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〔巻頭言〕

本学は、看護学における高等教育機関として岐阜県の

看護の質の向上に寄与するという明確な使命のもとに平

成 12 年に開学し、平成 16 年に大学院看護学研究科修士

課程（現在の博士前期課程）、平成 18 年に博士後期課程

を開設した。さらに、平成 20 年には専門看護師コースを

併設し、看護学科および看護学研究科ともに、看護実践

を基盤とした教育研究活動を続け、今日に至っている。

当該紀要は、今年度で第 15 巻を迎え、看護学教育研

究に関する貴重な論文が豊かに報告された一冊となって

いることは大変大きな意義をもつとともに、これまでの

紀要の発刊はいずれも、多大な時間と努力によるもので

あることを考えると感慨深い。また平成 19 年の第 8 巻

において「時間をかけて書いたものが伝えられること」

をテーマに巻頭言を書かせていただいたのが、もう 7 年も

前であることに時間の流れの速さを感じるものである。

さて、先に述べた看護実践を基盤とした教育研究活動

と地域貢献についてであるが、本学は、その取組みの一

貫として、看護実践研究の手法の開発と推進を開学以来

続けてきた。看護実践研究は実践現場における研究活動

であり、看護実践の改善・改革を目指して行われる研究

手法を意味する。それは、WBR（Work Based Research）に

おける“Insider Researcher”の考え方 (Costley, 2010）と

同様の基盤に立つものでもある。

看護実践研究においては、看護実践に関する現状分析

を行うことにより看護実践上の課題を明確にすることか

ら出発する。課題が明確化されると、その課題を解決す

るための方策を考案・創生する。課題解決に向けた方策

の実施、結果の的確な把握・評価によって、考案した方

策に一層の改善を加えることが可能になる。これらを通

した課題解決により、看護実践の質の向上が現実のもの

となる。いずれの時点においても重要なのは、利用者の

視点に立つことであり、保健医療福祉の利用者が何を求

めているか、そのニーズに対応するために看護職者とし

てどのような実践が可能であるか、その実践は利用者に

とってどのような意義があったかなどを考え続ける。

実際にこのプロセスをすすめるには、現状分析に約 1

年、明確化された課題を解決する方策を企画し、協働す

る看護職者と共有し、実施し、さらに方策を工夫するこ

とに約 1 年、成果を確認し、看護のあり方を考察するこ

とに約 1 年を要することにより、3 年以上のプロジェク

トとなることが多い。このように取り組まれた看護実践

研究は、その詳細を報告することに重要な価値があるが、

膨大なデータと分析を包摂することから、制限された紙

面での報告には困難を伴うことが多い。看護実践研究の

全貌をその目指すべきところを明確に示しながら報告す

ることは今後の工夫が必要となっている。

看護学は実践活動を基盤に成り立つ学問である。看護

学はさまざまに構築された諸理論を通して、人間、そし

て人間が在る環境をどのようにとらえようとしている

か、どのような健康を目指そうとしているか、それらを

踏まえてどのような看護のあり方が可能なのかを考え続

けている。人間のとらえ方にしても、人間の在る環境に

しても、目指している健康についても、社会が移りゆく

ことで多様に変化する。看護学研究は 1970 年代の事例

研究法から量的研究法、質的研究法、および混合研究法

（mixed methods）など多様な発展をみた。今日の私たち

は多彩なデザインで研究に取り組むことが可能になって

いる。だからこそ、看護実践を豊かに著わすことができ、

看護学の知と技を次世代に伝えることのできる研究法の

探究を続けることが重要となる。

本学はこのような看護学研究の手法を今後も探求して

いくものであり、紀要において、意義深い看護実践を的

確に報告できる新たな工夫への挑戦に大きな期待を寄せ

たいと思う。

文献

Costley, C., Elliott, C., Gibbs, P. (2010). Doing Work Based 

Research (pp. 1-7). Sage.

紀要第 15巻第 1号の発刊に寄せて
－看護実践研究論文の可能性と意義－

学長　　黒江　ゆり子　　
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Ⅰ ．はじめに

現在、出生前診断は、遺伝学的あるいは画像診断学的

な手法等で胎児の疾患の有無を明らかにできるように

なった。根本的な治療の出来ない染色体異常の新生児に、

出生後、積極的治療をすることが児と家族の QOL を満

たしているのか、ということが問題提起されたが、一旦

始めてしまった治療を中止することの倫理的問題もあ

る。新生児は話すことが出来ないため、児の QOL が満

たされたかどうかはわからず、児の両親に委ねられてい

る。

「重篤な疾患をもつ新生児の家族と医療スタッフの話

し合いのガイドライン」（重症障害新生児医療のガイド

1）長良医療センター　Nagara Medical Center

2）岐阜県立看護大学 育成期看護学領域　Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing

〔原著〕

出生前診断によって胎児の予後不良を予想された家族へのバースプランの開発

馬場　枝里香 1）　　服部　律子 2）

Development of Birth Plans for Families Who Have Been Given a Poor Prognosis 
for a Medical Condition of the Fetus Found by Prenatal Diagnosis

Erika Baba1) and Ritsuko Hattori2)

要旨

出生前診断によって予後不良と予想された児と家族に対して、家族の意思決定の支援および身体的精神的支援を

目標としたバースプランを考案し、その効果を検討することを目的とした。

新生児の看取り経験のある経験 4 年目以上の助産師・看護師から、当科独自のグリーフケアプランへの意見など

を聞き取り、グリーフケアプランの改善が必要だと感じている看護スタッフが多いことが明らかになった。この結

果から、グリーフケアプランではなくバースプランとしてケアを見直すこととし、バースプランの基盤となる“ガ

イドライン”と、家族の希望を医療スタッフと家族が共有するための“家族のバースプラン用紙（患者家族用）”、

看護スタッフ間で情報共有する“チェックリスト（医療者用）”の 3 つのツールを作成した。同意を得た 3 事例に対

して、当院で分娩すると決定した時点から産後 1 ヵ月健診までケアを実施した。ケア終了後の対象の母親らは、児

と過ごした日々に満足していた。ケア終了後の看護スタッフへのアンケート調査とプライマリーグループメンバー

への面接調査から、“ガイドライン”はアセスメントの指標になり、主に面談時に活用されていることが明らかになっ

た。“家族のバースプラン用紙”は、夫婦で話し合える時間を提供し、看護スタッフが家族の思いを把握するために

有効であった。“チェックリスト”は、患者家族の思いを把握できると共に情報提供にも役立つことがわかった。ま

た、今回の取り組みによって、半数のプライマリーグループメンバーが意識的にグループカンファレンスを行うこ

とができたと答えた。

“ガイドライン”を基盤として“家族のバースプラン用紙”、“チェックリスト”を活用してケアを行うことは、従

来のグリーフケアプランと比較しても、患者家族、看護スタッフ双方に有用であった。

キーワード : 出生前診断、バースプラン、グループプライマリー、意思決定
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大山 (1997) は、「予後不良児とその家族に接する際に

はより“看護とは”を考え、チームの中の看護婦として

の役割を十分考えていくことが大切である」と述べてお

り、自病棟でも同様のことが言える。しかし、周産期医

療施設の現在のケアの状況としては、出生前診断の告知

の時期から、児の死を前提に考えられたグリーフケアプ

ランを立てて関わることが多く、妊婦や家族が出産への

希望やケアの選択を書面で表わすバースプランを妊婦や

家族とともに考えケアを行うという考え方はほとんどな

かった。しかし、母親は児が予後不良であると告知を受

けても、児の命を感じて生活している。

以上のことから、児の家族が自分達の気持ちと向き合

い、出産方法や出産時のケア及び児の治療・ケアなどに

ついて意思決定していく過程を支援でき、その家族らし

く児を受容していける家族と看護職が共に作るケアプラ

ンが必要であると考えた。このような家族主体のケアプ

ランは、産まれてくる命と向き合うバースプランとして

位置づけられ、今後の周産期医療では重要な意義がある

と考えられる。また、助産師は、妊婦や家族の気持ちに

寄り添ったケアを、医療チームにおいて主体的に提案し、

実施していかなければならないと考える。

そこで、本研究は、予後不良と予想された児と家族に

対して、従来用いられてきたグリーフケアプランではな

く、ケアの現状と課題を把握し、その上で、家族の意思

決定の支援及び身体的精神的支援を目標としたバースプ

ランを考案し、それに基づいたケアの効果を検討するこ

とを目的とした。

Ⅱ ．用語の定義

本研究でのバースプランとは、妊婦とその家族が自分

の出産・産後の希望を考えられるように支援することを

基盤とした“ガイドライン”、その希望を医療スタッフ

と家族が共有するための“家族のバースプラン用紙（患

者家族用）”と医療者間で共有する“チェックリスト（医

療者用）”の 3 つのツールを示す。

Ⅲ ．研究方法

本研究は 4 段階で構成し、2012 年 6 月〜 2013 年 11

月の期間に実施した。

ライン及びハイリスク新生児の診断システムに関する総

合的研究班 ,2004）など、今までも予後不良な新生児の

ために様々な案が打ち出され、取り組まれてきた。ネオ

ネイタルケア編集部 (2005) が 2004 年に行なったアン

ケート調査によると、看取りの看護としては、同胞面会

やファミリールームを活用した方法など NICU での取り

組み（平井ら ,2005; 小嶋 ,2005; 森口ら ,2005）がほとん

どであり、看護職が妊娠期から親の意思決定を支援する

報告は少ない（近藤ら ,2004; 中込 ,2000; 渡辺ら ,2000）。

自施設は、ハイリスク妊婦、ハイリスク出産を受け入

れる三次医療機関として、地域周産期母子医療センター

に指定されており、県内唯一の婦人科診療のない母体胎

児を専門としている診療科を有している。筆頭著者は、

助産師として産科・GCU 病棟で勤務している。自病棟

では、出生前診断で予後不良と予想された胎児および児

（以下、児とする）と家族に対して、1 事例に対して、

妊娠中から産後 1 ヵ月健診まで 3 〜 5 人 1 組の助産師、

看護師（以下、看護スタッフとする）からなるグループ

が中心となってプライマリーナーシングを行なってい

る。看護スタッフのグループは概ね 3 〜 4 グループ作ら

れる。各グループが順番に事例を受け持ち、面談などの

ケアを行ない関わっている。関わる際には自病棟独自の

グリーフケアプランというものを使用して、家族の意思

決定支援を行なっている。また、自施設には周産期専門

の臨床心理士が不在であり、看護スタッフが妊婦と家族

の精神的ケアの役割も担っている。

しかし、業務として意識付けはされてきたものの、多

忙な中では看護スタッフのグループメンバー同士のカン

ファレンス（以下、グループカンファレンスとする）が

不十分である。また、グリーフケアプランは用紙がある

ものの、用紙の運用方法やケアに関する指針がなく、出

生前から児が亡くなる前提のように立案されていること

やチェックリスト化しているという問題点がある。その

ため、意思決定支援という本来のプランの目的を見失い、

妊婦と家族の思いや児への受容過程が置き去りになって

しまっている。このような中で、経験 3 年目以下の看護

スタッフは、予後不良の児と家族へ困惑しながら関わり、

一方で、経験を重ねた看護スタッフにおいては各々に

よって関わり方が異なり、その関わりの意図やアセスメ

ントを後輩に伝達していく機会も少ない現状である。
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にて管理することとした。

4 ．バースプランに基づいたケアの評価

1）ケア対象者からの評価

母親をバースプランに基づいたケアの評価の対象と

し、1 ヵ月健診時、①バースプランについて②妊娠中に

もっと知っておきたかったこと③医療スタッフの関わり

で良かった点や悪かった点④意思決定していく中で重要

だったことや人⑤その他の 5 項目で半構成的面接調査を

行なった。面接では了解のうえでメモをとり、面接終了

時に対象者に内容の確認を行なった後、面接記録を作成

し、データとした。面接記録は、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一つの文脈を 1

データとした。データは、質問ごとに整理した。

2）自病棟スタッフからの評価

研究協力の同意を得た自病棟の看護スタッフを対象と

し、①事例への関わり②“ガイドライン”“家族のバー

スプラン用紙（患者家族用）”“チェックリスト（医療者

用）”を活用した場面と活用した意見③関わりの中で迷

いを感じたか④アセスメントを意識して行えたか⑤今回

の取り組みで今までの迷いが解消されたか⑥今回の取り

組みは今後の看護ケアの改善に繋がると思うか⑦改善点

と課題⑧その他の 8 項目の質問紙調査を行なった。回答

方法は、①は〈非常に関わった〉から〈全く関わらなかっ

た〉までを 5 段階に分けて評価し、②は活用した場面と

その意見を自由記載とし、③は〈非常に感じた〉から〈全

く感じなかった〉を 5 段階に分けて評価し〈非常にあっ

た〉〈少しあった〉理由を自由記載とした。④は〈非常

にできた〉から〈全くできなかった〉を 5 段階に分けて

評価し、その理由を自由記載とした。⑤は〈非常にされ

た〉から〈全くされなかった〉を 5 段階に分けて評価し、

〈非常にされた〉〈少しされた〉と感じた迷いを自由記載

とした。⑥は〈非常にそう思う〉から〈全くそう思わな

い〉を 5 段階に分けて評価し、その評価となった理由を

自由記載とした。⑦と⑧は自由記載とした。分析方法は

5 段階評価については単純集計を行ない、自由記載につ

いては本来の意味を損なわないよう、単語や文節ごとに

細分化せずに一つの文脈を 1 データとした。分析データ

を、質問項目ごとに意味内容の類似性に従ってカテゴ

リー化し、意味内容を表す表題をつけた。

3）プライマリーグループメンバーからの評価

1 ．現状把握のための聞き取り調査

1）聞き取り調査対象及び調査内容

研究協力の得られた自病棟と NICU に勤務する新生児

の看取り経験のある経験 4 年目以上の看護スタッフ 17

名を対象として半構成的面接調査を行なった。調査内容

は、①現在のグリーフケアプランへの思いや意見②胎児

に重症疾患が見つかった家族への関わりの中（妊娠期・

分娩期・産褥期・新生児）で気を付けている点③改善・

充実が必要だと思う点である。

2）分析方法

面接では了解のうえでメモをとり、面接終了時に対象

者に内容の確認を行なった後、面接記録を作成し、デー

タとした。面接記録は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一つの文脈を 1 データとし

た。分析データを、質問項目ごとに意味内容の類似性に

従ってカテゴリー化し、意味内容を表す表題をつけた。

2 ．バースプランの考案

研究方法 1 の結果をもとに、従来用いられていたグ

リーフケアプランを見直し、バースプランの目的にそっ

たものとなるようバースプランのツールを筆頭著者が考

案し作成した。

作成したバースプランのツールは、事例の展開に応じ

て修正し、病棟相談会や昼に行なわれる 15 分ほどの病

棟カンファレンス（以下、ショートカンファレンスとす

る）で発表し、意見交換し、修正した。

3 ．バースプランに基づいたケアの実施

対象は、出生前診断において胎児の予後不良を予想さ

れ、当院での出産を決定した妊婦とその家族とし、当院

で分娩すると決定した時点から、産後 1 ヵ月健診までを

ケア実施期間とした。ケア方法は、1 例目は筆頭著者が

一人で受け持ち、バースプランでのケアの改善点などを

抽出し、自病棟看護スタッフから意見を得て、バースプ

ランの修正を行った。2、3 例目は、修正したバースプ

ランを活用し、筆頭著者が属さないプライマリーグルー

プが受け持ち、筆頭著者はアドバイザーとしてグループ

カンファレンスに参加し、ケアに携わった。1 事例終了

毎に、医師及び看護スタッフの記録を筆頭著者がまとめ、

月 1 回開催される病棟相談会で報告し、自病棟看護ス

タッフよりケア方法に関しての意見や評価をもらった。

バースプランは看護スタッフ全員が使用できるよう病棟
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表 1 に示すように、6 つのカテゴリーに分類された。

2）妊娠期・分娩期・産褥期・新生児の関わりの中で気

を付けている点

妊娠期は表 2、分娩期は表 3 に示すように 2 つのカテ

ゴリーに分類された。産褥期は、表 4 に示すように 3 つ

のカテゴリーに分類された。

新生児は、【児を尊重する】2 件、【産科 -NICU の連携】

2 件、【児と家族との時間を大切にする】1 件の 3 つのカ

テゴリーに分類された。

面接の中で「どの時期でも大切にしている」という意

見が多くあり、調査当初は項目として挙げていなかった

全期にわたって関わりの中で注意している点についても

まとめ、表 5 のように 5 つのカテゴリーに分類された。

3）改善・充実が必要だと思う点

【プラン内容やケア方法に関する改善案】12 件、【他

科及び他職種連携の充実】6 件、【家族と児が過ごせる

環境の充実】4 件、【スタッフ育成の充実】4 件、【リー

フレットの検討】1 件の 5 つのカテゴリーに分類された。

従来のグリーフケアプランへの意見にも【改善策が必要

である】と出され、ここでも改善についての意見が多かっ

た。

2 ．バースプランの考案

看護スタッフへの聞き取り調査で得られた内容をもと

に、バースプランの作成を試みた。以下、カテゴリー名

は【　】、サブカテゴリー名は〔　〕、語られた内容は「　」

でそれぞれ表した。また、新たに作成したバースプラン

におけるツールは“　”で表した。

1）“チェックリスト（医療者用）”の作成

従来のグリーフケアプランへの意見の中に「チェック

リストとしては良い」とあり、改善・充実が必要だと思

う点でも「チェックリストみたいなものは必要だと思う」

「医療者用と患者さん用で別のものが欲しい」とあった

ことから、グリーフケアプランの様式をそのまま活用し、

“チェックリスト（医療者用）”として作成した。大きく

①出生前②分娩時③出生直後④出生後⑤死後に分類し、

各時期で患者家族が希望しているものについて医療者間

で確認していくものとした。例えば、出生前は①胎児心

拍モニタリング（帝王切開術を希望する場合は必ず行う）

②積極的治療（点滴・挿管）③帝王切開の項目の横に、

希望するか否かを記載する欄があり、希望を確認した看

事例を担当したメンバーを対象とし、①意識してグ

ループカンファレンスを行なうことが出来たか②家族が

決定した意思を病棟で共有できるように働きかけること

が出来たか③“家族のバースプラン用紙（患者家族用）”

と“チェックリスト（医療者用）”の二つに分けたこと

で不便さを感じたか、について、〈とてもそう思う〉か

ら〈全くそう思わない〉を 5 段階に分けて評価し、その

評価となった理由について、面接調査より評価を得た。

面接は了解のうえでメモをとり、面接終了時に対象者に

内容の確認を行なった後、面接記録を作成し、データと

した。分析方法は 5 段階評価については単純集計を行な

い、面接記録は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一つの文脈を 1 データとした。分

析データを、質問項目ごとに意味内容の類似性に従って

カテゴリー化し、意味内容を表す表題をつけた。

5 ．倫理的配慮

対象家族には、胎児が重篤な疾患であるため、混乱し

ている、泣いているなどの状態での説明を避けた。自施

設での分娩が決定し、精神的混乱期を過ぎたと医師や上

司と共に判断した時期に研究協力を依頼し、研究の目的・

主旨及び匿名性の確保、情報の管理及び破棄について、

説明書を用いて十分に説明し、協力を断っても不利益は

生じないこと、通常の看護援助を受けられること、同意

の後に協力を取り消すことが出来ることを口頭及び紙面

にて説明した。研究協力については、同意書にて承諾を

得た。

協力者である看護スタッフには、研究の目的・主旨、

情報の管理及び破棄について、説明書を用いて十分に説

明し、同時に、協力を断っても不利益が生じないこと、

同意の後に協力を取り消すことが出来ることを説明し、

同意書にて承諾を得た。

また、本研究は、岐阜県立看護大学看護学研究科論文

倫理審査部会の承認を受けた（平成 24 年 6 月、審査番

号 24-A008-2）。

Ⅲ ．結果

1 ．現状把握のための聞き取り調査

看護スタッフ 17 名より研究協力が得られた。カテゴ

リー名は【　】で表した。

1）従来のグリーフケアプランへの意見や思い
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表 1　従来のグリーフケアプランの意見や思い

カテゴリー（データ数） サブカテゴリー（データ数） 語られた内容（例）

プランの内容や関わ
りの方法に問題があ
る（33）

看護スタッフにとって関わ
りにくい（13）

機械的で聞く項目が多すぎる

処置のことばかりで、聞かなくても良い項目まである

患者さんの気持ちより看護スタッフの投げかけ中心になっていることがある

看護スタッフのスキルや価
値観に影響されやすい（13）

コミュニケーションスキルは個人差があるため、必ずしも話を聞き出せてい
るかは定かではない

看護スタッフの説明の仕方で、患者さんの捉え方や考え方を変えてしまう

プランを立てて終わりになるかどうかは関わる看護スタッフ次第なところが
ある

患者さんにとってイメージ
しにくい（7）

紙にそって説明はするが、患者さんにはイメージがつかないと思う

母親は選びづらいと思う

改善策が必要である
（20）

項目内容の改善が必要であ
る（8）

医療者用と患者さん用で別のものが欲しい

チェックリストみたいなものは必要だと思う

関わり方の改善が必要であ
る（6）

患者さんにグリーフケアプランを見せずに説明する方法が必要

モニター類を装着することがその子にとって良いことなのかどうかで考えれ
ばよい

グループプライマリーの充
実が必要である（4）

グループを作って、経験のない子をフォローすることが大切

次の事例に繋げる工夫が必
要である（2）

事例をまとめたものを病棟の看護スタッフが閲覧できる場が欲しい

看護スタッフが置か
れている環境に問題
がある（15）

NICU への周知不足がある
（4）

ケア自体があることは知っていたけど、紙として細かくあることは知らなかっ
た

ケア提供する環境に変化が
あった（3）

小児科が介入したことで（児に対して）できることの範囲は広がった

看護スタッフが学習不足で
ある（3）

病棟でスキルアップの勉強会がない

情報共有する場が不足して
いる（2）

事例が次に繋がってない

記録が不十分である（1） 記録がない

看護スタッフ間の決まりが
ない（1）

看護スタッフの中にも、いつまでに決断するのかなど決まりがない

シフト勤務での受け持ちに
限界がある（1）

受け持ち制にして何度も面談をしていくのがよいと思うが、このシフト制で
はやるのが辛い

プランやケアの指針
は必要である（10）

看護スタッフにとって関わ
りやすい（7）

プランがなかった頃に比べると聞くことが明確化して介入はしやすくなった

話し方とか技術的なことは別として、新人は迷わなくていいと思う

患者さんにとってイメージ
しやすい（2）

処置とかできることを漠然とでも見えるかもしれない

統一したケアになる（1） 統一したケアになると思う

プランに対するイ
メージに問題がある
（6）

亡くなるイメージがある（4） 亡くなる前提で関わってしまっている

プランではなくチェックリ
ストである（2）

チェックリストとしては良い

看護スタッフが負担
を感じる（5）

重圧感がある（2） 一人で面談に行くことは重い

辛さがある（1） 親が何も希望していなかったとしても、目の前にいて何もしないのは辛い

迷いがある（1） 最初は小児科の介入もなく看取りだったが、途中から方針が変わったから迷
いがある

疑問に感じる（1） SpO2 つけるとかつけないとか説明するころが必要なのかと思う

表 2　妊娠期の関わりの中で気を付けている点

カテゴリー（データ数） サブカテゴリー（データ数） 語られた内容（例）

態度や姿勢に気を付
けている（11）

患者さんの気持ちを考えて会話
をする（5）

週数も考えるが、患者さんの気持ちも考えて話をする

話の進行的にリードしなければならないこともあるが、一方的な話にな
らないようにする

患者さんが得ている情報に合わ
せ正しい情報提供を行う（3） 

患者さんがどれだけ情報を持っていて知っているのかをわかった上で説
明する

妊娠を受容できるようにする（2） その家族のところに授かった命なので、授かったことを受容できるよう
に関わる

家族の意思を確認する（1） （今までの意思で）確認していることで間違いがないか再度確認する

会話の内容に気を付
けている（6）

体調面を聞く（2） 寝れているか気にしている

家族との関係を聞く（1） 家族との話し合いは出来ているかなど、周りの情報から聞く

患者さんの理解度から大きく乖
離した内容にしない（1）

赤ちゃんについての理解度、生存度の期待度や在宅のことは考えていな
いなど、実際に両親が考えていることとギャップをつけないほうがよい

過去の事例を話す（1） イメージがつかないと思うので、あちらから問いかけがあれば、過去の
事例を例に出したりする

処置などの項目だけでなく、な
ぜその選択をしたのかも聞く（1）

（今まで）選択してきた理由を聞く
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なお産にしたいですか③赤ちゃんと一緒にしたいことを

書いてくださいの 3 項目とし、自由記載形式にした。家

族がいつでも持ち歩けるように母子健康手帳に入るサイ

ズで作成し、妊婦とその家族が児との過ごし方をイメー

ジしやすく死を連想させないような柔らかい色合いやイ

ラストを用いた。

3）“ガイドライン”の作成

現状把握のための聞き取り調査の結果から、筆頭著者

だけでなく看護スタッフも【プランの内容や関わりの方

護スタッフが、希望を確認した日にちとともに記名する。

②積極的治療（点滴・挿管）を希望する場合には、

NICU にこの“チェックリスト（医療者用）”で申し送

りを行なうことを使用上の注意として明記した。

2)“家族のバースプラン用紙（患者家族用）”の作成

従来のグリーフケアプランでは、看護スタッフは処置

ばかりの項目や項目の多さから関わりにくさを感じてお

り、〔患者さんにとってイメージしにくい〕という意見

もあり、①妊娠中はどのように過ごしたいですか②どん

表 3　分娩期の関わりの中で気を付けている点

カテゴリー（データ数） サブカテゴリー（データ数） 語られた内容（例）

態度や姿勢に気を付
けている（6）

言葉をかける（3） 生まれた瞬間は労いの言葉をかける

そばにいる（2） なるべくそばを離れないようにする

家族の意思を確認する（1）（家族が事前に）酸素投与しなくてもいいと言っていても、その都度確認をとっ
ていかなければならないこともある

環境を整えることに
気を付けている（3）

治療環境を整える（2） 医師と相談しながら分娩経過を観察する

家族の環境を整える（1） 心地よく児と一緒にいれるようにはどうしたら良いか考えて関わっている

表 4　産褥期の関わりの中で気を付けている点

カテゴリー（データ数） サブカテゴリー（データ数） 語られた内容（例）

家族が児を受容でき
るように関わる (15)

児の状況を伝える (4) 児の状態は包み隠さず伝える

家族が「良かった」と思える関わ
りにする (3)

（家族が）産んで過ごせて良かったと思えるように関わる

児と家族が過ごせる時間を作る (2) 家族の面会の時間に処置がないように時間配分する

母と家族との関係を確認する (2) 児の同胞にどのように伝えているか聞く

誕生を祝福する (2) 「おめでとうございます」と言う

家族の意思を確認する (1) 看取りになった時点で何を希望するのか、どう関わっていくのか確認
している

ケアを統一する (1) （家族が児を）受容できるよう、看護スタッフが協力して統一したケア
にする

家族と関わる時間を
確保し、家族の状況
を捉えてケアを行う
(13)

家族の状況に合わたコミュニケー
ションやケアを行う (7)

児の SpO2 モニターで不眠になる患者さんもいるため、少し休めるよ
うに（児を）預かることも大切

家族が話したくなさそうな雰囲気の時には話さないようにする

家族と関わる時間を多く持つ (6) 家族とコミュニケーションをすごくとるようにする

訪室する頻度は多くする

医療者の言葉が家族
に影響を与えること
を自覚し、言葉を選
んで関わる (3)

医療者の言葉が家族に影響を与え
ることを自覚する (1)

（母親は）パニックになっているが、医療者の言葉は覚えている

家族のこころにひっかかる言葉は
言わない (1)

（家族のこころに）ひっかかるような言葉は言わない

家族が傷つく言葉を言わない (1) 傷つける言葉は言わない

表 5　全期において関わりの中で気を付けている点

カテゴリー（データ数） サブカテゴリー（データ数） 語られた内容（例）

わかりやすい説明や
言葉遣いに気をつけ
る（5）

わかりやすく正しい説明（3） 医療用語ばかりにしないようにしている

言葉の選択に注意する（2） コミュニケーションの中で言葉ひとつひとつに気をつける

家族が感情を表出で
きるようにする（3）

雰囲気を作る（1） 感情を表出しやすい雰囲気つくりをする

気持ちを引き出せるように関わ
りを多く持つ（1）

それなりにコミュニケーションがとれるようにならないと気持ちを引き
出せない

家族が泣ける場所を作る（1） お別れをする時に、泣くことはいいこととして受け止める

家族背景を把握する
（2）

母親と家族の関係を把握する（1） 夫や同胞など家族関係のことも気にしている

家族の中での母親の立場を把握
する（1）

母親の家族の中での立場など家族背景も知っておく

亡くなる前提にしな
い（1）

亡くなる前提にしない（1） 死ぬ前提にしないようにしている

他科と連携をとる（1） 他科と連携をとる（1） 受容するのも個人差があり、妊娠中からの人もいれば、生まれてからの
人もいるし、受容できたと思っていても状況が変わる人もいるため、い
ろいろな科と連携がとれるようにする
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スメントだけでなく、メンバー同士の思いを支えあえる

意味もあることを示した。

4）ショートカンファレンスの活用

今まで、ショートカンファレンスの中で外来受診中の

受け持ち事例の話し合いはされておらず、〔情報共有す

る場が不足している〕という意見もあった。そこで、各

グループが受け持っている事例の受容状況や意思決定の

確認の進捗状況、メンバーが関わりで困難に感じている

ことなど、メンバー以外の看護スタッフからもアドバイ

スをもらいながらケアを進めていくようにショートカン

ファレンスを活用することとした。

3 ．バースプランに基づいたケアの実施

事例 1 を A 氏、事例 2 を B 氏、事例 3 を C 氏とする。

法に関する問題がある】と感じており、【プランやケア

の指針は必要である】と感じていることが明らかになっ

た。

そこで、妊婦と家族が児の診断を受けてから、看護ス

タッフが経験年数や受け持った事例数にかかわらず、共

通の目的をもってケアを継続的に実施するために“ガイ

ドライン”を作成した。妊娠期から産褥期まで妊婦と家

族の目指す目標を明記し、例えば分娩期では、自分のイ

メージに近い分娩ができる、児の状況を理解しようとす

るの 2 つの目標を設定した。

また、どの時期にどの看護スタッフが児と家族に関

わっても統一されたケアを行なえるように、看護場面を

①精査入院時の看護②妊娠中の外来面談時の看護③分娩

時の看護④産後の看護（入院中）⑤産後の看護（退院後）

⑥児の看護に分け、流れと看護を記載した。記載した看

護の内容は、現状把握のための聞き取り調査から得られ

た内容を加えながら、具体的な声かけの言葉なども例と

して挙げた。例えば、②妊娠中の外来面談時の看護では、

面談時の流れや面談時に求められる看護スタッフの態度

などを記載した面談手順、妊娠週数や IC などの内容を

ふまえ妊婦と家族の理解度や受容の状態をアセスメント

したうえで用紙を渡す時期を判断するための“家族の

バースプラン用紙（患者家族用）”の提案、妊婦と家族

が出産をイメージできるように関わる産前教育、自病棟

で過去に過ごした予後不良の児と家族の事例集である過

去の事例も併せて活用できるように作成した。妊娠期か

ら産褥期まで長期的な関わりになるため、図 1 のように

看護スタッフが一目で全体像が把握できるようにフロー

チャートも作成した。

【改善策が必要である】には〔グループプライマリー

の充実が必要である〕とあり、【看護スタッフが置かれ

ている環境に問題がある】では〔情報共有する場が不足

している〕という意見があり、また【看護スタッフが負

担を感じる】という意見もあったことから、グループカ

ンファレンスを開催するように明記し、情報交換やアセ

表 6　事例の概要

事例 診断名 年齢 初経別 告知 分娩方法 家族同室※ 生存期間

1（A氏） 胎児腎機能不全、心室中隔欠損、小脳虫部欠損 20代 初 28週 帝王切開術（緊急）  あり（生） 38日間

2（B氏） 18トリソミー 20代 初 33週 帝王切開術（予定）  あり（生死） 25時間34分

3（C氏） Potter症候群 20代 1経（経腟） 27週 帝王切開術（緊急） あり（生死） 1時間11分

※括弧書きで書かれている（生）（死）という表現は、（生）は児が生存時、（死）は児の死後を表している。

: 家族の受診から産後 1ヵ月までの時期　

:ガイドラインの項目

患者家族に面談などの

ケアを行った後や患者

家族の気持ちの変化が

あった時など、随時グ

ループカンファレンス

を行う

図 1　ガイドラインのフローチャート
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産後、B 氏と夫は児（以下、b ちゃんとする）と同室

で過ごし、b ちゃんのモニターのアラームが鳴ると心配

してナースコールしてきたり、b ちゃんに話しかけたり

して過ごした。また、④産後の看護（入院中）を参考に

しメンバーから希望を聞いていた看護スタッフは B 氏

に家族写真を提案し、撮影した。b ちゃんの死後、B 氏

は退院まで泣き続け、食欲もなくなったが、看護スタッ

フは⑥児の看護を実践し、B 氏が自ら希望した手足型の

採取や沐浴を夫と共に行った。⑤産後の看護（退院後）

の退院後の電話訪問では、少し食欲が戻ってきたことが

確認でき、外出もできていた。⑤産後の看護（退院後）

の産後 1 ヵ月健診時の面談では、B 氏は「b ちゃんが一

番かわいい」と笑顔で話した。この表情を見て、B 氏へ

の継続的な関わりの終了を判断した。

4 ．バースプランに基づいたケアの評価

1）ケア対象者からの評価

対象の妊婦 3 名から評価を得た。

①の“家族のバースプラン用紙（患者家族用）”につ

いて、A 氏は「サイズ良かった、これ以上大きいと折ら

なきゃいけないし」と答え、B 氏は「サイズもいいし、

かわいい」と答えた。C 氏は「バースプランって初めて

聞いたから、こんなもんかなって感じ」と答え、3 例と

もに否定的な意見はなかった。

②の妊娠中にもっと知っておきたかったことについ

て、A 氏と B 氏は「いろいろ聞いてたから、ない」と答

え、C 氏は「聞きたいことはその都度聞けてたし、聞き

づらいとかもなかった」と答えた。

③の医療スタッフの良かった点として、A 氏は「分娩

室での様子を聞けたことが良かった」と答えた。B 氏は

「他の 18 トリソミーのお母さんの話が聞けて良かった」

「赤ちゃんにしてあげられることを教えてもらえて良

かった」と答え、C 氏は「ハイリスクが多い病院だから、

自分の子も同じ赤ちゃんとして扱ってくれて嬉しかっ

た」と答えた。悪かった点として、A 氏は「厳しい内容

の話の後すぐに 4 人部屋に戻るのは辛かった」と答え、

B 氏は「蘇生の説明はイメージがつかなかった」と答え

た。

④の意思決定していく中で重要だったことや人につい

て、B 氏は「スタッフから赤ちゃんと一緒に出来ること

（写真撮影など）を教えてもらえたこと」「生きて会いた

事例の概要を表 6 に示す。今回 3 例の中で、看護スタッ

フが関わりを困難に感じながらも、バースプランに基づ

いたケアを行ったことで児との日々を受容できた B 氏

について以下に説明する。

B 氏は、外来診察室で夫と共に児が 18 トリソミーと

告知された。②妊娠中の外来面談時の看護にそって、告

知直後にショックを受け泣いている B 氏と夫を個室に

案内し「二人にして欲しい」という夫の言葉を受け、B

氏と夫の気持ちが少しでも落ち着くような環境整備に努

めた。その後も外来通院では、B 氏は無表情で面談時や

診察中も思いを語らず、夫のみ発言していた。メンバー

をはじめ関わる看護スタッフは、B 氏の受容過程の判断

に苦しむ状況が続いた。

メンバーが“ガイドライン”に基づいて自発的にグルー

プカンファレンスを開催し、B 氏の思いを聞くことから

始めていこうという結論になった。医師からは、妊娠週

数が進んでいるため入院を勧め分娩方式の IC を行い、

B 氏は入院することに納得し「生きて会いたいから帝王

切開で」と発言していた。メンバーは、B 氏のその発言

をふまえて面談手順にそって面談することにした。面談

だけでなく、日頃からメンバーから積極的にコミュニ

ケーションをとるうちに B 氏から「夜な夜な一人で泣

いてます、強くないですから」「今は実感ないけど、（帝

王切開術の）前の日とか不安になるのかなー」など思い

を語るようになってきた。また、過去の事例を活用して、

過去に自病棟で過ごした 18 トリソミーの児と家族の話

をすると真剣に聞いている姿も見られた。

メンバーは“家族のバースプラン用紙（患者家族用）“の

提案を参考にし、B 氏の希望を少しずつ一緒に記入して

いき、夫の字でも希望が書かれた。帝王切開術前日の面

談では、「手術中、赤ちゃんに何かあればすぐ抱っこし

たい」「もし処置するようなら同じ部屋の中でして欲し

い」「手術が終わった時、旦那と赤ちゃん二人で私が帰

るのを待っていて欲しい」と具体的な希望を話せるよう

になっていた。それらの B 氏の状況や希望は、ショー

トカンファレンスの際にメンバーから他の看護スタッフ

に報告された。帝王切開術当日は、メンバーが一人も勤

務していない状況であったが、予め分娩担当になる看護

スタッフに申し送りを行い、③分娩時の看護にあわせ B

氏と家族の希望にそった関わりが実施できた。
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ている時には、チェックリストから導き出して、その思

いをバースプランに書いてもらうなど、役に立つ』とい

う意見があった。

③の関わりの中で迷いを感じたかについては、〈少し

感じた〉7 名、〈どちらともいえない〉2 名、〈あまり感

じなかった〉1 名であった。〈少し感じた〉と答えた理

由は、【関わりに迷った】4 件、【妊婦の受容度が把握で

きず迷った】2 件、【児の死後のことまで話して良いの

か迷った】【小児科医師との連絡・報告に迷った】【在宅

移行への必要物品の説明に迷った】各 1 件の 5 つのカテ

ゴリーに分類された。

④のアセスメントを意識して行えたかについては、〈少

しできた〉6 名、〈どちらともいえない〉5 名であった。〈少

しできた〉と答えた理由は、【ガイドラインを活用する

ことで意識できた】2 件、【今までよりも意識できたと

思う】【急変時の対応が学べた】【出来ない所もあった】

各 1 件の 4 つのカテゴリーに分類された。

⑤の今回の取り組みで今までの迷いが解消されたかに

ついては、〈少しされた〉4 名、〈どちらともいえない〉

7 名であった。〈少しされた〉理由は、【家族と共にケア

を行うことの大切さがわかった】【病棟への共有の方法

がわかった】【主体的に関われた】【患者とコミュニケー

ションがとりやすくなった】各 1 件の 4 つのカテゴリー

に分類された。

⑥の今回の取り組みは今後の看護ケアの改善に繋がる

と思うかについては、〈非常にそう思う〉10 名、〈少し

そう思う〉5 名、〈どちらともいえない〉1 名であった。

無回答 1 名であった。

⑦の改善点と課題については、【グループ内だけでな

く、病棟内での情報共有を充実させる】2 件、【看護スタッ

フ全員が関わっていくという意識付けが不足していた】

2 件、【勉強会を行なうべきであった】【継続支援終了時

期の判断】各 1 件の 4 つのカテゴリーに分類された。

⑧その他感じたことの自由記載を整理した結果、【グ

ループカンファレンスが行ないやすくなった】3 件、【実

際に活用する機会がなかったが、今後必要だと思う】2

件、【緊急時の対応まで考えられた】【患者・家族に十分

なケアが行なえているか心配】各1件の4つのカテゴリー

に分類された。【グループカンファレンスが行ないやす

くなった】の意見には、“ガイドライン”によって、『情

いから帝王切開に迷いはなかった」と答え、C 氏は「キー

パーソンは夫」と答えた。

⑤のその他では、B 氏は「抱っこも出来たし、写真も

撮れたし、今は満足」と答えた。

2）自病棟看護スタッフからの評価

研究協力の同意を得た自病棟看護スタッフ 17 名から

評価を得た。アンケート回収率は 100% であった。回収

したアンケートの中には、質問に対して無回答の部分も

あるが、本研究への多くの意見を取り入れたいため、全

てのアンケートを有効回答とした。なお、選択肢及び活

用した場面は〈　〉、自由記載内容は『　』、カテゴリー

名は【　】で表した。

①の事例への関わりについて、〈非常に関わった〉3 名、

〈少し関わった〉8 名、〈あまり関わらなかった〉4 名、〈全

く関わらなかった〉2 名であった。

②については、活用した場面を複数回答しているス

タッフがいた。また、場面を選択していても意見がない

ものもあり、自由記載内容が少なかったことから、カテ

ゴリー化せずに場面ごとに自由記載内容を整理した。

“ガイドライン”を活用した場面は、〈家族のバースプ

ラン用紙の提案〉4 名、〈産後入院中の看護〉〈外来面談

時の看護〉各 3 名、〈入院時の看護〉〈受け持ち時〉〈グルー

プカンファレンス〉〈自分が理解するため〉各 1 名であっ

た。『流れや看護がわかりやすくまとめてあり、対応も

例を挙げて書かれているのでアセスメント・評価の指標

になり良かった』という意見がある一方で、『応用が必

要な場合は困ると思う』という意見もあった。

“家族のバースプラン用紙（患者家族用）”を活用した

場面は、〈面談時〉2 名、他〈活用する機会はなかったが、

良いと思う〉〈自分が理解するため〉〈両親の意思の確認

のため〉〈分娩方針決定後早めの時期〉各 1 名であった。

『（家族が）分娩や児との過ごし方がイメージ出来た点は

良かった』『確認する際、患者のやりたいこと等わかり

やすかった』という意見があった。

“チェックリスト（医療者用）”を活用した場面は、〈面

談時〉3 名、〈グループカンファレンス〉〈意思の確認〉

各 2 名、〈IC 後〉〈ショートカンファレンス〉〈自分が理

解するため〉〈活用する機会がなかったが、良かった〉

各 1 名であった。『どこまで相談出来ているのか、本人

の考えている現状を一目で理解しやすい』『本人が迷っ
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良い】6 件、【修正・改善すべき点が残った】4 件、【統

一して対応できた】3 件の 3 つのカテゴリーに分類され

た。【家族のバースプラン用紙は良い】では、「（家族の）

バースプラン（用紙）は持ち帰ることが出来るので、外

来に一緒に来院できない夫の意見も反映することがで

き、良いと思う」「今までのプランだと死後のことまで

書いてあるので、それを見せるのはショックだと思う」

などが挙げられた。

Ⅳ ．考察

1. バースプランとして家族の意思決定を支えるケアの

必要性

グリーフケアとは、家族や近しい存在の喪失を体験し

た遺族へのケアのことを示している。しかし、妊婦にとっ

てお腹の中で動いている児は生きている存在である。そ

れにも関わらず、初めから亡くなったことの悲しみをケ

アするように立案されている従来のグリーフケアプラン

で家族を支えていくことに、看護スタッフは問題を感じ

消極的になっていた可能性がある。看護スタッフが、今

回の取り組みでバースプランとしてグループで家族と関

わりを持つことで、グループカンファレンスが行いやす

くなり、かつ家族の受容に合わせて行なったことは、多

くの看護スタッフが理想としていた家族の支援方法で

あったからではないかと考える。

また、ケア対象者からの評価では、初めての経験のた

め判断しにくいようであったが、出産方法を決定してい

く過程で「生きて会いたいから帝王切開に迷いはなかっ

た」と、児と生きて会いたい気持ちを出産方法を決定す

る理由として明確にできたり、「ハイリスクが多い病院

だから、自分の子も同じ赤ちゃんとして扱ってくれて嬉

しかった」と、児と過ごした短い時間の中でも、家族は

満足感を得ていた。関谷 (2005) は自身の子どもの喪失

経験から、「家族には、何を望んでいるのかを聞いて欲

しい。すべての選択肢を与えて欲しい。情報を与え、後

悔のないよう、私たちに決定させて欲しい」と述べてい

る。ケア対象者の評価にも、分娩室での様子や他の予後

不良の児とその家族の過ごし方についての情報を聞けた

ことが良かったとあり、これらの意見は家族が意思決定

していく過程で、看護スタッフが必要な情報を提供でき

ていたと考えられる。

報収集忘れや説明不足な点などリストアップできた、必

要がなくて（説明などを）外すのと視野になかったのと

では違うと思った』などがあった。

3）プライマリーグループメンバーからの評価

2 例目 B 氏、3 例目 C 氏を受け持ったプライマリーグ

ループメンバー 6 名から、半構成的面接法にて評価を得

た。なお、選択肢は〈　〉、語られた内容は「　」、カテ

ゴリー名は【　】で表した。

①の意識してグループカンファレンスを行なうことが

出来たかについては、〈とてもそう思う〉1 名、〈そう思う〉

2 名、〈どちらともいえない〉3 名であった。〈とてもそ

う思う〉〈そう思う〉理由は、【患者の受容に合わせて行

なった】5 件、【勤務が合わないなりにできていた】【グ

ループメンバーと調整できた】【勤務が合わなかった】【新

しい取り組みのため行なった】【具体的な計画ができた】

各 1 件づつの 6 つのカテゴリーに分類された。【患者の

受容に合わせて行なった】では、「バースプランをまだ

書いていないということがカンファレンスを行なったこ

とでわかったし、次の面談では、これを聞いていこうと

方向性を確認出来た」「カンファレンスで、面談をした

ことがない後輩へのサポートの調整ができた」などの意

見があった。〈どちらともいえない〉理由は、【患者の意

思を、患者とグループメンバーが共有できていた】3 件、

【先輩に相談できていたため、必要性を感じなかった】2 

件、【グループメンバー全員揃うのは難しい】1 件の 3

つのカテゴリーに分類された。

②の家族が決定した意思を病棟で共有できるように働

きかけることが出来たかについては、〈そう思う〉2 名、

〈どちらともいえない〉1 名、〈そう思わない〉3 名であっ

た。〈そう思う〉理由は、【病棟に呼びかけることが出来

た】2 件、【ショートカンファレンスで話し合えた】2 件

の 2 つのカテゴリーに分類された。〈そう思わない〉理

由は、【工夫して伝達していくべきだった】2 件、【出来

ていた部分もあった】2 件、【どこまで共有すべきか迷っ

た】2 件の 3 つのカテゴリーに分類された。

③の“家族のバースプラン用紙（患者家族用）”と

“チェックリスト（医療者用）”の二つに分けたことで不

便さを感じたかについては、〈そう思わない〉3 名、〈全

くそう思わない〉3 名であった。〈そう思わない〉〈全く

そう思わない〉の理由は、【家族のバースプラン用紙は
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と考える。

3. グループプライマリーでのケアの必要性

今回 2 例を受け持ったプライマリーグループメンバー

6 名のうち半数が意識的にグループカンファレンスを行

なうことが出来たと答えた。患者の受容に合わせて行

なったという意見が一番多く、事例へのケアの状況を共

有でき、次のケアの方向性が確認できるなど、グループ

で意識的にケアに取り組むことができたと考える。また、

グループカンファレンスを意識的に行なえたかに対して

〈どちらともいえない〉と答えた理由には、すでにメン

バーと共有できていたり先輩に相談できていたため必要

性を感じなかったなど、グループカンファレンスを行な

えなかったとしても、経験の少ない看護スタッフは先輩

に相談することが出来ていたり、妊婦と家族の意思をグ

ループメンバーと共有することを意識的に行なえていた

ことが明らかになった。

グループカンファレンスを行なったことで、対象の受

容過程をふまえた統一したケアの方向性を見出すことが

出来ていたと考えられる。また、複数人で受け持つグルー

ププライマリーは、経験の少ない看護スタッフに他のス

タッフと相談できる環境を提供することができ、一人で

受け持つことの負担を軽減出来ていた。また、経験のあ

る看護スタッフと患者の関わりをカンファレンスから学

ぶことが出来たと考える。このことから、グループプラ

イマリーは有効であると考える。

Ⅴ ．今後の課題

現状把握の聞き取り調査で、看護スタッフの学習不足

という意見があったが、学習会の開催に至らなかった。

取り組み終了後のアンケートでも改善点として勉強会を

行なうべきであったという意見があり、今後に必ず行

なっていかなければならない。また、今回の取り組みに

よって完成した“ガイドライン”“家族のバースプラン

用紙（患者家族用）”“チェックリスト（医療者用）”は、

活用した看護スタッフが少なかったため今後も活用して

もらい、多くの意見を得て充実させていく必要がある。

謝辞

本稿は、平成 25 年度岐阜県立看護大学大学院看護研

究科修士論文の一部を加筆・修正したものである。本研

このことから、バースプランとして家族の意思決定を

支え、家族が必要とするケアに結びつけ、そのケアを実

現していくことは、看護スタッフにとっても家族にとっ

ても必要であり、重要なことであることが明らかになっ

た。

2. バースプランとして 3 つのツールを活用して家族を

支えることの意味

“ガイドライン”を活用した看護スタッフからは、看

護の流れがわかり、アセスメントや評価の指標になり良

かったなどの意見が得られ、“家族のバースプラン用紙

（患者家族用）”の提案時や面談時、産後入院中に活用し

ている看護スタッフが多かった。“ガイドライン”に家

族の受診からの流れや言葉かけの例などを記載したこと

は、看護スタッフが統一した方向性で対象に関わるため

の指標になった。そして、“ガイドライン”があることで、

対象理解に役立ち、アセスメント能力向上にもつながる

のではないかと考える。また、“ガイドライン”によっ

てグループカンファレンスが行ないやすくなったという

意見もあり、患者の受診からの流れの把握や患者家族と

の関わりの指標だけでなく、円滑にカンファレンスを行

なうための一助にもなったことがわかった。以上のこと

から、“ガイドライン”は、看護スタッフにとって有用

であったと考える。

“チェックリスト（医療者用）”は、本人の考えている

現状が理解しやすく、患者家族の意思決定状況を確認す

るために有用であることが示唆された。また、医療者同

士で患者家族の意思を共有するだけでなく、患者家族へ

の情報提供としても役立つことも明らかになった。

“家族のバースプラン用紙（患者家族用）”は、夫の意

見が反映できるなどの肯定的な意見が多かった。ツール

が増えたことに不便さを感じず、“家族のバースプラン

用紙（患者家族用）”はあったほうが良いという意見が

得られた。ケア対象者からも「かわいい」「サイズがいい」

など肯定的な意見があった。“家族のバースプラン用紙

（患者家族用）”は、家族で話し合うことの時間を提供し、

実際に書いて表現することで家族の意思の整理にもつな

がり、家族が児とどう過ごしたいのかを考えていくため

に役立ったと考えられる。

以上のことから、バースプランとしての 3 つのツール

は、看護スタッフが家族を支援していくために役立った
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究に取り組むにあたり、研究への協力をして頂いた皆様

に心より感謝いたします。
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Development of Birth Plans for Families Who Have Been Given a Poor Prognosis 
for a Medical Condition of the Fetus Found by Prenatal Diagnosis

Erika Baba1) and Ritsuko Hattori2)

1) Nagara Medical Center
2) Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing

Abstract
The purpose of this discussion is to develop birth plans with the goal of providing support for decision making, and 

physical and psychological support for the families who have been given a poor prognosis for a medical condition of the 
fetus found by prenatal diagnosis, and to evaluate the effectiveness of the plans.

Interviews about grief care plans specialized in this area have been conducted with midwives and nurses who have 
four or more years of caregiving experience with newborns. From these interviews it has been found that many nursing 
staff members feel the need for improvement of such plans. As a result, the plans were reviewed as birth plans instead of as 
grief care plans. And three tools were developed: “Guidelines” which is the foundation of the birth plans, “Birth plan notes 
for family” in which the desires of the families can be shared with the medical staff, and “Check list” in which the nursing 
staff can share information. In three cases, in which the consent of the families was obtained, the families were provided 
care from the time when a decision was made to give birth in this hospital till health check-ups a month after the birth. 
Mothers expressed their satisfaction for time spent with their newborns during care. A questionnaire and interviews given to 
the nursing staff and primary group members after the care found that the “Guidelines” became indicators of assessment, 
and were mainly used for the interviews. “Birth plan notes for family” provided time for a husband and a wife to talk, 
which was effective for the nursing staff to understand the opinions of the families as well. “Check list” can show the 
opinions of the families and has been useful in providing information. In addition, half of the primary group members 
responded that this occasion provided them a chance to have group meetings.

Providing care based on the “Guidelines”, and using “Birth plan notes for family” and the “Check list”, were found 
to be useful for both families and the nursing staff.

Key words: prenatal diagnosis, birth plan, group primary, decision making
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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

1）海津市介護老人保健施設サンリバーはつらつ　Kaizu City Roken Nursing Home Sanriver Hatsuratsu

2）岐阜県立看護大学 成熟期看護学領域　Nursing of Adults, Gifu College of Nursing

〔原著〕

高齢者ケア施設におけるケアの質向上に向けた取り組み

石原　弥栄美1）　　梅津　美香2）

Improvement of the Quality of Care at an Elderly Care Facility

Yaemi Ishihara1) and Mika Umezu2)

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
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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



岐阜県立看護大学紀要　第 15 巻 1 号　2015

─ 23 ─

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。



岐阜県立看護大学紀要　第 15 巻 1 号　2015

─ 26 ─

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

Yaemi Ishihara1) and Mika Umezu2)

1) Kaizu City Roken Nursing Home Sanriver Hatsuratsu
2) Nursing of Adults, Gifu College of Nursing

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



岐阜県立看護大学紀要　第 15 巻 1 号　2015

─ 29 ─

Ⅰ．はじめに

21 世紀における母子保健の国民生活運動「健やか親

子 21」では、基盤課題として切れ目のない妊産褥婦・

乳幼児への保健対策（厚生労働省 ,2014）を掲げ、妊娠

期から育児期までの継続的な支援体制の構築を目指して

いる。

妊娠中は、母子の健康レベルの向上のため、日常生活

を整えるための保健指導が重要な支援であり、健康的な

日常生活を送るための妊婦の自己管理力の向上が不可欠

である。妊娠中のセルフケア行動の遂行状況は、母子と

もに健康で順調な経過や、母親としての自覚に関与して

いる（眞鍋ら ,2005）といわれていることからも、妊婦

の自己管理を支援することは、母子の健康のみならず、

親となるための支援としても重要である。

岐阜県立看護大学 育成期看護学領域　Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing

〔原著〕

助産師による妊娠期からの育児支援

纐纈　なつ子　　服部　律子

Child-Rearing Assistance from Pregnancy Provided by Midwife

Natsuko Kouketsu and Ritsuko Hattori

要旨

本研究の目的は、妊婦の自己管理力の向上と育児のイメージづくりを促すための育児支援プログラムを作成し、

筆頭筆者が助産師研修生として関わった A 診療所の助産師外来を拠点に取り組み、助産師による妊娠期からの育児

支援のあり方を検討することである。

A 診療所助産師外来担当助産師（以下、担当助産師とする）による保健指導（妊娠期 5 回・産後 2 回）を基盤と

した育児支援プログラム（妊娠期 6 回・産後 3 回）を作成し、「妊婦の主体性を引き出す支援方法」をプログラム全

体に取り入れた。筆頭筆者が中心となり「妊婦の自己管理力の向上」のための毎月の生活目標の立案とふり返り「育

児のイメージづくり」のための週数に応じた胎児モデルの提示、育児生活を想像し家族と調整する支援を行った。

妊娠初期から産後 1 か月までの期間、7 名の初産婦を対象にプログラムを実施し、プログラム終了後に対象初産婦

と担当助産師らへの半構成的面接を行いプログラムを評価した。得られたデータは内容と意味に沿って整理しカテ

ゴリを抽出した。

初産婦の「妊婦の自己管理力の向上」に関する評価から【生活習慣の見直しや妊娠前の生活習慣の改善につながっ

た】など 6 つ、「育児のイメージづくり」に関する評価から【育児に向けての準備ができた】など 5 つのカテゴリを

抽出した。担当助産師らの評価では【生活目標に取り組むことで対象者自身が気がつき生活をよりよくしようとで

きた】など 8 つのカテゴリを抽出した。

妊娠期からの育児支援では、妊婦が自分自身と向き合えるよう寄り添い、胎児への関心を高め、家族と共に育児

生活を想像する機会を促すことが重要である。その際「妊婦の主体性を引き出す支援」を実践することで、より主

体的な自己管理や育児へとつながるため、妊娠期からの育児支援おいて妊婦の主体性を引き出すことは基盤となる

重要な支援である。

キーワード : 妊娠期、育児支援、主体性、自己管理、助産師外来
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Ⅱ．用語の定義

妊娠期からの育児支援を「妊娠期から親になるための

準備を行う支援」、妊婦の自己管理を「妊婦が自己の妊

娠経過・妊娠に伴う変化を理解し、自分で考えて対処行

動がとれる」、主体性を「自分の意志・判断で行動しよ

うとする態度」と定義した。 

Ⅲ．方法

1．助産師の支援方法の検討

妊婦の主体性に関わる支援方法について文献検討を行

い、妊婦の主体性に関わる具体的な支援の方法について

述べられている文献から、支援方法について記載されて

いる内容を引き出し「妊婦の主体性を引きだす助産師の

支援方法」を整理する。

2．現状把握と育児支援プログラムの作成

助産師外来担当助産師（専属の常勤助産師 1 名ならび

に非常勤助産師 2 名を指す。以下、担当助産師とする）・

病棟師長・病棟助産師主任を対象とする。

1）保健指導の現状把握

担当助産師による保健指導に立ち会い保健指導内容を

記述し、聞き取り調査にて支援の意図を確認し、現状の

保健指導内容と時期を把握する。それらをプログラムの

2 つの目的である「妊婦の自己管理力の向上」および「育

児のイメージづくり」に照らし合わせ、プログラムの 2

つの目的に関わる現状の保健指導内容と実施されている

時期を整理し、プログラムの実施時期について検討する。

2）プログラム内容の検討および作成

（1）支援方法の検討

1）で整理したプログラムの 2 つの目的に関わる現状

の保健指導内容を、担当助産師・病棟師長・病棟助産師

主任に提示し、現状の保健指導内容に対して「妊婦の自

己管理力の向上」と「育児のイメージづくり」を促進す

るためにさらに必要な支援について聞き取りを行う。得

られた意見を要約し、プログラムに反映する方法を検討

する。

（2）プログラムの作成

1）、2）-(1) の結果を踏まえ、プログラムの 2 つの目

的ごとの目標の立案と主な内容の考案、プログラムの全

体構成とプログラム各回の目標および内容を考案し、プ

ログラムを完成する。また、1. で整理した「妊婦の主

さらに、初めて育児に取り組む母親の傾向として、自

分の子どもが生まれるまで「育児経験」をもたない人は

半数以上（原田 ,2007）であり、その数は年々増加（ベネッ

セ総合研究所 ,2012）し、多くの母親が子どもとふれあ

う経験をもたないままわが子を産み育てている現状があ

る。子どもとの接触や育児経験の不足は、育児不安の背

景要因（厚生労働白書 ,2003）とされていることからも、

妊娠期から育児生活に向けた準備を行う支援が必要であ

る。

また出産の医療化を背景に、安全な出産を求めて「産

ませてもらう」という、お任せ出産の傾向が顕在化して

いる（常盤ら ,2008）といわれており、妊婦が自分自身

で考えて行動するという主体性が失われつつある状況に

あるといえる。妊婦の自己管理や育児生活に向けた準備

には主体性が欠かせないため、助産師は意図的に妊婦の

主体性を引きだしながら支援を行うことが重要である。

筆頭筆者が助産師研修生として関わった A 診療所は、

年間分娩件数 709 件（帝王切開率 15%）、医師 5 名、助

産師 7 名、看護師 17 名（2011 年度）の産婦人科診療所

である。1998 年に助産師外来を開設し、助産師外来専

属の常勤助産師 1 名（状況に応じて非常勤助産師が加わ

る）を中心に、妊娠初期から産後までの母子を対象とし

た保健指導を行っている。A 診療所における近年の初産

婦の特徴には、妊娠前の不規則な生活習慣が引き続き、

妊婦として自覚を持った自己管理ができないことや、出

産や産後の生活が想像できず、出産や育児に混乱をきた

す傾向があり、近年の母子の特徴と同様の傾向がみられ

た。わが国の助産外来における支援では、妊娠期の超音

波検査や生活指導について多くの報告があるが、妊娠期

からの育児支援を明確な目的とした支援についての報告

はみあたらない。

そこで、A 診療所の助産師外来を拠点に、妊娠期から

の育児支援として、妊婦の自己管理力の向上と、育児の

イメージづくりを促進する支援を行うこととした。

本研究は、妊婦の自己管理力の向上と育児のイメージ

づくりを促すための育児支援プログラム（以下、プログ

ラムとする）を作成して取り組み、助産師による妊娠期

からの育児支援のあり方について検討することを目的と

する。
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中止が可能なこと、不参加を表明した場合も日々の看護

業務に影響しないこと、および匿名性の確保と個人情報

の保護について書面と口頭に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を得て実施した（承認通知番号 24-

