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　　本事業の目的と実施方針

平成13年度から引き続き、県内看護職が大学の

知的資源を利用して自己学習や業務改善ができ

るようにすることを目指し、看護の実践研究指

導･研修の事業として取組んだ。そのため、実施に

際しては、単に研修や指導を行うのではなく、県

内の看護職の現状を把握して、現場の実態に即応

した適切な指導･研修の方法を模索しながら行う

こととし、現職者自身の問題解決を促進していく

ことを重視している。

また、大学としては、これらの活動をする一方

で、今後の学部・大学院教育の充実を図り、特色あ

る活動を導くことを念頭においた。

今年度は、岐阜県看護実践研究交流会会員への

研究支援事業、訪問看護ステーションの看護職者

への研修、本学新卒期卒業者への就業・看護生涯

学習支援に関する取組みを実施した。下記の３つ

のテーマ構成で本事業を実施した。

１．岐阜県看護実践研究交流会会員への研究支援

（平成15年度から継続）

２．地域における訪問看護ステーションの活動を

充実・発展させるために（平成21年度から継

続）

３．本学新卒期卒業者への就業・看護生涯学習支

援（平成21年度から継続）

なお、本事業には、大学と岐阜県内の看護実践

現場の看護職者との連携や組織的関係を強化す

るという観点から、看護研究センターの教員が、

事業の全体的な調整や報告書の取りまとめを担

当している｡

報告書の概要

Ⅰ
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３題の研究支援の対象は、病院（２施設）の看護師

が７名、開業保健師が１名で総計８名であった。

なお、３題のうち、新規２題、継続１題（２年目）で

あった（表２）。

２）支援を担当した教員の自己点検評価

平成22年４月～平成23年３月までに支援を終

了した８題すべての支援担当教員から評価が得

られた。ここでは、支援を受けた看護職の意識の

変化や実践活動の改善、今後の取組みへの発展を

導いているなどの成果が確認された一方で、「日

程調整が難しかった」「研究の進行状況がわから

なかった」「締め切り間際で原稿に関するアドバ

イスを求められた」「FAXや郵送ではタイムリーな

指導が行えない」等、支援実施上の問題も挙げら

れた。

３）支援を受けた看護職の自己点検評価

支援を受けた看護職の評価は、８題のうち７題

の支援対象（現地看護職）から得られ、支援した教

員同様、主に研究計画書作成や研究方法、発表や

抄録・報告書作成に関する支援を受け、概ね肯定

的評価であった。しかし、取組み初年度での研究

交流集会での発表は難しいのではないか、異動に

よる支援担当教員の変更について早めに連絡が

欲しかったなどの意見・要望が挙げられた。

４）本事業の今後の課題と改善策

研究支援申し込み者が病院看護職に偏ってい

る現状はあるが、22年度は開業保健師からの申し

込みが初めてあった。また、22年度は、支援申請が

３題（継続１題）で、本事業開始以来、最も少ない

申請数であった。卒業者や修了者を含めた県内看

護職へのPRを充実させる一方で、研究支援事業の

あり方そのものが県内看護職のニーズに即して

いるのか、根本的に見直す必要があると思われ

る。今後、交流会役員会と協働しながら検討して

いくことが喫緊の課題である。

研究支援申し込みから本学の受付を経て支援

担当教員の決定までの期間短縮は図られたが、そ

の後の初回面接までの期間は、日程調整に２週間

～２ヶ月を要している。支援の方法は、現地看護

職のニーズに合わせる形で実施されており、現地

側の評価からも概ね適切であったと捉えられる

が、主体的に進めていくことに困難さを感じ、研

究の方向性を定めるのに時間がかかったものも

あり、支援回数の明記を要望する看護職の意見も

あった。今後、本学の研究支援が、看護職側が主体

性的にすすめる研究へのスポット的支援である

実施方法と事業実績の概要

１．岐阜県看護実践研究交流会会員への研究

支援

研究支援事業は、県下の看護職が看護業務の改

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「岐阜県看護実践研究交流会」（以

下、交流会とする）の会員を対象に、研究支援を行

うものである。本学教員は本会の賛助会員とし

て、会員である看護職が看護実践の場における問

題・課題について主体的に研究的取組みを、その

申請に基づき支援している｡

本事業の運営は、看護研究センター及び看護研

究センター運営委員会の下に設置されている研

究交流促進部会が、効果的な研究支援システムと

して機能するために交流会役員と協議を重ねつ

つ実施している。なお、運営実務は、研究交流促進

部会と連携しながら、看護研究センターが担って

いる。

１) 方法と研究支援対象の現状

（１）実施方法

交流会への研究支援申し込みを受けて、学内で

担当教員の調整後、初回面接で詳細を把握した上

で支援事業の適用の可否を決定する。教員個人の

専門性の限界や助言の偏りを防ぐため複数教員

で関わり、期間は支援決定から１年間である｡看

護職が主体的に研究に取組むことを重視し、１年

間の支援期間内にスポット的に、相談への対応や

助言といった支援を行う。その際、実践から乖離

した支援にならないよう、対象者に来学を求める

だけでなく、現地に出向く形態もとる。

交流会の事業である岐阜県看護実践研究交流

集会（会員である実践現場の看護職が行った研究

について報告・討論する会）に必ず報告すること

が求められるため、その報告や抄録・報告書作成

に関わる支援も希望に応じて行う。

（２）実績

平成21年度は、９題の申し込みがあり、１題は

取り下げとなったため、８題が研究支援事業の

適用となっている。８題の研究支援の対象は、病

院（７施設）の看護師が31名、特別養護老人ホーム

（以下、特養とする）の看護職３名で総計34名であ

った。なお、８題のうち、新規５題、継続３題（２年

２題、３年１題）であった（表１）。

平成22年度は、３題の申し込みがあり、すべて

の課題が研究支援事業の適用となっている。この

Ⅱ
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支援担当教員については、看護職の教員希望

や、支援担当教員と現地看護職との時間調整等も

考慮し、同じ領域の教員が支援担当となっている

こともあることから、別の領域の教員が支援を担

当することが必要かどうかを再検討しながら、支

援担当教員の依頼時に確認しつつ進めていく必

要がある。

なお、22年度の現地看護職側の自己点検評価に

て、「支援教員の異動で担当不在となることがあ

ったので、決まった際には連絡してほしい」とい

う要望があった。今後は、支援教員の変更があっ

た場合には、現地側へ速やかに文書等で連絡して

いきたい。

ことのPRを強化するとともに、その旨を理解した

上で支援申し込みをしてもらうための効果的方

策を役員会と検討する。

支援回数については、現地看護職の準備状況や

研究内容等により、多いものでは７～10回程度の

回数を要しているが、支援教員は、現地看護職の状

況次第で支援を行っている。また初回面接時に、準

備状況、達成目標、今後の支援予定などを支援担当

教員と看護職が共有するようにしているが、確認

して進めたことで各々の研究に適した必要な支

援方法を取ることができたと捉えられる。さらに、

研究支援が終了した時点での自己点検評価につい

て、支援対象者の意見は、本事業のあり方を検討す

る上で大事な資料となるため、自己点検評価が確

実に行えるよう、なお検討が必要である。

H22概要1.研究支援.pdf   11.3.10   10:45:58 PM
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表１に示すように９施設において計16名の現

地看護職の参加を得た。

②ステーションの活動基盤をつくる取り組み

　

　　

ⅰ適切なサービスを提供するための取り組み

的確なアセスメントに基づいたサービスの提

供、本人・家族との信頼関係形成を重視した対応、

心地よいケアの実施、確実な医療処置と管理、他

職種との連携を密にする努力がされていた。一方

で、フィジカルアセスメント能力など訪問看護師

の看護実践能力や他職種との連携における課題

が語られた。

ⅱ訪問看護の理解を促すための取り組み

他職種や利用者本人・家族に訪問看護を理解し

てもらうための努力が語られた。また、院内活動

の機会や機関誌への掲載など機会を見つけて訪

問看護のPR活動がされていた。訪問看護の理解を

促す上での課題として、専門職や住民の理解不

足、効果的なPR方法を開発する必要性が指摘され

た。

ⅲ在宅での看取りを実現するための取り組み

在宅での看取りを支えるために、予測される変

化に対する家族の対処能力向上、いつでも対応す

ることを保証する、本人・家族の願望を重視した

支援、医療ニーズに対する医師の対応促進、退院

時カンファレンスの実施を申し入れるなど退院

時のかかわり、遺族への支援、スタッフへのサポ

ートや教育等が行われていた。一方、在宅での看

取り支援の課題として、介護家族の限界、専門職

および住民の在宅ケアに対する認識不足、在宅タ

ーミナルケアに対する医療機関の支援不足、訪問

看護につながる時期の遅さ、在宅ターミナルケア

を支える医療資源の不足が指摘された。

２．地域における訪問看護ステーションの活動

を充実・発展させるために

１）目的

在宅ケアの体制整備は重要な課題であり、訪問

看護にはその一翼を担うサービスとして責任を

果たすことが期待されているが、訪問看護ステー

ション（以降、ステーションと記す）の設置数は全

国的に低迷しており、岐阜県のステーション設置

数は全国平均よりも低くなっている。

昨年度の本事業より、県内ステーションは利用

者の生活や個別性に応じた看護の提供、入退院時

の情報収集や引き継ぎ、訪問看護の理解を促すた

め医師・ケアマネジャー等へ働きかけるなどの努

力をしているが、訪問看護に対する社会的認知の

低さ、利用者を掘り起こす困難さ、介護力や経済

力に限りがある事例の増加によりステーション

の活動基盤をつくる上で課題を抱えていること

を確認した。

今年度も、岐阜県下のステーション活動の現状

を捉え、地域資源としてステーションの活動を充

実・発展させるために解決すべき課題を整理し、

課題解決に向けたモデル的な取り組みの可能性

を検討する。また、昨年度に実施したステーショ

ンに勤務する訪問看護師を対象とした「自己研鑽

に関する質問紙調査」の結果を集計し、訪問看護

師の学習ニーズを検討したいと考える。

２）事業担当者

地域基礎看護学領域：森仁実、松下光子、普照

早苗、藤岡敦子、成熟期看護学領域：奥村美奈子

３）実施方法

（１）個別職場訪問研修

西濃圏域にある全ステーション16施設を対象

に、同意が得られたステーションを訪問する。現

地看護職に面接し、ステーションの活動状況を把

握し、活動の現状と予測される住民のニーズを踏

まえて、対象ステーションの活動を充実・発展さ

せることを意図した意見交換を行う。とりわけ在

宅での看取り支援に関する意見交換を重視する。

（２）ワークショップ研修

個別職場訪問研修の対象施設に参加を呼びか

け、教員が捉えた看護活動の現状を参加者に返

し、それをきっかけにした意見交換を行う。

４）結果

（１）個別職場訪問研修

①訪問した施設・面接対象者数

２．地域における訪問看護ステーションの活動
を充実・発展させるために 
 
１）目的 
 在宅ケアの体制整備は重要な課題であり、訪問
看護にはその一翼を担うサービスとして責任を
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の情報収集や引き継ぎ、訪問看護の理解を促すた
め医師・ケアマネジャー等へ働きかけるなどの努
力をしているが、訪問看護に対する社会的認知の
低さ、利用者を掘り起こす困難さ、介護力や経済
力に限りがある事例の増加によりステーション
の活動基盤をつくる上で課題を抱えていること
を確認した。 
今年度も、岐阜県下のステーション活動の現状

を捉え、地域資源としてステーションの活動を充
実・発展させるために解決すべき課題を整理し、
課題解決に向けたモデル的な取り組みの可能性
を検討する。また、昨年度に実施したステーショ
ンに勤務する訪問看護師を対象とした「自己研鑽
に関する質問紙調査」の結果を集計し、訪問看護
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２）事業担当者 
地域基礎看護学領域：森仁実、松下光子、普照

早苗、藤岡敦子、成熟期看護学領域：奥村美奈子 
３）実施方法 
（１）個別職場訪問研修 
西濃圏域にある全ステーション 16 施設を対象

に、同意が得られたステーションを訪問する。現
地看護職に面接し、ステーションの活動状況を把
握し、活動の現状と予測される住民のニーズを踏
まえて、対象ステーションの活動を充実・発展さ
せることを意図した意見交換を行う。とりわけ在
宅での看取り支援に関する意見交換を重視する。 
（２）ワークショップ研修 
個別職場訪問研修の対象施設に参加を呼びか
け、教員が捉えた看護活動の現状を参加者に返し、
それをきっかけにした意見交換を行う。 
４）結果 
（１）個別職場訪問研修 
①訪問した施設・面接対象者数 
表 1 に示すように 9 施設において計 16 名の現

地看護職の参加を得た。 

②ステーションの活動基盤をつくる取り組み  
表1　個別職場訪問研修の参加者数および担当教員　

 医療法人 9（6.25） 1 普照・藤岡

 医療法人 4（3.5） 1 松下・藤岡

 医療法人 5（4.2） 1
奥村・普照・

藤岡

 厚生連 7（6.5） 4（3） 森

 医師会 3（3.0） 2（1） 森・普照

 社会福祉協議会 10（8.4） 1 普照・藤岡

 営利法人 6（5.0） 4（3） 森・普照

 社会福祉法人 22（9.7） 1 普照・藤岡

 生活共同組合 5（4.1） 1 森・普照

1) 括弧内の数値は、常勤換算の看護職数である。

開設者 看護職数
１）

研修参加

者数２）

担当教員
氏名

2) 括弧内には、管理者以外の看護職数を再掲した。  
 
ⅰ適切なサービスを提供するための取り組み 
的確なアセスメントに基づいたサービスの提
供、本人・家族との信頼関係形成を重視した対応、
心地よいケアの実施、確実な医療処置と管理、他
職種との連携を密にする努力がされていた。一方
で、フィジカルアセスメント能力など訪問看護師
の看護実践能力や他職種との連携における課題
が語られた。 
ⅱ訪問看護の理解を促すための取り組み 
他職種や利用者本人・家族に訪問看護を理解し

てもらうための努力が語られた。また、院内活動
の機会や機関誌への掲載など機会を見つけて訪
問看護の PR 活動がされていた。訪問看護の理解
を促す上での課題として、専門職や住民の理解不
足、効果的な PR 方法を開発する必要性が指摘さ
れた。 
ⅲ在宅での看取りを実現するための取り組み 
 在宅での看取りを支えるために、予測される変
化に対する家族の対処能力向上、いつでも対応す
ることを保証する、本人・家族の願望を重視した
支援、医療ニーズに対する医師の対応促進、退院
時カンファレンスの実施を申し入れるなど退院
時のかかわり、遺族への支援、スタッフへのサポ
ートや教育等が行われていた。一方、在宅での看
取り支援の課題として、介護家族の限界、専門職
および住民の在宅ケアに対する認識不足、在宅タ
ーミナルケアに対する医療機関の支援不足、訪問
看護につながる時期の遅さ、在宅ターミナルケア
を支える医療資源の不足が指摘された。 
ⅳ複数ステーションによる訪問の実施状況 
 5施設が複数ステーションによる訪問を経験し
ていた。合同勉強会を開催するなど看護師同士の
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もらえるのではないか。

５）参加した看護職の反応・意見

他施設の看護職の考え方や取り組みを知るこ

とができ参考になった、抱えている課題が同じで

共感できた、誰もが同じ思いであるとわかり心強

くなった、ブロック会議より看護について語り合

えたなどの意見があった。大学に対する期待・要

望を尋ねたところ、今後もこのような場をつくっ

てほしい、問題提起してほしい、参加できるセミ

ナー等があれば参加したい、研究テーマ等につい

てアドバイスしてほしいなどの意見があった。

６）質問紙調査からみた訪問看護師の学習ニーズ

訪問看護師の自己研鑽の実態を把握するため、

県内全ステーション（90ヶ所）の全看護職員を対

象にして、自記式質問紙を昨年度に配布・回収し、

今年度に質問紙調査の結果を集計した。本稿で

は、訪問看護師の学習ニーズに関する結果を示し

た。なお、質問紙は了解が得られた87ステーショ

ン511人の訪問看護師に配布し、有効回答数は375

人（73.4%）であった。回答者は看護職としての就

労年数が長い人が多く、強化の必要性を感じてい

る能力のほとんどは、「自宅」という場で看護を展

開する際に求められる能力であった。

訪問看護師の学習ニーズとして、①利用者の生

活の場で展開する看護の基本的なあり方、②利用

者の多様な心身状態や生活背景に応じた看護判

断・ケア提供・指導などの教育的働きかけ、③他職

種との協働による問題解決、にかかわる学習が看

護実践能力を高めるために重要であると考えら

れた。

７）教員の自己点検評価

他施設の看護職と意見交換することで、現地看

護職は視野を広げたり、よい看護を提供するため

の重点を再認識する機会になったと考える。ま

た、現状を変える上で、利用者の様子を病院看護

師へフィードバックする意義が確認し合えたと

思われる。教員にとっては、在宅での看取りを支

援する際の家族支援やがん患者の在宅支援の現

状が把握できた、学部・大学院教育に活用できる。

また、がん看護専門看護師の実習、がん患者への

在宅療養支援に関する研究を進める上での示唆

が得られた。

８）今後の課題、発展の方向性

在宅での看取りを支援する上での課題は、介護

する家族の限界、在宅ケアに対する社会的認知の

低さ、医療機関の支援不足や医療資源の不足など

ⅳ複数ステーションによる訪問の実施状況

５施設が複数ステーションによる訪問を経験

していた。合同勉強会を開催するなど看護師同士

の関係をつくる努力がされていたが、方針やケア

の不一致などチームとして機能する困難さ、第二

のステーションとして利用者と信頼関係を形成

する困難さ、緊急時加算の算定制限など制度上の

問題が指摘された。

（２）ワークショップ研修

平成22年12月11日（土）の午後に本学で開催し

た。参加者は現地看護職が６施設から11名、教員

５名の計16名であった。「看取りを支える訪問看

護の在り方」をテーマに意見交換を行った。以下

に概要を示す。

・本人のやりたいことを支えたいが、そのゆとり

がないし、本人から願望を聞き出すことも簡単

でない、「今しかない」ことが本人・家族には理

解されにくいという難しさもある。

・家族の不安が強く、引き揚げようとしたが引き

とめられ、帰れなくなってしまった事例があ

る。超過分の請求もできずに終わったが、どの

ように対応しているかという問いかけがあっ

た。参加者から、契約時にしっかり費用につい

て説明する大切さ、臨死期に起こる状況や対処

方法を家族に説明し、いつでも駆けつけること

を保証していると経験が語られた。訪問看護師

の側が不安でその場を離れられないこともあ

るので、困った場合はステーションに連絡する

よう指導している施設もみられた。

・訪問看護につながるのが遅くてメンタル面ま

で踏み込めない、深く関わることが難しいとい

う意見があった。これに対し、精神面のケアを

したいと思っても、立ち入らないでほしいとい

うタイプの利用者もある。距離を保ちながら関

わるべき事例もあるのではないかという意見

があった。

・病院から見放された気持で在宅に移行した事

例は訪問看護師の受け入れがよくないことが

多く、感情をぶつけられることもある。訪問看

護では、利用者の気持ちを受け止め、在宅のよ

い面に気づいてもらうところからやっている。

・病院看護師も患者の退院後のことが気になる

と思われ、在宅での看取りの状況を病院側へフィ

ードバックすることが求められているのでは

ないか。訪問看護師から病棟看護師に在宅の状

況を伝えることで、在宅ケアのよさも理解して
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医療機関の問題に大別された。多様な課題がある

ことから、在宅死の希望を叶えるには総合的な問

題解決を図る必要性が示唆された。訪問看護師と

しては、一事例へのかかわりが次の事例の可能性

を広げる実績になることを意識して、家族や専門

職に働きかけることが重要であると考える。

当初の予定通り、引き続き圏域単位を基本にし

てステーションに対して本事業への参加を呼び

かける。質問紙調査によって捉えた訪問看護師の

学習ニーズは、次年度の事業で現地看護職へ返す

ことでその内容をより明確にしていく。また、多

くの訪問看護師が他ステーション看護職との意

見交換を求めていることから、平成23年度はこれ

まで対象としたステーションすべてに対して、ワ

ークショップ研修の案内を行いたい。
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３．本学新卒期卒業者への就業・看護生涯学

