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第１部 

平成25年度 看護実践研究指導事業報告 

１．概要                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



報告書の概要 
 

Ⅰ．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ている。 

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、本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｡ 

今年度は、以下の表に示したとおり、6事業に取り組んだ。No.1～4 は継続事業であり、そのうち No.2

は今年度で終了した。なお、No.5～6 は今年度開始の新規事業である。 

 

 

平成 25 年度 看護実践研究指導事業一覧 

Ｎｏ． 事業名 担当教員 協力者 

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～ 

看護研究センター： 

大川、岩村、田辺、丹菊 
 

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～25 年度 

地域基礎看護学領域： 

森、松下、杉野、 

田中、日比野、原田、 

種村、髙橋（智） 

成熟期看護学領域：奥村 

 

3 

実践現場における看護実践の改

善・改革を推進する看護研究の

支援方法の開発 

平成 24 年度～ 

地域基礎看護学領域：北山

育成期看護学領域： 

服部（律） 

成熟期看護学領域：奥村 

看護研究センター： 

会田、岩村、丹菊 

学部長：黒江 

看護研究センター長：小西 

 

4 

利用者ニーズを基盤とした退院

支援の質向上に向けた看護職者

への教育支援 

平成 24 年度～ 

地域基礎看護学領域： 

藤澤、黒江、髙橋（智） 

成熟期看護学領域：田村 

看護研究センター：丹菊 

岐阜県医療整備課： 

岡田、中川 

5 

地域における母子保健活動の充

実に向けた研修会 

平成 25 年度～ 

育成期看護学領域： 

服部（律）、布原、名和、

山本、武田、纐纈、松山 

 

6 

特別支援学校に勤務する看護師

の専門性の向上と自立への支援

平成 25 年度～ 

育成期看護学領域： 

勝田、世一、谷口、 

長谷部、山本、 

服部（佐）、纐纈 
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Ⅱ．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 
本学では、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っている。

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ができるよう、その申請に基づき支援している｡ 

研究支援の運営は、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、看護研究センターの教員が担っている。 

１）担当者 

 看護研究センター：大川眞智子、岩村龍子、田辺満子、丹菊友祐子 
２）方法と実績 

（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。 

 交流会の活動である「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 24 年度は、9 題の申し込みがあり、すべての課題が研究支援の適用となっているが、支援開始

予定が次年度のもの 1 題を除いて、8 題の研究支援を開始している（表 1）。この 8 題の研究支援の対

象は、病院（4施設）の看護師 13 名、助産師 3名、社会福祉施設（1施設）の看護師 3名で総計 19 名

であった。支援担当教員は、地域基礎看護学・機能看護学・育成期看護学・成熟期看護学・看護研究

センターから選出された 16 名（各課題につき 2 名）である。なお、8題のうち、新規 4 題、継続 4題

（2年目）であった。 

また、平成 25 年度は、平成 26 年 1月末現在、8題の申し込みがあり、すべての課題が研究支援の適

用となり、平成 24 年度に申し込みがあり支援開始が平成 25 年度の 1題と合わせて、9題の支援を開始

している（表 2）。この 9題の研究支援の対象は、病院（4施設）の看護師 26 名であった。支援担当教

員は、地域基礎看護学・育成期看護学・成熟期看護学・看護研究センターから選出された 19 名（各課

題につき 2～3名）である。なお、9題のうち、新規 8題、継続 1題（2 年目）であった。 

３）支援を担当した教員の自己点検評価 
平成 25 年 4 月から平成 26 年 1 月末までに支援を終了した 8 題のうち 5 題より支援担当教員から評

価が得られ、支援を受けた看護職の実践活動の改善・充実、今後の実践の充実・改善や質向上につな

がる可能性や期待が確認された。また、研究支援システムの改善に向けた意見として、テレビ会議シ

ステムの充実に関する要望が挙がった。 

４）支援を受けた看護職の自己点検評価 

8 題のうち 5題（面接調査の対象 3題を除く）の看護職から自己点検評価の返送があり、実践の改善・

充実につながったことや今後どのように実践の改善につなげたいかが具体的に記載されており、看護

実践の改善につながる研究であったことが確認された。また、教員による支援を受けてよかったこと

は、すべての研究課題で記載されており、「大学図書館が利用でき、教員から文献を紹介してもらえ

た」「考え方・方向性が分からなくなった時、すぐに助言をもらえた」「納得いくまで繰り返し指導

してもらえた」「わかりやすく理解しやすかった」など、肯定的な評価を受けている。また、今後も

実践の改善につなげていきたい意欲も確認できた。一方、研究支援システムの改善点として、テレビ

会議による支援を希望する意見が確認された。 

５）今後の課題 

今回、看護職からの自己点検評価において、遠方であることからテレビ会議の活用を希望する意見

が挙がっており、教員からも同様の意見が確認された。今後もテレビ会議システムの充実を図り、現

地側が支援を受けやすい体制を整えていく必要があると考える。 

研究支援を受けたことが看護職に及ぼした影響や成果・課題を明らかにし、今後の研究支援のあり

方・方法を検討するために、過去に支援を受けた看護職を対象にした面接調査を 24 年度末から 25 年

度にかけて実施した。調査結果については、平成 26 年 3 月 24 日開催の FD 研修会で全学的に共有し、
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研究支援のあり方・方法を検討する予定である。次年度以降、この調査結果を踏まえて、交流会役員

会と協議をし、よりよい研究支援のあり方・方法を追究していきたいと考える。なお、調査結果につ

いては、学会等で公表していく予定である。 

 

表 1 平成 24 年度に研究支援を開始した研究課題 
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 

整形外科における下肢運動器障害をも

つ患者の転倒状況の特徴～看護師の転

倒予測・直感の根拠をもとめて～ 

病院 

看護師 3名

両羽美穂子（機能看護学） 

山 田 洋 子（地域基礎看護学） 

平成 24 年 4月

～25 年 3月

（2年目） 

2 妊娠中～産褥までの保健指導の見直し 
病院 

助産師 3名

布 原 佳 奈（育成期看護学） 

武 田 順 子（育成期看護学） 

平成 24 年 4月

～25 年 3月

（2年目） 

3 
2 歳児の採血・点滴処置に遊びを取り入

れて ～児を尊重した採血・点滴処置～

病院 

看護師 4名

長谷川桂子（育成期看護学） 

長谷部貴子（育成期看護学） 

名和文香 （育成期看護学） 

平成 24 年 6月

～25 年 5月

4 
当院未熟児室の祖父母面会の導入の検

討 

病院 

看護師 1名

谷口惠美子（育成期看護学） 

服部佐知子（育成期看護学） 

平成 24 年 6月

～25 年 5月

5 
NSTとの協働による看護実践の充実に向

けた取り組み 

病院 

看護師 2名

藤澤まこと（地域基礎看護学) 

大 井 靖 子（地域基礎看護学） 

平成 24 年 8月

～25 年 7月

（2年目） 

6 
下肢骨折患者の安全・安楽を考えた足台

を用いての側臥位保持の検討 

病院 

看護師 2名

北 村 直 子（成熟期看護学） 

大川眞智子（看護研究ｾﾝﾀｰ） 

平成 24 年 8月

～25 年 7月

（2年目） 

7 身体拘束に対する看護師の意識調査 

社会福祉 

施設 

看護師 3名

長谷部貴子（育成期看護学） 

窪 内 敏 子（成熟期看護学） 

平成 25 年 1月

～25年12月

8 
災害対応ボードの運用見直しの検討～

災害状況の可視化～ 

病院 

看護師 1名

梅 津 美 香（成熟期看護学） 

丹菊友祐子（看護研究ｾﾝﾀｰ） 

平成 25 年 1月

～25年12月

 

表 2 平成 25 年度に研究支援を開始した研究課題 
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 
初療現場における救急看護師の脳卒中

が疑われる患者に対する看護の実際 

病院 

看護師 1名

古 川 直 美（成熟期看護学） 

浅 井 恵 理（成熟期看護学） 

平成 25 年 6月

 ～26 年 5月 

2 効果的な転倒・転落防止のケア 
病院 

看護師 8名

田 中 昭 子（地域基礎看護学) 

斉 木 良 美（成熟期看護学） 

平成 25 年 5月

～26 年 4月 

3 

当院での転倒・転落のリスク因子につい

ての検証～5年間の転倒・転落発生のデ

ータ分析を通して～ 

病院 

看護師 8名

田 中 昭 子（地域基礎看護学) 

小 澤 和 弘（看護研究ｾﾝﾀｰ） 

斉 木 良 美（成熟期看護学） 

平成 25 年 6月

 ～26 年 5月 

4 

整形外科病棟における深部静脈血栓予

防のための足関節背底屈運動定着に向

けた教育的取り組み 

病院 

看護師 1名

北 村 直 子（成熟期看護学） 

髙 橋 智 子（地域基礎看護学） 

平成 25 年 5月

～26 年 4月

5 
救急外来看護師のインシデント報告に

対する意識向上への取り組み 

病院 

看護師 1名

布 原 佳 奈（育成期看護学） 

宇佐美利佳（成熟期看護学） 

平成 25 年 6月

～26 年 5月 

6 

緩和ケア病棟の入院患者の家族への援

助～家族へのタッチングの教育を試み

て～ 

病院 

看護師 2名

田 村 正 枝（成熟期看護学） 

浅 井 恵 理（成熟期看護学） 

平成 25 年 6月

  ～26 年 5 月

7 
常同行動がある自閉症患者への関わり

～遊びを取り入れた取り組み～ 

病院 

看護師 2名

石川かおり（地域基礎看護学） 

高 橋 未 来（地域基礎看護学） 

平成25年11月

  ～26年 10月

8 
アロマテラピーを活かした周辺病状

（BPSD）軽減への試み 
病院 

看護師 2名

窪 内 敏 子（成熟期看護学） 

星 野 純 子（成熟期看護学） 

平成25年11月

  ～26年 10月

9 災害対応ボード運用の検討 
病院 

看護師 1名

梅 津 美 香（成熟期看護学） 

丹菊友祐子（看護研究ｾﾝﾀｰ） 

平成 26 年 1月

  ～26年 12月

（2年目） 
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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 

 

１）目的 

 在宅ケアの体制整備は重要な課題であるが、訪問看護ステーション（以降、ステーションと記す）

はその一翼を担う機関として責任を果たすことが期待されている。しかし、ステーションは小規模な

事業体であるため外部研修に参加する機会が限られおり、本研修に参加した看護職の反応から、施設

を超えた交流が求められていることを確認している。今年度は東濃圏域のステーションを対象にして

研修を行い、当該圏域における訪問看護の現状から整理した課題を現地看護職と共有することを通し

て、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。 
２）事業担当者 

 地域基礎看護学領域：森仁実、松下光子、杉野緑、田中昭子、日比野直子、原田めぐみ、種村真衣、

髙橋智子、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 

東濃圏域の 4市（土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市）に開設されている全ステーション 12 施設の

うち同意を得られた施設を訪問して、現地看護職から訪問看護サービスの提供状況およびステーショ

ンの運営状況について現状を把握する。教員は、把握した活動の現状と地域特性から予測される住民

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。 
（2）ワークショップ研修 

東濃圏域にある 12 ステーションに加え、圏域内の国民健康保険立の医療施設（以降、国保医療施設

と記す）10 ヶ所の看護職に参加を呼びかける。ワークショップ研修では、教員が捉えた訪問看護活動

の現状と課題を返し、「在宅ケア充実に向けて訪問看護が取り組むべきこと」をテーマに意見交換する。 
４）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 
 表 1 に示す 8 施設において、計 16 名の参加を得た。 
 
表１ 個別職場訪問研修の参加者数および担当教員 

開設者 看護職員数* 研修参加者数 担当教員氏名 

医療法人 3.6 人 1 人 奥村・種村 

医療法人 3.0 人 3 人 田中・髙橋 

市町村 3.5 人 4 人 森・髙橋 

市町村 4.0 人 1 人 田中・髙橋 

営利法人 3.3 人 2 人 日比野・原田 

営利法人 4.2 人 1 人 日比野・髙橋 

厚生連 4.0 人 2 人 田中・原田 

社会福祉法人 5.0 人 2 人 森・種村 

＊常勤換算した人数 
 

②教員が捉えたステーション活動の概要 

ⅰ．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、利用者・家族と信頼関係を形成し、話をよく聴き、支える姿勢で

臨むこと、利用者の生活リズム、ルール、経済的負担等を考慮すると共に、ケアやケアプランを充実

させるため、医師やケアマネジャーへの情報提供やケア方法の提案・相談、連携のための会議への参

加などに取り組んでいた。 

ⅱ．在宅での看取り、難病など濃厚な支援を要す利用者への対応状況 

在宅での看取りを実現するため、看取りに対する気持ちのずれが生じないよう、利用者と家族の思

いを確認すること、家族の迷いや不安を受け止めながら看取りに向けた心の準備ができるよう、教育

的な対応等がされていた。また、在宅医の状況に応じた看取りの支援体制を整えるため、主治医・専

門医・ケアマネジャー等との連携が行われていた。ALS やがん末期など頻回な訪問が必要な利用者に対

しても、複数ステーションではなく、1ステーションでサービス提供がされていた。在宅での看取りを

実現する上での課題として、在宅医の不足やそれに伴う一部の医師への過負荷など医師の支援体制が

整っていないこと、訪問看護の人員不足、家族への対応やケアの難しさ、疼痛のアセスメントに関す

る問題等が指摘された。 
ⅲ．在宅ケア充実のためにもっと応えたい対象・やりたいと思う活動  
 複数のステーションや参加者から、人工呼吸器装着の乳幼児など重度障害を持つ小児に対応できる

実践能力の向上と、そのための体制づくりをすることが挙げられた。 
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（2）ワークショップ研修 

 平成 25 年 11 月 30 日（土）の午後に武並コミュニティセンターにおいて開催した。参加者は 6ステ

ーションから看護職 6 名、1 国保医療施設から看護職 1 名、教員 6名の計 13 名であった。個別職場訪

問を通して教員が捉えた訪問看護の現状を報告した後、「在宅ケア充実に向けて訪問看護が取り組むべ

きこと」をテーマに意見交換した。 

往診可能な在宅医が限られている現状の中、在宅での看取りの希望に対応するため、死亡診断書作

成やエンゼルケア実施に関し柔軟な対応をしていること、一部の医師への過重な負担を軽減するため、

事前に相談して医師を夜間に呼び出さないで済むようにしていること、医師と消防署が連携し、現場

の救急隊員が利用者の意向にそった対応ができるよう文書を取り交わしていることなどが共有された。  

重度心身障害児の訪問について、ステーションには小児看護の経験者が不在であるため、依頼があ

っても乳児の人工呼吸器装着児等の受け入れは慎重にならざるを得ないこと、圏域内に重度心身障害

児に対応できる専門医や後方支援病院がないため、県外病院の専門医との連携が必要になり、レスパ

イトができる資源もないことから、「小児を受けないといけない」という意識はあるが困難感が大きい

こと、重度障害をもつ乳幼児の問題は、ステーションだけでなく地域の課題であることを確認し合っ

た。 

（3）参加した看護職の反応・意見 

 ワークショップ研修で話題になった現状や課題は身近なもので、参加者の関心は高く、東濃圏域の

ステーション設置状況などを岐阜県と比較できるよう教員が作成した資料にも関心が寄せられた。ワ

ークショップに参加したことで、他ステーションの取り組みを具体的に知ることができた、利用者・

家族との関わりについて気づきがあった、小児の訪問看護に対する抵抗感が少し緩和されたなどの感

想が得られた。一方、研修時間が限られていることから、個別訪問の結果はポイントを報告するだけ

にして、具体的なテーマを提示して意見交換を深めた方が良いなど改善に向けた意見も出された。 

５）教員の自己点検評価 

 実践に与えた影響として、個別職場訪問研修では、自分達の行っている看護を振り返る機会になっ

たという意見があり、教員が活動の現状を尋ねることは看護職に活動の振り返りを促し、その意味を

確認する機会になっていると考えられた。ワークショップ研修では、他ステーションが取り組んでい

ることがわかった、利用者へのかかわりを振り返る機会になった、県内全体からみた東濃圏域の現状

を知ることができたなどの意見があった。以上のことから、施設間で互いの活動について情報共有す

ること、岐阜県など広域的視点から現状を確認する意義が共有できたと思われる。 

 往診可能な医師が限られる中で、利用者の在宅死の希望に応えるため主治医・訪問看護師・ケアマ

ネジャー等が連携して、死亡診断書の作成やエンゼルケア等について事前相談しながら柔軟な対応が

されていた。これらの取り組みは、地域の現状に即した問題解決の事例として学生に示すことができ

ると考える。また、東濃圏域では重度心身障害児の在宅ケアの課題を指摘したステーションが多く、

小児の訪問看護に対する問題意識が高いと感じた。この問題は、東濃圏域だけでなく他圏域において

も類似した状況があると思われるが、圏域や市町村など地域の課題として問題解決を図る必要性が示

唆された。 

６）今後の課題、発展の方向性 

 今年度で岐阜県（ただし、岐阜市は除く）の 5圏域を巡り終わり、すべてのステーションを対象に

研修を実施することができたので、本事業はここで一段落とする。参加者の反応から、個別職場訪問

研修とワークショップを組み合わせた研修は、ステーションのような小規模施設で働く看護職には有

効な方法であるが、県下全域の施設を対象にした個別職場訪問研修を継続することは、教員側の負担

が大きく容易でない。今後は、本事業を通して把握した圏域の地域特性や、それに関連したステーシ

ョン活動の特徴や課題を踏まえ、研究的な取り組みに発展させたいと考える。 
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３．実践現場における看護実践の改善・改革を推進する看護研究の支援方法の開発 

 

１） 目的 

本事業の目的は、岐阜県内の医療・保健・福祉機関の看護職が日々の看護実践活動において職場単

位に看護課題に研究的に取り組み、看護実践の改善・改革が推進できる体制づくりを支援することを

通じて、支援方法を開発することである。 
 平成 25年度は、以下の 2点を目標として取り組んだ。①岐阜県内の医療・保健・福祉機関が職場単
位に看護実践の改善・改革をめざして行っている研究的取組の現状と課題を明らかにする。②看護職

の教育・研究活動に指導的役割をもつ看護職者が、看護実践研究の理解を深め、各施設での研究を促

進するための環境づくりを支援する。 
 

２）担当者 

北山三津子（地域基礎看護学領域）、服部律子（育成期看護学領域）、奥村美奈子（成熟期看護学領 

域）、会田敬志、岩村龍子、丹菊友祐子（看護研究センター）、黒江ゆり子(学部長)、小西美智子（看

護研究センター長） 

 

３）本事業で実施したこと 

（1）実施方法 

研修会を 2回実施した。1回目は、所属施設・機関において、看護実践の改善・改革を研究的に進 
める取り組みとその環境づくりの現状と課題を出し合い、参加者が共有することとした。2回目は、所
属施設・機関において、看護実践研究を推進するための取り組みを検討し、参加者一人ひとりが次年

度の取り組み計画を立てることができるようにすることを目指した。 
対象は、岐阜県内の医療・保健・福祉機関（病院 104、保健所 7、市町村 42、介護老人保健施設 67、

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）123、総計 343）の看護職者であり、教育担当もしくは看護
研究担当の責任者とし、1施設 1～2名とした。2回参加を原則とし、2回参加した場合は、修了証を
交付した。 

（2）実施内容および結果 

 24施設から 35名の申込みがあり、第 1回研修会には全員の参加があった。24施設の内訳は、病院
が最も多く 15施設（62.5%）、市町村 2施設（8.3%）、介護老人保健・福祉施設 7施設（29.2%）であ
った。35名の内訳は、病院が最も多く 25名（71.5%）、市町村 2名（5.7%）、介護老人保健・福祉施
設 8名（12.8%）であった。第 2回研修会は、22施設 32名が参加し、介護老人保健施設 2施設 3名
は欠席だった。 

①第 1回研修会 

ⅰ．プログラム 
 9月 26日（木）14:00～16:30に本学で実施した。実践現場における看護実践の改善・改革を推進す
る看護研究例として、本学の博士前期課程修了者に修士論文内容を説明してもらった。その後、実践