A013-2、2012 年 6 月）。

Ⅳ．結果

1．助産師の支援方法の検討

1）妊婦の主体性に関わる文献検索

医学中央雑誌 Web 版にて妊婦の主体性に関わる過去

10 年間の文献を「妊婦×主体性」のキーワードで検索

した結果 31 件、「妊婦×主体的」で検索した結果 51 件、

重複していた 4 件を除き 78 件を得た。タイトルから「主

体的な妊娠・出産・育児に向けた援助」に関わる 17 件

を抽出した。そのうち妊婦の主体性に関わる具体的な支

援の方法について述べられていたのは 3 文献であった。

2）支援方法の整理

文献の妊婦の主体性に関わる支援について述べられた

文章から支援の方法を取り出し、支援内容を整理して支

援項目を導いた。本文中の支援内容を《　》、支援項目

を {　}、分類を〔　〕で示す。

例えば二川ら (2005) は、主体的な取り組みを促すケ

アとして「助産師自身が女性の力を信じ、女性自身がそ

れに気づくように機会をつくり、女性自身の自分とのコ

ミュニケーションを行う余裕をつくるように継続して関

わることが必要である」としている。支援方法について

述べたこの文章から《女性が自分の力に気がつく機会を

つくる》《継続した支援》を支援内容として取り出した。

同様の方法で、主体性を引き出す技術について述べた

下敷領（2008）の文献から《自分と向き合うことを促す》

《ありのままを受けとめる》《対等な関係づくり》《内発

的動機づけ》《体験のふり返り》《助産師外来の雰囲気づ

くり》の 6 つを支援内容として取り出した。

主体的にセルフケア行動がとれることを高める助産師

の支援について述べていた常盤ら（2008）の文献から、《女

性の感覚を引き出して、自分自身と向き合うことを促す》

《自分で判断することを促す》《セルフケアをふり返り、

次に活かせる経験を蓄積する》《夫婦の協働を支援》《個

別支援》の 5 つを支援内容として取り出した。

体性を引きだす助産師の支援方法」の内容をプログラム

に反映する方法について検討する。

3．育児支援プログラムの実施

A 診療所で分娩予定の初産婦を対象に（以下、対象初

産婦とする）、筆頭筆者がプログラムを実施する。筆頭

筆者が不在の場合は担当助産師に依頼する。

対象初産婦がプログラムの中で記載した記録、保健指

導場面における助産師（筆頭筆者および担当助産師）と

対象初産婦の会話と反応の記録、カルテの記述内容の 3

つをデータとし、実施経過を記録する。

4．育児支援プログラムの評価

1）対象初産婦への面接

対象初産婦に対して、産後 3 か月時に半構成的面接を

行いプログラムをふり返る。質問項目を「自分自身の体

や心の変化について意識していたか」「妊娠期から赤ちゃ

んとの生活をイメージできたか」などとし、対象者の意

向に沿い、録音もしくは筆頭筆者がその場で書き取る方

法でデータを収集する。面接時の録音内容から逐語録を

作成し、プログラムの 2 つの目的である「妊婦の自己管

理力の向上」と「育児のイメージづくり」に分け、内容

と意味を損なわないよう要約し、類似性に基づいてサブ

カテゴリへ分類し、カテゴリへと大別する。

2）担当助産師・病棟師長・病棟助産師主任への面接

担当助産師・病棟師長・病棟助産師主任を対象に半構

成的面接を行い、本プログラムの取り組みをふり返る。

質問項目は「対象初産婦の経過や取り組み姿勢、その反

応などを踏まえたプログラムへの評価」などとし、対象

者の意向に沿い、録音または筆頭筆者がその場で書き取

る方法でデータを収集する。面接時の録音内容から逐語

録を作成し、内容と意味を損なわないよう要約し、類似

性に基づいてサブカテゴリへ分類し、カテゴリへと大別

する。

5．倫理的配慮　

対象初産婦に対して、研究目的・方法、研究の参加が

自由意思に基づいておりいつでも中止が可能なこと、不

参加を表明した場合も通常受ける治療や看護ケアに影響

しないこと、および匿名性の確保と個人情報の保護につ

いて書面と口頭にて説明し同意を得た。

担当助産師・病棟師長・病棟助産師主任に対して、研

究目的・方法、研究の参加は自由意思に基づきいつでも
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2）プログラム内容の検討および作成

（1）支援方法の検討

担当助産師 2 名、病棟師長、病棟助産師主任の 4 名に

対して意見聴取を行った。「妊婦の自己管理力の向上」

のために必要な支援として述べられた意見を要約し、①

妊婦が妊娠経過を理解できる、②妊婦が主体的になれる、

③集団指導のなかに個別の対応ができる機会をもつ、④

妊娠 7 か月〜 9 か月の間に個別指導を行う、の 4 つとし

た。これらを検討し、①・②をプログラム全体の目標へ、

③をプログラムの内容へ、④をプログラムの構成へ反映

することとした。

「育児のイメージづくり」のために必要な支援として

述べられた意見は、①人形等を使用するなどして授乳の

具体的なイメージをつける、②産後の生活や新生児をイ

メージできる、③家族も育児をイメージできる、の 3 つ

に要約した。これらを検討し、①をプログラムの内容と

媒体に、②と③をプログラム全体の目標として取り入れ

ることとした。

（2）プログラムの作成

①プログラム全体の目標の立案と内容の考案

これまでの結果を踏まえ、プログラム全体の目標を 2

つの目的ごとに立案し、それに基づく主な内容と使用媒

体を考案した。結果を表 3 に示す。

「妊婦の自己管理力の向上」に対して、(1) で整理した

①・②から「目標Ⅰ . 妊婦健診の結果が理解でき、経過

に応じた対処行動がとれる」「Ⅱ . 妊娠期に生活目標を

もって取り組み、自己評価ができる」「Ⅲ . 必要に応じ

て専門職を活用できる」を立案した。これらの目標を達

成するための内容を考案し、使用媒体を作成した。例え

これらの支援内容を整理し分類した結果を表 1 に示

す。〔働きかけ〕では { 自分と向き合うことを促す }{ 自

分で判断することを促す }{ 内発的動機づけによる行動を

促す }{ 体験・経験のふり返り }{ 夫婦の協働を支援する }

の 5 つ、〔支援の姿勢〕には { ありのままを受けとめる }{ 対

等な関係を築く } の 2 つ、〔環境づくり〕は { 話しやすい

環境 }{ 個別支援 }{ 継続支援 } の 3 つをそれぞれの支援項

目とした。これら 10 の支援項目と 3 分類を「妊婦の主

体性を引き出す助産師の支援方法」とした。

2．現状把握と育児支援プログラムの作成

調査期間は 2012 年 6 月〜 9 月であった。

1）保健指導の現状把握

プログラムの 2 つの目的に関わる現状の保健指導内容

と実施時期を表 2 に示す。

妊娠期の保健指導は、妊娠 2 〜 3 か月、4 か月、5 か月、

6 か月、10 か月の時期に、個別指導 3 回、集団指導 2 回

が行われていた。妊娠 2 〜 3 か月から 6 か月は一定の間

隔で実施されていたが、妊娠 7 か月以降は妊娠 10 か月

まで間隔があいていた。産後の保健指導は、全員対象の

「1 週間チェック（退院後から 1 週間）」「1 か月健診」が

あり、その他個々の状況に応じた追加の保健指導（児の

体重確認・授乳指導など）が行われていた。

「妊婦の自己管理力の向上」に関わる保健指導内容に

は、妊娠の時期に応じた過ごし方の説明などがあった。

「育児のイメージづくり」に関する保健指導内容は、胎

児や新生児の特徴説明などがあり、どちらも妊娠期の全

ての回で行われていた。産後は褥婦の体調確認などの自

己管理に関する保健指導や、授乳援助や子どもの健康管

理などの育児支援が行われていた。

表 1　妊婦の主体性を引き出す助産師の支援方法

支援の分類 支援項目 支援内容

働きかけ 自分と向き合うことを促す 自分と向き合うことを促す（下敷領，2008）
女性の感覚を引き出して、自分自身と向き合うことを促す（常盤ら，2008）
女性が自分の力に気がつく機会をつくる（二川ら，2005）

自分で判断することを促す 自分で判断することを促す（常盤ら，2008）

内発的動機づけによる行動を促す 内発的動機づけ（下敷領，2008）

体験・経験のふり返り 体験のふり返り（下敷領，2008）
セルフケアをふり返り、次に活かせる経験を蓄積する（常盤ら，2008）

夫婦の協働を支援する 夫婦の協働を支援（常盤ら，2008）

支援の姿勢 ありのままを受けとめる ありのままを受けとめる（下敷領，2008）

対等な関係を築く 対等な関係づくり（下敷領，2008）

環境づくり 話しやすい環境 助産師外来の雰囲気づくり（下敷領，2008）

個別支援 個別支援（常盤ら，2008）

継続支援 継続した支援（二川ら，2005）

（　）は本文の引用文献と対応
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した。産前の授乳練習は、(1) で整理した①を反映し、

新生児人形等を使用する内容とした。

②プログラムの全体構成と各回の目標・内容

育児支援プログラムの概要を表 4 に示す。表 4 の上段

は現状の保健指導の機会、下段は現状の保健指導内容を

ふまえて作成したプログラムの回ごとの目標と内容（プ

ログラムの 2 つの目的ごとに分かれる）、および配慮す

る点を示している。

現状の保健指導では、プログラムの 2 つの目的に関連

する保健指導が毎回実施されていたため、それらを基盤

にプログラムを構成し、表 2 の内容を前提に、表 4 の目

標・内容・配慮する点を上乗せしたものをプログラムの

全体構成とした。

ば、目標Ⅱに対して「ⅲ . 妊娠中の日常生活の改善を目

的とした生活目標の立案」を主な内容に位置づけ、媒体

として「ははのあゆみ」「妊娠週数カレンダー」を作成

した。

「育児のイメージづくり」では、妊娠期から母子相互

作用を促すため「目標Ⅰ . 胎児への関心をもつことがで

きる」を、(1) で整理した②・③から「目標Ⅱ . 妊娠中

から育児生活を想像し、家族と話し合うことができる」

を立案した。また、妊娠期だけでなく産後の育児生活へ

の適応を促すため「目標Ⅲ . 母子相互作用が促進する」

「Ⅳ . 産後の 1 か月健診にて、今後の育児に見通しをも

つことができる」を立案し、「ⅴ . 産前の授乳練習」「ⅵ . 分

娩のふり返り」「ⅶ . 地域の子育て情報の提供」を考案

表 3　育児支援プログラム全体の目標と主な内容および使用媒体

目的 「妊婦の自己管理力の向上」 「育児のイメージづくり」

目標

Ⅰ． 妊婦健康診査の結果が理解でき、経過に応
じた対処行動がとれる

Ⅱ． 妊娠期に生活目標をもって取り組み、自己
評価ができる

Ⅲ．必要に応じて専門職を活用できる

Ⅰ．胎児への関心をもつことができる
Ⅱ． 妊娠中から育児生活を想像し、家族と話し合うこ

とができる
Ⅲ．母子相互作用が促進する
Ⅳ． 産後の１か月健診にて、今後の見通しをもつこと

ができる

主な内容

ⅰ．母子健康手帳の活用方法の紹介（Ⅰ）
ⅱ ． 母子健康手帳の妊婦健康診査項目について

の情報提供（Ⅰ）
ⅲ． 妊娠中の日常生活の改善を目的とした生活

目標の立案（Ⅱ）
ⅳ．助産師外来の利用、活用方法の説明（Ⅰ ･Ⅲ）

ⅰ．胎児モデルの提示（Ⅰ）
ⅱ．胎児の特徴についての情報提供（Ⅰ）
ⅲ． 新生児の特徴を知り育児生活を想像する機会の提

供（Ⅱ）
ⅳ．育児生活に向けて家族と話し合う機会の提供（Ⅱ）
ⅴ．産前の授乳練習（Ⅲ）
ⅵ．分娩のふり返り（Ⅲ）
ⅶ．地域の子育て情報の提供（予防接種も含む）（Ⅳ）

使用媒体

( ○はプログラムのた
めに作成した媒体 )

○母子健康手帳機能アップ付録（ⅰ ･ⅱ）
○プログラム冊子「ははのあゆみ」（ⅲ）
　（母子健康手帳に挟み生活目標の立案に使用）
○妊娠週数カレンダー（ⅱ ･ⅲ）

・胎児モデル人形（ⅰ ･ⅱ）
○生後１か月までの成長写真（ⅲ）
○新生児の特徴一覧（胎児の特徴も含む）（ⅱ ･ⅲ ･ⅳ）
○赤ちゃんと私たちの生活表（ⅲ ･ⅳ）
○新生児授乳写真（ⅲ ･ⅴ）
○授乳方法のワンポイント（ⅴ ･ⅲ）
・新生児人形、乳房モデル（授乳練習）（ⅴ）
○地域の子育て支援情報資料（ⅶ）

（　）は、対応している目標・主な内容を示す

表 2　プログラムの 2 つの目的に関わる現状の保健指導内容と実施時期

時期 妊　　　　　　娠　　　　　　期 産　　　　　後

保健指導
の機会

妊娠2〜3か月 4か月 5か月 6か月 10か月 産後2週間 産後1か月

【妊娠初期指導】 <前期母親学級>
【乳房チェ ッ ク】
【マッサージ指導】

<中期母親学級> 【乳房チェック】 【1週間チェック】 【1か月健診】

妊婦の自
己管理力
の向上に
関する内
容

・ ��妊娠の受け止め
の確認

・ �基本情報の収集
・ �母子健康手帳の
受け取り方と記
載方法

・ �妊婦健康診査の
受け方

・ �助産師外来利用
方法

・ �妊娠初期の体調
管理

・ �妊娠中の過ご
し方

・ �妊娠期全体の
母体の変化

・ �妊婦健康診査
の受診時期と
方法

・ �乳房の観察
・ �乳房ケアの方法

・ �妊娠中に起こ
りやすい異常

・ �栄養指導
・ �母乳育児の準
備

・ �乳房の観察
・ �乳房ケアの
方法

・ �児の全身観察
と体重計測

・ �授乳援助
・ �褥婦の体調確
認

・ �児の全身観
察と体重計
測

・ �授乳援助
・ �褥婦の体調
確認

・ �子どもの健
康管理

育児のイ
メージづく
りに関す
る内容

・ �産後のサポート
体制についての
情報収集

・ �胎児の発育
・ �胎児とのコミュ
ニケーション

・ �母乳栄養の利点 ・ �新生児の特徴
・ �家族との育児
サポート調整
の促進

・ �乳房ケアが
母乳育児に
どのように役
立つか

保健指導の【  】は個別指導、〈  〉は集団指導を示す
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げることを意図して分娩入院中の支援を追加し、妊娠期

6 回、産後 3 回とした。

プログラムの回ごとの目標と内容は、表 2 に示した現

状の保健指導内容を表 3 の目標と照らし合わせ、現状の

内容に関連付けて考案した。例えば、プログラム第 1 回

は、表 2 の < 前期母親学級 > の回にあたり、「妊婦の自

プログラムの実施時期は、現状の保健指導が妊娠 7 か

月以降に間隔が空いていたこと、ならびに (1) で整理し

た「妊婦の自己管理力の向上」に関する意見の要約④か

ら、マイナートラブルが起こりやすい時期である妊娠 8

か月時の支援を追加した。また、分娩後に妊娠・出産体

験をふり返ることで、育児への前向きな気持ちへとつな

表 4  育児支援プログラムの概要（保健指導の機会は表 2 と対応、内容の詳細は表 2 を参照）

時期
妊　　　　　　娠　　　　　　期 産　　　　　　後

妊娠２〜３か月 ４か月 ５か月 ６か月 ８か月 10 か月 入院中 産後２週間 産後１か月

保健指導

の機会
【妊娠初期指導】 ＜前期母親学級＞

【乳房チェック】

【マッサージ指導】
＜中期母親学級＞ なし 【乳房チェック】 なし 【１週間チェック】 【１か月健診】

プログラム

の回
【導入】 ＜第 1 回＞ 【第 2 回】 ＜第 3 回＞ 【第 4 回】 【第 5 回】 【第 6 回】 【第 7 回】 【第 8 回】

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
回
ご
と
の
目
標

妊
婦
の
自
己
管
理
力
の
向
上

○母子手帳の受け取

り方法と保健師の役

割を知る（Ⅲ）

○育児支援プログラ

ムの全体および参加

方法が分かる（Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲ）

○母子健康手帳の利

用方法が分かる

（Ⅰ・Ⅱ）

○生活目標が立てら

れる（Ⅱ）

○自己の身体的、精

神的変化に興味がも

てる（Ⅰ・Ⅱ）

○助産師外来の活用

方法が分かる（Ⅲ）

○自己の妊娠経過へ

の関心が高まる

（Ⅰ・Ⅱ）

○つわりが落ち着い

た時期の急激な体重

増加を予防でき、体

重コントロールの必

要性の理解が促進す

る（Ⅰ・Ⅱ）

○妊婦健康診査の結

果が理解でき、経過

に応じた対処行動が

だいたいとれる（Ⅰ）

○妊娠経過に対する

自己評価が自力でだ

いたいできる（Ⅰ）

○マイナートラブル

の有無と理由を自覚

し、対応が分かる

（Ⅰ・Ⅱ）

○生活目標を意識し

た生活をおくれる

（Ⅱ）

○妊娠経過に関する

気がかりなことを質

問できる（Ⅱ・Ⅲ）

○妊婦健康診査の結

果を理解し、自己評

価ができ、経過に応

じた対処行動がとれ

る（Ⅰ・Ⅱ）

○母乳分泌の準備が

行われている身体の

変化を知る（Ⅰ）

○分娩に向けた心構

えができる（Ⅰ・Ⅱ）

自
己
管
理
力
の
向
上

○自分自身・新生児・

家族についての想い

を表出することがで

きる（Ⅰ）

○ 1 か月健診までの

自分自身の過ごし方

が分かる（Ⅰ）

○母親になった自分自

身の変化をふり返るこ

とができる（Ⅰ）

○今後の助産師外来や

専門職の活用方法が分

かる（Ⅲ）

育
児
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り

○産後の生活をイ

メージし始める機会

とする（Ⅱ）

○児の正しい乳房の

くわえ方が分かる

（Ⅱ・Ⅲ）

○胎児とのコミュニ

ケーション方法を知

る（Ⅰ）

○新生児の特徴を踏

まえ、わが子との生

活を想像する（Ⅱ）

○産後の生活をイ

メージし、サポー

ターとの生活調整の

必要性が分かる（Ⅱ）

○授乳における児の

抱き方、くわえさせ

方を知る（Ⅲ）
育
児
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り

○分娩をふり返るこ

とができる（Ⅲ）

○退院後の生活につ

いてイメージしよう

とすることができる

（Ⅲ・Ⅳ）

○退院後の生活に向

けた調整の方法が分

かる（Ⅳ）

○わが子との生活、

育児に対する思いを

表現できる（Ⅲ・Ⅳ）

○ 1 か月健診までの

育児方法が分かる

（Ⅲ・Ⅳ）

○わが子への理解が

深まることで、母子

の相互作用が促進す

る（Ⅲ・Ⅳ）

○地域で行われている

育児支援サービスと今

後の活用方法が分かる

（Ⅳ）

○予防接種についての

相談窓口、受け始めの

時期、だいたいの種類

が分かる（Ⅳ）

○わが子の生活リズ

ム・育児生活の調整方

法が分かり、育児をな

んとかやっていけそう

だと感じる（Ⅳ）

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
回
ご
と
の
内
容

妊
婦
の
自
己
管
理
力
の
向
上

○同意書を用いて育

児支援プログを説明

し同意を得る

○妊娠中・分娩後の

保健師の支援につい

ての情報提供

○助産師外来の利

用・活用方法の説明

○生活目標の立案

○母子健康手帳の活

用方法の紹介

○母子健康手帳の妊

婦健康診査項目につ

いての情報提供

○生活目標の立案と

ふり返り （妊娠経過

の自己評価を含む）

○生活目標の立案と

ふり返り （妊娠経過

の自己評価を含む）

○生活目標の立案と

ふり返り （妊娠経過

の自己評価を含む）

○マイナートラブル

の確認

○生活目標の立案と

ふり返り （妊娠経過

の自己評価を含む）

○分娩に向けた思い

の確認

自
己
管
理
力
の
向
上

○妊娠期から分娩期

のふり返り

○わが子についての

想いを確認

○生活をふり返り、

自分なりの方法を見

出す機会の提供

○母親としての自分自

身をふり返る機会の提

供

○母子手帳活用と専門

職の活用方法の説明

育
児
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り

○夫の妊娠の受け止

め確認

○胎児モデルの提示 ○胎児モデルの提示

○母乳育児の意思確

認と授乳イメージの

促進

○胎児モデルの提示

○胎児とのコミュニ

ケーションの説明

○新生児の特徴の説

明および生活を想像

する機会の提供

○胎児モデルの提示

○『赤ちゃんと私た

ちの生活表』を用い

て育児生活に向けて

家族と話し合う機会

の提供

○胎児モデルの提示

○産前の授乳練習
育
児
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り

○胎児モデルと新生

児との写真撮影

○退院後の生活につ

いての思いを確認

○母子相互作用を観

察し、必要に応じて

児の反応の意味を説

明

○わが子や育児につ

いての思いを確認

○母子相互作用を観察

し、必要に応じて児の

反応の意味を説明

○育児についての思い

を確認

○地域の子育て支援情

報の提供（予防接種も

含む）

配
慮
す
る
点

○自分なりの目標を

もつことを促す

○方法は提案するが

決定は妊婦に委ねる

○目標は小ステップ

で達成できることか

ら始める

○助産師にいつでも

相談してよいことを

伝える

○目標への取り組み

状況について尋ねる

○妊娠経過の評価を

妊婦に尋ねる

○結果に至った理由

や経過をふり返って

語ってもらう

○胎動の有無を確認

し、今後どのように

感じるかを伝える

○妊婦の思いを確認

してやりたいことを

尋ねる

○妊娠経過や日常生

活から感じているこ

とを確認する

○自分自身や子ども

のために心がけてい

ることを確認する

○妊娠経過の評価を

妊婦に尋ねる

○人それぞれの変化

があることを伝える

○妊婦の感じる感覚

について説明する

○気になる症状を確

認し、理由を説明し、

対処方法を一緒に考

える

○方法は提案するが

決定は妊婦に委ねる

○分娩に向けた思い

や不安を聞く

○本人がどのように

受け止めているか、

ありのまま語っても

らい、ありのままを

受けとめる

○ありのままの気も

ちを聞き、どうして

いきたいかやどんな

方法なら続けられる

かを確認する

○今までの自分自身の

変化をふり返り、頑

張ってきたことを認

め、称賛する

現状の保健指導・プログラム回の【 】は個別指導、〈 〉は集団指導を示し、( ) は表 3 の目標に対応する
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手帳の利用方法が分かる」を設定した。

（3）妊婦の主体性を引き出す助産師の支援方法

表 1「妊婦の主体性を引き出す助産師の支援方法」の

〔働きかけ〕および〔支援の姿勢〕から、プログラム各

回の内容に応じた具体的な支援方法として「配慮する点」

を考案した。例えば、プログラム第 1 回「妊婦の自己管

己管理力の向上」の内容として、「妊婦健康診査の受診

時期と方法」があることから、表 3 の目標Ⅰ・Ⅱと関連

した内容であると考え、毎回の妊婦健康診査における母

子健康手帳の利用方法を追加して伝えることによって、

目標の達成に繋がると判断し、表 4 のプログラム < 第 1

回 >の「妊婦の自己管理力の向上」の目標に「母子健康

表 6　事例 G の支援経過一例

プログラム回
（実施時期）

妊婦の自己管理力の向上 育児のイメージづくり

「 」は G さんの発言≪≫は毎月の生活目標とふり
返りの記載内容

胎児人形への反応 その他の反応

妊　
　
　
　
　

娠　
　
　
　
　

期

第 1 回
（4 か月）

「ゆっくりお風呂に入れないから、シャワーして
る」忙しい生活に共感し、体を温める利点を説明、
少し頑張れば達成できそうな生活目標について尋
ねる「寒いし、お風呂入ったほうがいいかな」と
4 か月の目標≪毎日お風呂にゆったり入る≫と記
載

触れずに「ふーん」と
見つめる。重さを感じ
てもらうため手渡す
「意外に重たい」表情
は変化なし

なし

第 2 回
（5 か月）

「目標できました、お風呂に入るようになりまし
た」頑張りを認め、翌月の生活目標を尋ねる。妊
婦健診の結果をながめ「体重はいいね、次は食事
にしようかな」5 か月の目標≪健康的な食生活≫
と自発的に記載

「おっきくなったじゃ
ん」と手に取り「案外
重いね」片手で上下に
揺らす

乳頭のケアが授乳にどう役立
つかの理解を促すため、新生
児の授乳写真を用いて説明
「こんなところをくわえるん
だ、痛そう」

第 3 回
（7 か月）

6 か月の目標 ≪バランスのとれた食生活≫と記載
あり「1 日 3 食食べれましたよ、元々すごい便秘
だからへっちゃらなんだけど、出たら 2kg 減った
から出さないと体重が増えるかも」7 か月の目標
≪便秘解消≫を自発的に記載。頑張りを労い、取
り組みを称え、頑張りすぎずに長く継続できる方
法を提案

「こんなに大きくなる
んだ、1 か月でびっく
り。前の健診は○ｇ
だった」と抱き上げる。
児の推定体重を記憶し
ていることを称賛する

胎児とのコミュニケーション
を促すため耳が聞こえること
を説明「触れると ( 胎動が )
止まる。分かってるのかな、
不思議」胎児の反応を感じら
れたことを称える

第 4 回
（8 か月）

「こんなに自分の体のこと考えたの人生で初めて。
( マタニティ ) ビクスやったら、同じように食べて
も体重が減ったんで運動って大切ですね、便秘に
もいいし」8 か月の目標を自発的に≪体重維持≫
と記載。継続を促すため、自分自身をコントロー
ルし、変化の感覚が掴めていることを肯定的に
フィードバック

自然に抱き上げ「こん
な風に入ってるのか
な」胎児モデルで児の
位置を表現。胎児を感
じ表現できることが素
晴らしいと伝える

『赤ちゃんと私たちの生活表』
( 新生児の生活の一例に合わ
せ役割を書く用紙 ) に、夫と
実母の欄のみ記載「私は書く
必要が無い、赤ちゃんに合わ
せて生活する」傾聴する

第 5 回
（10 か月）

9 か月の目標≪規則正しく生活する≫と記載あり
「ふり返ったらすごい生活変わりました。規則正
しくなったしお風呂入ってるし頑張ったやん私」
10 か月の目標≪体力づくりをする≫と自発的に記
載。分娩・育児にむけての自信をつけられるよう、
頑張りを認め励ます

両手で抱き上げ「大き
くなったね」と穏やか
に話しかける。共感す
る

「育児は思い通りにはいかな
いよね、でもそんなもんかな」
産前授乳練習で「大きな口で
深く飲ませるの難しそうや
ね」モデルを用いて授乳のコ
ツを伝える

産　
　
　
　
　

後

第 6 回
（2 日）

「すごい健康的になれた。妊娠前は不規則だったし、ご飯もちゃんと食べてなかったし ( 目標に取り組んで )
３食食べるようになったら体の調子がよかった。規則正しいっていいね、すごい考え方が変わった。子ども
は欲しかったけど、育てるのは夫、産むまでが私の仕事だと思っていた。産んだら最短の休みで働くつもりだっ
た。産んだら考え方変わって、育休も 3 年とりたいし、その間にもう一人欲しい。母になったんやね。こん
な私は、想像もできなかった」ありのままを受けとめ、共感し傾聴する

第 7 回
（12 日）

笑顔多く、児に話しかける姿あり「おっぱいを飲んでる時間（自分自身が）じっとしてられない」と訴える。
相互作用を促進し、児が訴える意味を感じることを促すため、その場で児の訴えていることを代弁して伝える。
母親となった実感の有無を尋ね「お母さんやっとるよ、この私が結構頑張ってる」共感し、頑張りを労い、
自己管理ができてきたことを認め称える

第 8 回
（33 日）

児に話しかけ、児の反応に応え、児を抱いていることが多い。想像と現実のギャップがあれば支援しようと、
想像していた育児生活とを比較してどのようであるかを尋ねる「こんなにゆっくりできると思っていなかっ
た。先のことは分からないけど、何とかやってはいくと思う」肯定的にフィードバックする

ゴシック文字は、助産師の支援内容と意図を示す

表 5　対象初産婦の概要

対象 年齢 職業 家族構成
体重増加量 
(非妊時BMI) 新生児の経過

A 30 代 あり（育休 1 年） 夫 11.1kg（24） 体重増加不良（生後 2 週間時）

B 20 代 退職 夫、義父母 8.9kg（22） 良好

C 30 代 退職 夫 10.4kg（22） 良好

D 20 代 なし 夫、（妊娠 9 か月から）実父母、姉 10.7kg（17） 良好

E 20 代 あり（育休 2 年） 夫、実父母 12.8kg（17） 良好

F 20 代 退職 夫 8.5kg（19） 内臓奇形経過観察

G 20 代 あり（育休 3 年） 夫、義父母 15.8kg（16） 良好
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1 名、その他は正常分娩で、産後の経過に異常はなかっ

た。

筆頭筆者がほとんどのプログラムを実施し、担当助産

師に依頼したのは 2 回であった。いずれの場合も担当助

産師と毎回情報共有を行った。対象初産婦の妊婦健診等

の時期が合わない等、予定した時期にプログラムができ

ない場合は後日振り替えて実施し、全員がすべてのプロ

グラムを終了した。

対象初産婦の経過の一例として、事例 G の経過を表 6

に示す。事例 G は、導入と第 1 回を同時に実施したため、

プログラム第 1 回から第 8 回の経過を表に示した。事例

G は、仕事中心であった妊娠前の不規則な生活習慣が妊

娠後も継続し、妊婦として自覚を持った自己管理ができ

ていなかったことや、産後はすぐに職場復帰する予定で、

自分自身が育児をしていくイメージをもっておらず、近

年の初産婦の特徴に示した傾向がみられた。しかし毎回

のプログラムを通して、自己管理力の向上や育児のイ

メージづくりに対して少しずつ変化がみられ、出産後に

理力の向上」の内容である生活目標の立案に対しては、

支援項目 { 自分で判断することを促す }{ 内発的動機づけ

による行動を促す } を参考に「自分なりの目標をもつこ

とを促す」「方法は提案するが決定は妊婦に委ねる」と

いう配慮する点を考案した。これらの内容を担当助産師

と共有するため、プログラム各回の目標・内容・使用媒

体・配慮する点を明記した指導案を作成した。

〔環境づくり〕の支援項目には、話しやすい環境・個

別支援・継続支援があるが、現状の保健指導で実践され

ていたため、助産師外来の支援体制を活かすこととした。

3．育児支援プログラムの実施

1）対象初産婦の概要

分娩予定日が 2013 年 5 〜 6 月で、同意が得られた 7

名の初産婦を対象に、2012 年 10 月〜 2013 年 8 月まで

の期間にプログラムを実施した。対象初産婦の概要を表

5 に示す。

2）対象初産婦の支援の経過

対象初産婦は全員が妊娠経過に異常はなく、帝王切開

表 7　「妊婦の自己管理力の向上」に関するプログラム対象者のふり返り

カテゴリ サブカテゴリ 発言の要約例
生活習慣の見
直しや妊娠前
の生活習慣の
改 善 に つ な
がった　（14）

生活目標に取り組むことは自分の生活を
意識してみつめる機会になった　（6）

生活目標の立案は、自分の生活をみつめ直しふり返る機会になった
目標を立てることで妊娠生活を意識して過ごせた

生活目標に取り組み妊娠前の生活習慣が
改善した　（5）

生活目標で健康的な食生活やバランスのとれた食生活に取り組んで
間食をしなくなった

生活目標で取り組んだことを産後も継続
している　（3）

生活目標で食事について取り組み、産後は母乳のために意識し続け
ている　

妊 娠・ 出 産・
子どもの存在
を意識して取
り組んだ (9)

妊娠期の変化や時期にあわせて生活目標
に取り組んだ (5) 

体調の変化に合わせて目標を立て、運動や栄養に気をつけた
妊娠して体重が増えやすくなったので生活目標にした

子どもの存在が生活目標に取り組む動機
になった　（3）

生活目標の中で健康的な食生活をする目標を立て、子どものために
食べた

出産のことを意識して目標を考えた　
（1）

目標を立てる時、出産のことを考えて体重を意識した

生活目標が取
り 組 み や す
かった （9）

1 か月毎の目標は立案しやすかった　（4） 1 か月での自分自身の変化、児の変化が大きいため、毎月の目標立
案がよい

生活目標は簡単だから取り組めた　（2） 生活目標は簡単にできたから楽しめた

生活目標は自分ができそうなことを目標
にした　(3)

目標を立てる時は自分ができそうなことを目標にした

助産師がいた
から取り組む
ことができた
(7)

生活目標への取り組みは自分 1 人ではや
らなかった　（2）

目標立案は 1 人ではやらなかったしふり返ることもなかった

助産師の存在は取り組みを継続する動機
につながった　（2）

助産師に聞かれると思うとやらないといけないという気になった
結果をみられるという意識が目標を達成しようとする動機になった

助産師と話せることや聞いてもらうこと
で安心できた　（3）

助産師外来で愚痴を聞いてもらえ話せてよかった
専門職に話を聞いてもらえるとほっとする

専門職を活用
した対処行動
がとれた (4)

分からないことは自主的に健診で確認し
た　（2）

体調や妊婦健診の内容で分からないことは健診の際に尋ね心配はな
かった

医師に聞けない内容は助産師に聞いた　
（2）

医師が忙しいため細かいことが聞きにくく、助産師にはリラックス
して聞けた

妊娠・出産の
肯定的な評価
につながった
（5）

楽しみながら取り組み妊娠が思い出深い
ものになった　（2）

目標に向かってやっていたことを思い出すと、妊娠中が思い出深い
生活をふり返り次の目標は何にするかを楽しみながら取り組めた

目標があることで頑張れた　（2） 目標があったから達成したいと思って取り組んだ

生活目標に対する取り組みが安産につな
がった（1）

体重維持の目標を達成するためのマタニティビクスが安産につな
がった

（　）は発言内容の数を表わす
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カテゴリと 16 のサブカテゴリが抽出された。結果を表

8 に示す。

カテゴリは【育児生活を想像することにつながった】

【育児に向けての準備ができた】【児への関心が高まった】

【新生児に対する不安が軽減した】【妊娠中に実際の育児

を具体的に想像することは難しかった】に分類された。

2）担当助産師らへの面接

担当助産師 2 名、病棟師長、病棟助産師主任の 4 名に

面接を行った。本プログラムの評価として 8 つのカテゴ

リと23のサブカテゴリが抽出された。結果を表9に示す。

カテゴリは【生活目標に取り組むことで対象者自身が

気がつき生活をよりよくしようとできた】【助産師が寄

り添うことで対象者が自分で乗り越えていくことを支え

られた】【見るだけでなく触れて考えることによって関

心を高めることができた】【産後の生活を書いて考える

ことで理解が深まり家族にも伝達できた】【時間をかけ

て対象者のペースにあわせて関わったことが対象者自身

の変化につながった】【日頃のケアをふり返る機会になっ

は妊娠初期に抱いていた想いから大きく変化がみられた

ため、一例として取り上げた。

4．育児支援プログラムの評価

1）対象初産婦への面接

対象初産婦 7 名に対して産後 3 〜 4 か月時に半構成的

面接を行った。以後、カテゴリを【　】で示す。

（1）「妊婦の自己管理力の向上」に関する評価

「妊婦の自己管理力の向上」に関する発言は、6 つの

カテゴリと 17 のサブカテゴリに分類された。結果を表

7 に示す。

カテゴリは【生活習慣の見直しや妊娠前の生活習慣の

改善につながった】【妊娠・出産・子どもの存在を意識

して取り組んだ】【生活目標が取り組みやすかった】【助

産師がいたから取り組むことができた】【専門職を活用

した対処行動がとれた】【妊娠・出産の肯定的な評価に

つながった】に分類された。

（2）「育児のイメージづくり」に関する評価

「育児のイメージづくり」に関する発言から、5 つの

表8

表 8　「育児のイメージづくり」に関するプログラム対象者のふり返り

カテゴリ サブカテゴリ 発言の要約例
育児生活を想像
することにつな
がった　（18）

育児生活を想像するきっかけになった　（4） 妊娠中に眠れない事や大変なことを夫と話したが、聞いていた
より楽だった

育児生活の想像ができた　（3） 『赤ちゃんと私たちの生活表』のイメージはその通りだった

産後の生活を知らなかったので妊娠中に知る
ことができてよかった　（3）

赤ちゃんはずっと朝まで寝るぐらいに思っていたので、聞いて
いてよかった
頻繁なオムツ交換や授乳があると思っていなかったので知れ
て良かった

妊娠中に聞いたことを育児を行う中で実感し
た・納得した（8）

児が生まれた後に妊娠中に聞いていたことが分かってきた
授乳練習の内容を実際の授乳の際に参考にできて役に立った

育児に向けての
準備ができた　
（19）

育児に向けて体の準備をした　（3） 妊娠中に乳頭ケアを教えてもらったことで、母乳育児につな
がった

新生児との生活を想像して心構えをした　
（5）

赤ちゃんの特徴を聞いてイメージでき、心構えができた

育児生活について妊娠中に家族に伝えること
ができた　（7）

妊娠中に育児は大変だと言い続けたら夫が育児を手伝ってく
れている
妊娠中に育児の大変さを伝えたら義母の共感が得られ援助が
うけられた

妊娠中に家族と育児について相談した　（4） 妊娠中、夫とどこでお風呂を入れるかについて相談した

児への関心が高
まった（12）

胎児・新生児の成長が分かり興味がわいた　
（8）

赤ちゃんの大きさが具体的に分かってイメージしやすかった

胎児の成長に喜びを感じた　（2） 胎児モデル人形を見て、育ってきたことを嬉しく感じた

胎児の成長を家族に伝えた　（2） 赤ちゃんの大きさを家族に伝えやすかった

新生児に対する
不安が軽減した　
（6）

新生児の特徴を聞いて不安が減った（妊娠期
を回想）　（2）

赤ちゃんの特徴を聞けたことで不安が減った

新生児の特徴を聞いていなかったらストレス
になっていた ( 産後を回想 ) （4）

夜間 3 回くらい起きているため、知らなかったらイラっとして
いた

妊娠中に実際の
育児を具体的に
想像することは
難しかった
（12）

妊娠期に育児生活を想像したが現実的な実感
はなかった　（7）

『赤ちゃんと私たちの生活表』をみて書き込んだだけで、本当
にこんな生活をするのか、できるのかと、実感がわかなかった

想像していた育児生活とは異なっていた（2） 産んだらすぐにおっぱいは出る、赤ちゃんはどうにか吸ってく
れると思っていたがそうはいかなかった

分娩が近づいたり出産後になってから自分が
子どもを育てる実感が沸いた　(3)

妊娠中は子どもが生まれる実感がなく、分娩の時に実感した
集団が苦手で母親学級に来れなかったが、産んだら大丈夫に
なった

（　）は発言内容の数を表わす
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への取り組みにあたって自分の意志を発揮して選択した

という「自己決定の感覚」と、課題に取り組んで結果が

順調だと感じた時に味わう「有能さの感覚」がある、と

述べている。このことから表 6 の支援内容に示したよう

に、妊婦が自分で生活目標を考えられるよう、助産師が

繰り返し尋ねたことが「自己決定の感覚」を引き出し、

頑張りを称え励ましたことが「有能さの感覚」を高め、

内発的動機づけを促していたと考える。これらのことか

ら、妊婦が自分で決定できる力を引き出し、その取り組

みの姿勢を称えるなど、助産師が継続的に妊婦に寄り添

いながら支援をすることが内発的動機づけを促し、妊婦

の自己管理力の向上につながるといえる。

一方、表 7 に示した子どもの存在が生活目標に取り組

む動機になったという結果からは、胎児の存在が妊婦の

健康への関心に影響を及ぼしていたことが分かり、胎児

への関心を高めることは、育児のイメージづくりだけで

なく妊婦の自己管理力の向上にも重要な支援だといえ

る。妊婦の健康は、胎児の発育・発達、児の健康状態、

その後の育児にも影響を及ぼすため、妊婦の自己管理力

を高め健康を増進することは、育児支援としても不可欠

である。

2．育児のイメージづくりのための支援

胎児モデル人形を用いた支援では、表 8 に示したよう

に、胎児・新生児の成長が分かり興味がわいた、胎児の

た】【プログラムの内容を今後の支援に活かしていきた

い】【プログラムを全ての妊婦に実施していくためには

人員不足が課題である】に分類された。

Ⅴ．考察

1． 妊婦の自己管理力を高める支援

表 7 に示した「妊婦の自己管理力の向上」に関するふ

り返りでは、サブカテゴリとして妊娠期の変化や時期に

あわせて生活目標に取り組んだことがあげられ、体重の

増加を生活目標に取り入れたという発言もみられ、対象

初産婦は妊婦健康診査の結果を意識した自己管理をして

いた。自己管理を行うためには、自分自身の健康状態を

充分把握することが必要なため、本取り組みにおいて、

母子健康手帳が交付されて間もない時期から、妊婦健康

診査の内容と意味を手帳を活用して詳しく説明したこと

や、専門職にいつでも相談できるよう支援したことは、

健康への意識を高めるために有効であった。

妊娠中の日常生活の改善を目的とした生活目標への取

り組みは、表 7 に示したように、【生活習慣の見直しや

妊娠前の生活習慣の改善につながった】。妊娠期のセル

フケア行動は、内発的動機づけがセルフケア行動意図に

影響を及ぼし、実際のセルフケア行動の実行につながる

（眞鍋ら ,2000）ことが明らかにされている。また宮本

（2000）は、内発的動機づけが高まる条件として、課題

表 9　担当助産師らによる育児支援プログラムのふり返り

カテゴリ サブカテゴリ
生活目標に取り組むことで対象者自身
が気がつき生活をよりよくしようとで
きた（9）

生活目標の取り組みは妊婦が自分の生活をみつめてよりよくしていこうとする行動につ
ながった
生活目標での少しずつの変化の積み重ねが大きな変化につながった
生活目標に取り組むことで前向きになれた

助産師が寄り添うことで対象者が自分
で乗り越えていくことを支えられた（8）

助産師と会う機会がやる気につながった
妊婦自身がやる気を出して取り組めるように促したことが良かった
助産師に聞ける安心感があった
対象者の意向を共有し、頑張りすぎない方法を共に見出していくことで達成できた

見るだけでなく触れて考えることに
よって関心を高めることができた（7）

胎児モデルに触れることによって胎児・新生児への関心を高めることができた
妊娠期に授乳練習をしたことで授乳方法のイメージができた
妊娠経過が分かりやすく対象の反応が良かった

産後の生活を書いて考えることで理解
が深まり家族にも伝達できた（4）

育児生活を自分で書くことによって想像しやすかった
育児生活の表をきっかけに家族も育児について考えることができた

時間をかけて対象者のペースにあわせ
て関わったことが対象者自身の変化に
つながった（10）

対象者のペースを尊重したことが変化につながった
妊娠初期から時間をかけて関われたことが良かった
妊娠中から育児のイメージづくりをしたことで効果があった

日頃のケアをふり返る機会になった（4） 分娩のふり返りによって対象の理解が深まった
対象の性格や背景を見極めて関わっていく必要性を改めて考えさせられた

プログラムの内容を今後の支援に活か
していきたい（7）

個別指導の中で育児イメージづくりの媒体を活用していきたい
集団指導で育児イメージづくりの媒体を使用したり個別指導体制を取り入れていきたい
経産婦にも育児イメージづくりの内容を実施したい

プログラムを全ての妊婦に実施してい
くためには人員不足が課題である（5）

全体的に活用したいが現在の人員配置では困難がある
個別指導に時間をかけるためには人員不足が課題である

（　）は発言内容の数を表わす
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育児に向けた女性の力を引き出し母子関係の構築につな

がっており、妊娠初期から意図的に育児支援を行なうこ

とが重要だといえる。

4．妊婦の主体性を引き出す助産師の支援

本プログラムでは「妊婦の主体性を引き出す助産師の

支援方法」として、表 1 の〔働きかけ〕や〔支援の姿勢〕

を意図的に心がけた保健指導を行い、妊産婦の話しやす

い環境に配慮しながら、継続的かつ個別に支援する〔環

境づくり〕を実践した。例えば体重管理の指導を行う際、

対処方法を一方的に伝えるのではなく、最初に妊婦の認

識や自覚を尋ねてありのままを受けとめ、妊婦が自分で

原因に気がついて対処行動がとれるよう働きかける、と

いうように保健指導の方法を工夫し、毎回意図的に実践

した。対象初産婦からは、表 7 に示したように生活目標

への取り組みは自分 1 人ではやらなかった、助産師の存

在は取り組みを継続する動機につながった、という反応

があり、やる気が引き出されていた。さらに表 9 の担当

助産師らによるふり返りから、妊婦自身がやる気を出し

て取り組めるように促したことが良かったと、支援の意

義が評価されていたことから、主体性を引き出す支援は

有効であったと考える。また、表 7 の【生活習慣の見直

しや妊娠前の生活習慣の改善につながった】の中には、

生活目標で取り組んだことを産後も継続しているという

内容もあり、妊娠期に自分の意志・判断で行動できる主

体性を引き出すことが、産後の生活や育児に対する主体

的な姿勢にもつながることが示唆された。

妊娠期からの継続的な支援体制の中で、助産師が意図

的に妊婦の主体性を引き出すための〔働きかけ〕や〔支

援の姿勢〕を実践することによって妊婦のやる気は引き

出され、それがより主体的な自己管理や出産育児への姿

勢へとつながると考えられることから「妊婦の主体性を

引き出すための助産師の支援」は、妊娠期からの育児支

援の基盤となる重要な支援だといえる。

5．本研究の限界と今後の課題

本研究は、筆頭筆者が研修生として関わった A 診療

所の助産師外来における取り組みであり、初産婦のみを

対象としたプログラムであった。今後は、他施設の状況

にも応用できる方策を検討し、経産婦も含め全ての妊婦

に対する妊娠期からの取り組みを進めていきたい。

成長に喜びを感じたという反応が得られ、児への関心が

高まっていた。Rubin（1984）は、母親が胎動によって

子どもを自覚することで、絆や相互関係の新しい方向が

もたらされる、と述べている。つまり妊娠期に胎児への

関心を高めていくことは、子どもとの絆や相互作用を促

し、親となるための重要な支援である。

富森ら（2011）は、産後 1 カ月の母親の育児困難感の

影響要因として、育児経験の少なさが影響している可能

性があるとしている。本取り組みにおいて妊娠中に育児

のイメージづくりを促したことは【育児生活を想像する

ことにつながった】り、【育児に向けての準備ができた】

ことから、育児経験の少なさを補うための有効な支援で

あった。しかしながら【妊娠中に実際の育児を具体的に

想像することは難しかった】という結果からは、経験し

たことのない育児を想像する難しさが課題として残っ

た。今後、より具体な育児のイメージを促すため、妊娠

中に新生児と触れ合う機会を提供するなどの工夫が必要

である。また、育児のイメージと実際の育児とのギャッ

プを想定し、産後も個別の状況に対応できる継続的な支

援を行うことも必要である。

3．妊娠初期から助産師が支援することの意義

助産師外来での妊娠初期からの妊婦との関係づくり

は、子ども虐待や産後うつ病の予防として注目されてお

り、妊婦の心身を丁寧に把握し、個々のニーズにあった

ケアの提供が期待されている（日本助産師会 ,2004）。本

取り組みで【時間をかけて対象者のペースにあわせて関

わったことが対象者自身の変化につながった】ことや【助

産師が寄り添うことで対象者が自分で乗り越えていくこ

とを支えられた】ことから、妊娠初期からの継続的な支

援が、個々の状況に応じたケアの提供へとつながったと

いえる。また対象初産婦は【助産師がいたから取り組む

ことができた】と感じており、信頼関係が構築できてい

たことが窺えた。助産師が心身ともに不安定になりやす

い妊娠初期から関わることは、妊婦の抱える不安を受け

とめながら時間をかけて個別性を把握することができる

ため、助産師との関係を築くことにつながっていたと考

えられる。

前述の妊婦の自己管理力ならびに育児のイメージづく

りのための支援においても、妊娠初期から継続的に妊婦

に寄り添うことや、胎児への関心を高めていくことが、
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富森美絵子, 矢花芙美子, 園田徹, ほか. (2011). 産後1カ月の母
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Child-Rearing Assistance from Pregnancy Provided by Midwife

Natsuko Kouketsu and Ritsuko Hattori

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

Abstract
The purpose of this research is to create a child-rearing assistance program for enhancing the self-care ability of 

pregnant women and for stimulating them to build child-rearing images, to engage in this project with A Clinic Midwife 
Outpatient Division as the base, and to evaluate the nature of child-rearing assistance starting at pregnancy by Midwife. 

A child-rearing assistance program (6 sessions during pregnancy and 3 sessions after pregnancy) based on health 
guidance (5 sessions during pregnancy and 2 sessions after pregnancy) provided by midwives of A Clinic Midwife 
Outpatient Division (hereinafter referred to as “the midwives”) was created and the “Support Methods for Encouraging 
Pregnant Women to be Autonomy” were incorporated into the entire program. For “enhancing the self-care ability of 
pregnant women,” planning and reviewing of monthly daily life goals were implemented. For “building child-rearing 
images,” fetus models according to the week of pregnancy were presented and opportunities were offered to build images 
of child-rearing practices and to make adjustments with family members. The program was implemented from early-stage 
pregnancy to a month after pregnancy with seven subjects who were experiencing their first pregnancy. After the program 
was completed, half-structured interviews were conducted with the first time pregnant women and the midwives, and 
subsequently the program was evaluated. After creating a word-for-word record of the obtained data, the data were 
organized according to the contents and meanings, and categories were extracted.

From the evaluation concerning the first time pregnant women, six categories including “it led to reviewing daily 
habits and/or the improvement of pre-pregnancy daily habits” were extracted from the evaluation regarding the 
“enhancement of self-care ability of pregnant women,” and five categories were extracted including “I was able to prepare 
myself for child-rearing” from the evaluation regarding “build child-rearing images.” From the evaluation concerning the 
midwives, eight categories including “by setting up and working on daily life goals, subjects gained awareness and began 
to make efforts to improve their daily life” were extracted.

With child-rearing assistance starting at pregnancy, it is important to provide a pregnant woman-oriented system in 
which midwives help the pregnant women to face their inner self by thinking together with them and by being available at 
all time to provide consultation and advice. It is also important to provide opportunities for enhancing the pregnant 
women’s interest in her unborn baby, and for building images of child-rearing practices together with family members. 
Since encouraging pregnant women to become autonomy through these support services leads to their autonomy 
engagement in child-rearing, child-rearing assistance services starting at pregnancy should be planned and implemented on 
the basis of purposely encouraging pregnant women to become autonomy. 

Key words: Pregnancy, Child-rearing assistance, Autonomy, Self-care, Midwife outpatient division
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Ⅰ．はじめに

わが国の精神保健医療福祉改革は、「入院治療中心か

ら地域生活中心へ」という基本方針のもと、入院の短期

化を図るとともに長期入院患者の退院支援が進められて

おり、改革の成果として精神病床の平均在院日数が年々

している。しかし、1 年以上の長期入院患者のうち毎年

約 5 万人が退院しているものの新たに毎年約 5 万人が 1

年以上の長期入院に移行している ( 厚生労働省 , 2014)。

したがって、入院の短期化、長期入院患者の退院支援に

加え、診療報酬上の精神科においての急性期治療期間で

ある 3 ヵ月を超過した患者のさらなる入院長期化を防止

することが看護においても重要である。

先行研究では、田上（1992）や新村ら（2006）などに

より入院患者が 3 ヵ月以内に退院できるか否かに関連す

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〕

精神科急性期治療期間を超過した患者のさらなる入院長期化を
防止するために必要な看護

葛谷　玲子　　藤澤　まこと

Nursing Required to Prevent the Prolonged Admission of Patients Who Have Exceeded 
the Acute Phase Treatment Period for Psychiatric Care

Reiko Kuzuya and Makoto Fujisawa

要旨

本研究は、精神科急性期治療期間を超過した患者を受け入れる機能を有するある一病棟において、入院 3 ヵ月以

上 1 年未満で退院した事例に対して実施された看護や看護師の認識、退院患者の思いを明らかにし、そこから急性

期治療期間を超過した患者のさらなる入院長期化を防止するために必要な看護を検討することを目的とした。

退院患者に対して実施された看護は〔患者に積極的に関わり、話を聴き、思いを捉えた上での説明・提案等の対応〕、

〔身体・精神症状の軽減と安全の確保〕、〔日常生活上のセルフケア不足への介助〕、〔身体・精神上の健康問題に対す

る自己管理能力の向上〕、〔肯定的な評価〕等の 9 つに整理された。 また、看護師の認識として〔適切な時期が来た

ら退院できる〕、〔退院は難しい〕、〔服薬自己管理は無理〕、〔すぐに再入院するかもしれないが退院できるうちにし

た方が良い〕等 11 の内容が明らかとなった。さらに、退院患者の思いとして〔看護師と会話ができて良かった〕、〔話

を聴いてほしい〕、〔看護師には退院希望を言わない〕等 29 の内容が明らかとなった。

検討の結果、急性期治療期間を超過した患者のさらなる入院長期化を防止するための具体的な看護実践内容 9 つ

と看護師に必要な姿勢 2 つを合わせて 11 の看護が必要だと考えられた。その看護は、[ 積極的に退院支援に取り組

む姿勢 ]、[ 患者の力を信じる姿勢 ]、[ 患者に積極的に関わり、話を聴き、思いを捉えた上での説明・提案等の対応 ]、 

[ 肯定的な評価 ]、 [ 退院を視野に入れてのアセスメント ]、[ 身体・精神症状の軽減と安全の確保 ] 、[ 日常生活上の

セルフケア不足への介助 ]、[ 身体・精神上の健康問題に対する自己管理能力の向上 ]、[ 退院に関する思いや認識の

確認と退院に向けた練習・具体的準備への支援 ]、[ 多職種間・看護師間で連携し援助方針の検討・提案・情報共有 ]、

[ 家族の思いの把握と家族間調整 ] であった。

キーワード : 入院長期化防止、退院支援、精神科急性期治療期間
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データ収集期間は、2012 年 7 月〜 9 月であった。

なお、本研究は修士課程の研究の一部であり、方法の

全過程において看護研究に精通した教員 2 名のスーパー

バイズを受けながらすすめた。

1．研修施設の概要

研修施設は、精神科救急病棟あるいは精神科急性期治

療病棟を有する精神科病院のうち研修ならびに研究協力

の同意が得られた一施設とした。また、その施設内の主

に急性期治療期間を超過した患者を受け入れる機能を有

し、その患者の看護に課題を抱えていることが看護部長

から確認できた一病棟とした。

研修施設は、約 580 床を有する民間単科精神科病院 A

病院内の精神一般病棟である閉鎖病棟の B 病棟であっ

た。B 病棟は、15:1 の看護体制で、病床数は 54 床であっ

た。B 病棟で勤務する看護師全員（学生である准看護師

は含まず）から研修および研究として取り組む全過程へ

の同意が得られた。看護師は、男性 12 名、女性 6 名の

合計 18 名、年齢は 30 歳代から 50 歳代、看護師経験年

数は 2 年から 20 年以上、精神科看護経験は 1 年から 20

年以上であった。

2．退院患者に対して実施された看護の明確化

1）退院患者に対して実施された看護の看護記録からの

抽出

（1）データ収集方法

看護師に退院が困難、対応が難しいと思われていたが、

研修施設から入院 3 ヵ月以上 1 年未満で退院し、地域生

活が 3 ヵ月以上継続している患者の最後の入院の全期間

の看護記録をデータとした。このように退院した事例に

おいて実施された看護は、入院長期化を防止するための

必要な看護を検討するうえで参考になるとの考えに基づ

きデータとした。また、退院後も外来通院、デイケア通

所等対象施設とのつながりが継続している、次の研究方

法で看護師への聞き取りを実施するため看護師が実施し

た看護を想起できる、病状の面から研究協力ができると

主治医が判断する、本人の同意が得られるという要件を

満たす患者とした。

疾患名、入院期間、入院形態等の患者の属性は診療記

録から収集した。

（2）データ分析方法

看護記録から実施された看護を示す全ての部分を、具

る要因が明らかにされている。宇佐美ら（2011）は、入

院 3 ヵ月以上の患者と退院後 3 ヵ月以内で再入院する患

者を長期入院患者予備軍として、修正版集中包括型ケア・

マネジメントを実施、評価している。しかし、入院 3 ヵ

月を超過した患者に対する入院長期化を防ぐための看護

は十分に明らかにされていない。

そこで、入院 3 ヵ月を超過した患者を受け入れる機能

をもち、その患者に対する退院支援における看護に課題

を抱えていることが確認できたある一病棟に大学に所属

している筆頭筆者が研修生として関わり、その看護実践

現場での課題や看護の現状を踏まえて、精神科急性期治

療期間（以下、急性期治療期間とする）を超えた患者の

さらなる入院長期化を防止するための看護について明確

にするための研究を行った。この研究の第一段階では、

急性期治療期間を超えた患者のさらなる入院長期化を防

止するための看護に関するある一病棟での課題を明確化

し、第二段階では、退院事例を基に急性期治療期間を超

過した患者のさらなる入院長期化を防止するために必要

な看護を検討した。第三段階では、第一段階と第二段階

の結果を踏まえて、さらに必要な看護を明確化したうえ

で、その看護内容を基に事例の展開を行った。第四段階

では、第三段階までの取り組みを振り返り、入院長期化

を防止するために必要な看護内容を洗練し、その看護を

病棟において定着・継続して実施するための方法につい

て検討した。本稿は、退院事例を基に急性期治療期間を

超過した患者のさらなる入院長期化を防止するために必

要な看護を検討する第二段階に該当する。

そこで、本稿では、入院 3 ヵ月以上 1 年未満で退院し

た事例において実施された看護や看護師の認識、退院患

者の思いを明らかにし、そこから急性期治療期間を超過

した患者のさらなる入院長期化を防止するために必要な

看護を検討することを目的とした。

Ⅱ．方法

まずは、筆頭筆者が研修を行った施設から急性期治療

期間を超過したが、1 年以上の長期入院に至る前に退院

した患者（以下、退院患者とする）に対して実施された

看護を看護記録や看護師への聞き取りから明らかにし

た。次に、退院患者を担当していた看護師の認識、退院

患者の思いを明らかにした。
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る。

4．退院患者の思いの明確化

1）対象者

方法 2-1) で対象とした退院患者とした。

2）データ収集方法

入院時に受けた看護や入院生活等に関する思いを明ら

かにするため対象者に聞き取りを行った。聞き取り項目

は、①退院に向けて自身が取り組んでいたこと、②退院

に向けて提供された支援（看護）、③希望していたが受

けられなかった支援（看護）、④医療者（看護師）との

関係、⑤現在の地域生活で感じる困難なこと、⑥現在の

地域生活で充実していること、⑦現在の希望や目標とし

たが、対象者が自由に思いを話せることを優先した。退

院患者の思いを明らかにするのは、その思いを基に必要

な看護を考察するためであり、病院から地域への医療の

移行は患者主体の医療提供の推進を目的としている

（OECD,2014）と示されているように退院支援において

患者を主体に看護を考えることは必須という考えからで

ある。

面接は、対象者の希望に合わせて利用施設の面談室等

プライバシーが保たれる場所で筆頭筆者と対象者の 1 対

1 の形で行った。聞き取りの内容を IC レコーダーで録

音し、逐語録に起こす、あるいは筆頭筆者が対象者の話

を聴きながらメモを取り、聞き取り終了後直ちにメモを

基に筆頭筆者と対象者の会話を想起し、記録を補完した

ものをデータとした。

3）データ分析方法

データを意味が読み取れる範囲をひとまとまりとして

区切り要約した内容をコードとし、カテゴリ化した。ま

た、カテゴリの内容を何に関する思いかという視点で分

類した。

5．倫理的配慮

研究への協力を依頼するにあたり、研究目的と方法、

協力者の権利（プライバシーが守られる権利、研究協力

に同意しない権利、研究協力に一度同意したとしても取

り消すことができ、協力の取り消しにより一切不利益は

生じない権利）、協力によるメリット・デメリット等に

ついて書面と口頭にて対象となる患者、看護師に説明し

た。また、協力者のプライバシーと匿名性の保障のため

の方法も説明し、その方法を厳守した。そして、十分な

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

工してコードとし、グループ化しカテゴリ化した。なお、

グループ化の作業において、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（グ

レッグ ,2008）という考えを本稿では採用した。

2）退院患者に対して実施された看護の看護師への聞き

取りからの抽出

（1）対象者

退院患者が入院していた期間に中心的に関わった看護

師複数名とした。

（2）データ収集方法

方法 2-1)-(1) で整理した実施された看護を看護師に提

示し、看護上難しかったこと、大事にしていたこと等を

中心に退院患者に対して実施した看護について看護師に

個別に聞き取りながら記録したものをデータとした。面

接は看護について聞きとるため、プライバシーが保たれ

る場所に限定せず、対象者の希望に合わせて施設内の面

談室やナースステーションの一角で行い、筆頭筆者と対

象者の 1 対 1 の形で行った。

（3）データ分析方法

データを意味が読み取れる範囲をひとまとまりとして

区切り要約した内容をコードとし、カテゴリ化した。そ

して、カテゴリを実施された看護を示すカテゴリと看護

師の認識を示すカテゴリに分類した。

3）退院患者に対して実施された看護の整理

方法 2-1) と 2-2) で抽出した実施された看護を示すカ

テゴリを類似性に基づきグループ化し、抽象度をあげて

実施された看護の内容を整理した。

3．退院患者を担当した看護師の認識の明確化

方法 2-2) で抽出した看護師の認識を示すカテゴリを

用いた。看護師の認識を明らかにするのは、看護師の認

識から看護師に必要な姿勢を考察するためである。また、

必要な姿勢を検討する理由は、患者に対する否定的な捉

え方、あきらめや無関心等の看護師の態度が長期入院患

者の退院支援を阻害する ( 石橋ら , 2002）ことから、具

体的に実施する看護以外にも看護師の取り組み方、構え

などの姿勢も必要な看護に含まれるという考えからであ
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て主治医に聞くように伝える】、【肯定的に評価する】等