習支援

本事業は平成18～20年度に実施した本学卒業

者の職場定着と看護実践研究の支援に関する取

り組みから、特に新卒期の就業支援の必要性が明

らかになったので、平成21年度から新規に新卒期

の卒業者に焦点をあて、職場定着に向けた就業支

援として取り組むものである。主な取り組みの内

容は、新卒者交流会および卒後２年目卒業者交流

会開催による職場定着に向けた就業支援と、本学

が取組む共同研究や研究支援、大学院博士前期課

程への進学等生涯学習支援についてのPR活動を

行うものである。

本事業は全学的取り組みであることから、各看

護学領域の代表者と看護研究センターの教員が

企画・運営し、その調整等を看護研究センターの

教員が担当している。平成22年度の企画･運営担

当者は以下のとおりである。

森仁実（地域基礎看護学領域）、両羽美穂子（機

能看護学領域）、服部律子（育成期看護学領域）、坪

井桂子（成熟期看護学領域）、岩村龍子・田辺満子・

大川眞智子（看護研究センター）

１）新卒者交流会及び卒後２年目卒業者交流会の

実施

(１)目的

職場不適応を起こしやすい卒業後間もない時

期と職場にも慣れてきた２年目に、卒業者が集い

現場での体験を共有するとともに、交流を通じて

職場への適応を促進する。

(２)方法・内容

日時：	平成22年５月22日（土）13：00～14：30

	 平成22年６月24日（木）13：00～14：30

場所：本学講義室

対象：	平成20年度卒業者83名（卒後２年目）　

	 平成21年度卒業者79名（新卒者）　　　

内容：本学の生涯学習支援についてのオリエンテ

ーションのあと、新卒者交流会では、卒業研究の

領域および職種別に卒業者４～６名と教員２～

３名のグループに分かれ、意見交換を行った。交

流時のグループ編成は、より卒業者同士が職場の

現状や思いを共有し、意見交換を行うことができ

るよう、新卒者と２年目卒業者の職種・卒研領域

を考慮して行った。教員は適宜、意見を引き出す

形でグループに関わり、その場で必要に応じた指

導・助言を行った。　　　　

評価・検討方法：終了後に、参加者を対象に質問

紙調査を行い、時期や方法の適切性、参加してよ

かったこと、要望などを把握して交流会のありよ

うを検討した。グループ内での意見交換について

は、参加教員が記録し、就業後間もない時期に卒

業者が抱える課題を集約し、事業担当者間で交流

会の在り様等を検討した。

倫理的配慮について：交流会参加者に対して、交

流会での意見や参加後質問紙調査結果について、

個人が特定されないよう意見を要約し、集計した

ものを事業報告書として公表すること、また、交

流会参加者の声を小冊子にして、在校生あるいは

本学就職ガイダンスに集合する県内病院等の就

業施設に配付することを口頭で説明し了解を得

た。さらに、交流会の様子を写真撮影すること、そ

の写真を小冊子に掲載することについて、説明し

了解を得た。

(３)結果

①参加者数

新卒者交流会、５月22日は19名（看護師13名、助

産師２名、養護教諭４名）、６月24日は19名（看護

師18名、助産師１名）であった。　　　　　　　　

　卒後２年目卒業者の５月22日の参加は11名（看

護師９名、助産師２名）であった。

②意見交換の内容

新卒者交流会では、看護ケアに対し適切な判

断・報告・記録をすることの困難さ、技術・実践力

の未熟さから残業となり、身体的な疲労に加え、

精神的に気疲れしている様子が明らかにされた。

今年度は特に、新卒者に対するプリセプター制度

等の研修体制の見直しが行われたことからか、現

場での指導体制の混乱が不安と戸惑いを与えて

いたが、新人同士で励ましあったり、現場での就

業・学習支援を受けることで困難さを乗り越え対

応していた。

卒後２年目の交流会では、ターミナルケアや緩

和ケア、患者の抑制など看護の質にかかわる内容

やチームでの実践体制や電子カルテへの対応な

ど看護業務実践に対する客観的な現状認識のも

と、自分がどうしたいと思っているかを表現でき

るようになっていた。

③終了後のアンケートでは、参加者49名全員が大

学でこの時期に開催することは適切であると回

答し、45名が「他施設の活動が聞けてよかった」

「同じ悩みや考えがあることがわかって安心し

た」などの理由により、「大変有意義だった」と回
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業施設への参加支援依頼を行う。

(２)同窓会との連携による卒業者支援の強化

卒業者への就職情報提供や卒業者同士が就職・

生涯学習に関する情報交換ができるシステム等

の構築、大学と接点が乏しい卒業者の就業・生涯

学習支援ニーズの把握方法などの検討が必要で

ある。これらについては、学部同窓会や大学院同

窓会と連携・協働した支援のあり方を各組織とと

もに検討していく。また、交流会当日は、各領域か

らの参加教員について、本学卒業生である教員の

参加協力を求める。

(３)看護実践現場との連携・協働

就職・進路対策部会等との連携・協働を強め、新

卒者交流会の小冊子を活用することで、現場の看

護管理者等に新任期の状況を理解してもらい、新

任者の就業支援や看護生涯学習支援に役立ててい

ただきたいと考える。今後は、就職ガイダンス時等

で現場の看護管理者等と本取組みの結果・課題等

を共有して、新卒期看護職者のニーズに即した就

業・看護生涯学習支援の方法を共に検討する。

答した。また、同様の交流会開催を希望する者が

多かった。

２）卒業者支援に関するPR活動

①新卒者交流会及び卒後２年目卒業者交流会参

加推進PR活動として、３・４年次生に対し新学期

のガイダンス時と卒業前の３月に、交流会の参加

案内をするとともに卒業者の就業・看護生涯学習

支援として大学が取り組んでいる諸活動を説明

した。

②同窓会との連携を推進する活動として、今年

度、10周年記念事業時に学部同窓会設立総会が開

催されることから、参加案内の発送時には、その

案内も同封し参加の呼びかけをした。また、交流

会当日は、本学卒業生である助教の先生方に依頼

しグループでの意見交換に参加してもらった。

③看護実践現場との連携・協働を推進する活動で

は、新卒期看護職者の実態を理解してもらい、職

場適応に向けての支援の改善につなげてもらう

ために、主な就業施設に交流会への参加支援を依

頼した。さらに、学内で開催された就職ガイダン

ス時にガイダンス参加病院16施設にもPR用小冊

子を配布し、卒業後間もない時期の就業状況の理

解を促した。

３）教員の自己点検評価

新卒者にとっては、卒業者個々で悩んでいた問

題が、卒業者同士の情報交換によって共有でき、

自分を客観視でき今後の活力に繋がったように

思われる。母校で同期との交流を図ることで、あ

りのままをカミングアウトすると同時にリフレ

クションの機会となることができたようである。

何より参加して良かった、楽しかったという声

が示すように交流会開催の意義と必要性が確認

できた。卒後２年目では、看護の質や業務体制へ

の批判的な気づきを持ち始めていた。その気づき

を自覚し、共有する場として語り合える場は必要

である。今後さらにこの気づきを実践上の課題と

して研究的に取り組むことへの支援が必要と考

える。交流会参加にあたり、案内時、参加支援依頼

をした施設等を中心に職場の協力・支援が伺い知

れた。今年度は両日とも保健師の参加がなかった

ことは考慮する点である。

４）今後の課題、発展の方向性

(１) 新卒者及び卒後２年目卒業者交流会の継続

新卒者及び卒後２年目卒業者交流会について

は、今後も参加者からの肯定的評価や要望を生か

し、継続していく。参加案内時には、可能な限り就
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できない場合もある。

なお、支援できない場合も初回面接を通じて、

申請された取組みが推進できるよう必要に応じ

て助言している。

２．研究支援事業適用の決定までの流れ

研究支援の受付から支援事業適用の決定、岐阜

県看護実践研究交流集会（以下、研究交流集会と

する）での報告までの流れは図１に示していると

おりである。

１）受付と支援担当教員の決定

研究支援を望む会員、及び会員の入会予定者

は、随時、申込用紙を交流会の研究支援受付担当

者を通じて本学に提出する。本学では、看護研究

センターが窓口・調整役となり、研究交流促進部

会と連携の下、支援担当教員を決定する。その際、

申込用紙の記載内容のみでは必要な情報が得ら

れない場合は、事前に看護研究センター教員が面

接を行う。

なお、担当教員の選定は、教員の専門領域、申込

者が所属する施設への実習や共同研究事業での

関わり等を考慮し、また、可能な限り複数領域の

教員で担当できるよう努めている。

また、近年、継続して研究支援申込されるもの

が出てきているため、研究支援申し込み用紙に継

続研究か否かの記載欄を設けることで担当者が

確実に把握できるようにし、継続研究は前回と同

じ教員から継続した支援が受けられるよう配慮

している。

２）支援担当教員と申込者の初回面接

申込者との初回面接においては、研究支援事業

の適用の可能性を探るだけの面接ではなく、研究

の方向性を確認し、申込者の意思決定へのアドバ

イスや研究への意欲をさらに高めるような支援

的面接を実施することを取り決めている。

支援担当教員は、申込者との初回面接におい

て、申込用紙をもとに研究の動機や目的・方法・準

備状況などを確認する。その際、申込用紙に書き

きれていない申込者の意図を十分に聞き、明確に

なっていない部分を話し合うことによって、研究

内容を明確にしている。そして、その結果で、研究

支援の可能性を検討し、本事業の適用・不適用の

決定を行う。したがって、研究課題や方法を修正

したり、変更を加えたりして本事業の適用となる

場合や、今後の研究の方向性の決定に支援を求め

ている者には、初回面接だけの支援で終わる場合

　　事業の趣旨

研究支援事業は、後述の「岐阜県看護実践研究

交流会」（以下、交流会とする）を通じて、交流会の

会員を対象に、本学教員が研究支援を実施する事

業である。本学教員は、看護実践の場の課題に交

流会会員である看護職が主体的に取組む研究活

動について、申請（随時）に基づき、１年にわたっ

てスポット的に助言・指導・相談への対応といっ

た支援を実施している。

本事業は、看護研究センター、全学的組織であ

る看護研究センター運営委員会及びその下部組

織である研究交流促進部会が中心となって、効果

的な研究支援システムとして機能するために交

流会役員と協議を重ねつつ実施している。

交流会は、県下の実践に従事する看護職が、自

らの看護実践の改善のために主体的に研究に取

組む力を高めることと、その体験を共有・交流す

ることにより、看護業務の改革と看護サービスの

質の向上を図ることを目的として平成15年２月、

発足したものである。本学教員はこの交流会の立

ち上げを支援するとともに、賛助会員として参加

し、運営の支援を行っている。

事業運営については、看護研究センターが研究

交流促進部会と連携しながら、その運営実務を担

っている。なお、研究交流促進部会のメンバーは、

表１に示しているとおりである。

　　事業の実施方法

１．支援する研究

会員が主体的に行う研究であること、看護実践

の改善に直結する課題への取組みであることを

条件にしている。また、スポット的な支援に限ら

れるため、課題や方法がある程度明確であること

が望ましく、研究の初歩からの支援が必要な取組

は除外される。また、教員の専門性やキャパシテ

ィ（一人の教員が担当できる件数）により、支援が

Ⅰ

Ⅱ
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や、適用となった場合の今後の支援予定を記入で

きるように修正し、準備状況、達成目標、完成期限

や発表予定のスケジュール等を確認して支援が

行えるようにした。また、研究支援に関する覚書

を作成し、看護職と支援担当教員の双方が初回面

接で確認することにより、了解して計画的に支援

が行えるようにし、加えて、研究支援の適用・不適

用を決定する際のチェックポイントについての

申し合わせ事項を作成した。

もある。この面接結果は支援担当教員が、初回面

接記録用紙で看護研究センターに報告し、研究交

流促進部会を通じて全学的に共有される。

初回面接用紙の様式、および初回面接時の申し

合わせ事項等については、後述の自己点検評価結

果等をもとにした教員間や交流会役員との検討

により、より看護職の主体的取組みを支援する方

法・あり方になるよう修正を加えてきている。具

体的には、初回面接用紙に所属部署の要請の有無
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５．研究交流集会での報告

研究支援を受けたものは、交流会の事業である

研究交流集会（会員である実践現場の看護職が行

った研究について報告・討論する会）に、研究結果

もしくは研究経過（中間報告）について報告する

ことが求められる。初年度には研究経過や中間報

告を、次年度には結果報告を、原則として２回の

報告が求められる。ただし、初年度に研究結果ま

で報告した場合は、１回の報告とする。

６．自己点検評価

大学の活動評価のため、他の活動と同様に自己

点検評価を実施する。１年間の研究支援期間終了

後に、教員と支援を受けた看護職双方からの評価

を行う。

以上のような研究支援事業の実施方法は、表２

に示す。また、本学ホームページや看護研究セン

ターの案内パンフレットで周知を図るとともに、

交流会と連携しながら広報活動を行っている。

お、８題のうち、新規５題、継続３題（２年間２題、

３年間１題）であった。

平成22年度は、平成23年２月21日現在、３題の

申し込みがあり、すべての課題が研究支援事業の

適用となっている（表3-2）。この３題の研究支援

の対象は、病院（２施設）の看護師が７名、開業保

健師が１名で総計８名であった。支援担当教員

は、地域基礎看護学・機能看護学・成熟期看護学の

３領域から選出された６名（各課題につき２名）

である。なお、３題のうち、新規２題、継続１題（２

年目）であった。

３．研究支援方法

看護職が主体的に研究に取り組むことを重視

し、１年間の支援期間内にスポット的に、相談へ

の対応や助言、指導といった支援を行う。その際、

実践から乖離した支援にならないよう、対象者に

来学を求めるだけでなく、現地に出向く形態もと

る。また、教員個人の専門性の限界や助言の偏り

を防ぐことを考慮し、２名以上の教員で行う。

後述の研究交流集会での報告や抄録・報告書の

作成に関わる支援も希望に応じて行う。

４．研究に関わる経費

看護職が研究支援を受けるために来学する際

の経費を含め、研究に要する費用は、申請した看

護職の負担となる。大学の教員が現地に出向く場

合には、大学の経費の範囲内で行い、支援対象者

からの謝金等は不要である。

　　事業実績

１．運営状況

１）研究支援の課題・対象・支援教員の状況

平成21年度は、９題の申し込みがあり、１題は

取り下げとなったため、８題が研究支援事業の

適用となっている（表3-1）。８題の研究支援の対

象は、病院（７施設）の看護師が31名、特別養護老

人ホーム（以下、特養とする）の看護職３名で総計

34名であった。これらに対する支援担当教員は、

全領域、及び看護研究センターから選出され、延

べ総数19名（各課題につき２～３名）であった。な

Ⅲ

や、適用となった場合の今後の支援予定を記入で
きるように修正し、準備状況、達成目標、完成期
限や発表予定のスケジュール等を確認して支援
が行えるようにした。また、研究支援に関する覚
書を作成し、看護職と支援担当教員の双方が初回
面接で確認することにより、了解して計画的に支
援が行えるようにし、加えて、研究支援の適用・
不適用を決定する際のチェックポイントについ
ての申し合わせ事項を作成した。 
 
３．研究支援方法 
看護職が主体的に研究に取組むことを重視し、

1年間の支援期間内にスポット的に、相談への対
応や助言、指導といった支援を行う。その際、実
践から乖離した支援にならないよう、対象者に来
学を求めるだけでなく、現地に出向く形態もとる。
また、教員個人の専門性の限界や助言の偏りを防
ぐことを考慮し、2名以上の教員で行う。 
後述の研究交流集会での報告や抄録・報告書の

作成に関わる支援も希望に応じて行う。 
 
４．研究に関わる経費 
 看護職が研究支援を受けるために来学する際
の経費を含め、研究に要する費用は、申請した看

護職の負担となる。大学の教員が現地に出向く場
合には、大学の経費の範囲内で行い、支援対象者
からの謝金等は不要である。 
 
５．研究交流集会での報告 
研究支援を受けたものは、交流会の事業である 

研究交流集会（会員である実践現場の看護職が 
行った研究について報告・討論する会）に、研究
結果もしくは研究経過（中間報告）について報告
することが求められる。初年度には研究経過や中
間報告を、次年度には結果報告を、原則として 2
回の報告が求められる。ただし、初年度に研究結
果まで報告した場合は、1回の報告とする。 
 
６．自己点検評価 
 大学の活動評価のため、他の活動と同様に自己
点検評価を実施する。1年間の研究支援期間終了
後に、教員と支援を受けた看護職双方からの評価
を行う。 
 
以上のような研究支援事業の実施方法は、表 2

に示す。また、本学ホームページや看護研究セン
ターの案内パンフレットで周知を図るとともに、
交流会と連携しながら広報活動を行っている。 

 
表 2 事業の実施方法

1 支援する研究 
 

・義務的に行う研究ではなく、会員が主体的に行う研究であること、看護実践の改
善に直結する研究であることを条件とする 

・支援の申し込み件数が多い場合は、一定件数に限ることもある 
2 支援事業への適用の決定 ・申込用紙をもとに、研究支援を担当する予定の教員が申込者と面談した上で、 

研究内容･意図などを十分把握し、支援事業の適用の可否を決定する 
3 研究支援の方法 ・教員個人の専門性の限界や助言の偏りを防ぐことを考慮し、2人以上の教員で行う 

・会員が主体的に研究をすすめることを原則とし、教員の支援は、期間を 1 年間と
し、その間にスポット的な支援を行う 

4 研究に関わる経費 ・研究支援を受けるための来学の際の経費を含めて、研究に要する費用は、申請し
た会員の負担となる 
・大学の教員が現地に出向く場合には、大学の経費の範囲内で行い、謝金等は不要
である 

5 研究交流集会での報告 ・研究支援を受けたものは、研究結果もしくは研究経過について、必ず研究交流集
会で報告するものとする 

6 自己点検評価 ・大学としての活動評価のため、教員の他の活動と同様に自己点検評価を実施する｡
支援終了時に、研究支援を受けた看護職は、支援の成果について評価を実施し、
評価用紙を大学側に提出する 

 
Ⅲ．事業実績 
１．運営状況 
１）研究支援の課題・対象・支援教員の状況 
平成 21 年度は、9題の申し込みがあり、1題
は取り下げとなったため、8 題が研究支援事業
の適用となっている（表 3-1）。8題の研究支援
の対象は、病院（5施設）の看護師が 31 名、特
養養護老人ホーム（以下、特養とする）の看護

職 3 名で総計 34 名であった。これらに対する
支援担当教員は、全領域、及び看護研究センタ
ーから選出され、延べ総数 19 名（各課題につ
き 2～3名）であった。なお、8題のうち、新規
5題、継続 3題（2年間 2題、3年間 1題）であ
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った。 
平成 22 年度は、平成 23年 2 月 21 日現在、3

題の申し込みがあり、すべての課題が研究支援
事業の適用となっている（表 3-2）。この 3題の
研究支援の対象は、病院（2 施設）の看護師が
7 名、開業保健師が 1 名で総計 8 名であった。

支援担当教員は、地域基礎看護学・機能看護
学・成熟期看護学の 3領域から選出された 6名
（各課題につき 2 名）である。なお、3 題のう
ち、新規 2題、継続 1題（2年目）であった。 
 
 

 
表 3-1 平成 21 年度に研究支援を開始し、平成 22 年度まで支援した課題の状況 

                           
表 3-2 平成 22 年度に研究支援を開始し、支援中の適用課題の状況 

番
号 研究課題 申込者 支援担当教員(所属領域) 支援適用期間

(継続年数) 

1 
がん患者・家族と医療関係者とを結ぶ 
「IC(インフォームド・コンセント)サポータ
ー事業」についての検討 

開業 
保健師1名 

坪内美奈(地域基礎看護学) 
鈴木里美(機能看護学) H22.10～23.9 

2 肺結核患者の入院中における体験 病院 
看護師6名 

森 仁実(地域基礎看護学) 
普照早苗(地域基礎看護学) H22.8～23.7 

3 一般病棟における終末期肺がん患者の生き方

についての意思決定への支援 
病院 

看護師1名 
田村正枝(成熟期看護学) 
布施恵子(成熟期看護学) 

H22.11～23.10 
(2 年目) 

 
２）岐阜県看護実践研究交流集会への支援 
平成 22 年 9 月、岐阜県看護実践研究交流会の

事業である第 8 回研究交流集会が、現場看護職
113 名、本学学生 3 名、本学教員 44 名の参加の
もとに開催された。研究発表が実施された 11 題
のうち、7 題が研究支援を受けたものであった。
これら発表の際の抄録・報告書の作成や報告のた
めの媒体作成などについても支援も行っている。 
また、研究交流集会における発表は、テーマ別

に 4会場で実施され、各会場において、交流会会
員が座長、交流会役員が進行補助役を務め、まず、
発表者によるパワーポイントを活用した報告、次
いで、同内容を示説にしたものや資料などをもと
に参加者を含めた討論の会が実施された。 

教員は、発表会に参加するとともに、この討論
の会において討論に参加、また、懇談会をもうけ、
研究者がさらなる研究の取組みを発展・推進でき
るようワンポントアドバイスをするなどの支援
も行った。 
３）研究交流集会の抄録及び報告書原稿の執筆要
領作成への支援 
研究交流集会の抄録及び報告書原稿に関して
は、今までは発表者に対する連絡文書の中に文字
数や枚数・余白などの様式に関する諸注意が記さ
れていただけで、執筆要領として明文化されたも
のがなかった。そのため、倫理的配慮に関する事
項が必ずしも明記されておらず、掲載された研究
が本学の研究支援を受けたものなのかも不明瞭

番
号 研究課題 申込者 支援担当教員(所属領域) 

＊当該年度のみ 
支援適用期間
（継続年数） 

1 一般病棟の終末期におけるデスカンファレ
ンスの効果と看護師の意識変化 

病院 
看護師 5名 

田村正枝(成熟期看護学) 
金子徳子(地域基礎看護学)(H21) H21.7～22.6 

2 患者・家族を中心とした特別養護老人ホーム
と地域の中核病院との連携の充実 

特養 
看護職 3名 

藤澤まこと(地域基礎看護学) 
古田さゆり(看護研究ｾﾝﾀｰ)(H21) 
松本葉子(成熟期看護学)(H22) 