現場における看護研究を推進する取り組みとその環境づくりの現状や課題を話し合うグループワーク

を実施した。施設種別に 7グループ編成し、各グループにファシリテーターとして教授 1名が参加し

た。本事業メンバー以外の教授 1名の協力を得た。 

ⅱ．参加者の意見・感想 
 参加者 35名中 34名（97.1%）からアンケートを回収した。研修会の方法・内容については、十分
満足および概ね満足は 32名（94.1%）、どちらとも言えない 2名（5.9%）であった。どちらとも言え
ないと回答した 2名の理由や改善への意見は、「他施設との意見交換は参考になったが、研究者として
役立つ知識が学びたかった」「現状の情報は得たが、どうするかまでは明らかにならない」であった。 
 研修会についての意見は、7名から 7件あり、「他施設の状況を知ることができてよかった」「身近 
なことから取り組む大切さを学んだ」「課題を解決する具体策が聞けるとよかった」等であった。 
 看護実践研究について理解が深まったことおよび今後取組みたいことは、【他施設の現状・課題の理 
解】【実践研究の取組環境づくりに関する理解・意欲】【実践研究の推進方法に関する気づき・意欲】【他 
職種との連携やチーム連携の強化による実践改善への意欲】【実践研究の意義・目的に関する認識の深 
まり】【研究への理解・かかわりを深めたい】【大学の研究支援に関する情報を自施設内で共有したい】 
等に分類された。 
ⅲ．グループワーク担当教員が捉えた現場で看護実践研究を推進していくための課題 
 グループワーク担当教員 7名全員から意見・感想用紙を回収した。＜看護研究指導に関わる外部講 
師の指導内容・活用方法の課題＞＜研究教育担当者の指導力不足・指導者不足＞等の【支援体制に関 
する課題】、＜研究に対してやらされ感・負担感が強く意欲が持てない＞＜研究期間が短い＞等の【研 
究への取り組み方法に関する課題】、＜保健師には研究が身近でなくイメージできない＞＜特養では 
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日々の活動の課題とその課題に対する取り組みについて話し合われた＞等の【研究が身近でない】で 
あった。 
②第２回研修会 

ⅰ．プログラム 
 1月 22日（水）14:00～16:30に本学で実施した。第 1回同様、参加者間の意見交換を十分行うため
にグループワークに多くの時間を充てた。グループワークのテーマは、所属施設・機関において看護

実践研究を推進するための取り組みについてとした。グループ編成および担当教員は第 1回研修会と
同様であった。 
ⅱ．参加者の意見・感想 
 参加者 32名中 30名（93.8%）からアンケートを回収した。研修会の方法・内容については、十分
満足および概ね満足は 28名（93.3%）、どちらとも言えない 2名（6.7%）であった。第 1回研修会と
同様に、十分満足および概ね満足と回答した者の割合は高かった。 
 実践現場の改善・改革に向けた研究的取組みを推進するために今後取り組みたいことは、【研究の取 
り組みの支援体制整備】【院内の看護研究に関する研修会や報告会の開催・充実】【学会や研修参加の 
促進】【自らが個人や集団で研究に取り組む】【日々の看護実践の中での研究への取り組み】【本学の研 
究支援や研修会の活用】【スタッフの意識改革】【看護実践の評価と課題解決への取り組み】【実践課題 
の共有】【他職種との意思疎通】【実践の充実】に分類された。 
 研修会への意見等は、【他施設との交流・情報交換ができてよかった】【自身のモチベーションが高 
まった】等であった。 
ⅲ．グループワーク担当教員の意見・感想 
 グループワーク担当教員 7名全員から意見・感想用紙を回収した。グループ討議の状況やグループ 
討議の進行で困ったことは、5名は特になかったと回答したが、2名からは、「看護実践における課題 
を共有する時間が必要だったので討議に入るまでに時間がかかった」「グループ人数が少なかったので 
教員も参加者のつもりで話し合った」という意見があった。 
 グループワークで助言したことは、「看護研究の進め方をどのように指導しているのか」という参加 
者からの質問に答えたり、病棟内で看護研究を進める際には、実践上の課題を看護職間で共有して進 
めることや研究成果を実感し達成感がもてるようになるには、身近な課題に取り組むことがよいこと 
等組織的な取り組みの必要性を説明していた。具体的な方法として、看護の意図や実施内容、成果を 
記録することが重要であると説明していた。また、ファシリテーターとしてとった役割として、看護 
実践研究推進のために可能な取り組みを具体的に考えることを問いかけたり、参加者の発言に偏りが 
みられた時に他の参加者に発言を促す等、趣旨に沿った討議になるように、そして、メンバー全員が 
討議に参加できるようにしたことであった。 
 研修会への意見・感想は、「昨年に比較して研修会の目的が参加者に理解されている」「グループワ 
ークでは活発に意見交換された」「今後の研究環境づくりにヒントが得られた」「参加者自身の活動を 
振り返る機会となった」「課題が山積していることがわかったので、大学教員として積極的に働きかけ 
ていきたい」等であった。 
 
４） 教員の自己点検評価 

 研修会参加者の意見・感想から、本研修は、参加した看護職者にとって、看護研究は実践活動の改

善につながるという認識を強化したり、各施設で看護研究環境づくりに取り組む意欲を高めることに

つながったりしたと考える。 

病院の看護職の場合は、本研修を通じて、看護研究の環境づくりに係わる課題は明らかになったが、

課題への対応策や看護研究を推進するための方法については、系統的に検討できたとは言えず、今後

の課題である。介護老人福祉施設の場合は、研究に限らず、看護・介護の実践に課題が山積している

ことから、研修会だけでなく共同研究につなげる等、時間をかけて、課題への取り組みを共に検討し

ながら、研究環境づくりに取り組む必要がある。市町村の場合は、看護研究によって、保健活動の改

善・充実につながること等の研究の意義・必要性についての認識を高めることが課題である。 

 

５）今後の課題、発展の方向性 

 昨年度の参加者は、37施設 57名、本年度の参加者は、24施設 35名と施設数・人数ともに減少し
たことは課題であるが、来年度は、対象者を病院の看護師長に限定し、当該師長が所属する病棟にお

ける看護研究を推進する環境づくりに焦点化する。これにより、参加者が同じ立場で検討することが

可能となり、課題への対応策の討議が充実すると考える。 
介護老人福祉施設・介護老人保健施設および市町村・保健所は、それぞれの課題が明確になったの

で、課題に対応する新たなテーマを設定して本事業の発展を図る。 
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４．利用者ニーズを基盤とした退院支援の質向上に向けた看護職者への教育支援 

 

１）目的 

わが国では、急速な少子高齢化のなかで、医療制度改革により、在院日数の短縮化や、療養病床の 

再編やスリム化による病床数の削減、医療機関の機能分化と連携の推進などの政策がとられてきた。

そして、在院日数が短縮されたなかで利用者ニーズに対応するためには、退院支援に必要な知識・技

術を修得し、多職種と連携・協働しながら支援方法を構築していく能力をもつ看護職者の人材育成が

重要となる。そこで本事業では、県健康福祉部医療整備課と大学が協働して、利用者ニーズを基盤と

した退院支援の質向上に向けた看護職者への教育支援を推進し、人材育成の方策を追究する。 

2012 年度は県内の全看護職者への教育支援として、大学において退院支援に関するワークショップ

を開催した。そして、二次医療圏内を利用者の安心・安全な療養生活を保障するために多職種間の連

携が可能な領域と捉え、A医療圏の 8つの医療機関を対象に個別職場訪問研修を実施し、A医療圏内の

看護職者を対象にワークショップ研修を開催し、その意見の中で把握された退院支援の課題として、

【入院時からの取り組みが必要】【多職種による連携が重要】【病棟看護師の知識・意識の向上が重要】

等があった。 

そこで本年度は、個々の看護職者が入院時から利用者ニーズに対応した退院支援が実践できるよう

に、看護職者の知識・意識の向上に焦点を置き、退院支援に関する知識を確実に修得できるよう大学

での退院支援に関する講義・ワークショップ（以下講義・ワークショップと示す）の内容の充実を図

る。そして県内の退院支援の質向上に向けた教育プログラムを策定する。 
２）事業担当者 

 本事業は以下の担当者で実施する。 

藤澤まこと、黒江ゆり子、髙橋智子（地域基礎看護学領域）、田村正枝（成熟期看護学領域）、丹菊

友祐子（看護研究センター）、岡田昌子、中川満紀子（岐阜県健康福祉部医療整備課） 

３）実施方法 

県内の退院支援の質向上に向けた看護職者への教育的支援として、県健康福祉部医療整備課と協働

で、県内 104 の医療機関の看護職者を対象とし、退院支援に関する講義による知識の修得、退院支援

の取り組みの理解の機会として講義を行う。その後グループワークを実施し、自施設の退院支援の現

状・課題についての意見交換を行い、共有する。その成果を把握するために、講義・ワークショップ

参加者に質問紙調査を行う。調査内容は、①退院支援の意義・必要性、②退院支援における看護職者

の役割、③他職種との連携の必要性、④自施設の退院支援の課題、⑤講義・ワークショップに対する

意見等である。なお質問紙調査は趣旨を説明したのち実施し、質問紙は修了証付与のため記名とし、

同意書の提出により回答内容の分析の同意を得た。そして、質問紙調査結果を踏まえてメンバー間で

検討し、県内全体の退院支援の質向上に向けた看護職者への教育プログラムを策定する。 

４）結果 

 県内の退院支援の質向上に向けた看護職者への教育的支援として、講義・ワークショップを企画・

開催した。その講義内容、グループ討議の内容、研修後の質問紙調査結果等を以下に報告する。 

（1）退院支援に関する講義・ワークショップの開催 

講義・ワークショップは、2013 年 8 月 28 日（水）9 時から 16 時に、岐阜県立看護大学の講義室 3

室を使用し開催した。参加者は県内 104 の医療機関の看護職者のうち 85 名（午前中のみの参加者 11

名を含む）の参加を得た。研修修了後には修了証を 74 名に付与した。 
表 1 退院支援に関する講義・ワークショップの概要 

【プログラム】 

オリエンテーション（5分） 

講義１ 退院支援の意義とその役割（60 分） 

     講師：岐阜大学医学部附属病院医療連携センター副師長   

講義２ 医療・介護福祉制度と社会資源 

１）介護保険制度のしくみと高齢化の現状（60 分） 

     講師：岐阜県健康福祉部高齢福祉課介護事業者係課長補佐兼係長                 

２）退院支援と社会資源（60 分） 

     講師：新生メディカルケアプランセンターケアマネジャー  

講義３ 退院支援のプロセスと多職種連携(45 分)  

     講師：岐阜県総合医療センター地域医療連携センター部退院調整看護師      

講義４ 多職種連携および地域との連携－訪問看護師の立場から(45 分) 

     講師： 岐阜中央病院退院調整看護師   

グループ討議 テーマ「自施設の退院支援の現状と課題」(60 分) 

グループ討議内容の共有(20 分)、まとめ・ 修了証付与(10 分) 
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（2）質問紙調査による講義・ワークショップ参加者の学びの明確化 

講義・ワークショップ修了後に参加者全員である 85 名に質問紙調査を実施し、70 名より分析の同意

を得た（回答率 82.4％）。その質問紙調査結果の自由記載内容は文脈ごとに分け意味ごとに分類した

（以下【】は分類を示す）。 

①退院支援の意義・必要性 

 退院支援の意義・必要性に関する意見は、【患者・家族が納得して希望する場所で療養生活を送る

ために必要】【少子多死時代への変化の対応として在宅療養体制の充実が必要】【病院完結型医療か

ら地域完結型医療への転換を国が目指しているので退院支援の充実が必要】等の 8つに分類された。 

②退院支援における看護職者の役割 

 退院支援における看護職者の役割に関する意見は、【退院支援の必要性についてのアセスメント】【患

者・家族の生活と思いの把握】【患者・家族の思いを尊重した支援】等の 7つに分類された。 

③他職種との連携の必要性 

他職種との連携の必要性に関する意見は、【対象にあった支援を決定する】【いろいろな視点・立

場から早期支援・早期問題解決を行う】【対象主体で希望に沿った支援をおこなう】等の 14 に分類さ

れた。 

④自施設の退院支援の課題 

自施設の退院支援の課題に関する意見は、【患者・家族の退院に向けた意思決定への支援】【入院

早期からの退院支援】【病棟看護師主体の退院支援】等の 10 に分類された。 

（3）グループ討議での意見 

参加者が 14 グループに分かれて、テーマ「自施設の退院支援の現状と課題」について 60 分間のグ

ループ討議を行った。その後各グループでの検討内容を報告し、参加者全員で共有した。 

（4）退院支援の質向上に向けた「退院支援教育プログラム」の策定 

 講義・ワークショップ後の質問紙調査結果、グループ討議での報告内容を踏まえて、メンバー間で

検討し、本年度実施した教育プログラム内容より「退院支援教育プログラム」を策定した。 

５）参加看護職者の意見 

 講義・ワークショップに対する意見は、全体の感想としては【退院調整の現状が理解できて勉強に

なった】があった。講義については【支援についていろいろな角度から学ぶ事ができた】、【具体的で

とても分かりやすかった】、ワークショップについては【退院支援について情報交換ができた】が示さ

れた。一方、今後の研修会に対する要望として、退院調整看護師に向けてのワークショップや、退院

支援の指導が出来る内容の研修、外来での活動や他職種を交えた研修等があった。プログラムに対し

ては【講義内容が盛りだくさんで休憩時間が欲しい】、【資料が見にくい】などの意見があり、退院支

援に関する知識の修得を確実にするためにも、講義時間や資料の工夫等の検討が必要である。 

６）教員の自己点検評価 

（1）看護実践の場に与えた影響 

 本年度は県の健康福祉部医療整備課と協働で、退院支援の質向上に向けた看護職者への教育プログ

ラムの策定を目指した。講義・ワークショップの内容や講義を依頼する講師等について検討し、退院

支援に関する知識を確実に修得できるような教育プログラム（講義・ワークショップ）を展開し、研

修修了者 74 名に修了証を付与した。 

本講義・ワークショップでの学びを質問紙調査により確認してみると、退院支援の意義・必要性や、

退院支援における看護職者の役割、他職種との連携に必要性について、正確な知識が修得されたこと

が分かった。その知識を基に、グループ討議においては自施設の課題について振り返り【患者・家族

の退院に向けた意思決定への支援】【看護師への退院支援に関する教育】等の具体的な課題が明確にな

っていた。今後研修修了者が自施設において中核となって、自施設の退院支援の課題解決に向けて取

り組むことによって、県内の退院支援の質向上につながると考える。 

（2）本学の教育・研究に与えた影響 

 研修参加者の所属施設には本学の実習施設も含まれていることより、入院時から利用者ニーズに対

応した退院支援が実践できる施設での効果的な実習につながると考える。 

７）今後の課題、発展の方向性 

本事業では、退院支援に必要な知識の修得を目的とした教育プログラムを検討し実施したが、それ

が利用者ニーズを基盤とした退院支援の質の保障につながるかどうかは、今後複数年実施する中で評

価していく必要がある。今後は、退院支援教育プログラム（ベーシック研修）の充実を図るとともに、

すでに研修を修了した看護職への事例検討を中心としたフォローアップ研修の企画・運営も検討し、

県内全体の退院支援の質向上に向けた看護職者の人材育成として充実・発展していけるように、県健

康福祉部医療整備課と協働で、本事業の取り組みを推進したいと考える。 
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５．地域における母子保健活動の充実に向けた研修会 

１）はじめに 

 岐阜県の周産期医療は、近年集約化がすすみ、医療施設がそれぞれの役割をもってハイリスク妊産

婦とローリスク妊産婦のケアを行っている。県内の助産師の半数以上は、病院に勤務しているが、県

内の出産の約 7 割が診療所での分娩である。助産師の役割も周産期医療センターでハイリスク妊産婦
のケアに携わる助産師とローリスクの分娩を取り扱う診療所の助産師と 2分される傾向にある。 
助産師の専門性に関してみれば、ローリスク妊産婦からハイリスク妊産婦への看護、地域での育児

支援、母乳育児支援、女性の健康支援、思春期の子どもたちへの支援など周産期のみならず、幅広い

分野にわたっている。 
また助産師の生涯教育に対する要望については、県内で働く助産師の情報交換も含め「母乳育児」

や「助産技術」「周産期の医学的知識」「育児支援」などのテーマがあげられている。研修会の開催に

ついても県内で気軽に参加できることのメリットは大きいが、大学での開催となると地域的なアクセ

スが限られ、遠方の地域からは参加しにくいという声があった。 

助産師を対象にした研修会であっても、助産師の関心は幅広く、妊娠期から育児期まで様々な職種

と連携を取りながら支援活動を行っている。特に周産期においては、地域で生活する家族が主体であ

ることから、常に対象者である家族に視点をおいた支援が必要である。そのために助産師の専門性を

高めることは、他の看護職との連携を深め、助産師としての役割を果たしていくことが要求される。 

そこで昨年度は、助産師のみならず県内の母子保健に関わる看護職のニーズにこたえるため、飛騨

地域で、地域の保健師も含めた研修会を行い、母子保健活動を深めるきっかけとなる成果を得た。今

年度は、助産師や保健師、NICU や小児領域の看護師を対象とし、地域で取り組む育児支援というテー

マで研修会を行った。 

研修会は飛騨地区と岐阜地区で 2 回開催し、それぞれの地域の課題に焦点をあてた。助産師の主体

的な活動を促進していくためには、母子保健行政や周産期医療の現状を把握し、課題意識をもって仕

事の改革改善を行っていくことが必要である。また助産師のみならず、保健師や看護師、医師との連

携を図り、地域を含めた母子保健の発展ができるように取り組んでいくことが求められている。母子

保健に関わる看護職の今後の活動をサポートし、県内の母子保健活動のネットワークを構築すること

で、助産師のみならずそれぞれの専門性を発揮できる働き方を考えていくことが、この事業の趣旨で

ある。  
２）担当者 

育成期看護学領域 服部律子、布原佳奈、名和文香、武田順子、纐纈なつ子 
３）研修会の開催 

（1）目的 

地域で取り組む育児支援を考える目的で 2回の研修会を開催した。第 1 回は飛騨地域で「お母さん
と赤ちゃんにやさしい地域つくり―地域で支える子育て」というテーマで、第 2 回は岐阜地域で「医
療施設と地域保健の連携と協働を目指して」というテーマで行った。 
（2）研修会の日時・場所 

第 1回研修会 

日時：平成 25 年 11 月 20 日（水） 13:30～16:00   

場所：高山市民文化会館 

第 2回研修会 

 日時：平成 25 年 12 月 19 日（木） 13:30～16:30 

 場所：岐阜県立看護大学 

（3）プログラム 

①第 1回研修会「赤ちゃんとお母さんにやさしい地域づくり－地域で支える子育て」 

13:30～13:35    はじめに               

13:35～14:20    家庭訪問の取り組み            

医療法人葵鐘会 アルプスベルクリニック 助産師  清水妙子  

14:20～15:05    周産期医療施設の連携について     

       高山赤十字病院  助産師  藤井真理  

15:05～15:10   休憩 

15:10～16:00    グループディスカッション ・ まとめ  
 
②第 2回研修会 「地域で取り組む育児支援－医療施設と地域保健の連携と協働を目指して」 
 13:30～13:35     はじめに       

13:35～14:25     地域で取り組む妊娠期からの育児支援       

                         本巣市保健センター 保健師  新村津代子  
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14:25～14:55      産科病棟での助産師による育児支援 

                     岩砂病院・岩砂マタニティ 助産師長  酒井洋子 

14:55～15:40   NICU における育児支援と地域との連携 

                県立多治見病院 新生児集中ケア認定看護師  丹羽尚美 

15:40～15:50   休憩 

15:50～16:30   グループディスカッション・まとめ  
４）研修会の内容 

第 1 回研修会「赤ちゃんとお母さんにやさしい地域づくり－地域で支える子育て」 

参加者は助産師 9名、保健師 3名、教員 5名 計 17 名であった。 

研修会での学びとして・母乳育児の大切さ、でも母親自身が正しい知識・理解ができるように正し 

い情報提供が必要だ・高校生の中絶が増加しているので中学生位からの性教育をきちんとするべき・

病院等での、活動が理解できた・保健師、助産師との交流ができたことがよかった・課題に対し、み

んなで対処・対応していきたい・飛騨地区での保健活動の内容がよく分かった・家庭訪問で現場を知

る強みを感じ、必要性を痛感した・中核病院の幅広い対応に感心した・地域での保健師の活動が分か

って良かった・交流できたことが良かった（様々な立場からの意見が聞けた）・地域で活躍する開業助

産師や、保健師の方々と直接コミュニケーションをとることで、今後の連携に生かせることができる

と思った・地域の医療機関の活動内容が聞けて良かった・医療機関でのとりくみがよくわかったので、 

市町村の役割が認識できた などの意見があった。 

今後の研修会への要望として、・地域連携についての研修会・高山で開催してほしい・新しい情報を 

知りたい・今後も、このような取り組みを期待するなどの要望があった。 

 

第 2 回研修会「地域で取り組む育児支援－医療施設と地域保健の連携と協働を目指して」 

参加者は助産師 4 名、保健師 12 名、看護師 1 名、教員 4名、計 21 名であった。   

研修会での学びとして・同じ県内でも、とりくみ方や考え方に違いがあることがわかった。そこか 
ら課題がみえてきたので、今後とりくみやすくなった・地域の保健師さん方と顔をあわせる機会は少