であった。

3）退院患者に対して実施された看護

結果 2-1）と 2）の実施された看護を整理した結果、

実施された看護は大きく 9つの内容に整理された（表 3）。

実施された看護を [　] で示す。その内容は、[ 患者に積

極的に関わり、話を聴き、思いを捉えた上での説明・提

案等の対応 ]、[ 身体・精神症状の軽減と安全の確保 ] 、[ 日

常生活上のセルフケア不足への介助 ]、[ 身体・精神上

の健康問題に対する自己管理能力の向上 ] 、[ 肯定的な

評価 ]、[ 退院を視野に入れてのアセスメント ]、[ 退院

に関する思いや認識の確認と退院に向けた練習・具体的

準備への支援 ]、[ 多職種間・看護師間で連携し援助方

針の検討・提案・情報共有 ]、[ 家族の思いの把握と家

族間調整 ] であった。

3．退院患者への看護における看護師の認識

結果 2-2) において看護師への聞き取りの分析から抽

出された 26 カテゴリのうち、11 カテゴリは看護師の認

識を示すものであった。分析の過程の一部を表 2 に示し

た。カテゴリを【　】で示す。

入院当初、看護師には【適切な時期が来たら退院でき

る】という認識がある一方、【退院は難しい】、【一人暮

らしできるとは思わない】という認識があった。そして、

【すぐに再入院するかもしれない】、【服薬自己管理は無

理】と思ったが【すぐに再入院するかもしれないが退院

できるうちにした方が良い】と考え、【退院に際して患

者に完璧さを求めない】ようになった。また、【自分が

退院させようと思わない】、【退院は別の部署で動いてい

た】という認識がある一方で【精神保健福祉士のアプロー

チがあったから連携できた】、【退院支援は一人では無理】

と捉えていた。

4．退院患者の思い

C 氏、D 氏が語った内容を分析した結果、退院患者の

思いとして 29 カテゴリが生成され、11 の内容に分類さ

れた。カテゴリを【　】、分類を〔　〕で示す。

退院患者は〔退院に向けての自身の取り組み〕として、

【一人暮らしをした方が良いと自分で判断】したり、【一

人暮らしのための準備】をすること、【主治医に退院希

望を表明】することを行っていた。〔看護師との関係〕

については、【看護師とよく話した】、【看護師と会話が

検討時間を確保した後に書面での同意を得た。特に対象

者が退院した患者の場合、研究への協力が治療・療養上

問題ないと主治医が判断した患者を研究協力候補者と

し、筆者の研究の説明を受けるか否かを強制力が働かな

いように配慮しながら利用施設のスタッフに確認しても

らった。また、面談等において話したくないことは話さ

なくてよいと伝え、話さなくても不利益は一切生じない

と説明し、聞き取り中は患者の疲労等を十分観察し、希

望に合わせて適宜中断・中止することとした。

なお、本研究は、2012 年 6 月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（通知番号 24-

A002-2）を得て実施した。

Ⅲ．結果

1．退院患者の概要

方法に示した要件を全て満たす退院患者は 2 名であ

り、C 氏は 40 歳代後半の男性、主病名は統合失調症で

あった。最終の入院期間は約 6 ヵ月、地域生活の継続期

間（方法 3 実施時）は約 1 年 2 ヵ月であった。D 氏は

40 歳代前半の女性で、主病名は双極 2 型障害であった。

最終の入院期間は約 4 ヵ月、地域生活の継続期間（方法

3 実施時）は約 11 ヵ月であった。

2．退院患者に対して実施された看護

1）看護記録から抽出した退院患者に対して実施された

看護

C 氏と D 氏の看護記録を分析した結果、実施された

看護として 67 のサブカテゴリから 23 のカテゴリが生成

された。分析の過程の一部を表 1 に示した。実施された

看護を示すカテゴリは、【スタッフへの不満や被害的な

捉えを傾聴し対応する】、【声をかけたり話を聴き、不満

や気がかりなどを確認する】、【退院後も服薬が継続でき

るように考えを確認し指導する】等であった。

2）看護師への聞き取りから抽出した退院患者に対して

実施された看護

C 氏、D 氏それぞれに入院中に中心的に関わった看護

師各 3 名に対する聞き取り内容の分析の結果、46 コー

ドから 26 カテゴリが生成された。このうち 15 のカテゴ

リは実施された看護を示すものであった。分析の過程の

一部を表 2に示した。実施された看護を示すカテゴリは、

【今後の希望をよく聴く】、【外出や外泊等の希望に対し
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良い】、【看護師には退院希望を言わない】と捉えている

場合もあった。また、〔希望する看護〕として【話を聴

できて良かった】、【退院後も気にかけてもらえる】と思っ

ていた一方、看護師との関係において【女性の看護師が

表 1　看護記録の分析の一部

カテゴリ サブカテゴリ コード

カンファレンスの日
程等を調整し、援助
について多職種で検
討・決定する

退院に向けてカンファレンスの日程や
参加者を受持ち看護師が連絡・調整す
る

退院に向けて、主治医・訪問看護・福祉・NS でのカンファレ
ンスの日程を受持ち看護師が調整していく予定とする (C)/ 退
院に向けてのケースカンファレンスを主治医、PSW、訪問看護、
デイケアに呼びかけ日程を決める (C)

退院に向けて多職種で検討・決定する

院内・外の多職種と家族で退院調整ケース会議を行い、退院後
の生活について話し合い支援内容を決定する (C)/ 主治医、
PSW、デイケアスタッフを含めたケースカンファレンスを行い、
薬の自己管理方法や観察項目について確認する。(C)/ 退院前訪
問指導時に、患者、市役所職員 3 名、弟、PSW、看護師で住宅
環境を確認し、具体的に 1 週間の生活、サービス利用について
話し合う (C)/ カンファレンスを行い、退院後のサービス利用
についてや退院先、関わり方について共有する (D)

患者への対応方法を検討・決定する
病棟カンファレンスを行い、患者への対応方法を決定する (C)/
食事を部屋で食べたいと希望あるが、統一した対応をするため、
主治医に報告・相談する (D)

退院後の社会資源利
用に向けて具体的準
備を行う

社会資源の利用に向けて見学や説明を
受けることをすすめる

主治医から退院後にデイケア通所を指示されていることを患者
から聞き、デイケアの説明を聞くことを患者に勧める (C)/ デ
イケアの見学・説明への参加を促す (C) / 地域活動支援センター
の見学に同行する (C)/ 明日からデイケアの体験をしていくよ
うに説明する (D)

デイケア体験について確認し、質問へ
の説明やアドバイスをする

デイケアの見学での様子を把握する (C) / デイケアに関する質
問に対して説明する (C)/ デイケアの感想を聴く (C)/ デイケア
から早く帰ると入院になるかという質問に対して、早く帰りた
くなったらどうすればよいかアドバイスする (C)/ デイケアの
体験後、患者に話を聴く (C)/ 退院後のデイケア通所に関する
不安を聴いて受容し、無理をしないように伝える（C）/ デイ
ケアの説明を受けた患者の反応を把握する (D)

デイケア通所のための交通手段につい
て提案や確認をする

デイケア通所のための交通手段について提案する (C)/ 退院後
のデイケア通所についての方法や不安の有無を把握する (C)/
デイケアの通所方法についての質問を患者から受け、デイケア
の資料を一緒に確認する (C)

社会資源の利用や退院に向けて必要な
手続きや介入のため他職種につなぐ

主治医に患者の状況を報告し、今後デイケアの見学・説明を受
けても可との指示を受ける (C)/ デイケアに関連する申請につ
いて不明であるため PSW に連絡をして PSW からの患者への説
明につなげる (C)/ 退院後のデイケア利用に関する必要な手続
きについて主治医に伝える (C)/ 精神保健福祉士に地域活動支
援センターのことを聞きたいという希望を精神保健福祉士に伝
え、患者のところへ来る日程を患者に伝える (D)/ デイケアに
説明、体験を依頼する (D)/PSW と今後の手続きの相談をしたい
ので連絡してほしい、相談したいと言う患者の話を聴く (D)/
PSW にいろいろと聞きたいと言う患者の希望を PSW に連絡す
る (D)/ 市役所での相談の結果について PSW に相談したいとい
う患者の希望を受け、担当 PSW に連絡をとる (D)/ 住民票異動
の手続きについての疑問に対応するため PSW につなげる (D)

＊コードの（　）内のアルファベット C,D は C 氏、D 氏それぞれに対して行われた看護を示す。

表 2　聞き取り内容の分析の一部

カテゴリ
内容

カテゴリ コード

実
施
さ
れ
た

看
護
を
示
す

カ
テ
ゴ
リ

同じグループの看護師や上司が受持ち
看護師に協力したりアドバイスをする

同じグループの看護師が通院ルートを調べて患者に説明し協力してくれた
（C）/ 管理者、同じグループの看護師に他職種もカンファレンスに参加し
てもらうとよいとアドバイスを受けた（C）/ 同じグループの看護師がデ
イケアまで公共交通機関で行けることを調べてくれて患者に説明した（C）
/ 退院前にカンファレンスすることを同じグループの看護師が提案した
（C）/ 受け持ちの看護師からカンファレンスで、どういうことを話せばい
いかと相談を受けたので、話し合うと良い内容を伝えた (D)

服薬継続に向けて服薬自己管理や服薬
時間について看護師から主治医に提案
する

主治医に服薬自己管理を実施して良いか看護師から確認し許可を得た（C）
/ デイケアで服薬の確認ができるように夕食後薬・就寝前薬を昼食後薬に
変更できないか主治医に相談した（C）/ 主治医にデイケアで服薬確認で
きるように薬を昼にできないかと言った（C） 

看
護
師
の　

認
識
を
示
す

カ
テ
ゴ
リ　

適切な時期が来たら退院できる
入退院を繰り返していたので状態が良くなれば自然に退院できる (D)/ 時
期が来れば退院できるとは思っていた (D)

すぐに再入院するかもしれないが退院
できるうちにした方が良い

すぐに再入院するかもしれないが、退院できるうちに退院した方が良いと
思った（C）/ 今を逃したら良い状態が続かずにまた悪くなるだろうし、
またすぐ入院してくると思ったがもう退院した方がいいのではないか（C）

＊（　）内のアルファベットは、看護師がどの患者について話したかを示す。
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生活〕については、【趣味・娯楽が充実している】、【一

人暮らしを選んでよかった】と捉えており、【就労が目

標】、【年はとりたくない】といったそれぞれの〔現在の

希望や目標〕があった。

Ⅳ．考察

急性期治療期間を超過した患者のさらなる入院長期化

を防止するために必要な看護について、結果を基に先行

研究を参考にして検討する。必要な看護には、具体的な

看護実践内容だけでなく看護師に必要な姿勢も含むと考

え、結果 2 および 4 を基に考察する「必要な看護実践内

容」と結果 3 および 4 を基に考察する「必要な看護師の

姿勢」に分けて述べる。

1．急性期治療期間を超過した患者のさらなる入院長

期化を防止するために必要な看護実践内容の検討

[ 患者に積極的に関わり、話を聴き、思いを捉えた上

での説明・提案等の対応 ] については、患者を主体とし

た看護として特に重要であり、入院長期化を防止するた

めの看護に限らずどの時期、どの対象にも必要である。

長期入院患者は、退院後の生活への諦め（奥村ら , 

2005）があり退院する気持ちにならない（澤田 , 2008）

いてほしい】という思いがあった。さらには、【他患者

の行動へ介入してほしい】という思いがあったり、〔入

院中の苦痛〕として【外に出られないことが苦痛】と捉

えていた。〔医師と看護師の関係〕としては、【医師より

も看護師が大変】と捉えている一方で、【医師の指示が

ないと看護師は動けない】と捉えていた。〔提供された

看護〕としては、【身体状況の確認を受けた】、【退院以

外の困りごとを聞いてもらった】、【帰院時間を守るよう

指導を受けた】、【服薬継続に向けた支援を受けた】こと

を認識していた。また、〔現在の地域生活〕において、【日

常生活上の問題に対処している】、【療養上の困難に対処

している】ことが明らかとなった。〔精神保健福祉士か

らの支援〕については、【精神保健福祉士の支援による

楽さ】があったが、【思っていたよりも精神保健福祉士

からの支援が受けられなかった】と捉えていた。また、

退院患者は【医師と看護師の連携が大切】と捉えていた。

さらに、〔看護師に対する評価〕として【看護師によっ

て対応がまちまち】、【看護師は疾患や状況についてわ

かっていない】という思いがあった。〔病院に対する評価〕

としては、【気分障害の患者にとってこの病院・病棟に

は入院したくない】という思いがあった。〔現在の地域

表 3　退院患者に対して実施された看護

整理された看護の内容 実施された看護を示すカテゴリ

患者に積極的に関わり、話を聴き、思い
を捉えた上での説明・提案等の対応

他患者との関係で生じる不満や不安を傾聴し介入する〈結果 2-1）〉／スタッフへの
不満や被害的な捉えを傾聴し対応する〈結果 2-1）〉／声をかけたり話を聴き、不満
や気がかりなどを確認する〈結果 2-1）〉／治療・検査や入院に伴う不安・不満・拒否・
希望について傾聴し説明・提案をする〈結果 2-1）〉／外出・外泊の希望に対して現
状を説明し主治医との話し合いを勧める〈表結果 2-1）〉／患者に積極的に関わる〈結
果 2-2）〉／今後の希望をよく聴く〈結果 2-2）〉／外出や外泊等の希望に対して主治
医に聞くように伝える〈結果 2-2）〉

身体・精神症状の軽減と安全の確保 身体症状の軽減を図る〈結果 2-1）〉／危険行為を防ぎ話を聴く〈結果 2-1）〉

日常生活上のセルフケア不足への介助
身辺ケアのセルフケア不足の介助をする〈結果 2-1）〉／活動と休息のバランスに対
して支援する〈結果 2-1）〉／服薬時間の変更による眠気を観察する〈結果 2-2）〉

身体・精神上の健康問題に対する自己管
理能力を向上

疾患理解を高めるために説明や傾聴をする〈結果 2-1）〉／精神状態悪化時に対応す
るとともに対処法を指導する〈結果 2-1）〉／退院後も服薬が継続できるように考え
を確認し指導する〈結果 2-1）〉／身体的問題に対する自己管理能力を高める〈結果
2-1）〉／服薬自己管理を指導する〈結果 2-2）〉

肯定的な評価 肯定的に評価する〈結果 2-2）〉

退院を視野に入れてのアセスメント 退院には退院先、服薬管理、家族の受け入れが関連すると考える〈結果 2-2）〉

退院に関する思いや認識の確認と退院に
向けた練習・具体的準備への支援

退院に関する思いを傾聴し退院可能な状態を説明する〈結果 2-1）〉／退院に関する
認識を確認する〈結果 2-1）〉／外出・外泊に関する事前準備や評価をする〈結果
2-1）〉／退院後の社会資源利用に向けて具体的準備を行う〈結果 2-1）〉／退院を伸
ばしたい理由が妥当でないため理由となる事柄の実施は入院中でなくても良いと説
明する〈結果 2-1）〉／退院後に利用する施設の見学ができるようにする〈結果 2-2）〉
／退院予定日を過ぎ心配する患者に大丈夫と伝える〈結果 2-2）〉

多職種間・看護師間で連携し援助方針の
検討・提案・情報共有

他職種と連絡・報告し合う〈結果 2-1）〉／カンファレンスの日程等を調整し、援助
について多職種で検討・決定する〈結果 2-1）〉／治療方針・患者への対応の仕方な
どを主治医から聞く〈結果 2-1）〉／同じグループの看護師や上司が受持ち看護師に
協力したりアドバイスをする〈結果 2-2）〉／他部門と連絡する〈結果 2-2）〉／カンファ
レンスで対応について検討する〈結果 2-2）〉／多職種で退院後の支援について検討
する〈結果 2-2）〉／患者の対応について主治医に確認する〈結果 2-2）〉／服薬継続
に向けて服薬自己管理や服薬時間について看護師から主治医に提案する〈結果 2-2）〉

家族の思いの把握と家族間調整
弟への不満を傾聴し弟の状況説明や連絡手段の提案をする〈結果 2-1）〉／家族の認
識や希望を把握する〈結果 2-1）〉
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となっていた。このように服薬の継続や退院後も療養生

活上で何かあれば他者に相談したり、自分で対処できる

ことを目指し、入院中から退院後の療養生活上の対処能

力を高める支援が必要となる。このことは、[ 身体・精

神上の健康問題に対する自己管理能力の向上 ] に含まれ

る内容であると考えられる。

[ 肯定的な評価 ] は自尊心、自己効力感を高めること

につながるため、どの時期の患者に対しても必要だと考

えられる。長期入院患者の退院支援において、自信につ

なげる（高橋ら , 2006）、自尊心を高める（宇佐美ら , 

2006）という看護が示されているが、急性期治療期間を

超過してもなかなか退院できない患者が退院への意欲を

維持し、地域生活を送れるという自己効力感をもつため

にも必要な看護実践内容であると考える。

実施した看護として抽出された [ 退院を視野に入れて

のアセスメント ]、[ 退院に関する思いや認識の確認と

退院に向けた練習・具体的準備への支援 ] は、長期入院

患者の退院支援における退院の可能性を査定する、生活

用品を準備する、社会資源の活用につなげる（宇佐美ら , 

2006）、患者が自分で生活できるように一緒に取り組む

（田嶋ら , 2009）等の看護と一致する内容である。また、

精神科ガイドライン（2011）では、退院支援は入院時よ

り始まるといわれ、入院になった患者や家族、とりまく

環境をアセスメントし、入院時から退院に向けた看護を

展開することが必要であると明示されており、入院時か

ら [ 退院を視野に入れてのアセスメント ] が必要となる。

しかし、急性期治療期間を超えた場合には退院を視野に

入れることをさらに意識する必要がある。また、[ 退院

に関する思いや認識の確認と退院に向けた練習・具体的

準備への支援 ] は急性期の患者に対しても必要な看護実

践内容であるが、具体的準備に含まれる社会資源の利用

に関する支援は、急性期治療期間内での退院が困難で

あった場合により必要性が高まると考えられる。

さらに、精神科ガイドライン（2011）には早期の退院・

社会復帰を目指すには、入院当初から多職種によるチー

ム医療が重要であると示されており、長期入院患者の退

院支援でも、多職種間で協力し合う（高橋ら , 2006; 宇

佐美ら , 2006）、患者中心に連携する（田嶋ら , 2009）

等が必要と示されており、 [ 多職種間・看護師間で連携

し援助方針の検討・提案・情報共有 ] はどの時期におい

こと、新しい生活を始めることへの不安（奥村ら , 

2005）や退院後一人で生活することの不安（澤田 , 

2008）を抱えており、患者の気持ちを捉え受け止める（高

橋ら , 2006;宇佐美ら , 2006）、患者の話を聴く（宇佐美ら , 

2006）等の看護が必要だと明らかにされている。しかし、

入院 1 年を超えて急に退院に対する意欲の低下や不安が

増強するのではなく、急性期治療期間を超えてから徐々

に意欲の低下、不安の増強が生じると考えられる。その

ため、患者の話を聴き、思いを捉えることは看護の基本

であり、入院長期化を防ぐために特化した看護でないが、

入院長期化を防止するために必要な看護実践内容として

示す必要があると考える。また、退院患者の思いとして

【看護師とよく話した】、【看護師と会話ができて良かっ

た】等肯定的に捉えていた場合もあったが、【看護師に

は退院希望を言わない】場合もあった。また、【話を聴

いてほしい】、【外に出られないことが苦痛】など患者は

様々な思いや苦痛を抱え、話を聴いてほしいと思ってい

たため、患者の話を積極的に聴くことが重要である。さ

らに、退院患者は【医師よりも看護師が大変】と思って

いた一方で、【医師の指示がないと看護師は動けない】

と思っていた。このことから看護師の患者に対する説明

の不足や医師の指示がないとできない等の説明をしてい

る可能性が考えられるため、患者に十分な説明をするこ

とが必要と考える。これらのことからも、[ 患者に積極

的に関わり、話を聴き、思いを捉えた上での説明・提案

等の対応 ] は急性期治療期間を超えた患者に対して必要

な看護実践内容と言える。

[ 身体・精神症状の軽減と安全の確保 ] と [ 日常生活

上のセルフケア不足への介助 ] は、入院直後から必要と

なる。また、[ 身体・精神上の健康問題に対する自己管

理能力の向上 ] も宇佐美ら（2003）による急性期の患者

に対して行われる、症状悪化の状況を話し合う、患者に

とっての薬の意味について話し合うなど本人自身の症状

コントロールの方法を知るための看護、田嶋ら（2003）

による長期入院患者に対する患者が症状に対処できるよ

う働きかけるという看護と類似した内容であり、どの時

期の患者に対しても必要な看護実践内容である。また、

退院患者は【服薬継続に向けた支援を受けた】と認識し

ており、地域生活において【日常生活上の問題に対処し

ている】、【療養上の困難に対処している】ことが明らか
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薬自己管理は無理】などと認識していた。長期入院患者

に対する看護師の諦めや症状・問題中心の患者の捉え方

などの認知や考えが退院支援を阻害する要因となること

が指摘されている（石橋ら ,2002; 石川ら ,2013）が、入

院 3 ヵ月を超えた患者が長期入院に至っていない段階に

おいても、看護師は退院できない患者などと捉えてしま

う可能性があることが示唆された。そのため、【退院は

難しい】、【一人暮らしできるとは思わない】など患者に

対して否定的な捉え方や固定した捉え方をしたり、諦め

の気持ちをもつのではなく、【適切な時期が来たら退院

できる】などと入院時から退院を視野に入れた看護を展

開することが必要であると考えられる。また、医療者が

退院後の生活に対する予期的不安を抱きすぎず、時には

【すぐに再入院するかもしれないが退院できるうちにし

た方が良い】と考えて退院を支援する姿勢が必要と考え

られる。

2）患者の力を信じる姿勢

C 氏、D 氏は、看護師に【退院は難しい】と思われて

いたり、【服薬自己管理は無理】と思われていたが、退

院して地域生活を送ることができていた。看護師は、【す

ぐに再入院するかもしれないが退院できるうちにした方

が良い】と考え、【退院に際して患者に完璧さを求めない】

など患者を症状・問題中心の捉え方、問題解決志向の見

方ばかりで捉えるのではなく、心配な点があっても患者

の力を信じて地域生活への挑戦をすすめていく姿勢が

あったと考えられる。一般的に、看護師は問題解決思考

型で看護過程を展開してきた。しかし、アメリカでは問

題状況（ウィークネス）をアセスメントして生活問題を

捉えたうえでの介入は、対象者の QOL や地域での生活

力を十分に高めることができていないことが 20 年以上

前に明らかにされている（白澤 ,2009）。また、当事者

が地域社会に向かうことを可能にするためには , 当事者

と彼らを取り巻く社会の負の側面ばかりに注目するので

はなく , 当事者自身が自分に可能性を感じ , 支援者が当

事者の可能性を信じることが必要であると言われている

（Rapp & Goscha,2006）。したがって、正確なアセスメン

トを実施したうえで、患者の問題（ウィークネス）ばか

りに目を向けず、患者の力（ストレングス）を見出し、

その力を信じることで適切な時期に退院可能な状態と判

断することが看護としても必要だと考える。これは、急

ても必要だと考えられる。ところで、退院患者は【精神

保健福祉士の支援による楽さ】を感じていたが、【思っ

ていたよりも精神保健福祉士からの支援が受けられな

かった】とも捉えていたため、精神保健福祉士と連携し

て患者への説明を行ったり、患者の思いを精神保健福祉

士に伝えることが必要であったと考えられる。さらに、

退院患者は【医師と看護師の連携が大切】と捉え、【看

護師によって対応がまちまち】、【看護師は疾患や状況に

ついてわかっていない】と思っていたため、他職種との

連携に加え、看護師間も連携し情報共有や対応の統一を

することが必要であり、[ 多職種間・看護師間で連携し

援助方針の検討・提案・情報共有 ] が必要であると考え

る。

また、急性期の患者に対して、患者との接し方につい

て家族に助言したり、病気の理解が得られるよう家族に

知識提供をするといった家族調整に関するケア（大竹ら , 

2006）や長期入院患者に対して、家族の意向を確かめる、

家族の負担を減らす、患者への関わり方のアドバイス（宇

佐美ら , 2006）等が必要と示されており、[ 家族の思い

の把握と家族間調整 ] はどの時期でも必要な看護実践内

容と考える。しかし、急性期治療期間内に退院できなかっ

た場合、家族に関連する退院困難要因が生じている可能

性を考慮し、家族の思いを再確認し、再度アセスメント

をするなど家族へのケアを強化する必要があると考え

る。

このように、急性期治療期間を超えた患者に特化した

看護実践内容はほとんどなく、入院時から退院を見据え

たアセスメントを行い、必要な看護実践内容を継続する

ことがまずは重要だと考える。また、急性期治療期間を

超えた患者に対しては、患者の思いを良く聴き、再アセ

スメントを基に [ 肯定的評価 ] を強化したり、[ 退院に

関する思いや認識の確認と退院に向けた練習・具体的準

備への支援 ] として社会資源の利用を考慮し、[ 家族の

思いの把握と家族間調整 ] を強化する必要があると考え

る。

2．急性期治療期間を超過した患者のさらなる入院長

期化を防止するために必要な看護師の姿勢の検討

1）積極的に退院支援に取り組む姿勢

看護師は、実際に 1 年未満で退院でき、地域生活を継

続できていた C 氏、D 氏に対して【退院は難しい】、【服
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性期治療期間を超えた患者に限らず入院時から必要だと

考えられるが、退院が難しい場合には退院を阻害する問

題ばかりに着目してしまう可能性があることを考慮し、

[ 患者の力を信じる姿勢 ] を意識する必要があると考え

られる。さらに、退院患者は、【一人暮らしのための準備】

や【主治医に退院希望を表明】するなど退院に向けての

自身の取り組みをしていたことから、患者主体の支援を

行うためにもその取り組みを支持することが必要であ

り、患者の力を信じる姿勢に関連すると考える。

Ⅴ．おわりに

急性期治療期間を超過した患者のさらなる入院長期化

を防止するために必要な看護実践内容として [ 患者に積

極的に関わり、話を聴き、思いを捉えた上での説明・提

案等の対応 ]、[ 身体・精神症状の軽減と安全の確保 ] 、[ 日

常生活上のセルフケア不足への介助 ] 等の 9 つと、看護

師に必要な姿勢として [ 積極的に退院支援に取り組む姿

勢 ] と [ 患者の力を信じる姿勢 ] の 2 つを合わせた 11 の

必要な看護が考えられた。今後、この入院長期化を防ぐ

ための必要な看護について内容を洗練し、看護の具体的

内容の整理も行い、その看護内容を基に事例の展開を行

う研究につなげていく予定である。

なお、本研究は一病棟を対象施設とした研究であり、

研究対象者が限られていることから入院長期化を防ぐた

めに必要な看護として一般化するには不十分と考えられ

るため、対象施設、対象者を増やす等が必要となる。
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Nursing Required to Prevent the Prolonged Admission of Patients Who Have Exceeded 
the Acute Phase Treatment Period for Psychiatric Care

Reiko Kuzuya and Makoto Fujisawa

Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing

Abstract
The aim of this study was to evaluate a feature of nursing practice for psychiatric patients discharged after a period 

of hospitalisation between 3 months and 1 year in a ward that admits patients who have exceeded their acute treatment 
period. Furthermore, this study aimed to explore the nurses’ perspectives and the patients’ thoughts. The findings were used 
to investigate the necessary nursing interventions to prevent further prolonged hospitalisation of the patients after the acute 
treatment period.

The nine types of nursing interventions provided to the discharged patients included ‘offering explanations and 
suggestions based on the understandings of the patients’ thoughts by actively engaging with patients and listening to their 
stories’, ‘alleviating physical and psychological symptoms and ensuring safety’, ‘providing assistance for insufficient self-
care in their daily life’, ‘improving self-management abilities for physical and psychological health problems’ and ‘positive 
evaluation’. Moreover, the eleven types of nurses’ perspectives included ‘that the patients should be discharged at an 
appropriate time’, ‘reluctance pertaining to discharging the patients’, ‘a lack of the ability of self-managing their 
medications’ and ‘discharging the patients being the better option even if they may be readmitted in a short time span’. The 
patients’ thoughts were described in 29 categories, including ‘I appreciate having conversations with nurses’, ‘I want 
someone to listen to me’ and ‘I do not tell nurses my wish of being discharged’, etc.

The findings of this study suggested that a total of 11 types of nursing interventions, including nine specific nursing 
practices and two types of nursing behaviours, were required to prevent a prolonged hospitalisation of psychiatric patients 
after their period of acute treatment.

These factors were ‘an attitude of positively engaging in support for hospital discharge’, ‘an attitude of believing in 
the patient’s strength’, ‘positive involvement with the patient, listening to them and offering explanations and proposals 
based on their thoughts’, ‘affirmative evaluation’, ‘assessment taking hospital discharge into account’, ‘reduction of 
physical and psychiatric symptoms and securing of safety’, ‘assistance with lack of self-care in daily lifestyle’, 
‘improvement of self-management of physical and psychiatric health problems’, ‘confirmation of thoughts and perceptions 
of discharge and support for practice and concrete preparations for discharge’, ‘interdisciplinary and inter-nurse 
coordination and investigation, proposal and information sharing regarding support measures’ and ‘understanding thoughts 
of family members and coordination with family members’.

Key words:  prevention of prolonged hospital stay, discharge support, psychiatric  acute-phase treatment period 
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Ⅰ．はじめに

日本整形外科学会診療ガイドライン委員会（2011）は、

超高齢化社会を迎えたわが国において、大腿骨頚部 / 転

子部骨折（以下、大腿骨近位部骨折）患者は年々増加傾

向にあると報告している。市川（2009）は、高齢者大腿

骨近位部骨折の重要なテーマは、歩行能力などの日常生

活動作レベルの低下、および介護の問題であると述べて

いる事からも歩行自立への関わりは重要であると考え

る。

Kondo ら（2008）は、長期入院患者は、退院時の歩行

能力が高値であり、自宅へ帰った患者は、入院期間が長

く、老人ホームへ行った患者よりも高い歩行能力を獲得

1）JA 岐阜厚生連東濃厚生病院　JA Gifu Koseiren Tonou Kosei Hospital

2）岐阜県立看護大学 機能看護学領域　Management in Nursing, Gifu College of Nursing

〔研究報告〕

大腿骨近位部骨折術後患者の早期 ADL自立に向けた看護ケアの
指標作成とその評価

山口　奈都世1）　　橋本　麻由里2）

Creation and Evaluation of Nursing Care Index for Early Independence of ADL 
Patients of Postoperative Proximal Femoral Fractures

Natsuyo Yamaguchi1) and Mayuri Hashimoto2)

要旨

本研究の目的は、大腿骨近位部骨折術後患者に対し、早期から排泄動作や移動行動などの看護師が行うリハビリ

テーションを実践できるように、看護ケアの指標を作成し、その評価として ADL 自立に向けた看護ケアの変化を明

らかにすることである。

12 事例の分析から、看護師による病棟でのリハビリ内容と開始時期の目安案を作成した後、7 事例に実施した看

護ケアの分析を基に、ADL 自立に向けた看護ケアの指標を作成した。指標は、理学療法士との協議項目（18 項目）、

ケアカンファレンス検討項目（14 項目）、そして検討項目に沿った看護ケアの項目（21 項目）で構成し、術後４週

間の看護ケアの流れを経時的に示した。

指標活用による成果を評価するために、対象患者退院後に事例カンファレンスを行い、看護師の発言内容を分析

した。その結果、指標による効果、PT との連携強化、ケアカンファレンス開催による効果、看護ケアの改善、今回

の取り組みにおける課題に分類された。指標による効果では、＜ ADL 自立に向けた具体的な関わり方が明確になっ

た＞＜看護ケアの統一が可能である＞、看護ケアの改善では、＜自立を妨げない看護ケアが行えた＞のカテゴリが

抽出された。

本研究で作成した看護ケアの指標は、これまで曖昧であった自立に向けた看護ケアの内容やその方法が明確とな

り、PT と共に ADL 状況を評価しながら、患者の自立を促すためのツールであることが示唆された。そして看護師

ひとり一人が、対象者の自立を支えるという看護師の役割を理解し、看護ケアを実践するために役立つものである

と考える。

キーワード : 大腿骨近位部骨折手術後　ADL 自立　看護ケア　評価



岐阜県立看護大学紀要　第 15 巻 1 号　2015

─ 56 ─

リテーションを計画的に実践できるように、看護ケアの

指標を作成し、その評価として ADL 自立に向けた看護

ケアの変化を明らかにする事である。

Ⅲ．研究方法

1．研究対象

研究協力が得られた認知症のない 85 歳以上の大腿骨

近位部骨折術後患者 10 名および、B 病棟に所属する病

棟看護師 25 名のうち研究協力が得られた者とした。

2．実施方法

1）大腿骨近位部骨折術後患者の ADL 自立に向けた看護

ケアの指標作成

2010 年度に入院した、認知症のない 75 歳以上の大腿

骨近位部骨折術後患者の PT によるリハビリ内容をリハ

ビリ記録から抽出し、看護師による病棟でのリハビリ内

容と開始時期の目安案を作成した。実施期間は、2011

年 6 月 10 日から 2011 年 6 月 20 日であった。

この目安案を参考に、対象患者の看護ケアを受け持ち

看護師と共に実施しながら、早期 ADL 自立に向けた看

護ケアを看護師間で行うケアカンファレンスで検討し

た。その際、対象患者の受け持ち看護師は重複しないよ

うその日のリーダーと調整をした。各事例について、入

院から退院までの PT との協議内容や、ケアカンファレ

ンス、リハビリ室および病棟でのリハビリ内容、ケア中

の患者、家族の言動、看護師の言動、ケアカンファレン

ス内容などを看護記録やリハビリ記録から抽出し、経時

的に記録した。そして、各事例から得られたデータを基

に、ADL 自立に向けた看護ケアの指標案を作成した。

これを活用して、更に受け持ち看護師と共に対象患者の

看護ケアを実施しながら指標案の修正を行い、完成を目

指した。実施期間は、2011 年 6 月 20 日から 2012 年 5

月 30 日であった。

2）作成した指標の評価

対象患者退院後、1 事例毎に対象への看護ケアを行っ

たチーム単位で事例カンファレンスを行い、看護ケアの

振り返りと内容の確認を行った。看護師の発言内容から、

看護ケアに関する看護師の意識の変化が表現されている

ものを抽出しカテゴリ化した。また、研究的取り組み前

の 2011 年 6 月と終了後の 2012 年 6 月に、対象看護師に

「自分たちが行っている ADL 自立に対する看護ケアの現

して退院したと報告している事から、長期入院によりリ

ハビリを行う事は歩行の自立、そして在宅復帰につなが

ると思われる。しかし、在院日数の延長は、病院経営に

大きく影響する。2006 年の診療報酬改訂により大腿骨

近位部骨折に対して地域連携クリニカルパス（以下、地

域連携パス）を適応した場合に診療報酬が算出できるよ

うになった。さらに 2003 年から導入された診断群分類

包括評価（以下、DPC）では急性期病院におけるリハビ

リテーション（以下、リハビリ）は出来高払い加算とな

り、患者は回復期リハビリ病院への転院もしくは早期退

院を余儀なくされている現状がある。

A 病院は、岐阜県内の東濃地域における中核病院であ

り、DPC 対象病院として認可され、東濃地域における

大腿骨近位部骨折患者の多くを受け入れている。そして、

地域連携パスを導入していないため、急性期リハビリと

回復期リハビリの、双方の役割を担う自己完結型の病院

である。

B 病棟に入院する患者の多くは、大腿骨近位部骨折で

あり、2009 年度の平均年齢は 82.5 歳であった。平均在

院日数においては、DPC 上 28 日間が目標となるが、

43.3 日であった。入院期間の延長は、高齢者が多い現

状から、排泄動作や移動の自立までに時間を要している

事、そして自立を促すための看護師の関わりも影響して

いると予測された。

そこで、排泄動作や移動行動の自立が遅い要因を見つ

け出すため、大腿骨近位部骨折術後患者への看護ケアに

おいて、自立に向けた関わりが行われているかを、事例

を通し分析した。その結果、患者の状況を適切にアセス

メントしていない事、情報の共有ができていないため理

学療法士（以下、PT）によるリハビリと、病棟でのリ

ハビリや移動方法にずれがあり、過剰な看護ケアを行っ

ている事などが一部ではあるが明らかとなった。

本研究の取り組みは、大腿骨近位部骨折術後患者に対

し、計画的に早期 ADL 自立を促すための看護ケアの方

法を検討し実践する事である。なお研究者は、主任看護

師として本研究に取り組んだ。

Ⅱ．研究目的

本研究の目的は、大腿骨近位部骨折術後患者に対し、

早期から排泄動作や移動行動などの看護師が行うリハビ
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棟でのリハビリの目安とするため、看護師による病棟リ

ハビリ内容と開始時期の目安案を作成した。車椅子移乗

開始時期は術後 2 日目、歩行器と杖歩行開始時期はリハ

ビリ室でのリハビリ開始後にPTと協議し、ケアカンファ

レンスで開始日を決める事とした。

2）病棟でのリハビリ内容と開始時期の目安案を活用し

た看護ケアの実施

目安案を活用して看護ケアを行なった対象は事例 1 〜

4 の 4 事例であった。対象患者の疼痛や ADL 状況をみ

ながら、PT にリハビリ状況の確認を行う事、また ADL

の拡大や、自立に向けた看護ケアをケアカンファレンス

で提案するなど患者の安全を考慮しながら、早期 ADL

自立を意識した看護ケアを受け持ち看護師と一緒に行っ

た。事例 1 〜 4 における看護ケアを実施した時点で、「で

きることは自分でやっていった方がいい」「カンファレ

ンスなどで看護師の意識統一をすることが自立への援助

に効果的であることを学んだ」「自立に向けたカンファ

レンスのやり方がわかった」「PT とも頻回にコンタクト

をとった」などの意見が事例カンファレンスで聞かれ、

ADL 自立に向けた看護ケアの必要性や方法について看

護師の理解が得られたと判断した。

4 事例（事例 1 〜 4）のうち、3 事例は入院前と同じ

移動手段で退院された。また、数年前に反対側の大腿骨

近位部骨折で入院した既往がある事例 2 の家族から、「今

回、自分で歩けるようになるのがすごく早かったように

思う。」との意見が聞かれた。

3）4 事例の実践を基に作成した指標案における重要項

目の抽出

（1）主な PT との協議項目と実施時期

事例 1 〜 4 それぞれの経過記録から、PT、看護師間

で転倒に留意しながら ADL 自立を促していくために必

要と思われる主な協議項目と協議した時期を抽出した。

表 1 に示すように、車椅子自立の検討、病棟での歩行器、

杖歩行開始および自立の検討など 12 項目について協議

されていた。

（2）ケアカンファレンス検討項目と実施時期

事例 1 〜 4 それぞれの経過記録から、PT の協議を踏

まえ、看護師間で転倒に留意しながら ADL 自立を促す

ために必要と思われる主な検討項目と検討した時期を抽

出した。表 2 に示すように、車椅子ブレーキおよびフッ

状についてどんな事でもよいので記載してください」と

の内容で、無記名による半構成的質問紙調査を行った。

データはカテゴリ化し、取り組み前後の看護ケアに関す

る看護師の意識および、内容を比較した。

3．用語の定義

本研究において ADL 自立とは、大腿骨近位部骨折に

よる下肢筋力の低下から回復し、排泄動作および移動に

関して、補助具を使用して自立可能となる事。また、看

護ケアとは、ADL 自立を促すためのリハビリテーショ

ンに関する看護ケアを示す。

4．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（審査番号 23‐A002‐2、承認年月

2011 年 6 月）を得て実施した。研究対象者には、口頭

と文書にて研究目的および、研究参加は自由意思である

事、得られたデータは個人が特定されないように記号化

し秘密は保持する事、結果は学会等で発表する事などの

説明を行い、書面にて同意を得た。

また、研究参加の拒否により、患者には看護ケアや治

療には影響しない事、看護師には、個人評価には影響し

ない事の説明を行った。

Ⅳ．結果

1 ．大腿骨近位部骨折術後患者の ADL 自立に向けた

看護ケアの指標作成

1）看護師による病棟でのリハビリ内容と開始時期の目

安案の作成

大腿骨近位部骨折術後患者の PT によるリハビリ内容

の実態を把握するため、2010 年度に入院した 75 歳以上

の大腿骨近位部骨折術後患者 12 名の、PT によるリハビ

リ開始状況について分析した。年齢は 76 歳〜 97 歳であ

り、男性 3 名、女性 9 名であった。ベッドサイドリハビ

リ開始は、術後 1 日目に行われていた。車椅子移乗は 2

〜 7 日目、リハビリ室でのリハビリ開始は 2 〜 7 日目、

平行棒内歩行は 2 〜 9 日目、歩行器歩行は 5 〜 18 日目、

杖歩行は 15 〜 50 日目に開始されていた。車椅子移乗開

始とともに、リハビリ室でのリハビリが開始されていた

が、それ以外は多様であり個人差が大きく、年齢的な差

は見られなかった。

そこで大腿骨近位部骨折術後患者の、看護師が行う病
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後日数単位に一覧にした指標案を作成した。

事例 1 〜 4 の入院期間は、それぞれ 28 日、34 日、35 日、

31日であり、1ヵ月程の入院期間であった。またDPC上、

大腿骨近位部骨折術後患者の入院期間は 28 日間である

ため、4 週間をめどとした指標案を作成する事とした。

また、重要項目において協議、検討する時期は、表 1、

表 2 に示す時期を参考とした。

術後 1 週間目までは、急性期から離床期として捉え、

排泄および、移動の自立を促していくための最初の段階

であるため日単位で設定した。そして 2 週間目からは、

車椅子での移動、歩行器および、杖歩行自立に向けて週

単位の設定とした。そしてフローシートに挟み、看護師

がリハビリや ADL 状況を意識し、早期自立に向けた看

護ケアを実践するための目安とした。

5）指標案を活用した看護ケアの実施および指標の修正

対象患者および家族には、患者用クリニカルパスを用

いて、車椅子を自操してもらう事や、病棟での移動手段、

入院期間などの説明を行い、指標案に基づいてさらに 3

事例（事例 5 〜 7）の看護ケアを行った。事例 7 では、

術後 33 日目の試験外出後、ゴールである杖歩行に家族

の不安があった事から、「もう少しリハビリするために

入院させて欲しい。」との希望があり、亜急性期病棟へ

の転棟となった。

事例ごとに看護師や、PT からの意見を基に随時、修

正を行った。事例 7 への看護ケアを行った時点で、特に

トレストの上げ下げを行ってもらう事、排泄時のズボン

の上げ下げを行ってもらう事、車椅子自操および自立の

検討、病棟での歩行器、杖歩行開始および自立の検討な

ど 14 項目について話し合われていた。

（3）看護ケア内容

事例 1 〜 4 それぞれの経過記録から、ADL 自立に向

けて行った PT との協議と、ケアカンファレンスで検討

し実施された実際の看護ケアを抽出した。表 3 に示すよ

うに、車椅子ブレーキやフットレストの上げ下げ、ズボ

ンの上げ下げを自己にて行ってもらうよう指導する事、

病棟での歩行器および杖歩行の開始など 20 項目の看護

ケアが抽出された。

4）指標案の作成

表 1、表 2に示す事例 1〜 4で抽出された PTとの協議、

ケアカンファレンス検討項目を、自立を促し早期に

ADL 拡大を進めていくための重要項目とした。そして

重要項目について検討し、実践すべき看護ケア内容を術

表３　事例 1 ～ 4 から抽出した看護ケア内容

主な看護ケア内容

ベッドサイドリハビリ

介助にて車椅子への移乗を行う

膀胱留置カテーテル抜去

デイルームでの食事を勧める

低床ベッドに変更する

車椅子ブレーキおよびフットレストの上げ下げを行っても
らう

排泄時のズボンの上げ下げを行ってもらう

リハビリ目標を患者・家族に確認する

車椅子の自操を行ってもらう

弾力性ストッキングを中止する

ベッド柵を 4 点から 3 点する

車椅子移動を自立にする

病棟での歩行器歩行を開始する

シャワー浴を行う

歩行器歩行を自立にする

病棟での杖歩行を開始する

家族にリハビリ見学を行ってもらう

試験外泊を勧める

退院後の生活状況に応じたリハビリを取り入れる

杖歩行を自立にする

表 2  事例 1 ～ 4 から抽出したケアカンファレンス検

討項目と検討時期

主なケアカンファレンス検討項目 検討時期（術後日数）

離床状況 1 ～ 2 日目

デイルームでの食事 1 ～ 4 日目

車椅子ブレーキおよびフットレス
トの上げ下げを行ってもらうこと

2 ～ 8 日目

排泄時のズボンの上げ下げを行っ
てもらうこと

2 ～ 9 日目

ベッド柵を 3 点すること 1 ～ 16 日目

車椅子自操 4 ～ 8 日目

車椅子移動の自立 8 ～ 16 日目

病棟での歩行器歩行開始 10 ～ 23 日目

歩行器歩行自立 16 日目

病棟での杖歩行開始 17 ～ 23 日目

杖歩行自立 25 ～ 28 日目

リハビリ目標の共有 2 ～ 3 日目

リハビリ見学の時期 8 ～ 24 日目

退院の向けての調整 14 ～ 27 日目

表 1  事例 1 ～ 4 から抽出した PT との協議項目と協
議時期

主な PT との協議項目 協議時期（術後日数）

離床状況 1 ～ 2 日目

リハビリ中の疼痛確認 3 ～ 8 日目

リハビリ室での状況確認 病棟での移動手段を変更する際
に適宜実施

車椅子自操 2 ～ 7 日目

車椅子移動の自立 8 日目　23 日目

病棟での歩行器歩行開始 9 ～ 17 日目

歩行器歩行自立 23 日目

病棟での杖歩行開始 16 ～ 27 日目

杖歩行自立 28 日目

リハビリ目標の共有 3 ～ 8 日目

リハビリ見学の時期 14 ～ 27 日目

退院目途の確認 14 ～ 29 日目
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生活の中に取り入れた歩行リハビリが行いにくい状況で

ある。そこで病棟廊下での歩行リハビリを組み込んだ。

また、看護師からリハビリ見学は、家族が患者の状況を

把握するために、早めにすすめた方がよいとの意見をも

らい、家族のリハビリ見学の検討、実施を 4 週間目から

3 週間目に変更した。

事例 6 では、PT から、術後の患者状況や、離床状況

を PT に伝える時期は、1 日目より 2 日目の方が良いと

の意見をもらい変更した。また、術後日数に応じた PT

によるリハビリ内容を看護師が把握することで、PT と

追加、修正などはなかったため、B 病棟における大腿骨

近位部骨折術後患者の ADL 自立に向けた看護ケアが妥

当であると判断し、対象患者への研究的取り組みを終了

した。事例 5 〜 7 の入院期間は、31 日、26 日、36 日であっ

た。そして 3事例とも入院前と同じ移動手段で退院した。

事例 5 〜 7 における指標の修正、追加内容は 5 項目で

あった。事例 5 では、個室であったため、室内のトイレ

を使用し、食事も自室での摂取を希望された。4 人部屋

の患者はデイルームやトイレ移動を兼ねて歩行リハビリ

を行う事ができるが、個室であるため行動範囲が狭く、

表４　大腿骨近位部骨折術後患者の ADL 自立に向けた看護ケアの指標　（概要）

（　）内には実施日を記載する . 　各項目について行ったら□に✔点チェックをする .　

術後日数
（日にち）

PT によるＲＨ
PT との協議項目

ケアカンファレンス検討項目
『＊』は各ケアカンファレスでの留意
点を示す

看護ケア

1 日目（　/　）
ベッドサイドリハ
ビリ

（　）□手術当日の患者状況
を伝える

（  ）□車椅子移乗までの離床を行う事
について
＊VS が安定している　
＊起き上がり動作、端座位保持が可能
である　

（  ）□ベッドサイドリハビリを開始
（自動運動）
（  ）□車椅子への移乗を行う　　

2 日目（　/　）
立位訓練

（　）□術後の患者状況・離
床状況を伝える

（  ）□デイルームで食事をする事につ
いて
＊安静時の疼痛および車椅子への移
乗時の疼痛が自制内であり軽介助で
移乗ができる

（  ）□膀胱留置カテーテルを抜去
（  ）□デイルームでの食事を勧める
（  ）□状況に応じ低床ベッドにする

3 日～5 日目
（　/　）～（　/　）
平行棒内
歩行

（  ）□リハビリ室での状況、
リハビリ中の疼痛の有無、程
度を聞く
（  ）□リハビリ目標につい
て患者、家族の思いを伝える

（  ）□車椅子ブレーキ、フットレスト
の上げ下げを指導し、自己にて行って
もらうこと
（  ）□排泄時のズボンの上げ下げを指
導し、可能なら自分で行ってもらうこ
と
＊立位時の疼痛が自制内である  
＊立位保持が安定している　
 （  ）□リハビリ目標をチームで共有
する

（  ）□車椅子のブレーキ、フィットレ
スト操作を自己にて行ってもらう事
を指導
（  ）□ズボンの上げ下げを自己にて
行ってもらう事を指導
（  ）□リハビリ目標を患者・家族に確
認

6 日～7 日目
（　/　）～（　/　）
平行棒内歩行

（  ）□病棟でのADL 状況を
伝える
（  ）□認知力やリハビリ状
況、疼痛の程度から車椅子を
自操してよいかを協議

（　）□車椅子を見守りのもと自操す
ること
＊車椅子ブレーキ、フットレストがで
きる　
（  ）□ベッド柵を4 点から3 点にする
こと
＊車椅子への移乗時ナースコールが
押せる

（  ）□車椅子の自操を促す
（  ）□弾力性ストッキングを中止
（  ）□ベッド柵を4 点から3 点にする

8 日～14 日目
（2 週間目）
（　/　）～（　/　）
歩行器歩行

（  ）□車椅子の自立を協議
（  ）□病棟歩行器を協議
（  ）□病棟歩行器歩行が安
定した時点で、リハビリ目標
について意見をもらう

（  ）□車椅子移動の自立について
＊車椅子への移乗が安定している
＊排泄時のズボンの上げ下げができ
る
 （  ）□病棟での歩行器歩行開始につ
いて　
＊危険行動がない

（  ）□車椅子移動を自立とする
（  ）□病棟での歩行器歩行を開始
デイルーム移動から歩行器歩行を開
始
（個室の場合は廊下で歩行リハビリ）
歩行が安定するまで見守り
（  ）□初回シャワー浴を実施する

15 日～21 日目
（3 週間目）
（　/　）～（　/　）
杖歩行

（  ）□病棟でのADL 状況を
伝える
（  ）□歩行器自立を協議
（  ）□リハビリ見学の時期
を聞く
（　）□病棟での杖を協議
（  ）□退院後の生活状況に
合わせたリハビリを協議

（  ）□歩行器歩行の自立について
＊歩行が安定している  
 （  ）□家族のリハビリ見学について
＊リハビリ室での杖歩行が安定した
時点で家族に連絡し、日程を調整する
（  ）□病棟での杖歩行開始について
（  ）□退院後の生活状況について
＊退院先の生活に応じたリハビリを
検討

（  ）□歩行器歩行を自立とする
（  ）□家族にリハビリ見学を依頼
（  ）□病棟での杖歩行を開始する
デイルーム移動から杖歩行を開始
（個室の場合は廊下で歩行リハビリ）
歩行が安定するまで見守り
（  ）□退院後の生活状況に応じたリハ
ビリを取り入れる

22 日～28 日目
（4 週間目）
（　/　）～（　/　）
杖歩行

（  ）□リハビリ的に退院可
能か協議
（  ）□亜急性期病棟の利用
について協議
（  ）□杖の自立を協議

（  ）□試験外泊、退院の時期について
（  ）□亜急性期病棟の利用について
＊リハビリ目標の目途がたっている
（  ）□杖歩行の自立について　　
＊歩行が安定している  

（  ）□試験外泊をすすめる
（  ）□亜急性期病棟への試算を医事課
に依頼する
（  ）□杖歩行を自立とする
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する過程において、ADL 自立に向けた看護ケアがどの

ように意識付けられたかを 1 事例ごとに知るために、看

護ケアの振り返りを行い、そこでの看護師の発言内容を

分析した。事例カンファレンスは 7 回行い、平均参加人

数は、8.3 人であった。【　】は分類された項目、<　>

はカテゴリとして以下に示す。

表 5 に示すように、【指標による効果】【PT との連携

強化】【ケアカンファレンス開催による効果】【看護ケア

の改善】【今回の取り組みにおける課題】の 5 つに分類

された。

【指標による効果】では、<ADL 自立に向けた具体的

な関わり方が明確になった >< 看護ケアの統一が可能と

なった >などのカテゴリが抽出された。その具体的な発

言内容として「指標があることで、次に何をしたら良い

の協議やケアカンファレンス検討の目安となると考え、

指標案の術後日数欄に、PT によるリハビリ内容を入れ

た。

事例 7 では、DPC の期限が重視され、患者のリハビ

リ目標の目途がたっていない状況で、亜急性期病棟転棟

の話しが出された事から、指標案の 4 週間目に、亜急性

期病棟の利用について PT と協議し、ケアカンファレン

スで検討することを追加し、PT との協議 18 項目、ケア

カンファレンスでの検討 14 項目、看護ケア 21 項目で構

成される ADL 自立に向けた看護ケアの指標（以下、指標）

を完成させた。指標の概要を表 4 に示す。

2. 作成した指標の評価

1）事例カンファレンスからの分析

対象患者への看護ケアを、受け持ち看護師と共に実践

表５　作成した指標の評価　─事例カンファレンスでの看護師の発言内容─ 
分類　　　 カテゴリ 発言内容の一部

指
標
に
よ
る
効
果

ADL 自立に向けた具体的な関わり方
が明確になった

・  次に何をしたら良いかわかったので、具体的な関わりができた。
・ 離床の進め方がわかった。
・ 自分の受け持ち患者に対しても、参考にしながら進めていた。

ADL 状況の把握が可能となった
・ 指標があると、今の状況と比べることができる。
・ 自分の休みが続いたとき指標にチェックが入っていて、ADL がどこまで進んでい
るか、PT とどの段階の話し合いがされているかがわかった。

看護ケアの統一が可能となった
・ これまで、自立に向けた患者指導が曖昧で、みんながばらばらにやっていたが、
統一できるものができてうれしい。

他疾患への応用が可能である
・ 自立に向けた進め方がわかって、人工骨頭置換術の○○さんにもみんなが参考に
しながら関われていると思う。

・ 自立に向けてどう進めていくかの指標になるので他の疾患にも使える。

Ｐ
Ｔ
と
の
連
携
強
化

頻回に情報交換を行った　
・ PT と頻回にコンタクトをとり、リハビリ記録にはない内容やリアルタイムの情報
を得る事ができた。

・ PT とのコミュニケーションが取れ、関わりが深くなった

患者状況について一緒に検討できた　
・ 受け持ち看護師が PT と相談して ADL アップを図っていた。
・ これまでは担当 PT に状況を確認することはあっても、一緒に患者のことを考えて

相談するようなことはなかったが、できるようになった。

PT の情報から ADL 拡大に向けた関
わりの大切さがわかった　

・ 担当 PT との連携は大切ということが学べた　。
・ リハビリ室でできることが病棟ではやらないことにならないよう PT との連携は大
切で、看護師ももらった情報から、患者の状況に合った離床をすすめられるよう
関わる必要があることを学べた。

ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

開
催
に
よ
る
効
果

看護ケアの統一ができた
・ 毎日患者の状況をカンファレンスにかけることで看護が統一できた。
・ 目標設定を細かくし、カンファレンスなどで看護師の意識統一をすることで自立
への援助に効果的であることを学んだ。

他の看護師の意見を聞けた
・ 自分ひとりでは対応に戸惑いがあり皆の意見を参考にした事や、皆でプランをそ
の都度修正していた事が転倒を起こさなかった要因と思う。

・ カンファレンスにかけ、皆の意見を聞きながら進めることができた。

自立に向けた検討ができた
・ 自立に向けたカンファレンスのやり方がわかった。
・ 自立に向けた援助をしていく上で、頻回にカンファレンスをすることは本来ある
べき姿ではないかと感じた。

看
護
ケ
ア
の

改
善

自立を妨げない看護ケアが行えた
・ 過剰な援助をすることなく、自立への援助をしていくことができた。
・ 自立を妨げなかったことが、早期自立につながったと思う。

患者が納得した関わりが行えた
・ 看護師が一方的に行うのではなく、患者と共に話し合い、本人が納得するように
進めていけた。

・ 関わりの中で、患者にどうしていきたいかの確認を取りながら行った。

今
回
の
取
り
組
み
に

お
け
る
課
題

転倒に対する不安があった
・ 本人ができると思っても、転倒が怖いと思った。
・ どうしても転倒を考えてしまう。

患者に精神的負担をかけた
・ 手術後早めに動けていたのでどんどん動かしていったことが、ストレスになって
いたのではないか。

退院調整が遅かった
・ 独居のため患者の状態を知ってもらうために、家族への関わりが退院前になって
からではなく、もう少し早期からできていたらよかった。

低床ベッドへの変更が遅かった ・ もう少し早い時期から低床ベッドにすれば、早くに ADL が自立できたと思う。
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み前は、【日常生活に関するケア】【多職種間の連携】【看

護師間の連携】【看護計画】の 4 つに分類された。そし

て表 7 に示すように取り組み後は、【日常生活に関する

ケア】【多職種間の連携】【看護師間の連携】【看護計画】

【作成した指標】の 5 つに分類された。

【日常生活に関するケア】において、取り組み前では、

<ADL 状況の判断不足 > であったのが、後では、<ADL

状況の判断を行っている >となった。具体的な記載内容

を比較すると、前では、「介助する方が楽」「患者自身で

行えることも、時間がかかるため看護師が手伝ってしま

う」「転倒を恐れすぎて、できる ADL をできない ADL

に看護師がしてしまっている。起き上がりができ、車椅

子への移乗ができるのに、4 点柵にしている。また車椅

子を看護師が押している」などが挙げられていた。しか

かわかったので、具体的な関わりができた」「指標はこ

れまでにどう関わっていったらいいかわからなかった事

が明確になった」「これまで、自立に向けた患者指導が

曖昧であったが、統一できるものができてうれしい」な

どが挙げられた。

2）看護師質問紙調査結果からの分析

本研究の取り組みを行う過程において、B 病棟におけ

る ADL 自立に対する看護ケアに変化が見られたかを知

るために、取り組み前後に看護師 25 名に対し、ADL 自

立に関する看護ケアの現状について、自由記載での質問

紙調査を実施した。取り組み前後共に、回収率は 80% で

あった。【　】は分類された項目、<　> はカテゴリとし

て以下に示す。

記述内容を分析したところ、表 6 に示すように取り組

表６　作成した指標の評価　―研究的取り組み前の ADL 自立に関する看護師調査―　

分類 カテゴリ 記載内容の一部

日　

常　

生　

活　

に　

関　

す　

る　

ケ　

ア

排泄の自立を促している
術後のバルン抜去を早期に行い、トイレ排泄を促している。

ズボンの上げ下ろしは自分でやってもらっている。

車椅子操作、移乗の自立を促してい
る

車椅子への移乗時は、動作の指示を行い、自分で動いてもらうよう声かけをしてい
る。

車椅子移乗時の靴やスリッパを自分で履いてもらうよう声かけをしている。

車椅子のフットレストの上げ下ろしは自分でやってもらっている。

病床環境を調整している
病室のベッドの配置を、車椅子や歩行器での移動が可能なように患者の ADL 状況
に合わせて、適宜変えている。

ADL 状況の判断不足

見守る必要がなさそうな患者に対し、介助もしくは、見守りをしている。

患者自身で行えることも、時間がかかるため看護師が手伝ってしまう。（車椅子移動、
操作、更衣など）

介助をする方が楽であり、待つ時間がなかったりすると介助してしまう。

転倒に繋がると考えると、いつまでも車椅子や歩行器を使用してもらっている。

転倒を恐れすぎて、できる ADL をできない ADL に看護師がしてしまっている。　
例えば、起き上がりができ、車椅子への移乗ができるのに、4 点柵にしている。　
また車椅子を看護師が押している。

患者から「なんでやってくれんの」「他の人はやってくれるよ」と言われると強く
言えず手伝ってしまう。

患者状況の把握不足 上肢の骨折なのに車椅子を使用している。

患者の思いの把握
不足

家族や本人がどこまでの自立を目指しているのか確認が遅くなり、それに伴い、ケ
アも遅れていく。

意欲の低下や疼痛のため、やりたくないという患者に対し、ADL アップのためと思
い、無理にでも行ってもらうことがあるが、本当にこの患者にとって ADL アップ
が必要なのか、本人が望んでいるのかと考えてしまうことがある。

看
護
師
間

の
連
携

連携不足

病棟での歩行訓練がされていない。 

看護師一人ひとりの介入に差がある。 

リハビリ状況を把握しておらず、自分でどこまでできるか知らないまま必要以上の
介助をしている。

多
職
種
間
の
連
携

患者情報の収集を行っている
担当 PT から情報を得ている。

入院前の生活状態、リハビリ目標の設定などの情報を元に、リハビリでの状況を踏
まえ、ADL 自立に向けてケアしている。

PT との連携
不足

看護師、PT 共に、している ADL とできる ADL の把握ができていない。

リハビリ室でできている事が、病棟ではできない事が多い。

リハビリ記録を読んでいない

リハビリとの情報が共有されていないため、看護に反映されていない。

医師との連携不足
治療上どこまで動かしてよいかなど、医師に確認できていない　またその確認のタ
イミングが難しい。

看
護

　

計
画

個別性のない看護計画 個別性を踏まえたケアプランが立案できていない。

自立に向けた
基準の作成

どの程度安定したら自立でよいのかの基準があいまいである。
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Ⅴ . 考察

1．患者の自立を支援するチーム医療体制の構築

松澤（2011）は、リハビリ室と病棟での ADL の差が

生じている事をきっかけに、病棟スタッフへ連携につい

ての意識調査を行った結果、病棟からはリハビリ室で

行っている内容が見えず、患者の能力が正しく理解され

にくい状況にあったと報告している。また染谷（2010）は、

多職種との連携業務において、看護師、リハビリスタッ

フともに、できていると回答している割合は 50% 以下で

あったと報告している。このことから、他施設において

も、PT との連携不足を課題としている。B 病棟におい

ても、PT によるリハビリと、病棟でのリハビリや移動

方法にずれがあり、研究的取り組み前の看護師調査では、

リハビリ状況を把握しておらず、自分でどこまでできる

か知らないまま必要以上の介助をしているとの意見から

も、過剰な看護ケアを行っている現状があった。

そこで、担当 PT と直接、協議を行い、その内容をケ

し後は、「時間がかかっても、患者の状況をみて、見守

りを行っている」「ナースコールが押せる患者に対して

3 点柵にし、座位が取れるようにして ADL アップを図っ

ている」などが挙げられていた。

【多職種間の連携】として、取り組み前では、<PT と

の連携不足 > であったのが、後では、<PT と話し合いを

行っている >となった。具体的な記載内容を比較すると、

前では、「リハビリ状況を把握しておらず、自分でどこ

までできるか知らないまま必要以上の介助をしている」

「病棟での歩行訓練がされていない」「どの程度安定した

ら自立でよいのかの基準があいまいである」などの意見

が挙げられていた。しかし後は、「車椅子自立の時期や、

病棟内での歩行器使用の時期を PT と相談し、連携して

進められるようになってきた」などが挙げられていた。

表７　作成した指標の評価　―研究的取り組み後の ADL 自立に関する看護師調査―

分類 カテゴリ 記載内容の一部

日
常
生
活
に
関
す
る
ケ
ア

早期離床を促している 患者の状況を確認しながら、早期離床を促している。

ADL 状況の判断を行っている 車椅子自操について検討を行っている。

時間がかかっても、患者の状況をみて、見守りを行っている。

ナースコールが押せる患者に対して、３点柵にし、座位が取れるようにし、ADL アッ
プを図っている。

車椅子の自操や、トイレでのズボンの上げ下げなど、なるべく早いうちから、患者
に行ってもらうようになった。

患者に合わせた病棟での歩行訓練を取り入れている。

患者指導を行っている 車椅子操作や、歩行器操作について、患者指導を行っている。　

自分で行えることは、自分で行ってもらうよう、患者に説明をしている。　

常に車椅子操作、自操など声かけをしている場面も多くみられる。

患者への精神的支援を行っている ADL に変化が見えた時に、患者と一緒に喜ぶようにしている。　　

患者にがんばってもらえるよう、声かけをしている。

早期離床に対する焦り 早期離床を促しすぎてしまう。

ADL 自立困難な患者への看護ケア 高齢で、ADL アップが望めない人は、指標どおり実施できない。

看
護
師
間
の

連
携

自立に向けたカンファレンスを行っ
ている

ADL 自立に向けてのカンファレンスが増えてきた。 

カンファレンスで ADL 拡大に向けた提案を行っている。　　

看護ケアの統一が図られている ADL 拡大に向け、自分の受け持ち患者だけでなく、その日の受け持ち患者でも、
患者の ADL 状況を日々観察し、カンファレンスにかけ、統一した看護ができるよ
うになった。　

多
職
種
間
の

連
携

PT との話し合いを行っている 車椅子自立の段階や、病棟内での歩行器使用の時期を PT と相談し進められるよう
になってきた。　

術後の週数と ADL 状況を見て、早い段階で担当 PT と今後のゴールについて話し
合えるようになった。

PT と関わる回数が増えた。

看
護
計
画

具体的な看護計画を立案している 具体的に「何日目から何ができるようにする」など、視野に入れて考えられるよう
になった。

患者の気持ちを傾聴し、目標を定めたら、それができるように段階を踏んで細かく
アウトカムを立てられるようになった。

一人一人に合った ADL 自立に対するカンファレンスが開かれ、対策が立てられ、
看護ができているのではないか。

作
成
し

た
指
標

看護ケアの統一が図られる 指標を一つの基準にして、統一した関わりがチームでできている。

ADL 拡大時期の目安となる 指標があるため、ADL 拡大に向けた時期の目安がわかるようになった。

ADL の向上につながる 指標に沿って看護を行うことで、患者の ADL が上がった。
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した援助をすることにあるのが特徴であり、機能訓練に

よってもたらされた成果は、日常生活動作に連動して活

かされる事で意味がでてくると述べている。今回、患者

自身にトイレでのズボンの上げ下げを行ってもらう事、

各移動手段において、見守りから自立を促していく事な

ど、具体的な PT との協議や、ケアカンファレンスでの

検討内容、そして実践すべき看護ケアを指標に組み込み、

PT によるリハビリを病棟生活に連動させ、排泄動作や

移動行動などに無理なく取り入れていった。これにより

対象患者 7 名の平均在院日数は 31.6 日となり、受傷前

と変わらない移動手段で退院された。このことから、術

後 4 週間を入院期間とした指標の活用は、患者の QOL

を維持し、在院日数の短縮に効果的であったと考える。

また、これまで曖昧であった看護ケアが明確となり、早

期 ADL 自立に向け計画的に進めていく事ができ、看護

師‐PT 間に生じる、患者のできる ADL としている ADL

のずれを修正し、大腿骨近位部骨折患者の自立を促すた

めの効果的なツールである事が示唆された。

看護ケアにおいては、具体的な関わりができた、離床

の進め方がわかったなどの意見が聞かれた。対象患者へ

の自立に向けた看護ケアとして、自分でできることは

やってもらい、できない部分は見守る事を基本とした取

り組みを行った。浅井（2010）らは、看護師は術後排泄

介助に際し、「排泄させる」という看護行為だけに意識

を向けるのではなく、「自立を支える」援助という意味

で関わる事が重要であると述べている。このことからも、

立位保持の安定から安全を判断した上で、排泄時のズボ

ンの上げ下げを自己にて行ってもらう看護ケアができる

ようになった事は、自立を支える援助を看護師が意識し

実践できるようになった指標による効果であると考え

る。

取り組み後の看護師調査では、【日常生活に関するケ

ア】として、< 患者が納得した関わりができた ><ADL

状況の判断を行っている >のカテゴリが抽出され、常に

車椅子操作、自操など声かけをしている場面も多くみら

れるようになったなどの意見が挙げられた。酒井（2010, 

pp. 1-26）は、看護の究極の目的は、看護の対象となる

人の自立を助けることにあると述べている事からも、看

護師は、療養上の世話という看護師の専門性と責務の中

で、患者の自立を促す関わりを行わなくてはならない。

アカンファレンスに反映させ、チームで自立を検討して

いく方法を指標に組み込み実施した。これにより看護師

調査において、【多職種間の連携】では、<PT との連携

不足 > が、<PT と話し合いを行っている > に変化し、車

椅子自立の段階や、病棟内での歩行器使用の時期を PT

と相談し進められるようになったとの意見が挙げられた

と考える。酒井（2010,pp. 295-300）は、リハビリテーショ

ン看護として看護師は、医師や他職種のために連携・協

働をマネージメントするのではなく、患者のリハビリ

テーションとケアの質向上のために連携・協働を推進し

ていると述べている。これまでは、患者自身も PT が行

うリハビリは訓練として捉え、看護師側もリハビリ室と、

病棟でのずれを感じながらも、そのずれを修正する方法

を見つけられないまま、過剰な看護ケアを行っていたと

考える。今回、指標を作成し看護ケアを行う過程におい

て、PT との直接的な協議は適切に患者情報を共有でき、

看護ケアの一貫性やリハビリ室と病棟生活でのずれをな

くすことができ、過剰な看護ケアを防止できたと考える。

看護師調査において、【看護師間の連携】では、< 連

携不足 > が、< 自立に向けたカンファレンスを行ってい

る >< 看護ケアの統一が図られている > に変化した。篠

田（2008）は、メンバー間の意見交換により情報の共有

化を図りつつ、多面的なアセスメントや意見交換による

対象理解の深化と有益な支援方法を検討し、信頼関係を

構築しながらチームを成長させるとカンファレンスの目

的を定義している。このことから、ケアカンファレンス

を通じ、ADL 状況や認知面、昼間や夜間の状況など多

方面から患者を捉える事ができ、早期 ADL 自立に向け

た看護ケアが提供できたと考える。そしてケアカンファ

レンスで ADL 自立を促すための検討が行われるように

なった事は、チームで看護を展開していくことの意味を

学ぶ事ができていたと考える。これらのことから連携を

意識し、チーム医療として患者の自立を支援していく体

制が構築されたと考える。　

2 ．ADL 自立に向けた看護ケアの明確化と看護ケア

の変化

看護師調査において、【指標による効果】では、<ADL

自立に向けた具体的な関わり方が明確になった ><ADL

拡大時期の目安となる > などのカテゴリが抽出された。

鎌田（2010）は、看護の役割は、生活動作に直接、密接
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日本整形外科学会診療ガイドライン委員会（2011）.大腿骨頚部/

転子部骨折診療ガイドライン（第2版）（pp19-26）.南江堂.
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篠田道子,宇佐美千鶴.（2010）.チームの連携力を高めるカンファ

レンスの進め方（初版）（pp. 2-24）.日本看護協会出版会.