H21.8～22.7 

3 一般病棟における終末期肺がん患者の生き
方についての意思決定支援 

病院 
看護師 2名 

田村正枝(成熟期看護学) 
田内香織(地域基礎看護学)(H21) H21.8～22.7 

4 子宮癌による子宮摘出術を受けた患者の 
体験 

病院 
看護師 7名 

田村正枝(成熟期看護学) 
布原佳奈(育成期看護学) 

H21.8～22.7 
(2 年) 

5 内服指導を行うことでの自己管理能力の 
向上 

病院 
看護師 3名 

奥村美奈子(成熟期看護学) 
宇佐美利佳(成熟期看護学) H21.10～22.9 

6 リンパ浮腫のセルフケア指導の有効性の 
検討 

病院 
看護師 9名 

梅津美香(成熟期看護学) 
古田さゆり(看護研究ｾﾝﾀｰ)(H21) 
奥村美奈子(成熟期看護学)(H22) 
布施恵子(成熟期看護学)(H22) 

H21.10～22.9 
(3 年) 

7 看護研究担当者会の取り組み 病院 
看護師 4名 

石川かおり(地域基礎看護学) 
橋本麻由里(機能看護学) H22.1～22.12 

8 重症心身障害児に効果的な排痰援助 病院 
看護師 1名 

長谷川桂子(育成期看護学) 
服部佐知子(育成期看護学) 

H22.1～22.12 
(2 年) 

３）研究交流集会の抄録及び報告書原稿の執筆要

領作成への支援

研究交流集会の抄録及び報告書原稿に関して

は、今までは発表者に対する連絡文書の中に文字

数や枚数・余白などの様式に関する諸注意が記さ

れていただけで、執筆要領として明文化されたも

のがなかった。そのため、倫理的配慮に関する事

項が必ずしも明記されておらず、掲載された研究

が本学の研究支援を受けたものなのかも不明瞭

であった。そこで、研究交流集会の抄録・報告書原

稿の執筆要領として、執筆様式に加えて、倫理的

配慮として実施したことや研究支援を受けた場

合はその旨を記すことなどを明記した案を役員

会で提示し、協議しながら作成を支援した。

２．支援を実施した教員の自己点検評価

平成22年度に支援を終了した８題について、支

援担当教員を対象とした自己点検評価は、８題全

てより回答が得られた。

２）岐阜県看護実践研究交流集会への支援

平成22年９月、岐阜県看護実践研究交流会の事

業である第８回研究交流集会が、現場看護職113

名、本学学生３名、本学教員44名の参加のもとに

開催された。研究発表が実施された11題のうち、

７題が研究支援を受けたものであった。これら発

表の際の抄録・報告書の作成や報告のための媒体

作成などについても支援も行っている。

また、研究交流集会における発表は、テーマ別

に４会場で実施され、各会場において、交流会会

員が座長、交流会役員が進行補助役を務め、まず、

発表者によるパワーポイントを活用した報告、次

いで、同内容を示説にしたものや資料などをもと

に参加者を含めた討論の会が実施された。

教員は、発表会に参加するとともに、この討論

の会において討論に参加、また、懇談会をもうけ、

研究者がさらなる研究の取組みを発展・推進でき

るようワンポントアドバイスをするなどの支援

も行った。
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＜研究支援の内容＞は、８題すべてに記載され

ており、内容別に分類すると、「結果のまとめ方・

考察に関すること」６件、「目的・方法について」５

件、「抄録・報告書作成」４件、「データ収集・分析」

３件、「研究計画の立案」２件、「研究交流集会での

発表方法・内容について」及び「文献の探し方」各

１件であった。

＜研究支援の成果＞は、８題すべてに記載され

ており、内容別に分類すると「今後の実践改善・取

組みにつながる」５件、「看護活動の改善・効果の

確認につながった」２件、「スタッフの意識・行動

が変化した」２件が挙げられ、概ね成果を挙げて

いると言える評価であった（表4-1）。

＜教育・研究活動の発展への繋がり＞は、８題

すべてに記載されており、現場の実践活動の現状

や課題を把握する機会になっており、授業や実習

での学生指導に活用することができるなどが挙

げられていた（表4-2）。

＜研究支援実施上の困難さ＞では、特に困難を

感じなかったとした回答が３題であったが、５題

は、困難だったこととして、「日程調整が難しかっ

た」２件、「研究の進行状況がわからなかった」「締

め切り間際で原稿に関するアドバイスを求めら

れた」「FAXや郵送ではタイムリーな指導が行えな

い」「何がしたいのか、はっきりしないこと」各１

件を挙げていた。

なお、＜研究支援事業システムの改善点＞とし

ては、全題から特に改善点は挙げられなかった。

また、支援方法は、大学や現地での面接、メー

ル、FAXなど多岐に渡っており、支援回数が最も多

いもので７～10回であった（表4-3）。

表4-1　支援を担当した教員の自己点検評価：その１

研究支援の成果
＜今後の実践改善や取組み発展につながる＞

・委員会での活動の評価を行い、今後の活動につなげること

ができる。

・目的・目標が明確になり、活動の充実が図られると期待で

きる。

・今回の結果が実践を少しずつ変えることにつながるの

ではないか。

・他機関や他職種との話し合いの中で対象者中心の連携方法

を模索できると思われる。

・今後、課題に向かって外来との連携も視野に入れて実践し

ていく予定であり、実践の改善につながると思われる。

＜看護活動の改善・効果の確認につながった＞

・看護職が行うべきことが明確になり、看護活動の改善につ

ながったと思われる。

・実施している支援は、どのような効果があるか、意図的に

関わることで見えてきていると思われる。

＜スタッフの意識・行動が変化した＞

・病棟全体で統一して実施していこうという思いがスタッフ

間で高まったようである。現在行っている方法に自信が持

てたと同時に、さらに効果的な支援を行うための課題が明

確になったと考えられる。

・スタッフが今まで以上に対象に関わるようになったと研究

者本人から報告を受けている。

表4-2　支援を担当した教員の自己点検評価：その２

教育・研究活動の発展への繋がり

＜実践現場の現状・課題の把握ができた＞

・実践にふれることができ、現状や課題が見えてくる。

・臨床の実践状況を確認する機会となった。

・委員会活動の実態を知ることができた。

・地域における医療・福祉にかかわる職種の連携に関する課

題を知ることができた。

＜実習指導に役立てた＞

・現状を知ることができ、臨地実習での学生指導に役立てた。

（2件）

＜授業で活用できる＞

・研究の成果を学生の授業に例として活用することができる。

＜その他＞

・実践研究の方法がどのように現場に還元されていくのかを

確認できた。

表4-3　研究支援課題別の支援の方法と回数

番

号

支援の方法と回数

大学で

面接

現地で

面接
ﾒー ﾙ

電話・FAX

郵便
総計

1 1回 0回 0回 数回 数回

2 4～5回 0回 数回 0回 数回

3 2回 0回 数回 0回 数回

4 3回 0回 数回 0回 数回

5
3～4回 1～2回

（実習後）

3～4

回

0回 7～10回

6
2回 1回

（実習後）

0回 0回 3回

7 2回 0回 0回 0回 2回

8 1回 0回 0回 1回 2回
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作って患者の思いに寄り添っていくケアにつな

げたい」「研究メンバー以外のスタッフと研究を

共有したい」などが確認された（表5-3）。

一方、＜研究支援を受けて良くなかったこと＞

は、１題から回答があり、「支援を受けたい内容に

ついて初回面接時に相談したが、逆に何をしたら

よいかわからなくなった。主体的に自分で進めな

ければならないとのことだったが、方向性に時間

がかかりすぎた」であった。また、＜さらに欲しい

と思った支援＞も１題から回答があり、「研究の

方向性が定まらない時に、大丈夫かと声をかけて

いただけるとうれしい」であった。

＜研究支援事業システムの改善点＞は、２題か

ら回答があり、「教員との直接的相談は３回まで

なら、そう記載してほしい（FAXなどは何回でも良

いと言われたが）。初年度の研究経過の報告を交

流集会で行うのは無理ではないか」「指導教員の

異動で担当不在となることがあったので、決まっ

た際には連絡していただけると嬉しかった」であ

った。

＜その他、意見・感想＞は、７題すべてから回答

があり、支援に対する感謝や達成感・学びの喜び

を表すものが過半数の支援課題で確認された。

また、「もう少し支援してもらえる方が良いので、

研究初回の人には向かない」「引き続き支援を受

けたいが申し込み方法がわからない」といった意

見・要望もあった。なお、継続支援を希望している

方には、申し込み方法について連絡したところ、

継続支援の申請が出されたため、現在も引き続き

支援中である。

３．支援対象（現地看護職）の自己点検評価

支援対象（現地看護職）の自己点検評価は、平成

22年度に支援を終了した８題のうち、７題より回

答が得られた。

21年度開始の支援分については、初回面接時に

自己点検評価用紙と返送用封筒を現地側に渡し

てあり、１年後の支援終了後に返送してもらえる

ように支援教員から説明されているが、返送がな

いため、交流集会で再度用紙と返信用封筒を渡し

たり、郵送でも再度依頼した。それでも返送され

てこないため、支援教員を通じて、返送を依頼し

たが、１題については未だ返送されていない。

＜支援内容＞は、７題すべてから回答があり、

内容別に分類すると、「研究方法に関すること」６

件、「研究計画書作成に関すること」「結果や考察、

まとめ方に関すること」「発表や抄録・報告書作成

に関すること」各３件などの支援が確認された

（表5-1）。

＜研究計画の進行状況＞は、「終了」が５題、「継

続中」が２題であった。なお、終了した研究の中に

は、「今後、論文をまとめ、院内の看護研究発表・岐

阜県看護協会で発表予定」と記載されていたもの

もあった。

＜研究支援を受けて良かったこと＞は、７題す

べてから回答があり、その内容は「研究に関する

良かったこと」と「研究支援の方法・内容に関する

良かったこと」に大別された。まず、「研究に関す

る良かったこと」としては、「納得いく計画書がで

きた」「目的が明確になった」「結果の出し方・まと

め方について参考になる意見が聞けた」「研究を

深めることができた」などであった。また、「研究

支援の方法・内容に関する良かったこと」として、

「細かく指導してもらえた」「迷う部分を聞けた」

「大学まで毎回行かなくて良かった」「支援教員が

気にして声をかけてくれた」が挙がっていた。（表

5-2）

＜研究の成果＞では、「実践の改善につながっ

たこと」は７題すべてが回答しており、「把握した

患者・家族の思いや体験を実際のケア・介入につ

なげられた」「患者の意思を考慮した内服管理方

法がとれるようになった」「スタッフ間で統一さ

れたセルフケア指導のできる方法が確立された」

等が挙げられた。また、「今後、どのように実践・活

動の改善につなげていきたいか」ということでは

６題から回答があり、「意識的に傾聴する時間を
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た」等が挙げられた。また、「今後、どのように
実践・活動の改善につなげていきたいか」という
ことでは 6 題から回答があり、「意識的に傾聴す
る時間を作って患者の思いに寄り添っていくケ
アにつなげたい」「研究メンバー以外のスタッフ
と研究を共有したい」などが確認された（表 5-3）。 
一方、＜研究支援を受けて良くなかったこと＞
は、1 題から回答があり、「支援を受けたい内容
について初回面接時に相談したが、逆に何をした
らよいかわからなくなった。主体的に自分で進め
なければならないとのことだったが、方向性に時
間がかかりすぎた」であった。また、＜さらに欲
しいと思った支援＞も 1 題から回答があり、「研
究の方向性が定まらない時に、大丈夫かと声をか
けていただけるとうれしい」であった。 
＜研究支援事業システムの改善点＞は、2題か

ら回答があり、「教員との直接的相談は 3 回まで

なら、そう記載してほしい（FAX などは何回でも
良いと言われたが）。初年度の研究経過の報告を
交流集会で行うのは無理ではないか」「指導教員
の異動で担当不在となることがあったので、決ま
った際には連絡していただけると嬉しかった」で
あった。 
＜その他、意見・感想＞は、7題すべてから回

答があり、支援に対する感謝や達成感・学びの喜
びを表すものが過半数の支援課題で確認された。
また、「もう少し支援してもらえる方が良いので、
研究初回の人には向かない」「引き続き支援を受
けたいが申し込み方法がわからない」といった意
見・要望もあった。なお、継続支援を希望してい
る方には、申し込み方法について連絡したところ、
継続支援の申請が出されたため、現在も引き続き
支援中である。

 
表 5-1 現地看護職の自己点検評価：その 1 

支援内容 

＜研究方法に関すること＞ 
・研究方法の指導 
・研究の進め方 
・研究対象のしぼり方 
・必要なデータ 
・アンケート項目 
・分析方法の指導 
＜研究計画書作成に関すること＞ 
・研究計画書の書き方 
・研究計画立案段階での具体的なアドバイス 
・看護研究計画書に関する指導 
＜結果や考察、まとめ方に関すること＞ 
・主にどのように最終結論まで結びつけるか、患者の内面が分
かるような結果の記入方法、考察の根拠付に関する指導 
・インタビュー結果をまとめ、考察を一緒に考えていただきま
した。 
・論文の方向性、まとめ方 
＜発表や抄録・報告書作成に関すること＞ 
・抄録論文の添削・指導 
・抄録、発表原稿、まとめ（最終報告書）、パワーポイントに
関する指導 
・論文の書き方を修正してもらった。 
＜その他＞ 
・文献の補足 

 
 
表 5-2 現地看護職の自己点検評価：その 2 

研究支援を受けて良かったこと 
研究に関して良かったこと 
＜納得いく計画書ができた＞ 
・計画書が納得いくものができたと自己満足している 
＜目的が明確になった＞ 
・目的が明確になりました。 
＜結果の出し方・まとめ方について参考になる意見が聞けた＞ 
・結果のまとめ方について貴重な意見を頂きました。まずは自
分達がどんな研修を目的としていて、この結果が出ているのか
を考えて結果をまとめることが重要でした。結果の出し方（表

のまとめ方）が参考になりました。 
＜研究を深めることができた＞ 
・研究の方向性や分析方法の指導を受け、研究を深めることが
できた点がよかった。 
＜最後まで研究をまとめることができた＞ 
・研究メンバー3名とも、今回の研究を行うまで、研究を行っ
たことがなかった為、どのように調査し、まとめていくのか不
安がありましたが、教授の支援のおかげで最後までまとめるこ
とができたと思います。 
＜その他＞000 
・課題を“評価”という形にすると決まったこと 
・文章、構成の仕方などを教えて頂けたこと。 
・文献・資料の探し方 
 
研究支援の方法・内容に関して良かったこと 
＜細かく指導してもらえた＞ 
・パンフレット作成にあたっての構成、患者・スタッフへのア
ンケート項目の設定、その集計方法から論文作成など、細かく
ご指導いただけたことがよかったです。 
＜迷う部分を聞けた＞ 
・まとめ方など、迷う部分を聞くことができた 
＜大学まで毎回行かなくて良かった＞ 
・面談だけでなく、メールを使用しての指導があり、大学まで
毎回行かなくてもよかった点 
＜支援教員が気にして声をかけてくれた＞ 
・メールでのやり取りや、直接お会いした時に気にかけて頂け
る言葉を頂き、何度も心救われました。 

 
 
表 5-3 現地看護職の自己点検評価：その 3 

研究の成果 

実践の改善につながったこと 
・患者・家族の思いを実際のケア・介入につなげていくことが
できた。 
・人への思いやり、コミュニケーション能力の向上、終末期の
声かけやエンゼルケア法 
・患者の体験していることを、研究を通して知ることができた
ため、話を傾聴することや退院指導の充実につながった。 
・リンパ浮腫発症リスクのある患者に対し、どのスタッフでも
統一された、かつ指導要項を満たした内容が指導できる方法が
確立されたこと。 
・スタッフ全員が患者さんに今まで以上にかかわることがで
き、援助することができた。 
・看護師間だけでなく、患者の意思も考慮した内服管理方法が
とれるようになった。（しかし全スタッフに使用方法が浸透し
ていない為、一部スタッフしか施行できていない。） 
・看護研究者会としての目的（こんな人材を育てる）がはっき
りした。 
 
今後、どのように実践の改善につなげていきたいか 
・意識的に傾聴する時間を見つけ、患者の思いに寄り添ってい
くケアにつなげていきたい。 
・服薬指導日を設定するだけでなく、患者と向き合い、看護師
が問題をどう捉え、どう指導していくか考えていきたい。また、
看護研究メンバーでしか取り組めなかったので、他スタッフ間
でも今回の研究を共有していきたい。 
・外来との連携を行い、退院後のセルフケア継続やケア方法指
導が行えるかどうか実践したい。 
・長期に実施していくことで、患者さんの呼吸機能改善を図り、
安楽な生活につなげていきたい。 
・研修会を継続していく。研修会の案内の中の目的を、受講者
が分かりやすいように見直していきたい。今回の発表は研究Ⅰ
に対しての発表であるが、研究Ⅱについても目的を見直した
い。 

 

のまとめ方）が参考になりました。 
＜研究を深めることができた＞ 
・研究の方向性や分析方法の指導を受け、研究を深めることが
できた点がよかった。 
＜最後まで研究をまとめることができた＞ 
・研究メンバー3名とも、今回の研究を行うまで、研究を行っ
たことがなかった為、どのように調査し、まとめていくのか不
安がありましたが、教授の支援のおかげで最後までまとめるこ
とができたと思います。 
＜その他＞000 
・課題を“評価”という形にすると決まったこと 
・文章、構成の仕方などを教えて頂けたこと。 
・文献・資料の探し方 
 
研究支援の方法・内容に関して良かったこと 
＜細かく指導してもらえた＞ 
・パンフレット作成にあたっての構成、患者・スタッフへのア
ンケート項目の設定、その集計方法から論文作成など、細かく
ご指導いただけたことがよかったです。 
＜迷う部分を聞けた＞ 
・まとめ方など、迷う部分を聞くことができた 
＜大学まで毎回行かなくて良かった＞ 
・面談だけでなく、メールを使用しての指導があり、大学まで
毎回行かなくてもよかった点 
＜支援教員が気にして声をかけてくれた＞ 
・メールでのやり取りや、直接お会いした時に気にかけて頂け
る言葉を頂き、何度も心救われました。 

 
 
表 5-3 現地看護職の自己点検評価：その 3 

研究の成果 

実践の改善につながったこと 
・患者・家族の思いを実際のケア・介入につなげていくことが
できた。 
・人への思いやり、コミュニケーション能力の向上、終末期の
声かけやエンゼルケア法 
・患者の体験していることを、研究を通して知ることができた
ため、話を傾聴することや退院指導の充実につながった。 
・リンパ浮腫発症リスクのある患者に対し、どのスタッフでも
統一された、かつ指導要項を満たした内容が指導できる方法が
確立されたこと。 
・スタッフ全員が患者さんに今まで以上にかかわることがで
き、援助することができた。 
・看護師間だけでなく、患者の意思も考慮した内服管理方法が
とれるようになった。（しかし全スタッフに使用方法が浸透し
ていない為、一部スタッフしか施行できていない。） 
・看護研究者会としての目的（こんな人材を育てる）がはっき
りした。 
 
今後、どのように実践の改善につなげていきたいか 
・意識的に傾聴する時間を見つけ、患者の思いに寄り添ってい
くケアにつなげていきたい。 
・服薬指導日を設定するだけでなく、患者と向き合い、看護師
が問題をどう捉え、どう指導していくか考えていきたい。また、
看護研究メンバーでしか取り組めなかったので、他スタッフ間
でも今回の研究を共有していきたい。 
・外来との連携を行い、退院後のセルフケア継続やケア方法指
導が行えるかどうか実践したい。 
・長期に実施していくことで、患者さんの呼吸機能改善を図り、
安楽な生活につなげていきたい。 
・研修会を継続していく。研修会の案内の中の目的を、受講者
が分かりやすいように見直していきたい。今回の発表は研究Ⅰ
に対しての発表であるが、研究Ⅱについても目的を見直した
い。 

 

た」等が挙げられた。また、「今後、どのように
実践・活動の改善につなげていきたいか」という
ことでは 6 題から回答があり、「意識的に傾聴す
る時間を作って患者の思いに寄り添っていくケ
アにつなげたい」「研究メンバー以外のスタッフ
と研究を共有したい」などが確認された（表 5-3）。 
一方、＜研究支援を受けて良くなかったこと＞
は、1 題から回答があり、「支援を受けたい内容
について初回面接時に相談したが、逆に何をした
らよいかわからなくなった。主体的に自分で進め
なければならないとのことだったが、方向性に時
間がかかりすぎた」であった。また、＜さらに欲
しいと思った支援＞も 1 題から回答があり、「研
究の方向性が定まらない時に、大丈夫かと声をか
けていただけるとうれしい」であった。 
＜研究支援事業システムの改善点＞は、2題か

ら回答があり、「教員との直接的相談は 3 回まで

なら、そう記載してほしい（FAX などは何回でも
良いと言われたが）。初年度の研究経過の報告を
交流集会で行うのは無理ではないか」「指導教員
の異動で担当不在となることがあったので、決ま
った際には連絡していただけると嬉しかった」で
あった。 
＜その他、意見・感想＞は、7題すべてから回