ないので、これから増えるといいと思った。もっと地域に頼っていいのだと思ったので、院内で伝達

していきたい・保健師さんのアプローチの仕方を知ることができた。新生児集中ケア認定看護師のよ

くわかるお話を聞くことができた・市町村以外の看護職とじっくり話し合える機会は少ないので、貴

重な時間でした。各方面からの母子に関する話が聞けたことがよかった・地域の保健師さん、認定の

方と交流したり話をきける機会がなかったので、楽しかった。他職種との連携や妊娠期からの関わり

が何故求められているのかを考える機会となった。まず連携のとり方などわからないと思うので、と

てもよい機会だった・他の管内や病院での取り組みや情報交換でき、大変参考に勉強になった・顔の

見える関係づくり、というキーワードが何回も耳にする会であった。最後のグループワークも、そう

いった意味でとてもありがたかった・NICU や産科の看護師さんたちが、市町村と関わりを持ちたい

と考えて下さっている事が分かり、うれしかった。妊婦さんに対する関わりが少なく、本巣市さんの

話を聞いてもっと積極的に関わりたいと思う・いろんな立場での思いをきくことができ、新たな視点

で考えることができた・地域の関係機関がかかえる母子に関する悩みが把握できた・一般病院や多治

見病院のとりくみを具体的に知る事ができ、大変参考になった。このように、いろいろなケースを通

して、施設のとりくみを知る事が大切だと思った・地域の保健師の方の取り組みを知ることができ勉

強になった、などの意見があった。 
今後の研修会の要望として、・母乳ケアなど実技的な研修・ハイリスクのとらえ方を学びたい・今後 

も継続してほしい・今回のようなテーマはとても興味がある・カウンセリングについての話も聞きた

い、などの意見があった。 
５）今後の課題 

（1）研修のテーマについて 

参加者の意見から、看護大学がこのような研修会の企画をすることへの期待が多くみられた。母子

保健に関わる看護職が、情報貢献や意見交換する場は、行政の連絡会議を除いてはほとんどなく、よ

り多くの看護職の参加が可能な研修会へのニーズは大きい。また遠方に出向くのは大変であるが、地

域で事例検討など、実際の活動に役立つ研修会が必要だという意見もある。 

（2）参加者の確保について 

 県内の周産期医療施設を中心に参加者を募ってきたが、今後は地域の保健師や助産師にも参加を呼

びかけていきたい。 

（3）実施場所について 

 今年度は飛騨地域と岐阜地区で 2 回研修会を行った。今まで母子看護に携わる看護職が集う場が少

なく、情報交換の場となったと好評であった。今後も地域を広げ関心のある看護職が参加しやすいよ

うにしていきたい。 
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６．特別支援学校に勤務する看護師の専門性の向上と自立への支援 

１）目的 

現在、短期入院や在宅療養化に伴い、障がいのある子どもも家庭の中で生活するようになってき

ている。それに伴い、特別支援学校に看護講師（以下、看護師とする）が配置され、医療的ケアを

実施しているが、児童生徒の障がいは重度・重複化し、看護師は専門性を認識して貢献することが

求められている。岐阜県の特別支援学校の看護師たちは、学校間で日常的に情報を交換し共有する

場がない状況であり、自主的に研鑽できるピアサポート的な集まりが必要と考えられる。そこで、

本事業は、特別支援学校において勤務する看護師が、看護師として果たす役割や専門性を認識し、

教諭や養護教諭と連携して児童生徒に安全で安心なケアを提供してよりよい教育に貢献できるよう、

また看護師として自己研鑽できる自律的な集団として成長できるよう組織づくりを支援することを

目的とする。また、当大学として、今後のより良い実習場所の開拓にもつながる可能性も視野に入

れ、相互に理解し高めあえる関係づくりを目指していくこととした。 
 

２）事業担当者 

育成期看護学領域：勝田仁美、世一和子、谷口惠美子、長谷部貴子、山本真実、服部佐知子、 
 纐纈なつ子 

 
３）実施方法 

（1）現状の把握 

①資料などによる現状把握 

 岐阜県の特別支援学校の医療的ケア及び看護の現状について情報収集を行う。 

②特別支援学校への視察と情報収集 

特別支援学校における状況を把握・理解するため、岐阜県内の特別支援学校 2校を訪問する。 
（2）研修会の開催と評価 

それぞれの看護師の悩みや戸惑いなどを出し合いながら、看護師同士が繋がって悩みを共有した

り情報交換を行う意味について確認し合い、ピアサポートを行う体制づくりを行う。岐阜県立看護

大学にて、2回の研修会（第 1回研修会：平成 25年 12月 21日（土）13:00～15:30、第 2回研修
会（予定）：平成 26年 3月 31日（月）13:00～15:30）を実施する。 
（3）自立的な研修会となるためのサポート 

特別支援学校看護師として組織化しながら、自主的主体的に自己研鑽できる集団に成長できるよ

うに相談に乗るなどの支援をする。 

○第 1回目のサポート  
日時：平成 26年 2月 6日（木） 16:40～19:00 
場所：岐阜県立看護大学 303演習室 

 
４）結果 

（1）現状の把握 

①岐阜県の医療的ケアに関する経緯と現状把握 

近年、重複障がいのある子どもが特に増加し、特別支援学校での在籍者数は上昇傾向が続いてい

る。岐阜県内でも例外ではなく、「岐阜かがやきプラン」により特別支援学校が新設された。岐阜県

では、主に、13の特別支援学校に医療的ケアを必要としている子どもがおり、医療的ケアを実施す
る看護師が 50名弱配置され、看護師は、正規雇用ではないが常勤者が 2校に 3名いる。教育委員会
主催で年に 1回研修が開催されているが、看護職同士や学校間で情報交換がしたい、学習したいな
どのニーズがあるが、県内の看護師全体で集まったり、連絡を取り合う体制はない。 
②特別支援学校への視察と情報収集 

岐阜県内で、医療的ケアの必要な児童生徒が多く在籍する 2校を訪問した。学校の特徴、構造、
教育内容、看護師の役割等について説明を受け、実際に授業や看護師のケア場面を見学し、看護師

から現状や課題、子どもの個別性と症状の変化、対応の難しさ、子どもの反応に対する教諭との捉

え方の違い、医療機関が併設されていない不安と責任、主治医・家族との意見の相違による戸惑い

などを聴いた。また、1校からは看護師全員で話し合い相談することの必要性や、ヒヤリハット防
止への取り組みの効果、校内連携が良く取れている状況、常勤看護師の存在の大きさなどを知り、

特別支援学校における看護活動の特殊さと求められる専門性について理解を深める機会となった。 

（2）研修会の開催と評価 

①特別支援学校看護師への参加の呼びかけ 

岐阜県下の、看護師が配置されているすべての特別支援学校の看護師を対象に実施した。事前に、

－12－



岐阜県教育委員会主催（平成 25年 7月 24日（水））の「医療ケア看護師研修会」において、県内
の看護師たちで自己研鑽する自主的な体制を構築することを提案した。その後、県内の特別支援学

校 13校の校長および看護師 47名宛に、案内文を送付した。研修会は自主的な会であるため、参加
は看護師個人の自由意思を尊重できるように、返信は個々人のはがきによる返送とした。 
②研修会の開催 

第 1回目の研修会は、看護師 22名（出席率 49％）が参加した。研修は、本事業の趣旨説明、参
加者と大学教員の自己紹介ののち、代表者の講義「現在の特別支援学校における医療的ケアや看護

師の状況」を行った。情報交換では、他校の看護師との話し合いの重要性、学校管理体制の看護活

動への影響、教諭との連携の難しさといった特別支援学校の看護師ならではの課題が挙げられ、研

修会継続の希望と課題の解決に取り組みたいという意見が挙がった。医療と教育の価値観の違いに

よる葛藤、学内の健康管理システムなどについても意見交換が行われた。最後に、参加者の司会進

行のもと、今後の活動について希望を取りまとめた。 
研修会後に、参加者である看護師を対象に、研修会についてのアンケートを行った。結果、22名

中 20名（回収率 91％）から回答を得た。研修会の開催については、ほとんど良い評価を得ること
ができ、自主的な会で、自分たちで良くしていこうと集まれたことなどが挙がっていた。研修会の

内容、実施日程や案内状・進行・資料、研修会の運営・場所・案内等の環境についてもともに良い

評価が得られた。特別支援学校の看護師に必要だと思うことについては、＜コミュニケーションが

大事＞＜もっと知識が必要＞＜教育のことをもっと知らなければ＞＜特別支援学校看護師に大切な

姿勢＞があり、現状の課題認識では、＜教育と医療とのずれ＞＜学校による違いや共通性＞が挙が

った。研修会に望むこととしては、＜意見交換が大事で解決を諮りたい＞＜会の有り方、方向性＞

の課題も挙がった。大学（大学教員を含む）に望むこととしては、〔研修会サポート〕〔情報提供〕

〔社会的役割〕などがあった。今後取り上げたい研修会の内容については、〔組織内の円滑さ〕〔ケ

アのこと〕〔問題解決方法〕が挙がり、研修会の中の問題解決法としてケースカンファレンスなども

提案され、今後の研修会のテーマや進め方に示唆が得られた。 
（3）自立的な研修会へのサポート 

特別支援学校看護師の研修会を実施し、今後の研修会の継続や、自主的に情報交換や研鑽を行っ

ていく看護師たちの思いや意向が確認できた。そのため、大学の立場として、どのような方法・方

向性でサポートしていくのが良いのかを検討しながら進めていく必要がある。 
 
５）教員の自己点検評価 

（1）実践の場に与えた影響 

第 1回目の研修会後、看護師たちから次回開催の希望が挙がり、今後の研修会を計画しようとい
う看護活動の変化がみられた（次回は平成 26年 3月 31日（月）開催予定）。今回の研修会の参加
状況やアンケート結果からは、特別支援学校の看護師たちが、自らの役割の追究や自己研鑽につい

ての意欲が高いことが分かったが、具体的な行動の変化を把握するには至らなかった。しかし、看

護師たちに主体的な意志があるからこそ、次に繋がった行動がみられたと考えられ、認識の変化と

しても良い方向性であると評価できる。 
（2）本学の教育・研究活動に与えた影響 

視察により、子どもたちの生活における学校の位置づけや役割、個別教育課程の意味や教諭の実

践の意図、特別支援学校看護師の役割や教諭や養護教諭との連携などを把握できたことは、今後の

授業や実習指導、実習開拓に役立つものであった。平成 26年度は、あらたに特別支援学校での学外
演習を行わせて頂くが、今後、3年次生の領域別実習の一部などでも開拓を試みたい。また、研究
的な取り組みへ発展させ、看護師たちの研究に対するニーズを把握し、課題となっている本質を研

究的に明らかにしたうえで、どの特別支援学校においても一般化できるようにしたい。看護師たち

が一同に集まって情報交換し、知識や技術を深めたいというニーズは高いため、生涯にわたり自己

研鑽するための研修会を継続し、自分たちで発展させていくことの意味は伝わったと思われる。 
 
６）今後の課題および発展の方向性 

今回、特別支援学校の看護師たちは、現在の児童生徒の状況や医療的ケアの支援体制などに対す

る関心や自己研鑽への意識が高く、主体的で自立的な集団に発展できることが分かった。岐阜県の

地理的な特徴から、遠方の看護師にとっては、研修会の参加に距離的な課題があり、今後、開催方

法などの工夫が必要と思われる。到達目標の一つでもある実習場所の開拓としても、平成 26年度よ
りあらたに「看護学概論」の学外演習における実習場所として繋げることができ、同時に、育成期

の学外演習の目標表現に教育の視点を加え、あらたな小児看護の場として位置づけた。次年度は、

研究的な取り組みも行いながら、特別支援学校の看護師の主体的な取り組みに対し、「看護師の自主

的な活動」と「大学としての支援」のバランスを考えながらサポートを継続していきたい。 
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２．研修別報告 

１）岐阜県看護実践研究交流会会員への 
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Ⅰ．研究支援の趣旨 
本学では、平成 15 年度から「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

研究支援を実施している。本学教員は、交流会会員である看護職が看護実践上の課題に関して主体的

に取組む研究活動について、申請（随時）に基づき、研究支援として 1 年にわたってスポット的に助

言・指導・相談を行う。 

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。本学教員は交流会の立ち上げを支援

するとともに、賛助会員として交流会の活動を支援してきており、研究支援もその一つである。 

本学の研究支援は、交流会への活動支援と共に、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。 
 
Ⅱ．担当者 

 研究支援の運営実務は、以下の教員が実施している。 
看護研究センター：大川眞智子、岩村龍子、田辺満子、丹菊友祐子 
 
Ⅲ．研究支援の運営・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．支援適用の決定までの流れ 
研究支援の受付から支援適用の決定、交流集会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

わり等を考慮するとともに、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、継続して研究支援の申し込みをする方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、研究支援の適用・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研究支援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もある。 

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
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作成した。 
 
 
申込み受付（交流会役員：研究支援受付担当） 

     看護研究センター担当者へ連絡         
看護研究センターで検討 

（内容不明確なもの） 
   
        面接（看護研究センター教員） 

 
適切と思われる教員に打診し調整する（看護研究センター教員：適時、領域責任者に相談） 
               

 支援予定教員による研究支援を申請した看護職との面接                     
＊ 支援的な面接をする            

＊ 研究スケジュール・支援時期･内容の確認 

＊ 交流集会での報告、自己点検評価の実施の確認 

面接結果を所定の用紙を用いて看護研究センターに連絡する 
支援適用             不適用   
 
看護研究センターから本人に通知文を送付するとともに、交流会役員・支援教員・看護研究セ

ンター運営委員会・研究交流促進部会にも報告する 

支援開始             不適用（必要時、面接教員のフォローアップ）    
    スポット的支援                 

    （交流集会で必ず報告する）       （交流集会で報告してもよい）        
    
  岐阜県看護実践研究交流集会での発表・報告書の作成  
     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。（初年度に研究結果まで報告した場合は 1回の報告） 

支援終了後：教員と支援を受けた看護職双方からの自己点検評価 
     看護職へは看護研究センターから評価用紙を送付する。教員はフォーマットへの記入。 

 
図 1 研究支援の流れ 

 
３．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。また、後述の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．岐阜県看護実践研究交流集会での報告 
研究支援を受けた看護職は、交流会の会員が行った研究を報告・討論する、「岐阜県看護実践研究交

流集会」（以下、交流集会とする）において、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。 
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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。 

 
Ⅳ．研究支援の実績 
１．運営状況 
１）研究支援の課題・対象・支援教員の状況 
平成 24 年度は、9 題の申し込みがあり、すべての課題が研究支援の適用となっているが、支援開始

予定が次年度のもの 1 題を除いて、8 題の研究支援を開始している（表 1-1）。この 8 題の研究支援の

対象は、病院（4施設）の看護師 13 名、助産師 3名、社会福祉施設（1施設）の看護師 3名で総計 19

名であった。支援担当教員は、地域基礎看護学・機能看護学・育成期看護学・成熟期看護学・看護研

究センターから選出された 16 名（各課題につき 2 名）である。なお、8 題のうち、新規 4 題、継続 4

題（2 年目）であった。 

また、平成 25 年度は、平成 26 年 1月末現在、8題の申し込みがあり、すべての課題が研究支援の適

用となり、平成 24 年度に申し込みがあり支援開始が平成 25 年度の 1題と合わせて、9題の支援を開始

している（表 1-2）。この 9題の研究支援の対象は、病院（4施設）の看護師 26 名であった。支援担当

教員は、地域基礎看護学・育成期看護学・成熟期看護学・看護研究センターから選出された 19 名（各

課題につき 2～3名）である。なお、9題のうち、新規 8題、継続 1題（2年目）であった。 

 

表 1-1 平成 24 年度に支援を開始した研究課題 
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 

整形外科における下肢運動器障害をも

つ患者の転倒状況の特徴～看護師の転

倒予測・直感の根拠をもとめて～ 

病院 

看護師 3名

両羽美穂子（機能看護学） 

山 田 洋 子（地域基礎看護学） 

平成 24 年 4月

～25 年 3月

（2年目） 

2 妊娠中～産褥までの保健指導の見直し 
病院 

助産師 3名

布 原 佳 奈（育成期看護学） 

武 田 順 子（育成期看護学） 

平成 24 年 4月

～25 年 3月

（2年目） 

3 
2 歳児の採血・点滴処置に遊びを取り入

れて ～児を尊重した採血・点滴処置～

病院 

看護師 4名

長谷川桂子（育成期看護学） 

長谷部貴子（育成期看護学） 

名和文香 （育成期看護学） 

平成 24 年 6月

～25 年 5月

4 
当院未熟児室の祖父母面会の導入の検

討 

病院 

看護師 1名

谷口惠美子（育成期看護学） 

服部佐知子（育成期看護学） 

平成 24 年 6月

～25 年 5月

5 
NSTとの協働による看護実践の充実に向

けた取り組み 

病院 

看護師 2名

藤澤まこと（地域基礎看護学) 

大 井 靖 子（地域基礎看護学） 

平成 24 年 8月

～25 年 7月

（2年目） 

6 
下肢骨折患者の安全・安楽を考えた足台

を用いての側臥位保持の検討 

病院 

看護師 2名

北 村 直 子（成熟期看護学） 

大川眞智子（看護研究ｾﾝﾀｰ） 

平成 24 年 8月

～25 年 7月

（2年目） 

7 身体拘束に対する看護師の意識調査 

社会福祉 

施設 

看護師 3名

長谷部貴子（育成期看護学） 

窪 内 敏 子（成熟期看護学） 

平成 25 年 1月

～25年12月

8 
災害対応ボードの運用見直しの検討～

災害状況の可視化～ 

病院 

看護師 1名

梅 津 美 香（成熟期看護学） 

丹菊友祐子（看護研究ｾﾝﾀｰ） 

平成 25 年 1月

～25年12月

 

 

表 1-2 平成 25 年度に支援を開始した研究課題 
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 
初療現場における救急看護師の脳卒中

が疑われる患者に対する看護の実際 

病院 

看護師 1名

古 川 直 美（成熟期看護学） 

浅 井 恵 理（成熟期看護学） 

平成 25 年 6月

 ～26 年 5月 

2 効果的な転倒・転落防止のケア 
病院 

看護師 8名

田 中 昭 子（地域基礎看護学) 

斉 木 良 美（成熟期看護学） 

平成 25 年 5月

～26 年 4月 

3 

当院での転倒・転落のリスク因子につい

ての検証 ～5年間の転倒・転落発生の

データ分析を通して～ 

病院 

看護師 8名

田 中 昭 子（地域基礎看護学) 

小 澤 和 弘（看護研究ｾﾝﾀｰ） 

斉 木 良 美（成熟期看護学） 

平成 25 年 6月

  ～26 年 5 月
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表 1-2 平成 25 年度に支援を開始した研究課題（つづき） 
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）

4 

整形外科病棟における深部静脈血栓予

防のための足関節背底屈運動定着に向

けた教育的取り組み 

病院 

看護師 1名

北 村 直 子（成熟期看護学） 

髙 橋 智 子（地域基礎看護学） 

平成 25 年 5月

～26 年 4月 

5 
救急外来看護師のインシデント報告に

対する意識向上への取り組み 

病院 

看護師 1名

布 原 佳 奈（育成期看護学） 

宇佐美利佳（成熟期看護学） 

平成 25 年 6月

～26 年 5月 

6 

緩和ケア病棟の入院患者の家族への援

助 ～家族へのタッチングの教育を試

みて～ 

病院 

看護師 2名

田 村 正 枝（成熟期看護学） 

浅 井 恵 理（成熟期看護学） 

平成 25 年 6月

 ～26 年 5 月

7 
常同行動がある自閉症患者への関わり

～遊びを取り入れた取り組み～ 

病院 

看護師 2名

石川かおり（地域基礎看護学） 

高 橋 未 来（地域基礎看護学） 

平成25年11月

  ～26年 10月

8 
アロマテラピーを活かした周辺病状

（BPSD）軽減への試み 
病院 

看護師 2名

窪 内 敏 子（成熟期看護学） 

星 野 純 子（成熟期看護学） 

平成25年11月

 ～26年 10月

9 災害対応ボード運用の検討 
病院 

看護師 1名

梅 津 美 香（成熟期看護学） 

丹菊友祐子（看護研究ｾﾝﾀｰ） 

平成 26 年 1月

  ～26年 12月

（2年目） 

 

２）岐阜県看護実践研究交流集会への支援 

平成 25 年 9 月、交流会の事業である第 11 回岐阜県看護実践研究交流集会(以下、交流集会とする)

が、現場看護職 116 名、本学学生 9名、本学教員 49 名の参加のもとに開催された。午前の部で研究発

表が実施された 10 題のうち、2 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、交流集会における発表は、テーマ別に 3 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、