染谷彰,千葉由美.（2010）.リハビリテーション受療患者に関わる

看護師とリハビリテーションスタッフとの連携と実践に関す

る調査.千葉県立保健医療大学紀要, 1(1), 19-25.

（受稿日　平成26年 9月 1日）

（採用日　平成27年 2月 2日）

2014 年の診療報酬改定により 7:1 看護を取得している A

病院は、在宅復帰率が 75% 以上である事、そして更なる

平均在院日数の短縮が求められる。こういった医療情勢

の中で、患者の自立を支える看護師の役割はますます重

要なる。今回の取り組みにより、看護師ひとり一人が、

自立を支えるという看護師の役割を理解し、看護ケアを

実践できるようになった事は、看護専門職としての責任

と自信につながり、看護師個人の成長となると考える。

Ⅵ．研究の限界と今後の課題

本研究は、1 施設での看護実践をもとに導き出した指

標であり、その評価は、1 施設でしか行っていない事が

研究の限界である。今回、自立に向けた関わりが早くなっ

た事で、< 転倒に対する不安があった >< 早期離床に対

する焦り >のカテゴリが抽出されたと考える。指標はあ

くまでも目安として活用し、患者個々の精神および身体

状況を適切に評価し、個々に応じた自立を考えていく必

要がある。　　
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Creation and Evaluation of Nursing Care Index for Early Independence of ADL 
Patients of Postoperative Proximal Femoral Fractures

Natsuyo Yamaguchi1), Mayuri Hashimoto2)

1) JA Gifu Koseiren Tonou Kosei Hospital
2) Management in Nursing, Gifu College of Nursing

Abstract
The purpose of this study is to create a nursing care index for nurses who provide early stage rehabilitation to 

postoperative patients who suffered proximal femoral fracture so that they can engage in toilet or movement activity with a 
view to clarifying the contents and methods of nursing care, and, it is to clarify the changes in the nursing care for ADL 
independence as the evaluation. 

   We created guidelines for the contents and initiation timing of the rehabilitation provided by nurses in hospital 
wards through analysis of 12 cases, and then we created the nursing care index targeting ADL independence based on the 
analysis of nursing care implemented in 7 cases. The index consists of consultations items with physiotherapists (hereafter 
PT) (18 items), discussion items for care conference (14 items) and nursing care items in line with those discussion items 
(21 items), and the flow of nursing care to be provided for 4 weeks after the surgery was illustrated in time series.

   In order to evaluate the results of index utilization, we held a case conference after a target patient had been 
discharged from the hospital and analyzed the comments made by the nurses. As a result, those comments were categorized 
into the effect of creating the index, strengthened cooperation with PT staff, effect of holding care conferences, 
improvement in nursing care, and issues related to the initiatives taken in connection with this study. As for the effect of 
creating the index, “specific ways of involvement aiming at ADL independence were made clear,” “unification of nursing 
care is possible,” and as for the improvement in nursing care, “the kind of nursing care that does not interfere with 
independence could be given.” 

   It has been suggested that the nursing care index created in this study can clarify the contents and methods of 
nursing care aiming at independence that have been rather vague up until now, and the index can be a tool for promoting 
the independence of patients while evaluating the ADL status together with PT staff. We also think the index can help 
individual nurses to understand their own role as a nurse who supports patients’ independence and to implement the needed 
nursing care.

Key words:  postoperative proximal femoral fractures, ADL independence, nursing care, evaluation
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Ⅰ．はじめに

学士力に必要な態度・志向性に自己管理力、チームワー

ク、倫理観、社会的責任等があげられている（中央教育

審議会 ,2008）。学士課程を卒業する看護専門職にとっ

ては、これらの能力を組織人として、かつ専門職として、

看護実践において発揮していくことが求められる。

1）岐阜県立看護大学 機能看護学領域　Management in 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

〔研究報告〕

学士課程卒業者がマネジメント能力を発揮した看護実践経験から得た学び

両羽　美穂子1）　　橋本　麻由里1）　　鈴木　里美1）

百武　真理子1）　　田辺　満子2）

Learning from Experiences Demonstrating Management Skills in Nursing Practice  
of Nurses with a Bachelor’s Degree 

Mihoko Ryoha1), Mayuri Hashimoto1), Satomi Suzuki1), Mariko Hyakutake1) and Michiko Tanabe2)

要旨

本研究の目的は、学士課程卒業者が看護実践においてマネジメント能力を発揮した看護実践経験とその経験から

得た学びの内容を明らかにし、中堅期に移行するまでのジェネラリストナース育成におけるマネジメント能力発展

の課題を検討することである。

マネジメント能力は、あらゆる看護の側面において Plan-Do-Check-Action(PDCA) サイクルを用いて効率・効果的

に実践を展開する能力と定義する。

A 県下の病院に勤務する看護実践経験 1 年目から 7 年目になる学士課程卒業者 330 名を対象に、2010 年 8 月に郵

送による自記式アンケート調査を実施し、自由記述での回答を求めた、マネジメント能力を発揮した看護実践経験

とその経験からの学びを質的に分析した。

返信のあった 190 名のうち、自由記述の有効回答数は 105 名（55.3％）であった。

一番印象に残っているマネジメント能力を発揮した看護実践経験は、「看護活動の優先順位を考え、その日の自分

の仕事を調整する」に関するものが一番多かった。看護実践経験から得た学びは、【看護の役割・責任に関すること】

【ケアの姿勢に関すること】【査定に関すること】【患者中心の医療・看護に関すること】【仕事の調整力に関すること】

【チームリーダーの役割・能力に関すること】【チームワークに関すること】【個人・チームの成長に関すること】【多

職種連携・協働に関すること】【社会資源の活用に関すること】【看護の質向上に関すること】であった。

学士課程卒業者は、マネジメント能力を発揮する経験を積み重ねることによって、専門性の高まりにつながる学

びを得ていることが明らかになった。マネジメント能力発展の課題は、【仕事の調整力に関すること】などの経験に

直接関連する学びを新任期から効果的に得られるように支援することである。看護実践経験から効果的に学びを習

得するには、看護実践を省察し、経験から学びを概念化していくプロセスが必要である。さらに、組織共通の知識

へと発展させるには、組織的な学習支援のための仕組みの活用が必要である。

キーワード : 学士課程卒業者、マネジメント能力、看護実践経験
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対象とした理由は、本学を卒業した第 1 期生の看護実践

経験が調査を実施した 2010 年において 7 年目となった

ことからである。

2．調査時期

2010 年 8 月に郵送による自記式アンケート調査を実

施した。

3．調査項目

基本属性として臨床経験年数を尋ねた。マネジメント

能力に関して表 1 に示す。これらは、機能看護学におけ

る教授内容から構成した『仕事の調整に関すること』5

項目（項目番号①〜⑤）、『情報活用に関すること』5 項

目（項目番号⑥〜⑩）、『自己の成長や看護職のキャリア

向上に関すること』2 項目（項目番号⑪、⑫）、『チーム

医療に関すること』5 項目（項目番号⑬〜⑰）、『組織に

関すること』4 項目（項目番号⑱〜㉑）の計 21 項目に

ついて示し、この項目を参考に < 一番印象に残っている

マネジメント能力を発揮した看護実践経験 >と < マネジ

メント能力を発揮した看護実践における学び >について

自由記述にて尋ねた。

4．調査方法

1）A 県内の病院 104 施設を対象に看護部長等宛に調査

の依頼文を送付し、返信用葉書の同意書への署名および

返信をもって調査の同意を得た。合わせて該当の対象者

数に関して情報提供を得た。

2）調査の同意が得られた施設を対象に、個別に封をし

た依頼文および質問紙を施設宛に送付し、看護部等を通

じて対象者に無記名の自記式質問紙調査用紙を配布し

た。回答は自由意思により行えるように、個別の郵送に

よる直接返信を依頼し回収した。

5．分析方法

本研究では、< 一番印象に残っているマネジメント能

力を発揮した看護実践経験（以下、経験とする）> の記

述内容については、2 年単位で経験年数別に整理した上

でマネジメント能力 21 項目と照合し、記述した人数を

計上した。21 項目に含まれない内容は、記述の意味内

容から定義に基づきマネジメント能力を表現した。

< マネジメント能力を発揮した看護実践経験における

学び（以下、学びとする）> については、初めに記述の

意味内容を変えずに要約し、類似性により分類整理した。

次に、< 学び > のもととなった < 経験 > に戻り、< 経験

2000 年度に開学した本学では機能看護学（英語名

Management in Nursing）において、これらの能力の育成

に焦点を当てた科目を展開しており、その中心概念とし

てマネジメントを位置付けている。マネジメントの和訳

は、管理・経営であるが、看護実践におけるマネジメン

ト能力は管理者のみならず新任期の看護職者であっても

必要な能力として、学士課程教育において基礎的能力の

育成を目指している。

これまでマネジメント能力は、リーダーシップや病棟

管理などの管理的側面として捉えられることが多かっ

た。しかし役割遂行能力など新任期においても必要なマ

ネジメント能力があり、看護実践現場では、継続教育を

展開し看護専門職のマネジメント能力育成を支援してい

る。一方、看護専門職自身は看護実践経験を積み重ねる

ことと並行して、生涯学習により自己の成長に責任を

持っていく必要がある。看護実践経験から多くの学びを

得ていると考えるが、看護専門職の経験学習（Kolb,1984）

に焦点を当てた研究は少ない（豊増 ,2012）。

そこで、本研究では、学士課程を卒業した A 県内の

新任期から中堅初期までの看護師を対象に、マネジメン

ト能力を発揮した看護実践経験とその経験から得た学び

の内容を明らかにし、中堅期に移行するまでの看護専門

職のマネジメント能力発展の課題を検討することを目的

とする。本研究により、看護実践経験を実践知へと発展

させていく生涯学習のあり方に示唆を与え、看護専門職

の質の向上に貢献できると考える。

Ⅱ．用語の定義

本研究においてマネジメント能力は、あらゆる看護の

側面において Plan-Do-Check-Action(PDCA) サイクルを

用いて効率・効果的に実践を展開する能力と定義する。

看護実践においては、査定 - 診断 - 計画 - 実施 - 評価の

サイクルを看護過程として看護を展開することから、マ

ネジメント能力は、看護実践の基盤となる能力であると

考える。

Ⅲ．方法

1．調査対象

A 県下の病院に勤務する看護実践経験 1 年目から 7 年

目になる学士課程卒業者 330 名であった。7 年目までを



岐阜県立看護大学紀要　第 15 巻 1 号　2015

─ 69 ─

2 ．学士課程卒業者がマネジメント能力を発揮した看

護実践経験

表 1 に経験を示す。　『仕事の調整に関すること』5

項目のうちでは、「②課題に応じてリーダーシップを発

揮する」を除く、4 つの項目が上がっていた。そのうち、

「①看護活動の優先順位を考え、その日の自分の仕事を

調整する（以下、①とする）」は、全体で 21 名と一番多

く、中でも 1・2 年目が 16 名であった。また、「⑤チー

ムリーダーとして全体的に仕事を調整する（以下、⑤と

する）」は 3・4 年目および 5・6 年目が多くあげていた。

『自己の成長や看護職のキャリア向上に関すること』

の 2 項目と『チーム医療に関すること』の 5 項目はすべ

てあがっていた。中でも「⑫他の看護職の指導・教育や

学生教育に意図的に関わる（以下、⑫とする）」は、5・

6 年目が多くあげていた。「⑯利用者の個別ニーズの充

足に向けてチームメンバーや他職種と連携・協働する（以

下、⑯とする）」は、3・4 年目が多くあげていた。

> で発揮していたマネジメント能力と照合し、2 年単位

での経験年数別に整理した。

6．倫理的配慮

調査対象者へは、本研究の目的およびデータの活用方

法等について説明書を用いて説明し、調査への同意は回

答・返信をもって同意とみなした。調査協力への自由意

思は個別の直接返信により保障した。また、質問紙は無

記名とし匿名性を保障した。研究は岐阜県立看護大学研

究倫理審査部会の承認（平成 22 年 6 月承認番号 2210）

を得て実施した。

Ⅳ．結果

1．回答者の属性

返信のあった 190 名のうち、自由記述の回答数 105 名

（55.3%）であった。経験年数別にみると、1・2 年目は

26 名、3・4 年目は 32 名、5・6 年目は 37 名、7 年目は

10 名であった。

表 1　学士課程卒業者の経験年数別にみたマネジメント能力を発揮した看護実践経験

マネジメント能力
経験年数（年目）

計（人）
1・2 3・4 5・6 7

仕事の調整に関す
ること

①優先順位を考え、その日の自分の仕事を調整する 16 2 3 0 21

②課題に応じてリーダーシップを発揮する 0 0 0 0 0

③課題に応じてメンバーシップを発揮する 0 1 0 0 1

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

2 4 0 0 6

⑤チームリーダーとして全体的に仕事を調整する 1 8 7 2 18

情報活用に関する
こと

⑥看護の目的を考えて情報を活用し、看護行為を意思決定する 0 0 0 0 0

⑦対象者の意思決定を支援するために、適切な十分量の情報を提供する 0 0 0 0 0

⑧情報を活用して評価を行い、次の計画に活かす 0 0 0 0 0

⑨看護の責任を考えた上で必要な情報を記録する 0 0 0 0 0

⑩倫理に適った方法で情報を扱い管理する 0 0 0 0 0

自己の成長や看護
職のキャリア向上
に関すること

⑪ 看護専門職として自己を成長させるために、必要な資源を計画的に活
用する

1 0 2 0 3

⑫他の看護職指導・教育や学生教育に意図的に関わる 1 1 7 3 12

チーム医療に関す
ること

⑬チーム医療における看護職の位置づけを考え役割を果たす 0 0 3 0 3

⑭ チーム医療における看護の役割を考え、プライマリーナースとして利
用者のケアに責任を持つ

1 4 4 2 11

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

0 0 1 0 1

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

1 6 3 0 10

⑰地域での生活を想定し、地域のサービス提供者と連携・協働する 0 2 0 2 4

組織に関すること ⑱医療安全や感染予防のために、リスクをマネジメントし行動する 1 2 0 0 3

⑲ 委員会活動やプリセプターなど、組織の中の自分の役割に基づき行動
する

0 0 0 0 0

⑳所属部署、看護部、施設の目標を理解し、課題達成するよう行動する 0 0 0 0 0

㉑看護の改善・充実のために組織的に取り組む 1 2 4 1 8

追加されたこと ㉒患者・家族と医療スタッフ間を調整する＊ 1 0 1 0 2

㉓スタッフ間の調整を行う＊ 0 0 1 0 1

㉔ケアに必要な社会資源の活用を促す＊ 0 0 1 0 1

合計（人） 26 32 37 10 105

注）〇数字は項目番号、＊は本調査において新たに確認できた看護実践におけるマネジメント能力を示す。
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感染予防のために、リスクをマネジメントし行動する（以

下、⑱とする）」経験から学んでいた。5・6 年目は該当

する学びが確認できなかった。7 年目は [ 対象に関心を

向ける意義 ] が 1 件あり、「⑫」の経験から学んでいた。

7 年目の経験と学びの記述は以下のとおりである。

学生の担当者が急変しターミナルとなったが、学生は

今できることをと考え、学生同士が協力し合い、団結し

てケアを行うことができた。家族も学生をすごく受け入

れてくれ、実習終了時には手紙をくれたり、また明日も

来てほしいと言ってくださった。その時学生指導ができ

て、その場にいれて幸せだった「⑫」。

いくら技術、知識が多少未熟であっても、相手に向け

る関心や相手のことを自分のことのよう考える思いがあ

れば、相手と通じ合うことができるのだと思えた [ 対象

に関心を向ける意義 ]。

3）査定に関すること

【査定に関すること】は 10 件あった。1・2 年目は [ 優

先順位の見極めの必要性 ] などが 2 件あり、「①」の経

験から学んでいた。3・4 年目は [ 入院前の患者の生活

状況把握の必要性 ]1 件、[ 情報収集につながる信頼関係

の構築と援助ニーズの査定 ] などが 3 件あった。これら

の学びのもととなった経験は、「⑭チーム医療における

看護の役割を考え、プライマリーナースとして利用者の

ケアに責任をもつ（以下、⑭とする）」などであった。5・

6 年目は [ 入院中から退院後を視野にケアする大切さ ]1

件他、全 3 件であり、「⑪看護専門職として自己を成長

させるために、必要な資源を計画的に活用する」経験な

どから学んでいた。7 年目は [ 家族背景を含めた査定と

チームメンバー間で統一したケアの必要性 ] を「⑭」の

経験から学んでいた。3・4 年目の経験と学びの記述の

一例を以下に示す。

肺炎や尿路感染症で何度か入退院を繰り返している患

者様に対して ､ST（言語聴覚士）と相談し、どのように

食べれば誤嚥しないかというマニュアルを作成した。そ

の患者様は元々障害があり、食事をかまずに丸のみしか

できなかった方で、入院する少し前から自己にて摂取で

きず介助が必要となっており、施設のスタッフからもそ

のようなマニュアルがあれば欲しいと要望があった

「⑭」。

患者様のニーズを把握するためには、その人が自宅や

『組織に関すること』では 4 項目中 2 項目があがり、「㉑

看護の改善・充実のために組織的に取り組む（以下、㉑

とする）」は、1・2 年目から 7 年目まですべてにみられた。

『情報活用に関すること』の 5 項目には、「⑥看護の目

的を考えて情報を活用し、看護行為を意思決定する」な

どが含まれているが、経験としての記述はなかった。

経験の記述から追加されたマネジメント能力として、

「㉒患者・家族と医療スタッフ間を調整する」他 2 つが

あった。

3  ．マネジメント能力を発揮した看護実践経験からの

学び

文章中経験を「」、学びの内容を [ ]、分類した学びの

項目を【 】で示す。

学びは、11 に分類できた。以下に、分類した学びご

とに結果を示す。また、表 2 は経験年数別にみた学びの

内容である。

1）看護の役割・責任に関すること

【看護の役割・責任に関すること】は 5 件あった。1・

2 年目は [ 限られた時間での責任ある看護の提供 ] など

3 件あり、「①」の経験から学んでいた。3・4 年目は、[ 告

知を受けた患者へのチーム医療における看護師の役割 ]

が 1 件あり、「⑯」の経験から学んでいた。5・6 年目は [ 患

者の急変時に自分の役割を瞬時に見極め動く必要性 ] が

1 件あり、「①」の経験から学んでいた。7 年目は該当す

る学びが確認できなかった。1・2 年目の経験と学びの

記述の一例を以下に示す。

まだ 1 年目なので、仕事の調整の場面で最もマネジメ

ント能力を発揮しています。その日の受け持ちの人数に

よって、1 人の患者にかける時間を調整したり、検温の

順番を考えたりしています「①」。

看護師になって、学生のように 1 人の患者に全力をそ

そいで看護ができないことにもどかしさを感じています

が、より多くの地域の人々の健康を守る病院スタッフと

して、たくさんの患者とかかわる責任があるのだと感じ

るようになりました [ 限られた時間での責任ある看護の

提供 ]。

2）ケアの姿勢に関すること

【ケアの姿勢に関すること】は 3 件あった。1・2 年目

は [ 確実な確認の執行 ]1 件、3・4 年目は [ 安全と倫理

的配慮の必要性 ] が 1 件あり、いずれも「⑱医療安全や
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表 2　経験年数別にみたマネジメント能力を発揮した看護実践経験からの学び

看護実践経験か
らの学び

1・2 年目 3・4 年目 5・6 年目 7 年目 計（件）

看護の役割・責
任に関すること

限られた時間での責任
ある看護の提供など
（① -3 件）

告知を受けた患者へのチー
ム医療における看護師の役
割（⑯ -1 件）

患者の急変時に自分の役割
を瞬時に見極め動く必要性
（① -1 件）

5

ケアの姿勢に関
すること

確実な確認の執行（⑱
-1 件）

安全と倫理的配慮の必要性
（⑱ -1 件）

対象に関心を向
ける意義（⑫ -1
件）

3

査定に関するこ
と

優先順位の見極めの必
要性など（① -2 件）

入院前の患者の生活状況把
握の必要性（⑭ -1 件）
情報収集につながる信頼関
係の構築と援助ニーズの査
定など（⑯ -3 件）

入院中から退院後を視野に
ケアする大切さ（⑪ -1 件）
先を予測した査定とケアの
必要性（⑬ -1 件）
生活上の困難の確認の必要
性（⑯ -1 件）

家族背景を含め
た査定とチーム
メンバー間で統
一したケアの必
要性（⑭ -1 件）

10

患者中心の医
療・看護に関す
ること

自分自身と患者の思い
の一致の必要性と難し
さ（① -1 件）

思いのズレを修正するなど
意思決定支援のための他職
種連携の大切さ（⑯ -1 件）
必要な地域サービスを対象
自身が選択するための支援
の必要性（⑰ -1 件）

業務の効率だけではなく患
者の気持ちの大切さ（① -1
件）
その人らしい生活に関わる
ためのマネジメント能力の
必要性（⑬ -1 件）

家族の意思決定
を支えるための
話し合いの機会
の調整（⑭ -1 件）

6

仕事の調整力に
関すること

業務の所要時間の分析（①
-1 件）
業務全体の調整と業務の効
率性など（⑤ -3 件）

緊急性のある業務の調整力
の重要性（① -1 件）

5

チームリーダー
の役割・能力に
関すること

メンバーの適材配置と経験
年数に応じた指示の出し方
など（⑤ -4 件）

全体の把握や広い視野での
チームの見方など（⑤ -4
件）

業務整理とチー
ムメンバーへの
働きかけの大切
さなど（⑤ -2 件）

10

チームワークに
関すること

優先度に合わせた仕事
の調整とチームワーク
によるメンバーへの協
力依頼など（① -4 件）
チームワークの必要性
（④ -1 件）
リーダーシップによる
チーム運営とメンバー
シップ（⑤ -1 件）
チームによるケアの充
実（㉑ -1 件）

チームワークによる看護実
践の大切さ（① -1 件）
メンバーとして自分にでき
ることをアピールして役割
遂行（③ -1 件）
チームによるケアの充実な
ど（④ -2 件）

メンバーの能力を活かした
チームワークの必要性など
（⑤ -2 件）
新人とチームメンバー間の
調整・情報共有・フォロー
の必要性など（⑫ -3 件）
情報提供だけでなく動機づ
けの必要（㉑ -1 件）
管理者スタッフ間の調整
（㉔ -1 件）

18

個人・チームの
成長に関するこ
と

仕事の調整による学習
時間の確保など（①
-2 件）
自分の言葉で説明する
ことによる理解の深ま
り（⑪ -1 件）
チーム学習による自己
の成長（⑫ -1 件）

チーム力向上のための自己
成長の必要性（④ -1 件）
リーダー業務の経験の意味
と先輩等資源の活用（⑤ -1
件）
看護職としての成長を支援
するチームの大切さとその
人の特性に合わせた支援方
法（⑫ -1 件）

視野の拡がりによる価値観
の理解（⑪ -1 件）
自己の曖昧な知識の再確認
と学習による修得など（⑫
-4 件）
看護専門職としての自覚
（⑬ -1 件）
自己研鑚とチーム学習の進
め方（㉑ -1 件）
自信の獲得（㉓ -1 件）

指導力・管理能
力など（⑫ -2 件）
継続看護の重要
性とチーム学習
の進め方（㉑ -1
件）

18

多職種連携・協
働に関すること

患者を中心とした多職
種間での情報共有のあ
り方（⑭ -1 件）
患者の変化を予測した
他職種連携の大切さ
（⑯ -1 件）
ケアの充実のための
チーム医療における他
職種間の調整の必要性
（㉒ -1 件）

患者や家族と共に多職種と
の連携の中心になるプライ
マリーナースとしての責任
性など（⑭ -3 件）
患者が望む生活ができるよ
うにする多職種間の調整（⑰
-1 件）

退院後の生活を考えたケア
と他職種との連携の重要性
など（⑭ -4 件）
他職種間でのこまめな連絡
と調整の必要性と社会人と
してのマナーの向上（⑮ -1
件）

患者の希望に寄
り添い他職種と
連携する必要性
（⑰ -1 件）

13

社会資源の活用
に関すること

最適なケアの提供のための
エキスパートの活用（⑯ -1
件）

退院後を視野に入れた資源
の活用と他職種連携の大切
さ（⑯ -1 件）

2

看護の質向上に
関すること

ケアの方法や効率性な
ど考えた看護技術（④
-1 件）

統一した医療の提供とマ
ニュアル・教育の整備の必
要性（⑱ -1 件）
日常業務からの問題の発見
と改善していく大切さ（㉑
-1 件）

マネジメント能力発揮によ
る周囲への影響と効果（⑯
-1 件）
目的達成のための事前調査
や振り返りの大切さなど
（㉑ -2 件）

6

特になし・記述
なし

（① -4 件） （㉑ -1 件）（④ -1 件） （⑤ -1 件）（㉒ -1 件） （⑰ -1 件） 9

注）(　) 内番号はマネジメント能力の項目番号を示す。
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のある業務の調整力の重要性 ]。

6）チームリーダーの役割・能力に関すること

【チームリーダーの役割・能力に関すること】は 10 件

あった。しかし、1・2 年目は該当する学びが確認でき

なかった。3・4 年目は [ メンバーの適材配置と経験年

数に応じた指示の出し方 ] など 4 件、5・6 年目は [ 全体

の把握や広い視野でのチームの見方 ] など 4 件、7 年目

は [ 業務整理とチームメンバーへの働きかけの大切さ ]

など 2 件あり、すべて「⑤」の経験から学んでいた。7

年目の経験と学びの記述の一部を以下に示す。

患者さんが急変したとき、リーダーとして、優先業務

を考え、業務を調整し、必要時、夜勤師長に相談した「⑤」。

リーダーとしてメンバーに適切な指示をだせるように

まずは業務を整理できる事が大切。みんなで協力して業

務をこなせるように声をかけることが大切だと思った

[ 業務整理とチームメンバーへの働きかけの大切さ ]。

7）チームワークに関すること

【チームワークに関すること】は 18 件あった。1・2

年目は 7 件あり、そのうち 4 件は、[ 優先度に合わせた

仕事の調整とチームワークによるメンバーへの協力依

頼 ] などの学びを、「①」の経験から得ていた。[ チーム

によるケアの充実 ] は 1 件であり、「㉑」経験から学ん

でいた。その他に、[ チームワークの必要性 ]、 [ リーダー

シップによるチーム運営とメンバーシップ ] が 1 件ずつ

であった。3・4 年目は 4 件のうち [ チームによるケア

の充実 ] など 2 件は、「④チームメンバーとして、自分

の仕事だけでなく他のメンバーの仕事を支援するように

行動する（以下、④とする）」経験から学んでいた。そ

の他に「③課題に応じてメンバーシップを発揮する」経

験などがあった。5・6 年目は 7 件あり、［新人とチーム

メンバー間の調整・情報共有・フォローの必要性］など

学んでいた。そのもととなった経験は、「⑫」3 件、「24

ケアに必要な社会資源の活用を促す」1 件などであった。

1・2 年目の経験と学びの記述の一部を以下に示す。

患者カンファレンスで、ある患者についてチームメン

バー間で話し合い、情報交換することで、その患者に対

し、今後どのような治療がなされ、看護師としてどう対

応していくか、統一した対応、ケアなどができるように

している「㉑」。

1 人では収集できない情報も、メンバー間で話し合う

施設でどのような生活を送っているかということを詳し

く知ることが必要。特にADLなど前回の入院（数週間前）

時とは少しでも状態が変化していればその部分に対する

ニーズも前回入院時と変わってくる [ 入院前の患者の生

活状況把握の必要性 ]。

4）患者中心の医療・看護に関すること

【患者中心の医療・看護に関すること】は 6 件あった。

1・2 年目は [ 自分自身と患者の思いの一致の必要性と

難しさ ] が 1 件あり、「①」の経験から学んでいた。3・

4 年目は [ 思いのズレを修正するなど意思決定支援のた

めの他職種連携の大切さ ]1 件、[ 必要な地域サービスを

対象者自身が選択するための支援の必要性 ]1 件であっ

た。これらの学びは、「⑯」の経験などから学んでいた。

5・6 年目は [ その人らしい生活に関わるためのマネジ

メント能力の必要性 ] など 2 件あり、「⑬チーム医療に

おける看護職の位置づけを考え役割を果たす」経験など

から学んでいた。7 年目は [ 家族の意思決定を支えるた

めの話し合いの機会の調整 ] が 1 件であり、「⑭」の経

験から学んでいた。1・2 年目の記述は以下のとおりで

あった。

ケアをする時に、いつ行うのがいいのか、どの時間に

自分はできるかを考えること「①」。

自分にとっては今やるのがいいと思っても、（業務的

に）患者さんにとっては、今やってほしくないと思って

いるかもしれない。自分の動きと、患者さんの意思が一

致しているかどうかは分からない [ 自分自身と患者の思

いの一致の必要性と難しさ ]。

5）仕事の調整力に関すること

【仕事の調整力に関すること】は 5 件あった。1・2 年

目および 7 年目は該当する学びが確認できなかった。3・

4 年目は 4 件のうち、[ 業務全体の調整と業務の効率性 ]

など 3 件は、「⑤」の経験から学んでいた。5・6 年目は [ 緊

急性のある業務の調整力の重要性 ] が 1 件あり、「①」

の経験から学んでいた。5・6 年目の経験と学びの記述

は以下のとおりである。

忙しい業務の中で、毎日、看護の優先順位を考えて、

仕事を調整しています「①」。

仕事の調整は経験をつむことで、年々できるようにな

りました。忙しく、緊急性のある病棟では、マネジメン

ト力が、とても重要だということを学びました [ 緊急性
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目の経験と学びの記述は以下のとおりである。

ターミナル患者で創部処置の必要な方が、自宅退院・

在宅療養へ変わる時、創部処置方法を家族、訪問看護師

へ伝達。在宅医の調整を退院調整看護師、主治医などと

連携し希望であった在宅へ帰る事ができた。また、癌性

疼痛もあり、スタッフや主治医、緩和ケアチームと協力

し、疼痛コントロールも行い退院することができた「⑰」。

他職種の連携により患者の希望に沿う、希望に近い状

態での療養環境を提供していく事ができる事を学んだ

[ 患者の希望に寄り添い多職種と連携する必要性 ]。

10）【社会資源の活用に関すること】

【社会資源の活用に関すること】は 2 件あり、1・2 年

目と 7 年目の学びは確認できなかった。3・4 年目は [ 最

適なケアの提供のためのエキスパートの活用 ]、5・6 年

目は [ 退院後を視野に入れた資源の活用と他職種連携の

大切さ ] を「⑯」の経験から学んでいた。3・4 年目の

経験と学びの記述は以下のとおりである。

ターミナル期の患者で、寝たきり、膣より分泌物が多

くなり、褥瘡のリスク、皮膚トラブルのリスクが高くなっ

た方がいらっしゃった。おむつ排泄となった時点から、

プロペト塗布、テガタームで保護するなどし、分泌物が

多くなるとセキューラ塗布、吸収用の綿花を使用するな

どし、褥瘡委員と相談しながら対策を行い、皮膚トラブ

ルなく経過することができた。また転院に向けて退院調

整看護師と連携し、また家族の関わりも促した「⑯」。

患者の状況は日々変化していくため、その状況に合わ

せて対応していく必要性を再認識した。また、褥瘡予防、

栄養状態の改善、退院に向けての調整など、エキスパー

トのスタッフに相談することで患者さんにとってより有

益となり最適なケアが提供できると実感した [ 最適なケ

アの提供のためのエキスパートの活用 ]。

11）看護の質向上に関すること

【看護の質向上に関すること】は 6 件あった。1・2 年

目は 1 件あり、[ ケアの方法や効率性など考えた看護技

術 ] を「④」の経験から学んでいた。3・4 年目は 2 件

あり、[ 統一した医療の提供とマニュアル・教育の整備

の必要性 ] は、「⑱」の経験から学んでいた。5・6 年目

は 3 件あり、そのうち [ 目的達成のための事前調査や振

り返りの大切さ ] など 2 件は、「㉑」の経験から学んで

いた。1・2 年目の経験と学びの記述は以下のとおりで

ことで患者についてより知ることができる。また、ケア

の方法なども先輩看護師の助言を受け、実践に活かすこ

とができる [ チームによるケアの充実 ]。

8）個人・チームの成長に関すること

【個人・チームの成長に関すること】は 18 件あった。1・

2 年目は、[ 仕事の調整による学習時間の確保 ] を含む 4

件であり、そのうち、「①」の経験が 2 件あった。3・4

年目は [ チーム力向上のための自己成長の必要性 ] など

3 件あり、そのもととなった経験は「④」などであった。

5・6 年目は 8 件あり、そのうち [ 自己の曖昧な知識の

再確認と学習による修得 ] などの学びは「⑫」の経験か

ら得ていた。7 年目は [ 指導力・管理能力 ] など 2 件は

⑫の経験であり、[ 継続看護の重要性とチーム学習の進

め方 ] は、「㉑」の経験から学んでいた。7 年目の経験

と学びの記述の一部を以下に示す。

継続看護の委員会に所属していた時に、在宅へ退院さ

れる患者さんに関わり退院調整看護師や主治医、訪問看

護師などと面談する機会を持った。その後、担当看護師

と退院調整看護師が、在宅訪問し、在宅での様子を調査。

その状況を、病棟スタッフ全体で共有する場を持ち、継

続看護を学んでもらった「㉑」。

継続看護の重要性を理解することができた。率先して

委員会の活動に取り組むことで、他スタッフの認識・意

識の向上、看護の質向上につながっていく。自分の学び

は、他スタッフと共有していくことが大切だと学んだ

[ 継続看護の重要性とチーム学習の進め方 ]。

9）多職種連携・協働に関すること

【多職種連携・協働に関すること】は 13 件あった。1・

2 年目は 3 件あり、[ ケアの充実のためのチーム医療に

おける他職種間の調整の必要性 ] などを学んでおり、そ

のもととなった経験は「㉒患者・家族と医療スタッフ間

を調整する」などであった。3・4 年目は 4 件あり、そ

のうち [ 患者や家族と共に多職種との連携の中心になる

プライマリーナースとしての責任性 ] など 3 件は、「⑭」

の経験から学んでいた。5・6 年目は 5 件あり、[ 退院後

の生活を考えたケアと他職種との連携の重要性 ] など 4

件は、「⑭」の経験から学んでいた。7 年目は 1 件あり、[ 患

者の希望に寄り添い他職種と連携する必要性 ] を「⑰地

域での生活を想定し、地域のサービス提供者と連携・協

働する（以下、⑰とする）」経験から学んでいた。7 年
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5 年目で大きな伸びを示したとあった。先行研究では、

研究対象者の基礎教育課程の比較をしていないことか

ら、本研究との単純な比較はできないが、学士課程卒業

者は、3・4 年目になるとチーム医療を意図的に展開し、

チームメンバーや他職種と連携・協働していることが推

察された。

経験年数 5・6 年目は、【ケアの姿勢に関すること】以

外は 3・4 年目と同じ項目があがっていた。経験では、「⑫

他の看護職指導・教育や学生教育に意図的に関わる」は、

5・6 年目に多く見られた。これは、3 年目頃になると一

通りの看護実践を経験していることや、4 年目頃から実

習指導を担当するなど教育に携わることが徐々に増えて

きていることが理由として考えられる。

経験年数 7 年目では、査定においてもチームケアの視

点で考えることや、患者中心の医療を実現するための家

族間の調整など、6 年目までよりも、より広い視野での

学びを得ていると思われた。

以上のことから、学士課程卒業者のマネジメント能力

発展の課題として、1・2 年目から【仕事の調整力に関

すること】など経験に直接関連した学びが効果的に得ら

れるような支援が必要である。また、学士課程卒業者は、

チーム医療等を早期から意図的に行っていると推察され

るため、さらに効果的に学びを得るために、多職種間カ

ンファレンスなどを有効に活用できるような支援が必要

であると考える。

2．看護実践能力を高める看護実践経験

「①看護活動の優先順位を考え、その日の自分の仕事

を調整する」経験から、[ 限られた時間での責任ある看

護の提供 ] のように【看護の役割・責任に関すること】、

[ 優先順位の見極めの必要性 ] のように【査定に関する

こと】や、[ 自分自身と患者の思いの一致の必要性と難

しさ ] のように【患者中心の医療・看護に関すること】

など、様々な学びが確認できた。このように『仕事の調

整に関する』マネジメント能力を発揮する経験から、仕

事の調整に留まらず、優先順位をつけるための査定や、

ケアの時間を考える際に患者中心に仕事を調整する必要

性など、ケアに直接つながる判断能力やヒューマンケア

としての看護の本質に関わる側面での学びも得ているこ

とがわかった。ケアの評価やケアコーディネーション、

看護管理に関わる能力は特に、継続教育での育成が必要

ある。

自分の業務に余裕がある時に、他のチームメンバーに

声をかけ、ケアなどを手伝っている「④」。

私はまだ 2 年目なので、重症の患者さんを担当するこ

とは少ないが、先輩と一緒にケアを手伝わせてもらうこ

とによって、全介助の人のケアの仕方や、効率のいい方

法などを学ぶことができた [ ケアの方法や効率性など考

えた看護技術 ]。

12）特になし・記述なし

看護実践経験のみで、学びの記述がないものは 9 件

あった。

Ⅴ．考察　

1 ．学士課程卒業者の経験年数別にみた学びの特徴と

マネジメント能力発展の課題

経験年数 1・2 年目では、26 名中 16 名が、一番印象

に残ったマネジメント能力を発揮した経験として「①優

先順位を考え、その日の自分の仕事を調整する」に関連

した経験をあげていた。ここから、1・2 年目の新任期

の看護師が、一日の中でも多重課題を抱え、効率よく業

務を遂行しようとマネジメントしている姿が想像でき

る。一方、学びは、「①」の経験に直接関連する【仕事

の調整力に関すること】や、【チームリーダーの役割・

能力に関すること】【社会資源の活用に関すること】に

該当する内容はなく、【看護の役割・責任に関すること】

や【チームワークに関すること】など 8 つが確認できた。

これら 8 つの学びは、三浦ら（2014）が明らかにした、

学士課程卒業看護師が卒後 1 年間に必要であると認識し

ている看護実践能力である、看護業務についてチーム

ワークを基盤に遂行することなどの 7 つのカテゴリーを

包含していた。

経験年数 3・4 年目では、1・2 年目に確認できなかっ

た 3 つを含む全項目が確認できた。この理由として、3

年目ごろより勤務帯リーダーを担うことが増え、リー

ダーとしてチームメンバーを含めた全体の仕事の調整や

リーダーシップについて、体験を通して学んだためと考

えられる。経験では、「⑯利用者の個別ニーズの充足に

向けてチームメンバーや多職種と連携・協働する」は、3・

4 年から多くなる傾向が見られた。佐々木ら（2013）の

研究では、同様な内容をケアコーディネーションに含め、
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4．本研究の意義と今後の課題

本研究はマネジメント能力に焦点を当て、学士課程卒

業者の看護実践経験からの学びを経験年数別に明らかに

し、学士課程卒業者のマネジメント能力の発展の課題と

看護実践経験から学ぶ意義を確認できた。しかし、デー

タ数が少ないことや中堅初期までの経験であることなど

から、今後対象を増やし分析していく必要がある。

謝辞

本研究にご協力いただいた看護師の皆様、病院および

看護管理者の皆様に心より感謝申し上げます。また、調

査にあたり、ご助言いただきました元岐阜県立看護大学

機能看護学領域教授　小西美智子先生に深く感謝申し上

げます。

なお、本研究は平成 22 年〜 25 年度科学研究費補助金

基盤研究（C）の助成（課題番号 22592391）を得て行い、

一部は第 16 回日本看護管理学会年次大会で報告した。
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である（中山ら ,2012）が、マネジメント能力を発揮す

る経験が、マネジメント能力を含めた看護実践能力を高

めていくことにつながっていくことが示唆された。

また、“患者さんが急変したとき、リーダーとして、

優先業務を考え、業務を調整し、必要時、夜勤師長に相

談した”経験から、“リーダーとしてメンバーに適切な

指示をだせるようにまずは業務を整理できる事が大切”

を学んでいるように、具体的な経験から概念化した学び

を得ていることも確認できた。これは、経験学習サイク

ルの具体的な経験を内省的に観察し、抽象的な概念化に

つなげていくプロセスと重なっており、次への挑戦や活

用につながる知識となっていたと考えられる。

3．看護実践経験から学びを得るための課題　

本研究の結果より、経験から専門性の高まりにつなが

る学びを得ていることが確認できた。また、[ 目的達成

のための事前調査や振り返りの大切さ ] のように、看護

実践経験から看護の質を高めていく学習方法につながる

学びも確認できた。振り返りとリフレクションを同義で

考えると、Teekman（2000）の研究においても、看護実

践において経験学習を促進するためのリフレクションの

必要性について言及している。このようにリフレクショ

ン能力は、看護実践経験から学びを深めるために効果的

であると考えられ、新人研修にリフレクションを取り入

れたことにより、実践の理解の深まりなどの効果を認め

ている（神原 ,2014）。リフレクションの方法には、1 人

で実施、1 対 1 の関わりにより実施、複数人が一堂に会

して実施の 3 つがある（上田ら ,2010）。それぞれ日記、

メンターシップ、カンファレンスなどである。このよう

に、看護実践経験から効果的に学びを習得するには、リ

フレクション能力の獲得と組織的な支援が必要である。

リフレクション能力に関しては、学士課程教育において

も実習や卒業研究などで実践を振り返り、学びを言葉に

しているため、基礎的な能力を習得していると思われる。

卒業後も自ら看護実践を振り返り実践上の課題を確認

し、主体的に学習を継続させていく必要がある。この学

習を支援する際に、事例検討会など組織的な仕組みを活

用することで、個人の生涯学習のみならず、看護実践に

ある暗黙知を組織共通の知識として学習する機会を提供

することになると考える。
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Learning from Experiences Demonstrating Management Skills in Nursing Practice  
of Nurses with a Bachelor’s Degree

Mihoko Ryoha1), Mayuri Hashimoto1), Satomi Suzuki1), Mariko Hyakutake1) and Michiko Tanabe2)

1) Management in Nursing, Gifu College of Nursing
2) Nursing Collaboration Center, Gifu College of Nursing

Abstract
Purpose: Management skills allow nurses to effectively apply the Plan-Do-Check-Action cycle in all dimensions of 
nursing. This study investigated bachelor graduated nurses’ experiences demonstrating management skills in nursing 
practice to clarify the content of learning from such experiences. 
Methods: A mail questionnaire survey was conducted in 330 nurses holding a bachelor’s degree with 1-7 years of 
professional experience in one prefecture in Japan. Their experiences demonstrating management skills in nursing practice, 
and skills acquired from work-related experience were analyzed qualitatively. 
Results: Of 190 questionnaires returned, 105 (55.3%) were considered valid and subjected to analysis. Responses regarding 
skills acquired from work-related experience were classified into 11 categories. The most common experience was 
demonstrating management skills in “thinking about the priority in nursing practice and coordinating every-day work.” 
Content of learning from work-related experience included “the role and responsibility of nursing,” “the attitude toward 
care,” “assessment,” “patients-centered medicine or nursing,” “work adjustment,” “teamwork,” “self or team development,” 
“the role and competency of the team leader,” “collaboration with other professionals,” “use of social resources,” and 
“quality enhancement in nursing.”
Discussion: Nurses with a bachelor’s degree get to learn to enhance the expertise of nursing by having experiences 
demonstrating managing skills in nursing practice. The challenge in developing management skills was for newcomers to 
achieve “work adjustment” related to their experience. Effective learning from work-related experience requires nurses to 
reflect nursing practice and conceptualize their experience. To improve nursing skills, nurses should have increased 
opportunities to learn from work-related experience in the organization.

Key words:  bachelor graduates, management skills, nursing-related experience
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Ⅰ．はじめに

看護職は、生涯に亘りその専門性を高めるために学修

し続けることが求められる専門職である。保健師は、個

人及び地域全体の健康の保持増進及び疾病の予防を図る

ための活動を行う（厚生労働省健康局長 ,2013）ために、

その能力の向上が求められる。佐伯（2011）は、保健師

が地区に責任をもつための必要な基礎的能力を 5 つあげ

ており、その一つの、「対人関係構築力」には、個別支

1）岐阜市北市民健康センター　Kita Civil Health Center, Gifu City

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〕

実践活動を自己評価し改善できる保健師の育成方法の検討
─事例検討会を充実させる取組み─

松波　実智誉1）　　北山　三津子2）

Career Development of Public Health Nurses Who can Look Back and Improve Their Own Nursing 
Care; A Project that Explores the Progress of the Case Discussion Method

Michiyo Matsunami1） and Mitsuko Kitayama2）

要旨

保健師間で援助方法を検討できる職場づくりおよび保健師一人ひとりが自身の援助を振り返り、援助を改善でき

るようにすることを目指して、事例検討会を実施し、その成果を明らかにするとともに保健師育成における統括的

な立場の保健師の役割を検討した。

筆頭著者が所属する施設にて、保健師全員の協力を得て以下のとおり取り組んだ。

事例検討の意義を論じた文献を用いて、現在実施している事例検討の意義や進め方について意見交換したところ、

【批判される恐怖や抵抗感がなくなった】【事例提供者を傷つけないように発言することが大切】等があり、これら

も考慮して係長 4 名で事例検討の進行方針をつくった。進行方針に基づいて、係長がファシリテーターとなり、事

例検討を試行（4 事例）し、検討内容を分析した。検討内容を係長間で共有し、進行方針を修正した後、事例検討

を実施（2 事例）し、検討内容を分析し、変化を明らかにした。その結果、【対象の立場で考える体験】【対象への

援助方針・計画づくり】等検討事例への援助方法が増加した。本取組みに関する保健師の意見・感想を質問紙によ

り把握した。その結果、殆どの保健師は、事例への支援についての意見を皆で出し合えるようになったと答え、【事

例提供者が精神的に楽になり、よかったと思える検討会になった】との認識が捉えられ、【事例の支援を振り返り、

支援方法を見直し、支援の方向性を確認できた】等事例検討の効果や意義に関する意見が増えた。また、対象者に

寄り添うことの大切さ等自身の姿勢に関心が向くようになった。

以上から、取組みの成果は、事例提供する保健師に「ありのままを話しても大丈夫」という認識が高まり、保健

師一人ひとりが事例をよりよく支援したいという姿勢をもって個別の事例への援助について検討できるようになり、

事例検討の意義が実感できたことであると考えられた。これにより、各保健師の成長にもつながり、現任教育の意

義も高まったと推察された。また、統括的な立場にある保健師は、組織的に事例検討を実施できるように体制をつ

くる役割があることを確認した。

キーワード : 事例検討会、保健師育成、統括的な立場の保健師
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支援した内容がこれでよかったかを振り返ることが必要

であるが、できておらず、自身の支援を振り返る必要性

についても、保健師により認識に違いがある。また、A

市の保健師の現任教育は、教育体制・内容が整備されて

いる新任期の 1,2 年目と係長の研修以外は、0JT（on　

the job training）として事例検討会が育成指針の中に位

置づけられているが、実施は、各健康センターに任され

ている。B 健康センターでは、平成 24 年 5 月からは、

毎月 1 回行っている日常業務の連絡・協議の場である保

健師会に取り入れたところである。事例検討会は、その

一部として位置付けられ、毎回変わる保健師会の司会者

が事例検討の進行を担って約 40 分かけて実施している。

事例紹介が中心であり、支援に関する保健師としての判

断が説明されず、質問もほとんど出ない状況である。そ

して、各保健センターで事例検討する機会を持つことが

できるとよいが、各保健師が支援を振り返る必要性を感

じないと事例検討をするまでに至らない。そのため、事

例検討の方法を改善し、事例検討を通じて、各保健師が

援助の見直しの必要性を実感するとともに、保健師間で

援助方針を検討できる職場づくりを行う必要があると考

えた。

Ⅲ．研究目的

本研究は、保健師間で援助方法を検討できる職場づく

りをすることおよび保健師一人ひとりが自身の援助を振

り返り援助を改善できるようにすることを目指して事例

検討会を実施し、その成果を明らかにする。また、本取

組みを通じて統括的な立場の保健師の役割を検討する。

Ⅳ．研究方法

筆頭著者が所属する B 健康センターにて以下の 1 〜 5

に取り組む。研究期間は、平成 24 年 12 月から平成 25

年 11 月である。

1．事例検討の目的の共有と方法の検討

B 健康センターと管轄する保健センターの保健師全員

で、事例検討の意義を論じた文献を用いて、現在実施し

ている事例検討の意義や進め方について意見交換し、意

味内容の類似性にしたがって分類する。この内容を参考

にして、係長間で事例検討の進行方針をつくる。

援の必要な事例は複雑困難な課題を抱えており、状況を

判断してから自分から関係を構築できる対人関係能力が

重要であると述べている。また、保健師は生活に密着し

た健康課題の相談に応じる能力が必要とあり、対象者の

ニーズに即した援助の展開までができる必要がある。こ

の能力は、日々の保健師活動の中で、自身の活動を振り

返り、評価し改善する取り組みを繰り返し実施すること

を通じて高められるものであると考えられ、一人ひとり

の保健師がこのことを認識し、主体的に取組むことが必

須である。

また、上記の取組みを推進するためには、職場におけ

る環境づくり等の現任教育体制の整備も必要である。各

職場における統括的な立場にある保健師は、総合的な能

力をもった地区活動ができる保健師を育成するために、

組織を横断的にまとめることができる役割が求められて

おり、人材育成の風土の醸成、人材育成体制の整備、長

期的な人材育成計画のビジョンを持つ立場にある（佐

伯 ,2011）といわれており、現任教育体制の整備を図る

役割がある。しかしながら、実践現場において、統括的

立場にある保健師が、その役割をどのように発揮するの

かは明確になっていない。

Ⅱ．所属施設の現状と課題

A 市の健康部は保健所と健康増進課、3 か所の健康セ

ンターから成り、筆頭著者はそのうちの B 健康センター

に勤務する。B 健康センターは、3 か所の保健センター

を管轄している。B 健康センターの職員は、所長、保健

師 5 名、管理栄養士他 2 名おり、管轄する 3 か所の保健

センターに所属する保健師 11 名を含めて、総勢 20 名の

職員から成る。保健師数は、B 健康センターと管轄する

保健センターを合わせて 16 名であり、保健師の年齢構

成は、50 代 2 名、40 代 5 名、30 代 4 名、20 代 5 名と幅

広い年齢層である。保健師の係長は 4 名おり、各保健セ

ンターに 1 名ずつ、B 健康センターに 1 名（筆頭著者）

いる。筆頭著者は、B 健康センターおよび 3 か所の保健

センターの統括的立場の保健師として位置づけられてい

る。

保健師の活動の現状をみると、家庭訪問は減少傾向に

あり、援助が必要な世帯に必要な援助ができているかを

点検する必要がある。点検するには、まず保健師自身が
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Ⅴ．倫理的配慮　

研究協力者の個人の人権を擁護するために、研究結果

を論文やその他の方法で公表する際にはプライバシーは

堅く守り、研究協力者の氏名は匿名にし、個人が特定さ

れないように配慮し、個人情報の保護に努める。研究目

的、方法は説明文書を渡して、研究協力者が納得できる

まで説明し、同意を文書で得た。研究協力者には、研究

のいずれの時点でも参加をとりやめることができること

を説明し、研究結果を発表する意図があることを伝えた。

情報の管理としては、研究データは、研究室で鍵のか

かる場所に保管し、録音テープは、必ず研究協力者の同

意を得てから逐語録を作成し、研究者自身が分析し研究

データは、調査結果がまとまり、公表した時点で破棄す

る。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にて倫理審査部会の承認を得た（承

認番号 24A-011-3　平成 24 年 11 月）。

Ⅵ．結果

1．事例検討の目的の共有と方法の検討

1）事例検討会に関する保健師間での意見交換の実施

目的を定めて事例検討を行うための準備として、保健

師会（参加者 10 名）で、文献「なぜ事例検討を行うの

か　自らの体験を振り返って」（米山 ,2009）を保健師

と一緒に読んで、事例検討に関する意見交換を行った。

その結果は表 1 に示すとおりである。以下分類は【　】

で示す。事例検討の場のもち方・雰囲気では、【共感さ

れたり、誉められることが　嬉しく意欲も高まる】【批

2．方針に基づいた事例検討の試行と検討内容の分析

進行方針に基づき、筆頭著者が 1 事例目のファシリ

テーター役をまず担い、2 から 4 事例目は他の係長が順

番に担当し事例検討を実施する。事例検討における検討

内容を分析するために、検討会全てを録音し逐語録を作

成する。事例提供者が事例の状況の報告を終えて、検討

に入った以降の内容について、一つの内容ごとに一つの

単位として抽出し、抽出した内容を意味内容の類似性に

したがって分類する。

3．事例検討の進行方法の修正

試行的に実施した事例検討の内容を係長間で共有し、

進行方針を修正する。

4．修正した方法による事例検討の実施と評価

修正した方針による事例検討を実施（2 事例）し、試

行時と同様に逐語録を作成して検討内容を分析する。修

正した方針による事例検討の評価を行うために、試行時

と検討内容を比較して、その変化を分析する。

5 ．研究方法 1 〜 4 の取組みに関する保健師の意見・

感想の把握

本取組みの成果を明らかにするために、本取組みに協

力が得られた保健師に対して、事例の支援に関する意見

交換の状況、事例検討会についての意見・感想、事例へ

の支援や保健師の役割について考えたことを質問紙で調

査する。また、筆頭著者以外の係長には、今後、係単位

でも充実した事例検討を行うことができるようにするた

めの方法を質問紙で調査する。自由記述による回答は、

意味内容の類似性にしたがって分類する。

表 1　事例検討会に関する意見 分類の（　）は、意見の件数

大分類 分類 意見（例示）

事例検討の
場のもち方・
雰囲気

共感されたり誉められることが嬉
しく意欲も高まる（4）

共感してもらえることが嬉しい。

「……よかったね」といわれ嬉しかったし、事例への関わりをがんばろうと
思った。

批判される恐怖や抵抗感がなく
なった（2）

以前は、なぜできなかったのかを追及され批判が多かったが、事例提供に
抵抗がなくなった

批判される恐怖がなくなった。

事例提供者を傷つけないように発
言することが大切（1）

事例提供者を傷つけてしまうということから、自分だったらという思いを
発言することが大切。

事例検討の
意義・意味

今後どうすればよいかを考える参
考になる（3）

次につながるヒントがもらえた。

次回どうすればよいかの参考になった。

他保健師の援助を追体験できる（1） 他の人から疑似体験でき意味のあることだと思う。

事例検討の
改善点・発
展の方向

事例検討時間を十分とる（4） 時間がなく不消化の時もあった。

時間をもっととれるとよい。今までは事例検討になっていただろうか。

振り返り突き詰めることが必要（1） 新人研修では振り返ってまとめたが、現在は、できていないのでできると
よい。

保健センター単位でも実施する（1） 年代に応じたアドバイスができるのは保健センターだと思うので、本当は
保健センターでできるとよい。



岐阜県立看護大学紀要　第 15 巻 1 号　2015

─ 80 ─

2．方針に基づいた事例検討の試行と検討内容

事例検討の方針に基づいて 4 事例の検討会を実施し

た。事例①〜④の概要は、表 2 に示すとおりである。事

例①は筆頭著者、事例②〜④は他の係長が順次ファシリ

テーターを務めた。

事例①〜④について検討した内容は、表 3 に示した。

事例検討内容の分類を【　】で示す。検討事例に対する

援助方法は、【対象の立場で考える体験】【対象の生活状

況の把握方法の検討】【対象への援助方針・計画づくり】

の 3 項目と少なかった。ほとんどは他の事例にも共通す

る援助の考え方であり、【保健師間の情報共有の重要性

の確認】【他部署保健師との連携協力の必要性の確認】

など 11 項目あった。

3．事例検討の進行方針の修正

係長会で事例検討内容を共有し、進行方針を修正した。

事例検討前に、係長間で進行方針として 3 項目を決めた

が、その中の 3 つ目の「事例検討後のその後の事例の状

況や援助の経過について報告してもらう」ために、報告

時期を決める必要があったが、実施されていなかったこ

とを確認した。また、援助を振り返り、対象のニーズに

即した援助を実践するためには、事例検討後の援助内容

の共有と評価、今後の方針の検討が重要ではないかと話

し合った。その結果、今後は、検討された支援計画につ

いて、どのような実践を行い、どのような結果となった

かを報告し、今後の援助を話しあうための時期を具体的

にする必要があるので、「ファシリテーターが事例検討

の最後にその時期を確認する」ことにした。さらに、検

討時間を増やすために、事例報告の時間を 10 分弱にす

ること、事例提供者は、できる限り検討したい内容を明

確に説明する必要があることを話し合った。そして、以

下に示すとおりの追加・修正した事例検討方針を保健師

判される恐怖や抵抗感がなくなった】【事例提供者を傷

つけないように発言することが大切】、事例検討の意義・

意味では、【今後どうすればよいかを考える参考になる】

【他保健師の援助を追体験できる】、事例検討の改善点・

発展の方向では、【事例検討時間を十分とる】【振り返り

突き詰めることが必要】【保健センター単位でも実施す

る】に分類できた。

2）係長会での事例検討の進行方針の検討

結果 1.1）の事例検討会に関する保健師の意見を踏ま

え、係長会で、文献「事例検討の開き方　メンバー形成

からフォローアップまでのポイント」（野中 ,2009）を

参考にして、事例検討会の進行方針を話し合った。保健

師から事例検討会に関して【事例提供者を傷つけないよ

うに発言することが大切】という意見があったことから、

担当保健師が責められたと感じないように保健師間で支

え合い、若い保健師を傷つけてモチベーションを低下さ

せることがないようにしたいと話し合った。また、【事

例検討時間を十分とる】という意見が多かったことから、

従来の事例検討会を振り返ったところ、事例を報告する

時間が長く、検討する目的が明らかになっていないこと、

事例について振り返る機会になったかを事例提供者に確

認していないこと、事例検討の評価を今までに行ったこ

とがないということを確認した。以上から、事例検討会

の進行方針として、下記の (1)〜 (3)を決め、ファシリテー

ターとして係長が進行を担当することとした。(1) 今回

の事例検討をする目的は何か、なぜこの事例を選んだの

かを説明してもらう、(2) 事例検討の最後の時間を少し

残し事例提供者に感想を言ってもらう、(3) 事例検討後

のその後の事例の状況や援助の経過について報告しても

らう。

表 2　試行した事例検討の検討時間・参加人数および事例概要

事例
検討時間

(*）
参加
人数

事例概要

① 40 分
(20 分 )

9 名 1 歳 6 か月児育児教室からの関わり。教室で言語発達の遅れを指摘されたが母親は心配しておらず、
数回親子教室にきて、就園の相談時に障害児認定を勧められて以後、母親は周りの支援者を拒否。

② 42 分
(15 分）

14 名 警察署から、統合失調症のある 50 歳代男性の父親が、息子が怖いので家に帰ることができないと訴え、
健康センターに相談があった。健康センター保健師と、その母親に援助している保健センター保健師
と訪問。

③ 30 分
(10 分）

14 名 肥満の妊婦が母子健康手帳をもらいに健康センターに来所。妊婦健診を専門医療機関にて受診してい
ると記載があったが、その理由を聞くことができなかったが、パパママ学級をきっかけにつながりが
できた。

④ 30 分
(15 分）

13 名 特定保健指導で訪問している対象者は、以前アルコール中毒で前任の保健師が担当していた。以前は
父親から虐待を受けていたが、現在は父親に対する虐待の疑いがある。

* は事例説明時間の再掲を示す。
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計画づくり】【対象の病気に関する意識の検討】【家族の

状況・健康についての検討】の 5 項目、他の事例にも共

通する援助の考え方は、【受け持ち地域全体を視野に入

れる必要性の確認】など 2 項目であった。

2）事例検討内容の比較分析結果

試行的に実施した 4 事例の検討内容と比較したとこ

ろ、表 6 に示すとおり、事例⑤⑥では、検討事例に対す

る援助方法が殆どであり、【対象の立場で考える体験】【対

象への援助方針・計画づくり】の件数が増加したり、新

たに【対象者の病気に対する意識の検討】【家族の状況・

健康についての検討】がなされていた。他の事例にも共

通する援助の考え方はごく僅かになっていた。

5．本取組みに関する保健師の意見・感想　

13 名中 10 名から回答が得られた。

1）事例の支援に関する意見交換の状況について

事例への支援についての意見を皆が出し合えるように

なったと思うかを聞いたところ、思うは 8 名、思わない

に伝えた。(1) 今回の事例検討をする目的は何か、なぜ

この事例を選んだのかを説明してもらう。追加内容とし

て、できる限り検討したい内容を明確に説明する、事例

報告を 10 分弱で行う、(2) 事例検討の最後の時間を少し

残し事例提供者に感想を言ってもらう、(3) 事例検討後

のその後の事例の状況や援助の経過について報告しても

らう。追加内容として、支援した結果について、報告す

る時期を具体的に決める。

4．修正した方針に基づく事例検討の実施と評価

修正した進行方針により、2 事例について、係長がファ

シリテーターとなって検討を実施した（表 4）。事例の

報告時間が 10 分程度に減り、検討時間が増え、30 分程

度もつことができた。

1）事例検討の内容

事例検討の内容は、表 5 に示すとおりであり、検討事

例に対する援助方法は、【対象の立場で考える体験】【対

象の生活状況の把握方法の検討】【対象への援助方針・

表 3　事例①〜④の検討内容

大分類 分類 事例検討内容（例示）　　* 最後の No は事例 No.