答があり、支援に対する感謝や達成感・学びの喜
びを表すものが過半数の支援課題で確認された。
また、「もう少し支援してもらえる方が良いので、
研究初回の人には向かない」「引き続き支援を受
けたいが申し込み方法がわからない」といった意
見・要望もあった。なお、継続支援を希望してい
る方には、申し込み方法について連絡したところ、
継続支援の申請が出されたため、現在も引き続き
支援中である。

 
表 5-1 現地看護職の自己点検評価：その 1 

支援内容 

＜研究方法に関すること＞ 
・研究方法の指導 
・研究の進め方 
・研究対象のしぼり方 
・必要なデータ 
・アンケート項目 
・分析方法の指導 
＜研究計画書作成に関すること＞ 
・研究計画書の書き方 
・研究計画立案段階での具体的なアドバイス 
・看護研究計画書に関する指導 
＜結果や考察、まとめ方に関すること＞ 
・主にどのように最終結論まで結びつけるか、患者の内面が分
かるような結果の記入方法、考察の根拠付に関する指導 
・インタビュー結果をまとめ、考察を一緒に考えていただきま
した。 
・論文の方向性、まとめ方 
＜発表や抄録・報告書作成に関すること＞ 
・抄録論文の添削・指導 
・抄録、発表原稿、まとめ（最終報告書）、パワーポイントに
関する指導 
・論文の書き方を修正してもらった。 
＜その他＞ 
・文献の補足 

 
 
表 5-2 現地看護職の自己点検評価：その 2 

研究支援を受けて良かったこと 
研究に関して良かったこと 
＜納得いく計画書ができた＞ 
・計画書が納得いくものができたと自己満足している 
＜目的が明確になった＞ 
・目的が明確になりました。 
＜結果の出し方・まとめ方について参考になる意見が聞けた＞ 
・結果のまとめ方について貴重な意見を頂きました。まずは自
分達がどんな研修を目的としていて、この結果が出ているのか
を考えて結果をまとめることが重要でした。結果の出し方（表

表5-1　現地看護職の自己点検評価：その1

表5-2　現地看護職の自己点検評価：その2

表5-3　現地看護職の自己点検評価：その3
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いては、現地看護職の準備状況や研究内容等によ

り、多いものでは７～10回の支援を要していた。

これらの方法は、現地側の評価から概ね適切であ

ったと捉えられる。また初回面接時に、準備状況、

達成目標、今後の支援予定などを支援担当教員と

看護職が共有するようにしているが、確認して進

めたことで各々の研究に適した必要な支援方法

を取ることができつつあると捉えられる。

一方、主体的に進めていくことに困難さを感

じ、研究の方向性を定めるのに時間がかかったも

のもあり、支援回数の明記を要望する看護職の意

見があった。今後、本学の研究支援が、看護職側が

主体性的にすすめる研究へのスポット的支援で

あることのPRを強化するとともに、その旨を理解

した上で支援申し込みをしてもらうための効果

的方策を役員会と検討する必要がある。

また、今年度の教員側の自己点検評価から、「現

地の進行状況がわからなかった」「現地側からの

連絡がなかった」の意見があったので、定期的に

進捗状況を報告してもらうように初回面接時の

際に看護職側へ依頼するとともに、報告がない場

合は教員側からも確認し、定期的にコミュニケー

ションをとることが重要である。

さらに、研究支援が終了した時点で、支援を受

けた現地側と支援担当教員による自己点検評価

を行うシステムをとっている。自己点検評価につ

いての周知は、初回面接時において、研究支援に

関する覚書で自己点検評価について確認できる

ようにし、加えて支援決定通知の送付の際に自己

点検評価の依頼を行っていた。しかしながら、今

年度、支援が終了した時点で、すぐに現地側から

自己点検の返送のあった研究は１題であった。残

りの７題については、支援終了時の自己点検評価

の返送がなく、再度、支援申し込み代表者に自己

点検の依頼文を添付して郵送、あるいは研究交流

集会で支援教員から手渡しで依頼し、４題の返送

を得た。さらに、返送のなかった３題に対しては、

支援担当教員から電話・メール等にて依頼を行っ

たところ、２題の支援対象（現地看護職）から回答

が得られたという状況であった。支援対象者の意

見は、本事業のあり方を検討する上で大事な資料

となるため、自己点検評価が確実に行えるよう、

なお検討が必要である。

　　課題および改善策

１．研究支援申し込み者の拡大

研究支援申し込み者は、平成15年から支援適用

になった研究で69題中、64題が病院看護職であ

り、偏っている現状である。しかしながら、21年度

に初めて、特養で働く看護職から、22年度には開

業保健師から支援申請があった。今後も、病院以

外の看護職の支援ニーズを発掘して、対応してい

くことが必要と考える。

22年度は、支援申請が３題（継続１題）で、本事

業開始以来、最も少ない申請数であった。卒業者

や修了者を含めた県内看護職へのPRを充実させ

る一方で、研究支援事業のあり方そのものが県内

看護職のニーズに即しているのか、根本的に見直

す必要があると思われる。今後、交流会役員会と

協働しながら検討していくことが喫緊の課題で

ある。

２．研究支援申し込みから支援適用までの期間

研究支援申し込みから本学の受付までの時間

短縮については、交流会役員（研究支援受付担当）

から看護研究センターへの申請書のコピーのFAX

による送信・受信について、Ｅメールでの確認し

合う方法を行っており、申し込みから受付までは

スムーズな進行ができたと評価できる。また、研

究支援申し込み用紙に継続研究か否かの記載欄

を設けることで、新規研究同様、継続研究につい

ても支援教員担当教員の選別が容易となったこ

ともあり、支援担当教員の決定は受付から２日程

度で行われた。しかし、支援担当教員への依頼か

ら初回面接までの期間は、日程調整に２週間～２

ヶ月を要しているのが実態である。昨年度は、支

援担当教員から申込者へ初回面接の連絡をした

時点で、現地看護職が支援を要した期間に間に合

わず、取り下げとなったものが１件あった。支援

希望者には余裕を持って支援申込してもらえる

よう周知を図る一方、支援担当教員側の調整など

も検討することが必要であろう。

３．研究支援方法、自己点検評価およびこれら

の周知について

支援の方法は、実習で現場に出向く機会を活用

する等工夫しながら直接会って支援する、またメ

ールでのやり取りを行うなど、現地看護職のニー

ズに合わせる形で実施されており、支援回数につ

Ⅳ
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ンキャンパス、在校生と卒業者の交流会、共同研

究報告と討論の会、本学卒業者支援などの看護実

践研究指導事業、県内看護職を対象とした学外か

らの研修依頼の際などにもPRに努めている。さら

に、交流会の役員と共に会員数の拡大方法を模索

すると共に、卒業者や修士課程修了者を含めて、

PRを推進していく必要がある。

看護研究センター及び研究交流促進部会は、今

後も交流会の役員会と協働・連携して、交流会を

盛り立て、現場に即した課題への取組みとしての

看護実践の変革、看護サービスの質的向上に貢献

したいと考えている。

４．支援担当教員の決定や変更時の連絡

本学教員は、研究支援事業に積極的に参加して

いるため、支援担当教員の選択に困難な状況はな

い。支援担当教員の選別に際しては、基本的に、申

込者が既に支援担当教員を指名している場合は、

これを優先し、次いで、研究課題から捉えられた

専門性を、次いで、本事業開始（15年度）からの支

援担当状況を考慮して、実施している。各教員に

は、申込者が記述した研究計画書を添付し、初回

面接することを依頼しているが、快く引き受けて

もらっている。中には、教員の専門領域と完全に

一致しない場合もあるが、自己点検評価からは、

それらは問題となっていない。また、看護職の教

員希望や、支援担当教員と現地看護職との時間調

整等も考慮し、単一の領域の教員が支援担当とな

っていることもあることから、複数領域の教員が

支援を担当することが必要かどうかを再検討し

ながら、支援担当教員の依頼時に確認しつつ進め

ていく必要がある。

なお、支援担当教員の異動・退職などに伴う変

更については、看護研究センターが調整を行い、

支援教員を決定している。今年度の現地看護職側

の自己点検評価にて、「支援教員の異動で担当不

在となることがあったので、決まった際には連絡

してほしい」という要望があった。実際は、支援に

支障をきたさないように、昨年度末から異動教員

に引き継ぎや現地への連絡を適宜依頼しており、

今年度当初には支援教員の交代について最終調

整を済ませていたが、運営実務担当者として現地

看護職への連絡が不徹底だった。今後は、支援教

員の変更があった場合には、現地側へ速やかに文

書等で連絡していきたい。また、学内の支援担当

教員からも、現地側へその旨、連絡してもらい、現

地の研究が滞ることの無いよう働きかける必要

がある。

５．岐阜県看護実践研究交流会への支援

本事業は交流会の活動を通じて実施するもの

であるため、交流会の活動の発展が前提条件とな

るものである。したがって、交流会そのものをい

かに支援していくのかも大きな課題である。現在

は、全学的に交流会を支援する体制をとり、各教

員が実習施設等の看護職に「交流会ガイドブッ

ク」や機関紙・交流集会の案内等を配布してPRし

ている。また、ホームページ、学内におけるオープ
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２）地域における訪問看護ステーション
の活動を充実・発展させるために

第一部_扉.indd   5 11.3.23   3:40:58 PM



第一部_扉.indd   6 11.3.23   3:40:58 PM



— 19 —

藤岡敦子

成熟期看護学領域：奥村美奈子

　　実施方法

１．個別職場訪問研修

１）対象

今年度は、西濃圏域にある全ステーション１６

施設を対象とする。

２）研修方法

同意が得られたステーションを訪問して現地

看護職に面接し、訪問看護サービスの提供状況お

よびステーションの運営状況を把握する。把握し

た活動の現状と当該地域の予測される住民ニー

ズを踏まえて、対象ステーションの活動を充実・

発展させることを意図した意見交換を行う。今年

度は特に、在宅での看取り支援の現状や課題に関

する意見交換を重視する。

研修後は、教員が把握したステーションの現状

をまとめて記録を作成し、これを対象となった現

地看護職に返して、内容を共有する。

２．ワークショップ研修

個別職場訪問研修の対象施設に参加を呼びか

ける。個別職場訪問研修時に、対象者が参加しや

すい曜日・時間帯・場所を尋ね、実施日時や場所を

検討する。研修では、教員が捉えた看護活動の現

状を参加者に返し、それをきっかけにした意見交

換を行う。

　　結果

１．個別職場訪問研修

１）訪問した施設・面接対象者の概要

協力が得られた施設は表１に示す９ヶ所で、開

設者が医療法人の施設が３ヶ所みられたが、残り

の６施設の設置主体はすべて異なっていた。ステ

ーションの開設年は、介護保険制度が導入される

前の平成11年以前が５ヶ所、介護保険導入後の平

成12年以降が４ヶ所であり、その内１施設（f）は平

成21年に開設されていた。看護職員数（常勤換算）

は、６人以上が４ヶ所と最も多く、４～６人未満の

施設が３ヶ所、４人未満が２ヶ所となっていた。

研修に参加した現地看護職は計16名で、その内

訳は管理者９名、スタッフ７名であった。

２）訪問看護サービスの提供状況

　　目的

後期高齢者の増加による介護やターミナルケ

アのニーズ拡大、医療費適正化策の一環としての

平均在院日数短縮による医療ニーズの高い人々

の早期退院により、在宅ケアの体制整備は重要な

課題となっており、訪問看護にはその一翼を担う

サービスとして責任を果たすことが期待されて

いる。しかし、近年、訪問看護ステーション（以降、

ステーションと記す）の設置数は全国的に低迷し

ており、岐阜県のステーション設置数は、その全

国平均よりも下回った状態にある。

先行研究により、ステーションの整備が進まな

い背景として、利用者の獲得困難、従事者の確保

困難、制度の不備、ステーション管理者の管理者

機能不足など多様な問題の存在が指摘されてい

る。昨年度の本事業でかかわったステーション管

理者らは、訪問看護に対する社会的認知の低さ、

利用者を掘り起こす困難さ、介護力や経済力に限

りがある事例の増加などが、ステーションが活動

基盤をつくる上での課題であると認識していた。

一方、適切なサービスを提供するため利用者の

生活や個別性に応じた看護の提供、退院前・入院

時の情報収集・引き継ぎ、訪問看護の理解を促す

ことを意図した医師・ケアマネジャーへの働きか

け、地域の関係者との学習会開催などの努力がさ

れていた。ワークショップ研修参加者より、他ス

テーションも同様の課題を抱えているが、課題解

決に向けて工夫していることを知り励みになっ

た、本事業を続けてほしい等の感想があり、ステ

ーション看護職が施設を超えて交流できる機会

を求めていることが確認できた。

そこで、昨年度に続き、岐阜県下のステーショ

ン活動の現状を捉え、地域資源としてステーショ

ンの活動を充実・発展させるために解決すべき課

題を整理し、課題解決に向けたモデル的な取り組

みの可能性を検討したいと考える。さらに、昨年

度に実施したステーションに勤務する訪問看護

師を対象とした「自己研鑽に関する質問紙調査」

の結果を集計し、訪問看護師の学習ニーズを検討

したいと考える。

　　事業担当者

以下の教員で実施する。

地域基礎看護学領域：森仁実、松下光子、普照早苗、

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅳ
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（Ｎ＝9）

開設時期
（Ｎ＝9）

常勤換算看護職員数
（Ｎ＝9）

 
 

施設
記号

月平均訪問回数
（回）

在宅で看取った
利用者数（年間）

人42上以006a

人2満未003b

人6～5満未054上以003c

人51上以006d

人7満未054上以003e

f 300未満 10人＊）

人82～72満未054上以003g

人81上以006h

人2満未054上以003i

*)　グループホーム入居者の看取りを含む

87.5

40.0

27.0

16.7

医療保険の利用者が
全利用者に占める割合（%）

18.0

33.3

10.0

25.0

33.3

 
 

 

2

 

合は10.0～87.5%であり、施設によってかなりば

らつきがあった。すべての施設が在宅での看取り

支援の経験を有しており、看取りを行った利用者

数は年間７人までの施設が４ヶ所（b,c,e,i）、10

～18人の施設が３ヶ所（d,f,h）、20人以上の施設

出し２つに分けた。さらに、意味内容の類似する

ものをまとめてカテゴリーをつくり、内容を整理

した。なお、文中の【 】はカテゴリーであることを

示す。

（１）適切なサービスを提供するための取り組み

適切なサービスを提供するために実施してい

ることとして表3-1)に示す内容が語られた。【的

確なアセスメントに基づいたサービスの提供】と

して、五感をフルに活用した偏りのないアセスメ

ント、チームによるアセスメント内容の検討、確

実な判断をするための工夫がされていた。【本人・

家族との信頼関係の形成】として、利用者の生活

背景や信念、実施している介護方法を受け止めて

各施設のサービス提供状況は表２に示した。月

平均訪問回数は、300～450回未満の施設が４ヶ所

（c,e,g,i）と最も多く、300回未満の施設は２ヶ所

（b,f）、600回以上は３ヶ所（a,d,h）であった。医療

保険による訪問看護の利用者が全体に占める割

が２ヶ所（a,g）となっていた。

３）ステーションの活動基盤をつくる取り組み

地域における活動基盤をつくるための取り組

みの現状を把握するため、（１）適切なサービスを

提供するために実施していること・課題と感じて

いること、（２）訪問看護について理解を促すため

に実施していること・課題と感じること、（３）在

宅での看取りを実現するために実施しているこ

と・課題と感じること、（４）複数ステーションに

よる訪問看護の実施状況・課題と感じることの４

点について現地看護職に尋ねた。現地看護職から

聴取したことを面接記録に起こし、記録をもとに

「実施していること」「課題と感じること」を取り
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との連携を密にする】として、利用者の思いや状

況に合わせたサービスが提供されるよう他のサ

ービス事業者や職種と連携・調整する、他職種と

の会議で発言する努力がされていた。この他に、

【勉強会や研修への参加】や【人材確保の努力】が

行われていた。

否定しない、話をよく聴く、依頼されたことに必

ず応えるようにしていた。【心地よいケアの実施】

として、拘縮の状態を踏まえて清拭するなど個別

な状況に応じたケアの工夫、清潔ケアを通して快

をもたらすケアの提供がされていた。【確実な医

療処置と管理】として、医療処置に伴うケアを確

実に遂行する手順書が作成されていた。【他職種

【他職種との連携を密にする】として、利用者の
思いや状況に合わせたサービスが提供されるよ
う他のサービス事業者や職種と連携・調整する、

他職種との会議で発言する努力がされていた。こ
の他に、【勉強会や研修への参加】や【人材確保
の努力】が行われていた。 

 
表3-1)　適切なサービスを提供するために実施していること
カテゴリー 要約 記述内容

五感を活用した情
報収集

前回の訪問時の状態から変わりがないか、五感を活かして敏感にキャッチするよう心がけている。

偏りのないアセスメ
ントの実施

病状などアセスメントする上で、見落としてしまわないように、先入観をもたないようにしている。

チームによるアセス
メントの検討

自分が決め付けてしまうと援助がずれてしまう可能性があるので、ステーションに帰ってから報告

する際は、他スタッフから意見をもらい、実施したアセスメントや援助が適切であったか検討し、必

要な対応ができるようにしていく。

確実な判断をする
ための工夫

自信のない処置は事前学習をしてから実施する、訪問先で判断に迷った場合はその場で電話し

て所長に相談するなど、確実な技術や判断でサービス提供するよう努力している。

家族の状況に注意
を払う

利用者本人の身体・精神状態だけでなく、家族の状況にも注意を払うようにしている。

たとえ適切でない方法であっても、利用者や家族が実施していることは、まず受け止めて話を聞く

ようにしている。このような対応は、援助関係を維持していくために必要と考えている。

利用者の生活を中心に考えてあげられるように心がけている。その方の生活背景、信念を大切に

し、決して否定することなく関わるようにしている。

話をよく聴く 利用者本人・家族との信頼関係形成を重視している。そのため、時間外になっても話を聴くように

する。

依頼されたことに必
ず応える

利用者およびご家族に依頼されたことは、必ず返事が出来るように行動している。必要であれ

ば、他の支援者に連絡し、対応してもらう。即答できない場合もあるので、後日必ず返答するよう

にしている。

家族の状況に注意
を払う

安心して在宅での療養生活が送れるように「困ったらいつでも連絡を下さいね」など、常に声をか

けるように対応している。訪問時は、困っていることがないかなど家族に声をかけるようにしてい

る。

個別な状況に応じ
たケアの工夫

拘縮の状況を踏まえて清拭の方法を工夫する、本人の好みに応じた湯温で実施するなど、利用

者に苦痛がなく、気持ちのよいケアとなるよう配慮してケアをする。

快をもたらすケアの
実施

手浴・足浴・爪切りなども積極的に行っている。

確実な医療処
置と管理

医療処置に伴うケ
アを確実にする手
順書の作成

胃ろう・吸引・人工呼吸器装着など医療処置に伴って観察・点検すべき項目（例：胃ろうのバルー

ン内の水量確認）が増え、実施し忘れたりするおそれがある。漏れなく確認できるようにするた

め、今年度は5つの医療処置の手順書を作成する予定。

他職種と連携・調
整する

利用者の思い、ライフスタイルに合わせたサービスの提供ができるように努力している。思いは

あってもそれが現実化しないことが多いので、他職種との連携を密に図り、調整を行いながらサ

ポートしている。

他サービスとの連
携を密にする

他のサービスとの連携を密にとるように心掛けている。（ 例：ショートステイを利用する場合に、事

前に利用者の状態や要望を伝えておく。 関係機関に足を運び、直接会って情報交換をするよう

に努力している。）

他職種との会議で
発言する

今後、在宅療養する人が困らないようにと、医師会の会議や連絡会などにおいて、声にあげて伝

えているところである。

レベルアップを図る努力をしている。勉強会参加後は、伝達講習という形で共有できるようにして

いるが、会場で直接受講する方が、効果的であるため、出来る限り参加できるようには配慮してい

る。

看護協会主催、外部の勉強会（法人病院の看護部が費用の半分を負担）に積極的に参加して学

習している。

人材確保の努
力

人材確保の努力 訪問看護は新卒者では難しいとは思うが、とてもやりがいのある仕事である。利用者より「やっぱり

家に帰れてよかった。ありがとう。」という声を聞くと、こちらも一生懸命関わってきて良かったという

気持ちになる。やりがいのある職場であることをアピールし、人材確保に努めていく。

的確なアセス
メントに基づい
たサービスの
提供

本人・家族との
信頼関係の形
成

勉強会や研修への
参加

利用者を受け止め
否定しない

心地よいケア
の実施

他職種との連
携を密にする

勉強会や研修
への参加
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表3-2)　適切なサービスを提供する上での課題
カテゴリー 要約 記述内容

