間もなく、G 氏は家族の面会時に帰宅願望を

強く訴えるようになっていた。家に連れ帰ってほしいと

家族へ懇願し、家族は G 氏に対しひたすら謝り続けて

いた。そのような中、長男の妻は自分が面会に来ること

で G 氏の状態を悪くしているのではないかと不安を抱

くようになり、さらに「もうここにおいてもらえないの

では」「退所してくださいって言われるんじゃないか」

と安心して G 氏を施設に預けることができない様子が

みられていた。そこで、家族面会時の対応および G 氏

への関わりで留意すること等を話し合った。家族が帰宅

する時の対応については、それまで方法が統一されてお

らず不穏の増強を招いていた。職員が G 氏を連れ家族

から距離を離している間に帰宅を勧めたところ、職員と

家族が自分をだましている、「勝手に帰らせた」と激し

く怒鳴り、G 氏は家族・職員に不信感を抱き、家族もま

た G 氏の騒ぐ声を聞き安心して帰ることができない悪

循環が続いていた。そこで、家族が帰宅する時の対応に

ことができなくなり、介助を要する状態へ変化していた。

しかし、F 氏の訴え以外には医学的に異常所見が見つか

らず、施設医より心気症の可能性が指摘された。ケア方

法に困難さを抱えていた F 氏の居室担当介護職よりケ

アカンファレンスの対象者としてケア検討実施の提案が

された。日々の業務の中では、統一されないケア方法に

ついて、フロア職員に相談したり検討を提案することが

できず、担当者が抱え込む状況であった。F 氏を対象者

としたケアカンファレンスは、約 3 ヶ月の間に 7 回開催

され、検討内容は精神疾患をふまえた日常生活援助に関

する内容などであった。

ケアカンファレンスでは、職員は日単位で F 氏の訴

えが変化することに困惑し、ケア方法に疑問を抱いてい

る現状が明らかとなった。そして、共通意識を持ってケ

アの統一を図りたいと意見があり、心気症の学習会を行

い疾患の理解を図った。中でも排泄援助については、立

案されているケア方法に疑問を抱く数名の職員が、それ

ぞれに考える方法でケアを実施することで、F 氏はその

度に異なる方法で排泄援助を受けなければならず、困惑

し職員に対して不信感を抱くまでになっていた。そして、

ケアカンファレンス開催中にも、大きめのパットを 1 枚

あててほしいという F 氏の意向とは反して、尿パット

を 2 枚重ねてあてがう方法で実施してはどうかと提案が

あり、参加していた職員の中には、その方法が倫理的に

適切ではないのではとの考えを持つ者もいたが、ケア方

法を倫理的な視点で検討するまでには至らなかった。ケ

アカンファレンスを推進する立場である筆頭著者もま

た、異議の言いにくさを感じていた。意見交換の中では

「黙ってやれば分からない」とケア方法を偽り F 氏を騙

す様な行為に対し「言わずにやるのって、どうなんかな」

と提言されたが、さらに話し合いを深める問いかけや促

しができない雰囲気であった。翌週のケアカンファレン

スで、F 氏が職員に対して不信感を抱いているという情

報や、「スーパー（尿パット）2 枚なんてやってられない」

など職員も納得できない方法で実施することに葛藤して

いた思いが意見として出された。そこで、再度F氏にとっ

て最善と考えられる排泄援助方法について、疾患をふま

え検討した。取り組みを開始後、この事例で初めて倫理

的課題について話し合うことができた。意見の中には、

「本人に内緒でやることが本当にいいの ?」と当初から
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感することができた】【その人らしさを考えることがで