検討事例
に対する
援助方法

対象の立場で考える体験 援助を拒否している理由を、母親が障害児と認めたくないのではと母親の
立場に立って考えた①

対象の生活状況の把握方法の検討 対象者の生活状況を把握して、どのように父親のことを聞き出せるか検討
した④

対象への援助方針・計画づくり 保健師の訪問の受け入れが良い事例のため、父親について踏み込んだ質問
をしてよいのではという意見が出た④

他の事例
にも共通
する援助
の考え方

保健師間の情報共有の重要性の確認 保健師間の情報共有があったからこそ援助を継続できたことを確認した①

他部署保健師との連携協力の必要性の
確認

保健センターと保健所保健師との連携で支援を成功させた事例を共有した
②

他機関・他職種との連携から保健師の
役割を確認

包括支援センターとの関わりや、精神保健福祉士の相談の受け方などから、
あらためて保健センター、保健師の役割を検討した②

他機関・他職種との連携の意義・方法
の検討

相談支援事業所と健康センター間で連携会議を実施したことが支援につな
がったことを確認した②

事例と事例をつなぐことの大切さを確
認

センター保健師の気付きについて、参加者間でつなぐことの大切さを確認
した①

受け持ち地域全体を視野に入れる必要
性の確認

個、家族、地域という視点で考えることの大切さを確認した④

家族単位の援助の意義の認識 家族単位に支援をするという保健師活動の特徴を改めて確認した②　

個の関わりから家族へのつながりを確
認

個の関わりから家族へのつながりを感じた事例について確認した③

1 事例に丁寧に関わる必要性の確認 1 回の機会を大事にして普段からアンテナを張っていけるとよいと話し合っ
た③

記録は誰にでも伝わることが大事であ
ることを確認

記録について誰にでも伝わることが大事であることを共有した③

他保健師の援助経験の共有 同様の課題を抱える他の事例への援助経験を共有した①

表 4　修正した方法で実施した事例検討の時間・参加人数および事例概要

事例
検討時間

(*）
参加
人数

事例概要

⑤ 40 分
(10分）

10人 母は精神疾患治療中、父は慢性白血病、小学 1 年生、2 歳 6 か月児の 4 人家族。母は、精神的に不安
定になると、子どもに大声を出す、叩くなどあり。訪問を約束しても直前にキャンセルされ、電話の
みで支援している。

⑥ 47 分
(8分）

14人 父母、1 歳 3 カ月の児の 3 人家族。官舎に暮らす。母親より、10 か月児健診時多くの質問があり、地
区担当保健師が関わりをもった。電話や訪問にて、母同士のもめごとや父親のとりとめもない話を聞
いている。訪問は 1 回あたり 2 時間かけている。

* は事例説明時間の再掲を示す
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ター）、参加者それぞれの立場を体験して、思ったこと

や考えたことは、9 名から回答があり、表 7 に示したと

おり、【事例の支援を振り返り、支援方法を見直し、支

は 0 名、どちらともいえないは 2 名であった。

2）事例検討会についての意見・感想

事例検討会で、事例提供者、司会者（ファシリテー

表 6　事例検討内容の分類別にみた件数

大分類 分類
事例
①

事例
②

事例
③

事例
④

事例
⑤

事例
⑥

検討事例に対
する援助方法

対象の立場で考える体験 1 6

対象の生活状況の把握方法の検討 2 1 1

対象への援助方針・計画づくり 1 1 3 6 7

対象者の病気に対する意識の検討 2 2

家族の状況・健康についての検討 2 1

他の事例にも
共通する援助
の考え方

保健師間の情報共有の重要性の確認 1 4

他部署保健師との連携協力の必要性の確認 2

他機関・他職種との連携から保健師の役割を確認 1

他機関・他職種との連携の意義・方法の検討 2 1

事例と事例をつなぐことの大切さを確認 1

受け持ち地域全体を視野に入れる必要性の確認 3 1

家族単位の援助の意義の確認 1

個の関わりから家族へのつながりを確認 1

1 事例に丁寧に関わる必要性の確認 3

記録は誰にでも伝わることが大事であることを確認 1

他保健師の援助経験の共有 1 1

事例検討内容数  5 7 9 9  11 19

表 7　事例検討会を実施して思ったことや考えたこと（9 名） 分類の（　）は意見の件数

大分類 分類 意見（例示）

事例検討の
効果

事例の支援を振り返り、支援方法を見直
し、支援の方向性を確認できた（3）

検討後は、支援を振り返って整理することができたことや支援の方向性
を確認することができたこと等、有益だと思いました。

事例の支援を追体験し支援の幅が広がっ
た（3）

参加者として、いろいろなケースを疑似体験することができ、今後の支
援の幅が広がったように思います。

先輩保健師の意見を聞き、自分にない視
点があることを知り、研鑚を重ねたい（1）

今後の支援について考えに至らず、発言はできなかったが、先輩方、係
長さん方の話は、自分にない視点がたくさんあり、短い時間でも判断の
できる保健師になりたいと思った。

事例検討の
意義

多角的に事例を見て、多様な意見を出し
合うことに意味がある（2）

事例検討は、「正解」があるわけでなく、いろいろな人がいろいろ
な角度から事例をみて意見を出し合うことに意味がある。

事例検討の
変化

事例提供者が精神的に楽になり、よかっ
たと思える検討会になった（2）

（事例提供者として）共有したことで楽になりました。

事例提供者が出してよかったと思える検討会になってきている。

検討するに適した事例が出されるように
なってきた（1）

提供される事例も検討するに値する良い事例が出されるようになってき
たと思う。

事例検討方
法の提案

事例提供者は、事例への支援の要点をわ
かりやすく整理し、検討してほしいこと
を明確に提示すると検討しやすい（3）

事例提供者として、簡潔に伝えていくことも大切だと思いました。事例
の要点を整理し話し合ってほしい点を明確にしておく必要があると思い
ました。提供者から着地点（ここを検討してほしい）を明確にされると
より意見を出しやすいと思います。

話しやすい雰囲気を作ることが大切（1） 話しがしやすい雰囲気を作ることが日ごろの関係も含めて大切だなと思
いました。

表 5　事例⑤⑥の検討内容

大分類 分類 事例検討内容（例示）　　　　　* 最後の No は事例 No.

検討事例
に対する
援助方法

対象の立場で考える体験 母の家事、子育て状況について家事は苦手であるが一生懸命取り組んでい
るとの担当保健師の判断を参加者と共有した⑥

対象の生活状況の把握方法の検討 母の受療状況や医療費負担、年金について把握する必要があることを確認
した⑤

対象への援助方針・計画づくり 母に、保健師について理解してもらうには、関わり始めたきっかけに立ち
返って役割修正した方がよいという意見が出て話し合った⑥

対象者の病気に対する意識の検討 母は、精神科疾患治療について受け止めができず、服薬管理ができていな
いために、どうしたらよいか話し合った⑤

家族の状況・健康についての検討 父方祖父母の健康状態について質問があり、把握することの必要性を共有
した⑤

他の事例
にも共通
する援助
の考え方

受け持ち地域全体を視野に入れる必要
性の確認

参加者から、事例提供者が住まいの周りの状況をよくつかんでいることに
ついて認める意見があった⑥

他保健師の援助経験の共有 同様のケース対応で困った経験はないかの司会者からの質問から、地域の
ボランティアのトラブルの相談にのる場合の方法に関する報告があった⑥
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単位の事例検討も考えを整理するのに必要】【係員の支

援記録を読んで気になった点を投げかける】【自身の支

援経験を係員に話す】各 1 件の意見があった。

Ⅶ．考察

1．事例検討会の成果と意義

保健師間で援助方法を検討できる職場づくりという点

における成果としては、以下のことが考えられる。

表 1 に示したとおり、本取組み開始時点での保健師の

認識は、誉められることが嬉しい、批判される恐怖がな

くなった、傷つけないように発言するといった意見が多

くあったが、終了時点では、表 7 に示したとおり、精神

的に楽になりよかったと思えるようになったという意見

があり、事例検討に対する保健師の反応・受け止めに変

化がみられた。保健師自身が楽な気持ちで事例提供する

ことができるようになってきているのは、「ありのまま

を話しても大丈夫」という感覚がもてるようになり、他

の保健師への信頼感が強化されたといえる。

また、表 8 に示したとおり、事例への支援について考

えたこととして、係内の保健師間で情報を共有し話し合

うことが挙げられていたり、係長は、係単位で充実した

事例検討を行うための方法について、日常的に事例検討

する時間を設けたり、自身の支援経験を係員の保健師に

話す等具体的な対策を挙げており、本取組みは、係単位

での事例検討の実施につながる基盤をつくった点におい

ても意味があったといえる。

援の方向性を確認できた】【事例の支援を追体験し支援

の幅が広がった】等事例検討の効果に関する意見が 7 件

と多かった。また、【多角的に事例を見て、多様な意見

を出し合うことに意味がある】という事例検討の意義に

関わる意見、【事例提供者が精神的に楽になり、よかっ

たと思える検討会になった】【支援を検討するに適した

事例が出されるようになってきた】という事例検討の変

化に関する意見もあった。さらに、【事例提供者は、事

例への支援の要点をわかりやすく整理し、検討してほし

いことを明確に提示すると検討しやすい】【話しやすい

雰囲気を作ることが大切】という事例検討方法の提案も

あった。

3）事例への支援や保健師の役割について考えたこと

表 8 に示すとおり、【係内の保健師間で情報共有し話

し合う】【関係機関・者や家族と協力する】【支援目的に

立ち返り保健師としての役割を確認】という保健師とし

ての姿勢に関わることと【対象者に寄り添う】【事例の

今後の見通しを立てて支援方法を考える】という対象者

への向き合い方に関わることについての意見があった。

4）今後、係単位でも充実した事例検討を行うことがで

きるようにするための方法

筆頭著者以外の係長 3 名に対して、今後、係単位で充

実した事例検討を行うための方法を尋ねた。その結果、

全員から回答が得られ、【日常的に事例について共有し

検討する時間を設ける】2 件、係単位でも事例を共有す

るよう心がけているが、人数が少ないので【健康センター

表 8　事例検討会を通じて、事例への支援や保健師の役割について考えたこと（10 名） 分類の（　）は意見の件数

大分類 分類 意見

保健師とし
ての姿勢

係内の保健師間で情報を
共有し話し合う (3)

情報共有して広く意見をもらうことは大切だと感じました。また、話しをすることで
気持ちも楽になると思います

ふれあい内でケースの共有をすることは大切。話を聞いてもらうことで、気持ちが楽
になる。よりよい支援に結び付けられる

自分一人で考えていても良い関わりはできないと思うので今後も係内での話し合いを
続けていきたいと思った

関係機関・者や家族と協
力する (3)

保健師だけで解決しようとするのではなくキーパーソンや社会資源を視野に入れるこ
とで対象にとって必要な支援にできる

医師連絡や家族との調整等本人だけでなく、取り巻く支援者や関係者との関わりをし
ていくと、支援の幅が出てくる可能性もある　

自分一人でケース対応を抱え込むのではなく、他の職員や他機関と情報共有すること
がよりよい支援へとつながると思った

支援目的に基づき保健師
としての役割を確認 (1)

支援の目的に立ち返り、保健師としての役割を確認することで支援が明確になり、住
民にとってよりよい支援につながると思った

対象者への
向き合い方

対象者に寄り添う (2) 広い視野を持ちながらケースに寄り添うことが大切

ケースが求めていることと支援する側にズレはないか、保健師のあるべき姿を求める
のでなく寄り添う支援になることが大切

事例の今後の見通しを立
てて支援方法を考える (2)

ケースの今後の見通しを立てて支援方法を考えることが大切で一人だけで考えず、共
有することが重要

事例の事実をふまえて今後について想像力を働かせた検討をしていくことが大切だと
再認識しました
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て、方針を意識した検討ができるようになってきた。ま

た、係長がファシリテーターとして、事例検討の進行を

担ったことにより、参加者の状況に即して進行方法を工

夫する経験を積み、事例検討の方法を作ることができた

と考える。さらに、係長が率先して実施したことによっ

て、係員である保健師に事例検討の方針が共有され、浸

透しやすかったと考えられる。また、今後係単位でも充

実した事例検討を行う方法として、日常的に検討する時

間をもつことや支援記録を介して気になった点を投げか

けたり、係長の援助経験を話すといった個別的な指導方

法が挙がっており、「プロフェッショナルは後輩の育成

にも責任をもつというアイデンティティをもたない限

り、組織内でのプロの拡大生産は望めないことを自覚し

なければならない」（中板 ,2011）とのとおり、係長の

後輩育成に関する認識が、保健師の現任教育としての事

例検討会の充実につながったと考えられる。

3．統括的な立場の保健師としての役割

筆頭著者は、B 健康センターと管轄する保健センター

の統括的な立場の保健師であるため、保健師の育成を意

識して取り組んだ。筆頭著者が中心となり、係長間で事

例検討の進行について学びの機会を作り、係長間で進行

方法を考えた。進行は、まず筆頭著者が取組み、順番に

係長間で取組み、進行についての振り返りをした。その

結果、事例提供者は精神的に楽になり、よかったと思え

る検討会になったという意見に変化し、係長は、日常的

に事例検討する時間をもつこと、自身の支援経験を係員

の保健師に話す等係単位で事例検討を行うための具体的

な方法を表明するようになった。以上から、リーダーの

役割をもつ保健師と協力して、経験年数にかかわらず保

健師同士が自主的に意見を言うことができる職場の雰囲

気づくりやリーダー保健師の後輩を育成する意識や意欲

を高めることに統括的な立場の保健師の役割があると考

える。

4．今後の課題

修正した事例検討の方針の 3 つ目に、支援した結果に

ついて、次回の報告する時期を具体的に決めることをあ

げている。野中（2009）は「地域で事例検討が必要とな

る事例は、継続的なケアマネジメントの支援が求められ

ることが多いので、あらかじめ数か月後のモニタリング

会議や評価会議を設定しておくべきであろう。」と述べ

次に、保健師一人ひとりが自身の援助を振り返り、援

助を改善できるようにするという点における成果として

は、以下のことが考えられる。

試行的に実施した事例検討会での検討内容と進行方針

修正後の事例検討会での検討内容を比較すると、後者は、

検討事例に対する援助方法が殆どを占めるようになり、

抽出できた検討内容の分類および件数が増加しており、

援助に関して幅広い視点から多くの意見が出されるよう

になった。このことから、事例検討は、事例を報告し共

有するだけではなく、多角的な視野から必要な支援がで

きているかを振り返ったり、今後の支援を具体的に検討

する場に変化してきていることが確認できる。

また、取組み開始前は、事例提供する保健師は、他の

保健師に何を言われるのか気にして事例検討に臨んでい

たが、取組み終了時は、対象者に寄り添うことの大切さ

等自身の姿勢に関心が向いており、保健師一人ひとりが、

事例をよりよく支援したいという姿勢を強くもつことが

できるようになったと考える。

さらに、表 7 に示したとおり、終了時点では、事例検

討の効果や意義に関わる意見が殆どとなり、多くの保健

師は、事例検討会の目的を実感することができたと考え

られる。

以上から、自施設の事例検討会は、米山（2009）が述

べている「事例提供者は、事例を振り返るのみならず、

自己の振り返りから成長のチャンスを得ることができ

る」という意義をもつようになってきているといえる。

また、中板（2011）は、人材育成に事例検討会を位置づ

けるメリットは、「状況判断力、事態対応力を養うこと

や援助の幅・サービス選択肢の幅が広がる点である」と

述べており、自施設で行った事例検討会は、現任教育と

しての意義をもつようになったと考える。

2．成果が得られた要因

事例検討会において、ありのままを話しても大丈夫と

いう保健師間の認識の変化は、参加者一人ひとりの援助

に向き合おうとする姿勢が強化され、参加者の相互作用

の結果であると考える。このプロセスの促進には、係長

が事例検討の方針をつくり進行を担ったことおよび係長

の後輩育成の認識が大きく影響していたと考える。

筆頭著者を含めて係長 4 人が話し合い、事例検討の方

針づくり、また修正した方針づくりを行ったことによっ
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ている。今回行った事例検討のうち、事例⑤⑥の事例検

討会では、3 か月後に援助の結果を報告してもらうこと

によって、事例検討内容の評価ができると考え計画した。

これは、取組み期間内では実施できなかった。今後はこ

れまで検討した事例の援助結果を報告することを事例検

討会の中に位置付けていきたいと考える。

今回の取組みでは、保健師一人ひとりが、実践活動を

自己評価した後に改善できるようになったかを、確認す

るには至らなかった。事例提供者自身の関わりの振り返

り、新たな事例の見方、保健師の役割について振り返り、

自己評価は概ねできていたが、「改善」まではこの取組

みでは確認できていない。今後は、事例検討を重ねる中

で、改善ができたかどうかを確認できるようにしていき

たいと考える。

中板（2011）は、「人材育成は保健師という特化した

仲間内の構築ではなく、組織力でカバーされる必要があ

る。（中略）人の成長に即効性はなく、だからこそ組織

的に粘り強く、ぶれることのない人材育成ビジョンと仕

組みを築いていく必要がある」と述べている。A 市の健

康部としての人材育成マニュアルはあるが、現任教育は

実質的には各健康センターに任されている。そこで、保

健師の異動があっても有効な事例検討を継続するために

は、まず、各健康センターの統括的な立場の保健師、健

康センター長や保健所の現任教育担当者と、自施設での

事例検討の取組みを共有したいと考える。
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Career Development of Public Health Nurses Who can Look Back and Improve Their Own 
Nursing Care; A Project that Explores the Progress of the Case Discussion Method

Michiyo Matsunami1) and Mitsuko Kitayama2)

1) Kita Civil Health Center, Gifu City
2) Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing

Abstract
In this practical study, the researchers utilized case discussion meetings. The goals for case discussion were to 

develop a working environment wherein Public Health Nurses (PHNs) could reflect on nursing care collaboratively and 
provide a forum where each PHN could look back and enhance their own nursing care. The purpose of this research study 
was to clarify the outcomes of the case discussion method and explore the role of PHNs who supervise staff PHNs in their 
career development. 

At a community health center facility at which the first author is employed, the following activities were conducted 
in cooperation with all PHNs; 

1) A discussion of the importance and the procedures for a case discussion were identified utilizing literature that 
identified the importance of case discussion. From this discussion, several perspectives were uncovered including “reducing 
the fear and antipathy of constructive criticism,” and “the importance of having a discussion that does not hurt the person 
who is presenting the case.” Four PHN managers referred to these perspectives to create useful and effective guidelines.  

2) PHN managers facilitated four case discussions and analyzed the outcomes of the discussions. After the managers 
shared (conveyed) the outcomes of the case discussions and revised the guidelines, another two case discussions were 
carried out. These outcomes were further clarified with improvements. As a result, some nursing care methods were 
enhanced. One example involved a “greater understanding of the client experience from the client’s point of view,” and 
“setting goals and planning nursing care for the client.” 

3) In addition, PHNs’ perspectives and thoughts about this project were obtained via questionnaire.  Most PHNs 
reported that they were able to draw out perspectives and viewpoints from every participant. The understanding of the case 
discussion method was changed positively. “The case discussion method allowed case presenters to feel relief in the process 
and it was a good experience for them.” Positive outcomes and significance of the case discussion method were identified 
through such statements as, “We could look back at the nursing care of clients, reconsider care methods, and confirm the 
goal of the care.” The interest of nursing care for the clients was increased, such as “to be with client’s feeling.”

 The practice of case discussion helped to identify positive outcomes that emerged as a result of this research study. 
One such outcome was, that “it is okay to state the truth as the case is” for the PHN who presented the case. Each PHN was 
better able to discuss nursing care of individual cases with the attitude that they want to improve nursing care and recognize 
the importance of case discussion. These results contributed to career development for each PHN and enhanced professional 
career development. Furthermore, as a result of this study, we identified that PHN supervisors have a responsibility to use 
the case discussion method systematically.

Key words: Case Discussion meetings, Career Development of Public Health Nurses, PHN supervisors
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Ⅰ ．はじめに

わが国においては、「入院治療中心から地域生活中心

へ」という基本方針のもと精神保健医療福祉改革が行わ

れ、精神科急性期医療・看護の充実による入院の短期化

や長期入院患者の退院支援が進められており、精神病床

の平均在院日数は年々短縮している。しかし、入院 1 年

以上の長期入院患者は約 20 万人であり、そのうち毎年

約 5 万人が退院しているが、新たに毎年約 5 万人が 1 年

以上の長期入院に移行している ( 厚生労働省 , 2014)。そ

のため、急性期治療・看護をより充実させるとともに、

診療報酬上の精神科での急性期治療期間である 3 ヵ月を

超えた患者の入院がさらに長期化することを防ぐための

看護の充実を図ることが重要である。

そこで、入院 3 ヵ月を超過した患者を受け入れる機能

をもち、その患者に対する退院支援における看護に課題

を抱えていることが確認できたある一病棟に大学に所属

する筆頭筆者が研修生として関わり、その看護実践現場

での課題や看護の現状を踏まえて、精神科急性期治療期

間（以下、急性期治療期間とする）を超えた患者のさら

なる入院長期化を防止するための看護について明確にす

るための研究を行った。この研究の第一段階では、急性

期治療期間を超えた患者のさらなる入院長期化を防止す

るための看護に関するある一病棟での課題を明確化し、

第二段階では、退院事例を基に急性期治療期間を超過し

た患者のさらなる入院長期化を防止するために必要な看

護を検討した。第三段階では、第一段階と第二段階の結

果を踏まえて、さらに必要な看護を明確化したうえで、

その看護内容を基に事例の展開を行った。第四段階では、

第三段階までの取り組みを振り返り、入院長期化を防止

するために必要な看護内容を洗練し、その看護内容を病

棟において定着・継続して実施するための方法について

検討した。

本稿では、第一段階の急性期治療期間を超えた患者の

さらなる入院長期化を防止するための看護に関するある

一病棟での課題を明らかにすることを目的とした。

Ⅱ ．方法

筆頭筆者が研修した施設において入院が長期化しつつ

ある患者の思いや実施された看護を明らかにした。これ

らを踏まえて筆頭筆者が課題（案）を作成し、それを基

に病棟看護師と話し合い、急性期治療期間を超過した患

者のさらなる入院長期化を防止するための看護に関する

研修施設の課題を明らかにした。

本研究全体のデータ収集期間は、2012 年 6 月〜 2012

年 12 月であった。

1 ．研修施設の概要

研修施設は、精神科救急病棟または精神科急性期治療

病棟を有する精神科病院のうち研修ならびに研究協力の

同意が得られた一施設とした。また、その施設内の主に

急性期治療期間を超過した患者を受け入れる機能を有

し、その患者の看護に課題を抱えていることが看護部長

から確認できた一病棟とした。

研修施設は、約 580 床を有する民間単科精神科病院 A

病院内の精神一般病棟である閉鎖病棟の B 病棟であっ

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

〔資料〕
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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（グレッ

グ ,2008）という考えを本研究では採用した。

2）患者 1 名の記録の分析による思いの明確化

（1）対象者

入院期間が 3 ヵ月以上の患者のうちできるだけ入院期

間が短い段階から看護師により病状が安定していると判

断され、退院の希望をもっていた患者のうち、主治医の

許可ならびに本人の同意が得られた 1 名の患者とした。

病状の安定と退院の希望を要件とした理由は、入院が長

期化する要因のうち患者に起因する要因をできるだけ小

さくするためである。

（2）データ収集方法

看護記録に記載された対象者の発言および筆頭筆者が

研修中に対象者に直接関わった際の発言内容を看護記録

とは別に記録した研修記録をデータとした。看護記録お

よび研修記録は、研究期間前に研修生として対象者を担

当した入院約 10 ヵ月目〜入院 1 年 9 ヵ月までの約 1 年

間のものとした。

疾患名、入院期間、入院形態等の患者の属性および研

修生として対象者を担当した時点での家族の状況や看護

の状況等の患者の概要については診療記録と看護記録か

ら収集した。

（3）データ分析方法

看護記録と研修記録から得られたデータである対象者

の発言の一文をコードとし、類似するコードをグルーピ

ングし、カテゴリ化した。さらに、カテゴリの内容を何

に関する思いかという視点で分類した。

3 ．急性期治療期間を超過し入院が長期化しつつある

事例における看護の明確化

1）対象者

方法 2-2）の対象者と同一の者とした。

2）データ収集方法

対象者のフォーカスチャーティング形式で記載された

看護記録にあるフォーカスの欄に記載された内容および

実施された看護を示す内容をデータとした。看護記録は、

研修生として対象者を担当した入院 10 ヵ月目〜入院 1

年 6 ヵ月までの約 9 ヵ月間のものとした。

3）データ分析方法

フォーカスの欄に記載された内容を分類し、分類毎の

た。B 病棟は、15:1 の看護体制で、病床数は 54 床であっ

た。B 病棟で勤務する看護師全員（学生である准看護師

は含まず）から研修および研究として取り組む全過程へ

の同意が得られた。看護師は、男性 12 名、女性 6 名の

合計 18 名、年齢は 30 歳代から 50 歳代、看護師経験年

数は 2 年から 20 年以上、精神科看護経験は 1 年から 20

年以上であった。

2 ．急性期治療期間を超過し入院が長期化しつつある

患者の思いの明確化

1）患者 6 名への面談の分析による思いの明確化

（1）対象者

急性期治療期間の 3 ヵ月を超過した患者のなかででき

るだけ入院期間が短く、主治医や看護師により病状の面

から面接に対応できると判断された患者のうち本人の同

意が得られた者とした。

（2）データ収集方法

対象者の入院生活や看護についての思いを明らかにす

るために半構成的面接を行った。面接は、インタビュー

ガイドを用いて行ったが自由に語ることを優先した。イ

ンタビューガイドの内容は、入院 1 〜 5 年の患者の入院

生活の体験について明らかにした石川（2011）の文献を

参考に現在の希望や目標、希望や目標の実現に向けた自

身の取り組みや医療者（看護師）から受けている支援等

とした。

面接は、対象者の希望に合わせて病棟の面談室、病室

等プライバシーが保たれる場所で筆頭筆者と対象者の 1

対 1 の形で行った。対象者の許可を得て、面接中に話さ

れた内容をノートに記録し、面接後直ちに話の内容を想

起し、記録を補完した。

疾患名、入院期間、入院形態等の患者の属性について

の情報は診療記録から収集した。

（3）データ分析方法

対象者の面接から得られたデータを読みこみ、意味が

読み取れる範囲をひとまとまりとして区切り、要約した

内容をコードとした。内容が類似するコードをグルーピ

ングし、カテゴリ化した。さらに、カテゴリの内容を何

に関する思いかという視点で分類した。なお、グループ

化の作業において、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
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るものをグルーピングし、そのグループ毎にどのような

課題があるかを命名した。

5 ．倫理的配慮

研究協力を依頼するにあたり、研究目的と方法、協力

者の権利（プライバシーが守られる権利、研究協力に同

意しない権利、研究協力に一度同意しても取り消すこと

ができ、協力の取り消しにより一切不利益は生じない権

利）、協力によるメリット・デメリット等について書面

と口頭にて対象となる患者、看護師に説明した。また、

協力者のプライバシーと匿名性の保障のための方法も説

明し、その方法を厳守した。そして、十分な検討時間を

確保した後に書面での同意を得た。特に対象者が患者の

場合、研究協力が治療・療養上問題ないと主治医が判断

した患者を研究協力候補者とし、筆頭筆者の研究の説明

を受けるか否かを強制力が働かないように配慮しながら

看護師に確認してもらった。また、面談等で話したくな

いことは話さなくてよいと伝え、話さなくても不利益は

一切生じないと説明し、聞き取り中は患者の疲労等を十

分観察し、希望に合わせ適宜中断・中止することとした。

なお、本研究は、2012 年 6 月に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（通知番号

24-A002-2）を得て実施した。

Ⅲ ．結果

1 ．急性期治療期間を超過し入院が長期化しつつある

患者の思い

1）面談から明らかにした患者 6 名の思い

（1）患者 6 名の概要

対象となった患者 A 〜 F 氏の 6 名のうち男性は 5 名、

女性は 1名で、年齢は 20歳代後半から 60歳代半ばであっ

た。主病名は 5 名が統合失調症、1 名が非定型精神病で

あり、全員が医療保護入院であった。また、6 名の入院

期間は約 6 ヵ月から 3 年であった。

（2）患者 6 名の思い

分析の結果、患者 6 名の思いとして 35 のカテゴリが

生成され、10 の内容に分類できた。分類を〔　〕、カテ

ゴリを【　】、〈　〉内のアルファベットはカテゴリが患

者 A 〜 F のどのコードから生成されたかを示す。

〔現在の希望や目標〕として、5 名が【退院したい

〈A,B,C,D,E〉】と思っており、他の 1 名も【希望や目標

フォーカスの記載回数を集計した。次に、分類したフォー

カスの内容毎に具体的内容が読み取れる実施された看護

について整理した。また、フォーカスに対して事務上の

連絡等の記載しかない場合は実施された看護として整理

しなかった。

4  ．急性期治療期間を超過した患者のさらなる入院の

長期化を防止するための看護に関する B 病棟の課題

の明確化

1）筆頭筆者による課題（案）の作成

B 病棟の課題について、「さらなる入院長期化を防止

するための看護」というキーワードの他に「患者主体の

看護」というキーワードを追加して検討した。これは、

病院から地域への医療の移行は患者主体の医療提供の推

進を目的としている（OECD,2014）と明示されている

ように退院支援において患者を主体に看護を考えること

は必須という考えからである。

「患者主体の看護」をキーワードとした場合、方法 2

で明らかとなった患者の思いである看護についての不満

や要望に対応する看護が、方法 2-2) の対象者の概要と

して示した看護や方法 3 で明らかにした実施された看護

のなかにあるかどうかを確認し、課題を検討した。

また、「さらなる入院長期化を防止するための看護」

をキーワードとした場合、先行研究で明らかにされてい

る退院支援における看護（葛谷ら ,2011; 宇佐美ら ,2003）

等を参考に、方法 2-2) の対象者の概要として示した看

護や方法 3 で明らかにした実施された看護が十分な内容

であるかどうか確認し、課題を検討した。

2）病棟看護師との話し合いの結果を踏まえた課題の決

定

方法 4-1）で明らかにした課題（案）と方法 2 および

3 の結果を B 病棟の看護師に提示し、急性期治療期間を

超過した患者のさらなる入院長期化を防止するための看

護に関する B 病棟の課題について話し合い（1 回目の話

し合い）、記録した。次に、1 回目の提示内容に加えて、

1 回目の話し合いの記録を病棟看護師と共有したうえで

課題についてさらに話し合い（2 回目の話し合い）、記

録した。1 回では参加人数が少ないと予想されるため 2

回の話し合いを行い、参加看護師は計 10 名であった。1

回目、2 回目の話し合いの記録を意味が読み取れる範囲

をひとまとまりとして区切りコードとし、内容が類似す



岐阜県立看護大学紀要　第 15 巻 1 号　2015

─ 90 ─

いた。また、〔医療者への要望〕として、【注射や検査を

やめてほしい〈A〉】、【隔離を終了してほしい〈D〉】と

いう思いがあった。

2）記録から明らかにした患者 G 氏の思い

（1）事例とした患者 G 氏の概要

G 氏は、50 歳代後半の男性で主病名は統合失調症で

あった。今回は 6 回目の入院で医療保護入院であった。

救急病棟に入院したが、入院 3 ヵ月頃に B 病棟へ移動

した。G 氏は陰性症状が目立ち、離床の促しや清潔セル

フケア不足への支援等が必要であったが、病棟生活にお

いて大きな問題はなかった。看護計画は、# 周囲の関心

がなくなるため患者間でも孤立しやすい、# 褥瘡、# 清

潔セルフケア不足について立案されていた。G 氏は退院

を希望していたが具体的な退院支援は行われていなかっ

た。さらに、B 病棟への移動後、約 7 か月間カンファレ

ンスが行われていなかった。両親は他界しているが、姉

が 3 人おり退院に反対していた。

（2）G 氏の思い

分析の結果、G 氏の思いとして 24 のカテゴリが生成

され、9 つの内容に分類できた。分類を〔　〕、カテゴ

リを【　】で示し、G 氏の話した内容を斜体で示す。

G 氏は様々な思いを抱いており、〔現在の希望や目標〕

として【退院したい】、【働きたい】という思いを持って

いた。また、【開放病棟へ行きたい】という希望がある

一方で【開放病棟にいかずにこのまま退院したい】とい

う希望もあった。

〔退院に向けての取り組み〕において、【退院に向けて

どうすればよいかわからない】場合があったが【自己管

理を拡大したい】という思いもあった。〔疾患に関する

認識〕として【無断離院や飲酒はしない】と疾患につい

ての理解があると思われる内容もあれば、【精神的に異

常はなく病状はよくわからない】と捉えていた。しかし、

〔服薬に関する認識〕として、【服薬自己管理を行いたい】、

【服薬自己管理により自負がもてる】との思いや【服薬

回数が減って良い】という認識があった。また、〔家族

との関係〕について【姉との関係は良い】と思っていた。

〔看護師から受けている支援〕としては、退院につい

ていろいろアドバイスしてくれるので助かっているなど

【看護師の支援に感謝している】一方で、【寝ていると看

護師に怒られる】という体験もしていた。〔看護師との

はアパートでの一人暮らし〈F〉】と思っていた。また、【開

放病棟に行かず今の病棟から退院したい〈C〉】、【退院

後にしたいことがある〈C〉】と思っている患者もいた。

〔希望や目標の実現に向けた自身の取り組み〕として、【退

院や今後に向けて取り組んでいる〈C,D〉】、【退院や今

後に向けて取り組むべきことがわかる〈D,F〉】一方で、

【退院に必要なことがわからない〈C,E〉】という思いも

あった。また、【退院したい】が、〔退院や地域生活にお

いて予測している困難や心配〕として【地域生活では防

犯が心配〈F〉】であったり、【社会で生きていく力があ

るか悩む〈F〉】場合があったが、【退院に関して問題や

心配はない〈C,E〉】場合もあった。また、〔入退院・疾

患に関する認識〕として、【入院させられたと捉える

〈A,E〉】場合もあれば、【今は退院できないことを受け

止める〈D,E〉】、【自分の疾患について理解している

〈B,D〉】場合もあった。

〔看護師から受けている支援〕について、【治療上の援

助を受けている〈D,E〉】、【日常生活に関する援助を受

けている〈D,F〉】、【看護師から指導やアドバイスを受

けている〈C,D,F〉】、【状態悪化時に看護師に助けても

らえる〈D〉】と捉えていた。また、〔看護師との関係〕

について【看護師に相談できる〈D,F〉】、【看護師との

関係が良い〈C〉】、【特定の看護師と話がしやすい〈D,F〉】

と思っていた。その一方で、【看護師にあまり話や相談

をしていない〈A,B,C,D,E,F〉】、【患者から看護師へは話

しかけづらさがある〈C,F〉】という思いや【看護師は

忙しく無理や迷惑をかけたくない〈B,E,F〉】という思い

があった。また、【話すことは沢山ある〈A〉】という患

者もいれば【看護師に話すことはない〈B,E〉】と思って

いる患者もいた。そして、〔看護師への要望〕として【看

護師から話しかけてもらいたい〈C〉】、【一緒に考えたり、

指導やアドバイスをしてほしい〈A,C〉】、【管理されて

いる嗜好品への対応の変更をしてほしい〈E,F〉】という

一方で、【看護師への要望はない〈A,D,E〉】場合もあった。

〔看護師の対応への評価〕としては、【看護師から良い対

応を受けている〈B,F〉】一方で、【看護師の対応に驚き

や嫌悪感がある〈B〉】場合もあった。

〔医師から受けている支援〕として、【主治医に退院に

ついて話せる体制を作ってもらっている〈C〉】、【医師

から具体的な指示や説明を受けている〈D〉】と思って
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めの看護」のキーワードを基に検討した課題（案）は⑤

〜⑦であった。〔　〕内には結果 1 および 2 のうち根拠

となった内容を示す。

① G 氏は、主治医に対して不満やあきらめ、話のし

づらさなど様々な否定的感情を抱いていたため主治医へ

の働きかけや調整が必要だと考えられるが、その思いに

対する積極的な看護は行われていなかった。〔結果 1-2)-

(2),2〕

② G 氏は、看護師と話しづらい、自分から話すこと

はないなどと思っていた。また、患者 6 名の語りからも

看護師とはあまり話をしない、看護師へは話しかけづら

さがあることが明らかとなった。患者を主体に考えると、

看護師から話をする機会を作ったり、話しやすい関係作

りをすることが課題として挙げられた。〔結果 1-2)-

(2),2〕

③ G 氏は、寝ていると看護師に怒られると捉えてい

たり、退院に向けてどうすればよいかわからないと思っ

ていた。また、患者 6 名の語りからも退院に必要なこと

がわからない状況が明らかとなった。このように患者自

身が退院に向けてどのように取り組んでよいかわからな

い状況が課題としてあり、看護師自身も退院に向けてど

のように取り組んでよいかわからない可能性があった。

〔結果 1-1)-(2),1-2)-(1)(2),2〕

④患者 6 名の語りから、看護師から指導やアドバイス

を受けていると思っている一方で、もっと一緒に考えた

り、指導やアドバイスをしてほしいという思いが明らか

となったため、患者のニーズに合わせてさらに支援を充

関係〕においても【看護師と話しづらい】、【看護師とあ

まり話す機会がない】、【自分から看護師に話すことはな

い】という体験をしていた。また、〔主治医との関係〕

としては、【主治医を替えてほしい】、【主治医への不満

がある】、【主治医が来ないかもしれない】と否定的に捉

えており、先生とは退院に関する話はあまりしません、

何だか忙しそうでというように【主治医に話がしづら

い】、【主治医に言っても仕方がない】と思っていた。し

かし、〔主治医への要望〕として、【診察をしてほしい】、

【主治医と退院の話をしたい】という思いがあった。

2 ．急性期治療期間を超過し入院が長期化しつつある

事例 G 氏に対して実施された看護

看護記録のフォーカスは、日常生活上のセルフケア、

活動と休息のバランスなど 15 の内容に分類された。ま

た、実施された看護は 15 の内容に集約された ( 表 1）。

その内容は、入浴・髭剃り・更衣などの日常生活のセル

フケア不足に対する声かけ、入床傾向にあるため離床を

促すための声かけ、服薬自己管理を勧め管理・服薬状況

を確認し肯定的評価や助言等であった。

3 ．急性期治療期間を超過した患者のさらなる入院の

長期化を防止するための看護に関する B 病棟の課題

1）筆頭筆者が検討した B 病棟の課題（案）

急性期治療期間を超過した患者のさらなる入院の長期

化を防止するための看護に関する B 病棟の課題を筆頭

筆者が検討したところ、下記の 7 つの課題（案）が挙がっ

た。「患者主体の看護」のキーワードを基に検討した課

題（案）は①〜④、「さらなる入院長期化を防止するた

表 1　G 氏に対して実施された看護

フォーカスの分類
（フォーカスが記録された回数）

実施された看護

日常生活上のセルフケア (40) 入浴・髭剃り・更衣などの日常生活のセルフケア不足に対する声かけ

活動と休息のバランス (133) 入床傾向にあるため離床を促すための声かけ / 不眠時薬の与薬とその効果の確認

他者との交流 (8) 他患者との交流の促し

主治医・診察に関する思い (8) 主治医に関する希望を伝達

家族に対する思い (1) 家族の話題を患者に提供

家族の思い (1) 家族に患者の状況や取り組みについての説明し思いを傾聴

今後についての思い (10) 退院などの希望を叶えるための具体的方法を提案

退院についての病院外への相談 (11) 患者の思いを表明できる機会の提案

服薬自己管理 (33)
服薬自己管理を勧め管理・服薬状況を確認し肯定的評価や助言 / 服薬管理を行いやすく
するため服薬の変更ができないか受持ち看護師から主治医に打診

物品や金銭の自己管理（16） 自己管理能力を高める声かけと範囲の拡大の提案

他者への迷惑行為（9） 他者への迷惑行為は患者自身のためにならないことの説明

身体的問題（21） 身体的問題が起きない・悪化しないための説明

カンファレンス（1） カンファレンスの実施

薬物療法の変更（2） -

その他（4） -
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性』、『退院に向けて前向きになれるよう肯定的に評価す

る必要性』、『家族へのケア方法を学習しケアを充実させ

る必要性』、『看護師の退院支援に対する積極性やあきら

めない姿勢をもつ必要性』、『治療方針の確認・把握の必

要性』、『カンファレンスの必要性』、『多職種間・看護師

間の連携の必要性』であった。

Ⅳ ．考察

急性期治療期間を超過した患者のさらなる入院の長期

化を防止するための看護に関する B 病棟の 10 の課題は、

患者へのケアに関する課題・家族へのケアに関する課題・

看護師の姿勢に関する課題・協働に関する課題の 4 つに

大別できると考える。そこで、4 つに大別した課題毎に、

先行文献を参考にして課題の背景や特徴について検討す

る。

1 ．患者へのケアに関する課題

患者へのケアに関する課題には、『患者と深く関わり

思いを知る必要性』、『患者が意見を言うカンファレンス

確立の必要性』、『患者への十分な情報提供の必要性』、『患

者に合った個別性のある看護計画を立案する必要性』、

実する必要があった。〔結果 1-1)-(2)〕

⑤ G 氏が救急病棟から転棟した後の約 7 か月間カン

ファレンスが行われていなかったため、入院が長期化し

ないために必要な治療方針や看護方針の再検討が行われ

ていなかった。〔結果 1-2)-(1)〕

⑥ G 氏に対する服薬自己管理の支援が実施されてい

るが、看護計画には挙がっておらず、看護記録と看護計

画が連動していなかった。〔結果 1-2)-(1),2〕

⑦ G 氏の場合、姉が退院に反対していたため支援が

必要であるが、家族に焦点が当てられたフォーカスは 2

つであり、それぞれ各 1 回ずつ看護が実施されただけで

あるため家族への看護が不十分であった〔結果 1-2)-

(1),2〕

2）病棟看護師との話し合いから明らかとなった B 病棟

の課題

病棟看護師との話し合いの結果から B 病棟の課題は

10 に集約された ( 表 2)。10 の課題は、『患者と深く関わ

り思いを知る必要性』、『患者が意見を言うカンファレン

ス確立の必要性』、『患者への十分な情報提供の必要性』、

『患者に合った個別性のある看護計画を立案する必要

表 2　入院長期化を防ぐための看護に関する B 病棟の課題

課　　　　題 話された内容（一部抜粋）

患者と深く関わり思いを知る必要性
患者の思いが把握できていない。（1 回目）/ 患者と深く関わるというのがなかなかでき
ない。一番削れるところでもある。基本であるはずだが、業務に追われて。（2 回目）

患者が意見を言うカンファレンス確立
の必要性

本人の意見を言うカンファレンスができていない。（2 回目）

患者への十分な情報提供の必要性
患者は離床の促しを怒られると捉えていることから、看護介入の際になぜ必要かという説明がいる。
情報提供が不足しているかもしれない。（1回目）/Gさんが寝ていたら怒られると言っていたことか
ら説明不足がある。（1回目）

患者に合った個別性のある看護計画を立
案する必要性

看護計画と看護記録の連動ができていないのは課題である。電子カルテに入っている看
護計画は大まかな内容であり、個別性がない。（1 回目）/G さんにどうやって働きかけ
たらいいのか考えながら関わっていたが、看護計画と連動できていなかった。電子カル
テになって計画を選ぶだけになっている。他のナースも気づいたら個別性のある看護計
画に立て直す必要がある。（2 回目）

退院に向けて前向きになれるよう肯定
的に評価する必要性

できないことがあっても仕方ないという捉え方。できないことをやってもらおうとして
も無理なのでできることを評価して退院に向けていくことが必要。患者さんもできるこ
とを言われれば、前を向いてやっていけるのではないか。退院に向けてはそれがいいの
ではないか。（2 回目）

家族へのケア方法を学習しケアを充実さ
せる必要性

家族へのアプローチが難しい。今、受け持っている患者さんの家族も退院に対して受け入れが難しい。
（1回目）/家族へのアプローチについては、患者さんの病状の安定と同じぐらい大事だと思っている。
本人の状態が安定したとしても家族が理解していないと難しい。（家族への）説明も必要だが、具体
的には難しいところもある。（2回目）

看護師の退院支援に対する積極性やあき
らめない姿勢をもつ必要性

（退院支援を）ナースがあきらめて投げやりになってはどうにもならないので。（2 回目）
/（退院が）関わっても難しい人もいるが関わっていない人もいる。（2 回目）

治療方針の確認・把握の必要性
ドクターの方針も長期になってくるとあやふやになってくるので再度確認しないといけない。（1回目）
/受け持ち看護師と主治医とのやりとりもカンファレンスの記録欄に書くといいと思う。そこに治療
方針も書くと良い。（1回目）

カンファレンスの必要性
それぞれの職種が別々にすすめていくと患者さんがどの人の言うことを聞けばいいか不明なのでカ
ンファレンスが必要。（1回目）/カンファレンスの必要性を感じる。（2回目）

多職種間・看護師間の連携の必要性

G さんの場合、ドクターが替わって家族も変わった。ドクターが向き合うことが大事。
長期化している人も多い。課題をクリアしながらドクターにも向き合ってもらい、他職
種と連携しながら退院支援をしていく必要がある。（2 回目）/ 退院先がない、イメージ
がわかないというのが大きいので退院調整ナースが入ったりして一緒に考えられると良
い。（2 回目）
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た時にいつでも相談でき問題を解決してくれる場がな

い、本人の回復に向けた専門家による働きかけがなく家

族まかせ、利用者中心の医療になっていない等家族支援

の不十分さが家族の立場から明らかにされている。この

ことから急性期や慢性期に限らず、精神科領域全般にお

いて家族へのケアに関する課題があると考えられ、B 病

棟も同様に家族へのケアに関する課題を抱えていること

が明らかとなった。

G 氏の場合、姉が退院に反対していたが具体的な家族

ケアは行われていなかった。様々な研究が入院長期化と

家族の意向との関連性を示しており、入院のきっかけが

患者の家族に対する暴力であったり、家族が制御しきれ

ない患者の問題行動であったりした場合には、家族の態

度はより慎重、あるいは受け入れ困難になりがちである

（井上 , 2011）。このことから、患者が急性期治療期間内

に退院できなかった場合には、患者へのケアだけでなく

家族へのケアもより充実させる必要がある。しかし、課

題についての話し合いの中で看護師は家族への関わりが

難しいと感じている現状が明らかとなったため、家族へ

のケアに関する学習会の実施も重要な課題として挙がっ

たと考える。

3 ．看護師の姿勢に関する課題

看護師の姿勢に関する課題は、『看護師の退院支援に

対する積極性やあきらめない姿勢をもつ必要性』であっ

た。

今回面接をした患者 6 名全員が退院を望んでいた。退

院の困難度が高い患者であっても患者を主体として考え

るならば、看護師が退院支援に消極的になったり、諦め

ることで退院の阻害要因を増やしてはならない。先行研

究では長期入院患者に対する退院支援上の困難や障壁と

して、看護師の諦めや医師の諦め（石川ら , 2013）、医

療者側の状態悪化の懸念（石川ら , 2013; 吉村 ,2013）、

看護師の症状・問題中心の固定化した患者の捉え方（石

橋ら ,2002）等が明らかにされている。このような看護

師に起因する退院支援上の阻害要因は、G 氏に対して具

体的な退院支援が実施されていなかったように長期入院

の患者に対してだけでなく急性期治療期間を超えた患者

に対しても生じる可能性があり、急性期治療期間を超え

た患者の看護にあたる B 病棟の課題として挙がったと

考える。

『退院に向けて前向きになれるよう肯定的に評価する必

要性』の 5 つが含まれた。

G 氏は退院を希望していたが、具体的な退院支援は行

われず、B 病棟に移動した以降約 7 ヵ月間はカンファレ

ンスが行われていなかった。石川ら（2013）は、看護師

は入院 1 〜 5 年の精神科ニューロングステイ患者の状態

について、安定 = 変化なしと捉えがちで、いつしか病棟

のなかで存在感のない患者となり、次第に患者がいるこ

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

生じること、ケアニーズが捉えづらく、目標設定があや

ふやになること等を明らかにしている。B 病棟の看護師

にとって G 氏は、入院 1 年を超える以前から陰性症状

が目立つせいか、存在感のない患者となり目標設定があ

やふやになっていた可能性がある。そこで、『患者と深

く関わり思いを知る』こと、患者の意見を尊重し、患者

への説明責任を果たすなど患者を尊重した関わりである

『患者が意見を言うカンファレンス確立』、『患者への十

分な情報提供』が課題として挙がったと考える。そして、

患者の思いを把握し、その思いを反映させた『患者に合っ

た個別性のある看護計画を立案する』ことも課題として

挙がったと考える。これらはどの時期の患者に対しても

重要であるが、上記に示した入院 1 年以上のニューロン

グステイ患者に対する捉え方が急性期治療期間を超えた

患者に対しても徐々に生じる可能性があることを看護師

は認識し、課題に挙がった内容を意識的に実施する必要

があると考える。

また、入院 1 年以上の長期入院患者の地域移行を進め

るため、本人への支援として退院に向けた意欲の喚起を

徹底して実施することが示されおり（厚生労働省 , 

2014）、『退院に向けて前向きになれるよう肯定的に評価

する』ことは、入院 1 年以上になる前から退院への意欲

を低下させないためのケアとして重要であるため、急性

期治療期間を超えた患者の看護にあたる B 病棟におけ

る課題として挙がったと考える。

2 ．家族へのケアに関する課題

家族へのケアに関する課題は、『家族へのケア方法を

学習しケアを充実させる必要性』であった。

精神障害者の家族に関する調査（特定非営利活動法人

全国精神保健福祉会連合会　平成 21 年度家族支援に関

する調査研究プロジェクト検討委員会 , 2010）では、困っ
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の皆様、病棟看護師をはじめ病院関係者の方々に深く感

謝申し上げます。また、本研究をご指導いただいた諸先

生方に心より感謝申し上げます。

本研究は、平成 25 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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4 ．協働に関する課題

協働に関する課題には、『治療方針の確認・把握の必

要性』、『カンファレンスの必要性』、『多職種間・看護師

間の連携の必要性』の 3 つが含まれた。

入院時には入院診療計画書が作成されるため、その計

画書から推定入院期間や治療方針を把握することができ

る。しかし、急性期治療期間を超えて入院が必要となる

場合は、入院診療計画書に記載された計画が予定通り進

まなかったと考えられるため、『治療方針の確認・把握』

が改めて必要になる。また、急性期治療期間を超えて入

院が必要な退院困難事例と考えられるため、多職種でど

のように支援していくか話し合うための『カンファレン

ス』も重要となる。また、『治療方針の確認・把握』や『カ

ンファレンス』には当然『多職種間・看護師間の連携』

が必要となる。このように、急性期治療期間を超えた時

期特有の協働の必要性があると考える。しかし、入院 1

年以上の長期入院患者への退院支援において他職種と連

携する具体的方法がわからない（石川ら , 2013）ことが

明らかになっているように協働自体の困難さが時期に限

らず課題としてあると考えられるため、B 病棟において

も多職種で協働する体験を積み重ねるなど協働体制を強

化していくことが課題だと考える。

Ⅴ ．おわりに

本研究では、急性期治療期間を超過した患者のさらな

る入院の長期化を防止するための看護に関する B 病棟

の 10 の課題を明らかにした。今後、急性期治療期間を

超過した患者のさらなる入院長期化を防ぐための看護の

充実を図るためにこれらの課題に取り組む研究につなげ

ていく。

なお、本研究は一病棟を対象施設とした研究であり、

研究対象者が限られていることから急性期治療期間を超

過した患者のさらなる入院長期化を防ぐための看護の課

題として一般化するには本研究だけでは不十分と考えら

れるため、対象施設を増やし、多方面から課題を検討す

ることも必要となる。
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Ⅰ．はじめに

わが国の看護学基礎教育においては、保健師助産師看

護師の実践活動の基礎となる看護実践能力を保証するた

めに卒業時到達目標が設定されているが、これは卒業後

において看護実践を積み重ねることによって、自己の看

護実践能力を発展させていくことを期待するものであ

る。そのため、看護実践現場においてはこのような能力

を発展させることのできる体制づくりの推進が求められ

ている。看護実践現場では、平成 22 年度から施設の卒

後臨床研修が努力義務化され、現任教育の充実が図られ

ている一方で、教育内容等は個々の施設に任されている

ため、どのような教育がどのような方法で実施されてい

るのか、およびその教育内容・方法は卒後の看護職の看

護実践能力の発展にどのように繋がっているのかが明確

にされていない現状にある。看護系大学は、看護専門職

者としての看護実践能力発展への支援、新任期の看護職

者への支援を含めた生涯学習支援に積極的に取り組み、

大学としての社会的役割と責務を果たすことが求めら

れ、これらの使命を具現化する方法の開発が必要とされ

ている。

卒業後の看護実践能力については、看護系大学新卒看

護師が必要と認識している臨床看護実践能力として、1

年目の看護師を対象にした面接調査により、人間関係を

築いていく力、セルフマネジメント力、自己研鑽力、基

礎となる知識力、看護技術力、看護へのコミットメント

力、および看護業務遂行能力が指摘されているとともに

（松谷ら , 2012）、人間関係を築いていく力については、

卒業直後より 3 か月後の習熟度が高いことが示されてい

る（佐居ら , 2010）。また、1 年目および 2 年目看護師

の状況を調査した結果、計画・評価、対人関係・コミュ

ニケーション、および専門職開発について、2 年目にお

いてできるというレベルに達しており（齊田ら , 2009）、

10 か月の看護実践能力の変化でコミュニケーション力

の向上や観察力の向上が示されている（野呂瀬 , 2007）。

しかしながら、看護実践能力習得に関わる教育的環境を

背景としてとらえたものはほとんどみられない。

そこで本研究では、平成 23 年 3 月に「大学における

看護系人材養成の在り方に関する検討会」が策定・提示

した学士課程においてコアとなる看護実践能力と卒業時

到達目標（文部科学省 , 2011）を基盤とし、本学卒業者

が看護職として就業後にどのような教育や指導を受けな

がら自らの看護実践能力を獲得しているのかについて、

新任期の看護実践能力獲得過程における教育の現状を明

らかにし、今後の課題を検討したいと考えた。

Ⅱ．研究目的

本学卒業者が就業する医療施設の現任教育体制と就業

後 1 〜 3 年目までの新任期教育の現状を明らかにし、今

後の課題を検討する。

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

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

3）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

〔資料〕

岐阜県立看護大学卒業者が就業する県内医療施設の現任教育の現状と課題

田辺　満子1）　丹菊　友祐子2）　岩村　龍子1）　大川　眞智子1）　松下　光子3）

Current Status and Issues of the Nurse Training in Medical institutions for Which Gifu College of 
Nursing Graduates Work in Gifu Prefecture

Michiko Tanabe1), Yuko Tangiku2), Ryuko Iwamura1), Machiko Ohkawa1), 
and Mitsuko Matsushita3)
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ることを説明した。

なお、本研究は岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の

承認を得て実施した（平成 23 年 11 月、承認番号

0033）。

Ⅳ．結果

1．調査施設の概要

平成 24 年度は 10 施設、平成 25 年度は前年度就業施

設以外に新たに就業した 4 施設に協力依頼し、14 施設

全てで了解が得られた。各施設看護部で現任教育を担当

する副看護部長・看護師長等 1 〜 3 人に本学教員 2 〜 3

人で聞き取った。

施設規模は 14 施設のうち 13 施設が総合病院、1 施設

が精神科病院であり、500 床以上が 4 施設、300 床以上

500 床未満が 9 施設、300 床未満が 1 施設であった。

2．看護部現任教育の実施状況

1）看護部現任教育に対する基本方針

全 14 施設で看護部の教育方針・目的を定めており、

関連資料から 1 施設 3 〜 5 記述、計 37 記述を得て意味

内容の類似性に基づき分類整理した。以下の文章中では、

分類は【 】で、小分類は [ ] で示す。

現任教育基本方針は、【目指している人材の姿】【育む

姿勢と能力】【育むための環境】【組織としての責務】の

4 つに分類された。【目指している人材の姿】には、[ 個

人を尊重した看護ができる人材 ] [ 質の高いサービスが

提供できる人材 ] 等の小分類が含まれ、【育む姿勢と能

力】には、[ 主体的に学ぶ姿勢 ] や [ 看護実践に必要な

基本的能力の育成 ] [ 組織として質の高いサービスを提

供するための能力の育成 ] 等が含まれた。【育むための

環境】には、[個々の成長段階に応じた教育的支援の提供 ] 