フィジカルアセスメ
ント能力の向上

スタッフのレベル（技術面も含め）の向上。

当ステーションには理学療法士が不在のため、訪問看護師がALSの利用者に対し、呼吸リハビリを

実施しているが、限られた能力の中でのサービスになっている現状がある。フィジカルアセスメント

がしっかりできる能力を身につける必要性を感じている。

医療保険による訪問看護サービスも、サービス提供時間の目安は１時間程度と考えているが、上

記のことを大切にすると、30分以上超過してしまうことがある。実際にターミナルの事例で家族の不

安が強いため、帰ろうとすると呼び止められて、なかなか帰れなくて困ったことがある。

契約によってサービスを提供しているのだから、時間内に必要な看護を提供することも大切だと思

う。利用者の納得を得て訪問を切り上げるにはどうしたらよいのか、課題だと思っている。

他部門との時間調
整が困難

他部門との調整はとても大変である。介護保険利用の高齢者のケースが多く、ケアマネジャーに

入ってもらうためには、時間の調整が難しく、会議が夜の8時、9時になってしまうこともある。会議に

出席したスタッフについては、翌日は遅い出勤にするなど配慮しようとはするが、訪問が朝にあっ

たりするとそれも不可能になる。職員の不平、不満もたまっていると思う。

入院中からの退院
支援が不十分

入院中の早めの時期から、在宅にむけての準備を進めていくことが重要だと感じている。しかし、病

棟の看護師は、対象者の背景を把握していないことが多い。退院後は老々介護となり、とてもたくさ

んの問題を抱えていることが明らかなケースにおいても、問題はないと簡単に捉えていることがあ

る。　また、病棟看護師は、対象者に説明をしたので実行できると短絡的に判断していることが多

い。もっと、早期から指導をし、入院中に実行できるのかを確認して、訪問看護師に情報を提供し

てくれるなど、積極的に関わってほしいと感じている。

利用者側の
遠慮

夜間緊急訪問を依
頼することへの躊
躇い

高齢者は夜中に具合が悪くなっても、緊急連絡、対応体制の説明は十分してあるが医師や看護

師を呼ぶのは悪いという思いから病院を救急受診するも、内服が出来なくて状態が悪化しているに

も関わらず、「服薬してください」としか伝えられず、すぐに帰される対応があった。

遠隔地住民
へのサービス
提供

遠隔地の対象者へ
の支援困難

遠隔地の在宅療養支援をどうしていくかという課題がある。山間地の訪問看護については他のス

テーションでフォローしていたが、この9月で閉鎖になった。その後をどうするかを考えなければなら

ない。安心して暮らせるように、サテライトなどを設置する必要性を感じている。

他職種との連
携における課
題

訪問看護師
の看護実践に
関する課題

限られた時間で
ニーズに応える困
難

 
 
一方、適切なサービス提供をする上での課題は
表 3-2)に示すように 4 つのカテゴリーに分類す
ることができた。【訪問看護師の看護実践に関す
る課題】として、フィジカルアセスメントの能力
を向上させる必要性、限られた時間で利用者のニ
ーズに応える難しさが挙げられた。【他職種との
連携における課題】として、担当者会議などで他
部門と時間を調整する困難さ、入院中からの退院
支援が不十分であることが挙げられた。他に、利
用者が夜間緊急訪問の依頼を躊躇うという【利用
者側の遠慮】、遠隔地にサービス提供していた他
ステーションが閉鎖されたことに伴い、【遠隔地
住民へのサービス提供】が課題となっていた。 
（2）訪問看護の理解を促すための取り組み 
訪問看護の理解を促すために実施しているこ
とは、表 4-1）に示すように 3つのカテゴリーに
分類することができた。 
【他職種に理解してもらうための努力】として、 
ケアマネジャーに問題提起したり直接足を運ん
で積極的に働きかける、医師からの訪問依頼は必
ず受ける、病棟看護師に在宅での療養状況を返し
て情報交換するなどがされていた。【本人・家族
に理解してもらうための努力】として、新たなニ

ーズを捉えて解決に向けた方法を提案する、ケア
を実施する前に説明する、現状や予測されること
の説明がされていた。【訪問看護の PR 活動】とし
て、院内 QC 活動で訪問看護について取り上げ院
内に PR した、初回利用者や初めての医師には管
理者から訪問看護の説明をする、在宅ケアセンタ
ーの機関誌に訪問看護のことを掲載する、福祉フ
ェスティバルで PR するがみられた。 
 訪問看護の理解を促す上で課題と感じるには、
表 4-2）に示した 3つのカテゴリーがみとめられ
た。【専門職の訪問看護に対する理解不足】とし
て、母体病院医師が訪問看護に関心がない、病院
関係者に訪問看護が浸透していない、一部の開業
医に理解されてないなどがみられた。【住民の訪
問看護に対する理解不足】とは、介護職と混同さ
れる、一般住民に浸透していないなどである。【効
果的な PR の開発】とは、県やブロック単位など
組織的な PR 活動の必要性、訪問看護をわかりや
すく説明する難しさを指摘するものであった。 
 

て情報交換するなどがされていた。【本人・家族に

理解してもらうための努力】として、新たなニー

ズを捉えて解決に向けた方法を提案する、ケアを

実施する前に説明する、現状や予測されることの

説明がされていた。【訪問看護のPR活動】として、

院内QC活動で訪問看護について取り上げ院内に

PRした、初回利用者や初めての医師には管理者か

ら訪問看護の説明をする、在宅ケアセンターの機

関誌に訪問看護のことを掲載する、福祉フェステ

ィバルでPRするがみられた。

訪問看護の理解を促す上で課題と感じるには、

表4-2）に示した３つのカテゴリーがみとめられ

た。【専門職の訪問看護に対する理解不足】とし

て、母体病院医師が訪問看護に関心がない、病院

関係者に訪問看護が浸透していない、一部の開業

医に理解されてないなどがみられた。【住民の訪

問看護に対する理解不足】とは、介護職と混同さ

れる、一般住民に浸透していないなどである。【効

果的なPRの開発】とは、県やブロック単位など組

織的なPR活動の必要性、訪問看護をわかりやすく

説明する難しさを指摘するものであった。

一方、適切なサービス提供をする上での課題は

表3-2)に示すように４つのカテゴリーに分類す

ることができた。【訪問看護師の看護実践に関す

る課題】として、フィジカルアセスメントの能力

を向上させる必要性、限られた時間で利用者のニ

ーズに応える難しさが挙げられた。【他職種との

連携における課題】として、担当者会議などで他

部門と時間を調整する困難さ、入院中からの退院

支援が不十分であることが挙げられた。他に、利

用者が夜間緊急訪問の依頼を躊躇うという【利用

者側の遠慮】、遠隔地にサービス提供していた他

ステーションが閉鎖されたことに伴い、【遠隔地

住民へのサービス提供】が課題となっていた。

（２）訪問看護の理解を促すための取り組み

訪問看護の理解を促すために実施しているこ

とは、表4-1）に示すように３つのカテゴリーに分

類することができた。

【他職種に理解してもらうための努力】として、

ケアマネジャーに問題提起したり直接足を運ん

で積極的に働きかける、医師からの訪問依頼は必

ず受ける、病棟看護師に在宅での療養状況を返し
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表4-1）　訪問看護の理解を促すために実施していること
カテゴリー 要約 記述内容

ケアマネへの問題
提起

受け身にならず、自分たちからケアマネージャーに問題提起していきながら、意見をもらうようにしている。

ケアマネのところへ
足を運ぶ

ケアマネージャーには、直接足を運び理解してもらえるように努力している。

訪問依頼は必ず受
ける

医師から依頼があった場合は、どんなに大変な状況でも必ず受けるという姿勢でいる。

ケアマネ、医師への
働きかけ

ケアマネージャー、医師に対しては、常に理解してもらえるように働きかけている。

病棟看護師との情
報交換

訪問看護の利用に結びついてから、在宅での療養状況をステーションから病棟へ返す取り組みは特にし

ていない。ただ、利用者が再入院した時は、ステーションで看護サマリーを作成して病棟に渡している。

他職種との勉強会
に参加

ケアマネージャー、ヘルパーなど他職種との勉強会に参加する。

退院カンファレンス
の位置づけ強化

退院カンファレンスの位置づけを強化している。

対応すべきニーズが出てくれば、他のサービスを導入・調整するなど解決に向けた方法を提案していく。

利用者はこのような体験を積み重ねることで、ようやく訪問看護が理解できるようになると感じる。

看護計画・方針は決まっているが、それのみではなく、対象者と話をする中で困っていることや相談があっ

た際は、「（私たちは）こういうこともできますよ」と提案している。

ケア実施前の説明 本人や家族に対し、看護ケアを実施する前には、必ず説明を行なっている。

現状や予測されるこ
との説明

利用者に対しては、現在の病状や状況について説明したり、今後起こりそうなことを予測して説明する。利

用者はこのような体験を積み重ねることで、ようやく訪問看護が理解できるようになると感じる。

院内QC活動を通し
て院内にPR

院内QC活動で、訪問看護の活動内容やサービス利用の方法を知らせる取り組みをした。この取り組みに

よって病棟看護師の訪問看護に対する関心が高まり、以前より病棟看護師からの訪問依頼が増えた。

初回訪問時に管理
者が説明

初回訪問は必ず管理者が行く。その際、訪問看護については具体的な援助内容などを、パンフレットを用

いて説明をするようにしている。

初めての医師は管
理者から説明

医師は、訪問看護のことをよく理解してくれている人とそうではない人が分かれる。初めての医師の場合に

は、管理者が訪問看護についての説明をし、PRするようにしている。

機関誌への掲載 在宅ケアセンターの機関誌があるので、訪問看護で実施している内容など掲載して、アピールする努力を

している。

福祉フェスティバル
でのPR

医師、ケアマネジャー、地域住民など、まだまだ理解されていない。福祉フェスティバルで健康相談窓口

でアロママッサージをしながら、PRをしたりしている。

表4-2）　訪問看護の理解を促す上での課題
カテゴリー 要約 記述内容

母体病院の医師が
無関心

( 開業医およびケアマネジャーの訪問看護に対する理解は進んできていると思うが、)母体病院の医師が

訪問看護に関心がなく、具体的な活動内容を知らないと思う。

病棟看護師への働
きかけの困難さ

病棟看護師が十分に理解していない。利用者が入院した場合、病棟へ記録を持参して情報提供しようとす

るが、忙しいからと時間をとってもらえないこともある。

病院関係者に浸透
していない

福祉用具業者、ヘルパー、リハビリ関係者は訪問看護の理解はある。病院関係の方が、あまり訪問看護に

ついて、浸透していないように感じる。

開業医に理解され
ていない

開業医でも訪問看護について理解されていない医師がいる。（指示書はどのように書くのか。衛生材料は

どちら側が出すのか。）

住民に看護の役割や機能を伝えることは簡単でない。ヘルパーと混同している人がいるが、「ヘルパーは

食事を作ったり、掃除をしてくれるけど、看護師はしないよ」などの説明になっている。看護師というと「注射

をする人」くらいの認識しかない住民が多い。

利用者の中には、介護士と訪問看護師との区別がついていない人もいる。

一般住民に浸透し
ていない

訪問看護自体が何をするものなのかが、周知されていない現状である。何をしてもらえる人なのか、というこ

とが、一般的にあまり浸透していない。

近隣者にも知られて
ない

パンフレット、看板でのPRはしているが、案外近所の方でも訪問看護について知らない人もいる。

組織的なPRの必要
性

ステーションごとでなく、県単位、ブロック単位でPRし、広めていくのがよいのではないかと思っている。

訪問看護の説明を
する難しさ

地域住民からは、訪問介護と訪問看護の違いを質問されることが多い。訪問看護でどこまで対応してくれ

るのかを聞かれることもある。パンフレットを用いて説明するがイメージがわかずわかりにくいと思う。

他職種に理
解してもらう
ための努力

効果的なPR
の開発

介護職と混同される

新たなニーズをとら
えて対応

本人・家族に
理解してもら
うための努力

訪問看護の
PR活動

専門職の訪
問看護に対
する理解不
足

住民の訪問
看護に対す
る理解不足
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続が困難になることである。【専門職および住民

の在宅ケアに対する認識不足】として、在宅ケア

を過小評価する医師や病院従事者の存在、病院に

かかることを善とする住民の意識などにより、

在宅での看取りの選択が阻害されたり、療養の継

続が困難になることである。【在宅ターミナルケ

アに対する医療機関の支援不足】として、入院し

ていた病院から的確な情報が得られない、在宅療

養に向けた支援が十分に得られないことである。

【訪問看護につながる時期が遅い】として、在宅タ

ーミナルの希望を把握したら早く訪問看護につ

なげてほしい、余命がわずかな段階で依頼される

ため十分なメンタルケアができないことである。

【在宅ターミナルケアを支える医療資源の不足】

として、がん末期患者を診てくれる医師の不足

や、麻薬処方は経営的負担が大きく診療所が行え

る疼痛コントロールには限界があることが指摘

された。

（４）複数ステーションによる訪問の実施状況

５施設が複数ステーションによる訪問看護の

経験を有していた。実施状況と課題と感じること

を尋ねたところ、表６の内容が認められた。【協働

するために工夫していること】として、文字では

伝わらないことがあるため電話で直接話す、合同

勉強会を開催して看護師同士の関係をつくるな

どがされていた。【協働する上で課題になったこ

と】には、方針や具体的なケアの不一致、看護師同

士の関係性が希薄などチームとして機能する困

難さ、第二のステーションとして利用者とかかわ

る困難さ、利用者に比較される不快感など利用者

と信頼関係を形成する上での課題、緊急時加算が

１施設しか算定できない、医療保険では同日に複

数のステーションが入れないなど制度上の問題

が指摘された。

（３）在宅での看取りを実現するための取り組み

在宅での看取りを実現するために実施してい

ることは、表5-1）に示すように８つのカテゴリー

に分類することができた。

【予測される変化に対する家族の対処能力向

上】として、臨死期の変化、予測される症状、緊急

を要する症状を理解して家族が対処できるよう

指導することが挙げられた。【対応の基本姿勢】と

して、いつでも対応することを保証する、本人・家

族の話を聴く、寄り添う、特定の家族員だけでな

く家族全体を意識して支援することである。【本

人・家族の願望・意向を重視した支援】とは、最期

の迎え方に対する意向の確認と再調整、本人のや

りたいことの実現に向けた支援であった。【医療

ニーズに対する医師の対応促進】は、家族の不安

を軽減するため医師を交えたカンファレンスを

実施する、医師の的確な指示を得るために報告を

行うことである。【退院時のかかわり】として、病

院に退院時カンファレンスの実施を申し入れる、

退院に向けて家族が安心感をもてるよう支援す

ることである。【遺族への支援】として、家族と共

にエンゼルケアを実施する、家族が介護の達成感

を得られるような支援がされていた。【スタッフ

へのサポート・教育】として、担当看護師が悩みを

吐露できる機会をつくる、ベテラン看護師との同

行訪問による学習機会の提供などである。【その

他】として、メーリングリストを活用しての情報

共有、学習会で在宅緩和ケアの事例を発表し情報

を発信する努力がされていた。

在宅での看取りを支援する上での課題は、表

5-2）に示す５つのカテゴリーに分類することが

できた。

【在宅ターミナルを支える家族の限界】として、

介護者の負担過重、本人の急変や症状に対する対

応困難、家族の不安が強いなどにより在宅療養継
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容内述記約要ーリゴテカ
家族が在宅で困らないように、時期を見てターミナル期の本人の状態変化や対応について

指導をしている。ex）「痰がゴロゴロする場合」は吸引の方法、「喘ぐような呼吸をする場合」は

肩枕をするように指導し、それでも改善しないようであれば、連絡をするよう指導している。

家族に対して臨死期に起こる自然な身体の変化とそれへの対応方法を説明し、利用者本人

に生じる変化を家族が受け止められるようにする。

家族が不安を抱えて電話をしてきた場合は必ず訪問し、本人の状態を確認した上で、臨死

期の自然な変化であることを伝える。本人が苦しそうに見えても、本人はすでに意識がない

から苦しいとは感じてないことを説明している。

予測される症状と対応
方法の事前説明

病状が変化すると本人・家族が動揺しやすいので、予測される症状や症状発生時の対応方

法について予め説明するようにしている。

緊急を要す症状と対応
方法の指導

在宅から病院に戻られるケースも中にはある。吐血や下血、痙攣が止まらないなどのケース

は、緊急を要するため直接救急車を呼んで病院に行くようにアドバイスをしている。

予測される変化
に対する家族の
対処力向上

臨死期の変化に対応で
きるよう支援
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容内述記約要ーリゴテカ
いつでも連絡してよいこと、いつでも対応できること伝えて安心してもらえるようにする。

緊急で相談がある場合、どの時間帯であっても必ずかけつけるようにしている。「何かあった

らすぐに言ってくださいね」と伝えているので、自分たちの言った言葉に責任を持つようにし

ている。

話を聴く 話を聴くことを大切にしている。いろいろな思いがあり、希望を持ちながらも、恐怖心なども

あって苛立っていることが多い。十分な時間をかけて、利用者および家族に耳を傾け、話を

聴くようにしている。

寄り添う 声かけは、本当に難しい。対象者が若ければ若いほどかける言葉を失ってしまうが、必ず側

に寄り添うという姿勢でいる。

家族全体を意識した支
援

本人の状況についてキーパーソンは理解していても、その他の家族が理解していないことが

多いため、家族全体が理解してもらえるよう努力している。

最期の迎え方に対する
意向確認と再調整

どこで最期を迎えるのかについて、本人・家族の意思が一致しているか注意を払う。意思は

変化することもあるので、その場合は方針を再調整するなど変化に応じて対応していく。

本人のやりたいことの
実現を支援

やりたいことが可能になるように考える。点滴をしながら、共にカラオケや外食に付き添うこと

もある。

いい思い出が残せるよ
うな支援

対象者とのかかわり、家族間の関係性をよくしていきたいという思いをもって関わっている。対

象者の残された時間を大切にし、いい思い出を残していきたい、思い出づくりを大切に関

わっている。

医師を交えたカンファレ
ンスの実施

症状が急変した場合の家族の不安が強いので、現状を説明してもらうために、可能な限り医

師に依頼し、家族を交えたカンファレンスを開くようにしている。このようなカンファレンスを持

つことで、家族の不安が軽減され、疲労感も少なくなる。

医師の的確な指示を得
るための報告

訪問看護師から医師に利用者の状況を細かく報告し、麻薬の増量や点滴の指示などをタイ

ミングよくもらえるように努力している。

医療的内容が理解でき
るよう支援

利用者、家族に医療的な難しい内容は、できるだけわかりやすく説明するように心掛けてい

る。医師の説明が理解できているか確認し、理解できるようにわかりやすく説明する。

退院時カンファレンス実
施の申し入れ

退院時のカンファレンスを持ってもらうようにしている。在宅に向かう利用者および家族に、訪

問看護ステーションのスタッフの顔を知っておいてもらうと安心感があるだろうし、導入もス

ムーズである。また、その機会がないと、退院当日にケアマネジャーや福祉用具の業者など

が集中して訪れるため、本人も家族もとても疲れることになる。

退院に向けて家族が安
心感をもてるよう支援

入院中に退院許可が得られた後、いつ戻るかという在宅へ移行するタイミングが難しい。本

人、家族の強い意志がなければ難しい。特に家族の不安が強い場合は難しいため、安心感

をもって自宅に戻れるかといことを大切にしている。

家族と共にエンゼルケ
アを実施

看取り後の家族には「よく頑張って看たね」と声をかけ、エンゼルケアは共に行うようにしてい

る。

介護の達成感を得られ
るよう支援

グリーフケアとして、お花を持参し、遺族のもとにお伺いしている。「もっとできたのではない

か」「あの時・・・すれば・・」など後悔していることもあるため、今までやってきたことは間違って

いなかった、また家族で看取れてよかったという満足感を持って頂けるように関わっている。

家族へのグリーフケア
と実施した援助の評価

本人の死亡後に訪問して、家族へのグリーフケア、および今後のケアに活かすために以下

のような点について聴いている。在宅での看取りで何が大変であったか、どのような支援があ

ればよいと感じたか、在宅で看取ろうと思ったきっかけは何だったのか。

担当看護師が悩みを吐
き出せる機会の確保

朝のカンファレンスで必ず情報交換をしている。看護師自身も大きなストレスを抱えていた

り、若手のナースはどう接したらよいかわからず悩んでいる。自分の中で抱え込んでしまいそ

うな看護師には、「どうだった？」と問いかけ、吐き出させる場を作るようにしている。

ベテラン看護師との同
行訪問による学習機会
の提供

医療依存度が高い利用者が多く、地域の期待も大きいことから訪問看護師としてはプレッ

シャーもある。以前は数日で辞めていく看護師もいたが、最近は長く続けてくれている。院

長は、新しく入職した看護師を育てる意識が高く、共に動いてくれている。新入職者には、

ベテラン看護師がどのように会話をしていくかなどの方法を見せるために、いろいろな看護師

に付かせるように配慮している。

緩和ケアに関する情報
収集

なるべく研修に参加し、緩和ケアのスタンダードを知る努力をしている。医師会から出版され

ているハンドブックなども活用している。

メーリングリストによる
情報の共有

スタッフおよび他職種に対して、メーリングリストによる訪問状況の情報（バイタルサイン、本

人・家族の思いなど）を発信している。記録ではなかなか心理的な状況まで反映させられな

いことも多く、メールであれば日常の慣れもあり、すぐに打って伝えることも出来、情報共有

できて効果的である。

自施設の実践報告を通
した情報発信

開業医主催の緩和ケアの学習会において発表をしている。他の地域のステーションから質

問がきて情報提供できたり、交流ができることがメリットである。

スタッフへのサ
ポート・教育

その他

退院時のかか
わり

本人・家族の願
望・意向を重視
した支援

遺族への支援

医療ニーズに対
する医師の対
応促進

いつでも対応することを
保証

対応の基本姿
勢
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表5-2)　在宅での看取りを支援する上での課題
カテゴリー 要約 記述内容