質疑応答および参加者を含めた討議が実施された。 

教員は、各演題の討議に参加し、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的かかわりを行った。 

３）岐阜県看護実践研究交流会への支援 

（1）交流会役員会への協議参加 

 平成 25 年度は、交流会の役員会が本学にて 7回開催され、毎回、研究交流促進部会の教員 1名も参

加した。役員会において、教員は、研究支援の適用課題の状況や支援を受けた看護職及び支援教員の

自己点検評価の結果などを報告するとともに、研究支援の改善に向けて役員と検討を重ねた。また、

交流集会の企画・実施や活動報告書の作成に関しても、役員会での協議に参加して支援した。 

（2）交流集会の抄録及び交流会の活動報告書の作成支援 

 抄録及び活動報告書の執筆要領に関しては、交流会役員会と検討を進めながら、その作成に向けて

支援した。また、抄録や報告書の構成や内容についても、適宜、助言を行ない、原稿の体裁を整える

こと、印刷・発刊に関する事務的なことに関しても支援した。 

 
２．支援を実施した教員の自己点検評価 
平成 25 年 4 月から平成 26 年 1 月末までに支援を終了した 8 題について、支援担当教員からは 5 題

より回答が得られた。 

１）研究支援の内容・方法 

研究支援の具体的内容は 4 題に記載されており、内容別に分類すると、「研究計画の立案・修正」1

件、「研究の方向性や実際の進め方」2 件、「質問紙調査の内容」2 件、「データの分析について」2

件、「結果のまとめ方」4 件、「文献の活用方法」2 件、「抄録・報告書作成」2 件、「研究発表につ

いて」1件、であった。 

支援方法と回数は、大学での面接が 3～5回であり、現地で面接をした課題もあった。また、メール

での支援は、少ないもので 5～6回、最も多くて 26 回であった（表 2-1）。 

２）実践の改善・充実について 

実践の改善・充実につながった旨の具体的な記述は、5題全てで確認された。また、現地側の看護実

践に対する意識の変化や改革につながった旨が 2題、リーダ層の育成につながった旨が 1題、確認さ

れた。また、今後の期待として、「カンファレンスや学習会を行い、実践が工夫されていくとよい」な

どが意見として挙がっていた。 
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３）教育・研究活動の発展への繋がり 

4 題に記載されており、「本学の実践研究の理念について、研究活動を通して現地側へ具体的に提示

できた」2件、「現地の現状を知ることができた」「現地側と関係性が形成され、実習を中心によい影

響をもたらすことができた」が各 1件だった。また、「なし」が 1件だった。 

４）研究支援実施上の困難さ 

5 題全てに記載されており、「メールと電話でのアドバイスだけでは現地側の考え・理解度、経験値

を図るのに困難感を感じた」2件、「倫理的配慮に関する現地側の意識を高めることが難しかった」「メ

ールをタイムリーに返信できないことがあった」各 1件だった。また、「なし」が 2件だった。 

５）研究支援システムの改善点 

3 題に記載されており、「自己点検評価フォーマットは支援中から随時記載できるとよい」「テレビ会

議システムの充実を図ってほしい」等の意見が挙がった。 

 

表 2-1 研究支援の方法と回数 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
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 25 年 4 月から平成 26 年 1 月末までに支援を終了

した 8題のうち、面接調査対象の 3題を除く 5題すべてより回答が得られた。 

１）研究計画の進行状況 

「終了」が 4 題、「ほぼ終了」が 1 題である。なお、「ほぼ終了」の課題からは、研究支援の継続希

望が出され、平成 26 年 1月末現在、支援継続中である。 

２）研究支援を受けて良かったこと 

5 題すべてに記載されており、「大学図書館が利用でき、教員から文献を紹介してもらえた」「考え

方・方向性が分からなくなった時、すぐに助言をもらえた」「納得いくまで繰り返し指導してもらえ

た」「わかりやすく理解しやすかった」等であり、他にも、教員が心の支えになりモチベーションが

保てた旨の意見が挙げられた。 

３）実践の改善・充実について 

（1）実践の改善・充実につながったこと 

4 題に記載されており、看護実践の改善・充実につながった具体的内容の記述が 3題、話し合う時間

が増えてスタッフの意識が高まったことが 1題、確認された。 

（2）今後、どのように実践の改善・充実につなげていきたいか 

3 題に記載されており、「十分に実施されていないケアを実践していく」「学習会を行い、意識向上に

つなげて実践の改善に向けた取組みをしたい」「スタッフ全員に取組みを広めていきたい」の意見が

確認された。 

４）研究支援を受けて良くなかったこと 

1 題に記載されており、「顔を合わせて話し合わないと細かなニュアンスが伝わりにくい」という意

見であった。 

５）さらに欲しいと思った支援 

3 題に記載されており、「パワーポイントの作成ポイント」「論文発表まで支援して欲しい」「文章の

添削」であった。 

６）研究支援システムの改善点 

1 題に記載されており、遠方のためテレビ会議による支援を希望する意見が挙がっていた。 

７）その他、研究支援についての意見・感想 

 2 題に記載されており、「（教員から）励ましの言葉をたくさんいただき、支援を受けて大変良かった。

メールで聞きたいことを連絡するとすぐに返答をもらえて、支援を受けやすく感謝している」「今後も

研究支援を利用したい」であった。

 
 

番号 大学で面接 現地で面接 メール 電話・ＦＡＸ・郵便

1 3回 0回 5～6回 0回 

2 3回 1回 15回 5回 

3 3回 0回 26回 0回 

4 3回 1回 11回 3回 

5 5回 0回 7回 0回 
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Ⅴ．研究支援を受けた看護職を対象にした面接調査 
１.目的 

本学教員による研究支援を受けた看護職及び看護実践現場の変化・成果や成果・課題を明らかにし、

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、これまでに研究支

援を受けた看護職を対象に面接調査を企画・実施した。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。 

 

２.方法 

１）対象者 

平成 21～23 年度に研究支援を受けた看護職（研究代表者）16 名の中で休業等の方を除き、調査協力

の得られた 12 名を対象とした。 

２）調査方法 

教員 2名（対象者の支援担当教員以外）が対象の所属施設に訪問し、面接聞き取り調査（60 分程度）

を行った。調査期間は、平成 25 年 3月～6 月である。 

３）調査内容 

対象の基本属性、研究支援を受けることになった経緯・理由、研究的取組みへの組織的支援の状況、

研究支援を受けたことによる看護実践・研究・看護生涯学習に対する認識や取組みの変化、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 調査項目ごとに類似する意味内容でカテゴリ分類した。 

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。なお、本研究は、岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の

承認を受けた（承認番号 0066）。 

 

３.結果（概要） 

１）対象の基本属性 

病院の看護職が 10 名と最も多く、経験年数 15 年以上が 8名を占めた。 

２） 研究的取組みへの組織的支援の状況 

病棟や委員会等の中で研究メンバーが組織化されて取り組まれたものが 9課題、個人研究として取

り組まれたものが 3課題であった。ほぼ全ての課題が、上司・スタッフ等の理解・協力を得て取り組

まれていたことが確認された。 

３）研究支援を受けたことによる看護実践に対する認識や取組みの変化・成果 

看護に対する意識やモチベーションの向上が確認され、記録の充実など実践改善につながっていた。 

４）研究支援を受けたことによる研究に対する認識や取組みの変化・成果 

研究に対する考え方・意識の変化や研究に対する自信、意欲の向上が確認された。また、支援を受

けたことにより取り組めたこと・学べたこと、支援経験の職場への還元などの成果が確認された。 

５）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 

ほぼ全ての課題が所属組織内で報告されていたが、学会発表に発展したのは 2題であった。また、

看護職に研究意欲はあるが、その後も研究に取り組んでいるのは 1名（支援を受けた課題とは別課題）

であった。 

６）研究支援を受けて困ったこと・改善点 

指導教員との日程調整の困難さや研究支援システムの理解不足などに加えて、教員からの指示的な

指導を希望する意見が挙げられていた。 

 
Ⅵ．課題および改善策 
１．研究支援を受ける看護職の職種等の拡大 
平成 24 年度は 9題の支援申請があり、24 年度は 8 題（うち 1題は継続）の支援が申請され、両年度

とも、今まで申請のなかった施設からも申請があり、徐々に施設の拡大は図られている。一方、病院

看護職に偏っており、保健師や養護教諭、高齢者ケア施設や訪問看護ステーションの看護職などから

の支援申請はなかった。今後は、病院以外の看護職の支援ニーズを発掘して、対応していくことも必

要と考える。 

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はあると思われる。研究支援は、今まで支援

を受けた多くの看護職者から肯定的評価を受けているので、この点について、今まで申請の少なかっ

た職種や施設等に効果的に伝わる方法について、交流会役員会と協働で検討していく必要がある。 
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２．研究支援のあり方・方法について 
支援方法は、面接に加えて、メールでのやり取りを行うなど、適宜、現地看護職のニーズ（時間や

支援内容など）に合わせる形で実施されていた。面接回数は、3～5 回であるが、メールのやりとりが

多く、最高 30 回程度に達するものもあった。これらの方法は、現地側からは肯定的に評価されており、

看護職の勤務や研究の進み具合に配慮した結果でもある。「岐阜県立看護大学の研究支援」において、

「スポット的な支援を行う」ということを定めているが、実際は、非常に多くの回数と時間を使って

支援している現状がある。このことは、研究支援のあり方にも関わるので、今後の課題とする。 

今回、看護職からの自己点検評価において、遠方であることからテレビ会議の活用を希望する意見

が挙がっており、教員からも同様の意見が確認された。とくに遠方施設の看護職の場合、大学まで数

時間を要することに加えて、複数看護職の来学も難しい事情を鑑みると、今後もテレビ会議システム

の充実を図り、現地側が支援を受けやすい体制を整えていく必要があると考える。 

24 年度末から 25 年度にかけて、研究支援を受けたことが看護職に及ぼした影響や成果・課題を明ら

かにし、今後の研究支援のあり方・方法を検討するために、過去に支援を受けた看護職を対象にした

面接調査を実施した。調査結果より、研究支援が看護職の認識の変化や看護実践の充実・改善につな

がっていることが確認できたが、その後の研究的取組みに発展しているものはほとんどなく、教員の

指示的指導を望む意見が挙がっていた。本調査の結果に関しては、平成 26 年 3月 24 日開催の FD 研修

会で全学的に共有し、研究支援のあり方・方法を検討する予定である。次年度以降、調査結果及び FD

研修会の検討内容を踏まえて、交流会役員会と協議をしながら、よりよい研究支援のあり方・方法を

追究していきたいと考える。なお、調査結果については、学会等で公表していく予定である。 

 

３．自己点検評価について 
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。今まで、支援を受けた看護職からの自己点検評価が返送されないことがあったが、

確実に返送していただけるように、交流集会にて自己点検評価用紙を現地看護職に直接渡したり、報

告書原稿が提出された頃合いを見計らって自己点検評価用紙を発送するなどの工夫を行った。今年度

は、支援を受けた現地側からの自己点検評価用紙がすべて返送されている(研究支援に関する面接調査

の対象を除く)。支援対象者の意見は、研究支援のあり方を検討する上で大事な資料となるため、確実

に自己点検評価用紙を返送していただけるよう、今後も努めていく。 

今回、教員からの自己点検評価において、研究支援システムの改善を要する点として、「自己点検評

価フォーマットは支援中から随時記載できるとよい」の意見があったことから、随時記載できるよう

にフォーマットの形式も含めて改善していく。 

 
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、ここ数年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。 

 なお、支援担当教員の異動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。以前に把握した現地看護職からの要望を踏まえて、教員変更に関しては、年度当初に現

地看護職へ文書で連絡し、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連絡・調整を図った。 
 
５．岐阜県看護実践研究交流会への支援 

研究支援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、共同研究報告と討論の会、卒

業者交流会等においても 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。 

また、交流集会の準備・運営等については、交流会役員会と賛助会員である大学側との役割分担の

明確化など、今後も交流会役員会と連携を図りつつ、よりよい改善策を検討していきたい。 
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。
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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 

 

Ⅰ．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、森（2008）

は県内ステーションの人口対・面積対の設置数は全国平均をやや下回っていると述べている。 
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

年度までに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。 
今年度は東濃圏域（ただし、多治見市を除く）を対象にして研修を行い、当該地域で活動するステ

ーションの看護実践の現状から、在宅ケアを支える訪問看護が抱える課題を整理し、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。 
 
Ⅱ．事業担当者 

 本事業は、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、杉野緑、田中昭子、日比野直子、原田めぐみ、種村真衣、

髙橋智子 
成熟期看護学領域：奥村美奈子 
 

Ⅲ．実施方法 

１．個別職場訪問研修 

１）対象 

東濃圏域の 4市（土岐市・瑞浪市・恵那市・中津川市）に開設されている全ステーション、12 施設

を対象とする。平成 21 年度の本事業において、すでに多治見市のステーションは対象としたため、今

年度は除外した。 
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。訪問看護活動の実態を捉えるため、施設の概要、利用者および

訪問実績などの基本情報、適切なサービスを提供するための取り組み、訪問看護ニーズを掘り起こす

ための工夫、難病やがん末期など濃厚な支援を要す利用者・在宅での看取りへの対応状況と課題、在

宅ケア充実のためにもっと応えたい対象・やりたいと思う活動について問いかける。教員は、把握し

た活動の現状と地域特性から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。 
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 

東濃圏域に開設されている 12 ステーションに加え、圏域内の国民健康保険立の医療施設（以降、国

保医療施設と記す）10 箇所の看護職に参加を呼びかける。個別職場訪問研修の際に、対象者が参加し

やすい曜日・時間帯・場所を尋ねて実施日時や場所を検討する。ワークショップ研修では、教員が捉

えた訪問看護活動の現状を参加者に返すと共に、東濃圏域の介護保険サービス・施設の提供状況、介

護保険第１号被保険者の保険料基準額の資料を示して、「在宅ケア充実に向けて訪問看護が取り組むべ

きこと」をテーマに意見交換する。 
 

Ⅳ．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 8箇所で、その開設者は、医療法人、市町村、営利法人の施設が

各 2箇所、厚生連、社会福祉法人の施設が各 1箇所であった。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 3箇所、介護保険導入後の平成 12 年以降が 5箇所であり、その

内 1施設は平成 24 年に開設されていた。看護職員数（常勤換算）は、5人以上の施設が 1箇所、4～5
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人未満の施設が 3箇所、4人未満が 4箇所となっていた。なお、研修参加者は計 16 名で、その内訳は

管理者 8名、看護職員 8名であった。 

２）訪問看護サービスの提供状況 

 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、150 回未満の施設は 1箇所（F）、200

回以上 300 回未満の施設が 2箇所（D,H）、400 回以上 500 回未満の施設は 4箇所（A,B,C,E）、800 回以

上の施設は1箇所（G）であった。訪問所要時間（最大・片道）について、25分以内の施設は4箇所(B,F,G,H)、

30～40 分の施設が 4箇所(A,C,D,E)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合は、

30%以上の施設が 1箇所(G)、15～22%の施設が 4箇所(A,D,E,H)と最も多く、5～10%の施設が 3箇所

(B,C,F)であった。在宅での看取り支援は 8か所全ての施設で行われていた。看取りを行った利用者数

は年間 4人の施設が 2箇所（C,F）、9～10 人の施設が 2箇所（A,B）、16～20 人の施設が 3箇所(D,G,H)、

26 人の施設が 1箇所（E）となっていた。小児利用者は、0人の施設が 5箇所(B,C,E,F,H)、1 人の施設

は 2箇所(A,D)、4 人の施設は 1箇所(G)であった。精神科訪問看護利用者は、0人の施設が 4箇所

(B,F,G,H)、1 人の施設が 3箇所(A,D,E)、2 人の施設が 1箇所(C)であった。24 時間対応体制は 8箇所

全ての施設でとられていた。 
 

表 1 個別職場訪問研修を実施した施設の概要 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

表 2 訪問看護サービスの提供状況 

 

３）地域における活動基盤をつくるための取り組みの現状と課題 

 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

するための取り組み、(2)訪問看護の理解を促したり、ニーズを掘り起こすための取り組み、(3)在宅

で看取りを実現するための取り組み、(4)難病やがん末期など濃厚な支援を要す利用者への対応状況、

(5)複雑な問題を抱える利用者への対応状況、(6)在宅ケア充実のためにもっと応えたい対象・やりた

いと思う活動、(7)職員の確保および現任教育の現状、(8)経営に関すること、の 8点について現地看

護職に尋ねた。聴取した内容は、意味内容の類似性によってまとめてカテゴリーを作り、整理した。

なお、文中の【 】はカテゴリーを示す。 

（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は、表 3-1 に示すとおりである。【利用者・家族

との信頼関係の形成】【利用者・家族が困った時に相談できる関係の形成】【会話を通した情報収集】【家

設置主体 

（N＝8） 

開設時期 

（N＝8） 

常勤換算看護職員数 

（N＝8） 

 

医 

療 

法 

人 

 

市 

町 

村 

 

営 

利 

法 

人 

 

厚 

生 

連 

 

社 

会 

福 

祉 

法 

人 

 

平 

成 

11 

年 

以 

前 

 

平 

成 

12 

| 

17 

年 

 

平 

成 

18 

年 

以 

降 

 

4 

人 

未 

満 

 

4 

| 

5 

人 

未 

満 

 

5 

人 

以 

上 

2 2 2 1 1 3 4 1 4 3 1 

施

設 

月平均 

訪問回数 

（回） 

訪問所要時間 

（最大・片道） 

医療保険によ

る利用者が占

める割合（%）

在宅で看取

った事例数

（年間） 

小児 

利用者 

精神科 

訪問看護 

利用者 

24 時間 

対応体制 

の届出 

A 400 以上 500 未満 35 分 21.3  9 人 1 人 1 人 有 

B 400 以上 500 未満 20 分 10.0  10 人 0 人 0 人 有 

C 400 以上 500 未満 30 分 10.0  4 人 0 人 2 人 有 

D 200 以上 300 未満 30～40 分 20.0  16 人 1 人 1 人 有 

E 400 以上 500 未満 30 分 20.0  26 人 0 人 1 人 有 

F 150 未満 25 分 5.2～10.0 4 人 0 人 0 人 有 

G 800 以上 15～25 分 32.3  20 人 4 人 0 人 有 

H 200 以上 300 未満 20 分 15.3  17 人 0 人 0 人 有 

－24－



族の介護力向上】といった利用者や家族への直接的なかかわりに関するものが 4つ、【利用者のホーム

グラウンドであることを意識したケア】【生活リズムに即した援助】【経済的負担への配慮】といった

利用者や家族の生活に関するものが 3つのカテゴリーにまとめられた。サービス提供体制に関しては、

【医師との関係形成】【ケアプランの内容充実に向けた働きかけ】【連携後の確実な結果の把握】【他職

種との情報共有】【連携のための会議へ参加】といった他職種連携を行うことが 5つ、【スムーズな在

宅移行に向け、関係機関を交えた退院前からの介入】【スムーズな在宅移行に向け、医療機関の確保】

といったスムーズな在宅移行を目指すものが 2つのカテゴリーにまとめられた。また、【受け持ち体制

の工夫】【スタッフ間の情報共有】【スキルアップをめざした教育体制の保証】【スタッフの体調管理】

といったステーションの体制づくりに関するものが 4つのカテゴリーにまとめられた。 

適切なサービスを提供する上で課題と感じることは、表 3-2 に示すとおりである。【総合病院との連

携上の問題】【ステーションの役割理解不足】【往診医の不足】といった訪問看護師と医師との連携や

サービス提供体制に関することが 3つ、【事業所間の連携】【市との連携】といった他職種連携に関す

ることが 2つのカテゴリーにまとめられた。また、【専門分野の受け入れ態勢】といった小児や難病等

の専門分野の受け入れ態勢に関するものが 1つ、【家庭に他者が入ることへの抵抗感】【限られた期間

での援助提供】【利用者・家族への指導】【カンファレンスの時間確保が不十分】といった訪問看護師

が利用者の生活空間に第 3者としてかかわることや、限られた時間の中でかかわることの困難さに関

するものが 4つのカテゴリーにまとめられた。 

 
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 記録内容 

利用者・家族との

信頼関係の形成 

利用者や家族と信頼関

係を築く 

利用者や家族と信頼関係を築くことで、相手は何でも話してくれる。利

用者や家族の話を聞きながら学ぶことも多い。 

利用者と信頼関係を築く

ため、支える姿勢を大切

にする 

利用者と信頼関係を築くことができるように関わっている。利用者あって

の自分たちであると考え、上からではなく支えるという姿勢を大切にして

いる。 

利用者の話を聞くこと、

言葉遣いに注意する 

病棟勤務が長かった分、病棟と在宅との違いを意識している。病棟のよ

うに看護師が対象へ一方的に話すのではなく、相手の話を聞くこと・言

葉づかいに注意している。 

利用者や家族の話を聞く

ことを大切にする 

話を聞くこと。実際に訴えは少ないと思うが、利用者や家族がそれをうま

く言えるようにするための信頼関係を作ることは大切であると思う。 

利用者・家族が困

った時に相談でき

る関係の形成 

困った時に相談してもら

える関係を築くため、家

族の言うことを受け止め

てから提案を行う 

「何でも話せる関係」とは、気さくな関係というより、困った時にどうにかし

てくれるという関係ではないか。困ったことを自然に看護師に話せる関

係があれば相談しようと思ってもらえる。そのため、家族の言う事はまず

受け止めて信頼関係を築いてからケアの工夫の提案を行うように努め

ている。 

利用者や家族が 24 時間

体制を気楽に活用できる

よう声かけをする 

24 時間体制を取ることで、利用者や家族に「安心して、何でも相談し

て」と声掛けをしている。「訪問看護師の声を聞きたいから電話したでも

いいよ」と声をかけている。 

会話を通した情報

収集 

利用者や家族と話し合う

ことを大切する 

家族構成や家族関係、経済状況など様々な家庭がある。そのため、利

用者の話を注意深く聞くようにしている。個別性のある、各家庭に合っ

た介護ができるよう、利用者・家族と話し合いをしながら進めていくことが

在宅では必要である。 

利用者や家族との会話

を重視し、対象理解やア

セスメントにつなげる 

利用者や家族との会話の中で、かかわる上で大切なことや利用者・家

族のニーズに気が付くことが多い。そこ（会話）を大切にしている。 

家族の介護力向上 家族ができることは家族

で実施してもらう 

家族ができることは実施してもらえるよう、家族指導の力を高めることが

大切である。 

ポイントを絞った指導で

家族が簡単にできる方法

を伝える 

家族が無理をすることがないようにしている。毎日のことなので、簡単に

できる方法や家の中にあるもので代用する方法等を伝えている。その中

で、家族が守らなければならないポイントを絞って伝えるようにしてい

る。老々介護の場合は、特に説明をわかりやすくするよう意識している。

利用者のホームグ

ラウンドであること

を意識したケア 

生活の場にお邪魔して

いることを常に考え、余

分に物を使わない、安易

に他の部屋に入らないよ

うにする 

その人が生活をしている場にお邪魔しているということを常に考え、余

分に物を使わないとか、安易に他の部屋へ入らないようにしている。こ

れらは利用者との信頼関係をつくる上でも重要である。 
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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（続き） 