きた】【ケアに家族の意向を取り入れることができた】【利

用者の思いに寄り添い、柔軟にケアを考えることができ

た】【ケアカンファレンスの必要性を実感することがで

きた】【個別性の高いケアをすることができた】の 6 つ

に整理された。

2．取り組みに対する職員の評価

質問紙調査は、看護職 5 名、介護職 17 名の計 22 名か

ら回答が得られた（回収率 81%）。文中の〈　〉は質問

紙調査の項目の選択肢を示している。

ケアカンファレンスの実施効果を表 4 に示す。表中の

①〜⑥の項目は、選択肢である。また、⑥その他につい

ては自由記載とした。ケアカンファレンスの実施効果で

最も多かったのは〈④ケアの周知（ケアの統一）ができ

た〉15 名（68%）、次いで〈⑤倫理的な視点でケアを考

えることができた〉11 名（50%）であった。〈⑥その他〉

4 名（18%）の自由記載では、「情報共有ができた」「利

用者本位の考え方ができるようになった」等の意見が

あった。

職員が把握した利用者および家族からのケアに対する

意見内容は 2 名から得られた。内容を整理すると、【職

員に関する内容】4 件、【家族自身に関する内容】3 件の

2 つに分類された。【職員に関する内容】では「職員の

接し方が優しくなった」「職員に話を聴いてもらえるよ

うになった」「職員から指導を得ることができた」等、【家

族自身に関する内容】では「家族（利用者）を預けるこ

とに関する心配事が減った」「入所中の家族を大切に思

えるようになった」「気持ちが落ち着いた」の意見があっ

た。

ケアカンファレンスに対する評価を表 5 に示す。良

かった内容として、【ケアが統一できた】5 件、【多職員

で意見交換をすることによって、様々な知識を身につけ

表5

ついては、G 氏と家族が別れの挨拶をして見送ってもら

う方法で統一していくこととした。また、G 氏に対して

その場しのぎの安易な対応は適切ではないと意見があ

り、職員間で共有を図った。ケア変更後は、家族の帰宅

時に出口まで見送り、G 氏から「気を付けてな」と家族

を気遣う発言が聞かれるようになっていった。

貴重品の管理については、ケアカンファレンス開催中

に複数個の管理が難しくなってきたと職員より意見が出

た。「自分でメガネをロッカーにしまって、それ（ロッカー

に入れた事）を忘れて無い無いって言われてた」と意見

があったように、居室の床頭台の中にある補聴器を触り、

置いた場所を忘れ無くなってしまったと探す様子が頻回

にみられるようになり、管理方法の検討を職員より提案

された。また、複数ある貴重品を施設で管理することは

困難であると意見があり、「使わない補聴器とかメガネ

は、持って帰ってもらおうか」と、家族に使用していな

いものを持ち帰ってもらうよう相談することになった。

後日、G 氏の様子を含め家族へ貴重品の管理が困難と

なってきたことを報告し、今後の対応について、家族、

主任らが同席のもと話し合いを行った。すると、「家に

いた時もあれ（貴重品）を触って過ごしていたんです」と、

家族より自宅で生活していた頃から愛用していた補聴器

であることを情報として得た。さらに、補聴器を触って

いる時間は「なぜだか落ち着いていた」と話し、紛失し

ても構わないため、これまで通り施設に置いてほしいと

要望があった。そこで、ケアカンファレンスの場で家族

の希望を職員へ伝え、フロアで出来る管理の方法を考え

ることとした。職員の中には、「無くしたときに何して

たんだって言われるのは私たちだし」と、万が一紛失し

た時の責任から逃れたいと考える職員や、「使ってない

もの（貴重品）もある、返せるものは返そうよ」「補聴

器も聞こえているか分からない」などの意見も出たが、

G 氏にとって貴重品が成す意味や価値を再度確認し、管

理方法を検討した。方法としては、補聴器が 3 つ、メガ

ネが 2 つある貴重品を、一つの箱にまとめ所定の時間に

職員 2 人で確認することになった。「（貴重品が複数個）

あることに意味がある」「はめることに満足する」など、

G 氏の思いに寄り添い質の高いケアを追求した意見交換

がなされた。

評価カンファレンスでの意見内容は【ケアの効果を実

表 4　ケアカンファレンスの実施効果（複数回答） 　n=22
内容 人数（％）

①ケアプランの見直しができた 8（36％）

②個別ケアの立案ができた 8（36％）

③多職種連携ができた 9（41％）

④ケアの周知（ケアの統一）ができた 15（68％）

⑤倫理的な視点でケアを考えることができた 11（50％）

⑥その他
　情報共有ができた
　利用者本位の考え方ができるようになった
　フロア全体で協力できるようになった
　知識を得ることができた

4（18％）
2
1
1
1
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表 5　ケアカンファレンスに対する評価 n=11
分類 記述内容