介護疲れがあった時に入院となった場合、介護者の大変な思いがあるためなかなか在宅に

帰ることは難しい。緩和ケア病棟に、とりあえずエントリーだけはするという例もある。

本人が在宅を希望し、介護者もそのつもりで退院しても、在宅介護の負担に耐えられず、介

護者が入院を希望する場合がある。がんによる疼痛や褥瘡など本人の訴えや処置が増えて

くると対応が難しくなる。

急変や苦痛など症状に
対する家族の対応困難

がんのターミナル期は、急な退院、本人の状態の変化により再入院になるなど関わる期間が

短期間になる場合、本人の状態が急激に変化して低下するなどの場合がある。本人の状態

の変化が急激であったり、痛みなどの苦痛があると家族がその状態に対応することに困難な

場合がある。

在宅療養に対する家族
の不安が強い

入院治療の必要がなくなり退院することになった場合、がんのターミナルの場合はホスピス

の予約待ちで仕方なく家に帰される、不安なまま追い出されるといった家族の思いが強い。

病院から在宅療養をみすえた説明がないため、自宅で何かあった場合は、すぐに救急車を

呼んで病院に頼る。入院させてほしいという思いが強い。

本人と家族の関係性に
よる影響

在宅でみれるかどうかは、家族関係によるものが大きいと感じる。本人が在宅での最期を望

んだ場合、家族がその願いをどの程度尊重して受け入れるかということであり、家族がこれま

で本人とどのような関係性にあったのかということによって大きく左右されると感じる。

在宅ケアを過小評価す
る医師の存在

在宅介護スコア（「岡島重孝．1998．介護力の評価システムとハイリスク例のケアマネジメント

に関する研究．長寿科学総合研究1998;1997:267-269.」）の点数だけで在宅療養の可否を

判断する医師がいる。訪問看護師からみれば十分に在宅療養できそうな事例でも、低いス

コアが出てしまう。

在宅ケアを過小評価す
る病院従事者の存在

利用者の家族の認識が、できたら病院でみてもらいたい、在宅ではみれないと思いが強い。

病院入院中から、病棟の医師や看護師に「こんな状態で家ではみれない」と言われるため、

そう思ってしまう側面もある。胃瘻があるだけで重症という病棟看護師もいる。入院中の医療

職者からの言動や説明によって、家族も家でみるのは無理、という認識になってしまう。

在宅での看取りに関す
る家族の知識不足

在宅で看取れることを知らない家族もいる。看たいと思っていても、情報や知識がないため

に、断念しているケースもあることから、情報提供や「在宅でも看ていける」という希望や安心

感を持ってもらい、支えていけるようにしていかなければならない。

病院にかかることを善と
する住民の意識

この地域では、近所や親戚の目があり、「こんな病人を病院にもつれていかず、家にほったら

かしにして」と思われ、介護者である家族（主に嫁）が責められるといった土地柄や風潮があ

る。

在宅で看取る良さが知
られていない

地元では在宅での看取りをよいことであると感じてもらえつつあるが、他の２市は在宅で看取

るケースがほとんどない。在宅での看取りの良さを知ってもらえるように働きかけていく。

病院から的確な情報が
得られない

（病院から）とにかく情報がほしい。家族の状況がどうなのか、介護者はいるのか、退院時の

指導はどのような内容なのかなど。急なケースが多いこともあるため、情報が必要であると感

じている。

在宅療養に向けた支援
の不足

がん末期状態の在宅療養では療養環境の整備が不可欠なので、医療機関には訪問看護に

つなげるだけでなく、ケアマネジャーにもつなげる意識をもってもらう必要がある。

早く訪問看護につなげ
て欲しい

医療機関は、本人が自宅で最期を迎えたいという希望をもっていること把握したら、できるだ

け早く在宅療養の相談にのる必要があるのではないか。その中で訪問看護につなげてもら

えれば、在宅療養に向けたサポートがもっと具体的にできると思う。

訪問看護がかかわれる
期間が短い

50歳代くらいの患者さんで、余命1～2ヶ月の段階で訪問看護に結びつく事例が多い。これく

らいの期間では利用者との関係が深まらず、メンタルケアが十分にできない。

がん末期患者を診てく
れる医師の不足

医師への依頼（在宅でのがんのターミナル）での苦労も多々ある。「そんな時間はない」と言

われることもあり、往診の時に待ち構えて、依頼することもある。理解のない医師は、すぐに

病院へ送ろうとする。医師の姿勢を変えられるのは看護師であると積極的に頑張っている。

フットワークの軽い医師にお願いすると良いのだが、どうしても集中してしまうことになるため、

医師にとっても疲労が大きい。

麻薬処方に伴う診療所
経営上の負担

法人診療所は院内処方であるが、小規模な診療所であるため、麻薬や高カロリー輸液の在

庫を抱えることは経営的に困難である。大きい病院で処方してもらえるよう頼める場合はよい

が、そうでないと、疼痛コントロールとして対応できることに限界がある。

在宅ターミナル
ケアを支える医
療資源の不足

専門職および住
民の在宅ケア
に対する認識不
足

訪問看護につ
ながる時期が
遅い

介護者の負担過重によ
る在宅療養継続の困難

在宅ターミナル
ケアに対する医
療機関の支援
不足

在宅ターミナル
ケアを支える家
族の限界
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表6　複数ステーションによる訪問看護の実施状況と課題
カテゴリー 要約 記述内容

直接的な情報交
換

本人が地元のステーションを希望したので、A医院と連携をとりながら関わった。毎日訪問した時の情報

をFAXで送信したり、メールでのやりとりもしていたが、文字だけでは伝わらないこともあるため、電話で

直接話をする機会も持ちながら連携を図った。

看護師同士の関
係形成

B訪問看護ステーションと連携している。最も近い場所にあるステーションである。合同の勉強会を開催

し、お互いスタッフ同士の顔を見て情報交換するということを大切にしている。今のところ大きな問題は

なく、うまくいっている。

ブロック会議等を
通して他施設と
協議

球脊髄性筋委縮症で1日最高3回×6日間/週　訪問するケースがあった。自施設だけですべて対応し

ようとするとパンクしてしまうので、ブロック会議などで相談し、複数のステーションで対応するなど今後も

話し合っていきたいと思う。

方針や具体的ケ
アの不一致

管理者同士の意思疎通ができているステーションとの協働であったが、やりにくいと感じた。具体的に

は、方針や実際のケア、物品などが話し合いによって統一されておらず、やりにくさがあった。

第二のステーショ
ンとして関係形成
する困難さ

本人が吸引の方法にこだわりを持っており、特にうちの方法が気に入らない事例がある。本人が図示し

て「ここを吸ってほしい」と要求するが、そこは解剖学的にカテーテルが到達しない部位である。担当者

会議でも検討してもらったが、何が問題なのか理解できない。単なる手技の違いではなく、うちの看護

師と利用者が十分な信頼関係を形成していないために生じる問題なのではないかと考えている。

看護師同士の関
係が希薄

どの看護師が訪問しているのかが分からず、面識もないので、連絡の取りようもなかった。忙しいのでな

かなか顔合わせもできなかったが、事前に会う機会があればよかったと思う。

高齢者（重度心身障害老人特別助成金受給者）で拘縮が強く、他事業所において週3回のリハビリが

必要な利用者がいた。褥瘡処置のために毎日訪問が必要となり、特別指示書をもらい医療保険で訪問

することになったが、他法人からのリハビリが使えないため拘縮が悪化した。利用者のニーズははっきり

しているのに、介護保険と医療保険の区分けがあるためにサービス調整が必要となり、他事業所とのや

りとりが大変であったり、利用者の経済面での考慮が必要なことから、互いのサービスの組み方が複雑

になった。法制度や保険が柔軟でもっと利用しやすいようにしてもらいたいと思う。

制度上、緊急時加算が片方のステーションしか取れない。利用者の負担を考えると仕方がないと思う。

医療保険では、同日に複数のステーションが入れないという制約があり、やりにくさを感じる。

利用者がふたつのステーションを比較していることがわかり、何となく不愉快な思いを抱いた。

利用者が２つのステーションの比較をすることがある。

利用者に比較さ
れる不快感

協働する上で
課題になった
こと

制度上の問題

協働するため
に工夫してい
ること

 

２．ワークショップ研修 
１）ワークショップ研修の概要 
 平成 22 年 12 月 11 日（土）の 13 時 30 分から
本学で開催した。参加者は、現地看護職が 6施設
から 11 名（管理者 5名、スタッフ 6名）、教員 5
名の計 16 名であった。 
 個別職場訪問によって把握したステーション
の現状を報告し、意見交換は「看取りを支える訪
問看護の在り方」をテーマにして 90 分間程度実
施した。 
２）意見交換の内容 
（1）本人・家族の願望・意向を重視した支援に
ついて 
・報告の中で「点滴しながらカラオケや外食に付
き添う」という内容があったが、本人のやりた
いことの実現を支援していて、とても素晴らし
いと感じた。ただ、現状ではやりたくても実践
するゆとりがない。本人や家族から「何をした
いか」を聞き出すことも難しい。 

・「この時しかない」ことが本人・家族に理解さ
れていないことが多い。看護職ばかりその思い
が強く、かみ合わないことがある。たまたま、
両者間の思いが一致した時には、ドラマティッ
クな瞬間を共有できることもある。 

・スタッフ数が限られているので、実際に支援し
たいという気持ちがあっても出来ない。また、
特別な利用設定もしていない。 

・そばにいて見守りをするというサービスを 30
分 5000 円の設定で提供している。 

・過去に ALS 患者の利用者で、息子さんの結婚式
場に付き添ったことがある。その時は、保険で
訪問した場合と同程度の実費を頂いた。 

（2）訪問時間内で切り上げることについて 
   ・ターミナルの事例で家族の不安が強く、時間が

きたので引き揚げようとしたが、もう少し居て
ほしいと引きとめられ、帰れなくなってしまっ
たことがある。結局、超過分の請求ができず、
ボランティアになってしまった。最期を迎える
場面では費用の説明など出来ない。どのように
対応しているか教えてほしい。 

・費用については契約時にしっかり説明しておく。
利用者に理解してもらえるように説明するこ
とが重要である。 

・臨死期を迎えた段階では、今から起こる状況を
伝え、家族がどのように対応したらよいか具体
的に説明する。その上で、変化があったらいつ
でも駆けつけることを約束して訪問を終える。 

・訪問看護師の側が不安でその場を離れられない

２．ワークショップ研修

１）ワークショップ研修の概要

平成22年12月11日（土）の13時30分から本学で

開催した。参加者は、現地看護職が６施設から11

名（管理者５名、スタッフ６名）、教員５名の計16

名であった。

個別職場訪問によって把握したステーション

の現状を報告し、意見交換は「看取りを支える訪

問看護の在り方」をテーマにして90分間程度実施

した。

２）意見交換の内容

（１）本人・家族の願望・意向を重視した支援につ

いて

・報告の中で「点滴しながらカラオケや外食に付

き添う」という内容があったが、本人のやりた

いことの実現を支援していて、とても素晴らし

いと感じた。ただ、現状ではやりたくても実践

するゆとりがない。本人や家族から「何をした

いか」を聞き出すことも難しい。

・「この時しかない」ことが本人・家族に理解され

ていないことが多い。看護職ばかりその思いが

強く、かみ合わないことがある。たまたま、両者

間の思いが一致した時には、ドラマティックな

瞬間を共有できることもある。

・スタッフ数が限られているので、実際に支援し

たいという気持ちがあっても出来ない。また、

特別な利用設定もしていない。

・そばにいて見守りをするというサービスを30

分5000円の設定で提供している。

・過去にALS患者の利用者で、息子さんの結婚式

場に付き添ったことがある。その時は、保険で

訪問した場合と同程度の実費を頂いた。

（２）訪問時間内で切り上げることについて

・ターミナルの事例で家族の不安が強く、時間が

きたので引き揚げようとしたが、もう少し居て

ほしいと引きとめられ、帰れなくなってしまっ

たことがある。結局、超過分の請求ができず、ボ

ランティアになってしまった。最期を迎える場

面では費用の説明など出来ない。どのように対
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もらい信頼関係を築いていく。

・遺族との面接の中で、最後の最後まで化学療法

を行い、最終段階で在宅か介護療養型施設への

選択を迫られる現状があった。ある事例は、退

院時共同指導によって、地域の援助関係者と会

い、どんなサービスが使えるのか、誰が関わっ

てくれるのかを理解し、これだけの人が支えて

くれるならば大丈夫だろうと安心できた。退院

前に訪問看護師など地域の援助関係者が来て

くれることは、本人・家族の選択の幅を広げる

ことにつながると思う。

（４）利用者への電話連絡について

・気になるときは利用者宅に電話をかけ、看護師

がついているという安心感につながるように

している。

・訪問看護師の自宅から遠く、すぐにかけつける

のが難しい事例などは、金曜日に利用者宅へ電

話して状況を把握し、必要な指導をしている。

こうすることで、夜間の緊急訪問を減らすこと

ができる。

（５）訪問看護や在宅ケアに対する理解の不足に

ついて

・病院の看護師が訪問看護を体験するような機

会があればもう少し理解してもらえるのでは

ないか。

・病院の管理職（看護師長、主任）に対して訪問看

護研修を開催しているところもある。

・次に活かすためにデスカンファレンス（主治

医、ヘルパー、ケアマネ、訪問看護師）を行って

いる。病院へフィードバックするべきだとは思

うが、そこまでに至っていない。病院の看護師

も患者が在宅に戻ってからのことが気になっ

ていると思う。病院の方へフィードバックする

ことで、在宅でみることは無理だと過小評価し

ていた病院従事者も、在宅が可能であることを

理解するようになるのではないか。

・病院か在宅かの決定を医師がしてしまう現状

がある。看護師が医師に伝えていく力をつけて

いかなければならない。

・訪問看護師から病棟看護師に在宅での現状を

伝えていくことで、在宅療養への選択でよかっ

たんだと理解してもらえるのではないか。連携

していくことが大切である。

・訪問看護ステーションから相談窓口には在宅

での現状などを伝えていっているが、病棟看護

師には返していない。困った事ばかりではな

応しているか教えてほしい。

・費用については契約時にしっかり説明してお

く。利用者に理解してもらえるように説明する

ことが重要である。

・臨死期を迎えた段階では、今から起こる状況を

伝え、家族がどのように対応したらよいか具体

的に説明する。その上で、変化があったらいつ

でも駆けつけることを約束して訪問を終える。

・訪問看護師の側が不安でその場を離れられな

いということもある。スタッフが訪問先で困っ

た場合、ステーションに連絡して相談するよう

指導している。場合によっては、所長が電話口

で家族に説明して、帰ることに納得して頂く場

合もある。

・看取りの場面で大切なのは、家族で見守ること

なので、家族の時間を大切にできるように働き

掛けている。近くへ訪問した時に立ち寄り「何

かあったら電話してくださいね」と声を掛けた

り、電話をして気に掛けていることを伝える。

（３）訪問看護につながる時期が遅いことについ

て

・開設して４年になるが、ターミナル患者の利用

者が増えてきている。余命１～２カ月ではメン

タル面には踏み込めず、利用者のやりたいこと

が把握できない。臨床心理士のサマリーから把

握することもある。どうしても点滴管理や痛み

の観察、ケアが先行してしまい、寄り添うこと

は出来るが、深く関わることは難しい。

・１～２カ月ならばまだ長い方だと思う。１～２

日ということもある。精神面のケアをしたいと

思っても、例えば50歳代と若いターミナルの事

例であまり立ち入らないでほしいというタイ

プの利用者があった。距離を保ちながら関わる

べき事例もあるのではないか。

・入院中に「今しか戻る時がない」と医療者側の判

断で在宅療養に移行するケースがあるが、利用

者側にすれば見離されたような気になってい

る。このような場合は訪問看護師の受け入れも

よくないことが多い。

・医療者と利用者間にズレがあり、契約時に「こ

んなはずではなかった」「あんたたちが何をし

てくれるのか」と感情をぶつけられることもあ

る。このような状況を受け止めて、在宅のよい

面に気づいてもらえるよう働きかける。病院で

は無理なことでも在宅であればできると具体

的に説明し、訪問看護ができることを理解して
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れている。今後も続けてほしい。

・今回のような機会は勉強になるが、時間を空け

なければいけないので他に方法があればよい

と思う。

５．本学に対する期待・要望など

・今後もこのような学べる場をつくってほしい。

問題を提示してもらえるとうれしい。

・拠点となって情報を発信してほしい。最新情報

が知りたい。

・在宅を希望する看護職、在宅を理解できる看護

職が増えることを願う。

・代替療法（アロマセラピー、マッサージ等）を取

り入れているステーションの話を聞きたい。

・一般の看護職が参加できるセミナー・授業等が

あれば参加したい。

・研究のテーマなどについてアドバイスをもら

えるとうれしい。

６．その他の意見・感想

・圏域ステーション全部が集まれば、チームづく

りなどもっとよい意見交換ができると思う。

・訪問看護をPRする必要性は感じるが、今より利

用者が増えると対応できない。

　　自己研鑽に関する質問紙調査からみた

訪問看護師の学習ニーズ

１．質問紙調査の目的と方法

本調査の目的は、岐阜県内ステーションで働く

看護職の自己研鑽の実態から、訪問看護の実践能

力向上に係る課題や可能性を捉え、これをもとに

訪問看護師の生涯学習支援のあり方を検討する

ことである。

県内の全ステーション（90ヶ所）の全看護職員

を対象にして、自記式質問紙調査を実施する。質

問紙は電話で趣旨を説明し了解が得られたステ

ーションに対し、管理者を含む全看護職員数分を

郵送する。なお、質問紙記入後は返信用封筒に入

れて個別に返送してもらう。

２．質問紙の配布・回収状況

質問紙送付に了解が得られたステーションは

87ヶ所で、511人の訪問看護師に対して質問紙を

配布し、387人（75.7%）から返送された。基礎的質

問項目に回答されていない質問紙は無効とした

く、良かったことを伝えていくと励みになって

いくのではないか。

　　参加した看護職の反応・意見

ワークショップ研修終了後、事業評価をするた

め参加者にアンケートへの協力を依頼した。その

結果を以下に示す。

１．ワークショップ研修の実施日時・場所

日時については、ほとんどの参加者が曜日・時

間帯ともに適切であると回答した。場所について

も、静かな環境で集中できた、本学に来てみたか

ったので喜んでいる、迷うことなく到着できた等

肯定的な受け止めであった。

２．ワークショップ研修の内容や進め方

話し合いのテーマが興味のあるものでよかっ

た、自分たちの思いが気軽に表現できた、話しや

すい雰囲気だったなど肯定的な感想が多かった。

３．研修に参加して得られたこと

・他施設の看護職の考え方や取り組みを知るこ

とができ、貴重な経験になった。

・ステーションのブロック会議よりも看護につ

いて語り合えた。

・抱えている課題が同じであることが共感でき、

うれしかった。誰もが同じ思いであるとわかり

心強くなった。

・ステーション運営の仕方や対応方法など他施

設のやり方がわかり参考になった。

・日頃、こうあるべきと思っていることが、他の

ステーションの看護職の意見を聞いて裏付け

られたように感じた。

・病棟看護師に情報を返すことで在宅のよさや

訪問看護の力をアピールできると気づいた。

・情報を共有するためには、相手の顔が見えるこ

とが大切だと感じた。

・病院との連携の大切さを改めて感じた。

・個々の看護職が力をつけていくことが大切で

あると感じた。

４．個別職場訪問研修に対する意見・感想

・面接を通して刺激してもらえた。教員の意見も

返してもらえて参考になった。

・大学の教員が訪問看護の質向上に努力してく

Ⅴ

Ⅵ
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ため、有効回答数は375人（73.4%）となった。

３．結果

質問紙では、回答者が勤務するステーションの

属性、回答者の属性、自己研鑽の現状について尋

ねているが、本稿では訪問看護師の学習ニーズを

中心に結果を示す。すなわち、回答者の属性、訪問

看護に従事してから強化の必要性を感じる能力、

能力を高めるために実施していること、レベルア

ップのために欲しいサポートに対する回答結果

を報告する。

１）回答者の概要

回答者の概要を表７に示した。看護師として

の採用者が326人（86.9%）と全体の大部分を占

め、正規雇用の職員は183人（48.8%）で約半数と

なっていた。看護職として15年以上就労してい

る者は224人（59.7%）で、全体的にベテランの割

合が高いといえるが、訪問看護の経験年数には

かなりばらつきがあった。１年未満と１～３年

未満を合わせると122人（32.5%）で、およそ1/3

は訪問看護の経験が３年未満であった。

訪問看護に従事してから、特に強化の必要性

を感じる能力があるかどうか尋ねたところ、

351人（93.6%）が「ある」と回答した。なお、「あ

る」と回答した351人には、以下の２）３）４）に

ついても回答を求めた。

２）強化の必要性を感じる能力

選択肢を挙げて必要性を感じる能力をすべて

答えてもらった結果を表８のⅠに示した。

７割以上の回答者が強化の必要性を指摘した

のは、「フィジカルアセスメントの能力」「利用者

の実生活に即した看護を展開する能力」「利用者

本人の心身状態に応じたケアを提供する能力」で

あった。次に多かったのは、「利用者と信頼関係を

形成する能力」「潜在的なニーズやリスクを発

見して予防的に働きかける能力」「他職種や関係

者と意思疎通を図り共同する能力」で、これらは

６割以上の回答者が選択し、「援助の必要性に関

する判断、実施した援助の意味や効果をわかりや

すく伝える能力」「利用者本人と家族の間を調整

する能力」は５割以上が選択した。これに対して、

「地域に埋もれている看護ニーズを予測してサー

ビス利用に結びつける能力」並びに「問題解決を

図るための研究的な能力」の２つを選択した者は

134人（35.7%）で、他の選択肢と比べ低い数値とな

っていた。

３）能力を高めるために実施していること

能力を高めるためにどのようなことに取り組

んでいるか、選択肢を挙げて問うた結果を表８の

Ⅱに示した。

８割以上の回答者が、「職場の同僚や上司に自

分の判断や実施したケアについて話し、助言や意

見をもらう」を選択し、６割以上が「必要な知識を

得るため、書籍・文献を用いて自己学習する」「法

人外部の研修会や勉強会に参加して学習する」と

していた。これに対して、「ステーションの勉強会

等で取り上げてほしいテーマを提案する」は105

人（28.0%）、「学会や報告会に参加したり発表した

りする」は59人（15.7%）で、あまり実施されていな

かった。

４）レベルアップするために望むサポート

訪問看護師としてレベルアップしていくため

に欲しいサポートについて、選択肢を挙げて尋

ねた結果を表８のⅢに示した。「職員同士が持ち

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PR

 