利用者のホームグ

ラウンドであること

を意識したケア（続

き） 

利用者や家族のやり方

が多少違っても、それを

認める 

利用者が中心であること・生活を支えること・看護師が中心ではなく、利

用者や家族を中心に考えている。そのため、清潔操作の場面で特に多

いが、利用者や家族のやり方が多少違っていても本人の状態が変わっ

ていなければそれでよしとしている。 

生活リズムに即した

援助 

利用者や家族の生活リズ

ムに即して援助する 

利用者がその人らしく生活できるように、その人の生活リズムの中へ入

っていけるようにしている。訪問看護師にとっては 60 分の訪問であって

も、家族にとっては 24 時間の生活。家族から教えてもらうこともある。 

経済的負担への配

慮 

  

コスト面を意識し、物を大

切に使う 

コスト面を強く意識している。ティッシュ１枚でも、（家族が用意した）切っ

てある布でも、大切に使うようにしている。 

無駄にものを使用しない 家庭では物品が限られているため、使うものに気を遣い無駄に使用しな

いようにしている。 

利用者の経済的負担軽

減のため、ステーション

で滅菌ガーゼを作る 

個包装のガーゼは高価であり、利用者の経済負担を少しでも軽減する

ために 80ｍのガーゼを利用者に買ってもらい、ステーション内でパッキ

ングし個包装にしてオートクレーブで消毒し使用している。 

医師との関係形成 医師と直接会って話し合

う 

医師と連携をとるときにはステーションから出向いて、医師の顔を見て話

すようにしている。ＦＡＸではうまく伝わらないこともある。 

受診に同行し、医師と顔

の見える関係をつくる 

他職種とは電話だけでなく、地域の連携会議などを通して顔の見える

関係を築くようにしている。他院の受診同行は収益にはならないが必要

であれば行っており、そこで医師とも顔つなぎができる。日々の関わりを

通し、困った時に助けてもらえるステーションと思ってもらえると自分たち

が困った時に助けてもらえることもある。 

ケアプランの内容

充実に向けた働き

かけ 

  

 

ケアマネジャーと意見が

合わなかったら話し合

い、言いたいことを言える

関係をつくる 

法人以外のケアマネジャーと多く関わっている。今は何でも言える関係

にある。看護師とケアマネジャーとの意見が合わなかったら、色々話し

合いをする。とにかく話合い、言いたいことははっきりという関係を作っ

ている。ケアマネジャーと話し合う時間は、ケアマネジャーがサービス提

供表を持ってきてくれた時の時間を使っている。看護師資格を持ったケ

アマネジャーであると、話も通々に伝わり訪問看護師の考えが伝わりや

すい。看護師資格を有していないケアマネジャーも、訪問看護師から提

案をすれば聞いてくれる。 

訪問看護の頻度をケア

マネジャーに提案する 

ケアプランの中にもっと訪問看護を増やしてほしいとか、訪問看護を減

らしてもいいのではないかという提案は、訪問看護師からケアマネジャ

ーにしている。また、家人の要望もあり調整をする事もある。 

利用者の変化をケアマネ

ジャーに即時連絡する 

ケアマネジャーと連携を図るようにしている。利用者に変わったことがあ

ればすぐに電話で報告をする。電話が難しい場合はFAXを送り必ず返

事をもらうようにしている。 

アセスメントを的確に行う

ためにステーションスタッ

フ、医師に報告・連絡・相

談する 

利用者のアセスメントを的確に行うため、「報・連・相」を大切にしてい

る。訪問は1人で行くため、カルテや申し送りから把握した昨日までと状

況が違う場合・様子がおかしい場合はすぐにステーションや主治医へ電

話して、相談をする。 

スタッフと言語での共通

認識が困難である状況

は、写真で共有する 

言語での共通認識が困難である場合、例えば、褥瘡の写真を撮り、ス

テーションへ戻り他のスタッフと共有をする。その方が、訪問をした自分

も安心であるし、他のスタッフがどのように判断をするのか聞くことが出

来るため援助の参考になる。 

連携後の確実な結

果の把握 

連携後の利用者の結果

を見届ける 

最後まで責任をもってケアをする。例えば、医療機関等につなげた場

合、その後の結果がどうなったのか確実に把握するようにしている。 

他職種との情報共

有 

他職種と絶えず連絡を取

り合う 

他職種（ケアマネジャー、デイサービスのスタッフ、福祉用具業者）とは

絶えず電話や FAX で連絡を取り合っている。 

緩和ケア病棟の入退院

を繰り返した利用者につ

いて連絡を取り合ってい

た 

緩和ケア病棟を持つ病院の看護師とは、共通の利用者がいた時期に、

月に 1 回連絡を取り合っていた。共通の利用者がいない時期は連絡を

取ることはない。 

連携のための会議

へ参加 

退院前カンファレンスに

参加する 

連携を強化していく意味でも、利用者の退院カンファレンスには積極的

に出席するようにしている。 

ケアマネジャーとの連携、他のデイサービスのスタッフとの連携を大切

にしている。連携の方法は電話でのやり取りがほとんどであるが、入院

中の方は退院前カンファレンスに出向くこと、在宅では担当者会議に参

加すること、訪問宅と居宅介護支援事業施設が近い場合は、直接ケア

マネジャーに会いに行くようにしている。 

退院前カンファレンスにできる限り参加できるよう業務を工夫している。 
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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（続き） 

連携のための会議

へ参加（続き） 

担当者会議に参加する ケアマネジャーとの連携、他のデイサービスのスタッフとの連携を大切

にしている。連携の方法は電話でのやり取りがほとんどであるが、入院

中の方は退院前カンファレンスに出向くこと、在宅では担当者会議に参

加すること、訪問宅と居宅介護支援事業施設が近い場合は、直接ケア

マネジャーに会いに行くようにしている。 

担当者会議には 100 パーセント参加できるようにしている。 

連携会議に参加し、他職

種と顔の見える関係をつ

くる 

他職種とは電話だけでなく、地域の連携会議などを通して顔の見える

関係を築くようにしている。 

ケアマネジャーに直接会

いに行く 

ケアマネジャーとの連携、他のデイサービスのスタッフとの連携を大切

にしている。連携の方法は電話でのやり取りがほとんどであるが、入院

中の方は退院前カンファレンスに出向くこと、在宅では担当者会議に参

加すること、訪問宅と居宅介護支援事業施設が近い場合は、直接ケア

マネジャーに会いに行くようにしている。 

スムーズな在宅移

行に向け、関係機

関を交えた退院前

からの介入 

退院前に利用者・家族に

会い希望を把握する 

利用者は併設病院の退院患者が多い。退院前に病棟から連絡があり、

担当の訪問看護師が本人・家族に会い、希望をきいている。退院前か

ら関わることで、スムーズに訪問看護が導入できるようにしている。 

退院前に病棟看護師と

相談し、入院中に在宅で

の介護方法を試す機会

を作る 

退院前カンファレンスで必要なケアを検討し、退院指導で在宅でのケア

方法や医療機器の準備を確認する。病棟看護師との退院指導では、家

族がどこまでできるのか介助方法を試みてもらい、１週間後に評価する

など、入院中に病棟看護師と訪問看護師が退院・介護指導に関わるこ

とができている。病棟看護師、主治医、ケアマネジャーとも連携が取りや

すく関係性も良くなっている。 

退院前カンファレンスで

家族指導を依頼する 

病院に、退院カンファレンスのときに家族指導をきちんと行ってもらえる

ようにお願いしている。 

スムーズな在宅移

行に向け、医療機

関の確保 

家族の不安により在宅移

行のタイミングが遅れな

いよう、緊急時の受け入

れ病院や往診医を確保

する 

今このタイミングを逃すと自宅に帰れなくなるのではないかという状況で

はあるが、家族は退院時に在宅で過ごすことに不安があり、スムーズに

在宅に移行ができない場合がある。そういう場合は、病状が悪化するな

どの緊急時に病院での受け入れを確保することで、安心してもらえるよ

うにしている。また、かかりつけ医に往診を頼み、在宅医を見つけるよう

にしている。 

受け持ち体制の工

夫 

担当制を取る 基本は担当制である。 

常勤で分担して 24 時間

体制をとっている 

24 時間体制を可能にするために常勤 2人の訪問看護師で土日は当番

制、平日は所長が夜間対応を担当し、協力し合っている。 

スタッフ間の情報

共有 

毎朝カンファレンスでスタ

ッフ全員が情報共有する

毎朝のカンファレンスで、スタッフ全員に利用者の情報提供ができるよう

にしている。 

同じサービス提供のため

に情報共有や同行訪問

をする 

どのスタッフが対応しても利用者になるべく同じサービスが提供できるよ

う、朝の時間を活用した情報共有、空き時間を活用した他のスタッフと

の同行訪問をしている。 

スキルアップをめざ

した教育体制の保

証 

スキルアップのため、興

味のある研修を受講でき

るようにする 

スキルアップのため、看護協会だけでなく訪問看護協会や民間の研修

を1人年間2件以上受けている。研修の費用は併設病院が全額負担し

てくれることも、研修を受けやすい要因ではないか。管理者から勧める

研修ではなく、自分が興味のある分野の研修に自主的に行ってもらうよ

うにしている。 

スタッフの体調管

理 

夜間緊急対応の翌日は

休暇を取る 

スタッフが夜間緊急で動いた時には、翌日を休暇にして対応している。 

注：記録内容のゴシック体は要約した部分であることを示す。 
 

表 3－2 適切なサービスを提供する上で課題と感じること 

カテゴリー 要約 記録内容 

総合病院との連携

上の問題 

総合病院の医師と直接

話せない 

訪問看護指示書が総合病院からの場合、直接訪問看護師が医師と話

さずソーシャルワーカーを通す。そのため、医師から直接の返事がなか

なか無い。他のステーションはどうしているのか知りたい。 

総合病院の医師から指

示を受けるのに時間がか

かる 

医師との連携が難しい。個人医院であればすぐに看護師が医師の所

へ行けるが、総合病院の場合、地域連携室の相談員を通しての連携と

なる。そのため、医師の指示を受けるのに時間がかかる。 

ステーションの役割

理解不足 

総合病院の医師がステ

ーションの役割を理解し

ていない 

総合病院の医師はステーションの役割を十分に理解していないことが

多い。そのため、看護師同士の連携が取れていても、医師同士の連携

や話合いができていない場合があり、利用者に必要なケアを継続する

ことが難しいと感じる。 
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表 3－2 適切なサービスを提供する上で課題と感じること（続き） 

往診医の不足 往診医の不足から看取り

ができない場合がある 

市内の診療所の医師の中には名古屋から通勤している場合がある。そ

のため、夜間は市民病院の医師が診ることになっており、こうしたことが

看取りの数が少ない要因にもなっている。 

事業所間の連携 同じ事業所からの紹介が

多い 

同じ事業所のケアマネジャーからの紹介が多いため、他事業所からの

紹介が受けられるようにしたい。 

市との連携 市の行政システムの違い

から対応が遅れる 

県外の場合、虐待など市がかかわった方がいい場合でも、市の行政シ

ステムの違いからすんなりと対応が進まないことがある。 

専門分野の受け入

れ態勢 

小児の受け入れが難しい 小児を担当していた看護師が休んでいるので、利用者の受け入れが

難しい。マンパワー不足を感じる。 

専門分野を必要とする方

の受け入れが難しい 

スタッフがいないので、難病や小児等の専門分野を受け入れにくい。 

家庭に他者が入る

ことへの抵抗感 

訪問看護師が招かざる客

となる場合がある 

在宅では訪問看護師のアウェイ感は満載。契約をしていても、利用者

にとって訪問看護師が招かざる客という場合もある。１回や 2 回のかか

わりで関係は作られない。 

他者が家に入ることへの

抵抗感が強い 

ステーションが設立し十数年の歴史があるが、他人が家に入ることを嫌

がるところはあり、利用者や家族に信頼してもらえるよう話をする。訪問

看護が入ってから、利用して良かったという場合もある。 

限られた期間での

援助提供 

限られた期間で関わるこ

との難しさ 

がんの患者で、その家族と信頼関係がまだつくられていないときに関わ

ることへの難しさを感じている。病状がかなり進んだ段階で訪問看護の

利用となるため、信頼関係を形成するまでに利用者が亡くなるという状

況がある。 

利用者・家族への

指導 

利用者・家族への指導が

難しい場合がある 

利用者・家族がこれまで行ってきたことを認めながら、指導していく。こ

れまでの経過やプライドもあるため、指導が難しいと感じる事例もある。

カンファレンスの時

間確保が不十分 

看護師の対応を統一する

ため話し合いたいが、時

間確保が難しい 

1人で訪問し判断して処置等を行う中で、看護師によって判断が異なる

ことがあり、利用者にとっては看護師によって言う事が違うと受け取られ

ることもある。対応を統一するためにカンファレンスを行っているが、朝

の 10 分程度のカンファレンスで十分に検討できているかは疑問に感じ

ている。また、非常勤勤務者も2名おり夕方行うことは難しい。全員が集

まれるカンファレンスができるとよいと思う。 

 
(2)訪問看護の理解を促したり、ニーズを掘り起こすための取り組み 

訪問看護の理解促進やニーズ掘り起こしのために実施していることを表 4－1に示した。関係職種に

対しては、医師やケアマネジャーを重要な関係職種と捉え、【医師やケアマネジャーに理解を促す】【医

師やケアマネジャーに活用を働きかける】を実施していた。利用者や家族に対しては、【利用者や家族

に理解を促す】【利用者や家族のニーズを捉える】を実施していた。また、【適切なサービスを提供す

る】ことで、利用者や医師などの関係職種への理解を促していた。関係機関などに対しては、居宅介

護支援事業所やデイサービス、地域包括支援センターといった【関係機関と顔の見える関係をつくる】

や老人保健施設といった【併設施設の職員に働きかける】を行っていた。看護職に対しても、【ステー

ション間で情報交換する】や【病院の看護職の理解に働きかける】【病院の認定看護師と連携する】【病

院の退院調整部門と連携する】を実施していた。その他、病棟看護師やケアマネジャー、ケースワー

カーといった【他職種や住民を対象に講演する】ことも行っていた。また、併設施設にパンフレット

を置くなど【地域住民の周知に努める】や将来の看護職の理解を促すため【看護学生の理解に働きか

ける】ことも行っていた。 

課題と感じることは表 4－2 に示した。住民が訪問看護を知らない等【地域住民に対する課題】と、

医師やケアマネジャー、病棟看護師の理解が乏しい等【他職種に対する課題】が挙げられた。 

 
表 4－1 訪問看護の理解を促したり、ニーズを掘り起こすために実施していること 

カテゴリー 要約 記録内容 

医師やケアマネ

ジャーに理解を

促す 

主治医やケアマネジャー

が訪問看護を紹介してく

れる 

当ステーションの立ち上げ時から訪問看護に携わっているが、訪問看護

が理解されてきたと感じるのは、ここ最近である。3・4 年前から、主治医や

ケアマネジャーが訪問看護を紹介してくれるようになってきた。 

研修会での関わりを通し

て、ケアマネジャーと報告

や連絡がしやすい環境

づくりをしている 

研修会でのかかわりと通じて、ケアマネジャーが抱きやすい「看護師は怖

い」というイメージを緩和できるよう努力をしている。また、ケアマネジャー

と医師との連携では、訪問看護師がクッション的役割となれるよう努力し、

報告や連絡をしやすい環境づくりをしている。 

ケアマネジャーへ訪問看

護師ができることをアピー

ルする 

ケアマネジャーによっては、「訪問看護師の利用は高いから訪問介護に

した方がいい」と考える方もいる。そのため、訪問看護師は医療面でアプ

ローチができることをケアマネジャーにアピールしている。 
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表 4－1 訪問看護の理解を促したり、ニーズを掘り起こすために実施していること（続き） 

医師やケアマネ

ジャーに活用を

働きかける 

主治医・ケアマネジャー

に対して、利用者の状況

によっては訪問看護が介

入することを説明している 

リハビリテーション依頼のみの事例であっても、主治医・ケアマネジャーに

対して、「利用者の状況によっては訪問看護が介入すること」を説明して

いる。医師の指示が「リハビリテーション」だけの場合、例えば、吸痰を必

要とする利用者であっても、ケアマネジャーがリハビリテーションのみのプ

ランを作ってしまう。そうなると訪問看護が介入しにくくなるので、それを回

避するための工夫である。過去に、訪問看護師が「後々、医療的介入が

必要となる」と伝えたが、ケアマネジャーに「今、医療的介入は必要ない」

と言われて関われなかった経験がある。予め説明をしておくことで、必要

性を感じたら訪問看護師が介入できるようになり、以前より利用者の健康

は守られていると思う。 

ケアマネジャーに退院後

2週間でよいので訪問看

護をプランに組み込んで

欲しいと声かけをしている 

訪問看護を1度使ってもらえれば、利用者や関係者に訪問看護の良さが

わかってもらえると思っている。だから、ケアマネジャーには、退院後 2週

間でよいので訪問看護をプランに組み込んで欲しいと声かけをしている。

開業医に PR している 開業医には PR している。 

利用者や家族に

理解を促す 

関わりを通して訪問看護

ができることを住民に伝

える 

田舎では、家で点滴や褥瘡処置ができることをまだ知らない人が多いの

で、訪問看護が実施できることを伝える必要がある。リハビリ職員が訪問

している事例に対しても、看護師が介入することの必要性や看護師がで

きることを伝えてもらい、訪問看護師が介入できる環境を作っている。 

在宅で必要とされる援助の 1 つに排便コントロールがある。排便コントロ

ールは看護師にしかできないと考える利用者が多く、排便コントロールの

介入をきっかけに、訪問看護師がケアできることについて住民へ話をして

いる。 

訪問看護を利用すること

で、いつでも相談でき安

心であることをアピールし

てきた 

訪問看護師が月に 1、2 回でも入ることで、いつでも電話をかけられる場

所ができ安心であることをアピールしてきた。そのことで、地域住民の訪

問看護に対する理解が少しずつ広がっている。 

利用者や家族の

ニーズを捉える 

訪問看護の利用を提案

する際は経済的な配慮を

する 

サービス利用には負担が伴うし限度額があるため、訪問看護の利用を提

案する際は経済的なことも含めて配慮する必要がある。訪問介護を訪問

看護に変更してもらい、そのかわり、これまでヘルパーが実施していたオ

ムツ交換も訪問看護師が行う、デイサービスや訪問入浴の看護師と情報

共有を密にするなど、できるだけ経済的負担を増やさないで利用者の生

活に看護師の目が入るように工夫している。 

3 年に 1 回、患者満足度

調査をしている 

3 年に 1 回、患者満足度調査をしている。その回答に、訪問リハビリテー

ションの要望が多かったので、今後理学療法士を配置することになった。

適切なサービス

を提供する 

適切な訪問看護サービス

を提供する 

基本的なことではあるが、利用者に対してきちんとした訪問看護サービス

を提供することが大切である。利用者に確実な技術を提供し、きちんとし

た態度で接し、医師への報告も的確に実施していくことで、利用者や関

係者の訪問看護への理解が高まると思う。 

訪問看護を利用した住民が隣近所に紹介してくれる。隣近所の会話で広

がっていく。1 例 1 例を大切にし、利用者や家族に適切なケアをすること

が、ニーズの掘り起こしにつながる。ターミナルの方などは、「以前おばあ

ちゃんがお世話になったから、今度おじいちゃんも訪問看護を利用して

在宅で看取ろう」と依頼されることもある。 

関係機関と顔の

見える関係をつく

る 

居宅介護支援事業所や

デイサービスに顔を出す

ようにしている 

所長が居宅介護支援事業所やデイサービスに顔を出すようにしている。

いろいろなスタッフと話して顔見知りになることで、訪問看護の利用に結

び付けられる可能性がある。 

地域包括支援センター

に、まめに顔を出す 

地域包括支援センターにまめに顔を出し、困難事例について話をしてい

る。 

ステーション間で

情報交換する 

訪問看護の連絡会で情

報交換する 

訪問看護の連絡会があり、情報交換を行っている。 

病院の看護職の

理解に働きかけ

る 

病棟看護師と同行訪問

する機会を設けている 

希望があれば病棟看護師が訪問看護師に同行訪問する機会を設けて

いる。しかし、病棟看護師と訪問看護師の目線のズレが出てしまい、訪問

看護師の方が同行訪問を躊躇してしまう気持ちがある。 

病棟看護師に在宅での

患者の様子を写真で返し

ている 

病棟看護師には、在宅での利用者の様子を写真で返している。自宅でピ

ースサインをして笑顔で過ごす利用者を見ることが、病棟看護師の喜び

や援助の振り返りの機会にもなっている。 

看護部長に報告している 看護部長には、24 時間当番後の報告で各訪問看護師が話す機会があ

る。 
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表 4－1 訪問看護の理解を促したり、ニーズを掘り起こすために実施していること（続き） 