ケアが統一できた（5 件） ・ 家族への関わりが統一できた。また家族へのケアができるようになった。
・ 統一した援助内容の実施に結び付けることができたことは良かった。
・ ケアの統一がなされた。
・ 統一したケアを行うことができたので良かった。
・ ケアカンファレンスに参加はあまりできなかったけれど、実施後統一したケアがで
きて良かった。

多職員で意見交換をすることによって、様々
な知識を身につけることができた（2 件）

・ 他職種の意見を聞くことができた。
・ スタッフと一緒になり考えることができた。

一人で悩むことがなくなり、悩みの解消に繋
がった（2 件）

・ 私はケアカンファレンスをするまでは、ケアの方法で一人で悩んでいることがあり
ました。しかし、ケアカンファレンスを実施して他の職員の方の意見を聞き、こん
な方法があるんだという発見や、一人で悩む必要はなかったんだという思いになり
ました。

・ 職員のそれぞれ抱えてるケアの悩みの解消に繋げることができたと思う。

利用者について深く考えることができた
（2 件）

・ 利用者について深く考えることができた。
・ ケアカンファレンスを実施することで、利用者さんの事を深く考えることができた。

ケアプランに反映させることができた（1 件）・ ケアの内容を詳しく介護計画に記載できたので良かった。

ケアの必要性を示すことができた（1 件） ・ ケアの必要性を示すことができたので良かった。

ケアの見直しをすることができた（1 件） ・ スタッフの情報交換の場があまりなかったので（ショートカンファレンスは、その
日の申し送り等で時間がなくなってしまい、ケアについての詳しい話し合いがしず
らかった）ケアカンファレンスという時間をもてたことで、情報交換やケアの見直
しをすることができて良かった。

計画・実施・評価を時期を逃さず即時的に行
うことができた（1 件）

・ カンファレンスでのアセスメント→ケアの方法の決定→ケア提供のサイクルのス
ピード感があるので、ニーズに沿ったケアが随時できていたと思う。

ケアの問題点を後回しにせず話し合う場をも
つことができた（1 件）

・ 今まで問題点があっても何となく流れて自然消滅していったことも、あえてピック
アップすることで、ひとつひとつ解決できて良かった。

精神疾患とそのケアに関する理解が十分にで
きなかった（1 件）

・ 精神疾患についてはなかなか職員が理解できなくて、職員間で意見の違いから、利
用者に対しても「できるのにやらない」という思いで対応する職員がいた。

精神疾患をもつ利用者に対するケアが統一で
きなかった（1 件）

・ 精神疾患をもつ利用者に対して、職員同士も統一した介護ができていなかった。

短時間のため集中できなかった（1 件） ・ 制限された短い時間内なので、集中してできなかった。

話の流れができてしまうと異議が言いにくい
（1 件）

・ 一度流れができてしまうと、それに反する意見は言いにくい。

あまり参加できなかった（2 件） ・ あまり参加できなかった。
・ なかなか水曜日が勤務にならなかった。

表 6　学習会に対する評価 n=13
分類 記述内容

疾患の理解ができた（4 件） ・ 色々な意見が出たり、病気などの理解に繋がったので私は良かったと思います。
・ 疾患の理解ができた。
・ レビー小体型認知症、神経症について理解を深めることができた。
・ 疾患の話は、多少介護さんには難しかったのではと思います。個人的にはとても勉
強になりました。