 

看

護

師

准

看

護

師

保

健

師

正

規

雇

用

非

正

規

雇

用

未

記

入

あ

り

な

し

未

記

入

五

年

未

満

五

十

五

年

　

　

　

未

満

十

五

年

以

上

未

記

入

一

年

未

満

一

三

年

未

満

三

五

年

未

満

五

十

年

未

満

十

年

以

上

未

記

入

326 41 8 183 130 62 132 238 5 7 139 224 5 42 80 59 112 75 7

86.9% 10.9% 2.1% 48.8% 34.7% 16.5% 35.2% 63.5% 1.3% 1.9% 37.1% 59.7% 1.3% 11.2% 21.3% 15.7% 29.9% 20.0% 1.9%

注）パーセントの数値は全回答者数に対する割合である。

介護支援専門員
資格の有無
（N=375）

雇用形態
（N=375）

採用職種
（N=375）

訪問看護の経験年数
（N=375）

看護職としての就労年数
（N=375）
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N=351

1．フィジカルアセスメントの能力 280 74.7%

2．利用者の実生活に即した看護を展開する能力 269 71.7%

3．利用者本人の心身状態に応じたケアを提供する能力 267 71.2%

4．利用者と信頼関係を形成する能力 262 69.9%

5．潜在的なニーズやリスクを発見して予防的に働きかける能力 252 67.2%

6．他職種や関係者と意思疎通を図り共同する能力 250 66.7%

7．援助の必要性に関する判断、実施した援助の意味や効果をわかりやすく伝える能力 224 59.7%

8．利用者本人と家族の間を調整する能力 206 54.9%

9．地域に埋もれている看護ニーズを予測してサービス利用に結びつける能力 134 35.7%
10．問題解決を図るための研究的な能力 134 35.7%

11．その他 15 4.0%

未記入 8 2.1%

1．職場の同僚や上司に自分の判断や実施したケアについて話し、助言や意見をもらう 313 83.5%

2．必要な知識や技術を得るため、書籍・文献を用いて自己学習する 238 63.5%

3．法人外部の研修会や勉強会に参加して学習する 231 61.6%

4．必要な知識や技術を得るため、他職種や関係者等に相談をもちかける 197 52.5%
5．受持ち（担当）以外の利用者にも関心をもち、よい看護を提供するために努力する 196 52.3%
6．法人内部の研修会や勉強会に参加して学習する 190 50.7%

7．ステーションの勉強会等で取り上げて欲しいテーマを提案する 105 28.0%
8．学会や報告会に参加したり発表したりする 59 15.7%

9．その他 3 0.8%

未記入 11 2.9%

1．職員同士が互いの持ち味を認め合い、助け合う雰囲気がある 269 71.7%

2．よいサービスの提供に向けて、職員間で率直に話し合う機会がある 234 62.4%
3．他の訪問看護ステーション従事者と情報交換する機会がある 228 60.8%
4．研修や勉強会、生涯学習に関する情報、学会などの情報提供がある 219 58.4%
5．年休など休暇がとりやすい雰囲気がある 197 52.5%

6．研修や学会等への参加費用の補助がある 192 51.2%

7．図書や雑誌、インターネットが使えるなど、職場に学習しやすい環境がある 189 50.4%
8．研修や学会等に出張扱いで参加できる 156 41.6%

9．能力に見合った評価や報酬が得られる 131 34.9%

10．その他 9 2.4%

未記入 3 0.8%

味を認め合い、助け合う雰囲気がある」が269人

（71.7%）と最も多く、それに「よいサービス提供

に向けて、職員間で率直に話し合う機会がある」

234人（62.4%）が続いており、日常的な業務を通

して実践能力を高めることが求められていた。ま

た、「他の訪問看護ステーション従事者と情報交

換する機会がある」を228人（60.8%）が選択して

おり、他施設と活動や経験を交流することが求

められていた。この他、研修・学会など生涯学習

に関する情報の提供や研修等の参加費用補助、

図書やインターネットなど学習しやすい職場環

境の整備を約半数が希望していた。一方、最も

選択率が低かった項目は「能力に見合った評価

や報酬が得られる」で、131人（34.9%）となってい

た。
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護家族の問題、「専門職や住民の認識不足」という

在宅ケアに対する社会的認知の問題、「医療機関

の支援不足」「時期が遅い」「医療資源の不足」とい

う医療機関の問題に大別することができる。これ

は、人々の在宅死への希望を支えるには多様な側

面からアプローチして問題解決する必要がある

ことを示唆している。訪問看護師はひとりの利用

者へのかかわりが、次の利用者が望む在宅死を支

えるための条件整備につながることも意識して、

家族や関係する専門職に働きかけていく必要が

あると考える。

看取りを支えるには濃密なケアが必要である

が、現在のような小規模事業所のステーションに

は限界がある。そのため複数ステーションによる

訪問活動が重要と考えたが、第二のステーション

が利用者と信頼関係を形成する点で問題を抱え

やすいことから、ターミナル期の利用者に複数ス

テーションがかかわることは容易でないことが

わかった。

２．訪問看護師の学習ニーズについて

質問紙調査により、訪問看護師の多くが的確な

フィジカルアセスメント、心身状態に応じたケア

提供、実生活に即した看護展開、利用者との信頼

関係形成、予防的な働きかけ、他職種・関係者との

協働にかかわる能力を高める必要性を感じてい

た。的確なフィジカルアセスメントや心身状態に

応じたケア提供は、訪問看護では単独で訪問して

サービス提供するため、自立して判断・援助する

必要があり、このようなサービス形態の特徴から

求められる能力であると考える。昨今は、難病や

がんターミナルなど心身状態が不安定な在宅療

養者が増加したことも、当該能力の必要性を高め

ている。利用者との信頼関係形成や実生活に即し

た看護展開、予防的な働きかけ、他職種・関係者と

の協働は、利用者が主（あるじ）であり、その生活

の場である自宅の特徴（家庭生活の場、医療従事

者などの専門職が不在、医療機器などがない）か

ら求められることであると考える。

回答者は看護職としての就労年数が長い人が

多かったが、おそらくは医療機関など施設内看護

の経験が主体であると推測される。そのため、利

用者の自宅で看護を提供した経験は少ないと思

われる。回答者が強化の必要性を感じている能力

のほとんどは、「自宅」という場で看護を展開する

際に求められる能力であるといえる。

　　教員の自己点検評価

１．実践の場に与えた影響

看護職の行動・認識の変化として教員からは、

「ステーション個々の現状を他施設と共有するこ

とで看護師自身の視野が広がったと思われる。」

「他施設での工夫や取り組みを知ることで、施設

の活動を振り返ったり、よい看護を提供するため

の重点を再認識する機会になっていた。」「ワーク

ショップの際に、互いの考え方や実践方法の意見

交換を行ったことで、日常業務の確認や考え方の

確認ができたと思う。」「ワークショップにおいて

他施設との情報交換ができ、今後の自施設での活

動に活かしていけそうだとの意見があった。」「当

初、病院看護職との連携について、連携の難しさ

とともに諦めのような感情を持っていたように

感じたが、ワークショップを通じて、現状を変え

る上で、利用者の様子を病院看護師へフィードバ

ックしてもらうことの必要性が少し理解しても

らえたのではないかと感じている。」などの意見

があった。　

２．本学の教育・研究活動に与えた影響

教育活動への影響として、在宅での看取りを支

援する際の家族支援の具体例を知ることができ、

がん患者の在宅支援に関する訪問看護師の現状

が確認できたことにより、学部・大学院教育に活

用できる可能性があげられた。また、今後のがん

看護専門看護師の実習を検討する上で情報を得

ることができ、有益であった。

研究活動の面では、教員自身が取り組んでい

る、がん患者への在宅療養支援に関する研究を進

める上で示唆が得られた。

　　今後の課題、発展の方向性

１．在宅での看取り支援における課題

個別職場訪問研修を通して把握した在宅での

看取りを支援する上での課題は、【在宅ターミナ

ルを支える家族の限界】【専門職および住民の在

宅ケアに対する認識不足】【在宅ターミナルケア

に対する医療機関の支援不足】【訪問看護につな

がる時期が遅い】【在宅ターミナルケアを支える

医療資源の不足】に整理できた。各カテゴリーの

キーワードに着目すると、「家族の限界」という介

Ⅶ

Ⅷ
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３．発展の方向性

当初の予定通り、引き続き圏域単位を基本にし

て、未実施である圏域を選択し、その圏域内ステ

ーションを対象にして本事業への参加を呼びか

ける。

質問紙調査の結果から訪問看護師の学習ニー

ズとしてまとめたことは、次年度の個別職場訪問

研修の設問やワークショップ研修のテーマを検

討する際に組み込み、教員の解釈したことを現地

看護職に返すことにより、さらに訪問看護師の学

習ニーズを明確にしていきたい。

これまでワークショップ研修は個別職場訪問

研修への参加を呼びかけたステーションのみを

対象に実施してきた。しかし、参加した多くの看

護職が、他ステーションの看護職と意見交換する

機会を求めていることから、平成23年度はこれま

で本事業の対象としたステーションすべてを対

象にワークショップ研修の案内を行いたい。

以上のことから、訪問看護師の学習ニーズとし

て、①利用者の生活の場で展開する看護の基本的

なあり方、②利用者の多様な心身状態や生活背景

に応じた看護判断・ケア提供・指導などの教育的

働きかけ、③他職種との協働による問題解決、に

かかわる学習が看護実践能力を高めるために重

要であると考える。

ワークショップ研修では、他施設の看護職と意

見交換することで看護実践やステーション運営

を振り返り、現状の是認や課題の共有が図られて

いた。また、ステーションのブロック会議よりも

深い意見交換ができたという感想があったこと

から、第三者である看護教員が介入することで、

より問題の本質に迫る議論に発展した可能性が

ある。これらのことから、他施設の看護職同士が

集まり、日常業務の中で意図的に行っている工夫

や直面している課題を引き出しながら意見交換

すること、教員は看護の基本に返って実践活動の

意味や価値を追求する姿勢で関与することが有

効であると考えられる。
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本学にて開催した。なお、平成22年度は創立10周

年記念事業を実施する中で卒業者を対象とした

シンポジウムが開催されることから、卒後２年目

卒業者交流会については、５月１回のみとした。

参加案内については、企画の趣旨・日程を卒業

前からアナウンスするとともに、卒業後に個別通

知にて案内した。さらに、県内就業施設には、看護

管理者等上司宛に卒業者の参加へのすすめ等配

慮をしていただけるよう依頼文書を出した。

当日スケジュールは、本学の生涯学習支援につ

いてのオリエンテーションのあと、新卒者、２年

目とも、卒業研究の領域および職種別に卒業者４

～６名と教員２～３名のグループに分かれ、意見

交換を行った。教員は適宜、意見を引き出す形で

グループに関わり、その場で必要に応じた指導・

助言を行った。

３）評価・検討方法

終了後に、参加者を対象に質問紙調査を行い、

時期や方法の適切性、参加してよかったこと、要

望などを把握した。グループ内での意見交換につ

いては、参加教員が記録し、就業後間もない時期

に卒業者が抱える課題を集約し、事業担当者間で

交流会のありようを検討することとした。また、

グループワークで気になった卒業者や個別に対

応した卒業者については、参加教員から報告を受

け、今後の支援を検討することにした。

４）倫理的配慮について

交流会参加者に対して、交流会での意見や参加

後の質問紙調査結果について、個人が特定されな

いよう意見を要約し、集計したものを事業報告書

として公表すること、また、交流会参加者の声を

小冊子にして、在校生あるいは本学就職ガイダン

スに集合する県内病院等の就業施設に配付する

ことを口頭で説明し了解を得た。さらに、交流会

の様子を写真撮影すること、その写真を小冊子に

掲載することについて、説明し了解を得た。

３．結果

１）新卒者交流会

参加者は、５月22日は19名（看護師13名、助産師

２名、養護教諭４名）、６月24日は19名（看護師18

名、助産師１名）であった。

両日とも４グループに分かれ、各グループに２

～３名の教員が参加し、意見交換を行った。発言

記録の要約は、表1-1～1-5に示すとおりである。

　　はじめに

平成18～20年度に実施した看護実践研究指導

事業の取組み（本学卒業者の職場定着と看護実践

研究の支援）により、特に新卒期の就業支援の必

要性が明らかになったため、平成21年度より、新

卒期の卒業者に焦点をあてた職場定着に向けた

就業支援として本事業に取り組むこととなった。

主な取り組みの内容は、新卒者交流会および卒後

２年目卒業者交流会開催による職場定着に向け

た就業支援と、本学が取組む共同研究や研究支

援、大学院博士前期課程への進学等生涯学習支援

についてのPR活動である。

　　事業の担当者

本事業は全学的取り組みであることから、各看

護学領域の代表者と看護研究センターの教員が

企画・運営し、その調整等を看護研究センターの

教員が担当している。平成22年度の企画･運営担

当者は以下のとおりである。

森仁実（地域基礎看護学領域）、両羽美穂子（機

能看護学領域）、服部律子（育成期看護学領域）、坪

井桂子（成熟期看護学領域）、岩村龍子・田辺満子・

大川眞智子（看護研究センター）

　　新卒者交流会及び卒後２年目卒業者交

流会の実施

１．目的

職場不適応を起こしやすい卒業後間もない時

期と職場にも慣れてきた２年目に、卒業者が集い

現場での体験を共有するとともに、交流を通じて

職場への適応を促進する。

２．実施方法

１）対象

新卒者として、平成21年度卒業者79名、卒後２

年目卒業者として、平成20年度卒業者83名全員を

対象とした。

２）方法

開催時期は、就業後間もない職場不適応を起こ

しやすい５月～６月とし、卒業者が参加しやすい

よう土曜日と平日の２日間を設定した。第１回目

を平成22年５月22日（土）、第２回目を平成22年６

月24日（木）に、両日とも13：00～14：30の時間帯に

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
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表1-1　就職して困ったこと、困っていること

①　新人教育体制への戸惑い

＜チームでの育成について＞

・　新人教育は、チーム皆で育てることになり、プリセプター制度でなくなった。日々の業務はペア

を組む先輩に聞くが、人によりやり方が違うため戸惑う。チームリーダーに基本的なことは確認

することになっているが、どう相談したらよいか迷う。

・　リーダーに相談することになっているが、リーダーも指導担当者も毎日変わる。誰に聞いたらよ

いかわからない。

・　新人４人が入り、始めの２週間は集合研修であった。プリセプター制が無くなり、チームリーダ

ーに相談することになっているが、リーダーは日々交替するし、指導担当も毎日替わる。ケアが

「どこまでできるか」と毎日聞かれる。

・　プリセプターは一応ついているが、勤務が合わないので、チームメンバーに聞くがやり方の違い

はある。「なぜそうするの」と聞かれ困るときがある。

・　見てもらう看護師によって、物品・手順などやり方が違うことが一番困る。患者に合わせるので

なく、指導者に合わせる状態になっている。

＜技術指導とチェックについて＞

・　新人の技術チェック表がある。チェックをする人は５年目以上と決まっており、現在、日勤業務

でペアを組んでいるのは２～３年目の人で、チェックが受けられず困っている。チェックが済ま

ないと、１人でできると思っても、１人で実施できない。

・　技術チェック表があり、それを持ち歩くことになっている。業務修了後チェックを受けようとす

ると「チェックの仕方が分からない」と言われるときがある。

・　技術チェック表は月に１回５年目以上の指導者がチェックすることになっているが、ケア時は、

活用されずに「これはやったから出来るね」で済まされ、ついてもらう人により自分で判断しな

くてはいけない。

・　自部署の患者の状態では、始めから経験できそうもない救急蘇生や吸入などの技術がチェック

表にある。

・　技術習得に対して不安が多い。授業では習っていないこと、病棟では行わない技術など。吸引に

苦手意識がある。

＜記録とチェックについて＞

・　記録のチェックを待っていると、帰宅時間が遅くなる。自分だけでなく、チェックしてくれる看

護師さんの帰宅時間も遅くなるのが申し訳ない。

・　勤務時間内にケアを行うことで“精一杯”で、その後に記録をし、先輩にチェックをしてもらって

いると、22時まで残業することになる。

・　フォーカス記録の書き方が分からない。

・　「記録から看護がみえてこない」「個別性がない」と言われる。

②　限られた時間で多くの看護ケアを行うことの困難さ

・　患者さんを何人も担当するようになってから、時間が足りないことを痛感している。

・　７～８人受け持つと、１人の患者さんに費やす時間が少ない。いつミスを犯すかと思うと、不安。

・　複数の受持ちをもった日に処置が間に合わず、無力感を感じた。

・　オムツ交換・体交は病棟で時間が決まっており、自分の仕事が滞ってしまう。時間内にケアを終

わらせるので精一杯。

・　「定時で終るよう入院人数を減らしている」と言われるが、時間内に終わることはない。

③　看護ケアの困難さとジレンマ

・　ケアに自信がもてない、なかなか上達できない。「先輩からは経験を積めばできるようになる」と

言われるが、いつになったらできるようになるか不安。

・　力量を超えていると思った時、フォロー看護師に伝えたが、「やるしかない」と言われた。手伝っ

てほしいと思っても、忙しい姿を見ていると言えない。

・　注射はまだできないので、先輩看護師に依頼しないといけないが、忙しそうでなかなか依頼でき

ず、自分の仕事が滞る。

・　業務の優先順位をうまくつけられない。

・　「分からないことを聞いて」と言われるが、分からないことが分からない。

・　継続受持ち制ではなく、チームナーシングのため、１人の患者さんに長く関わることができない。

・　もっと患者さんと関わりたいが、仕事に追われてしまう。卒研の時のほうが患者さんに寄り添え

ていた。葛藤を感じている。

・　様々な科から患者さんが入られるので、日々勉強。扱う疾患が幅広い。後追いの学習になる。
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・　日々の勉強が追い付かず、なあなあで業務をこなしてしまっている。しっかりやろうとすると残