病院の認定看護

師と連携する 

併設病院の認定看護師

と連携している 

院内に 6 名の認定看護師がおり、必要時同行訪問やストーマ外来での

対応、写真を用いて処置内容等を相談するなどしている。 

病院の退院調整

部門と連携する 

併設病院の退院調整室

と連携する 

併設病院の退院調整室がしっかりしているため、うまく訪問看護に繋がっ

ていると思う。 

連携している病院の退院

調整部門に訪問看護の

利用を声かけしている 

利用者が減ってきたら、普段から連携している病院の退院調整部門に連

絡し、訪問看護につながりそうな対象がいないか声をかけている。 

併設施設の職員

に働きかける 

併設施設の職員が集まる

場に参加する 

併設施設で職員が集まる機会などがあれば、訪問看護を知ってもらうた

めに、参加するようにしている。 

他職種や住民を

対象に講演する 

病棟看護師を対象に訪

問看護について講演した 

病棟看護師を対象に訪問看護について話す機会があった。しかし、「訪

問看護師が介入しているのに、何で利用者は入院するのか」といった発

言もあり訪問看護師の役割に関する理解は薄い。 

ケアマネジャーを対象に

講義した 

東濃圏のケアマネジャーを対象に看取り事例を用いて講義をした。訪問

看護について漠然とした理解であったが、この講義で理解できたという評

価をもらうことができた。 

ケアマネジャーや住民を

対象に研修会を開催して

いる 

会社主催でケアマネジャーや住民を対象に研修会を開催し、ステーショ

ンの利用方法や訪問看護師の役割、ケアの内容を発信している。 

ケースワーカーの連絡会

議や併設病院で開催さ

れた健康祭りで訪問看護

についての講演を行った 

東濃圏域のケースワーカーの連絡会議や併設病院で開催された健康祭

りで訪問看護についての講演を行った。効果はまだ実感できていない。 

地域住民の周知

に努める 

事業所名の書いてある車

で訪問していることが地

域住民への PR になって

いる 

訪問時の車に「訪問看護ステーション〇〇」と書いてあるため、近所の様

子をよく見ている地域であり、世間話や家族間の話で名前が出ることはあ

ると思われる。 

併設施設の保健師が健

診に行く時に同行し、住

民に訪問看護を PR して

いる 

訪問看護師は住民への浸透が薄いと思う。そのため、保健師が健診に行

くときに同行し、訪問看護師の活動を PR している。 

併設病院にパンフレット

を置いている 

併設病院の外来や病棟にパンフレットを置いている。 

併設施設のお祭りの際に

PR している 

併設施設のお祭りの際に PR している。 

看護学生の理解

に働きかける 

看護学生の実習を引き受

け、将来の病棟看護師の

理解を促す 

新卒者採用は病院で研修できると良いが現状では困難であるため採用

できない。そのため、学生実習を引き受けるように努力している。学生が

病棟看護師として就職し退院支援を経験した際、退院前カンファレンス

の場などかかわる機会を活用し訪問看護師の役割を理解してもらうことが

できると思う。そして、訪問看護師の役割を病棟へフィードバックしてもらう

ことで、病棟看護師の理解を促すことにつながると良い。看護学生という

種をまいておくことが重要であると考えている。 

 
表 4－2 訪問看護の理解を促したり、ニーズを掘り起こす際に感じる課題 

カテゴリー 要約 記録内容 

地域住民に対する

課題 

地域住民にアピールする

場がない 

地域住民に対して、現状ではアピールをする場がない。何とかしなけれ

ばいけないとは思う。 

住民が訪問看護を知らな

い 

ニーズが少ないのか、訪問看護の認知度が低いのか、住民の訴えは

少ない。利用者から「もっと早く訪問看護を知っていれば良かった」「看

護師がきて何をするの？」という声もあった。 

「訪問看護を利用している住民が近所にいたから聞いた」とか、「訪問

看護師が近所に来ていても病院から来ているなんて知らなかった」とい

う話を聞くことがある。 

高齢世帯は訪問看護の存在を知らなかったという方が多い。 

訪問看護を必要とする住

民を十分に把握できてい

ない 

地域住民何千人の中でも、住民は訪問看護があることを知らず、訪問

看護を必要とする住民を十分に把握できていない現状がある。 
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表 4－2 訪問看護の理解を促したり、ニーズを掘り起こす際に感じる課題（続き） 

地域住民に対する

課題（続き） 

民生委員や公民館職員

の理解が乏しい 

困っている方の掘り起こしを民生委員と協働して行おうと思ったが、訪

問看護の理解がされておらず、結局つながらなかった。また、公民館に

ステーションの紹介パンフレットを置くことを依頼したこともあったが、公

民館が公の場所であるという理由で許可を得ることができなかった。訪

問看護の周知がまだ不足しているのではないかと思う。 

他職種に対する課

題 

地域ケア会議など地域で

集まる機会がない 

地域ケア会議等、地域で集まる機会がないので、実施したいと考えて

いる。ひとつのことを関係機関が一緒に考える場をつくりたい。 

在宅専門の医師がいな

い 

在宅専門の医師がいると良い。 

緊急の呼び出しをされて

困るという理由から訪問

看護の導入に消極的な

開業医がいる 

開業医からの紹介で訪問看護が導入されることもあるが、1～2 名であり

それ以上の紹介はない。近隣の開業医は 40～60 代の比較的高齢で

はない医師であるが、訪問看護を利用すると緊急の呼び出しをされて

困るという理由もある。どうにかしたいと思ってもどこかでストップがかか

ると感じている。しかし開業医の中の 1，2 名の医師は、在宅を支えたい

と考えている医師もいる。呼び出しをされて困るという医師もこちらの話

は聞いてくれる。併設病院が地域において、何かあれば入院させてく

れたり、何とかしてくれるという存在であることが大きいのではないか。 

ケアマネジャーの理解が

乏しい 

ケアマネジャーの中には、訪問看護師の特徴を理解せずに利用者・家

族へ「看護は高いで、ヘルパーを利用したほうがいい」と説明してしまう

方もいる。一方、訪問看護師の医療的側面を理解し患者の状態を看て

もらおうという認識があるケアマネジャーは「訪問看護師の介入が必要

である」という。 

病棟看護師の理解が乏

しい 

病棟看護職の中でも、「訪問看護の中で何ができるのか」「医療的な援

助がないのになぜ看護師が在宅へ出向くことが必要なのか」と疑問に

思う人は多く、浸透は薄い。 

病棟看護師の理解。急性期だけでなく、地域に密着した医療機関であ

るという当院の役割からも、教育システムに訪問看護に関する内容を 1

コマ加えてもらうことを看護部長に要望している。 

半日でもよいので訪問看護の実習もあるとよい。できれば受け持った患

者の自宅での生活を見ることができると良いと考えている。 

 
(3)在宅で看取りを実現するための取り組み 

 在宅での看取りに実現するために努力していることと、看取りを実現する上での課題について語ら

れた内容を表 5－1、5－2で示した。 

在宅での看取りを実現するために努力していることは、利用者や家族の意見を聞き看取りに対して

気持のずれが生じないよう【利用者と家族の思いを確認し調整】していた。特に家族に対しては、【家

族間の死の理解の促進に向けた支援】【家族の迷いや不安に対する丁寧な対応】【看取りについて家族

の心の準備を促すためのパンフレットの活用】を行うとともに、看取りを行う家族の心情を理解し、

希望に応じて最少限の点滴を行うなど【家族の思いや希望を尊重したターミナル期の医療処置の実施】

をしていた。また、【在宅医の状況に応じた看取りの支援体制の調整】を図るとともに、【医師やケア

マネジャー・看護師との関係づくり】や【総合病院のがんの専門職や緩和ケア病棟との連携】によっ

て、看護職及び他職種との協働が促進されるよう働きかけていた。さらに、【疼痛コントロールが図れ

るよう医師との連携】に努め、【看取りが困難な場合でも可能な限り在宅生活を支援】し【その人らし

さを大切にした看取り支援】を行うことで、利用者や家族の希望が叶うよう取り組んでいた。 

在宅での看取りを実現する上での課題としては、在宅療養を支援する医師の不足やそれに伴う一部

の医師への過負荷など【在宅での看取りのための医師の支援体制が整っていない】ことが挙げられた。  

また、家族側の課題としては【家族が自然な死や老いの過程を理解できていない】や【家族間で終末

期ケアの意見が異なる】ことを挙げており、【在宅での看取りについて家族が納得できるように医師が

説明することが重要】であると感じていた。訪問看護師が抱える課題としては、体制の面では【訪問

看護の人員不足】を挙げ、支援の内容としては【家族へのケアに難しさや迷いを感じる】や【疼痛コ

ントロールのための入院時期の見極めが難しい】ことを挙げていた。 

 
表 5－1 在宅での看取りを実現するために努力していること 

カテゴリー 要約 記録内容 

利用者と家族の思

いを確認し調整 

在宅での看取について

利用者・家族の意見を聞

く 

看取りの事例で、最期に入院してしまった事例があるので、利用者本

人と会って、本人の意思を聞くこと。家族の意思を聞くこと。 
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表 5－1 在宅での看取りを実現するために努力していること（続き） 

利用者と家族の思

いを確認し調整

（続き） 

在宅での看取りについて

利用者と家族に気持ちの

ずれが生じないよう働き

かける 

在宅における看取りを実現するためには、一番初めの医師の説明、家

族の理解、利用者本人の気持ちが大切である。気持ちのズレがあると、

なかなか看取りの方向性が合わない。同時に、訪問看護師として家

族、利用者本人に気持ちにどのように働きかけるのかが大切である。 

家族間の死の理解

の促進に向けた支

援 

自然な死について家族

の理解が促進されるよう

医師に説明を依頼する 

自然な死の形に対する家族の理解はまちまちである。必要時、訪問看

護師から医師へ家族への説明を依頼する。 

家族の迷いや不安

に対する丁寧な対

応 

家族の不安に丁寧に答

える 

家族は何が不安であるのか、何が心配であるのか、家族の気持ちに 1

つ１つ答えていく姿勢を大切にしている。在宅でも病院と同じことはでき

ること、緊急時はすぐ対応することは説明している。 

家族の迷いや心の揺れ

に応じて何度も相談に乗

る 

家族は在宅で看取ることを決心しても、途中利用者の様子を見て病院

の方がいいのかなと迷うこともある。前例（以前に他の家族員を看取っ

ていて）があっても迷い、「病院の方が利用者は楽になれるのではない

か」と心が揺れることがある。そのため、何度も何度も相談に乗ったり話

を聞いたりする。 

自然な死の過程につい

て家族が納得できるよう

十分説明し、必要な対応

をする 

死の過程の中で、食べられないが家族にとって一番の不安要素である

ように感じる。老衰、今の形が自然な死の形であることを、家族へ看護

師から積極的にとことん話す。それでも家族がどうしても点滴を希望す

る場合は、医師と相談し 250ml でも点滴をする。 

看取りについての家族の

迷いを支え、看護師間で

検討する 

このまま在宅で看取りを続けられるだろうかという家族の迷いに対し、迷

って当然だよということを訪問看護師から家族へ伝える。また、訪問回

数をスタッフみんなで検討する。 

臨死期の家族の不安を

軽減できるよう何度も訪

問し話を聞く 

利用者の意思、病院であったら家のように介護できないという家族の気

持ち、老老介護で病院までの足がないなど、在宅で看取る理由はさま

ざまであるが、利用者のえらそうな姿を何とかしてほしいと言われること

が多い。その時は、何度も訪問し何度も話を聞く。そのようなかかわり

で、最期はたくさんの家族に見守られて亡くなったケースもある。 

家族へのケアが十分にで

きるよう、時期を見極めて

訪問回数を増やし、二人

訪問・受け持ち看護師訪

問ができるようにする 

看取りの過程において、本人から家族へのケアにシフトする時期があ

り、そのためのカンファレンスを行っている。訪問回数を増やしたり、必

要時は看護師 2名で訪問することで、１人は利用者の身体的ケアを行

い、もう一人は家族の話を聴き、思いを傾聴することができる。これまで

関係を築いてきた受け持ち看護師ができるだけ訪問できるようにしてい

る。 

看取りについて家

族の心の準備を促

すためのパンフレッ

トの活用 

家族の相談に乗り、パン

フレットで経過を説明する

在宅での看取りを希望されても不安はあるため、家族に声をかけ相談

にのっている。看取りのパンフレットを渡し、経過を説明している。それ

によって「向こうに行く準備をしているんだね」と言う家族もいる。 

看取りの際の家族不安を

緩和するために看取りの

パンフレットを作成した 

在宅での看取りについて決意した家族には、医師が家族へ状況を説

明した後、ステーションが作成したパンフレットを渡し、「同意書」を用い

て同意を得る。看取りの際に、家族がパニックになり救急車と訪問看護

師への連絡を同時にしてしまったことがある。その時は、救急車が先に

到着をしたことで利用者は挿管をされてしまった。その経験を活かし、

家族の不安が少しでも緩和されるようにパンフレットを作成した。 

家族が心の準備ができる

よう看取りに関するパンフ

レットを用いて説明してい

る 

看取りの経過などが説明されているパンフレットを用いて家族がパニッ

クにならないようにし、家族が不安に思っていないかと、こちらから気に

かけて電話するようにしている。点滴も最小限にしており、眠るように亡

くなる方が多い。 

家族の思いや希望

を尊重したターミナ

ル期の医療処置の

実施 

ターミナル期における家

族からの点滴・酸素の希

望には家族の思いを受け

入れ可能な限り応える 

ターミナル期に家族から点滴や酸素の希望は多い。患者の状態を訪

問看護師の目から判断して必要はなかったが医師と相談し実施した。

訪問看護師の意見を押し通すのではなく、家族の気持ちを受け実施し

た。浮腫もあったが、家族から希望があった点滴をゆっくりゆっくり落と

した。たとえ、家族の判断が医療者と違っていても、家族の希望を可能

な限りかなえられる道を見つけ実行している。 

経口摂取できないことへ

の家族の辛い気持ちが

落ち着くよう最小限の点

滴を行う 

家族は利用者の経口摂取が少しずつできなくなってくることが見るに堪

えなくなってくることが多い。家族自身「餓死させているみたい」というジ

レンマを強く持つ。そのため、利用者にとって最小限の点滴を行うこと

で家族の気持ちが落ち着くこともあった。点滴を実施することもあった。
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表 5－1 在宅での看取りを実現するために努力していること（続き） 

在宅医の状況に応

じた看取りの支援

体制の調整 

夜間連絡を断る医師とも

連携できるように工夫して

いる 

開業医の医師からは「22 時～6時は起こさないで」と言われている。そ

のため、その時間に何かが起きないように工夫している。具体的に、①

主治医との連絡調整を取り、主治医とも関係を保つ努力、②利用者か

らは直接連絡を受け対応することで、不安の軽減を図る努力、③死亡

された場合にもよく説明し、死亡確認に来られる時間の調整を図る努

力をしている。 

人員不足で医師が死亡

確認できない場合、訪問

看護師が行う 

併設病院の常勤医が少ないため、医師に死亡時刻の確認をしてもらう

ことが難しい。そのため、医師によっては、家族が承認していれば死亡

時刻の確認を訪問看護師に任せてくれている。 

状況悪化が予測される場

合は、事前指示を用意

し、医師と夜間連絡でき

る体制を取る 

看取りに力を入れている医師が 2 人いる。そのため、状態の悪化が予

測される場合には、事前に指示を用意したり、夜間に電話相談をしたり

できる環境にある。 

医師やケアマネジ

ャー・看護師との関

係づくり 

訪問毎に医師へＦＡＸ連

絡をする 

毎回の訪問毎に医師へFAXで報告をしている。医師からは、よく看てく

れてありがとうとねぎらいの言葉を頂き、それがまた励みになる。 

月に2回、医師・ケアマネ

ジャー・外来看護師とカ

ンファレンスを開催する 

月に 2 回、医師・ケアマネジャー・外来看護師とカンファレンスを開催し

情報の共有をしている。 

総合病院のがんの

専門職や緩和ケア

病棟との連携 

総合病院の医師やがん

看護専門看護師とのデス

カンファレンスや緩和ケ

ア病棟利用による疼痛コ

ントロールの体制ができ

ている 

疼痛コントロールができることは在宅で過ごすにあたり重要である。総

合病院の緩和病棟の医師やがん専門看護師と 3 か月に 1 度デスカン

ファレンスを行ったり、相談などの連携体制ができており、在宅にいる

時から利用者が病棟の見学に行くこともある。緩和病棟に入院し、疼痛

コントロールをしてから在宅に戻ることができる。このような体制があるこ

とは、訪問看護師にとっても安心である。 

疼痛コントロールが

図れるよう医師との

連携 

疼痛コントロールが図れ

るよう医師と連携する 

医師とレスキュー使用の相談等連携し、疼痛コントロールができ安楽に

過ごせるようにする。 

看取りが困難な場

合でも可能な限り

在宅生活を支援 

在宅の看取りが困難な場

合でも可能な限り在宅生

活を支える 

明らかに在宅での看取りが困難である場合は、訪問看護師としてぎりぎ

りまで在宅生活を支え、あとは病院へ入院させる。 

その人らしさ大切

にした看取り支援 

利用者や家族の希望を

聞き、その人らしい旅立

ちができるように支援して

いる 

病院に入院していてはできないことを叶えることに力を入れている。利

用者が何をしたいのか、何を食べたいのかなどを病状が悪化していな

いときに引きだすようにしており、ビールを飲みたいという希望に沿うこ

とができたこともあった。エンゼルケアでは、浴衣を着せるものと思って

いる家族もいる。生前教員だった方には、家族に説明しネクタイとスー

ツを着せることができた。死というより、その人らしい旅立ちにできるよう

にと考えている。 

 

表 5－2 在宅での看取りを実現する上での課題 

カテゴリー 要約 記録内容 

在宅での看取り

のための医師の

支援体制が整っ

ていない 

医師が遠方在住で土日不

在のため在宅の看取りがで

きない 

開業医が遠方に住んでおり土日不在であることで、在宅における看取

りを土日はどう対応するのかという話から在宅における看取りが無理と

なったりする。 

病院の医師は往診しない

ため在宅での看取りができ

ない 

看取りの時、医師との関係が難しい。個人医院の場合は連絡も取りや

すく、状態の変化があれば医師が家まで来てくれるが、総合病院の場

合は往診をする医師がいない。そのため在宅での看取りは無理とな

る。家で亡くなって検死にならないようにするために、タイミング、いつ

病院へ運ぶかが難しい。 

高齢の開業医では看取り

の対応に限界がある 

在宅での看取りに対応してくれる医師を確保することが重要である。夜

中でも主治医に連絡がとれるようにしておく必要がある。若い開業医は

前向きに取り組んでくれることが多いが、高齢の開業医は対応に限界

がある。 

医師間に往診に対する意

識差があり一部の医師が過

負荷になっているため、院

内の体制整備が課題 

当院の特に若い医師などは、診療の合間に往診してくれる医師もおり、

夜間に息を引き取っても、朝死亡確認を行ってくれる。しかし、病院内

の医師間で、往診に対する意識の温度差を感じる。一部の医師に負担

がかかっている現状があり、組織的に体制を整える必要がある。１度往

診に行った医師に本人や家族の反応・声を届けるようにしている。そう

すると次回も往診してくれることもある。 

看取りの不安を軽減するた

めに医師の往診が必要 

最後の最後に不安で入院になってしまうこと。医師の往診ができるとい

いと思う。 
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表 5－2 在宅での看取りを実現する上での課題（続き） 