[ 個々の目標を尊重した教育環境の提供 ] 等が含まれ、

【組織としての責務】には、[ 利用者の地域生活を支援

する ] 等が含まれた（表 1）。

2）看護部現任教育の実施体制

看護部現任教育の実施体制については、聞き取った内

容を、施設ごとに看護部教育委員会等設置、担当者配置

の有無、新任期研修、管理者研修等の実施状況とクリニ

カルラダー（以下、ラダーと記す）アップへの支援状況

及び目標管理・人事考課との連動状況に分け表 2 に示す

ように整理した。

Ⅲ．研究方法

1．対象

平成 24 年度、25 年度に本学卒業者が就業した医療施

設のうち、本学所在地である岐阜県内医療施設において、

同意の得られた施設の看護部現任教育担当者。

2．データ収集・分析方法

1）半構成的面接調査

平成 24 年度、25 年度とも、7 月〜 10 月に本学教員が

複数で訪問し、60 分程度、看護部現任教育の現状につ

いて、半構成的面接調査を行った。事前の準備として、

訪問 1 週間前に調査内容を送付するとともに、看護部現

任教育関連資料の準備を依頼した。

2）調査内容と確認方法 

（1）看護部現任教育に対する基本方針・目的及び当該年

度の教育目標・教育計画（キャリア開発全体計画）等

について、関連資料の説明を受け転記した。

（2）看護部現任教育の実施状況について、教育計画立案、

進捗管理担当者等の組織体制とキャリア開発支援の状

況等を聞き取り記録した。特に、新任期（卒後 1 〜 3

年目）の院内研修の実施状況については、各施設が目

指す到達レベルに向け実施している研修の全体計画立

案・評価の状況、集合研修の内容・方法、部署での支

援状況を中心に聞き取り記録した。 

（3）調査内容確認のため、（1）（2）の記録物を約 2 週間

後に対象者に郵送し、内容の確認および修正を依頼し

た。内容確認・修正後の記録を最終データとした。

3）分析方法

転記記録内容、聞き取り記録内容とも、意味内容のま

とまりごとに要約し、類似性に基づき分類整理した。

3．倫理的配慮

研究対象施設の看護部長に研究目的・方法等を文書で

説明し、研究協力を依頼した。研究協力の同意を得た後

に聞き取り対象者の推薦を受け、被推薦者に研究目的・

方法等について文書を用いて説明し、研究協力を依頼し、

文書にて同意を得た。

研究協力は個人の自由意思によるものであること、勤

務時間内の業務の支障がない日時に聞き取りを行うこ

と、匿名性に配慮し、個人情報の保護を遵守すること、

および研究データ及び結果は研究目的以外に用いること

はなく、調査結果の公表を終了した時点で消去・破棄す
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を受け 12 施設で看護部教育委員会等で最終認定する体

制をとっていた。また、ラダー認定がアップすることと

人事考課との連動性は A・K・M の 3 施設で確認されたが、

他は今後の課題とする施設が多かった。しかし、13 施

設で部署の目標管理と連動させ個人の能力開発目標とし

ての位置づけを明確にし、師長等による管理面接で動機

づけと共に確認されていた。

3．新任期の到達レベル

施設 N を除く 13 施設で新任期の到達レベルをラダー

に示し、施設内研修計画を立案していた。ラダーに示す

到達レベルについては、卒後 1 年目は 13 施設で 52 記述

（1 施設 3 〜 5 記述）が、卒後 2 年目については、2 年目

の到達レベルとして明記していた 6 施設と卒後 2 〜 3 年

目の到達レベルとして明記していた 1 施設の計 7 施設で

43 記述（1 施設 3 〜 5 記述）が得られた。なお、他の 6

施設は 3 年目以上の到達レベルであったので除外した。

施設 N を除く 13 施設で教育委員会等の組織化を図り、

看護部に教育担当副看護部長もしくは看護師長を配置、

部署にも新人教育を中心に担当者を配置し、定例委員会

を開催し、年間教育計画の立案、進捗管理を実施してい

た。施設Nを除く 13施設で独自の実践領域を定めラダー

を導入、施設内研修計画を策定し、到達目標および評価・

認定方法を明示し支援体制を整えていた。全 14 施設で

卒後 1 年目研修は必須研修として時間内に実施されてい

たが、施設 N を除く 13 施設においても 2 年目研修は 7

施設で、3 年目以降については 13 施設で個人の自主性

を尊重する形で研修参加は選択制であった。また、10

施設で主任・師長等管理者研修を、13 施設で実地指導者・

実習指導者研修等教育関係の役割別研修を実施してい

た。

ラダーアップへの支援として、ラダーの到達評価・認

定にあたっては自己評価後部署の師長等上司の他者評価

表 1　看護部現任教育に対する基本方針　(14 施設、37 記述 )　　分類・小分類 ( ) 数字は件数を示す

分類 小分類 要　 約　同一の記述があった場合は施設数を（　）に示す

目指している人
材の姿（11）

個人を尊重した看護ができる人材（4） 人間尊重の看護ができる看護職の育成（3）

患者・家族を尊重したジェネラリストの育成

質の高いサービスが提供できる人材（3） 地域の人々に必要とされる質の高いサービスができる看護職者の
育成（2）

質の高い看護を提供できる人材の育成

チーム医療における看護の専門性が発揮
できる人材（2）

チーム医療において看護の専門性を発揮できる人材（2）

組織力、自己教育力を備えた人材（1） 看護実践力、組織力、自己教育力を備えた看護実践者

看護の質向上に努力できる人材（1） 看護の質向上に努力できる人材

育む姿勢と能力 
（12）

主体的に学ぶ姿勢（2） 主体的に学ぶ姿勢

自己の課題に取組む姿勢

看護職としての基本姿勢と態度（1） 必要な基本姿勢と態度を身につける

看護実践に必要な基本的能力の育成（3） 基本的技術の育成

対人関係能力の向上

問題解決能力の育成

組織として質の高いサービスを提供する
ための能力の育成（3）

看護部の活動方針を具現化する能力の育成

教育的基礎能力の育成

管理能力の向上

看護を追究する専門職としての責任感の
育成（2）

看護を追究する責任感の育成

専門職業人として自己成長のための学習を行う

看護の質向上に必要な能力の育成（1） 研究能力の育成

育むための環境 
（10）

個々の成長段階に応じた教育的支援の提
供（3）

成長段階に応じた教育環境の提供（2）

個人の成長を支援する

個々の目標を尊重した教育環境の提供（2） 専門職者としての成長発達を支援する教育環境を整える（2）

創造・発見の喜びを体験できる環境の提
供（2）

創造・発見の喜びを体験できる環境の提供

看護における発見・創造の喜びを体験する

希望と魅力ある職場環境の提供（2） やりがいがあり楽しい職場環境の提供

希望と自身をもって働ける環境づくり

安全な職場環境をつくる（1） 安全管理を行う

組織としての責
務（4）

利用者の地域生活を支援する（3） 地域での生活を支援する

利用者の社会復帰を支援する

地域における病院として自己研鑽に努める

組織としての責務を果たす体制の整備（1） 社会医療法人としての救急医療体制の確立
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では、[ 受持ち看護師ができる ] [ 根拠に基づいた実践

ができる ] [ 不測の出来事に指導のもと対処できる ] [ 高

リスクの看護が主体的にできる ] とし、【チーム・組織

の一員としての行動】では、[ 自己の役割と責任を果た

すことができる ][ チームづくりに協力できる ] とし、【専

門職としての自己管理】では、[ 実践を振り返り主体的

に学習できる ][ 自己研鑚できる ][ 目標管理ができる ]

の小分類に示す 11 項目の到達レベルが確認できた（表

4）。

4．新任期の院内研修の実施状況

1）卒後 1 年目研修の実施状況

（1）全体計画立案・評価状況

卒後 1 年目研修の全体計画は、施設 N を除く 13 施設

で看護部教育委員会等で立案し、進捗状況を管理する体

制をとっていた。到達レベルの確認評価は、年 3 回程度、

看護技術チェック表等各施設独自の評価表を作成し、各

部署において、新人自身の自己評価後プリセプター等新

人担当の実地指導者や師長の他者評価を受けたものを、

看護部教育委員会等で集約し全体の進捗状況を管理して

いた。施設 N は看護部教育委員会の設置がないため、

得られた記述内容を要約し、類似性に基づき分類整理

したところ、【ケアの基本姿勢】【看護実践】【計画的な

看護実践】【チーム・組織の一員としての行動】【専門職

としての自己管理】の 5 つに分類された。

卒後 1 年目の【ケアの基本姿勢】には、[ 看護者とし

ての基本姿勢をもって看護ができる ][ 社会人として責

任ある行動がとれる ] が、【看護実践】では、[ 基本的な

看護実践が指導のもとでできる ][ 基本的な看護技術が

安全に実践できる ] の小分類が含まれ、【計画的な看護

実践】には、[ 指導のもと看護実践の優先順位の判断が

できる ] [ 受持ちの看護展開ができる ] ことが、【チーム・

組織の一員としての行動】には、[ チームの一員として

自覚を持ち行動できる ][組織を理解して行動できる ]が、

【専門職としての自己管理】には、[ 自己学習をすすめ

ることができる ][ 看護研究に興味を持つことができる ]

[ 助言を受けて自己の目標管理ができる ] の小分類に示

す 11 項目の到達レベルが確認できた（表 3）。

また、卒後 2 年目の【ケアの基本姿勢】では、[ 倫理

的問題に気付ける ]、【看護実践】は、[ 単独で基本的な

看護実践ができる ] としており、【計画的な看護実践】

表 2　対象施設の看護部現任教育の実施体制

施設

看護部教育
委員会等設
置、担当者
配置の有無

新任期研修受講義務、管理者 ･指導者研修実施状況
ラダーアップへの支援及び目標管理・人事考課
との連動状況

1 年目
研修

2 年目
研修

3 年目
以降研修

主任・師長等管理
者研修 *1

実地・実習
指導者育成
研修 *2

他者評価時
の助言指導
者

ラダー最終
認定者

目標管理
との連動
の有無

人事考課
との連動

A 有り 必須 必須 選択 看護管理者ⅠⅡ 実地、実習
副部長
師長

教育委員会
副看護部長

有り
人事考課
に反映

B 有り 必須 選択 選択 Ⅲ -2（主査） 実地、実習
部署教育担
当者、師長

教育委員会 有り 無し

C 有り 必須 必須 選択
Ⅳ（主任・主査・
師長）

実地、実習
部署教育担
当者、師長

教育委員会 有り 無し

D 有り 必須 必須 選択 Ⅴ（主任）、Ⅵ師長）実地、実習
ラダー上位
レベルの者

教育委員会 有り 無し

E 有り 必須 選択 選択
Ⅳ（主査・主幹・
師長）

実地、実習 師長
ラダー認定
委員会

有り 無し

F 有り 必須 選択 選択
4（主任級）、
5（師長級）

実地 主任、師長 教育委員会 有り 無し

G 有り 必須 必須 選択 Ⅲ B（主任級以上） 実地 師長 教育委員会 有り 無し

H 有り 必須 必須 選択 無し 実地 師長 師長 有り 無し

I 有り 必須 選択 選択 Ⅳ（主任） 実地 師長
ラダー認定
委員会

有り 無し

J 有り 必須 選択 選択 無し 実地、実習 主任、師長
ラダー認定
委員会

有り 無し

K 有り 必須 選択 選択 管理Ⅰ〜Ⅳ 実地、実習 師長
教育企画委
員会

有り
ラダー昇
任基準要
件加味

L 有り 必須 選択 選択 Ⅳ、Ⅴ（師長・係長）実地 師長、係長 教育委員会 有り 無し

M 有り 必須 必須 選択 無し 実地、実習
副師長又は
師長

教 育 委 員
会、師長

有り
人事考課
に反映

N 無し 新人研修のみプログラム化 ラダー制導入無

*1 管理者等研修では、新規任命者には必須受講を義務付けるが、それ以降は選択
*2 実地指導者研修の対象となる指導者（プリセプター、アソシエイト、チューターと呼ばれる人を含む）
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ション研修 > では、[ 他部署ローテーション研修 ] [ 特

殊部署見学 ] の実施が確認できた。

（3）部署での支援状況

部署での支援体制は、新人 1 名にプリセプター 1 名が

担当するプリセプター制が 5 施設あったが、プリセプ

ターに任せきりでなく、プリセプターやエルダーと呼ぶ

実地指導者となる担当者を配置するチーム支援型施設が

4 施設、部署全体で支援するとした施設が 5 施設あった。

部署で学びの確認をする方法として、振り返り用紙等を

用いて、自身の看護実践を振り返った後、指導者や師長

のコメントを受けるようにしていると 9 施設で確認し

た。また、看護技術の到達度チェックは、部署の特性、

優先度に応じて設定され、概ね、1・3・6 か月、1 年後

を目安に実施されていた。

2）卒後 2 年目研修の実施状況

（1）全体計画立案・評価状況

卒後 2 年目研修の全体計画の立案は、1 年目研修と同

新人配属部署で研修計画が立案され、当該部署で実施・

評価をしていた。

（2）集合研修の内容と方法

全 14 施設で 36 件の集合研修の内容と方法を聞き取り

記録した。記録内容を要約し、類似性に基づき分類整理

した（表 5）。以下の文章中では、分類は【 】で中分類

を <�>、小分類を [ ] で示す。

【集合研修の内容】では、4 つの中分類に 8 つの小分

類を抽出した。< 看護実践の基礎に関する研修 >として、

[ 看護技術研修 ][ 看護記録研修 ][ 看護過程研修 ]、< メ

ンタルサポートに関する研修 > として、[ リフレッシュ

研修 ][ メンタルサポート研修 ] 、< コミュニケーション

に関する研修 > として、[ 接遇・倫理研修 ]、< 課題研修

> として、[ 多重課題研修 ][ 特定課題研修 ] の実施が確

認できた。【集合研修の方法】では、2 つの中分類に 4

つの小分類を抽出した。< 振り返りを基盤にした研修 >

では [ 振り返り研修 ][ ポートフォリオ管理 ]、< ローテー

表 3　院内研修における 1 年目の到達レベル　（13 施設、52 記述）　　　分類・小分類（ ）数字は件数を示す

分類 小分類 要　 約　　　　同一の記述があった場合は施設数を（　）に示す

ケアの基本姿勢
（11）

看護者としての基本姿勢を
もって看護ができる（6）

看護者の倫理綱領を知っており、対象を一個人として尊重できる（2）

看護職員として必要な基本姿勢と態度を身につける

看護師の役割と責任を果たすことができる

患者及び家族への説明と助言ができる

患者・家族、スタッフとの円滑なコミュニケーションがとれる

社会人として責任ある行動
がとれる（5）

社会人としての自覚を持ち、責任ある行動がとれる（4）

職業人としての基本的マナー・接遇を学び実践できる

看護実践（19）

基本的な看護実践が指導の
もとでできる（10）

部署の基本的な看護実践が指導を受けて実践できる（6）

自分の役割と責任を認識しながらも自分の能力を超えた看護が求められる場合
には、支援や指導を自ら得たり、業務内容について相談できる（2）

看護実践の場で看護過程の展開が指導のもとでできる

職場への早期適応と看護実践者としての基本的な能力を習得する

基本的な看護技術が安全に
実践できる（9）

基本的看護技術が安全に実践できる（4）

日常生活援助のための基本的知識・技術・態度を身につけ、安全確実に実践で
きる（3）

基準・手順等のルールに基づいて看護ができる

看護単位の特殊性と業務内容について理解できる

計画的な看護実
践（5）

指導のもと看護実践の優先
順位の判断ができる（3）

助言を受け日常ケアに必要な基本的知識を活用し、優先度を決定できる（2）

指導のもと、高頻度低リスク又は高リスク疾患の看護の優先順位を判断できる

受持ちの看護展開ができる
（2）

受持ち看護師ができる

顕在化している問題を明確にし、看護過程が展開できる

チーム・組織の
一員としての行
動（6）

チームの一員として自覚を
持ち行動できる（4）

チームワークの重要性を理解し、チームメンバーの役割が果たせる（2）

科学的・法的根拠に基づき、チーム医療における自らの管理的役割を認識する

医療チームの一員としての自覚を持ち行動できる

組織を理解して行動できる
（2）

組織を理解した上で、自分の考えを言葉や行動を通して他者に表現できる

倫理的ジレンマに陥った時、赤十字の原則に基づいて行動しようとしている

専門職としての
自己管理（11）

自己学習をすすめることが
できる（6）

院内研修、看護実践を通して、看護の知識を深められる（3）

病棟や院内での学習会に積極的に参加し、自己の看護観を養う

自己の教育的課題を指導によって発見することができる

部署における基本的知識習得のために自己学習できる

看護研究に興味を持つこと
ができる（4）

看護研究に興味を持つ、院内発表会に参加できる（2）

看護研究活動に参加する（2）

助言を受けて自己の目標管
理ができる（1）

助言を受けて自己の目標管理ができる
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を用い師長等上司の助言・指導を受ける状況であった。

研修内容を聞き取った 7 施設のうちの 4 施設で事例検討

のまとめを部署で支援していた。

Ⅴ．考察

1．看護部現任教育体制とその実施状況

一般的に、就業施設での継続教育は、教育を実施する

側に主体があり、意図をもって展開されるものであり、

計画性や体系性が求められる。今回の対象施設の現状を

見ると、一般病院においては、自施設看護職者に対し教

育を受ける機会を保障するという考え方に基づき、看護

部人材育成の基本方針・目的が提示されていたと言える。

この基本方針・目的を学士課程においてコアとなる看護

実践能力と卒業時到達目標（文部科学省 , 2011）を踏ま

えて検討してみると、【目指している人材の姿】や【育

む姿勢と能力】として、5 つの実践能力群として提示さ

れた①ヒューマンケアの基本に関する実践能力、②根拠

に基づき看護を計画的に実践する能力、③特定の健康課

題に対応する実践能力、④ケア環境とチーム体制整備に

関する実践能力、⑤専門職者として研鑽し続ける基本的

様に N 施設を除く 13 施設で看護部教育委員会等で立案

していたが、表 2 の新任期研修受講義務に示したように、

卒後 2 年目の到達レベルを明記し必須研修として義務付

けていたのは 6 施設であった。卒後 2 〜 3 年目の到達レ

ベルとして明記していた 1 施設を含み、他は選択研修で

あった。到達レベルの評価については自己評価後、師長

等による他者評価を受けていた。

（2）集合研修の内容と方法

集合研修の内容と方法については、卒後 2 年目の到達

レベルとして明記していた 6 施設と卒後 2 〜 3 年目の到

達レベルとして明記していた 1 施設の計 7 施設から 8 件

の内容を聞き取り記録した。記録内容を要約し、類似性

に基づき分類整理した（表 6）。

集合研修の内容と方法は、【看護実践の基礎に関する

研修】【リーダーシップ・メンバーシップ研修】【リフレッ

シュ研修】【ローテーション研修】の 4 つに分類された。

（3）部署での支援状況

部署での支援については、自身の頑張りでラダーアッ

プを目指すとし、表 2 の目標管理との連動状況に示した

ように N 施設を除く 13 施設で、部署で目標管理シート

表 4　院内研修における 2 年目の到達レベル　(7 施設、43 記述 )　　　分類・小分類 ( ) 数字は件数を示す

分類 小分類  要　 約　　同一の記述があった場合は施設数を（　）に示す

ケアの基本姿勢
(1)

倫理的問題に気付ける
(1)

自ら主治医等他職種に提案したり、倫理的問題に気付くことができる

看護実践 (6)
単独で基本的な看護実
践ができる (6)

所属する部署の基本的な看護実践がほぼ単独でできる (2)

医療人としての対応を身に付け、看護職として一人立ちができる (2)

基本的技術・態度を身につけ、ベッドサイドケアが安全・確実にできる

看護実践者としての基本的能力を基盤に対象の状況に応じ実践できる

計画的な看護実践
(15)

受け持ち看護師ができ
る (6)

受け持ち看護師として患者に合った看護実践ができる (3)

看護実践の場で、看護過程の展開ができる (2)

優先度を考え、自分の業務計画が立案できる

根拠に基づいた実践が
できる (5)

日常の看護が根拠に基づき実践できる (2)

顕在化している問題を明確にし、看護過程が展開できる

専門的知識を深め、対象の優先度を考慮した計画立案、実践ができる

院内研修の学びを看護実践の場に生かすことができる

不測の出来事に指導の
もと対処できる (3)

災害時の自己の役割を理解し、救護活動の実践能力を培うよう努める (2)

日常業務の中で思いがけず起こる出来事に対して指導のもと対処できる

高リスクの看護が主体
的にできる (1)

高頻度低リスク、高頻度高リスク患者の看護を主体的に計画立案し行動できる

チーム・組織の一
員としての行動
(8)

自己の役割と責任を果
たすことができる (6)

チームの一員であることを自覚し、役割と責任を果たすことができる (4)

自己の役割 ( プリセプター・プライマリ Ns) を理解し、責任を果たすことができ
る (2)

チームづくりに協力で
きる (2)

メンバーとしてコミュニケーションを良好に行い、チームづくりに協力ができる

組織において、人の多様性を認め、人間関係の調和を保ち行動できる

専門職としての 
自己管理 (13)

実践を振り返り主体的
に学習できる (8)

自己の課題を発見し、主体的に学習できる (3)

課題に研究的に取り組み、看護実践を振り返ることができる (3)

臨床実践能力の構造を理解し、自己の看護実践を振り返ることができる

自己を振り返り、より成長していくことができる

自己研鑽できる (4)
目標を持って自己教育や研究活動を行い、新卒看護師の精神的な支援ができる (2)

院内外の研修に参加し、組織人・専門職業人としての自覚を持つことができる (2)

目標管理ができる (1) 自分の役割を理解し、自己の目標管理ができる
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の支援体制整備方針が明確に示されていた。また、【組

織としての責務】には、組織が地域社会に果たす役割を

示し、組織の一員として自己研鑚に努めることを求めて

いた。これらのことから学士課程で培った基本的能力を

就業後に発展させることのできる教育的方向性が基盤に

あると考えられた。

教育プログラムにどこまでの機能を持たせるかについ

ては、部署との連動性を強め日常のサポート体制を強化

する傾向にあり、個人のキャリア開発目標と日常業務へ

能力、に繋がる個人を尊重した看護、質の高い看護サー

ビスの提供、チーム医療における看護の専門性の発揮、

組織力、自己教育力を備えた人材育成を目指すことが明

確に示されていた。そして、これらの実践能力を持つ看

護職者になるために主体的に学ぶ姿勢や看護を追究する

専門職としての責任感をもつことと同時に、【育むため

の環境】づくりとして、個々の成長段階に応じた教育的

支援の提供、個々の目標を尊重した教育環境の提供、創

造・発見の喜びを体験できる環境の提供など組織として

表 5　卒後 1 年目における集合研修の内容と方法　(14 施設、36 件）　　　分類・小分類 ( ) 数字は件数を示す

分類 中分類 小分類 要　約　　同一の記述があった場合は施設数を（　）に示す

集合研修の 
内容（24）

看護実践の基礎に関
する研修（12）

看護技術研修
(6）

7 月、救急処置の基本、9 月技術研修を集合研修として実施 (2）

チェック項目を年 3 回（2・6・10 か月後）実施チェックし、1 年間で修
得（2）

基本的知識・技術コースとして 4 回に分け講義・実技演習を実施

5 月、静脈注射研修ではシナリオに基づいてシミュレーションを実施

看護記録研修
(4)

4 月に電子カルテ操作研修を実施 (3）

7 月に「看護の見える記録の書き方」について看護記録研修を実施

看護過程研修
(2）

看護過程研修で記録をもとにケーススタディーを実施、6 月に看護診断に
ついて学習

看護診断研修にて思考過程のトレーニングを実施

メンタルサポートに
関する研修（6）

リフレッシュ
研修（4）

5 〜 9 月にかけリフレッシュ研修実施、新人の思いをグループディスカッ
ションで共有（3）

6 か月時のリフレッシュ研修を院外施設で実施

メ ン タ ル サ
ポ ー ト 研 修
（2）

職場適応を促すためにピアサポート研修を年 3 回実施

プロジェクト学習はメンタルサポートの意味合いも持たせ、6・9・2 月に
実施

コミュニケーション
に関する研修（2）

接遇・倫理研
修（2）

4 月に接遇研修、11 月に看護倫理研修実施

コミュニケーションをテーマに倫理研修を実施

課題研修 (4）

多重課題研修
(2）

9 月に GW で多重課題研修を実施 (2）

特定課題研修
（2）

年 2 回災害看護 ( 倫理を含む）研修実施

デイケア等利用者の社会復帰等の勉強会を実施

集合研修の 
方法（12）

振り返りを基盤にし
た研修 (9）

振り返り研修
(7）

3 〜 4 か月毎 GW 形式で課題 ( 看護者の責任と権利、看護観等）の振り返
りを実施（3）

新人記録用紙および看護技術到達・目標管理シート等で振り返る（3）

5 〜 7 月に自身の精神状態、10 月に夜勤の実施状況について振り返る

ポートフォリ
オ管理（2）

事例検討用シートでケーススタディ等私のあゆみノートを作り、ポート
フォリオ管理する

看護部教育計画を綴じたポートフォリオファイルにて管理する

ローテーション研修
（3）

他 部 署 ロ ー
テーション研
修（2）

6 月、ローテーション研修 ( 週 1 回× 8 週間）実施

2・6・9 か月後の看護技術習得状況を確認し、他病棟で 1 対 1 の技術指導
を実施

特殊部署見学
（1）

4 月に中央材料室・手術室見学研修を実施

表 6　卒後 2 年目における集合研修の内容と方法　(7 施設、8 件）　　　分類・小分類 ( ) 数字は件数を示す

分類 小分類 要　　約

看護実践の基礎に関す
る研修（3）

疾患管理、技術研修（2） 糖尿病の管理や呼吸器・循環器疾患とその管理研修実施

生活支援技術 ( 基本 ) を 2 年目全員に集合研修として実施

事例研修 (1) ケーススタディー研修を集合研修として実施

リーダーシップ・メン
バーシップ研修（2）

リーダーシップ・メン
バーシップ研修（2）

2 年目からリーダーシップ研修を実施

選択でメンバーシップⅠ・Ⅱ研修を実施

リフレッシュ研修 (1) リフレッシュ研修 (1) 2 年目同士でリフレッシュ研修を毎月実施

ローテーション研修
（2）

ローテーション研修
（2）

2 年目研修としてローテーション研修 ( 手術室、集中治療室、救急外来 ) を実
施

手術室配属看護師のみ、出向研修として、1 〜 2 週間他病棟で研修
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課題にぶつかる前にセルフマネジメントができるようメ

ンタルサポートをしていこうとする意図が明確に感じら

れた。ここでも、グループで体験の振り返りを共有し、

自己を見つめ直すことでお互いの状況を認識し、自分だ

けではないという孤独感から解放されるような形でのサ

ポートが行われていた。したがって、この場面でも振り

返りを意義づける指導者が重要と考える。

卒後 2 年目の教育については、看護職者個人の主体性

を尊重するというスタンスに立ち、努力義務化された新

人教育・研修以外は多くの施設が 2 年目以降からラダー

での到達目標設定はするものの、単独で基本的な看護実

践ができるや 実践を振り返り主体的に学習できるなど

日常の看護実践上の課題への取り組みは、個々の主体性

に委ねられ、個人のキャリア開発目標に位置づけられて

いる状況が予測できた。したがって、集合研修への参加

やラダーアップへの取り組みも本人の主体性に委ねられ

ている状況にあり、支援の充実が求められる。

以上、今回は新任期を中心に看護部現任教育の現状と

課題を報告した。今後は、部署での実際の指導状況と新

任期看護職者の反応との関係を踏まえ検討を重ねていく

予定である。
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テーション機能を持たせることで、個人目標の達成を支

援している状況が確認された。しかし、その達成状況と

人事考課との関連については、まだ、あいまいであると

言わざるを得ない状況であり、今後の課題と考える。

2．新任期の現任教育の現状と課題

卒後 1 年目の新人教育については、看護部教育委員会

で全体計画と評価方法を提示し、年 3 回程度集合研修と

して進捗確認をとる体制にあることが伺えた。が、実地

指導は各部署において、部署全体で支援する体制 On‐

the-Job-Training（以下、OJT と記す）に移行しており、

OJT が強化される傾向にあった。元々、看護技術指導や

看護過程の指導など患者への直接ケアに係わる指導は患

者の個別性に応じて対応されるものであり実践を通して

修得することが大切で、単に知識・技術の修得に留まら

ない“ヒューマンケアの基本に関する実践能力”として

の援助的人間関係を形成する能力の育成を意識している

のではないかと考えられた。それは、評価方法にも表れ、

単に実施をチェックし、できるようになったかどうかを

確認するだけでなく、自身の体験を振り返り、学びを確

認する方向にあることからも言える。振り返り学ぶこと

の意義は、理論と実践をつなぐ、現象や物事を多面的に

考える力をつける、実践に真摯に向き合う態度を育成す

ることにあると言われるように、実践を振り返ることで、

自身の実践に対する自覚と責任を強化し、自己の課題を

明らかにし、課題への取り組みを促し、“専門職者とし

て研鑽し続ける基本的能力”の育成にも繋がると考える。

さらに、ポートフォリオを作成し体験を可視化すること

で、自身のコミュニケーション能力や今、何をすべきか

を考える調整力を身に着けることに繋がる（鈴木 ,2010）

のではないかと考える。但し、これらの成果を期待する

には、評価する側の育成が重要となる。

さらに新たな、取り組みとしてメンタルサポートを意

識した研修設定がある。学生時代の一人受持ちと違う多

重課題への対応であったり、急激な環境変化に適応でき

ない状況をカバーする意味合いでリフレッシュさせるこ

とを目的にした集合研修だけでなく、今回の調査では、
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Ⅰ ．はじめに

バイタルサイン測定（以下、VS 測定とする）は、患

者の状態を把握し、看護を進めていく上で必須の技術で

ある。そのため、VS 測定は看護学実習の中で必ず学び、

修得すべき技術の一つとして挙げられている（枝川ら , 

2010）。

小児看護の対象は乳児から思春期までと幅広く、その

各発達段階において言語の理解力や表現能力は大きく異

なる。そのため、対象児の年齢が幼いほど、VS 測定に

際して同意を得るにしても十分な配慮をしないとかえっ

て不安や恐怖を感じさせてしまう場合がある。加えて、

同年齢であっても身体の成長スピードは個人差が大きい

ため、VS 測定に使用する物品はサイズの異なるものを

適宜使い分けていく必要がある。

このように小児看護における VS 測定には、成人看護

における測定とは大きく異なる特徴や困難さがある。し

かし、昨今の少子化の影響により子どもとの接触体験に

乏しい学生にとっては、実習前の授業や演習の中で実際

の子どもの姿をイメージしながら測定技術を学ぶことは

非常に難しい。しかも子どもの入院日数は短期化してい

ることから、受けもち患児が早々に退院してしまい、

VS 測定が全くうまく実施できずに困難感や不全感だけ

を残して実習を終了してしまう学生もよく見受けられ

る。

これまでに小児看護学の技術演習では、モデル人形を

用いることやロールプレイを行う必要性、事例を用いた

演習の必要性が山村ら（1998）、杉山ら（2001）、松井

（2009）、糠塚ら（2004）、松井ら（2008）によって指摘

されている。しかし、それらの知見を元に筆者らは VS

測定の演習を行ったが、学生が得た学びの特徴を検討し

たところ、臨床場面に近い状況設定をしなかったことに

よって臨場感が欠け、学生はより具体的かつ現実的な患

児の姿まで想像することができなかったことが明らかに

なった（服部ら ,2012）。そこで新たに、臨床症状を伴

う現実的な患児の姿を、臨場感をもって想像できるよう

な演習内容へと変更した。本研究は、その演習の学習効

果について、学生が得た学びの特徴から明らかにするこ

とを目的としている。

Ⅱ ．本演習の位置づけと前回からの変更点

本演習は、2 年次後期に開講される「育成期看護方法 9」

の中で、「健康上の問題をもつ小児の治療・看護に伴う

援助技術について演習をとおして学ぶ」ことを目的とし

た技術演習のひとつである。

先述したように、平成 21 年度の演習プログラムでは

臨床場面に近い環境設定をしていなかったことから、臨

場感に欠けてしまい、より具体的かつ現実的な患児の姿

まで想像することができなかったという結果が得られて

いた（以下この結果を前研究とする）。そのため、今回

の演習では、学生が子どもの姿をよりイメージしやすい

ように、疾患・症状や発達段階に合わせた子どもの動き

といった具体的な情報を加えた 3 事例（乳児の急性期 , 

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〕

「小児のバイタルサイン測定」の演習での学生の学びの特徴
─より具体的な事例を提示した演習の結果から─

服部　佐知子　　谷口　惠美子　　長谷部　貴子

Feature of Student's Learning from a "Nursing Practice of Vital Signs Measurement for a Child": 
From the Results of nursing Practice with More Concrete Cases

Sachiko Hattori, Emiko Taniguchi and Takako Hasebe
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Ⅳ ．結果  

結果は、表 2 に示す通り、対象となった演習後のレポー

トの記述から、学びの内容について 636 のデータが抽出

された。そこから、主旨の類似したデータ毎に分類し、

23 のサブカテゴリーが抽出され、さらに 6 つのカテゴ

リーに分類された。以下、各カテゴリーについてサブカ

テゴリーを示して説明する。なお、文中の『』はカテゴ

リー、「」はサブカテゴリーを示す。

1 ．同時に観察する必要がある

『同時に観察する必要がある』では、181 の記述があり、

6 サブカテゴリーに分けられた。

「得られた結果をアセスメントしながら観察していく

必要がある」には、子どもは自分のことがうまく表現で

きないため、バイタルサインの値だけを見るのではなく、

子どもの表情、機嫌、症状や全身状態なども合わせてア

セスメントしていくことが必要であるという内容の記述

が含まれていた。

「疾患や状態に合わせて観察することが必要である」

には、疾患や症状に合わせて観察する優先順位を考える

ことや、必要な情報を得るために子どもに関する情報を

頭に入れて観察していくことが必要であるという内容の

記述が含まれていた。

「五感を使って観察することが大切である」には、測

定値だけでなく、自分自身の目で見たこと、触って感じ

たことやコミュニケーションを図る中で得られる情報が

たくさんあることから、自分の五感を駆使して子どもの

全身状態を観察していくことが大切であるという内容の

記述が含まれていた。

「泣いている原因を探ることが必要である」には、子

どもの泣いている原因が症状と関連している場合もある

乳児の回復期 , 幼児の回復期）を用いて演習を行った。

演習目標・演習内容の比較は表 1 に示す通りである。前

研究は、学生がペアとなり手順を考え看護師役と子ども

役を演じるという方法で演習を実施したが今回は、看護

師役と子ども役を別々のグループから出し、事前に打ち

合わせできないようにした。

Ⅲ ．研究方法

1 ．研究対象

平成 24 年度に本演習を受講した 80 名のうち、研究承

諾の得られた 78 名のレポートの記述内容を対象とした。

2 ．分析方法

本研究では、学生の学びの特徴を明らかにするため、

前研究の分析方法を用いて以下の手続きを行った。

まず、学生の学びの記述を一意味一記述として抽出し

データとした。次に、データを要約し、データの主旨が

類似するものを集めてサブカテゴリーとした。そしてさ

らに類似したサブカテゴリーをカテゴリーとして整理し

た。尚、この作業は、本研究者間で合意が得られるまで

繰り返し検討した。

3 ．倫理的配慮

学生には、当該科目の成績確定後、口頭と文書で研究

参加の協力依頼と説明を行った。個人情報を伏せて複写

したレポートを返却し、複写を所定の場所に提出しても

らいその提出をもって同意とすること、そしてデータは

個人が特定されないようにすること、複写には学籍番号

と氏名が記載されていないため提出した後の取り消しが

できないことを説明した。

本研究は岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の承諾を

受けた（平成 25 年 3 月、承認番号 No. 0071）。

表 1　前演習と本演習との比較

前演習 本演習

目標

1）小児のバイタルサインの特徴が
理解できる

1）子どもの年齢や発達段階に合わせた物品の選択ができる

2）小児のバイタルサイン測定を安
全安楽に正確に実施することができ
る

2）安全・安楽に配慮し、正確に測定するための工夫ができる

3）子どもの認知発達の段階を考慮し、子どもに合わせた説明ができる

4）バイタルサイン測定を通して、子どもの観察の視点が分かる

演習前の授業 バイタルサイン測定のビデオ学習 　3 事例を予め提示し、グループワークによる事例の検討

設定 健康な 1 か月児と 3 歳児

7 か月児気管支炎（回復期）・7 か月児肺炎（急性期）・5 歳児虫垂炎（回復期）

【事例の一例】
入院 4 日目。点滴も取れて、呼吸状態も落ち着いています。今日のげんき
くんは体調も機嫌も良く、寝返りをうちながらベッド内をよく動きます。
最近は、お座りもできるようになり、いろいろな物に興味をもち、触ったり、
舐めたりします。では、検温の時間になったので、げんきくんのバイタル
サインを測定しましょう。
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表 2　「小児のバイタルサイン測定の演習」での学生の学び

カテゴリー サブカテゴリ－ 記述内容の要約例

同時に観察する必要があ
る（181）

得られた結果をアセスメン
トしながら観察していく必
要がある（58）

子どもは、自分のことをうまく表現できないため、顔の表情や活気、機嫌等を統合して観察
していくことが必要。

バイタルサインの値だけでなく、表情や全身状態などの観察も同時に行うことが大切である。

測定値だけでなく、全身状態を把握し、アセスメントすることが大切である。

疾患や状態に合わせて観察
することが必要である（31）

疾病や発熱の有無に合わせて観察の優先順位を考えることが必要である。

子どもに関する情報を頭に入れておくことで、必要な情報を得るための観察ができる。

五感を使って観察すること
が大切である（29）

子どもに触れなくても目で観察して得られる情報は多い。

子どもとコミュニケーションをとりながら観察することも大切である。

五感を使って子どもの全身状態を観察することが大切。

泣いている原因を探ること
が必要である（18）

子どもが泣いている場合は、状態をよく観察して原因を考えることが大切である。

泣いていることはひとつのサインであるため、泣いている原因を観察し、考えることが大切
である。

子どもは、言葉ではなく、泣くことで状態を伝えようとする。

日頃の様子を把握し、今後
の状態も予測しながら観察
する必要がある（16）

記録から疾患や状態をあらかじめ把握して、起こりうることを考えて観察することが大切で
ある。

日ごろの様子を細かく観察し、変化や異常に気付けるようにしておく必要がある。

いつもと違う子どもの変化
に気づくことが大切である
（14）

子どもは自分の状態を上手く伝えられないため、いつもと違う子どものサインを見逃さない
ように観察しなければいけない。

いつもと様子が違うという感覚は子どもの異変を発見するためにとても大切である。

安全への配慮が必要であ
る（151）

危険を防ぐ環境を整える必
要がある（93）

子どもから目を離す場合は、ベッド柵を上げる意識づけをしておくこと。

測定器具は容易に遊び道具にもなるため、子どもの手の届くところには置かない。

名札が子どもの顔に当たらないように、身だしなみを整えることも大切である。

子どもの安全を意識するこ
とが必要である（32）

測定に夢中になりすぎず、周りにも目を向けることが大切である。

こどもは好奇心旺盛で危険認知能力が低いため、安全面に注意をはらわなければいけない。

発達に合わせたおもちゃの
選択が必要である（25）

なんでも口に入れる年齢の子どもでは、おもちゃの大きさや素材に注意しておもちゃを用意
しなければいけない。

発達段階に合わせたおもちゃを選択することも重要である。

子どもの興味を引くために、測定器具に飾りを付けることはいいが、子どもに渡す前に安全
なものであるかをしっかり確認しなければいけない。

既製品のおもちゃだから必ず安全であるということはない。

小児の特徴に合わせる
（137）

分かりやすい言葉を使うこ
とが必要である　（28）

分かりやすい説明をして、子どもの協力を得ることも必要。

子どもへの声かけが大切で
ある　　　（28）

声かけは、子どもの安心感や協力につながることができるため大切である。

小児であっても意思は尊重し、小児の理解や協力を得ながら観察を行うことが必要である。

観察方法を工夫することが
必要である　（26）

全身状態の観察と測定を同時に行うことで子どもへの負担が軽減できる。

子どもに合わせてできることから測定し、測定しながら全身状態の観察することも大切であ
る。

子どもの発達を捉えて測定
する必要がある（23）

子どもの年齢と発達段階の特性を考えておくと焦らずに測定できる。

子どもの発達段階や行動に合わせて、物品や測定部位を選択する必要がある。

子どもは測定時に不安や恐
怖心を抱くため、緩和する
必要がある　（22）

タッチングを行うことで安心感につながり、安静にできる場合もある。

笑顔で接することは子どもに安心感を与えることができる。

測定する器具に触れてもらうことで安心感につながり、測定する時に効果的である。

子どもと関係性を築く関わ
りが大切である　（14）

おもちゃ使ったり、コミュニケーションを図るなど、看護師に慣れてもらうことも大切であ
る。

測定できるような工夫を
する（122）

状態に合わせた対応が必要
である（85）

子どもの機嫌や状態に合わせて臨機応変に測定していくことは難しい。

教科書どおりのバイタルサイン測定の手順は単なる目安にすぎない。

子どものペースに巻き込まれるとなかなか測定できないため、興味を持たせながらうまくこ
ちらのペースに巻き込んでいくことも必要である。

気を紛らわせる工夫が必要
である（20）

子どもの気を紛らわすことで、苦痛の感じ方を少なくする。

測定器具を飾ったり、ぬいぐるみなどを使うことで、測定の恐怖心を和らげることができる。

おもちゃなどを用いて、ディストラクションを行うことが必要である。

あらゆる場面を想定してお
く必要がある　（19）

あらゆる場面を想定しておくことで、計画通りにいかなくても慌てなくてすむ。

事前にどのような子どもかイメージをして、いろいろな測定パターンを考えておくことも重
要である。

測定できるような工夫を
する（122）

じっとしていられる工夫が
必要である（15）

子どもは予測しない動きをしたり、じっとしていることがない。

興味は次々に変わるため、いくつかおもちゃを準備しておく必要がある。

苦痛の少ないものから測定
することが大切である（5）

苦痛の少ないものから観察することが、泣かせないためにも大切である。

正しい測定方法が分かる
（31）

正しい値が得られるように
する必要がある　（17）

測定前に測定する環境を整え、児の身体に負担がかからないように行うことが大切である。

泣いている状態では正確な値が測定できないため、落ち着いた状態で測定できるようにする
必要がある。

発達段階に合わせてできるところはやってもらうとよいが、正しくできているかの確認は必
ず行わなければいけない。

正しい測定技術と知識が必
要である（15）

測定は子どもにとって負担になるため、測定器具をあらかじめ使用できるように準備してお
くことが必要である。

その時々に合わせた対応ができるよう柔軟性を持つためにも、知識や技術を身につけておく
必要がある。

測定できる部位を把握しておくことで、状況に合わせて測定することができる。

子どもに合った測定器具を
選ぶ必要がある（1）

正しく測定するために、年齢や状態に合わせて物品を選択することが必要。

付き添う家族に状態を伝
えることが必要である (1)

測定したことを言語化していくことで、付き添う家族にも患者さんの状態を伝えることがで
きる。

※ ( ) は記述数、前研究と比較し、新たに抽出されたカテゴリー、サブカテゴリーは太字斜体で示す
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や協力を得るためにも声かけが大切であるという記述が

含まれていた。

「観察方法を工夫することが必要である」には、子ど

もの負担を少なくするために、事前に観察すべき項目を

考えておくことや、測定と同時に全身状態の観察を行う

など時間短縮を図る必要があるという記述が含まれてい

た。

「子どもの発達を捉えて測定する必要がある」には、

子どもの発達段階に合わせて物品や測定部位を選択する

必要があること、そのためにも子どもの年齢、発達段階

の特性を理解しておく必要があるといった内容が含まれ

ていた。

「子どもは測定時に不安や恐怖心を抱くため、緩和す

る必要がある」には、笑顔で接したり、タッチングや抱っ

こ等をしたりすることで安心感につながることや、測定

器具に触れてもらうことは恐怖心を和らげるために有効

であるといった記述が含まれていた。

「子どもと関係性を築く関わりが大切である」には、

おもちゃを使ったり、コミュニケーションを図ったりす

るなど、看護師に慣れてもらい信頼関係を作っていくこ

とが大切であるといった記述が含まれていた。

4 ．測定できるような工夫をする

『測定できるような工夫をする』では、122 の記述が

あり、5 サブカテゴリーに分けられた。

「状態に合わせた対応が必要である」には、教科書に

ある測定手順は単なる目安であり、現場では子どもの機

嫌や状態に合わせつつ、かといって子どものペースに巻

き込まれないように柔軟な対応が必要であるといった記

述が含まれていた。

「気を紛らわせる工夫が必要である」には、遊びやお

もちゃを用いたディストラクション、測定器具を飾る等

によって、子どもの気を紛らわせ、苦痛や恐怖心を和ら

げることができるといった記述が含まれていた。

「あらゆる場面を想定しておく必要がある」には、事

前にどのような子どもかイメージし、あらゆる測定パ

ターンを想定しておくことや、子ども自身ができること

や好きな遊びなどを把握しておく等は、実際に子どもを

目の前にしても焦らず測定するために必要であるといっ

た記述が含まれていた。

「じっとしていられる工夫が必要である」には、子ど

ため、なぜ泣いているのかその原因を考えながら観察し

ていくことが必要であるという内容の記述が含まれてい

た。

「日頃の様子を把握し、今後の状態も予測しながら観

察する必要がある」には、子どもの変化や異常にいち早

く気づくことや今後起こりうることを予測して観察する

ためにも、日頃の状態を細かく観察し、現在の状態と普

段とを比較しながら子どもの状態をアセスメントしてい

くことが必要であるという内容の記述が含まれていた。

「いつもと違う子どもの変化に気づくことが大切であ

る」には、子どもは自分の状態が上手く伝えられないた

め、いつもと様子が違うという感覚がとても大切になる

という内容の記述が含まれていた。

2 ．安全への配慮が必要である

『安全への配慮が必要である』では、151 の記述があり、

3 サブカテゴリーに分けられた。

「危険を防ぐ環境を整える必要がある」には、子ども

から目を離すときには、必ずベッド柵を上げて転落防止

を図ることや、測定器具が子どもの遊び道具にならない

ように、配置には気をつけることなどの重要性に触れた

記述が含まれていた。

「子どもの安全を意識することが必要である」には、

子どもは好奇心旺盛で予期せぬ行動をとる場合があるた

め、測定時には測定だけでなく、子どもやその周りにも

気を配って安全に努める必要があるという記述が含まれ

ていた。

「発達に合わせた安全なおもちゃの選択が必要である」

には、子どもの興味を引くために、年齢に応じたおもちゃ

を選択することや、測定器具を装飾する場合には、安全

性を十分に確認しておくことが大切であるという記述が

含まれていた。　

3 ．小児の特徴に合わせる

『小児の特徴に合わせる』では、137 の記述があり、6

サブカテゴリーに分けられた。

「分かりやすい言葉を使うことが必要である」には、

子どもは発達段階に応じて理解力が異なるため、各段階

を考慮した分かりやすい言葉を用いる必要があるという

記述が含まれていた。

「子どもへの声かけが大切である」には、子どもであっ

ても意思を尊重していると伝えることや、測定への理解
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を把握し、今後の状態も予測」するという観察を伴った

VS 測定の重要性に気づくことができたと言える。

小林ら（1995）は、「小児看護技術教育では手順・手技・

原則中心の技術教育だけでなく、対象の状況を認知し、

状況に即したケアを組み立てていくための思考能力を育

成できるような教育方法の工夫が必要である」と述べて

いる。しかし、成人看護の場合であれば、学生同士が実

施者—被実施者となり手技の練習を積むことはできるが、

小児看護の場合にはモデル相手の練習となる。そのため、

学生にとっては、“手順・手技・原則中心の技術教育”

に従った実施自体も難しく、手技の修得すら困難を極め

る。しかも小児看護では、成人に比べて、機嫌による精

神的な変動等に加えて、身体の大きさに合わせた器具の

選択等、留意すべき点が多い。それにも関わらず、今回

の演習を通して、『測定するだけでなく観察する必要も

ある』と、“対象の状況を認知し、状況に応じたケア”

技術の必要性まで学んでいることは大変貴重である。

また、子どもは言語能力の未熟さ故に、たとえ会話が

できる年齢の子どもでも自分の身体の不調を正確に表現

しているとは限らない。例えば、幼い子どもは、不快な

気分を「痛い」と表現したり、「痛い ?」と聞けば、本

当は痛くないのにオウム返しに「痛い」と答えたりする

ことがある。そのため、小児看護におけるアセスメント

には、子どもの訴えを鵜呑みにせず、観察を通して客観

的に状態を把握することが重要になる。小川ら（2007）も、

臨地実習で受けもった子どもへの技術の実施には、測定

の必要性と関連する疾患の病態生理の理解だけでなく、

子どもの成長発達段階や入院状況など総合的に小児を理

解する必要性について述べている。したがって、本演習

において学生が、子どもの非言語的サインを「五感を使っ

て観察することが大切である」「得られた結果をアセス

メントしながら観察していく必要がある」などと気づけ

たことは貴重である。

そして本演習では、『安全への配慮が必要である』と

いう学びが多かったことも注目すべき点である。学生の

学びを見ていくと、ベッド柵や物品の配置など物理的環

境を整える必要性だけでなく、名札は子どもの顔に当た

らない位置かどうかなどの看護師の身だしなみまでもが

子どもの安全に関わってくるといったようにより具体的

に理解していることが分かる。

もはいろいろなことに興味をもち、よく予期せぬ行動を

とるため、じっとして測定できるような工夫をすること

も必要であるといった記述が含まれていた。

「苦痛の少ないものから測定することが大切である」

には、子どもは啼泣により測定ができなくなることや、

苦痛の少ないものから測定していくことが大切であると

いった記述が含まれていた。

5 ．正しい測定方法が分かる

『正しい測定方法が分かる』では、31 の記述があり、

3 サブカテゴリーに分けられた。

「正しい値が得られるようにする必要がある」には、

泣いている状態では、正確な値が測定できないため、子

どもが落ち着ける環境を整えることや、子ども自身に測

定をしてもらう場合には、正しくできているかの確認が

必要であるといった記述が含まれていた。

「正しい測定技術と知識が必要である」には、測定器

具を予め準備しておくことや、測定部分を把握しておく

等、知識を身につけておくことで、その時々の状況に対

応できるといった記述が含まれていた。

「子どもに合った測定器具を選ぶ必要がある」には、

正しく測定するためには、子どもの年齢や状態に合った

物品を選択することが必要であるといった記述が含まれ

ていた。

6 ．付き添う家族に状態を伝えることが必要である

『付き添う家族に状態を伝えることが必要である』で

は、1 の記述があった。

『付き添う家族に状態を伝えることが必要である』に

は、測定したことを声に出して言語化していくことで、

付き添う家族に患者の状態を伝えることができるといっ

た内容の記述が含まれていた。

Ⅴ ．考察

1 ．症状や疾患、子どもの動きに関する情報を加えた

事例を用いたことによる効果

本研究の結果、学生は本演習を通じて『同時に観察す

る必要がある』という学びを最も多く得ていることが分

かった。これは、VS 測定では単に数値を得るだけでは

意味をなさないこと、つまり「疾患や状態に合わせて」「五

感を使って」「泣いている原因を探ること」「いつもと違

う子どもの変化に気づくこと」が大切で、「日頃の様子
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している。このように、演習の中で学生が戸惑うような

設定を行うことは、演習を臨床現場で患児と出会った状

況に近づけさせ、その結果、学生の学びに大きな変化を

もたらすことが分かった。

3 ．今後の課題

本研究の結果では、『付き添う家族に状態を伝えるこ

とが必要である』という学びが、他と比べると極端に少

なかった。これは、本演習に用いた事例の中で、家族が

付き添っている状況を取り上げてはいなかったため当然

の結果であると思われる。

しかし、本学が依頼している実習施設には、24 時間

必ず家族が付き添っている病院である。そこでは家族と

関係性を築き、お互いに情報交換をしながらよりよいケ

アを子どもに行っていくことが求められる。そのため、

今後は事例の中に、家族が付き添っている状況まで付け

加えることは意義があるのではないかと思う。

ただし、新たな情報を追加することには注意も必要で

ある。演習の中で用いられる事例が詳細であればあるほ

ど、学生は戸惑うことが少なくなり、それでは「状況に

即したケアを組み立てていくための思考能力」を育むこ

とにつながらない。したがって、今後の事例設定を考え

る際には、学生が“自分で考える”余地を残すように配

慮すべきである。

Ⅵ ．まとめ

前研究では、臨床場面に近い状況設定をしていなかっ

たことから、臨場感に欠けてしまい、より具体的、現実

的な患児の姿まで想像することができなかったことが明

らかになった。その点を改善するために、今回は疾患・

症状、子どもの動き等具体的な情報を提示した事例を用

いて演習を行った。そして同様の手続きで学生の学びを

集め、その特徴から本演習の効果について改めて検討し

た。

その結果、『同時に観察する必要がある』という学び

が新たに抽出された。また、前研究では学びが少なかっ

た『安全への配慮が必要である』という安全面への学び

が今回は多く得られていた。

これらの結果は、疾患や症状、子どもの動きなどの情

報を加えた事例の効果だけでなく、当日まで練習相手が

どのような子どもを演じるのか分からないようにした設

尚、前研究では、≪小児の特徴に合わせる≫、≪正し

い測定方法が分かる≫、≪測定できるような工夫をする≫、

≪安全への配慮が必要である≫、≪早期発見のために必

要である≫の 5 つのカテゴリーに分類され、その結果と

本研究での結果を比較すると、『同時に観察する必要が

ある』は新たに得られたカテゴリーであり、『安全への

配慮が必要である』は記述数が大きく増えたカテゴリー

である。したがってこれらの学びは、本演習において、

疾患や症状、それに伴って生じる子どもの動きといった

具体的な情報（例えば「寝返りをうちながらベッド内を

よく動きます。お座りもできるようになり、いろいろな

物に興味をもち、触ったり舐めたりします」など）を加

えた事例を用いたことによる効果であると考える。

2 ．演習の構成を改変したことによる効果

前研究の結果では、『小児の特徴に合わせる』という

学びが最も多く、“子どもにとって負担の少ないものか

ら測定する”、“血圧測定では測定部位と心臓の高さを同

じにする”など、既に教科書に書かれている内容や、演

習前のビデオ学習で説明されている内容、演習のデモン

ストレーションの中で教員が説明した内容をそのままな

ぞった記述が含まれていた。

先述してきたように、小児看護における VS 測定は実

施自体が困難になる場合が多く、臨機応変な対応を常に

求められる。そのため、VS 測定の経験だけでなく、実

際の子どもと関わる機会にも乏しい学生らにとっては、

不安要素が大きく、ビデオやデモンストレーション内で

示されている測定シーンは、“このように測定すること

が正解”と受けとられていたのかもしれない。

他方、今回の演習では、看護師役の学生には事例の基

本的な状況を示しただけで、子ども役の学生がどのよう

な子どもを演じるのかについては分からないような設定

を行った。そうすることで、臨地実習と同様、子どもの

病状だけでなく、性格や行動特徴などが読めない中での

測定となり、学生は非常に戸惑うことが多かったと思わ

れる。しかし、その実際に戸惑うことこそが、臨床症状

を伴う現実的な患児の姿をありありと想起させ、『同時

に観察する必要がある』などより実践的な学びを得るこ

とにつながったのではないだろうか。

さらに、前研究では、抽出されたデータの半数近くが

このカテゴリーを占めていたが、本研究では大幅に減少
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定が、学生に戸惑いと同時に臨地実習さながらの臨場感

をもたらした効果ではないかと考えられた。

今後の課題としては、家族が付き添っている状況も事

例に追加すること、ただしその際には、“自分で考える”

余地を残すために情報が詳細になりすぎないように留意

すべきであることが示唆された。
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Ⅰ．はじめに

慢性の病い（chronic illness）において、人々は生涯に

わたり毎日の生活の中で病状をコントロールすることが

求められ、日々の生活の中でなんとか適切なコントロー

ルを続けようと努力する。そのような中で人々は、多く

の課題に直面し、これらの課題に対応しようとすると、

自分ひとりではなく多くの人々の支援が必要となる。

J. コービンと A. ストラウスは慢性の状況にある人々

と家族にインタビュー調査を続け、慢性の病いは、長期

にわたる一つの行路をもっていることを示し、その行路

の中で慢性の病いは、人々の生活に多くの問題を確実に

もたらし、個人と家族は、自分たちの生活の質を保持す

るために、これらの多くの問題に対応しながら生活を続

けていることを指摘している（Corbin,J, Strauss,A, 1992, 

pp.9-28）(Corbin, JM, Strauss, A. (1992/2003), 黒江ゆり

子（訳）, pp.1-31）。

また、慢性の病いにおいて人々が日々の生活の中でど

のような問題に直面しているかについて調査した DS. ハ

ンドロンは、人々が個人の内的経験、家族に関わる問題、

否認等の心理的適応の問題、および自尊感情の低減など

の問題に生活の中で直面している状況を著わし、個人と

家族とのコミュニケーションを支援する必要があること

を指摘している（Handron, DS, 1994）。このように、慢

性の病いにおいては、日常におけるさまざまな問題に対

応しながら、生涯にわたる長期の健康管理を続けること

になり、そのためには身近にいる人々から多くの支援を

受けることも必要となる。その場合、身近にいる人々に

どのように自分の病気および病気に伴う多様な事柄を伝

えるかということが重要になるが、それらを他者に伝え

ることはなかなか難しいことが多い。

そこで本稿では、慢性の病いにおける他者への「言い

づらさ」について、言いづらさの事象がどのように生じ

ているのか、そのような言いづらさはなぜ生じているの

か、言いづらさがあることによって生活にどのようなこ

とがもたらされているのかについて、言いづらさについ

て書かれたものから思考し、また、古来からの文化の中

で言いづらさがどのようにあるのかを繙きながら思索を

深めてみようと思う。

Ⅱ．慢性の病いにおける「言いづらさ」の存在

慢性の病いにおける「言いづらさ」の存在については、

インタビュー法を用いたそれまでの研究論文を調べ、「言

いづらさ」が示唆されている状況には次のような内容が

含まれていることを筆者が 2011 年に報告した（黒江 , 

2011a）。その中で、精神障がいのことは一切黙ったまま

何人かの人に助けられて、自分のアパートを借り、自立

の一歩を踏み出した男性が 20 年間病気のことを言わな

かった状況（田中 , 2011）、病気のことを娘と担当の医

師以外には話さずにずっと隠してきた脊髄小脳変性症を

もつ女性が、身体が動かなくなり、とうとう田舎の兄に

電話で相談した状況（秋山ら , 2003）、幼児期に慢性腎

疾患を発症した思春期の男児が、コンプレックスに思っ

ていた身長のことを学校で仲間に変に慰められ傷つきな

がらも、親にはそのことを話せなかった状況（江藤ら , 

　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

〔資料〕

慢性の病いにおける言いづらさの概念についての論考
─ライフストーリーインタビューから導かれた先行要件と帰結─

黒江　ゆり子　　藤澤　まこと

Discussion on the concept of difficulties in telling about chronic illness: Antecedents and consequences 
portrayed through life stories

Yuriko Kuroe and Makoto Fujisawa
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ち位置を見極めて関わっており、それは生活者の多重場

所（トポス）を見極めていたと考察されている。

これらを踏まえ、2011 年度に報告されたライフストー

リーインタビューで描かれた「言いづらさ」についての

7 つのストーリーから、具体的な事象、その事象の先行

要件、および帰結の視点から検討を続け、さらに、一般

的な書物を含め、私たちの文化における「言いづらさ」

について考えをさらにすすめてみようと思う。

Ⅲ . 慢性の病いにおける「言いづらさ」の特性

１．慢性の病いにおける「言いづらさ」の事象

慢性の病いにおける「言いづらさ」の事象として、「言

いづらさ」を伴う体験として提示しよう。「言いづらさ」

に伴う体験については、宝田らが 2011 年に“本人の認

識にかかわらず、「言わない」「言えない」「言いたくない」

といった、「言う」ことに抵抗や苦痛が生じていたと思

われる体験を「言いづらさ」を伴う体験”として示して

いることから、この考え方に基づいて検討する（表 1）（宝

田ら , 2011a）。今回は、2011年に報告されたライフストー

リーにどのような「言いづらさ」を伴う体験が描かれて

いるかについて、その概要をここに紹介し、その後、先

行要件と帰結についての検討に入りたいと思う。

Ａさんのストーリーに包摂された言いづらさを伴う体

験：Ａさんは、夫の病気の特性から病名を本人（夫）に

告げることが残酷に思えたため、本人には違う病名を伝

え、社会的には本人が元気であるようかのように装った。

病名がわかると生業の夫の事業に影響があると思ってい

た。娘達は噂話になるのを避けるため、職場の面接でも

父親は元気であると言い続けた。そのような生活が続き、

家族内でも病気や介護について話のできない日常となっ

た。Ａさんは自分が夫の事業を肩代わりできるように準

備し、一人での介護体制づくりへとすすめた（森谷 , 

2011）。

Ｂさんのストーリーに包摂された言いづらさを伴う体

験：Ｂさんは、受診時にうまく症状を説明することがで

きなかった。病気のことを話しても結局はわかってもら

表 1　言いづらさを伴う体験とは

言いづらさを伴う体験：「本人の認識にかかわらず、「言わ
ない」「言えない」「言いたくない」といった、「言う」こと
に抵抗や苦痛が生じていたと思われる体験。

2004）、および呼吸不全状態が悪化していく中で、自分

の残りの人生を郷里で過ごしたいと思っていた女性がな

かなか話をすることができず、医療職者の働きかけによ

りやっと家族に話すことができた状況（長谷ら , 2009）

などを紹介し、慢性の病いにおける他者への「言いづら

さ」が存在する可能性が高いことを示した。しかしなが

ら、具体的な語りの内容が表現されていない報告や、背

景的な状況の詳細が表現されていない報告も多く、具体

的な前後関係がわかる内容を示すことのできる研究が必

要であることを指摘した。

同時に、筆者らはライフストーリーインタビュー法に

基づく調査註①を基盤に、それぞれのライフストーリー

を描くことで具体的な前後関係を把握し、慢性の病いに

おける他者への「言いづらさ」を導き、その内容を報告

した（森谷 , 2011）（中岡 , 2011）（宝田ら , 2011b）（市橋 , 

2011）（河井 , 2011）（田中 , 2011）（黒江 , 2011 ｂ）。こ

れらのライフストーリーの中には、慢性の病いにおける

他者への「言いづらさ」が包摂されており、それぞれの

ライフストーリーを形づくっているところの始まり

（begining）から混乱（muddle）、そして決意／帰還

（resolution）という時間の流れの中に現れていた。また、

「言いづらさ」において登場する人物は、家族、職場の

人々、仕事関係の人々、友人、地域の人々、社会の人々、

医療職者などであった。

その後の「言いづらさ」に関する文献を検索すると（医

中誌、検索語：言いづらさ、会議録除く）、2011 年の上

記に示した執筆者らによる論文以外に、2012 年にはが

ん患者の配偶者のソーシャルサポートに関する報告（青

柳 , 2012）、2014 年には水俣病対策における保健師の言

いづらさについての報告（川田 , 2014）がなされている。

がん患者の配偶者のソーシャルサポートに関する報告は、

言いづらさそのものに焦点がおかれた研究ではないが、

対象者へのインタビュー調査をふまえ看護への示唆とし

て、配偶者の「言いづらさ」を理解してサポートを提案

あるいは他者に代弁することの必要性が指摘されている。

また、水俣病対策における保健師の「言いづらさ」にお

いては、「言うに言えんだったもんな。玄関を入る時か

ら難しかった。水俣病とは一切言わんで、乳幼児訪問の

ような態度で行っていた……」などの訪問時の保健師の

言いづらさが示され、保健師は対象の水俣病に対する立
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家族の生活や職場の慣習を崩してしまうのでないかとた