業になり、定時で終ろうとするといい加減になってしまう。

・　オムツ交換を上手にできなかった時、「大学で何をしていたの」と先輩に言われた。

・　大学で習ったとおりの技術の方法でやると、時間がかかってしまう。応用も必要だと感じた。

④　身体的・精神的疲労感

・　帰宅時間が遅く、体力的に限界を感じている。

・　同期としか話せない。気疲れする。

・　病棟内で孤立している感じがする。なじめない。気疲れする。

・　師長から「ストレスある？」と言われて、ストレスが多少あっても、あると言えない。

・　プリセプターさんの立場を思うと、自分の本当の悩みを打ち明けられない。

・　同じ職場の人に何かを言っても、悪口のようにとられるので、本音を言えない。

・　同期にはしゃべれるけど、問題解決にはならない。ストレス発散にはなる。

⑤　その他

・　夜勤に１人のカウントで入っているので不安。

・　夜勤が始まったら体調管理ができるか不安。

・　何かと大卒は違うと言われるのが嫌だ。

・　「大卒は基本給が高い」と同期に嫌みを言われ、プレッシャーを感じた。学歴のことで悩むと思っ

ていなかった。

表1-2　困っていることへの対処方法

・　後から聞こうとすると聞けないこともあるので、後回しにしないようにしている。

・　残業時間が多いこともあるが、先輩のチェックを受けることで、自分ができていないところが分

かるので、ありがたいと思っている。

・　経験していない看護ケアをプリセプターや先輩に伝えて、そのケアがある時に声をかけてもら

えるようにしている。

・　自己チェックをしながら進めざるを得ないところがある。

・　技術経験については自分から見たいと申し出ている。注射手技などは、自分からもやりたい時は

申し出ている。

・　時間処置に追われてバタバタしており、いつミスするかと思うと不安。焦っていると思ったら、

自分の気持ちを落ち着かせるよう気をつけている。

・　卒業生に会って相談する。同期の仲間と励まし合っている。

・　同期の者で愚痴っている。大学の先輩と食事に行ったりしている。大学の先輩がいると安心す

る。

・　新人研修やプリセプターさんから学ぶことが多い。分からないことはどんどん聞くようにして

いる。

・　休みの日はゆっくり休養したり、気分転換に充てている。同期で就職した人たちとご飯を食べに

行ったりする

・　休日に図書館に来て、勉強している。同期の人同士で学習会をしている。同期の人や先輩にお勧

めの書籍を聞いたり、持っている本を借りたりする。

表1-3　就業継続について

・　今の病院を辞めて次を探すのも大変。頑張るしかない。他の病院でも同じことだと思う。

・　辞める勇気はない。何とか頑張れそう。

・　病棟では実習等で経験したことのない患者がおり、いろいろな治療・処置（ターミナルケアや死後

の処置など）が経験できる。

・　患者さんの所に行くと楽しいし、頑張ろうという気になる。

・　とてもいい雰囲気で、結婚して子供が出来ても何とかやっていけそう。

・　患者が重症化しているため、業務で21時から22時になることがある。重症患者のケアについてい

けないという同期もいるが、自分はどうにかやっていけそう。スタッフは皆優しくて、いい雰囲気

である。
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現場での就業・学習支援を受けることで困難さを

乗り越え対応していることが報告された。

２）卒後２年目卒業者交流会

卒後２年目卒業者の５月22日の参加は11名（看

護師９名、助産師２名）であった。２グループに

分かれ、意見交換を行った。発言記録の要約は、表

2-1～2-2に示すとおりである。

以上、限られた時間内に多くの看護ケアを行う

ことの困難さやジレンマ、技術・実践力の未熟さか

ら残業となり、身体的疲労に加え、精神的に気疲れ

している様子が明らかにされた。今年度は特に、新

卒者に対する卒後研修制度の努力義務化によりプ

リセプター制度等の研修体制の見直しが行われた

ことからか、現場での指導体制の混乱が不安と戸

惑いを与えていたが、新人同士で励ましあったり、

表1-4　現場での就業や学習支援について

・　新人研修がきちんとしている。技術習得のための計画表を作ってくれる。テクニカルラダーを導

入している。

・　新人向け勉強会がある。医師や先輩看護師が講師になっている。

・　毎日時間内にその日の指導者（教育係や主任）がリフレクションしてくれる。

・　部署で振り返りカンファレンスを開いてもらった。忙しく師長と新人だけだったが、師長さんに

はいろいろ話せた。

・　プリセプターがついている。プリセプターがいない日は、他の看護師が指導してくれる（気遣って

声かけしてくれる）。

・　プリセプターが大学の卒業生なので、技術が劣っていることを分かってくれている。定時で帰宅

できるよう配慮してくれたり、食事を取れているか気にかけてくれる。

・　病院・病棟全体として、新人を育てる雰囲気がある。プリセプターや先輩は、教えてくれる体制に

ある。

・　就職後１～２週間は、新人全体での研修を受けた。その後は月１回のペースで新人研修があり、愚

痴を言える機会にもなっている。同じ卒業生の顔を見ると安心する。

・　看護部の新人研修として、新人同士で愚痴を言い合う機会を設けてくれた。

・　新人同士、更衣室のロッカーの場所を近くにしてもらえたので、朝会った時に話ができる。

・　初任者研修（地区別）に参加。地区内の先輩に相談できる人はいる。

表1-5　その他

・　助産を専攻し３年次から大変だったが、その時、学習したことや実習体験が活きている。勉強して

いて良かったと思った。

・　大学側に望むこととして、このように話を聞いてもらえる機会があってよかったので、ぜひ続け

てほしい

・　大学の実習が勤務先の病院でないので、病院側が大学でどんなことを学んでいるのか知らないの

で、病院に伝えてほしい。

表2-1　困ったこと、困っていること

・　ターミナル期の患者が多く重症の人と糖尿病教育入院指導の人など、様々な患者を受け持つので

帰りが遅くなる。

・　ターミナルのケースへの対応についてなど、疑問に思うことがたくさんある。疑問に思っても、ま

だ言える立場でない。言えるようになった頃には今の状況に慣れきっているかもしれない。先輩

からも意見を聞かれたりすることもなく、自分でできないことがあっても言い出せない。　

・　内科外科の統合、緩和ケアも少し入っている病棟で、疾患も様々である。卒後２年目だが、経験が

あるので周りの人はそのようには対応してくれない。色々なことをしなければいけない。

・　今年２月から小児外科に希望して配属になったが、少し後悔している。勉強しても入退院が多く、

ついていけないことが多いので、先輩に「なぜ勉強してないの？」と指摘される。

・　日勤は自分だけ終っても帰りにくい。科によって帰宅時間にかなりの差がある。

・　入った時は新人としての扱いだったが、今年からプリセプター・チームリーダーをしている。誰も

教えてくれないので、自分でやっていくしかない。

・　電子カルテが導入されて、患者と話す時間が以前より減った気がする。看護の質が落ちてきたの

ではないかと思っている。

・　患者ひとりにかける時間が限られる。

・　個人を大事にすることを卒研でやってきたのに、病棟の看取りでは本人より家族の意見が尊重さ

れる。
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以上、卒後２年目の交流会では、ターミナルケ

アや緩和ケア、患者の抑制、１人の患者に関わる

時間の短さなど看護の質にかかわる内容やチー

ムでの実践体制や電子カルテへの対応など看護

業務実践に対する客観的な現状認識のもと、自分

がどうしたいと思っているかを表現できるよう

になっていた。

 

３）参加者の評価

交流会終了後、参加者に質問紙の記入を依頼

し、参加者49名（新卒者38名、卒後２年目11名）全

員から回答を得た。

（１）開催時期・時間・場所の適切性

参加者49名全員が開催時期・場所は適切であっ

たと回答した。開催時間について、１名が適切で

なかったと回答した。

（２）参加にあたって勤務調整したこと

事前に勤務希望を出した者は24名、もともと休

日であったものは10名であった。その他15名は参

加にあたり、施設側が出張扱いや年休等休日扱い

にするなどの勤務調整がみられた。

（３）本日の交流会参加の意義について

参加者49名中45名が大変有意義であったと回

答した。２名がどちらとも言えない、１名が無回

答であった。交流会に参加して有意義だった理由

は表3-1に示すとおりである。どちらとも言えな

いとした１名はその理由を「自分が困っているこ

とをもっと考えて臨むともっと良かったと思っ

た。」と参加して良かったと捉えられるものであ

った。

表2-2　困っていることへの対処と就業継続への対応、職場での就業支援など

・　２年目になって自分の関わりがしやすくなった。責任や知識のなさも感じて課題と思う。

・　後輩が入り、更に頑張らないといけないと思い始めた。２年目になり、自分から課題を促していか

ないといけないと思い始めた。

・　意見を求められることがあるので、その時には言える。また、プライマリーならこうしたいとは言

える。

・　卒研の学生の実習態度等について、上の人たちが困っている様子。上の人たちが忙しくなると自

分達にしわ寄せがくる。（終了後に卒研担当講座教員と話してもらう）

・　前の職場では１年後には他のところ移らないといけないからと先輩たちに厳しく教育されたが、

今となってはしっかり教育されたことが有難いと思える。

・　患者の抑制について、「自分の仕事量が増えて大変だから」と言われる看護師がいる。仕方がない

が始めは戦っていた。徐々に何もできなくなってきたので、戦うのはやめたが、同じ考えの人もい

るので、仲間を増やして変えていくしかないと思っている。

・　始めは患者を抑制していたが、なぜ患者はそのようにするのか（ex、バルーン抜去）チームで考え、

ケアの方法を工夫して、抑制をなくすように努力している。

・　デスカンファレンスを行っており、死の場面に立ち会うことが多い。看取りのケアについて、早め

に死期を感じ取ってケアができれば、よりよい看護になるのではないかと思う。

・　１年目に担当した患者が今年、再入院してくる等、継続して患者を診ることができる。
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新卒者にとって

有意義な理由 
記述内容の例 

他施設の状況

が聞けてよかっ

た 15名 

他の病院での勤務状況や、技術の習得状況などが分かってよかった。 

違う病棟、医療機関の新人教育の方法や困った時の対処法を聞けて参考になりました。

違う病院、病棟ではどう働いているのかということを知ることができて、自分の置かれてい

る環境の良さを感じることができた。 

自分自身が就職した病院と他の病院との比較ができて、自分自身の勤めている病院の

良いところ、改善すべきところを考えることができた。 

みんなの話が聞けて、どんなふうに働いているか分かって、自分も頑張ろうと思った。自

分とは違う体験をしているのを聞けてよかった。 

ストレス解消に

なった 4名 

ストレス発散になった。 

日頃無意識にたまったものが、久しぶりに会った仲間によってはき出された気がします。 

同じ悩みや考え

があることがわ

かって安心した  

17名 

同じようなことで悩んでいることが分かって、「自分だけじゃないんだな」と思えた。 

同じ状況に置かれている子がいて、色々話せたことが良かった。 

どのような気持ちでみんなが働いているか知ることができ、不安なところや困っていること

を共感できたから。 

久しぶりに会えてよかった。いろいろな病院のこと、同じ悩みを持っていることが分かっ

て、また明日から頑張ろうと思えた。 

日頃思っている悩みや現状を話せて、すっきりしました。病院によって勤務内容は違いま

すが、同じ悩みを持っている子もいて、安心しました。みんなの意見が聞けてよかったで

す。参考になりました。 

自分が抱えている思いや悩みは他の仲間も同様 に感じていることが分かり、踏ん張って

乗り越えていかなくてはいけないんだと思えた。 

意見交換をできたことで、みんな同じ悩みを持っていることが分かり、少しホッとしました。

友達と話せて良

かった、頑張ろ

うと思えた 6名 

他の病院で働く友人と話すことで、お互いの経験や思いを共有できて、気持ちが楽にな

った。みんな頑張っているから、自分も頑張ろうと思える。 

久しぶりに友達にあって、色々話せて元気になれました。 

懐かしいメンバーと、今の自分の状況について共有できて、とても楽しかったです。 

みんなの顔を見れてうれしかった！！ 

教員・同期生の

アドバイスが聞

けた 4名 

普段はなかなか会えない友人と近況報告ができ、先生からアドバイスがもらえてよかった

です。 

今の状況を仲間や先生と話すことができてよかった。 

他の子たちがどんな様子で過ごしているか、またそれに対しどのように対応するべきか、

先生たちからのアドバイスをいただけたから、とても参考になりました。 

色々な話ができ

た、話を聞いて

もらえた 3名 

いろんな話、考えが聞けた。 

普段病院では話せないような話もできてよかった。 

困っていることや、今の状況などたくさん話をすることができました。 

同期生と会えて 久しぶりに仲間に会えたことがよかったです。 
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うれしかった  

5 名 

大学の子と久しぶりに会えたことが、まずうれしかった。 

同じ学び舎で頑張った仲間と会えたことがよかったです。 

このように新人で集まって話せることがないので、集まって話せたことがよかった。 

看護の振り返り

になった 1 名 

自分の看護のふりかえりにもなった。 

その他 4 名 忙しくても勉強することが大事ということが分かった。 

領域ごとに分かれていて話しやすかったです。卒研の先生がいるともっと話しやすいの

かも！ 

他病院で働いている人と話すことで、自分の看護や病院の中で変だなと感じている部分

を共感してもらえて、自分の感性や感覚に少し自信が持てた。 

自分が困っていることをもっと考えて臨むともっとよかったと思った。 

  例の容内述記 目項

時期 

33 名 

1 年後 11 名 就職して 1 年経ったくらい 

いつでもよい  

7 名 
早めに教えて頂ければ、いつでもいいです。 

定期的に 5 名 

定期的にあるとうれしいです。（3 カ月、6 カ月、1 年…とか） 

1 年毎とか、定期的にあるとうれしいです。 

半年に 1 回くらい 

秋頃 3 名 秋頃 

冬頃 2 名 冬頃 

土日 2 名 土日 

その他 3 名 
3 年目とか、もっと経験を積んだ後もやってほしい。 

夕方～夜 

内容 

27 名 

今回と同様  

15 名 

今回と同様でよいと思う 

今回のように自由に話せるとうれしい。 

今回のような現在の状況について、困っていることが自由に話せる交流会 

悩みや困っていることなど、今回と同じような形。 

1 年の振り返り 

5 名 

1 年経ってどうだったか、今とどう変わったか。 

1 年を終えてもう一度語り合う。 

1 年間働いてみて。 

その他 7 名 

業務に慣れてきたころに今後どうしていくのか。 

看護や自分の今の状況について話す 

認定を目指す人のための何か… 

自分の看護や悩みについて 

理想と現実のギャップなど 

フリートーク 

仕事の状況など 

方法 

14 名 

今回と同様  

7 名 

今回のように自由に話せるとうれしい。 

今日と同じ感じで、また数ヵ月後にやりたいです。 

悩みや困っていることなど、今回と同じような形。 

グループと全体 

1 名 
グループ方式と全体交流を交えてほしいです。 

グループ形式 

2 名 

グループカンファレンス 

少人数のグループディスカッション 

その他 4 名 

もっと自由に話せる感じがいいです。 

同じ科に配属になっているメンバーでの交流会 

同じ領域内であっても、同じ就職先の人が多ければ、ばらしてもらえると情

報交換にもなっていいかと思いました。 

もう少し長い時間で 
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表3-1　交流会に参加して有意義だった理由
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（４）交流会への希望について

今後の交流会開催について、希望する時期・内容・方法は、表3-2に示すとおりであった。

うれしかった  

5 名 

大学の子と久しぶりに会えたことが、まずうれしかった。 

同じ学び舎で頑張った仲間と会えたことがよかったです。 

このように新人で集まって話せることがないので、集まって話せたことがよかった。 

看護の振り返り

になった 1 名 

自分の看護のふりかえりにもなった。 

その他 4 名 忙しくても勉強することが大事ということが分かった。 

領域ごとに分かれていて話しやすかったです。卒研の先生がいるともっと話しやすいの

かも！ 

他病院で働いている人と話すことで、自分の看護や病院の中で変だなと感じている部分

を共感してもらえて、自分の感性や感覚に少し自信が持てた。 

自分が困っていることをもっと考えて臨むともっとよかったと思った。 

  例の容内述記 目項

時期 

33 名 

1 年後 11 名 就職して 1 年経ったくらい 

いつでもよい  

7 名 
早めに教えて頂ければ、いつでもいいです。 

定期的に 5 名 

定期的にあるとうれしいです。（3 カ月、6 カ月、1 年…とか） 

1 年毎とか、定期的にあるとうれしいです。 

半年に 1 回くらい 

秋頃 3 名 秋頃 

冬頃 2 名 冬頃 

土日 2 名 土日 

その他 3 名 
3 年目とか、もっと経験を積んだ後もやってほしい。 

夕方～夜 

内容 

27 名 

今回と同様  

15 名 

今回と同様でよいと思う 

今回のように自由に話せるとうれしい。 

今回のような現在の状況について、困っていることが自由に話せる交流会 

悩みや困っていることなど、今回と同じような形。 

1 年の振り返り 

5 名 

1 年経ってどうだったか、今とどう変わったか。 

1 年を終えてもう一度語り合う。 

1 年間働いてみて。 

その他 7 名 

業務に慣れてきたころに今後どうしていくのか。 

看護や自分の今の状況について話す 

認定を目指す人のための何か… 

自分の看護や悩みについて 

理想と現実のギャップなど 

フリートーク 

仕事の状況など 

方法 

14 名 

今回と同様  

7 名 

今回のように自由に話せるとうれしい。 

今日と同じ感じで、また数ヵ月後にやりたいです。 

悩みや困っていることなど、今回と同じような形。 

グループと全体 

1 名 
グループ方式と全体交流を交えてほしいです。 

グループ形式 

2 名 

グループカンファレンス 

少人数のグループディスカッション 

その他 4 名 

もっと自由に話せる感じがいいです。 

同じ科に配属になっているメンバーでの交流会 

同じ領域内であっても、同じ就職先の人が多ければ、ばらしてもらえると情

報交換にもなっていいかと思いました。 

もう少し長い時間で 
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Ⅳ　　卒業者支援に関するPR活動等

１．新卒者交流会及び卒後２年目卒業者交流会

参加を推進するPR活動

①３・４年次生に対する新学期のガイダンスと卒

業前の３月に、交流会の参加案内をするととも

に卒業者の就業・看護生涯学習支援として大学

が取り組んでいる諸活動（各種交流会、共同研

究・研究支援事業、個別相談など）を看護研究セ

ンターパンフレット等で説明・案内した。同時

に在学生向けの交流会PRポスターを作製し、学

内に掲示した。

２．同窓会との連携を推進する活動

①今年度は、創立10周年記念事業及び看護学部同

窓会設立総会が開催されることから、交流会参

加案内の発送時には、その案内も同封し参加の

表3-2　交流会開催についての希望
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している卒業者をどのように見出していくかも

検討課題である。

　　今後の改善・改革に向けた方策

１.新卒者及び卒後２年目卒業者交流会の継続 

新卒者及び卒後２年目卒業者交流会について

は、今後も参加者からの肯定的評価や要望を生か

し、継続していく。参加案内時には、可能な限り就

業施設への参加支援依頼を行う。

２.同窓会との連携による卒業者支援の強化

卒業者への就職情報提供や卒業者同士が就職・

生涯学習に関する情報交換ができるシステム等

の構築、大学と接点が乏しい卒業者の就業・生涯

学習支援ニーズの把握方法などの検討が必要で

ある。これらについては、学部同窓会や大学院同

窓会と連携・協働した支援のあり方を各組織とと

もに検討していく。

また、交流会当日は、本学卒業生である教員の

参加を依頼し協力を求める。

３．看護実践現場との連携・協働

就職・進路対策部会等との連携・協働を強め、新

卒者交流会の小冊子を活用することで、現場の看

護管理者等に新任期の状況を理解してもらい、

新任者の就業支援や看護生涯学習支援に役立て

ていただきたいと考える。今後は、就職ガイダン

ス時等で現場の看護管理者等と本取組みの結果・

課題等を共有して、新卒期看護職者のニーズに即

した就業・看護生涯学習支援の方法を共に検討す

る。

呼びかけをした。

②交流会当日は、本学卒業生である助教の先生方

に依頼しグループでの意見交換に参加しても

らった。

３．看護実践現場との連携・協働を推進する活動

①卒業者支援としての本交流会の周知と参加促

進を図るために、新卒者交流会の実績や話し合

い内容などをわかりやすく記載したPR用小冊

子21年度作成分を増刷し、本交流会の意図や実

際の理解を深めてもらうことに加えて、新卒期

看護職者の実態を理解してもらい、職場適応に

向けての支援の改善につなげてもらうために、

新卒者・２年目卒業者の主な就業施設（県内16

施設）に本冊子を同封し交流会への参加支援を

依頼した。

②５月に学内で開催された就職ガイダンス時に

ガイダンス参加病院16施設にもPR用小冊子を

配布し、卒業後間もない時期の就業状況の理解

を促した。

　　教員の自己点検評価

新卒者にとっては、卒業者個々で悩んでいた問

題が、卒業者同士の情報交換によって共有でき、

自分を客観視でき今後の活力に繋がったように

思われる。時期的に不安や疲れを感じている時で

あったこともあり、母校で同期生と交流すること

で励みになったようであった。何よりも、ありの

ままの自分をカミングアウトすると同時に自分

たちが受けている就業支援についても自覚し表

現するリフレクションの機会となることができ、

参加して良かった、楽しかったという声が示すよ

うに交流会開催の意義と必要性が確認できた。

卒後２年目では、それなりに自立・自律してで

きる部分も増えて、看護の質や業務体制への批判

的な気づきを持ち始めていた。その気づきを自覚

し、共有する場として語り合える場は必要であ

る。お互いに、１年間の成長を自覚し確認できる

機会になったと考える。

今後さらにこの気づきを実践上の課題として

研究的に取り組むことへの支援が必要と考える。

交流会参加にあたり、約半数の者は事前に勤務

希望をだし参加していたが、残り半数は、案内時、

参加支援依頼をした施設等を中心に職場の協力・

支援が伺い知れた。今年度は両日とも保健師の参

加がなかったことは今後検討を要する点である。

参加者を増やす方策と共に、本当に支援を必要と

Ⅵ

Ⅴ
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