ケアに役立てることができた（4 件） ・ 利用者の方が自施設で楽しく過ごしていただくために、お手伝いができるように心
がけてケアに役立てました。

・ ケアの見直しができた。
・ 仕事をする上での知識として、大変ありがたかったです。
・ ケアの仕方について見直すことができるようになった。

ケアの周知および統一ができた（3 件） ・ 職員間でケアの統一ができた。
・ ケアの周知。
・ 利用者の状態が変化した場合でも、すぐに統一した介護ができた。

疾患を学習することで、ケアの根拠を考える
ことができた（1 件）

・ 資料を繰り返し読み、疾患を再度学び看護の根拠を考えることができた。

資料が分かりやすかった（1 件） ・ わかりやすい資料であり、職員が興味を持ち読むことができた。

新たな知識を得ることができた（1 件） ・ 新しい知識も増えた。

利用者の状態が良くなるのを実感できた
（1 件）

・ ケアを統一することによって、利用者様の状態が良くなっていき嬉しく思いました。

ケアの質を高めることができた（1 件） ・ より質の高いケアが実施された。

参加できなかった（5 件） ・ たぶん参加できてないと思います。
・ 学習会参加したことがありません。
・ 一度も参加したことがないです。
・ 学習会に参加できなかった。残念です。
・ 参加したという記憶がありません。

実施したか不明である（1 件） ・ やったとは思うのですが、覚えがないです。

看護職には理解できる内容だったが、介護職
には難しかったと思う（1 件）

・ 疾患の話は、多少介護さんには難しかったのではと思います。個人的にはとても勉
強になりました。

精神疾患の理解が難しく、上手く対応できな
かった（1 件）

・ 精神的な病気を持った方の対応のケアの方法が、上手にスタッフに伝わっていな
かった。精神的な病気を理解できていなかった。
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共有する場となっていた。そして、課題解決に向かう方

法を職員間で検討する機会となり、実施可能な方法であ

るか評価を繰り返すことで、効果的なケアの統一に繋

がっていた。1 事例目 A 氏の事例では、口を開けてもら

えず無理やり行ってしまう口腔ケアの困難さから話し合

いが行われた。口腔ケアの手技や物品を統一することで、

A 氏は口腔ケア時に開口するようになり、口腔ケアが確

実に実施されたことで口臭も軽減した。学習会と併せて

実施したケアカンファレンスにより、口腔ケアに個別性

が取り入れられ、また統一されたケアに A 氏は安心感

を抱き、気持ちよくケアを受け入れられるようになった。

さらに、取り組みに対する職員の評価においても約 7 割

の職員が〈ケアの周知（ケアの統一）ができた〉と回答

し、ケアカンファレンスの実施効果は明らかである。こ

のことから、ケアカンファレンスはケア実践の振り返り

の機会となり、効果的で個別性のあるケアの立案および

統一したケアの提供に繋がっていたと考える。その後、

ケアカンファレンス検討の事例を重ね、7 事例目 G 氏の

事例では、ケアカンファレンス開催期間中に家族と話し

合いをする時間を設け、家族の思い・意向をふまえてケ

ア検討を行った。地村（2006）は、家族から得られた患

者の生活史はケアに個別性が活かされる点において有効

であると述べている。認知症高齢者のケアの立案におい

て代弁者としての役割を担う家族から情報を得ること

は、その人らしさを理解する重要な働きかけであり、認

知症高齢者を擁護することに大きく関係していると考え

ることかできた】【一人で悩むことがなくなり、悩みの

解消に繋がった】【利用者について深く考えることがで

きた】各 2 件、【計画・実施・評価を時期を逃さず即時

的に行うことができた】【ケアの問題点を後回しにせず

話し合いの場をもつことができた】等が各 1 件であった。

学習会に対する評価を表 6に示す。できたこととして、

【疾患の理解ができた】【ケアに役立てることができた】

4 件、【ケアの周知および統一ができた】3 件、【新たな

知識を得ることができた】【利用者の状態が良くなるの

を実感できた】【ケアの質を高めることができた】等が

各 1 件であった。

ケアカンファレンスおよび学習会の継続に対する意見

の整理した結果を表 7 に示す。継続したい理由として、

【看護職・介護職間で意見交換することで情報共有がで

きる】4 件、【ケアの統一ができる】【利用者および疾患

の理解に繋がる】3 件、【ケアの質を高めることができる】

2 件等であった。

ケアカンファレンスおよび学習会を継続するために必

要なこととして、3 名から意見が得られた。意見内容を

整理すると【ケアカンファレンスを推進する役割の人の

確保】2 件、【フロアカンファレンス等の多数参加する

場で行い、参加者の偏りを減らす】1 件であった。

Ⅳ．考察

1．倫理に適った質の高いケア実践を確実に行う方法

ケアカンファレンスは、気付いた課題をフロア全体で

表6

表7

表 7　ケアカンファレンスおよび学習会の継続に対する意見 n=12
分類 記述内容

看護職・介護職間で意見交換することで情報
共有ができる（4 件）

・学習会を通して職員間の意思統一ができることがよいと思うから。
・情報が共有されたり、新しい発見にも繋がるかもしれない。
・ 他職種（看護職・介護職）間で話し合うことで、色々な視点で考えることができる。
僕自身気づきに繋がる。