めらう（河井 , 2011）。

Ｆさんのストーリーに包摂された言いづらさを伴う体

験：Ｆさんは、診断されてまもなくは自分の病気のこと

を説明する言葉を見つけられずに言うことができなかっ

た。病気からのしんどさも伝えられずに「さぼり」と思

われ、退職の決心をする。病気のことを話しても根堀葉

堀り聞かれることで面倒にもなった。過去には親しい友

人に話をしていたが、別れるときに「同情だった」と言

われ、その後は病気のことを話すことができなくなった。

同病の人から、言いたい人には話して、そうでなければ

話さなくていいということに気づかされ、病気のことを

隠している辛さから開放されるときを迎える（黒江ら, 

2011c）。

Ｇさんのストーリーに包摂された言いづらさを伴う体

験：診断時に説明を聞きながら泣く母の姿を初めて見た

Ｇさんは、病気について話すことができなくなった。自

分に起こった症状について他者にわかってもらいづらい

と感じており、自分が病気のことがよくわかっていな

かったので両親に伝えることもできなかった。また、心

配かけると思ったため、しんどいと言うことも家でごろ

ごろすることもできなかった。患者会で「わかる、わか

る」と言ってくれる人々との出会いがあった。それ以降

自分が変わったと感じ、家族に話すことができると思う

ようになった（田中, 2011）。

２．「言いづらさ」を伴う体験の先行要件と帰結

先に紹介した「言いづらさ」を伴う体験について、そ

の先行要件（antecedents）と帰結（consequences）を検

討してみようと思う。ここで検討する“先行要件”は、

LO. ウオーカーと KC. アバントの考えに基づき、特定

の概念の発生に先立って生じる出来事や例を意味する。

例えば、役割緊張という概念の先行要件としては、役割

葛藤、役割蓄積、時間と場所の厳格さなどが先行要件と

なる。また、“帰結”とは、その概念が発生した結果と

して生じる出来事や事件を意味し、たとえば、スピリチュ

アリティの帰結としては、人生の意味、希望、自己超越、

信頼、創造性、信念深さ、健康などが示されている

（Walker, LO, Avant,  KC, 2005, pp.89-124, pp.105-106）。

言いづらさに伴う体験と先行要件と帰結を思考すると

表 2 のようになる。「言いづらさ」を伴う体験の“先行

えないことや病気のことを話すと相手が困惑すること、

さらには病気のことで他者に迷惑をかけたくないという

思いから家族にも話すことができなかった。受診時に医

療職者に十分に説明することができず、そうして処方さ

れた薬を飲むことはなく、症状が増強した。浴衣の帯が

結べなくなり踊りの稽古への参加が困難になったが、稽

古仲間に言えずに家族に断ってもらうようにもなった。

その後、症状の進行が契機となって、日常生活行為で家

族に協力を求めるようになり、「言わずに済むなら言わ

ない」から「自然に伝える」に変化を遂げた（中岡 , 

2011）。

Ｃさんのストーリーに包摂された言いづらさを伴う体

験：Ｃさんは、しんどくて憂鬱的な気分になっても病気

のことは言わなかった。それは社会における人権的な差

別や病気の差別の影響を感じ、自身が精神障がいをもっ

たときに、自らの病気のことは認めたくない、語れない

こととなり、さらに苦しみが助長されたようであった。

また、言う人と言わない人に一線を引いているところが

あり、診療所や作業所で知り合った人たちには、病気の

ことを隠さなくてもよかったが、病気でない友人には、

一人を除いて、病気のことは話していない。次第に、病

気やピアサポートの体験談を日本の各地や海外でも話す

機会をもつようになった（宝田ら , 2011b）。

Ｄさんのストーリーに包摂された言いづらさを伴う体

験：Ｄさんは、遠方に住む両親には病気の話をしていな

い。健康保険は親の扶養家族に入っていたため、医療費

に苦労した。診断されてまもなく、自分の気持ちの整理

がつかないうちに職場の上司に話をしたことで混乱し、

その後はしだいに職場を辞めざるを得ない状況に至った。

日本の文化の中では言いづらいことや聞きづらいことが

あるという思いを抱えているが、自分との共通点がある

人や人生を苦労してきた人には話しをすることができる

（市橋 , 2011）。

Ｅさんのストーリーに包摂された言いづらさを伴う体

験：Ｅさんは、受け継がれた体質として発症した病気は

不摂生をしている印象があるので、本当の親しい人にし

か言えない病気だと感じていた。それは医療職者に対し

てもそうであった。そして職場で配られる茶菓子を病気

だからといって、毎回断ることは難しいと感じていた。

糖尿病を考えた行動をとることは身近な人を巻き込み、
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2011c）。

・ 患者会で「わかる、わかる」と言ってくれる人々との

出会いがあった。自分が変わったと感じ、家族に話す

ことができると思うようになった（田中, 2011）。

これらの中には「わかる、わかる」と言ってくれる人々

との出会いや「言いたい人には話して、そうでなければ

話さなくていい」ということにあらためて気づかされる

ことにより、それまでのわかってもらえないという思い

の辛さが解かれる様相が現れている。言うか言わないか

について自己決定ができることにより、自分が選んだ人

に自分の思いを自分なりに話すことができ、相手も同様

の体験をしていることに気づかされ、自分一人がこのよ

うな体験をしているのではないという思いに至っている。

その時、人々の視野は拡がりをもち、その後は、自分の

経験を通して他者の役に立ちたいという思いに基づく行

動にすすんでいる。これらの点については、次節でもう

少し考えてみようと思う。

Ⅳ．私たちの文化における「言いづらさ」について

ライフストーリーから得られた「言いづらさ」につい

ての考察をふまえて、古来からの私たちの文化の中に「言

いづらさ」がどのようにあるかについて、もう少し考え

てみようと思う。日本文学の代表的な作品の一つであり、

複雑な人間関係とその中にある人々の揺れ動く内面を著

わしている「こころ」を題材（夏目 ,1991）とし、その

中に人々の言いづらさを読み取り、再考してみようと思

う。当該作品を今回の題材とした経緯は、川端康成の「古

都」、島崎藤村の「暗夜行路」、宮尾登美子の「蔵」など

日本文学を代表する複数冊の書物を鑑み、上記の理由か

ら今回は当該作品で考えてみることにしたものであるが、

今後は、川端康成など日本および海外も含めた他の作品

による取組みをすすめたいと思う。

「こころ」が執筆されたのは大正 3 年（1914 年）の漱

石が 47 歳の時であったとされている。親しくなっても

心を開いてくれることのない先生から届いた手紙の重厚

さは、この作品を読む者にとって、人間としての何かを

根底深く問い続けられるという印象を強くもつものであ

ろう。この中には、たとえば「言いづらさ」が次のよう

な情景で著されている。当該作品の中で主題としても流

れている主なる情景に関して紹介しようと思う。

要件”には、他者への配慮（同病者の死の経験、迷惑か

けたくないという思い、気を遣わせたくないという思

い）、傷ついた体験（同情だったと言われた、親の泣く

姿を見た）、生業への影響の懸念（事業に支障をきたす

という思い）、理解困難（理解されないという思い）、説

明困難（説明する言葉が見つからない）、底流にある社

会的偏見（色眼鏡で見られるという思い、人権的差別等

の影響を感じる、不摂生をしていると思われる）、自己

の生き方の思索（生き残る期間の生き方を考える）など

がみられる。

さらに“帰結”としては、演技する生活（家族全員が

演技する、病気でないように振る舞う、症状に伴う辛さ

を見せない）、人間関係の希薄化（付き合いが減る、親

しそうで親しくない関係、稽古仲間から離れる）、居場

所の喪失（居場所がなくなる）、自己成長の停滞（キャ

リアが狭まれる、自分に負い目を感じる）、語らない生

活（病気のことは語らない）、一線を引く（言う人と言

わない人に一線を引く）、経費の工面（医療費に苦労する）

などがみられた。

３．「言いづらさ」が解けるとき

さらに、言いづらさを伴う体験の中には、時間を経る

ことで言いづらさがいつしか変化を遂げる様相が含まれ

ていた。それらは、「言いづらさ」が解けると表現でき

るような状況であり、ライフストーリーにおいては、混

乱後の帰還と捉えられる状況でもあった。たとえば、次

のようにである。

・ その後、症状の進行が契機となって、日常生活行為で

家族に協力を求めるようになり、「言わずに済むなら

言わない」から「自然に伝える」に変化を遂げた（中

岡, 2011）。

・ しだいに、病気やピアサポートの体験談を話すように

なり、苦しんでいる人に携わるピアヘルパーの仕事を

するようになった（宝田ら ,2011b）。

・ 自分との共通点がある人や人生を苦労してきた人には

話しをすることができる（市橋 ,2011）。

・ 同病の人から、言いたい人には話して、そうでなけれ

ば話さなくていいということに気づかされ、病気のこ

とを隠している辛さから開放されるときを迎える。昔

の知人が同じ病気になったことを友人から耳にして、

会いに行って知人の気持ちを聞く機会をもった（黒江, 
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表 2　慢性の病いにおける他者への「言いづらさ」を伴う体験の先行要件と帰結

語り者と
登場人物

「言いづらさ」を伴う
体験

先行要件 帰結

ミトコンドリア脳症患
者の主介護者 A さん

（森谷 , 2011）

登場人物：妻、夫、娘、
仕事関係の人々、近隣
の人々、 
娘の職場の人々

A さんは、病気である夫
にその病気が遺伝性の疾
患であることが知られな
いように、病名を夫に伝
えることなく、隠し通し
た。

同じ病気の身内が短期間で病状が進行し
て亡くなったという辛い経験が背景にあ
り、病名を告知することで事態がよい方
向に向かわないことを予測していた。そ
の身内と同じ遺伝性の疾患であることが
夫に知られることを恐れた。〔同病者の
死の経験〕

夫には脳梗塞と説明し、夫がその通り
に思い込んでいたため、家族もそれに
合わせて演技していた。病気や介護に
ついて話ができない日常となった。〔家
族全員が演技する〕

夫の病名が近所の人々や
仕事関係の人々に悟られ
ると、事業（生業）に支
障をきたす可能性がある
ため、一切言わなかった。

病名が仕事関係者に悟られると事業に支
障をきたす可能性があると思った。また、
近所の人々に悟られると噂になったり色
眼鏡で見られるという思いがあった。〔事
業に支障をきたすという思い〕〔色眼鏡
でみられるという思い〕

病気ではないように振る舞っていた。
話してもよいと思う友人に限って付き
あいを継続しているため、付きあい自
体が減った。〔病気でないように振る
舞う〕〔付き合いが減る〕

パーキンソン病をもつ
Ｂさん（中岡 , 2011）

登場人物：医療職者、
家族（夫）、踊りの稽
古仲間

受診時にうまく症状を説
明することができなかっ
た。

病気のことを話しても結局はわかっても
らえないことや病気のことを話すと相手
が困惑すると思っていた。〔理解されな
いという思い〕

受診時に医療職者に十分に説明するこ
とができず、そうして処方された薬を
飲むことはなく、症状が増強した。〔病
状に即した治療に繋がらない〕

身体が動かないことが生
じても夫には言えず、言
わずに済むなら言わない
という生活を続けた。

他者に迷惑をかけたくないという思いが
発病から 20 年近くにわたる生活の中に
常に中心にあった。
〔迷惑をかけたくない思い〕

夫とは親しそうで親しくなかった。〔親
しそうで親しくない関係〕

浴衣の帯が結べなくなっ
て踊りの稽古への参加が
困難になったが、稽古仲
間に言えなかった。

他人との約束事には、人間関係から断り
難さを感じ、なんとか続ける努力をして
きた。人には言ってもわからないだろう
なと思うと同時に、わかってほしいと思
わなかった。〔理解されないという思い〕

夫に断ってもらった。稽古仲間から離
れる。病気のことを含めて理解してく
れる人は少ないという思いと、それで
もよいという思いを抱いている。〔稽
古仲間から離れる〕

精神障がいに対するセ
ルフスティグマから解
放されたＣさん（宝田
ら , 2011b）

登場人物：職場の人々

職場では、病名を隠して
働いていた。しんどくて
憂鬱的な気分になっても
病気のことは言わなかっ
た。

社会における人権的な差別や病気の差別
の影響を感じ、自身が精神障がいをもっ
たときに、自らの病気のことは認めたく
ない、語れない事柄になった。社会にお
けるいろいろな偏見を抱えていた。〔人
権的差別等の影響を感じる〕

職場で怒られることもあり、しんどく
て憂鬱にもなった。言う人と言わない
人に一線を引いているところがあり、
診療所や作業所で知り合った人たちに
は、病気のことを隠さなくてもよかっ
たが、病気でない友人には、一人を除
いて、病気のことは話していない。〔言
う人と言わない人に一線を引く〕

ＨＩＶ感染症をもつＤ
さん（市橋 2011）

登場人物：家族、職場
の人々、周りの人々

遠隔地に住んでいる家族
には自分が HIV に感染し
ていることを話していな
い。

最初の検査は自費でやっていたこともあ
り、気を遣わせたくないということがあ
った。〔気を遣わせたくない〕

健康保険は親の扶養家族に入っていた。
感染判明当時には身体障害者認定によ
る厚生医療がなかったため、医療費に
苦労した。〔医療費に苦労する〕

周りの人たちに対してど
う言ったらいいのかわか
らず、なるべく一切隠し
ていきたいという気持ち
が強かったが、上司に言
わなければならない状況
に迫られた。

検査結果が偽陽性であったり転院したり
という混乱のなかで、当初の髄膜炎によ
る入院の身元引受人であった職場の上司
に病名を伝える。あとどのくらい生き残
れるのか、その期間をどの形で生活して
いったらいいものかということを考えて
いた。〔診断に伴う心の混乱〕〔生き残る
期間の生き方を考える〕

職場の中でアーティストとしてのキャ
リアの研鑽に努めていたが、上司から
客演を止められるなど裏方に回るよう
になった。結果的にその職場を去るこ
とになった。日本の文化の中では言い
づらいことや聞きづらいことがあると
いう思いを抱えている。〔キャリアが
狭められる〕〔居場所がなくなる〕

2型糖尿病のEさん（河
井, 2011）

登場人物：職場の人々、
医療職者

職場で配られる茶菓子を
病気だからといって、毎
回断ることは難しいと感
じ、「要らない」という
ことを言えなかった。

受け継がれた体質として発症した病気は
不摂生をしている印象があるので、本当
の親しい人にしか言えない病気だと感じ
ていた。〔不摂生をしていると思われる〕

このような思いは医療職にも抱いてお
り、負い目に感じてしまう。〔負い目
に感じる〕

1 型糖尿病とともにあ
るＦさん（黒江 2011,
ｂ）

登場人物：職場の人々、
家族、社会の人々

病気のことをどのように
説明していいのかわから
ず、具合が悪い時に仕事
を休みたいと思っても職
場の人に言わない。

病気の発症初期に、病気のことを話すと
どういう病気なのか根堀葉堀聞かれたり、
からだがだるいと言うとサボりじゃない
かと思われたりして、どのように説明す
ればいいのかわからなかった。説明して
もわかってもらえないという思いや説明
することが面倒だという思いとなった。
〔説明する言葉が見つからない〕

次第に職場が居づらくなり、結局、退
職することを決意する。家で少し過ご
した後、家を出てアルバイトを始める
が、アルバイト先でも友人にも病気の
ことは一切言うことなく過ごした。友
人に言わないことは後ろめたさを感じ
ていた。〔居場所がなくなる〕〔病気の
ことは語らない〕

病気のことを誰にも話す
ことができなくなった。

親しい友人に病気のことを話していたが、
その友人と別れるときに「半分は同情だ
った」と言われた。〔同情だったと言わ
れた〕

病気のことを言うと嫌がられるのでは
ないかと思うようになり、しばらくは
人に言わないようにしていた。〔病気
のことは語らない〕

クローン病のＧさん
（田中, 2011）

登場人物：家族（両親）

症状からのしんどさを家
族にうまく説明できなか
った。自分でもよくわか
っていなかった

医師から病名の説明を聞いたときに、「え
っ」と言って母親が泣いた。親が泣くの
を始めて見た。それ以来自分がしっかり
しないといけないと思った。　自分は病
名がわかってよかったと思ったが、「何
それ？」とも思った。治らない原因不明
の病気は両親にはわかってもらえないと
感じていた。〔親の泣く姿を見る〕〔病気
を理解できない〕

心配をかけたくない気持ちから、家族
のいるところでごろごろするのを控え
ていた。それは、なかなかつらかった。
〔症状に伴う辛さを見せない〕

＊註：先行要件と帰結の記述内容を簡潔に〔　　〕内に示した。
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ようとしたことが何度もあります。しかしいざという間

際になると自分以外のある力が不意に来て私を抑えつけ

るのです。（中略）……私はただ妻の記憶に暗黒な一点

を印するに忍びなかったから打ち明けなかったのです。」

（夏目 , 1991, p.261）と著されている。これは、ライフ

ストーリーによる「言いづらさ」の体験にも示されてお

り、人々は他者へ配慮することによって、「言わない」「言

えない」「言いたくない」というように、「言うこと」に

抵抗や苦痛を抱くのであろう。それは自分たちにとって

大切な人々を必死に守ろうとするかのようでもある。

また、内田はこの作品について次のように述べている。

……重要と思われるのはこの手記の冒頭が「打ち明け」

話を切り出す体裁だと言う点である。……特定の相手に

むかって「打ち明け」始めているのである。それは「先

生」の禁止への忠実さとして選択されたものではなく、

「私に取って自然」な行為だからなのである。「私」はも

ちろん「小説家」ではないから、「公表」とか「公開」

とかを意図してはいないだろう。だから「奥さんは今も

それを知らずにいる。」とも書き付けることができるの

である。（内田, 1998 pp.227-242）。

ここにおける“特定の相手にむかって「打ち明け」始

めている”こと、そしてそれは“私にとって自然な行為

だからである”というところは、ライフストーリーの中

で、言う人と言わない人に一線を引くという状況と類似

していると考えられる。「言いづらさ」を越えようとす

るときに気づかされた“話す人と話さない人に一線を引

く”という行為は、「こころ」の中で先生が話す人をやっ

と見つけ、長い間誰にも話さなかったことをこの人には

すべてを話そうと思い立ったように、私たちは話す相手

を自分で決めることを古来行ってきたのである。そして

それは、理屈で考える一線ではなく、情動でとらえる一

線なのである。それが、自然なのであり、そのようにし

て生きているのであろう。

Ⅴ．おわりに

慢性の病いにおける他者への「言いづらさ」から出発

し、文学作品における「言いづらさ」について思考する

ことを試みた。私たちは、慢性の病いにおいてのみなら

ず、他者への「言いづらさ」を日常の中で幾重にも重ね

て生きているように思われた。それゆえ、文学作品の中

○事象：病状が悪化していく父親に財産贈与について言

い出すことができない。（登場人物：私、父親、先生）

（夏目 ,1991, pp.77-79, pp.118-121, pp.142-144）

先行要件：話をしておいた方がいいという先生からの

助言があったが、財産贈与の話をすることがそれほ

ど重要だと思われなかった。両親にとって自分は父

や母に解らない変な所を東京から持ち帰る存在であ

るという自己認識がある。

帰結：財産贈与について言い出すことができずに、父

の死を迎える。

○事象：自分がなぜ毎月お墓詣りをしているかについて、

その状況を誰にも説明することをしない。（登場人

物：先生、私、周りの人々）（夏目 , 1991, pp.16-

21, pp.35-36, pp.151-156）

先行要件：自分以外の人が知る必要のないことと考え

ていた。誰にも話さないという決意のもとで償いの

日々を送る。時に自分の今の状況をばちがあたった

と表現する。

帰結：誰とも一緒に墓参りはせずに、波乱も曲折もな

い単調な生活を続ける。長い時間を経て、話をして

もいい人と感じたとき、その人にすべてを話すこと

を決定する。

○事象：自分と友人との間にあったことを恋人 / 妻に話

すことができない。（登場人物：先生、先生の友人、

先生の恋人 / 妻）（夏目 , 1991, pp.278-203）

先行要件：自分の人間性を疑われるかもしれないと懸

念する。話をしないことに意を決する。

帰結：この事柄については一切話をしない生活を続け

る。表向きは仲のよい関係のように見えるが、夫婦

である２人の内面には共有できない部分が存在し、

妻には理解できない溝ができる。妻はそれについて

何度も問いただすが、話がされることはない。

このように「こころ」の中では、他者への「言いづら

さ」がいくつかみられる。それは「言わない」「言えない」

「言いたくない」といった「言う」ことに抵抗や苦痛が

生じていたと思われる体験として確かに現れている。「言

う」ことに抵抗や苦痛が生じていることは、たとえば、

自分と友人との間にあったことを妻に言わないことにつ

いて「私は一層思い切って、ありのままを妻に打ち明け
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にも随所に著されているのであろう。「言わない」「言え

ない」「言いたくない」といった「言う」ことに抵抗や

苦痛を生じる体験は、そこに至るまでの複雑な経緯があ

り、また、その状態のままとどまるものではなく、時間

の経過とともに変化していくものでもある。時には、自

然に融解していく「言いづらさ」もある。

病気について言わないことの罪悪感を解き放ち、話す

相手を自分が決めることが重要なのだということが分か

れば、慢性の病いとともに生活している人々を含め、多

くの人々が気持ちを開放することができるであろう。

今後は、このような「言いづらさ」をふまえて、慢性

の病いにおける看護のあり方についてさらに思考を深め

たいと思う。

註①：本調査は、平成 20-23 年度科学研究費補助金基盤

研究（C）研究課題番号 2059253「慢性の病における他

者への『言いづらさ』と看護のあり方についての研究」

の一部として行われたものであり、次の研究者によるも

のである：黒江ゆり子、宝田穂、市橋恵子、藤澤まこと、

田中結華、中岡亜希子、森谷利香、河井伸子。

文献

青柳美智子.（2012）.がん患者の配偶者のソーシャル・サポ―トに

関する体験, 日本がん看護学会誌, 26（3）, 71-80.

秋山智, 中村美佐, 加藤匡宏.（2003）.地域生活を送る脊髄小脳変

性症Ａ氏の病気への対処行動に関する研究－ライフヒストリ

－法による分析を通して, 日本難病看護学会誌, 8（2）, 124-

133.

Corbin, JM, Strauss, A. (1992). A nursing model for chronic illness 

management based upon the trajectory framework, in Woog P., 

The chronic illness trajectory framework. Springer Publishing 

Company, Inc.

Corbin, JM, Strauss, A. (1992/2003).  黒江ゆり子(訳), 軌跡理論

にもとづく慢性疾患管理の看護モデル, in　Woog, P.監 

(1992/2003) 黒江ゆり子, 市橋恵子, 宝田穂(訳). 慢性疾患の病

みの軌跡(第1版). 医学書院.

江藤節代, 松永千絵, 西恵子.（2004）.思春期の慢性腎疾患患児の

親の体験に関する研究, 家族看護研究, 19（1）, 32-38.

Handron, DS, Leggett-Frazier, NK. (1994). Utilizing content 

analysis of counseling sessions to identify psycho-social stressors 





岐阜県立看護大学紀要　第 15 巻 1 号　2015

─ 123 ─

Ⅰ．研究の背景 

突然の自動車事故により遷延性意識障害となった患者

は、これまでに修得した才能・生活・思い描いていた未

来への希望を一気に失う。自らの感情表出や活動も困難

となり、常に他人の援助を必要とする生活となる。一方、

患者家族の毎日は、時に深い悲しみや絶望感、怒りや受

け止められない現実を伴ったまま過ぎていく。このよう

な患者や家族に対して、病棟スタッフは何か役に立ちた

いと感じながらも、患者を前にすると生活援助や合併症

予防の援助にとどまり、家族を前にすると家族からの期

待にプレッシャーを感じ、踏み込んだ援助を実践できな

い状況にある。

遷延性意識障害患者については、障害者総合福祉推進

事業で行われた調査（株式会社ピュアスピリッツ ,2011）

によると、全国で約 5 万 5 千人の患者がいると推測され、

医療の高度化による救命率の改善によって今後も増え続

けることが予測される。全国的に入院期間の短縮化が進

む中、患者が積極的なリハビリテーションを受けられる

施設は少ない。また、紙屋ら（2011）による看護プログ

ラムをはじめ、意識障害に対する援助は様々な取り組み

がされているが明確な援助方法として確立に至っていな

い。NPO 大阪脳損傷者サポートセンター（2010）が意

識障害患者の介護を行なう家族を対象に実施した実態調

査では「今が精いっぱいで先のことまで考える余裕はな

い」「介護の疲労で鬱病になった」といった介護生活の

疲弊を訴える声が聞かれ、家族援助の必要性が示唆され

ている。しかし、研究として病棟スタッフの家族援助方

法を追求したものは少なく、明確にされていない現状が

ある。よって、意識障害となった患者・家族への援助方

法を明らかにしていくことは、援助の質向上に向けた課

題の 1 つであるといえる。

上記の現状に対し、自動車事故後の脳損傷による遷延

性意識障害患者が少しでも意識を取り戻し覚醒するため

に 2 年間の入院期間を持つリハビリ病棟において、病棟

スタッフの立場で本研究に取り組んだ。病棟は 3 チーム

制であり 1 チーム当たり 16 床の患者を担当している。

患者は自動車事故による受傷者であり、働き盛りの 20・

30 歳代が多く、約半数が在宅に戻る。在宅移行時はほ

とんどの患者が全介助の状態である。表情変化は苦痛な

どの反射的なものが多い。「あー」などの発声はできて

も「おはよ」などの構音ができる患者は少なく、約半数

は意思表示方法が確立していない。主介護者は両親や配

偶者が多く、入院時は専門病院に対する大きな期待を

持っている。病棟スタッフは、午前中に入浴介助や体位

ドレナージを行い、午後に患者の覚醒を促すための五感

刺激療法や屋外への散歩、チームカンファレンスや在宅

介護技術の提供を行っている。

Ⅱ．研究目的 

本研究は遷延性意識障害患者とその家族に焦点を当て

3 段階のステップで取り組んだ。第 1 段階は、病棟スタッ

フが抱く遷延性意識障害患者とその家族に対する漠然と

した気持ちから戸惑いや悩みを整理し、病棟スタッフが

踏み込んだ援助を実践できない理由を明らかにすること、

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

〔資料〕

遷延性意識障害者とその家族への看護援助（第１報）
－病棟スタッフが抱く戸惑いや悩み－

髙橋　智子　　松下　光子

Nursing Care of Patients in the Persistent Vegetative State and Their Families Part1
----Worries and Confusion that Team Nurses and Care staffs Feel 

Tomoko Takahashi and Mitsuko Matsushita
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アンケート内容を表 1 に示す。アンケートは、病棟ス

タッフが漠然とした気持ちを表出する上で筆頭筆者が必

要と考える内容を「自施設の援助に対する気持ち」「患

者に対する気持ち」「家族に対する気持ち」の大項目に

分け、それぞれに小項目を追加し作成する（大項目計 3

個、小項目計 8 個）。無記名自由記載法とし、筆頭筆者

から病棟スタッフ各々にアンケート実施の意図と記載・

回収方法を伝えて協力を求めながら配布する。記載期間

を 7 日間とし、回収方法は病棟内に設置したアンケート

回収箱に各自が提出する。

表1　アンケート内容

大項目 小項目

1．自施設の援助に対す
る気持ち

1）自施設の特徴
2）援助の実際
3） 援助を提供する上で嬉しく思

うこと
4）援助を提供する上での課題

2．患者に対する気持ち 1） 患者に対するかかわりで意識
していること

2） 患者に対するかかわりで思う
こと

3．家族に対する気持ち 1） 家族に対するかかわりで意識
していること

2） 家族に対するかかわりで思う
こと

（3）アンケート分析方法

アンケート内容の小項目ごとに記述された内容を分類

し整理する。類似した意見をまとめたものをサブカテゴ

リー、更に大きくまとめたものをカテゴリーとする。

2）病棟スタッフの戸惑いや悩みの話し合いと整理

（1）チームカンファレンスの実施

現状把握のためのアンケート結果を共有し意見を出し

合うために、チームカンファレンスを実施する。参加者

は、チームカンファレンス開催日にアンケートを実施し

た 17 名のうちの日勤者とし、アンケート内容の大項目

ごとに計 3 回開催する。資料として、現状把握のための

アンケートの回答を、アンケートの小項目ごとに箇条書

きした用紙を提示する。5 分間各々で資料に目を通す時

間を設けた後、開催時間を最大 40 分とし話し合う。チー

ムカンファレンスの参加者・発言者・発言内容は筆頭筆

者がチームカンファレンス中にメモとして書き残し、終

了後通常のチームカンファレンス記録として残す。

（2）戸惑いや悩みの抽出

チームカンファレンス記録から病棟スタッフの戸惑い

や悩みを含んだ発言を筆者が抽出する。

第 2 段階は、病棟スタッフ個々の価値観や経験にとど

まっている援助の経験知を集積し、2 年間の援助の展開

を目に見える形で表し援助の方向性を統一すること、第

3 段階は、家族の気持ちを捉えチームで援助を話し合い

実践し振り返ることで構成されている。これらにより、

入院期間中に援助として何ができるのかを実践を通じて

明らかにすることを目指した。

本稿は研究の第 1 段階の取り組みの報告であり、病棟

スタッフが抱く遷延性意識障害患者とその家族に対する

漠然とした気持ちから戸惑いや悩みを整理し、病棟ス

タッフが踏み込んだ援助を実践できない理由を明らかに

することを目的とする。

Ⅲ．研究方法

1．対象

筆頭筆者が病棟看護師として働いていたチームに所属

する病棟スタッフ 17 名（看護師 13 名・介護福祉士 4 名）

である。

2．研究期間

研究期間は、平成 22 年 4 月〜平成 22 年 9 月であった。

3．方法

1）現状把握のためのアンケートの実施

（1）アンケート実施の意図

病棟スタッフと援助について語り合う中で、「変化や

反応が少ない患者にどのようにかかわればいいか」「病

棟スタッフが経験したことのない経験をした家族をどの

ように受け止めればいいか」等、意思表示の出来ない患

者とその家族とのかかわりに対する病棟スタッフの漠然

とした気持ちが聞かれた。

自施設は患者に接して行なう援助の時間が多く、オー

プンフロアで常に患者・家族の近くにいることで、病棟

スタッフが悩みを表出し十分に話し合う環境を作ること

が難しい。そのため、チームカンファレンスは受け持ち

スタッフが一方的に援助内容や今後の方向性を報告し、

受け持ちスタッフ以外の発言は少ないという状況に慣れ

ていた。今回、それぞれが自由に意見を言い合える機会

を作るためにまず、アンケートにより病棟スタッフの漠

然とした気持ちを把握し、目に見える形で整理すること

にした。

（2）アンケートの内容と配布・回収方法
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Ⅴ．結果

1．現状把握のためのアンケート結果

アンケート配布枚数 17 枚、回収数 17 枚（回収率

100%）であった。質問に対しての記述数は全部で 249 件

であった（自施設の援助に対する気持ち計 104 件、患者

に対する気持ち計 50 件、家族に対する気持ち計 95 件）。

以下文中で、分類されたカテゴリーを【　】で、サブカ

テゴリーを〈　〉で示す。

1）自施設の援助に対する気持ち

（1）自施設の特徴

自施設の特徴は表 2 に示す 3 つのカテゴリーに分けら

れた。1 つ目の【援助の特徴】は、〈時間をかけてかか

わる〉〈リハビリテーションを実施する〉〈可能性を信じ

て諦めずにかかわる〉〈五感刺激を活用し意識賦活を行

う〉〈家族とかかわる〉〈1 対 1 でかかわる〉〈患者の代

（3）戸惑いや悩みの整理方法

抽出した発言を類似した意見ごとにまとめる。類似し

た意見をまとめたものをサブカテゴリー、更に大きくま

とめたものをカテゴリーとする。

Ⅳ．倫理的配慮

研究協力者である病棟スタッフには文書を用いて、本

研究の目的、方法、期待される結果、得られたデータの

使用目的と保管、結果公表の方法、個人情報の保護、自

由意思による協力、拒否権の保証について文書及び口頭

で説明し、十分な理解が得られた上で文書により同意を

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（平成 22 年 4 月、通知番号 22-

A003-1）を経て実施した。

表2　自施設の特徴（記述数計28件） n=17（複数回答）

カテゴリー
（記述数）　　　

サブカテゴリー
（記述数）

アンケートに寄せられた病棟スタッフからの回答例

援助の特徴
（23）

時間をかけてかかわる（7） 患者 1 人に対しじっくり看護ができる。時間をかけて患者・家族とかかわる
ことができる。1 人の患者に長くかかわることができる。

リハビリテーションを実施する
（4）

リハビリを中心とした看護。リハビリ・ケアなど毎日身体を動かしたり起き
上がったりする。長期間に渡りリハビリが出来る。

可能性を信じて諦めずにかかわる
（4）

医療的に限界を向かえた方に無限の可能性がある看護で改善を目的とする。
ほんの少しの可能性を信じて看護やリハビリを施行。

五感刺激を活用し意識賦活を行う
（3）

脳損傷によって遷延性意識障害となった人へ意識賦活のため様々な看護援助
を行う。患者に刺激を与える看護。五感刺激。

家族とかかわる（2） 家族と話し精神の安定に少しでも役立つ。家族とかかわる。

1 対 1 でかかわる（2） 1 対 1 で患者に寄り添う看護。1 対 1 の看護。

患者の代弁者となる（1） 意識障害者の代弁者。

対象の特徴
（3）　

患者の意志が分からず全介助を必
要としている（3）

意思疎通を図ることが難しい患者が多い。全介助を必要としている方がいる。
意識がない・訴えがない人が相手。

病棟の特徴
（2）

リハビリテーションスタッフと連
携しやすい（1）

看護サイドのケアもリハビリスタッフと気軽に相談し実施できる。

ワンフロアーである（1） ワンフロアーのため患者の異変・変化などにすぐ気がつく。

表3　援助の実際（記述数計30件） n=17（複数回答）

カテゴリー
（記述数）　　　

サブカテゴリー
（記述数）

アンケートに寄せられた病棟スタッフからの回答例

病棟スタッ
フ の 状 況
（10）

自身の良さを援助に活かすことが
できる（4）

コミュニケーションがしっかり取れない患者にも声かけをすることができる。
1 人の患者とじっくりかかわることが好き。

感情をうまくコントロールできな
い（3）

患者・家族と向き合いすぎて心が苦しくなる。感情移入しそうになる。自分
の感情に左右されやすい。

知識や技術不足である（2） 知識があまりない。痙攣が起こったときにすぐに対応できない。

自己肯定観の低下がある（1） 本館の看護師のほうがすぐれているという概念を持っている。

患者へのか
かわりの実
際（8）

かかわりにプレッシャーがある
（3）

2 年間という期間に重圧感がある。意思疎通が取れないことに嫌になってし
まうときがある。逃げてしまいたいときがある。

援助を見つけられない（3） その患者にあった援助を考え出せない。諦めないケア・代償制といいながら
結果がすぐに出ないためケアを変更してしまう。

反応を疑ってしまう（1） 手指が動いても随意性と考えずに反射と思ってしまう。

成果を求めてしまう（1） 成果が出ないともどかしい。

病棟の環境
（7）

患者にじっくりかかわることがで
きる環境がある（7）

じっくり看護ができる。ゆっくり患者に向き合いケアできる。医療処置が少
なくじっくりケアできる。自分のペースでかかわれる。

家族へのか
かわりの実
際（5）

かかわりに苦手意識がある（3） コミュニケーションが下手で家族になれるまでに時間がかかる。時々家族が
嫌になる。言い方、指導が厳しくなってしまう。

かかわりに不安がある（2） 家族とのかかわりが正しいのか不安なまま接してしまっている。短い会話に
なってしまう。
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識がある〉〈かかわりに不安がある〉があった。

（3）援助を提供する上で嬉しく思うこと

援助を提供する上で嬉しく思うことは表 4 に示す 2 つ

のカテゴリーに分けられた。1 つ目の【援助の成果】は、

〈患者にプラスの変化が見られたとき〉〈実施した援助を

評価してもらえたとき〉〈家族にプラスの変化が見られ

たとき〉があった。2 つ目の【病棟の特徴】は、〈1 人の

患者にじっくりかかわることができる〉〈環境に恵まれ

ている〉〈他職種と連携がとりやすい〉があった。

（4）援助を提供する上での課題

援助を提供する上での課題は表 5 に示す 2 つのカテゴ

リーに分けられた。1 つ目の【実践能力の向上】は、〈援

助に関する知識を得たい〉〈病態に関する理解を得たい〉

があった。2 つ目の【技術の習得】は、〈技術習得が遅

れることへの焦り〉があった。

弁者となる〉があった。2 つ目の【対象の特徴】は、〈患

者の意志が分からず全介助を必要としている〉があった。

3 つ目の【病棟の特徴】は、〈リハビリテーションスタッ

フと連携しやすい〉〈ワンフロアーである〉があった。

（2）援助の実際　

援助の実際は表 3 に示す 4 つのカテゴリーに分けられ

た。1 つ目の【病棟スタッフの状況】は、〈自分の良さ

を援助に活かすことができる〉〈感情をうまくコントロー

ルできない〉〈知識や技術不足である〉〈自己肯定観の低

下がある〉があった。2つ目の【患者へのかかわりの実際】

は、〈かかわりにプレッシャーがある〉〈援助を見つけら

れない〉〈反応を疑ってしまう〉〈成果を求めてしまう〉

があった。3 つ目の【病棟の環境】は、〈患者にじっく

りかかわることができる環境がある〉があった。4 つ目

の【家族へのかかわりの実際】は、〈かかわりに苦手意

表4　援助を提供する上で嬉しく思うこと（記述数計25件） n=17（複数回答）

カテゴリー
（記述数）　　　

サブカテゴリー
（記述数）

アンケートに寄せられた病棟スタッフからの回答例

援助の成果
（18）

患者にプラスの変化が見られたと
き（14）

患者が笑ったとき。今まで反応なかった患者に少しでも反応があったとき。
意思疎通ができた瞬間。

実施した援助を評価してもらえた
とき（3）

家族から感謝の言葉をいただけたとき。退院時など「本当にここでよかった」
といってもらえると嬉しい。

家族にプラスの変化が見られたと
き（1）

家族が徐々に明るくなってきたとき。

病棟の特徴
（7）
　

1 人の患者にじっくりかかわるこ
とができる（4）

患者 1 人 1 人とかかわれる。じっくり向き合い患者とかかること。お風呂に
時間をかけて入れるため洗えた満足感がある。

環境に恵まれている（2） 周囲のスタッフ・職場環境・人に恵まれていると感じたとき。

他職種と連携が取りやすい（1） 他職種連携が取りやすく、色々な情報が入ってくること。

表5　援助を提供する上での課題（記述数計21件） n=17（複数回答）

カテゴリー
（記述数）　　　

サブカテゴリー
（記述数）

アンケートに寄せられた病棟スタッフからの回答例

実践能力の
向上（18）

援助に関する知識を得たい（13） 高次脳機能障害患者の援助を知りたい。意識賦活のための新たなケアを教え
てほしい。家族とのかかわり方を知りたい。

病態に関する理解を得たい（5） 脳神経が苦手。検査結果や画像から病態理解ができるようになりたい。援助
する上でしっかりした根拠を理解した上で行いたい。

技術の習得
（3）

技術習得が遅れることへの焦り
（3）

急性期と変わらない医療技術や自信がほしい。看護技術面で他の病棟の同期
についていけないことへの焦りがある。

表6　患者とのかかわりで意識していること（記述数計22件） n=17（複数回答）

カテゴリー
（記述数）　　　

サブカテゴリー
（記述数）

アンケートに寄せられた病棟スタッフからの回答例

1 人の人間
としてのか
かわり（14）

健常者と同じように接する（6） 意識のある人と同じように声かけや羞恥心への配慮をしようと思う。自分の
家族のように大切に接する。整容を意識する。

意識があると信じてかかわる（5） 絶対に私の言っていることが伝わっていると思い声かけをしてる。意識に届
くように願いながら、また触れながら話しかける。

患者の気持ちや人柄を想像しなが
らかかわる（3）

患者が傷つくことは言わないようにしている。元気だった時の写真を見てそ
の人に接するつもりで意識して接している。

専門職者と
してのかか
わり（8）

反応の出現や変化を捉える（4） 患者の小さな反応を見逃さないこと。患者の表情。意識レベルの変化。五感
刺激への反応。

援助に伴うリスクを軽減する（4） 患者の身体を傷つけないように援助すること。苦痛の軽減。痛い経験が少し
でも減るようにする。
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〈症状改善への期待や願い〉があった。3 つ目の【変え

ることのできない現状に対する思い】は、〈患者の失わ

れた未来を思う気持ち〉〈社会生活に対する不安〉があっ

た。4 つ目の【患者にかかわる姿勢】は、〈生活に楽し

みを引き出す〉〈人として尊厳を守る〉があった。

3）家族に対する気持ち

（1）家族に対するかかわりで意識していること

家族に対するかかわりで意識していることは表 8 に示

す 4 つのカテゴリーに分けられた。1 つ目の【家族自身

に関する話題を主とした介入】は、〈家族の精神面にア

プローチする〉〈病棟スタッフから声をかける〉〈家族が

患者にできることを伝える〉があった。2 つ目の【家族

自身以外の話題を主とした介入】は、〈援助に関する話

題を出す〉〈世間話をする〉〈患者に関する話題を出す〉

2）患者に対する気持ち

（1）患者とのかかわりで意識していること

患者とのかかわりで意識していることは表 6 に示す 2

つのカテゴリーに分けられた。1 つ目の【1 人の人間と

してのかかわり】は、〈健常者と同じように接する〉〈意

識があると信じてかかわる〉〈患者の気持ちや人柄を想

像しながらかかわる〉があった。2 つ目の【専門職者と

してのかかわり】は、〈反応の出現や変化を捉える〉〈援

助に伴うリスクを軽減する〉があった。

（2）患者とのかかわりで思うこと　

患者とのかかわりで思うことは表 7 に示す 4 つのカテ

ゴリーに分けられた。1 つ目の【患者に抱く疑問】は、〈患

者の心情に対する疑問〉〈患者が体験している世界に対

する疑問〉があった。2 つ目の【回復への期待や願い】は、

表7　患者とのかかわりで思うこと（記述数計28件） n=17（複数回答）

カテゴリー
（記述数）　　　

サブカテゴリー
（記述数）

アンケートに寄せられた病棟スタッフからの回答例

患者に抱く
疑問（14）

患者の心情に対する疑問（11） 命は助かったが本当はどう思っているのだろう。何を覚えていて今をどう理
解しているのだろう。心の中で何を思ってるのだろう。

患者が体験している世界に対する
疑問（3）

一体どんな感覚だろう。目・耳がダメな（損傷した）患者はどんな感覚だろう。
本当に今の記憶はないのかな。

回復への期
待 や 願 い
（6）

症状改善への期待や願い（6） 本当は分かっているんじゃないか。目に見える反応はなくても本当は理解し
ているのではないか。事故前の姿に戻らないかな。何かの反応を示してほし
い。話せなくても反応が見られるといいな。

変えること
のできない
現状に対す
る思い（6）

患者の失われた未来を思う気持ち
（5）

もっとやりたいことがあったのではないか。交通事故にあわなかったらどん
な人生を送っていたのかな。どうしてこんなことになってしまったのという
疑問・ひっかかり。何で眠っているのだろう。

社会生活に対する不安（1） （高次脳障害のため）感情をコントロールできなくてここを出た後大丈夫か
と不安に思う。

患者にかか
わ る 姿 勢
（2）

生活に楽しみを引き出す（1） 生活に楽しみを引き出せる援助をしてあげたい。

人として尊厳を守る（1） 人間としての尊厳を保ちたい。

表8  家族に対するかかわりで意識していること（記述数計46件） n=17（複数回答）

カテゴリー
（記述数）　　　

サブカテゴリー
（記述数）

アンケートに寄せられた病棟スタッフからの回答例

家族自身に
関する話題
を主とした
介入（23）

家族の精神面にアプローチする
（10）

何か気になること・不満・不安・興味について聴く。家族の希望を聞く。家
族の体調を伺う。少しでも安心・リラックスしてもらう。

病棟スタッフから声をかける（4） 家族にこちらから挨拶をして話すようにしている。必ず声をかけるようにし
ている。「よし」と気合を入れて 1 度は必ず話しかける。

家族が患者にできることを伝える
（3）

現状に対する考えや日々行っている援助を家族に伝える。こんなこと患者に
してあげられるとアドバイスをする。

家族自身以
外の話題を
主とした介
入（12）

援助に関する話題を出す（7） その日の予定や行った援助を伝える。現在の状態を伝えるようにしている。
患者のプラスの面を伝える。援助を実際に見てもらう。

世間話をする（6） 世間話。子育ての不満にも耳を傾ける。お天気のことなど何でも良いので必
ず一言は声をかけるようにしている。四季折々の話。

患者に関する話題を出す（5） 受傷前の患者の様子を聞く。家族がいないときの患者の変化を喜びとして伝
える。患者の反応が出てきたときは一緒に喜ぶ。

家族とのか
かわりに対
する戸惑い
（6）

家族と上手く話すことができない
（5）

あまり話しかけない。苦手意識のある家族とは必要以上に関わらない。その
日の受け持ち以外は必要以上に話しかけられない。

家族と自分の気持ちに違いを感じ
る（1）

家族のこと（気持ちや考え方）を否定したくないので、自分の考えを伝えき
れていない感じがする。

書類を介し
て の 介 入
（5）

連絡ノートで病棟スタッフの思い
を伝える（3）

何か変化があったら連絡ノートに書くようにしている。連絡ノートに何でも
書いてくださいと書き、家族が言いやすい環境を作る。

援助計画を伝える（2） 計画立案やケアを始める目的を伝えるようにしている。
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た。2 つ目の【家族とかかわることへのプラスの気持ち】

は、〈患者を知る機会〉〈家族援助を展開したい気持ち〉〈家

族の来院を望む気持ち〉〈家族の思いを知りたい気持ち〉

〈家族とかかわるための工夫〉があった。

2．チームカンファレンス記録から整理した自施設の看

護における戸惑いや悩み

チームカンファレンスは計 3 回開催した。議題は、①

自施設の援助に対する気持ち（開催時間 35 分、参加者

7 名）、②患者に提供する援助に対する気持ち（開催時

間 35 分、参加者 8 名）、③家族に対する気持ち（開催時

間 30 分、参加者 4 名）であった。

があった。3 つ目の【家族とのかかわりに対する戸惑い】

は、〈家族と上手く話すことができない〉〈家族と自分の

気持ちに違いを感じる〉があった。4 つ目の【書類を介

しての介入】は、〈連絡ノートで病棟スタッフの思いを

伝える〉〈援助計画を伝える〉があった。

（2）家族に対するかかわりで思うこと

家族に対するかかわりで思うことは表 9 に示す 2 つの

カテゴリーに分けられた。1 つ目の【家族とかかわるこ

とへのマイナスの気持ち】は、〈家族と接することへの

得体の知れない苦痛〉〈家族への苦手意識〉〈家族の気持

ちを支えることへの不安〉〈家族に対する先入観〉があっ

表9  家族に対するかかわりで思うこと（記述数計49件） n=17（複数回答）

カテゴリー
（記述数）　　　

サブカテゴリー
（記述数）

アンケートに寄せられた病棟スタッフからの回答例

家族とかか
わることへ
のマイナス
の 気 持 ち
（25）

家族と接することへの得体の知れ
ない苦痛（10）

「もう来たの」と思うことがある。「いやだ」「来た」と構えてしまう。家族
から見えない圧力を感じる。何か言われないかどきどきする。

家族への苦手意識（7） 家族と将来の希望について一緒に話し合えるようなかかわりをしたいが難し
く理想通りにいかなくて嫌になる。笑顔で挨拶する、でも苦手意識はある。
怖い。何を聞かれるかどきどきしてしまう。

家族の気持ちを支えることへの不
安（6）

家族の患者への思いを考えると何と声をかけて良いか分からない。自分の言
葉に家族はどう感じるのか不安がある。

家族に対する先入観（2） 家族は複雑な思いでいるという先入観がある。家族は患者に対する思いがス
トイックになっているという先入観がある。

家族とかか
わることへ
のプラスの
気持ち（24）

患者を知る機会（8） 事故前のエピソードを聴くことができる。患者情報を得る機会。家族は話せ
ない患者の代弁者。

家族援助を展開したい気持ち（5） 家族の要望を家族看護の視点でアセスメントし、対応できるチームになると
いい。家族の立場を思いやれるチームになるといい。

家族の来院を望む気持ち（5） 患者の反応が良いときや指示が入ったときは家族に来てほしい。反応が良く
表情が穏やかなとき、用事があるときに来てほしい。

家族の思いを知りたい気持ち（4） 家族の思いや方向性を少しでも知っていたい。家族とかかわることで家族の
思いが聞けると思う。

家族とかかわるための工夫（2） 家族が見えたときなるべく自分から声をかけるようにする。挨拶は心がけて
いる。

表10　自施設の援助に対する戸惑いや悩み（発言数計26件） n＝7（複数発言）

カテゴリー
（発言数）

サブカテゴリー
（発言数）

チームカンファレンスにおける戸惑いや悩みを含んだ発言例

患者とじっ
くりかかわ
れない（10）

病棟スタッフが時間に追われてい
る（7）

時間に追われケアではなく業務になっている。チームメンバーよりもリハビ
リスタッフの方がじっくり関われているという焦りがある。

病棟スタッフ数が不足している
（3）

1 人 1 人の所へ行ってじっくりとかかわる看護がしたいけれどスタッフの人
数によってはできない。1 人にじっくりとかかわりたいけど人が足りず実際
はできていない。

援助を工夫
するが納得
いくものに
つながらな
い（6）

介入方法を変えてみたい（3） じっくりかかわるために介入方法を変えてみたい。現在の環境でできるかか
わりを見つけたいが分からない。

介入方法を工夫しているが思うよ
うにいかない（3）

1 人の患者に時間をかけられるようケアの方法を工夫しているが周囲の忙し
さが気になる。毎日ではないができる日は患者とじっくりかかわる努力をし
ている。

技術不足に
より納得い
く援助が提
供できない
（5）

技術不足により援助が制限される 
（4）

1 人提供できる援助を増やせばできることも増えるという思いがある。同じ
かかわるなら時間ではなく質を高めたい。色んな角度からケアを提供したい
が同じケアばかり提供してしまっている。

必要とされる技術が変化している
（1）

患者の特徴が変化したことでケアの優先順位が覚醒から肺炎予防に変わった
ことへの戸惑いがある。

援助の実際
と気持ちの
違いから生
じ る モ チ
ベーション
の低下（5）

提供している援助に違和感がある
（3）

提供しているケアに違和感がある。1 対 1 という言葉に違和感がある。可能
性という言葉に違和感がある。

自分と周囲の気持ちにズレがある
（2）

理想と違う環境の中自分なりの目標を持ってかかわるが、他者を巻き込むこ
とができず、自分のモチベーションが下がってしまう。
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や悩み

チームカンファレンスでは、アンケート結果に多く記

されていた患者の思いや体験している世界に対する疑問

をきっかけに、自施設が独自に実施するスタッフ教育の

1 つで、各々がベッド上で 1 日を過ごす患者体験を想起

した発言が多かった。そのため、患者に提供している援

助を振り返り、困難や工夫について話し合った。その結

果、患者に提供する援助に対する戸惑いや悩みは、【援

助の振り返りによる気づき】として、〈援助の工夫や改

善点への気づき〉、〈短時間のかかわりが持つ援助の有効

性への気づき〉が明確になった（表 11）。

3）家族に対する病棟スタッフの戸惑いや悩み

チームカンファレンスでは各々が持つ家族に対する苦

手意識について意見が交わされ、その後各々が経験した

家族とのエピソードが共有された。その結果、家族に対

する戸惑いや悩みとして表 12 に示す内容が明確となっ

た。1 つ目の【家族とかかわることにマイナスの感情が

生じる】は、〈家族の反応が気になる〉〈家族とのかかわ

りに得体の知れない不安がある〉〈笑顔を向けることに

困難さを感じる〉があった。2 つ目の【家族援助が展開

できない】は、〈病棟スタッフのかかわりが家族と患者

の距離を広げている〉〈家族と病棟スタッフに距離がで

きている〉があった。

チームカンファレンスにおける戸惑いや悩みを含んだ

発言数は全部で 55 件であった（自施設の援助に関する

発言計 26 件、患者に提供する援助に関する発言計 14 件、

家族に関する発言計 15 件）。以下、分類された回答結果

のカテゴリーを【　】で、サブカテゴリーを〈　〉で示

す。

1）自施設の援助に対する病棟スタッフの戸惑いや悩み

チームカンファレンスでは、援助の実際について意見

が交わされ、その後、できるならこのようなかかわりが

したいという内容が話し合われた。その結果、自施設の

援助に対する戸惑いや悩みとして表 10 に示す内容が明

確になった。1 つ目の【患者とじっくりかかわれない】は、

〈病棟スタッフが時間に追われている〉〈病棟スタッフ数

が不足している〉があった。2 つ目の【援助を工夫する

が納得いくものにつながらない】は、〈介入方法を変え

てみたい〉〈介入方法を工夫しているが思うようにいか

ない〉があった。3 つ目の【技術不足により納得いく援

助が提供できない】は、〈技術不足により援助が制限さ

れる〉〈必要とされる技術が変化している〉があった。4

つ目の【援助の実際と気持ちの違いから生じるモチベー

ションの低下】は、〈提供している援助に違和感がある〉

〈自分と周囲の気持ちにズレがある〉があった。

2）患者に提供する援助に対する病棟スタッフの戸惑い

表12　家族に対する戸惑いや悩み （発言数計15件） n＝4（複数発言）

カテゴリー
（発言数）

サブカテゴリー
（発言数）

チームカンファレンスにおける戸惑いや悩みを含んだ発言例

家族とのか
かわること
にマイナス
の感情が生
じる（9）

家族の反応が気になる（4） 家族に必要と思って行う援助も家族から反応がないと思うと不安に感じる。

家族とのかかわりに得体の知れな
い不安がある（3）

家族の存在を気にしたくないけれど、何人来るか数えてしまう。患者のこと
や家族の気持ちを考えれば考えるほどかかわりを難しく感じるようになった。

笑顔を向けることに困難さを感じ
る（2）

家族に笑顔でいようと思うけれどなかなか難しい。家族にとって安心となる
笑顔を見せたいと思うが難しい。

家族援助が
展開できな
い（6）

病棟スタッフのかかわりが家族と
患者の距離を広げている（3）

病棟スタッフにとって家族とのかかわりが業務の 1 つとなっている。スタッ
フの業務的なかかわりが家族と患者とのかかわりに距離を作っているように
感じる。

家族と病棟スタッフに距離ができ
ている（3）

スタッフはスタッフ、家族は家族になっている気がする。自分の受け持ちの
家族にはなかなか会えない。

表11　患者に提供する援助に対する戸惑いや悩み（発言数計14件） n＝8（複数発言）

カテゴリー
（発言数）

サブカテゴリー
（発言数）

チームカンファレンスにおける戸惑いや悩みを含んだ発言例

援助の振り
返りによる
気づき（14）

援助の工夫や改善点への気づき
（10）

（患者体験では）起きてくださいの声かけも患者の立場では難しいことだっ
た。直接かかわれなくても、絵や音楽など（患者が）考える材料があると良かっ
た。音が少ないと時間がたつのが長く苦痛だった。同じ会話でも患者に語り
かけるような会話は安心感があった。自分に関係ない会話はただの雑音とし
て聞こえた。

短時間のかかわりが持つ援助の有
効性への気づき（4）

挨拶や顔を見に来てもらうなどの何気ない気遣いで孤独じゃなくなった。寝
ていると天井しか見えなくて天気も分からない、空も見えない、姿勢を変え
ることで景色が変わって気分転換になる。
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「家族から反応がないと思うと不安に感じる」といった

行動に移す前にマイナスの感情が先走り行動を制限して

しまっていることが語られていた。このことから、病棟

スタッフが踏み込んだ援助を実践できない理由として、

各々が頭の中で考えることばかりが先行し行動が追い付

いていない現状があることが考えられた。

3．今後に向けた課題

遷延性意識障害患者の援助は形・成果として表れにく

く、援助の意味ややりがいを見失いやすい。よって、病

棟スタッフが語り合い、多様な立場・価値観のもと援助

の結果や家族の言動を解釈し、具体的援助を提供しあう

環境が重要である。そのため、今後の課題として、病棟

スタッフ間で各々の思いや考えを表出する機会を設ける

こと、病棟スタッフ各々が培った経験知を共有し援助の

意味ややりがいを確かめながら意識障害となった患者・

家族への援助の方向性を見出していくことが重要である

と思われる。
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Ⅵ．考察

1．アンケート結果とチームカンファレンス結果に表れ

る病棟スタッフの現状

アンケート結果からは、病棟スタッフは援助方法が明

確でない中、前向きな気持ちと戸惑いの気持ちの両方を

行き来している特徴があると考えられた。例えば、自施

設の援助に対しては、「可能性を信じて諦めずにかかわ

る」という前向きな気持ちと「援助を見つけられない」

という戸惑いの気持ちを感じていた。家族に対しては、

「家族援助を展開したい」という前向きな気持ちと「家

族と接することへの得体のしれない不安」という戸惑い

の気持ちを感じていた。

一方で、アンケート結果とチームカンファレンス結果

で反対の意味を持つカテゴリーも抽出された。例えば、

アンケート結果では「時間をかけてかかわる」ことが自

施設の特徴として抽出され、チームカンファレンスでは

「患者とじっくりかかわれない」という悩みが抽出され

た。このような矛盾が生じた背景には、個人で実施した

アンケートでは漠然としていた思いが、チームカンファ

レンスを通して他者の思いを知り、語り、考える中で整

理され、明確な思いに発展したためと考えられる。兵頭

（2000）は看護職の職業意欲を削ぐ要因として「障害に

よる一方向コミュニケーション」や「看護のマンネリ化」

をあげている。自施設の遷延性意識障害患者への援助も

病棟スタッフ間のコミュニケーション不足も似たような

状況にある。

今回、アンケート結果をもとにそれぞれが自由に意見

を言い合える機会を作ったことは、病棟スタッフがコ

ミュニケーションをとる機会となった。そして語り合う

ことで、自分たちが実践している援助の良さや課題が明

確となり、援助に対する思いを表出する意欲を助長させ

たと考えられた。

2．病棟スタッフが踏み込んだ援助を実践できない理由

チームカンファレンスにおいて病棟スタッフからは、

「じっくりかかわるために介入方法を変えてみたい」や

「患者とじっくりかかわる努力をしている」など今ある

環境の中で今よりも良い看護を提供したいという気持ち

が語られていた。同時に、「現在の環境でできるかかわ

りを見つけたいが分からない」といった何とかしたい気

持ちを実践に移すための具体的行動が見えていないこと、
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Ⅰ．はじめに　