家族が自然な死

や老いの過程を

理解できていな

い 

家族が死までの過程を理

解できていない 

家族の中に「利用者は今後もっと元気になるはず」という思いがあった

り、家族が死の過程を理解できず、「もう在宅で家族が看ていくことは

無理」となったり、「何とかしてくれ」という息子と「もういい」という妻のよう

に家族間の意見が異なり、死の過程を説明したパンフレットを渡すタイ

ミングを逃してしまったりすることがある。 

家族が自然な死を受容で

きない 

死にゆく利用者を前に家族として何もしないことに耐えられず、自然に

任せての状況に耐えられない。 

家族が老いの過程を正しく

理解ができていない 

老いていくことの過程を正しく理解してもらえない。 

病院で説明が無いため家

族が死の過程を漠然とさせ

たまま在宅移行してしまう 

在宅へ移る時に、病院から死について家族は伝えられていない。死の

過程について漠然としたまま在宅へ移る現状がある。在宅へ戻る前段

階でどこか、死について家族へ言ってくれる場があると何かが違うと思

う。 

家族間で終末期

ケアの意見が異

なる 

家族間で終末期ケアの意

見が異なる 

家族の中に「利用者は今後もっと元気になるはず」という思いがあった

り、家族が死の過程を理解できず、「もう在宅で家族が看ていくことは無

理」となったり、「何とかしてくれ」という息子と「もういい」という妻のよう

に家族間の意見が異なり、死の過程を説明したパンフレットを渡すタイ

ミングを逃してしまったりすることがある。 

在宅での看取り

について家族が

納得できるように

医師が説明する

ことが重要 

在宅での看取りについて家

族が納得できるように医師

が説明することが重要 

在宅での看取りについて、家族が納得できるよう医師から説明してもら

うことが重要である。在宅での看取りは無理と思っていた家族が、医師

の説明を聞いて挑戦する気持ちになり、家に帰った事例がある。結果

的に無事に在宅で看取ることができ、家族から「家で看取れて良かっ

た」と発言があった。家族は在宅で看取ることがイメージできないせい

で無理だと思ってしまうことがある。在宅の看取りにあたり、どのような支

援が得られるのか具体的に知ることで気持ちが変わる家族もあるので、

具体的な説明が重要だと思う。 

訪問看護の人員

不足 

人員不足のため夜勤出勤

は翌日の勤務に影響する 

スタッフが少ないので、夜勤出動があると、翌日の勤務体制に影響があ

る。 

家族へのケアに

難しさや迷いを

感じる 

家族へ臨死期の変化や心

構えを説明する時期や場

所の見極めが難しい 

家族に看取りへの準備をしてもらうため、臨死期に生じる変化や心がま

え等を予め説明したいのだが、いつ、どのように説明したらよいか判断

することは難しい。利用者が思ったより早く亡くなってしまうこともあれ

ば、利用者が死に逝くことを家族が受け入れていなかったり、主介護者

だけでなく他の家族員への説明が不可欠であるなど、個別な状況を捉

えて進める必要があるため、援助として難しい。 

家族へのケアに自信がもて

ないことがある 

家族の心の動揺をどのように導くか、訪問看護師のかかわりは本当にこ

れで良かったのか、と思うことがある。グリーフケアの際、家族から「あり

がとう」と言われるとこれで良かったと思うが、毎回振り返り検討する。 

家族が看取りの際に判断

に迷いが生じることがある 

もう少し家族の療養への安心感を高め、判断に迷いを減らすためにで

きることはないかと感じている。 

疼痛コントロール

のための入院時

期の見極めが難

しい 

疼痛コントロールのための

入院時期の見極めがが難

しい 

疼痛コントロールのためにいつ入院するかというタイミングを見計らうこ

とが難しいと感じている。利用者も「まだもう少し大丈夫。」と、もう少し在

宅で頑張れるかと思っていると、病院に移動するのも困難なほど痛み

が強くなってしまうこともあり、利用者から「もう少し早く病院に行けばよ

かった。」という言葉が聞かれることもある。 

注：記録内容のゴシック体は要約した部分であることを示す。 
 

(4)難病やがん末期など濃厚な支援を要す利用者への対応状況 

 筋萎縮性側索硬化症（以降、ALS と記す）などの難病、がんの疼痛管理、毎日の医療処置が必要な濃

厚な支援を必要とする利用者への対応状況の内容は表 6－1に示す。ALS 患者と家族に 4年間関わり看

取りを行った【ALS 患者への対応】【ALS 利用者の家族の不安を聞く】、訪問看護以外の難病支援センタ

ー、ヘルパーの介入等地域の他機関や他職種との連携、休日対応等についてまとめた【地域の専門職

や他機関との連携により対応】、毎日の処置が必要なケースや家族の希望で毎日訪問するケース、看取

りが近づいているケースなどには【ステーションの体制と調整により対応】していることが把握でき

た。【小児の訪問看護は対応できていない】では、小児看護の経験がないため訪問依頼を断わったこと、

また小児を受け入れたくても後方支援をしてくれる病院がないため対応が困難であった。【複数の訪問

看護での対応はしていない】に関しては、複数ステーションが一利用者に関わることの複雑さや不安

があること、【地域の対応状況として在宅側の受け入れができていない】では、人工呼吸器装着の場合

などの重症者の場合、畑仕事をしながらの介護は家族の生活も大変になり、在宅でみられないという

考えもあった。一方で、【地域の対応状況として病院側の受け入れができていない】という医療機関に
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よっては人工呼吸器患者を受け入れていないため訪問看護の利用者の重症度に影響することも把握で

きた。 

 濃厚な支援を行う上で課題と感じることは、表 6－2 に示す。【スタッフに必要なケアとゆとりの確

保】に示される濃厚な支援を行うスタッフには心のゆとりが必要であることや【訪問看護の体制の整

備】として、小児の利用者の受け入れ体制を検討する必要性、訪問看護師の人員確保が困難であるこ

とから利用者の受け入れ調整が困難、【家族の理解不足や偏見】では、家族が疾患の理解が不足してい

ることや社会資源への偏見があることから社会資源活用を促進することが困難であるという課題が挙

げられた。 

 
表 6－1 難病やがん末期など濃厚な支援を要す利用者への対応状況 

カテゴリー 要約 記録内容 

ALS 患者への対応 ALS の利用者に 4 年関わ

り、在宅で看取った 

難病、ALS 50 歳代の人、4 年くらい関わった。在宅で看取った。 

ALS 利用者の家族

の不安を聞く 

ALS 利用者の家族の不安

を聞く 

この地域は筋萎縮性側索硬化症の方が多い。利用者や家族が毎日

訪問を希望すれば毎日訪問をする。家族の不安を聞いてあげること

が一番であると思う。 

地域の専門職や他

機関との連携により

対応 

ALSの事例に、難病支援セ

ンター、保健師と連携し対

応している 

ALS の事例。告知済み。告知の翌日急変し、人工呼吸器装着した

が、離脱して現在は自宅に戻り３か月になる。今後人工呼吸器はつ

けないこと、胃瘻は造設しないことを希望し、食事に１時間かかるが、

テーブルで食べることを大切にしている。退院１か月前から訪問看護

師が毎日病室に行き、本人・家族が思いを語れる関係を築いた。難

病支援センター、保健師と連携し、対応している。レスパイト入院 2 回

したが、徐々に状態が悪くなっているので、家族は退院後かえって疲

れてしまう様。今後はタイミングを見計らい、訪問回数を増やしたり、

今後麻薬による症状コントロールも視野に入れ、併設病院の緩和ケ

アも考えている。 

徐々にヘルパーへ移行し

ていく 

濃厚な支援を要す利用者の看取りが近づくと訪問回数を増やしてい

く。その他は、徐々に訪問看護からヘルパーへ移行していく。自施設

において受け入れが困難な場合は、他のステーションを紹介してい

る。 

自施設で受け入れ困難な

場合は他のステーションを

紹介する 

濃厚な支援を要す利用者の看取りが近づくと訪問回数を増やしてい

く。その他は、訪問看護師の介入が徐々に必要なくなるため徐々に

訪問看護からヘルパーへ移行していく。自施設において受け入れが

困難な場合は、他のステーションを紹介している。 

地域の医師と訪問看護とネ

ットワーク体制がある 

病院を含めた地域の開業医とのネットワークがある。病院医師から開

業医に情報提供し、訪問看護師も開業医に直接会いに行っている。

医師への相談がしやすい

状況である 

がん末期の痛みのコントロールは、医師も外部の勉強会へ参加し積

極的である。そのため、訪問看護師から医師へ相談をすると一緒に

考えてくれ、いつでも相談しやすい状況である。 

がん末期の利用者に、併

設病院の医師と外来看護

師の往診や土日の電話対

応がある 

がん末期の方は、がんセンターを退院された利用者が多い。併設病

院は往診もしているため依頼が多いのではないか。医師が外来看護

師と往診している。往診の曜日と時間帯は決まっているが、土日でも

電話での対応はいつでも行ってくれるため、訪問看護師にとっても心

強い。 

ステーションの体制

と調整により対応 

  

  

  

毎日処置が必要な場合に

は、土日にも計画的な訪問

看護を実施し対応した 

毎日点滴をする必要がある利用者がいれば、土日でも計画的に訪

問している。昨年末頃にそういう事例があってかなり大変だったが、こ

れまでは訪問依頼を断らなければならないほどの状態に陥ったこと

はない。 

ALS 利用者や家族の希望

により毎日訪問する 

この地域は筋萎縮性側索硬化症の方が多い。利用者や家族が毎日

訪問を希望すれば毎日訪問をする。家族の不安を聞いてあげること

が一番であると思う。 

看取りが近づくと訪問回数

を増やす 

濃厚な支援を要す利用者の看取りが近づくと訪問回数を増やしてい

く。その他は、徐々に訪問看護からヘルパーへ移行していく。自施設

において受け入れが困難な場合は、他のステーションを紹介してい

る。 

がん末期利用者は訪問看

護師が 2人体制で関わる 

がん末期の人は、関わる期間が短期間になることが多いため、関わり

はじめは、2 人体制で訪問するようにしている。 

注：記録内容のゴシック体は要約した部分であることを示す。
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表 6－1 難病やがん末期など濃厚な支援を要す利用者への対応状況（続き） 

ステーションの体制

と調整により対応

（続き） 

 

スタッフ間の連絡を密にす

ることや事前情報を共有す

ることで対応可能である 

これまでに濃厚な支援を要する利用者が重なったこともあるが、特に

業務体制を変えることなく、スタッフ間で連絡を取り合うことで何とか対

応している。退院前に病院の退院調整部門から情報がもらえるので、

事前に訪問看護体制を調整するなどの対応ができる。それでも実際

に訪問看護が始まると、てんやわんやの状態になることはある。 

小児の訪問看護は

対応できていない 

小児には対応できない この地域で小児に対応できる可能性があるステーションはうちだけで

あるが、小児を受け入れようと思っても後方支援をしてくれる病院がな

い。重度の小児を家庭で支えるのはステーションだけでは無理なの

で、依頼があっても対応できない現状にある。 

小児看護の経験がなく依

頼を断った 

一度小児の依頼があったが、小児科の経験看護師がおらずお断りを

した。今までに小児のみ訪問看護の依頼を断った。その子は、受け

入れ先がないため病院から退院できないという話を聞いた。 

複数のステーション

での対応はしてい

ない 

複数のステーションで関わ

ることには不安があり、取り

組んでいない 

複数ステーションでサービス提供すると、責任の所在が曖昧になった

り、利用者も混乱しそうに思う。また、他ステーションのスタッフが訪問

するとなると、その人がどのような看護をしそうか推測できないため、

管理者として不安である。そのため、複数ステーションによるサービ

ス提供に取り組みたいとは思わない。 

地域の対応状況と

して在宅側の受け

入れができていな

い 

在宅での看取りが周囲の

状況により困難だった 

病院から家で看取ることを目的に帰っても、家に帰ると周囲からのガ

ヤが入り、病院ではキーパーソンであっても家では決定権がなくな

る。そのことで亡くなるまでの 2週間病院で過ごした方もいた。 

呼吸器をつけたら家では見

られないという考えが多い 

ALS とかは少ない。また、老老介護が多いためか呼吸器をつける選

択をする方も少ない。呼吸器をつけたら家では看られないという考え

が多い。介護だけをしている家庭は少なく、畑をしながらの介護であ

るため、寝たきりの方は寝かせたままという状況が多い。生活の中

に介護があるのは大変であると思う。 

地域の対応状況と

して病院側の受け

入れができていな

い 

医療機関の状況により人工

呼吸器装着患者の受け入

れを行っていない現状があ

る 

多発性硬化症の利用者はいるが、症状は軽い状態であり、難病の方

の依頼自体が無い。人工呼吸器の方もいないが、これは併設病院が

人工呼吸器装着患者の受け入れを行っていないことの影響があると

考えられる。 

注：記録内容のゴシック体は要約した部分であることを示す。 
 
表 6－2 難病やがん末期など濃厚な支援を行う上で課題と感じること 

カテゴリー 要約 記録内容 

スタッフに必要なケ

アとゆとりの確保 

濃厚な支援にはスタッフへ

のケアや心のゆとりが必要

である 

スタッフの体力と心のケアが大切だと思う。スタッフが心に余裕をもて

るようにしたい。 

訪問看護の体制の

整備 

利用者の受け入れ人数の

調整方法 

常時 4 名の訪問看護師体制であり、訪問看護師を増やすことも難し

い。募集をしてもなかなか来ない。他のステーションでは利用者の受

け入れ人数の調整をどのように行っているのか知りたい。 

小児の利用者を受け入れ

るための体制の整備 

小児を受けるための体制をどのようにすればいいのか、今後考えて

いかなければならない課題であると思う。今度研修があるが、東濃圏

内でどうして行けるかを考えていきたい。 

家族の理解不足や

偏見 

家族に疾患についての理

解不足や社会資源への偏

見がある 

家族の中には、「予後不良の疾患に対して、この先良くなるのではな

いか」と病状の経過を理解できなかったり、「デイサービスのように、

認知のある高齢者が行くところへ家族を行かせることはかわいそう」と

社会資源のサービスについて偏見を持っていたりすることがある。他

の家族員が来たときに、社会資源の活用を促すなど工夫をしている

が、社会資源の活用につなげることは難しい。 

注：記録内容のゴシック体は要約した部分であることを示す。 
 
(5)複雑な問題を抱える利用者への対応状況 

虐待、介護放棄、経済的等の複雑な問題を抱える利用者への対応状況の内容は表 7－1に示す。【ケ

アマネジャーに連絡、相談し対応】【行政に連絡、相談し対応】【介護放棄などの虐待が疑われる場合

にケアマネジャーに連絡】【虐待疑いのある場合に他職種との連携し対応】【経済的問題がある場合の

対応】では、複雑な状況である利用者と家族を支えている多くはケアマネジャーや行政であり、連絡

と相談をしながら複雑な問題に対応していた。【活用可能なサービスの工夫と検討で対応】では、一時

的に家族から離すこと、他のサービスの活用で対応することや、【家族への対応】では、日中家族が不

在なケースの場合、訪問看護の記録を残すことや家族に説明をすることで対応し、また家族の精神的

変化を見逃さないよう観察をしていた。【成年後見人制度の活用】をしているケースもあった。【困難
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事例で地域包括支援センターや保健師と連携を取ることは少ない】では、困難事例の内容や利用者の

状況により、地域包括支援センターや保健師と連携をとることは少ないという対応であった。 

 複雑な問題を抱える利用者への対応への課題は表 7－2に示す。【ケアマネジャーの訪問看護師の役

割に対する理解不足】のようにケアマネジャーが訪問看護師の役割について理解していない現状があ

ることや【虐待の判断や予防的介入の困難】では、訪問看護師が虐待ケースの経験が少なく判断が難

しいこと、虐待の予防的介入は困難であるということも課題として挙げられた。 

 
表 7－1 複雑な問題を抱える利用者への対応状況 

カテゴリー 要約 記録内容 

ケアマネジャーに

連絡、相談し対応 

介護保険利用者の場合

は、ケアマネジャーに繋が

ることが助かる 

訪問看護師は家の中に入ってサービス提供するため潜在している問

題は見えやすいが、それらの問題にこちらから介入することは難し

い。介護保険利用者にはケアマネジャーがいるので、そこへ繋げる

ことができるため、助かっている。 

利用者と家族の意見を尊

重し、まずはケアマネジャ

ーに相談する 

利用者本人・家族の意見を無視してはいけない。そのため、複雑な

問題を把握したらまずは担当のケアマネジャーに相談している。 

行政に連絡、相談

し対応 

事例の状況を関連する職

種に伝えて対応に繋げて

いる 

介護保険利用者でない場合は、行政の障害福祉担当者に相談して

いる。 

医療保険利用者の場合、

行政側が対応してくれる 

医療保険による訪問看護をしている事例は、市の障害福祉部門の

担当者に相談している。障害福祉の担当者がカンファレンスを企画・

実施してくれることもあった。 

ソーシャルワーカーから行

政に繋がることがある 

仮に複雑な問題を抱える利用者が入院をしたら、ソーシャルワーカー

につなげ、市の福祉につながるようにしている。 

利用者とケアマネジャーとの折り合いが悪い事例の場合、併設病院

のソーシャルワーカーに相談をして、行政へ連絡をしてもらったこと

がある。 

介護放棄などの虐

待が疑われる場合

にケアマネジャー

に連絡 

介護放棄が心配な事例に

対しケアマネジャーに対応

を依頼した 

過去に介護放棄が心配な事例があり、その時はケアマネジャーに連

絡した。ケアマネジャーが市の担当者と一緒に家庭訪問して、対応し

てくれた。 

介護放棄などの虐待が疑

われる場合訪問看護の立

場で捉えたことをケアマネ

ジャーに伝える 

介護放棄など虐待の心配がある場合、訪問看護の立場で捉えた事

例の状況と心配な点をケアマネジャーに伝え、対応してもらえるよう

繋いでいる。 

虐待発見時、疑わしい場合

にはケアマネジャーに連絡

と傷の確認をする 

虐待発見時や疑わしい時はケアマネジャーに連絡をしたり、新たな

傷がないか確認をしたりする。 

虐待の証拠発見とケアマネ

ジャーへの報告 

以前、虐待の疑いのある事例があった。本人からの訴えは無いが、

湿布の下に内出血があったため内出血の写真をとり、ケアマネジャー

に報告した。 

虐待疑いのある場

合に他職種と連携

し対応 

訪問看護師がその場にい

ないため、家族の話を聞い

たり他職種との情報交換を

行う 

虐待まではいかないが、ストレスからつい手が出るという状況はあっ

た。訪問看護師が直接その場にいないため分からないが、利用者に

不自然なあざができていることで気が付くことがある。その場合、とに

かく家族の話を聞くようにしている。また、他職種と情報交換をする。

虐待の疑いのある場合、介

入が難しくヘルパーの協力

と状況把握に努めている 

虐待の疑いがある場合、どこまで踏み込んでいいのかが難しい。虐

待を見つけたら市に連絡をしなければいけないことは分かっている

が、虐待の確信もない。ヘルパーにも協力してもらいながら状況を把

握するよう努力している。 

経済的問題がある

場合の対応 

事例に経済的問題がある

場合入院を勧める 

経済的問題で、利用料が払えない事例があった。利用者の年金が振

り込まれるとすぐに家族が引きだして生活費に使用しており、ケアマ

ネジャーや役所につなげた。経済的負担があまりに大きいと、入院を

勧めることもある。 

経済的な問題をかかえるケ

ースはケアマネジャーが関

わる段階で解決されている

経済的な問題については未納の利用者もいたが、多くはケアマネが

関わる段階で解決されて、訪問看護を利用していると思う。ケアマネ

ジャーの方が経済的な問題を抱えた事例を沢山経験していると思う。

経済的問題のある事例は

訪問計画を調整している 

経済的問題がある事例では、訪問時間が実際は 45 分かかっていて

も30分の料金で訪問している場合もある。そのため、訪問時間にゆと

りを持つように訪問計画を調整している。 

注：記録内容のゴシック体は要約した部分であることを示す。
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表 7－1 複雑な問題を抱える利用者への対応状況（続き） 