・他の方の意見を聞いて新たな発見があったり、参考にできる。

ケアの統一ができる（3 件） ・ケアの統一が徹底される。
・ケアの統一のためにも継続したい。
・ケアの統一化。

利用者および疾患の理解に繋がる（3 件） ・利用者さんのことをもっと良く理解したいからです。
・ 入所者の方も色々な疾病をもった方が入所されます。どう対応していったらよいか、
カンファレンスをもってケアをしていきたいと思います。

・疾患について詳しく知ることができる。

ケアの質を高めることができる（2 件） ・ケアの質に繋がる。
・質の高いケアの実施。

継続することで倫理的感性を養うことができ
る（1 件）

・ 1 年間で完全に身についたわけではなく（倫理的なこと）継続していくことが大切
だと思う。

ケア方法を検討することができる（1 件） ・本当に必要な援助内容や方法をみんなで検討していけるとよい。

利用者の状態が良くなるのを実感できる
（1 件）

・立案したケアによって利用者様の状態が改善。

個別ケアの立案ができる（1 件） ・全員で意見を交換しながら、その人に合ったケアの仕方を考えることができるため。
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には、個人の気付きをチームへ還元し、カンファレンス

等で倫理的実践を考える機会を設けることが重要であ

る。後半には、対象事例が職員から提案されるようになっ

てきた。6 事例目 F 氏のケアカンファレンスにおいて、

排泄援助方法の再検討の必要性を指摘し、筆頭著者に相

談を持ちかけた職員の行為は、ケアカンファレンスで利

用者の最善のケアを導く期待を込めた働きかけであった

と考える。ケアを偽り利用者が了解していない方法で実

施することを問題視して話し合いが行われ、ケアカン

ファレンスが課題に気付く機会となり、倫理的視点から

ケア方法を検討する場となっていた。そして、職員は課

題を提起し、利用者本位の観点からケアを考えるという

利用者を擁護する姿勢を示していた。このことは、ケア

カンファレンスが倫理に適った対応を検討する有効な場

と認識され、職員個々の倫理観を養う場であったといえ

る。取り組みに対する職員の評価においても半数が〈倫

理的な視点でケアを考えることができた〉と回答してい

る。ケアカンファレンスにより職員間の意見交換を習慣

化させることは、発言しやすい職場風土を根付かせるこ

と、そして倫理的課題を表面化させ課題に気付く力を養

うことにも繋がっていたと考える。

以上のように、ケアカンファレンスの実施に加え、ケ

アカンファレンスを推進する看護職の育成、さらには話

し合いやすい職場風土創りが、高齢者ケア施設において

倫理に適った質の高いケア実践を確実に行うことに繋が

ると考えられた。

2．今後の課題

本研究は、1 事例ずつ丁寧にケア検討を重ねた過程に、

倫理に適った質の高いケア実践を確実に行う方法として

示唆を与えるものがあると考える。

今後の課題は、取り組みに対する職員の評価から【フ

ロアカンファレンス等の多数参加する場で行い、参加者

の偏りを減らす】と参加頻度の偏りの改善が示唆された

ように、今後も効果的に継続実施が可能な方法を再検討

することである。ケアカンファレンスの実施により、看

護職と介護職の連携や個別性のあるケア検討およびケア

の統一等の効果が得られたことから、ケアカンファレン

スの継続を目指し、ケアに関する話し合いが日常的に行

えるような職場風土を創り上げることである。

る。そして、自分の家族が大切にされているという家族

側の安心感を生み、生活背景をふまえた個別ケアに繋

がっていた。

また、ケアカンファレンスの話し合いを発展させるた

めには、適切な知識提供が必要であった。2 事例目では

レビー小体型認知症、また 3 事例目では転移性肝がんの

学習会を実施した。ともにこれまでには老健の利用者と

して関わる経験の少なかった事例であったが、老健が果

たす役割も大きく転換しており、まさに多様なサービス

提供が求められていた。老健ならではのケアを求めて施

設を選択した高齢者のニーズに応えるため、新しい知識

を得る努力を惜しんではならない。共通の目的に向かっ

て協働する介護職への知識提供は、看護職の重要な役割

である。介護職にも分かりやすい疾患の学習会を計画し、

十分な知識を得てからケア検討を実施したことは、より

質の高いケアの立案に繋がったと考える。そして、より

質の高いケアを追求した弛みない歩みこそが、今後の私

たちに課せられた責任であり、高齢者が豊かに暮らすと

いう私たちの願いに通じていくと考える。

事例の選定については、常に職員からの声にアンテナ

を張り、ケアに困難さを抱えている利用者の事例を取り

上げるようにした。また、ケアカンファレンスおよび学

習会の改善に関する意見では、【ケアカンファレンスを

推進する役割の人の確保】を望む声があがり、今後も継

続してケアカンファレンスを開催していくためには、計

画・実施を担う者の確保が求められている。つまり、事

前準備として必要な資料の作成や、率先したケア介入や

情報収集など、筆頭筆者のこれまでの活動がケアカン

ファレンスを円滑に進めるため、また意見交換を充実さ

せるために重要な要素であると認識されていたと考え

る。ケアに関する話し合いを根付かせるためには、共に

ケアカンファレンスを推進する看護職の育成が必要であ

る。

さらに、ケアカンファレンスの事例を重ねた結果、6、

7 事例目になってケアに内在する倫理的課題に関する検

討が行えるようになった。常日頃のケア実践にも注意を

向け、職員の言動が人権を否定する行為となっていない

かを振り返り、内省することが必要であると考える。椙

本（2009）は、事例検討により倫理意識が有意に高まる

ことを報告している。利用者の生活の質を確保するため
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Improvement of the Quality of Care at an Elderly Care Facility