岐阜県立看護大学は、人々の健康と福祉の充実に貢献

できる看護専門職者の育成を目指して、平成 12 年 4 月

に県立の看護学の単科大学として開学した。開学当初か

ら、人々が受ける看護サービスの質の向上のために、岐

阜県下の看護職との共同研究等による看護実践の改善・

改革につながる実践性の高い研究活動を行ってきた。教

員は、この成果を教育活動に生かすとともに、看護生涯

学習の拠点として機能するべく全学的に取り組んできた。

平成 16 年 4 月には、看護職との共同研究や県下各地

での研修会（看護実践研究指導事業）の実績を基盤とし

て、大学院看護学研究科修士課程が創設され、平成 18

年 4 月には博士後期課程が開設され、看護学の学士課程、

修士課程、博士課程をもつ県内唯一の大学となった。県

下に看護系大学の新設が相次ぐ中、博士課程をもつ本学

の役割は重要であり、理念に基づいて教育研究活動をよ

り一層発展させる必要がある。

大学院看護学研究科では、個人の尊厳と人権の尊重を

基盤に据えた利用者中心のケアのあり方を追究し、広い

視野から看護実践の改革を積極的に推進できる創造的・

先駆的指導者層の育成を目指している。この教育・研究

活動を通して、人々が受け取る看護サービスの質の向上

を図り、同時に、実践性・応用性の高い看護学の確立と

発展を図ることを目的としている。以上の教育理念に基

づき、博士前期課程は、看護実践の具体的諸課題に焦点

をあて、その問題解決能力を育成し実践の場において、

専門性の高い看護実践を遂行するとともに、看護の質の

充実や看護サービスを改革できる指導者の育成を目指し

ている。そのため、研究指導においては、各学生の所属

施設における看護実践の改善・充実に直結することを大

切にしており、研究のプロセスを通じて所属施設での組

織的な取組が促進されることを意図して取り組んできた。

その結果、修士論文指導の経験を通じた看護実践研究の

意義に関しては既に報告したとおり、自分たちの看護実

践をやり直したり改善しながら、新たな実践を導くこと

が可能になる等の意義を確認している（黒江ら ,2014）。

また、修了時における看護学特別研究に対する学生・同

僚・上司の三者による評価結果においては、学生からは

「看護実践現場を変革する方法を理解できた」「就業しな

がら学修することの意義を理解できた」等、同僚からは

「関連部門・職種との組織的取り組みを推進した」「利用

者中心の看護が実現できるようになった」等、上司から

は「保健・医療・看護の質を向上するための方向付け、

原動力としての役割を果たした」等の意見があり、利用

者中心の看護の改善を組織的に展開できたという成果を

確認している（岐阜県立看護大学 ,2011）。しかしながら、

これらの成果を導いた研究指導方法は未だ確立されてい

ない。本稿では、教員が研究指導の実績を積みながら創

り上げてきた経過を整理し、開発した指導方法を提示す

る。研究指導方法を明確にすることは、看護実践研究と

しての修士論文の充実につながるとともに、看護実践研

究の方法および意義を明確にすることにもつながると考

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

〔資料〕

看護実践研究の可能性と意義　その 2
―岐阜県立看護大学大学院博士前期課程における研究指導方法の追究―

北山　三津子　　松下　光子　　森　仁実　　黒江　ゆり子

Significance and Possibility of Nursing Practice Research Part2
―Exploration of Directing Method of Nursing Practice Research in the Master’s  

Course at Gifu College of Nursing―

Mitsuko Kitayama, Mitsuko Matsushita, Hitomi Mori and Yuriko Kuroe
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いる。

授業科目の関連は図 1 に示すとおりである。学生は基

本科目および看護学共通科目の学修によって、実践改革

者としての確実な視野を拡げ、その成果を専門科目であ

る看護学特別研究で求められる看護実践研究の内容に直

結させる。特に、「医療 ･介護をめぐる倫理と人権」は、

弁護士活動をしている非常勤講師による教育を受け、「看

護倫理」において、看護で遭遇する倫理的な問題・葛藤

について考え、看護師の役割・責務に関して討議を加え、

利用者中心の看護のあり方を確認しており、その視座か

ら実践改善を目指した研究に取り組む。また、看護は、

医療 ･保健 ･福祉 ･介護の諸制度においてサービス組織

として機能しているため、看護実践研究の推進に際して

は、総体的視野で追究することが重要となる。そのため、

「コミュニティ経営学入門」において、ケアサービス事

業のあり方や事業経営・管理システム、事業価値の創造

などについて考え、「看護管理論」において、看護業務

える。

Ⅱ ．岐阜県立看護大学における博士前期課程の教育

課程の特性

1．授業科目と看護実践研究

博士前期課程においては、看護実践研究に取り組むこ

とを求めており、基本科目、看護学共通科目および専門

科目の学修を通して学生の思考が深まることによってそ

れを可能にすることを意図している。基本科目は、倫理

的判断力と総体的視野から管理調整能力の基礎を培うこ

とを目指しており、従来の医療サービスの枠組みを超え

た視点を修得することを目指している。看護学共通科目

は、専門性の高い看護実践能力と看護研究能力を培うこ

とを目指し、専門科目は、地域基礎看護学、機能看護学、

育成期看護学、成熟期看護学の 4 領域のうち 1 領域を選

択し、選択した領域の全科目が必修科目となる。いずれ

の領域も授業科目は特論、演習、特別研究で構成されて

  

 

 

 

 

 

 

                 

 

専門科目 看護学共通科目 基本科目 

(必修科目)コミュニティ

経営学入門 

(必修科目)医療・介護を

めぐる倫理と人権

(選択科目)  

地方自治体の仕事 

と行財政、 

地域生活特性論、 

地域生活福祉論、 

教育学特殊研究 

看護学特別研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者ニーズを基点に

した研究目的の設定、

看護職者としての使命

感の再構築の基盤の充

実。

実践業務の見直し、管

理･運営･経営の現状把

握、業務の実施過程で

の人材育成等の視点の

充実。 

自立して自施設で看護実践の改善に取組む 

看護実践研究プロジェク

トを自分でマネージメン

トしながら実施していく 

指導教員の支援を受けな

がら、看護実践研究を発展

的に実施する。   

実施→実績データ分析→

記述・省察→実施→実績デ

ータ分析→記述・省察 

 
図１ 看護学研究科博士前期課程における看護学特別研究と他科目との関連 

看護実践研究プロセス全体

を修士論文としてまとめると

ともに看護の在り方につい

ての洞察を深める。 

利用者ニーズの基盤に立つ看護の在り方に関する思

索の深まりと思考の拡がり 

(必修科目) 

看護倫理 

(必修･選択科目) 

看護管理論 

看護学教育論 

看護理論 

看護学研究方法

看護政策論等 

 

看護学特論 

看護学演習 

図１　看護学研究科博士前期課程における看護学特別研究と他科目との関連
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論文報告会）、課題研究の指導と報告についてである。

Ⅲ．研究指導方法追究の実績

研究指導の方針は、研究科として合意しており、学生

にも周知しているが、看護実践研究である看護学特別研

究の具体的な指導方法については、指導教員が開発して

いく必要があった。すなわち、研究者養成を目指す研究

科の指導方法には存在しない研究指導方法を創出してい

かなくてはならない。そこで、研究科単位で看護学特別

研究（課題研究）の領域を超えた協働授業およびファカ

ルティディベロップメント（以下 FD）活動を実施し、

看護学特別研究（課題研究）の指導方法の開発に取り組

んできた。

1．1 年次における看護学特別研究（課題研究）の協働

授業

協働授業は、平成 21 年度に試行的に実施し、その成

果を踏まえて、平成 22 年度から本格的に継続実施して

いる。

授業目的は、看護実践に関する研究に取組む過程を着

実に導き、本研究科の修士論文（課題研究レポート）審

査基準に適合した学習を効果的に導くことであるが、基

本的には本研究科独自の研究指導方法の開発である。看

護学特別研究は、学生自身が置かれている状況の中で、

専門職として自己の負っている責任を果たし、看護実践

の現状を改善 ･ 改革していくための研究という点では、

4 領域とも同様であり、その手法及び歩む過程は共通し

ている。そのため、領域を超えて複数領域合同で授業を

実施し、教員にとっては、一歩引いた位置で指導に当た

ることによって、指導を振り返る機会となり、他領域の

指導の実態を把握し学ぶ機会とした。学生にとっては、

他領域の教員の助言を得ることにより、自分の取り組み

や歩む方向の適切性を確認する機会とした。

授業方法は、2 領域の教員と学生が合同で、学生一人

約 30 分ずつで全学生について実施し、1 回約 4 時間を

かけている。実施時期・回数は試行を重ねながら適切な

時期を検討してきており、現在は 7 月と 11 月の 2 回に

なっている。事前に学生には協働授業の趣旨と方法を説

明し、報告内容を示している。提示する報告内容につい

ても試行を重ね、精選してきた。毎回実施後には、教員

の意見・感想および学生の意見・感想（授業評価）を収

の管理 ･運営、職場内での人材育成 ･教育面などについ

て学修し、これらを含む課題認識を確実に持った上で研

究に取り組む。さらに、看護学の研究方法、看護教育や

看護実践に関わる理論や看護政策の学修（「看護学研究

方法」、「看護学教育論」、「看護理論」、「看護政策論」等）

を基盤として、「看護学特別研究」では、3 ヵ年かけて

自施設における看護実践改善のための研究を実施し、そ

の実績を分析して、論文にまとめることを求めている。

2．看護学特別研究の目的・方法

「看護学特別研究」は、各領域において、看護実践の

現状を変革し、質の高い看護実践を導くために必要とな

る研究活動を行い、看護実践研究方法を学ぶ。約 3 か年

に亘り、看護実践の場での研究を行い、その成果を修士

論文としてまとめる。単位数は 10 単位（修了要件 33 単

位）である。

自施設の看護の現状分析と課題に対応するための研究

計画の考案で約 1 年間、研究計画にもとづく実践的取り

組みに約 1 年間、実践的取り組みの成果把握と論文作成

で約 1 年間を要することから、概ね 3 年以上の時間を必

要としている。

なお、本研究科は、専門看護師コースを併設している

が、看護実践研究として「課題研究」6 単位を課しており、

3 年間を通して履修する。この課題研究で作成する報告

書は修士論文に相当するものである。研究の進め方は看

護学特別研究と同様である。

研究指導は、領域単位の集団指導および個別指導を基

本として、研究科単位の中間報告会による指導を実施し

ている。集団指導は、学生・教員とも複数で実施するも

のであり、単に学生個人の研究をどう進めるかではなく、

他の学生の発言等から多様な看護実践現場の現状・課題、

看護職者の役割、そこでの実践研究の意義等を具体的に

知ることによって、看護実践研究の視野を培うことがで

きるように意図している。

看護学特別研究および課題研究の指導の実施について

は、大学院学生便覧に明記しており、入学時のガイダン

スで説明し周知している。具体的には、指導体制、時間

的経過に沿った研究指導の方法（研究課題の提出と論文

指導教員の決定、研究計画の作成指導、研究計画の提出

と研究倫理審査部会の承認、専門領域での指導の継続、

研究科単位の中間報告会、修士論文の作成と提出、修士
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年次の研究指導方法を表 1 および表 2 に示した。

表 1 は、看護学特別研究・課題研究の指導方法 -1 年

次の指導について - として、看護学特別研究・課題研究

の目的、1 年次の指導の特徴について文章で表現したも

のである。

表 2 は、1 年次の研究指導の流れを表に示したもので

ある。この表は、まず、平成 25 年度の FD における検

討資料として、平成 24 年度の FD において話し合った

看護学特別研究の指導方法についてのグループワークの

記録、協働授業後の教員の意見調査、学生便覧に記載さ

れた「看護学特別研究・課題研究指導の流れ」をもとに

作成した。さらに、平成 25 年度の FD における各グルー

プの検討内容の記録から、1 年次の指導方法に関する意

見を追記して作成したものである。

（2）1 年次の研究指導方法

ⅰ 学生の取り組みと研究指導として学生の取り組みを

促進する方法

1 年次の 4 月は、学生は、自分なりの課題意識をもっ

て入学してくる。研究指導は、まず、学生の所属する組

織、その組織における学生の位置づけの確認から始まる。

教員から問われて、学生は、自施設の組織を調べて集団

指導の場で報告し、自身の施設での位置づけを確かめる。

次に、1 年次前期の研究指導としては、教員は、学生

が自分自身の看護実践を振り返ることを促していく。こ

の看護実践の振り返りにおいては、利用者のニーズに基

づき、できていることとできていないことの両方を見る

ように促していく。具体的には、教員は、所属組織の実

施している保健医療福祉サービスおよび看護活動の実施

状況について、データを示した説明を求める、学生自身

が感じている看護実践上の課題について説明を求める、

学生が看護としてどのような考えを大事にしているのか

集し、その集約結果を研究科委員会で共有し、実施内容・

方法について改善を重ねてきており、現在の方法に至っ

ている。

2．FD の実施

1）ねらい及び実績

研究科の FD 活動としては、研究科委員会のもとで取

り組むこととし、平成 16 年度の研究科開設当初は、新

しい教育課程をどう展開するかを主要な課題とした。平

成 17 年度から「特別研究指導のあり方」を課題として

取り組みを開始し、その後一貫して、看護実践研究の指

導方法の検討を継続している。

平成 20 年度からは、FD の企画・運営を担当する教員

を決め、より強力かつ恒常的な教育能力開発の取り組み

を実施することとした。そして、特別研究指導について

は、テーマを「看護学研究科の実践研究指導方法の充実」

とし、特別研究の指導実績を素材とした検討を繰り返し

行ってきた。

平成 25 年度は、看護実践研究指導方法を実績に基づ

き明文化することを目指して、FD での検討資料として、

まず、1 年次の研究指導方法について、文章と表を作成

した。作成した 1 年次の研究指導方法、修了者の修了時

の三者（学生・同僚・上司）の評価結果、7 月に実施し

た協働授業に対する教員の意見・感想と学生による授業

評価結果を素材として、1 年次の指導方法、本学助教の

教員が学生の場合の 1 年次の指導の検討を行った。また、

2 年次以降の指導方法についても検討する機会をもった。

検討会は、教員を 2 グループに分けて行い、検討内容を

記録し、後日グループメンバーの教員の確認を得た。

2）成果

（1）1 年次の研究指導方法の明文化

平成 25 年度の FD 活動の成果として明文化された 1

表 1　看護学特別研究・課題研究の指導方法　─ 1 年次の指導について─

　看護学特別研究・課題研究は、実践研究であり、その目的は、看護実践の現状を変革し、質の高い実践を導くことである。そして、
変革を継続していくための基盤をつくり、体制の整備を図ることである。最終的には、人権と倫理を考慮した利用者中心のヒュー
マンケアのあり方を基点にした実践改革の方法および . 総体的視野で看護実践の成り立ちを捉え、現実に相応しい研究の展開方法
を修得することを目指している。さらに、修了後は、自立して自施設で看護実践の改善に取り組むことを期待している。
　研究科委員会では、看護実践研究を着実に進めるために、研究指導の方法を創ってきた。とりわけ、1 年次においては、領域を
超えた協働授業を実施し、その結果を FD 研修会で共有して、指導方法を検討してきた。以下では、検討結果に基づいて、研究計
画を立案するまでの 1 年次の研究指導の方法を整理する。
　1 年次においては、入学時の問題意識を起点として、自施設の看護の現状について、総体的な視野でデータを収集・分析して、
看護実践の課題を明確にする。そして明確になった課題について、その解決の方策を現実的に創りだすことが求められる。このプ
ロセスにおいては、一貫して看護サービスの利用者のニーズは何か、そのニーズに対応できているのかという視点から分析を進め
る必要がある。また、実践現場の同僚や上司と協働して取り組む体制をつくることも重要である。
　これらの取り組みを促進していくための指導方法を表に示す。
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感じている看護実践上の課題の説明を中心として、4 月

からの研究指導で調べて報告してきたものを整理して提

示することとなる。

7 月以降は、研究指導としては、学生が感じている看

護実践上の課題について、他のスタッフや上司はどう感

じているかについて確かめる、関連するデータの収集、

同業他施設の実態の把握、文献の確認、自施設の課題に

ついて、何らかの実践活動を通して、他スタッフ、上司

との意見交換に取り組むように促していく。学生は、7

月から 11 月頃にかけて、自身が感じている看護実践上

の課題について、他スタッフや上司の考えを把握したり、

関連するデータを把握したりする。また、同業他施設の

実態を聞き取りや文献等から把握する。これらの取り組

みを通して、学生は、自施設の看護実践上の課題を再考

していく。

11 月末ごろに協働授業が行われ、この時には、学生は、

明確になった自施設の課題、取り組みの方策を説明する

を言語化することを促す、看護サービスの利用者のニー

ズをふまえた看護実践上の課題を分析することを促す、

といった促しを学生に対して行う。学生は、自施設の保

健医療福祉サービスの提供状況や看護活動の実施実態の

データ（自身の具体的な看護援助事例の提示）を収集し、

集団指導において報告する。

7 月の協働授業前には以下の項目、①自己の（研修）

施設や看護実践現場の成り立ち、②看護実践の実績、③

それらに対する自分の評価、④自分たちが提供する看護

サービスの充実・向上という観点から解決しなければな

らない課題は何か、⑤その課題について同種の他施設に

おいてはどのような課題解決をしているのか、⑥その課

題について同僚や上司はどのように認識しているかを提

示し、11 月の協働授業までに各自が取り組む方向性を

示す。

7 月の協働授業では、自施設の成り立ちや自身の位置

づけ、自施設の看護活動の実態をデータで説明、自身が

表 2　1 年次の研究指導方法

時期 学生の取り組み
研究指導の方法

学生の取り組みを促進する方法
教員が指導にあたって常に大事にして
いたり、考えていたりしていること

4 月

7 月

11 月

3 月

入学時 : 自分なりの課題意識

自施設の組織を調べる
自身の位置づけを確かめる

自施設の保健医療福祉サービ
スの提供状況、看護活動の実
施実態のデータ収集

協働授業 :
自施設の組織と自身の位置づ
けの説明
自施設の看護活動の実態を
データで説明
自身が感じている看護実践上
の課題の説明

自身が感じている看護実践上
の課題について、他スタッフ・
上司の考えの把握、関連
データの把握

同業他施設の実態の把握（聞
き取り・文献等）

他スタッフ・上司との意見交
換や実態把握から看護実践上
の課題について再考する

協働授業 : 自施設の課題の明確
化
自施設の課題解決に向けた計
画の作成

倫理審査書類の提出

学生の所属する組織、組織における学生の位
置づけの確認
自分自身の看護実践を振り返る（利用者のニー
ズに基づき、できていることとできていない
ことの両方をみる）ことを促す。
具体的には以下。
・ 所属組織の実施している保健医療福祉サー
ビスおよび看護活動の実施状況について
データを示した説明を求める

・ 学生自身が感じている看護実践上の課題に
ついて説明を求める

・ 学生が看護としてどのような考えを大事に
しているのかを言語化することを促す

・ 看護サービスの利用者のニーズを踏まえた
看護実践上の課題を分析することを促す

以下 3 項目は、おおよそ 7 月以降、同時に行
われていく。
・ 学生が感じている看護実践上の課題につい
て、他のスタッフ・上司はどう感じている
かについて確かめるように促す、関連する
データ収集を促す

・ 同業他施設の実態の把握、文献の確認を促
す

・ 自施設の課題について、何らかの実践活動
を通して、他スタッフ、上司との意見交換
を促す

研究計画の文章化を促す

（職場で研究計画を説明することを促す）

組織として何が求められているかを捉
える

学生の所属する組織を理解し、誰に働
きかけるとよいかを判断する

その学生が取り組める課題かをあわせ
て考える

学生の問題意識を起点にして、捉える
べき看護実践の現状（実績）は何か

学生がスタッフの場合は、スタッフ全
員に協力を得る方法を具体的に考えて
いく

学生自身が周囲の人に伝える力がどれ
くらいあるかを見極めながら支援する

学生の看護観を確認する（学生は、自
身の看護観を 3 年間かけて育てる。1
年次は土台作り）

看護として大事な視点や考えを言葉に
して学生に伝える
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スの利用者のニーズは何か、そのニーズに対応できてい

るのかという視点から分析を進める必要がある。このこ

とは、看護として大事な視点や考えとして研究指導の中

で常に学生に問いかけていく。看護実践の現状をどうい

う視点で見ていくのかは、看護観の育成につながる指導

の一部と考えられる。よりよい看護実践とは何か、看護

として目指すべき方向はどこなのか、課題解決のために

どのように取り組めばよいのかといった考え方は、学生

自身の看護観に基づくものである。つまり、看護実践研

究として取り組むべき課題と課題解決の方向性を明確に

し、取り組みの方法を具体化していくという、看護実践

研究の研究計画作成につながる過程においては、学生が

自身の看護観を意識化する必要がある。自身の看護実践

を振り返って他者に説明することや教員が看護として大

事な視点や考えを言葉にして伝えることを通して、学生

は自身の看護観を意識化していくことになる。教員もこ

の過程を経ることによって、学生の考えを確認すること

ができる。

また、現場の看護を改善していくための看護実践研究

は、学生が一人で取り組むものではなく、実践現場の同

僚や上司と協働して取り組む必要がある。そのため、1

年次に、同僚や上司の意見を聞きながら、看護実践上の

課題を明確にし、課題意識を共有すること、協働できる

体制をつくることは看護実践研究を進める基盤作りとし

て重要である。学生が同僚や上司の意見を聞いたり、定

期的に職場で進捗状況を報告したりすることを通して、

協働できる状態を作り出していく。特にスタッフの立場

にある学生の場合は、学生の周囲の人に伝える力を見極

めながら、スタッフの協力が得られる方法を学生ととも

に考えていく必要がある。

Ⅳ．おわりに

本稿では、博士前期課程における看護学特別研究の指

導方法を開発するために研究科が取り組んできた活動を

もとに、博士前期課程 1 年次の研究指導方法と看護実践

研究における 1 年次の指導の意味を整理した。今後は、

1 年次の研究指導方法を精錬させるとともに、2 年次以

降の研究指導方法についても明文化し、考案した指導方

法を教育実践の中で検証することにより、看護実践研究

の指導方法を確立していく必要があると考える。

ことが求められる。その後、12 月〜 3 月にかけて、自

施設の課題解決に向けた計画として、研究計画を文章化

していく。3 月には、研究計画を看護学研究科の論文倫

理審査部会に提出し倫理審査を受ける。

研究指導として実施している様々な現状の確認や同

僚・上司との意見交換は、その時期のみに行うものでは

なく、おおよそその時期頃から教員は学生に問いかけ、

考えるように促し始めるというものである。繰り返し再

確認を促していく。

ⅱ　教員が指導にあたって常に大事にしていたり、考え

ていたりしていること

教員が指導にあたって常に大事にしていたり、考えて

いたりしていることは、①組織として何が求められてい

るかを捉える、②学生の所属する組織を理解し、誰に働

きかけるとよいかを判断する、③組織の実態と学生の立

場から、その学生が取り組める課題かどうかを考える、

④学生の問題意識を起点にして、捉えるべき看護実践の

現状（実績）は何かを考える、⑤学生がスタッフの場合

は、スタッフ全員に協力を得る方法を具体的に考える、

⑥学生自身が周囲の人に伝える力がどれくらいあるかを

見極めながら学生を支援する、⑦学生の看護観を確認す

る、⑧看護として大事な視点や考えを言葉にして学生に

伝える、といったことである。⑦の学生の看護観を確認

する、については、看護観は学生自身が 3 年間かけて育

てるものであるが、1 年次はその土台づくりの時期と言

える。

（3）看護実践研究における 1 年次の指導の意味

1 年間の取り組みを通して、学生は、入学時にもって

いた問題意識を起点として、自施設の看護の現状につい

て、総体的な視野でデータを収集・分析して、看護実践

の課題を明確にする。この過程を通して、学生は、自施

設、自身の看護実践を広い視野で振り返り、検討するこ

とになる。そして、よりよい看護実践のために取り組む

べき課題は何かを明確にしていく。さらに明確になった

課題について、その解決の方策を現実的に創りだすこと

が求められる。教員も学生とともに、学生が所属する施

設の成り立ちと学生の立場を理解し、看護実践の現状を

理解して、取り組むべき課題と取り組みの方法を考えて

いく。

また、このプロセスにおいては、一貫して看護サービ
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Ⅰ．はじめに

「岐阜県看護実践研究交流会（以下、交流会とする）」

の会員への研究支援は、本学における看護実践研究指導

事業として位置づけており、平成 15 年度から開始して

平成 26 年度で 12 年目を迎えた。本事業は、県下の看護

職が看護実践の改善・改革や看護サービスの質の向上を

図ることを目的に発足した交流会の会員を対象に、本学

教員が研究支援を行うものであり、大学としての県内看

護職者に対する看護生涯学習支援の一環でもある。本学

教員は、会員である看護職が主体的に行う研究活動につ

いて、交流会の賛助会員として支援している ｡ 本学は、

交流会の立ち上げから関与しており、研究支援を含めた

交流会の活動全般（「岐阜県看護実践研究交流集会（以下、

交流集会とする）」の開催や活動報告書の作成など）に

ついても組織的に支援している。なお、本学の看護研究

センターは、平成 15 年度当初から、本事業の運営・管理・

調整の実務面を担っており、交流会と連携しながら全学

的な事業としての研究支援体制づくりに努めてきた（岩

村ら，2004；大川ら, 2014）。

研究支援の申請は随時受け付けており、支援期間は 1

年間である。支援担当教員は 2 名以上の複数教員であり、

支援を受ける看護職者の求めに応じて、3 ～ 5 回の面接

やメールでのやり取り等を通して研究活動を支援してい

る。具体的には、研究計画の立案・修正、研究の方向性

や実際の進め方、質問紙調査の内容、データ分析や結果

のまとめ方、文献の活用方法等について、教員は助言・

指導を行っている。また、支援を受けた看護職者には、

交流集会での中間報告や成果報告が求められているため、

当日の発表に関する支援に加えて、抄録や報告書作成に

ついても教員は助言等を行う。交流集会は、毎年 9 月に

開催され、会員による研究発表と討論（研究活動の発展

に向けた意見交換）が行われており、参加者同士の意見

交流を通して看護実践の課題解決に向けた研究活動を推

進する場となっている。なお、会員からは毎年 10 件前

後の申請があり、平成 15 年度から平成 25 年度の支援課

題数は 96 課題（取り下げ等を除く）で、支援した看護

職者は、病院に勤務する看護師・助産師が 9 割弱を占め

ている。

従来、支援を終了した研究課題については、支援を受

けた看護職及び支援した教員を対象に自己点検評価の記

入を終了年度に依頼しており、とりまとめた結果を基に、

毎年度、事業としての成果評価や課題の明確化、改善策

の検討を行ってきた。しかし、支援を受けた看護職から

の自己点検評価は、支援終了直後～数か月以内に記載を

求めているためか、「研究結果を踏まえて、これから職

場の人々と看護実践の改善に向けて取り組みたい」など、

今後の希望にとどまっているものも多く、研究支援が看

護職や看護実践現場にどのような影響を及ぼしたのか等

を明確に捉えるまでには至っていないのが現状である。

そこで、研究支援が看護職者や看護実践現場に与えた

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

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

3）岐阜県看護実践研究交流会　代表　Representative, Research Exchange Society for Nursing Practice in Gifu

〔資料〕

　岐阜県立看護大学における看護実践研究支援の成果と課題

大川　眞智子1）　　岩村　龍子1）　　田辺　満子1）　　丹菊　友祐子2）　前田　美佐子3）

Achievements and Issues of Nursing Practice Research Support Program at Gifu College of Nursing

Machiko Ohkawa1),  Ryuko Iwamura1),  Michiko Tanabe1),  Yuko Tangiku2), 
and Misako Maeda3)
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や個人が特定される可能性がある場合は、それぞれを

データ化する際に該当部分を削除するか、特定できない

ように記号化して用いることを約束した。なお、本調査

は、岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の承認を受けて

実施した（承認番号 0066、平成 25 年 2 月承認）。

Ⅲ．結果

以下、聴取内容を質的に分類した結果は、大分類【　】、

小分類＜＞で示す。聴取内容については、当該内容を発

言した対象者数及び意味内容で分類した要約件数を計上

している。

1．対象者の概要

対象者の年代は 40 歳代が 5 名と最も多く、30 歳代及

び 50 歳代が同じく 3 名、20 歳代は 1 名であった。病院

に所属する看護師・助産師が 10 名と 8 割を占めており、

他は介護老人福祉施設の看護師 1 名、開業保健師が 1 名

であった（表 1）。また、職位は、スタッフ 4 名、主任

以上の管理職が 8 名であり、看護職としての経験年数は

15 年以上が 8 名と最も多く、5 ～ 9 年 2 名、10 ～ 14 年

2 名であり、中堅から管理職層の看護職者が大半を占め

ていた。

表 1　対象者の職種・所属施設

所属施設名 看護師 助産師 保健師 計

病院 7 3 10

介護老人福祉
施設

1 1

その他
（開業保健師）

1 1

計 8 3 1 12

なお、交流会への加入状況は、調査時点で加入してい

る者は 3 名であった。

2．支援を受けた研究に取り組むことになった背景

【看護実践上の課題解決のための取組みの必要性】が

10 名と最も多く、以下、【組織における研究的取組みの

強化】【委員会等の活動推進】が各 4 名、【院内ラダーの

ステップアップ】3 名などであった。

3．研究支援を申請した経緯・きっかけ

【研究支援を受けることを勧められた】が 8 名、【研究

支援の情報や評価を知り受けたいと思った】6 名、【研

究に自信がなかったため支援を受けたいと思った】3 名

などであった。【研究支援を受けることを勧められた】

においては、研究支援を勧めたのは上司・同僚や本学教

影響、成果・課題などを明らかにし、今後の研究支援の

充実・改善のための方策やあり方を検討することを目的

として、過去に研究支援を受けた看護職を対象に面接調

査を実施したので報告する。なお、本調査は、交流会役

員会と大学が共同で企画したものである。

Ⅱ．方法

1．対象者

平成 21 ～ 23 年度に研究支援を受けた研究代表者 16

名の中で休業者等を除き、調査協力の得られた 12 名を

対象とした。

2．調査方法

著者のうち本学教員 2 名が対象者の所属施設に訪問し、

面接ガイドラインに沿って 60 分程度の面接聞き取り調

査を行った。本調査では、対象者が研究代表として支援

を受けた 12 研究（重複なし）に関することを聴取した。

なお、対象者の研究支援を担当した教員は、当該対象者

の面接担当から除いた。面接時に聴取内容の要旨を記録

し、後日、聴取記録を対象者に送付して確認・修正を依

頼して、確認・修正が済んだものをデータとして取り扱っ

た。調査期間は、平成 25 年 3 月～ 6 月である。

3．調査内容

対象者の基本属性、支援を受けた研究に取り組むこと

になった背景、研究支援を受けることになった経緯・理

由、研究の取組み体制や組織的支援の状況、研究支援を

受けたことによる看護実践や研究及び看護生涯学習に関

する認識・取組みへの影響や変化、研究支援終了後の施

設内外への報告及び研究への取組み状況、研究支援を受

けて困ったこと・改善点等である。

4．分析方法

聴取した内容は、調査項目ごとにまとまりのある文単

位で要約を作成し、類似する意味内容に沿って分類した。

なお、対象者の発言内容に複数の意味内容が含まれてい

る場合は、同一の意味を含む文ごとに分けて要約を作成

し、その件数を集計している。

5．倫理的配慮

調査対象者に対し、研究目的・方法、途中撤回もしく

は拒否しても何ら不利益が無いことを文書と口頭で説明

し、自由意思による同意を得た。また、得られた内容は、

研究目的以外には使用しないことを保障し、内容に施設
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【単独の取組みであるため上司へ伝え共有した】【他にス

タッフがいないため共有していない】が各 1 名であった。

5．看護実践に関する認識・取組みへの影響・成果

1）看護実践に関する認識への影響や変化

看護実践に関する認識への影響や変化は、9 名 13 件

が確認された。【対象・家族の立場に立った看護を意識

するようになった】が 3 名、【看護に対するモチベーショ

ンが上がった】【根拠を明確にすることを意識するよう

になった】【記録の充実を図るようになった】各 2 名な

どがあり、研究支援を受けて研究に取り組んだことによ

り、看護として大事にすべきことの再確認や意識化、看

護実践に対する意欲の向上などが挙がっていた（表 2）。

2）看護実践の充実・改善状況

看護実践の充実・改善状況は、10 名 31 件が確認された。

【実践改善のための取組み体制の充実・改善ができた】

が 6 名で、他にはカンファレンスの定例化や学習会・勉

強会の開催、緩和ケアチームの立ち上げなどが挙げられ

ていた。また、【スタッフへのケアの充実・改善の取組

みが広がった】が 5 名で、スタッフのケアの改善につな

がったことやスタッフ内で同じように転倒転落の予防・

対策をとるようになったこと、知識や患者指導内容が同

じレベルで統一できるようになったことなどが挙げられ

ていた。他にも、【ケア方法の充実・改善ができた】4 名、

【ケアの充実・改善のためのツールの作成ができた】3 名、

員であり、交流会役員や会員に勧められた者もいた。ま

た、【研究支援の情報や評価を知り受けたいと思った】

においては、研究支援の情報をパンフレットや本学ホー

ムページ等で得たことや、研究支援を受けた同僚から支

援に対するプラスの評価を聞いたことが研究支援の申請

につながっていた。

4．研究の取組み体制や組織的支援の状況

1）研究の取組み体制

【病棟や委員会等で研究グループが結成されて研究に

取り組んだ】が 9 名、【個人研究として一人で取り組んだ】

が 3 名であった。

2）所属組織における研究課題への組織的支援

【上司・スタッフの協力が得られた】の 9 名が最も多く、

以下、【組織的取組みになるよう上司の支援があった】3

名、【上司から助言・指導を得た】3 名、【看護部組織と

して取り組んだ】1 名であり、一人職場を除いた 11 名

が上司やスタッフから理解・協力を得たり、上司からの

支援を受けながら研究に取り組んでいた。

3）研究支援の内容に関する所属組織内での共有状況

【指導を受けた内容を研究メンバー間で共有した】が

5 名、【病棟カンファレンスなどを活用して多くのスタッ

フと取組みが共有できるようにした】3 名、【指導を受

けた内容を研究メンバー間および師長や副師長と共有し

た】【他職種を含めて取組みの共有を図り協力依頼した】

表 2　看護実践に関する認識への影響や変化（9 名 13 件）

分類 要約

対象・家族の立場に立った看護を意識するよう
になった（3 名 3 件）

意識して家族の話を聞くようになり、家族から聞いた内容を記録として残す
ようになった

対象の立場からものごとを考え、捉え直してみることの大事さについて、改
めて気づかされた

患者一人一人と向き合うことの大切さを再認識し、業務ではなく「看護」を
していると感じるようになった

看護に対するモチベーションが上がった（2 名 2
件）

看護師の専門職としての義務や使命について意識化するようになり、看護に
対するモチベーションが上がった

看護に対するモチベーションがさらに上がった

根拠を明確にすることを意識するようになった
（2 名 2 件）

アンケート調査からニーズがより明確になり（根拠を）確認できた

実践の根拠をあいまいにしない意識を持つようになった

記録の充実を図るようになった（2 名 2 件） 話し合いの内容を経緯がわかるように記録に残していくことを心がけるよう
になった

記録に関して、より意識的に行動するようになり、スタッフにも助言してい
る

課題が明らかになり改善の必要性の認識が高
まった（1 名 1 件）

所属部署の問題点が明らかになり、自身の実践の改善の必要性を認識した

実践の充実・改善に向けたアイデアを得た（1
名 1 件）

実践の充実・改善に向けたアイデアを得た

病棟スタッフ全体の実践能力向上を意識するよ
うになった（1 名 1 件）

病棟スタッフ全体のアセスメント及び実践能力のボトムアップのために、ス
タッフへケアについての指導をしている

見通しをもって取り組めた（1 名 1 件） カンファレンスの充実に向け、見通しをもって取り組めた
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6．研究に関する認識・取組みへの影響・成果

1）研究に対する認識への影響や変化

（1）看護職者本人にとっての影響や変化

支援を受けた看護職者本人の研究に対する認識への影

響や変化は、9 名 16 件が確認された。【実践と研究のつ

ながりや実践現場で研究に取り組む意義がわかった】が

【スタッフ間の情報共有・意思疎通の充実・改善ができた】

3 名があり、支援を受けての研究への取組みが看護実践

現場において看護実践の充実・改善を導いたことが具体

的に確認された。なお、【取組みの方向性が明確になった】

が 1 名であり、2 名からは看護実践の充実・改善状況を

具体的に確認できなかった（表 3）。

表 3　看護実践の充実・改善状況（10 名 31 件）

大分類 小分類

実践改善のための取組み体制の充実・改善がで
きた（6 名 9 件）

カンファレンスが定例化された（3 名 3 件）

学習会・勉強会の開催に至った（2 名 2 件）

緩和ケアチームが立ち上がった（1 名 1 件）

委員会の関与により記録内容の修正がされるようになった（1 名 1 件）

診療報酬上でも指導加算が算定されるようになった（1 名 1 件）

研究メンバーの一人が緩和ケア認定看護師となった（1 名 1 件）

スタッフへのケアの充実・改善の取組みが広がっ
た（5 名 6 件）

スタッフのケアの改善につながった（1 名 1 件）

皆が同じように転倒・転落の予防・対策をとるようになった（1 名 1 件）

スタッフ間の知識や患者指導内容が同じレベルで統一できるようになった（1
名 1 件）

他の事例でも評価や振り返りができた（1 名 1 件）

スタッフのケアに対する認識が高まった（1 名 1 件）

病棟に取組みが浸透した（1 名 1 件）

ケア方法の充実・改善ができた（4 名 5 件）

対象に合わせたケアの工夫ができるようになった（2 名 2 件）

転倒・転落の対応が早くとれるようになった（1 名 1 件）

対象とのコミュニケ―ション方法が変わった（1 名 1 件）

患者の客観的データ ( 検査データ等 ) を見比べるようになった（1 名 1 件）

ケアの充実・改善のためのツールの作成ができ
た（3 名 3 件）

パンフレットが作成・充実できた（2 名 2 件）

内服管理方法選択の判断基準ができた（1 名 1 件）

スタッフ間の情報共有・意思疎通の充実・改善
ができた（3 名 3 件）

申し送り内容が充実した（1 名 1 件）

記録内容が充実した（1 名 1 件）

日常的な意見交換ができるようになった（1 名 1 件）

取組みの方向性が明確になった（1 名 1 件） 意義や課題を確認することができ、その後の方向性が定まった（1 名 1 件）

その他（3 名 4 件）
達成感や満足感を得た（3 名 3 件）

上司から評価された（1 名 1 件）

表 4　研究に対する認識への影響や変化（9 名 16 件）

分類 要約

実践と研究のつながりや実践現場で研究に取り
組む意義がわかった（4 名 4 件）

日々疑問を持ちながら実践する中で、自ずと課題がみつかり研究につながる
とわかった

課題意識を起点にして、助言を受けて実践に取組み、その実践を整理してい
く過程そのものが研究であると感じた

実践につながる研究になり、実践の中で他者から評価を受けられてよかった

看護実践研究は看護実践の改善として患者に還元できるものであることがわ
かり、実践の場で看護研究に取り組む意義が理解できた

研究に取り組む上で大事にすべきことに気づい
た（2 名 3 件）

教員との面談によって、研究として何を大事にすべきかを再認識できた

研究形式にこだわらず、研究目的を達成するために自分ができることに取り
組めばよいと気づいた

研究を通して何をしたいか、自分の考えをしっかり持っていることが大事で、
そうでないと教員に伝えられずサポートを得にくいと痛感した

研究に対する取組み意欲が高まった（2 名 3 件）

患者のためと看護の質向上のために、今後も研究に取り組みたい

研究支援を受けた課題の追加報告を交流集会で行いたい

根拠をわかりやすく伝え、できたことを認めることで、教員は研究に取り組
むモチベーションを高めてくれた

根拠を基に実践することの大切さを確認できた
（2 名 2 件）

根拠をもって実践することの大切さを実感し、実践が良い方向へ変わること
を学べた

研究的取組を通して、理論を基に実践することを確認できた

視野の広がりや気づきが得られた（2 名 2 件）
データ分析を通して多様な見方や考え方があることを知り、視野が広がった

自分たちとは別の視点からの助言で気づきが得られ、カテゴリ分類の表題な
どヒントをもらえた

研究に対する自信がついた（1 名 1 件） 研究に関して職場で認めてもらえるようになり自信がついた

悩んだこともあったが研究に取り組んでよかっ
た（1 名 1 件）

研究に取り組んだ過程で悩んだこともあったが、結果的には研究に取り組ん
でよかった
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＜職場内で研究に関する役割を期待されている＞ 1 名が

挙がっており、支援経験をもとに組織内で研究指導を行

う立場になったり、研究にかかわる役割を期待されるな

ど、支援経験で得た学びが職場に還元されている実態に

ついても確認された（表 5）。

なお、職場スタッフの研究に関する取組みへの影響や

変化は具体的に確認できなかった。

7．看護生涯学習に関する認識・取組みへの影響・成果

看護生涯学習に関する影響・成果は、11 名 15 件が確

認された。【大学院や資格取得に関する学修意欲がある】

【今後の学修・取組み意欲がある】が各 4 名、【放送大学

や資格取得に関する学修を始めた】3 名と、学修への意

欲・関心にとどまらずに学修を始めた者もいたことが確

認された。なお、大学院や資格取得に関する学修意欲が

あっても、私生活への考慮等を理由に現時点では学修を

始めることが困難な状況であった。また、【職場スタッ

フの現任教育を充実させたい】が 2 名で、職場スタッフ

の現任教育に携わる立場としての看護生涯学習に関する

意欲も確認された（表 6）。

8．所属施設内外への報告及び支援終了後の研究への取

組み

1）所属施設内外への報告

9 名が、所属施設における研究発表会や研究報告書の

回覧等を通して、研究結果や成果の報告・共有を図って

いた。また、所属施設外で報告したのは 4 名で、そのう

ち学会発表をしたのは 2 名であった。

2）支援終了後の研究への取組み状況と今後の取組み意

向

支援終了後、1 名は支援を受けた課題とは別課題の研

究に取り組んでいたが、他の 11 名は研究には全く取り

組んでいなかった。なお、今後の研究への取組みについ

ては、【現状から課題を捉えて、研究に取り組みたい】

表6

4 名、【研究に取り組む上で大事にすべきことに気づい

た】【研究に対する取組み意欲が高まった】【根拠を基に

実践することの大切さを確認できた】【視野の広がりや

気づきが得られた】各 2 名、【研究に対する自信がついた】

【悩んだこともあったが研究に取り組んでよかった】各

1 名であった（表 4）。実践が研究につながり、看護実践

の充実・改善として看護実践現場に還元されることを改

めて実感しており、研究そのものに対する考え方だけで

なく、研究と実践の関係について気づきを得ていること

がうかがえた。

（2）スタッフや研究メンバーにとっての影響や変化

スタッフや研究メンバーの研究に対する認識への影響

や変化については、5名8件が確認された。【研究メンバー

も達成感や充実感が得られた】が 3 名、【スタッフの研

究に対する関心・意欲が向上した】2 名、【普段の実践

がデータになり研究になるという意識に変わった】1 名

であった。研究支援を受けた課題について一緒に取り組

んだ研究メンバーだけでなく、職場スタッフにも研究へ

の取組みが肯定的な影響を与えていた。

2）研究に関する取組みへの影響や変化

支援を受けた看護職者本人の研究に関する取組みへの

影響や変化は、10 名 24 件が確認された。【研究支援を

受けたことで取り組めたこと・学び】として、＜研究方

法等について学べた＞ 6 名、＜実践改善に向けてスタッ

フとともに研究的に取り組めた＞ 4 名、＜教員のサポー

トがあり、安心して研究を進めることができた＞＜目的・

やりたいことが達成できるよう指導してもらえた＞各 3

名、＜質的研究に取り組めた＞ 2 名、＜学会発表を行う

ことができた＞ 1 名が挙がっており、支援を受けたこと

による成果や肯定的評価が確認された。

また、【支援経験の職場への還元】として、＜支援を

受けた経験を職場での研究指導に活用している＞が 2 名、

表 5　研究に関する取組みへの影響や変化（10 名 24 件）

大分類 小分類

研究支援を受けたことで取り組めたこと・学び
（10 名 21 件）

研究方法等について学べた（6 名 7 件）

実践改善に向けてスタッフとともに研究的に取り組めた（4 名 4 件）

教員のサポートがあり、安心して研究を進めることができた（3 名 4 件）

目的・やりたいことが達成できるよう指導してもらえた（3 名 3 件）

質的研究に取り組めた（2 名 2 件）

学会発表を行うことができた（1 名 1 件）

支援経験の職場への還元（3 名 3 件）
支援を受けた経験を職場での研究指導に活用している（2 名 2 件）

職場内で研究に関する役割を期待されている（1 名 1 件）
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表 6　看護生涯学習に関する認識・取組みへの影響・成果（11 名 15 件）

分類 要約

大学院や資格取得に関する学修意欲がある（4
名 5 件）

大学院での学修に興味・関心がある

大学院で勉強したい気持ちはあるが、実生活や仕事との兼ね合いもあり、今
すぐ考えることはできない

大学院で学修をしたいと思ったが、固定の休みがとりにくいことや私生活を
考慮すると難しい

認定看護師等を目指していたが、管理職になったため、今は、その役割を担
うことで精一杯である

認定看護師の資格を取得したいという思いはあるが、上司から他部署を経験
してから目指してもよいと助言され、今すぐに資格を取得したいとは思わな
い

今後の学修・取組み意欲がある（4 名 4 件）

支援が終了し、研究に取り組んだという満足感があり、今後、学会へ発表で
きればいいなという思いはある

交流集会での発表後、もっと勉強しなければと思った

今後のために、キャリア開発に関しては情報収集中である

今後も自信を持って活動するために性教育を究めたい

放送大学や資格取得に関する学修を始めた（3
名 3 件）

放送大学に入学し、学修を始めた（2）

臨床アロマセラピストの資格取得を目指して学んでいるが、自分自身を振り
返り、新たな気づきを得る機会になっている

職場スタッフの現任教育を充実させたい（2 名 3
件）

スタッフの現任教育に関して、指導的立場としての課題が見えてきた

研修や外部発表、原稿依頼などについては、スタッフ自身の勉強になるから
頑張って取り組むように伝えている

研修プログラムを考える立場として、職場スタッフが自らの実践を振り返り、
より良い実践につながるための研究に取り組める研修にしたい

表 7　研究支援を受けて困ったこと、改善して欲しいこと（8 名 13 件）

分類 要約

指導教員との日程調整が難しかった（4 名 4 件）

教員との日程調整が難しかった（3）

教員との日程調整が難しく、大学教員による助言は、いつも 17 時過ぎに大学
で行われた。自分は業務終了後なのでありがたい面もあったが、他の共同研
究メンバーは家庭の事情もあり指導を受けることができなかった。17 時以降
の相談は、教員側への負担もあるのではないかと思った

研究支援のシステムや流れなどの理解が不十分
だった（3 名 3 件）

研究支援のシステムがよくわからないまま、支援を受けることとなった

2 年目継続の際に、研究支援の流れについて交流会と大学教員側との認識に相
違があった

同一部署から何人も支援を受けると大学が困ると聞いたので、支援を受ける
のをやめた人がいる

教員から指示的指導をしてほしかった（2 名 3 件）

支援教員に答えを求めてはいけないが、図・表など、果たしてこれで良いの
かと迷うこともあるので、何らかの評価や断定的な意見をもらいたいという
方もいると思う

教員が提示する選択肢が多すぎて自分で決められなかった。もう少し絞って
提示し、研究の方向性を後押ししてもらえるとよかった

初めて主体的に取り組む研究だったので、教員に対して、何をどのように相
談し、支援を求めて良いかわからなかった。研究の構成やまとめ方、発表ま
での一連の流れ等もわかっていなかったので、何をどうすればよいかをわか
りやすく教えてもらえるとよかった

ネットやパソコンを十分に活用できなかった（2
名 2 件）

もっとネットをうまく活用できるとよかった

パソコン操作やメールが苦手であった

テレビ会議システムを利用できるとよかった（1
名 1 件）

テレビ会議システムを研究支援で使用できるのであれば、利用できるといい。
そのシステムがあれば、皆で指導を受けることができる

表 8　岐阜県看護実践研究交流会に関する意見・要望（10 名 16 件）

大分類 小分類

交流集会への肯定的評価（6 名 7 件）

交流集会で他施設の看護職と意見交換できてよかった（4 名 5 件）

いろいろな実践の場で働く看護職と意見交換でき興味を持ってもらえた（1 名
1 件）

交流集会で知り合った看護職とその後も情報交換を継続している（1 名 1 件）

交流集会への参加は自分のためになる（1 名 1 件）

交流集会の運営に関する要望（4 名 5 件）

発表演題の群分けは、できるだけ同領域の演題を集めるとよい（2 名 2 件）

討論の際の発言者の属性がわからない（1 名 1 件）

交流集会のブースの案内不足（1 名 1 件）

高齢者ケア施設に関する研究課題が少なく残念である（1 名 1 件）

交流集会や研究支援に関する周知の徹底が必要（3 名 3 件）

交流会活動の活発化への希望（1 名 1 件）
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一方、看護実践の充実・改善状況に関しては、取組み

の方向性の明確化にとどまった研究があり、職場スタッ

フの研究に対する認識や取組みへの影響を確認できない

研究もあった。今後は、支援を受けて取り組んだ研究結

果を基にして看護実践の充実・改善に向けた方策を職場

スタッフと話し合うことで、職場内での研究的取組みの

プロセスや成果・課題の共有化をさらに図るなど、看護

実践の組織的な充実・改善を確実に導くための支援を強

化していくことが必要と考えられた。なお、1 年間の支

援期間において、3 ～ 5 回程度の面接により指導・助言

を行うのは難しい側面もあるため、看護職者の置かれた

立場や職場の現状、スタッフの協力体制、上司のサポー

ト状況などを必ず把握し、現実的な可能性を探りつつ、

組織的支援を得ながら看護実践の充実・改善に向けた研

究的取組みを進められるように支援していくことの強化

は必要であろう。また、この支援は、職場の研究風土を

変えていくことにもつながると考える。

2．支援終了後の研究への取組み継続に向けた支援

研究に取り組みたい意向はあっても、支援終了後も何

らかの研究に取り組んでいるのは 1 名のみであった。研

究への取組み継続に向けた支援に至っていなかった点に

ついては、研究支援の改善点として、教員からの指示的

指導を希望する声があったことからも、研究への取組み

における主体性を導く支援が重要と考える。

支援終了後も、実践上の課題解決に向けて研究に取り

組むことへの意欲や主体性を導くためには、当該研究の

価値や看護職者の努力を認める、学会報告や雑誌投稿に

チャレンジすることを励ます、支援終了時に研究への取

組み・成果を一緒に振り返って今後の取組み課題につい

て検討するなどのかかわりが必要と考える。田中ら

（2006）は、研究発表終了後は残された課題に取り組ん

でいる者は少なく、研究成果が活用されていない旨を報

告している。研究への取組み継続に関しては、看護職者

個人だけではなく、上司等の理解や協力体制も大いに影

響してくるので、研究に取組みやすい環境や体制づくり

など組織的なバックアップが重要である。なお、本調査

によって、支援を受けた看護職者は、研究に対する多様

な学びや認識の変化を得たことが確認できている。個人

の学びにとどめず、職場スタッフと共有し、組織内の研

究風土を醸成することを意図した支援の強化が必要であ

が 3 名、【今後、研究に取り組みたい課題がある】2 名、【今

後も研究支援を受けて、実践に結びつく研究に取り組み

たい】1 名であり、実践上の課題を捉えて研究に取り組

むことへの意欲が確認された。

9．研究支援を受けて困ったこと、改善して欲しいこと

【指導教員との日程調整が難しかった】が 4 名、【研究

支援のシステムや流れ等の理解が不十分だった】3 名、

【教員から指示的指導をしてほしかった】【ネットやパソ

コンを十分に活用できなかった】各 2 名、【テレビ会議

システムを利用できるとよかった】1 名であった（表 7）。

10．岐阜県看護実践研究交流会に関する意見・要望

表 8 に示した通り、交流集会で他施設の看護職等と意

見交換することの肯定的評価に加えて、交流集会の運営

に関する要望、交流集会や研究支援に関する周知の徹底

などが挙げられていた。

11．大学に関する意見・要望

【研究支援についてのＰＲや紹介を強化してほしい】

が 3 名、【高齢者ケア施設看護師への研修の機会を作っ

てほしい】【研究以外についても相談できるとよい】各

1 名などが挙げられていた。

Ⅳ．考察

1．看護実践の充実・改善に直結するための支援強化

本調査結果から、本学の研究支援は、支援を受けた看

護職者の看護実践や研究活動、看護生涯学習に対する認

識・取組みに多様な変化・影響を与えており、支援した

研究が看護実践の充実・改善に直結する研究となること

を着実に導いていたと考える。

看護実践に対する認識への影響として、【対象・家族

の立場に立った看護を意識するようになった】【看護に

対するモチベーションが上がった】【根拠を明確にする

ことを意識するようになった】などが挙がっており、看

護として大事にすべきことの再認識や意欲の向上が認め

られたことから、研究支援のプロセスの中で、改めて利

用者中心の看護を考えること、意識的に実践することを

促すかかわりは研究支援として重要と思われた。研究方

法についての指導・助言だけにとどまらず、看護として

の本質を伝えることは、看護職者の看護観に働きかけ、

ひいては看護実践の充実・改善を導くことにつながると

考える。
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4．個別性に応じた研究支援の方法やツールの活用

研究支援を受けて困ったことの中には、ネットやパソ

コンを十分に活用できなかった、テレビ会議システムを

利用できると良かったという意見が確認された。支援を

受ける看護職者の中には、職場で個人メールが使用でき

るネット環境が整備されていなかったり、パソコン操作

に不慣れな者もいるので、個別性に応じた支援方法を当

該看護職者と事前に話し合って決める必要がある。

現在、県内の病院・診療所 5 カ所に、本学とのテレビ

会議が可能な機器が設置されている。当該施設に勤務し

ている看護職者が研究支援を受ける場合は、テレビ会議

システムを活用して支援を行うよう教員には周知を図っ

ている。また、指導教員との日程調整の困難さが困った

こととして挙げられていたことからも、支援を受ける看

護職者と教員の双方にとって支援が負担にならないため

のツールを活用することが重要である。

5．本調査の限界と課題

今回、看護実践・研究や看護生涯学習に関する認識・

取組みへの影響・成果を聴取したが、研究支援の成果な

のか、あるいは、研究に取り組んだ成果なのかを明瞭に

区別することは難しかった。これらは相互に関連しあっ

ており、調査対象者自身も判断しかねた面もあったと考

える。また、本調査では、対象者の支援を担当した教員

側の認識は調べていないため、支援を受けた看護職と支

援を担当した教員双方の立場から、研究支援の成果と課

題について明らかにするまでには至らなかった。

今後は、支援をする立場である本学教員から研究支援

に関する認識・実態を把握することが必要と考える。ま

た、本学教員が研究支援において意図的に指導・助言し

ていること、工夫していることなどを調べ、看護職者が

看護実践の改善・改革を目指して現場で取り組む看護実

践研究に対する支援の方法・あり方について明確にし、

研究支援システムについての見直しを図っていきたいと

考える。

謝辞

本調査を実施するにあたって、ご協力いただいた看護

職の皆様に深く感謝いたします。

本調査は、岐阜県立看護大学における看護実践研究指

る。

今回の調査対象者が支援終了後に交流会会員を継続し

ていない現状も含めて、研究への取組み継続に関しては、

研究支援システムの中だけで解決できる課題ではないの

で、交流会活動や研究支援システムのあり方を含めて、

交流会役員と協働して包括的に検討していきたいと考え

る。平山ら（2009）は、看護実践研究の活性化を生涯学

習支援の中核に位置づけた取組みを組織的に行う必要が

あり、それは大学の社会的使命と責任であると述べてい

る。大学が、看護生涯学習支援の拠点として機能するた

めにも、大学としての研究支援の方針や位置づけについ

て、交流会活動への今後の支援のあり方を含めて再検討

が必要である。

3．研究支援の方針やシステム等に関する周知

研究支援を受けて困ったこと・改善して欲しいことと

して、教員からの指示的指導を希望する声があったこと

や、研究支援のシステムに関する理解が不十分であった

ことについては、現場で研究支援を勧める交流会役員等

との連携のもと、大学の研究支援の方針・システム等に

ついて看護職への周知を図る必要がある。研究支援の申

請者には、初回面接において、支援担当教員から研究支

援システムや流れの説明を行っているが、よりわかりや

すく説明するための資料等の工夫を行うとともに、教員

の研究支援に関する認識や理解を深めるための働きかけ

も、看護研究センターとして全学的に実施していく必要

がある。

本調査では、交流会及び大学への要望として、交流集

会や研究支援についての周知強化に関する意見が挙がっ

ていた。これまでも、交流会と協働してパンフレット等

を作成し、本学ホームページにおいても情報を提供して

きたが、県内看護職者に広く確実に周知が図られるため

の有効な方法について検討が必要である。

また、研究支援を受ける看護職者は、病院に勤務する

看護師・助産師が 9 割を占めている現状であるため、高

齢者ケア施設や訪問看護ステーション等の看護師、行政

に所属する保健師等にも研究支援の周知を図り、活用促

進に向けた働きかけの強化が必要である。今後、研究支

援を活用していない看護職者層の研究への取組みの現状

と課題を把握し、研究支援ニーズを明確化することが重

要と考える。



岐阜県立看護大学紀要　第 15 巻 1 号　2015

─ 147 ─

導事業「岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援」

の経費（平成 24 年度～ 25 年度）にて実施したものであ

る。

文献

平山朝子，岩村龍子，大川眞智子．（2009）．看護研究支援シス

テムの構築に果たすべき大学の責務．看護展望，34（5）,　47 

-51.

岩村龍子，グレッグ美鈴，大川眞智子，ほか．（2004）．看護大

学における岐阜県内看護職への研究支援システムの構築．岐

阜県立看護大学紀要，4（1），185-190.

大川眞智子，岩村龍子，田辺満子，ほか．（2014）．岐阜県看護

実践研究交流会会員への研究支援．平成25年度看護実践研究

指導事業報告書，15-21.

田中雅重，立花めぐみ，永井郁代，ほか．（2006）．臨床での看

護研究活動における困難と看護研究推進への課題，日本看護

学会論文集―看護管理，36,　484-486.

（受稿日　平成26年 9月 1日）

（採用日　平成27年 2月 2日）
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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認めたもの

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 1、2、3（※ 1）を添付して提出する。

2） 原稿は邦文および英文とし、A4 縦置き横書きで余白を上下 25 ミリ、左右 35 ミリに設定し、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 40 字× 40 行＝ 1600 字、文字ポイント 10.5 で作成する。英文の場合は、1 頁につき縦 55

行で 900words 程度、ダブルスペース（Double-spacing）で作成し、ネイティブチェックを受ける。

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 5,000words

2）原著 18,000 字 5,000words

3）研究報告 16,000 字 4,000words

4）資料 14,000 字 4,000words

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 500words 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。

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（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） 文献は、本文中に著者名、発行年次を括弧表示するが、著者が複数の場合は筆頭者だけを挙げ、例示 1、2 のように

表示する。
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　　＜例 1＞羽島ら（2013）は、･･･ を○○と△△に分類している。

　　＜例 2＞ ･･･ は○○と△△に分類される（羽島ら，2013）。

9）文献は、引用文献のみを本文の最後に一括して著者姓のアルファベット順に列記する。但し、著者は 3 名まで表記する。

　（1）雑誌掲載論文

　　　著者名．（発行年次）．論文題名．雑誌名 , 巻（号）, 頁 - 頁 .

　　　＜例＞

　　　　　 岐阜花子, 羽島太郎，大垣次郎ほか．（2000）．岐阜県立看護大学の教育・研究内容．岐阜県立看護大学紀要, 1（1）, 

1-10.

　　　　　Suzuki, A., Tanaka, E., Yamada, K., et al. (2009). A new mental health care model. Mental Health, 14, 46-55.

　（2）単行本

　　　同一書籍からの本文引用が 1 箇所の場合は、下記①②の書式を使用する。

　　①著者名. （発行年次）. 書名（版数）（pp.頁-頁）. 発行元.

　　　＜例＞

　　　　　岐阜花子, 羽島太郎．（2013）． 看護実践研究入門（第 2 版）（pp.10-15）． 岐阜県立看護大学出版会.

　　②著者名． （発行年次）． 表題名． 編者名（編）, 書名（版数）（pp.頁-頁）． 発行元.

　　　＜例＞

　　　　　 羽島太郎． （2013）． 岐阜県の看護の歴史． 羽島太郎, 岐阜花子（編）,  岐阜県の看護 1（第 2 版）（pp.100-110）．

岐阜県立看護大学出版会.

　　 　本文引用が複数箇所にわたる場合は、文献リストには頁を記載せず、本文中の引用箇所に、下記例示のように該

当ページを記載する。

　　　＜例＞ 羽島（2013, pp.1-2） もしくは （羽島 , 2013, pp.1-2）

　（3）翻訳書

　　　原著者名．（原書の発行年次）/（翻訳書の発行年次）． 翻訳者名（訳）,  翻訳書名（版数）（pp.頁-頁）． 発行元.

　　　＜例＞

　　　　　 アメリカ心理学会．（2010/2011）． 前田樹海,  江藤裕之,  田中建彦（訳）,  APA 論文作成マニュアル（第2 版）（pp. 

192-193）． 医学書院.

　（4）電子文献

　　　著者名またはサイト設置者名． （発行年次）． タイトル． 入手日（アクセス日）． アドレス

　　　＜例＞

　　　　　岐阜県立看護大学紀要委員会. （2001）． 紀要投稿マニュアル． 2013-4-1. 

　　　　　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）その他の執筆上の留意点については、執筆要領（※ 3）に従う。

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 事務局 宛「簡易書留郵便」または「直接持参」により提出する。
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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。

10.　掲載決定後の入稿原稿提出

投稿書式 1（表紙）、本文原稿、図・表原稿一式を電子データとして保存したものとプリントアウトしたもの（2 部）を

提出する。

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 投稿書式 1 〜 3、※ 2 割付（レイアウト）用紙、※ 3 執筆要領は、岐阜県立看護大学ホームページからダウンロード

できるので、投稿者自身で入手すること。

（平成 26 年 6 月改正）
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編集後記

紀要第 15 巻 1 号が完成いたしました。掲載論文は原著 3 編、研究報告 4 編、資料 7 編の計 14 編

です。投稿された著者の皆様、査読者の先生方に感謝いたします。

私自身は今年度からはじめて紀要編集に関わり、論文投稿の受付から製本に至るまでを体験しま

した。1 冊の紀要が発刊されるまでには、多忙な日々の中でも貴重な研究成果をまとめ投稿された

著者の方々、同じく多忙な中でも論文がよりよいものになるように査読をしてくださった先生方、

紀要編集委員のそれぞれの努力の上に成立しているのだと実感した次第です。

本学紀要で大学院修了生の論文投稿を受け付けるようになって 3 年目を迎えました。今年は修士

論文における看護実践研究に関しては、8 編の掲載となりました。このように看護実践上の課題に

研究的に取り組んだ成果が公表されることは、看護実践の改革や質の向上に大きく貢献するものだ

と思います。修士論文のようにボリュームのある研究成果を、限られた文字数の中で十分に表現す

ることには多くの困難が伴いますが、いずれの論文も査読と修正を複数回行う中で非常に読み応え

のある論文として完成しました。

今後も本学紀要の特色を活かし、より充実したものになるように努めていきたいと考えておりま

す。

（梅津　美香）