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Abstract
The purpose of this study is to examine the continuously provided nursing care by holding care conferences and 

then to clarify the methods whereby ethically satisfying, high quality care can be securely provided at elderly care facilities.
   Care conferences were held in order to examine, set up and thoroughly inform the care plans that were presented 

by the care users taken care of by the first author of this paper or the facility staff who think careful consideration needs to 
be given to those care plans.  In connection with the said care conferences, workshops were also held for providing relevant 
knowledge to the working staff. In addition, a questionnaire survey was conducted for the facility staff who attended the 
conferences for the purpose of collecting their impressions and opinions on the above initiatives.

   Seven cases were taken up in the care conferences that were held once a week in the afternoon for 30 minutes and 
attended by 7 to 11 participants on one session. The topics of the conferences were; oral health care methods, care for 
symptoms, care for anxieties associated with dementia and so on. In addition, the examination on nursing care was 
successfully conducted from an ethical point of view for the sixth and seventh case as mentioned later in this study. The 
comments made by the facility staff who attended the care conferences were collected and their comments showed such 
advantages as “introduction of individual care,” “opportunity for reviewing the care implementations,” and “having the 
concept of close, personal care cultivated.” The workshops were held in conjunction with four of the above conferences.” 
After these initiatives, 22 participants (81%) cooperated in responding to the questionnaire survey. They commented on the 
benefits of the care conferences as indicated in their answers that they could “thoroughly inform (integrate) the care,” and 
“think of the care from an ethical standpoint.” They also pointed out, among other things, “securing of personnel who can 
promote the care conferences” as what is needed in order to continue to hold the care conferences and workshops.” 

   It was found out that, in addition to the implementation of care conferences, the cultivation of nursing staff who 
promote the care conferences and the creation of a workplace environment that is conducive to open communications 
would lead to securely providing ethically satisfying, high quality care  at elderly care facilities.

Key words:  high quality care, elderly care facility, care conference, ethics