経済的問題がある

場合の対応（続き） 

資源や制度の情報提供 特別障害者手当などの制度、地域によって異なる制度など、使用で

きる資源制度の情報を提供するようにしている。 

普段から介護用品は大切

に使う 

訪問時にはオムツを大切に使用するなど、普段から無駄使いをしな

いようにしている。 

活用可能なサービ

スの工夫と検討で

対応 

一時的に家族から離す 併設病院があることで、複雑な問題の場合レスパイト入院へつなげる

ことが可能である。それができない場合は、緊急ショートステイを活用

している。 

家族の介護負担の軽減を

図る工夫 

家族の介護負担を何とか減らすことの工夫のために、ヘルパーやケ

アマネジャーにも協力してもらい、可能な限り誰かが入るようにしてい

る。 

サービス活用の検討 他職種との共有はケアマネジャーに話し、サービスの工夫を検討す

る。 

家族への対応 日中家族が不在の場合

に、家族への説明を行うこ

とや記録に残している 

日中家族が不在の家への訪問は、物が無くなったり、配置が元通り

になっていなかった等のトラブルが心配になる時もある。そうならない

ために、家族への説明をしっかり行い、行ったケアや処置を記録に

残してみてもらうようにしている。家族からは困った時に電話があり、

訪問看護師を頼ってくれている。 

家族の精神的変化を見逃

さない 

家族の精神的な変化を見逃さないようにしている。 

家族に判断してもらうきっか

けづくり 

家族の今後の生活、何年か先の生活を見据えて訪問看護師が持っ

ている情報は伝え、あとは家族がどう判断するのかを待つ。看護師と

して家族に考えてもらうきっかけを提供するようにしている。 

成年後見人制度の

活用 

成年後見人制度を活用す

る 

成年後見人制度を活用している利用者がいる。 

困難事例で地域包

括支援センターや

保健師と連携をとる

ことは少ない 

困難事例で地域包括支援

センターや保健師と連携を

とることは少ない 

地域包括支援センターと連携を取る場合は要支援の方のとき。困難

事例で、地域包括支援センターと連携を取ることは少ない。保健師と

連携を取ることもあまりない。 

注：記録内容のゴシック体は要約した部分であることを示す。 
 

表 7－2 複雑な問題を抱える利用者への対応で課題と感じること 

カテゴリー 要約 記録内容 

ケアマネジャーの

訪問看護師の役割

に対する理解不足 

ケアマネジャーは訪問看護

師の役割について理解し

ていない 

ケアマネジャーの訪問看護師の役割に対する理解が難しい。 

虐待の判断や予防

的介入の困難 

虐待ケースの経験が少なく

判断が難しい 

虐待を疑うようなケースがあった場合、経験が無いことで、対応・判断

に困るかもしれず、それが課題かもしれない。 

虐待かどうかの判断が難し

い 

主介護者と利用者の関係がうまくいっていないと、「清潔面でもう少

し」と思うときはある。そのような家庭の場合、訪問看護時に主介護者

が仕事等で不在であることが多く、本当に虐待があるのかどうかを判

断することは難しい。 

虐待の予防的介入は難し

い 

認知症のある女性の顔にあざができている事例があった。市の地域

包括支援センターや市民病院と連携し関わった。この件で、地域包

括支援センターと話したが、予防的に関わるのは難しいといった内

容の意見であった。 

注：記録内容のゴシック体は要約した部分であることを示す。 
 
(6)在宅ケア充実のためにもっと応えたい対象・やりたいと思う活動 

 サービスを提供している地域の在宅ケアを充実するために、もっと対応したいと考える対象や取り

組みたい活動について尋ねた。回答の内容は表 8に示すように、【小児利用者に対応する実践力の向上

と体制づくり】【精神疾患を有する利用者に対応する実践力の向上と体制づくり】【誰でも受け入れら

れる体制づくり】【24 時間年中無休のサービス提供】【家族にとってレスパイトの役割を果たせる環境

づくり】【地域住民に対する訪問看護の理解促進】【開業医・ケアマネジャーに対する訪問看護の理解

促進】【多職種との連携体制づくり】【訪問看護師を目指す看護職を増やす】の 9つのカテゴリーに分

類できた。 

 小児科での勤務経験があっても、新生児集中治療室（以下、NICU と記す）退院後、先天性疾患、合

併症、脳性麻痺などのある事例には、専門的な知識・技術、在宅医の確保が必要である。どのステー

ションも小児事例は少ないが、ブロックで勉強会を行っているという【小児利用者に対応する実践力

の向上と体制づくり】、精神疾患の方への訪問に必要な研修をしていないため現在は受けることができ
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ない、地域に精神科の病院のステーションがあるが、１施設では限界もあるため他のステーションで

も受けていく必要があるという【精神疾患を有する利用者に対応する実践力の向上と体制づくり】、訪

問看護に対する理解を地域住民にも促し、ステーションが利用者や家族にとって「相談の窓口」であ

ることをアピールできると良いという【地域住民に対する訪問看護の理解促進】のカテゴリーは、い

ずれも複数のステーションから類似した意見が出されており、特に【小児利用者に対応する実践力の

向上と体制づくり】のカテゴリーは、5つの施設から出された意見であった。 

一方、人工呼吸器装着者、乳児など誰でも受け入れられる体制を作りたいという【誰でも受け入れ

られる体制づくり】、年中無休で利用者や家族に安心を提供できたらいいという【24 時間年中無休のサ

ービス提供】、熱があるからデイサービスへ連れて来られないというのではなく、熱があるならすぐに

おいでと言うように、レスパイト的な役目を果たせる環境を作れたらいいという【家族にとってレス

パイトの役割を果たせる環境づくり】、開業医、ケアマネジャーへは、パンフレットを持ってアピール

しにいくという【開業医・ケアマネジャーに対する訪問看護の理解促進】、地域ケア会議等を通して横

のつながりや連携体制をつくりたいという【多職種との連携体制づくり】、訪問看護師として働きたい

という看護職を増やしていきたいという【訪問看護師を目指す看護職を増やす】のカテゴリーは、単

独の施設から出された意見であった。 

 
表 8 在宅ケア充実のためにもっと応えたい対象・やりたいと思う活動 
カテゴリー 要約 記録内容 

小児利用者に対

応する実践力の

向上と体制づくり 

小児の訪問依頼に応

えるために、経験のあ

る職員の確保や技

術・知識を身につけた

い 

小児の訪問依頼に応えたい。そのため、小児看護の経験のある職員を確保し

たり、自分達も小児の訪問をするための看護技術・知識を身につけたい。 

小児事例に応えるた

めにブロックで勉強会

を行っている 

小児の事例。小児科での勤務経験のある看護師もいるが、NICU 退院後、先

天性疾患、合併症、脳性麻痺などのある事例には、専門的な知識・技術、在

宅医の確保が必要だと思う。どこのステーションも小児事例は少ないが、ブロ

ックで勉強会を行っている。 

小児の訪問看護に対

応していきたい 

小児の訪問看護にも対応していきたい。 

小児の在宅ケアを何

とかして対応できるよ

うにしたいが、実際に

は容易ではないと感

じる 

現状維持が精一杯であるが、小児の在宅ケアを何とかしてやりたい。対応でき

るようにしてあげたい。ただ、過去に経験した小児の事例で、親が気管切開を

しない決意をして在宅へ帰ってきたが、痰が増えるなど状態が悪化した時に、

祖父母などから意見をされて親の気持ちが揺れる状況を目の当たりにした。

小児の場合は親を始め周囲の人々に思いも強いため、トラブルが発生すると

訴訟に発展する可能性も高いので、実際に対応するとなると容易ではないと

感じている。 

小児の依頼に応えた

いが、親の期待に対

応する経験と自信が

ない 

今までは高齢者を対象にした訪問が多かったが、今後は精神と小児のニーズ

に応えていきたい。以前小児の依頼が 1件あった。近隣の小児科を主治医と

した訪問看護の依頼であった。母親の相談役になってと言われるが、自分た

ちにはその期待に応えられる経験がない。重症心身障害児の看護の経験が

ある職員もいるが、対応する自信がないという理由で依頼を断ることはいけな

いと思う。 

精神疾患を有す

る利用者に対応

する実践力の向

上と体制づくり 

高齢者だけでなく精

神疾患の方のニーズ

に応えていきたい 

今までは高齢者を対象にした訪問が多かったが、今後は精神と小児のニーズ

に応えていきたい。精神疾患の方への訪問に必要な研修をしていないため現

在は受けることができない。地域に精神科の病院のステーションがあるが、１

施設では限界もある。他のステーションでも受けていく必要がある。 

精神科訪問看護を提

供してゆきたい 

精神の事例。本人でなくても家族に精神疾患をもつ事例もある。管理者が研

修に行った。 

誰でも受け入れ

られる体制づくり 

人工呼吸器装着者、

乳児など誰でも受け

入れられる体制を作り

たい 

どなたでも受け入れられるような体制が作れたらいい。今受け入れが困難であ

ると感じるのは「呼吸器をつけている方（病棟看護を離れている看護師が多い

ため）」「乳児（NICU/小児科経験の看護師もいるが）」である。 

24 時間年中無

休のサービス提

供 

24 時間年中無休で利

用者や家族に安心を

提供したい 

24時間営業ができるといい。年中無休で利用者や家族に安心を提供できたら

いい。 

家族にとってレ

スパイトの役割を

果たせる環境づ

くり 

デイサービスのように

少し預かり、家族にと

ってレスパイトの役割

を果たせる環境を作り

たい 

熱があるからデイサービスに連れて来られないというのではなく、熱があるなら

すぐにおいでと言うように、レスパイト的な役目を果たせる環境を作れたらいい

と思う。入院まで行かなくてもデイサービスのように少し預かり、日常の生活の

中に家族の休息時間を作ることができたらいい。 
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表 8 在宅ケア充実のためにもっと応えたい対象・やりたいと思う活動（続き） 

地域住民に対す

る訪問看護の理

解促進 

訪問看護を知らない

人に公民館などでも

っと宣伝できるとよい 

訪問看護を知らない人がまだ多い。そのため、公民館とかでもっと宣伝できた

らいいと思う。主治医からの依頼がほとんどで、利用者から依頼が来ることは

少ない現状がある。 

訪問看護は利用者や

家族にとって「相談の

窓口」であることを分

かってもらいたい 

訪問看護に対する理解を地域住民にも促したい。訪問看護師は何をやって

いるのか、訪問看護が入るとどのような良いことがあるのかを分かってもらえる

と良い。訪問看護ステーションが、利用者やご家族にとって「相談の窓口」で

あることをアピールできると良い。 

開業医・ケアマ

ネジャーに対す

る訪問看護の理

解促進 

開業医、ケアマネジャ

ーへは、パンフレット

を持ってアピールしに

いく 

地域の開業医、ケアマネジャーへは、パンフレットを持ってアピールしにいく。

多職種との連携

体制づくり 

地域ケア会議等を通

して横のつながりや連

携体制をつくりたい 

地域ケア会議等を実施して、横のつながり、連携をつくること。 

訪問看護師を目

指す看護職を増

やす 

訪問看護師として働き

たいという看護職を増

やしていきたい 

「訪問看護師として働きたい」という人を増やしていきたい。 

 

(7)職員の確保および現任教育の現状 
 職員確保の現状について尋ねたところ、8施設中 4施設では、病院看護部が決定する、法人内施設か

ら異動してくるなどの【法人による組織的な職員確保】がされていた。ステーションの立場での取り

組みとして、【求人広告の掲載】、人事権をもつ幹部に対し増員しても収益がマイナスにならないこと

を数字で示すという【実績を基盤にした増員要求】、実習生を受け入れて志願者を育てるという【実習

を通した働きかけ】、【柔軟な勤務形態による雇用】が行われていた。その中で、常勤者を増やすこと

が課題となっていた。また、職場定着についても課題と認識されており、【職場定着に向けた取組み】

として、スタッフ同士の関係性を良好にする、頑張りを認める手紙をスタッフに渡す、利用者からの

評価をスタッフに返すという取り組みがされていた。 

 
表 9－1 職員確保の現状 

カテゴリー 要約 記録内容 

法人による組織的

な職員確保 

職員は病院看護部が決定

する 

職員の確保は病院の看護部で決定するので、管理者に権限はな

い。市の看護師として募集をかけている。 

職員は病棟から異動してく

る 

職員は病棟からの異動でくる。 

法人内施設から異動してく

る 

職員に欠員があった場合は併設の老人保健施設から「勤務交代」と

いう形で来る。 

訪問看護未経験のスタッフ

を配属する 

社内の人事異動で、訪問看護を経験していないスタッフに訪問看護

を経験する機会を作り、若い訪問看護師の確保、継続に努めてい

る。 

求人広告の掲載 ハローワークに掲載する ハローワークに掲載しているが、なかなか来ない。職員の確保は自

分たちで行っている。 

タウンワークに掲載する タウンワークに掲載し募集をしている。 

実績を基盤にした

増員要求 

実績を示して増員を要求す

る 

24 時間体制の対応を常勤者 2名で行っており、負担も大きい。ステ

ーション開設から 1 年経過し、実績も伸びてきた。増員しても収益が

マイナスにならないことを数字で示し、人員の増員を併設病院に要

求した。来月から常勤が 1 名増えることになった。 

実習を通した働き

かけ 

実習を受け入れて志願者

を育てる 

実習生を引き受け、訪問看護をやりたいと言う人を育てるしかない。

コツコツと。 

柔軟な勤務形態

による雇用 

柔軟な勤務形態で雇用す

る 

タウンワークに掲載し募集をしている。また、パートなど勤務形態の

相談に乗ることをアピールしているが、なかなか難しい。 

職場定着に向け

た取組み 

スタッフ同士の関係性を良

好にする 

ステーションの雰囲気を楽しく、気さくに話せるようにスタッフ同士の

関係性を良くするようにしている。1年経つと、訪問看護が楽しいと思

ってくれるようになった。 

頑張りを認める手紙をスタッ

フに渡す 

併設病院の取り組みと同様、人事考課の際に本人の頑張りを認める

手紙を管理者が書いて渡している。皆の前で伝えるだけでなく、この

ような個別のやり取りも教育や意欲の向上、人間関係形成に影響を

与えていると考えている。 

注：記録内容のゴシック体は要約した部分であることを示す。
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表 9－1 職員確保の現状（続き） 

職場定着に向け

た取組み（続き） 
利用者からの評価をスタッ

フに返す 

病院に勤務していたスタッフには、家庭に出向いて行う看護を難し

いと思う看護師もいる。そのスタッフのいいところをどんどん引きだす

ようにし、利用者や家族からの評価を積極的に返すようにした。 

課題 常勤者を増やしたい 携帯当番を3人で交代しているので、常勤をあと1人増やしたいと考

えている。 

職場定着も課題である 職員の確保は難しい。また、育てた訪問看護師をどのように根付か

せるかが課題である。 

 

 現任教育の現状を尋ねたところ、5施設が【新任者への現任教育】の取り組みについて語った。着任

して 1～3ヶ月間はベテラン職員と同行訪問する形をとり、基本的な事例から医療依存度の高い事例へ

と同行訪問する対象者を段階的に移行させる工夫がみられた。また、病棟看護とは異なる在宅看護の

視点を理解できることが重視されていた。また、6施設が【外部研修や学会への参加促進】について語

り、スタッフ全員が訪問看護養成講習会と e-ラーニングを受講できるようにしている、研修・学会の

参加費・交通費を法人が支給する、研修会などへの参加が報酬に反映される仕組みがあるなどの取り

組みがされていた。この他に、【伝達講習】【法人内研修の活用】【自主企画による学習機会の確保】が

されていた。 

 
表 9－2 現任教育の現状 
カテゴリー 要約 記録内容 

新任者への現

任教育 

3 ヶ月間は同行訪問する 新人には 3か月同行訪問してもらっている。研修等は優先して行っても

らうようにしている。 

1 ヶ月程度は同行訪問する 訪問看護の経験のないスタッフは、1 か月～1 か月半の間 2人での訪問

としている。 

ベテランと同行訪問する 病棟看護では少ない家族との会話や、訪問するまでどのような人にかか

わるのか分からない状況は慣れるまでに時間がかかるが、初めは研修

（同行訪問）でベテランと新人が一緒に訪問する体制をとっている。 

3ヶ月間は段階的な同行訪問

をする 

新任期の 3 ヶ月間は同行訪問できるようにしている。最初の 1 ヶ月間は

全ての事例に同行。2 ヶ月目は、基本的に 1 人で訪問し、困難事例や医

療依存度の高い事例には同行する。 3 ヶ月目は緊急時に同行する。病

棟看護と在宅看護の視点の違いを理解することが必要で、その部分の

育成に焦点を当てている。 

病棟で医療行為の研修をす

る 

ステーションへ若手、あるいは医療行為に慣れていない看護師が配属さ

れた場合は、病棟で医療行為の研修をしてから在宅の現場へ行く。 

優先的に研修へ行ってもらう 新人には3か月同行訪問してもらっている。研修等は優先して行ってもら

うようにしている。 

在宅看護の視点が理解でき

るよう育成する 

新任期の3ヶ月間は同行訪問できるようにしている。最初の1ヶ月間は全

ての事例に同行。2 ヶ月目は、基本的に 1 人で訪問し、困難事例や医療

依存度の高い事例には同行する。 3 ヶ月目は緊急時に同行する。病棟

看護と在宅看護の視点の違いを理解することが必要で、その部分の育

成に焦点を当てている。 

外部研修や学

会への参加促

進 

  

  

  

  

  

  

訪問看護師養成講習と e-ラ

ーニングを全員が受講する 

スタッフ全員が訪問看護師養成講習と e-ラーニングを受けられるようにし

ている。 

訪問看護師養成講習、e-ラ

ーニング等を受講する 

訪問看護師養成講習、看護協会の研修、e-ラーニングも受講できるよう

にしている。 

希望する研修に参加する 看護協会から FAX が送られてくるため、そこから希望の研修を選択し参

加している。その他、東濃圏内や他の病院の勉強会、施設内の研修にも

参加できるようにしている。 

ブロック研修会を活用する 東濃ブロックで年 4 回開催される研修会を活用する。 

県の研修に参加する なるべく県の研修に参加してもらうようにしている。 

研修や学会の費用・交通費

を法人が支給する 

訪問看護師養成講習会は法人から費用が支給される。研修や学会は、

交通費、参加費が支給される。 

研修会等への参加が報酬に

反映される仕組みがある 

研修会は時間外に行うことが多いが、まじめに頑張る人ほど評価される

仕組みとなっている。レポートや発表をするともらえるポイント制度を活用

し、ポイントがボーナスに加算される仕組みを取っている。 

伝達講習 

 

 

交代で研修に参加し互いに

教え合う 

病院とステーションが併設されていれば、医療面の情報も入りやすいが、

自施設は併設でないため医療面の情報が遅れがちとなる。それを補うた

めに、研修には訪問看護師 3人が交代で参加し、情報共有をしている 

注：記録内容のゴシック体は要約した部分であることを示す。
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表 9－2 現任教育の現状（続き） 

伝達講習（続き） 希望する研修に参加し、伝達

講習をする 

スタッフから外部研修の希望が出た場合、参加費を補助している。参加

した後は「研修報告」をすることで、スタッフ全体の学びにつなげている。

法人内研修の

活用 

併設病院の委員会・ケアチー

ムに所属する 

併設病院の緩和ケア委員会、緩和ケアチームに所属している。緩和ケア

や呼吸器リハビリテーション、認知症ケアなど、本人の興味のある分野を

生かせるようにし、意欲向上を図っている。 

施設内の研修に参加できるよ

うにする 

看護協会から FAX が送られてくるため、そこから希望の研修を選択し参

加している。その他、東濃圏内や他の病院の勉強会、施設内の研修にも

参加できるようにしている。 

主任・管理者研修が行われる

ようになった 

数年前から、外部講師を招き、主任・管理者研修を行うようになった。 

自主企画による

学習機会の確

保 

年間のテーマや担当を決め、

月１回勉強会を行う 

月 1回勉強会をしている。勉強会は年間計画でテーマ、担当者を決めて

いる。 

研修会を開催する予算を確

保している 

非常勤の訪問看護師や法人内のヘルパーが研修を受けられるように、

年1回研修会を開催している。そのための予算をステーションで確保して

いる。 

注：記録内容のゴシック体は要約した部分であることを示す。

 

(8)経営に関すること 

ステーションの事業収支の把握状況を尋ねた結果を表 10 に示した。どのような内容を、どのように

把握するかについて、毎月スタッフに実績を報告する、収支の概要をスタッフに報告して共有する、

併設病院と一緒になっている収支を毎月のカンファレンスでスタッフに報告する、件数やプラスの収

支であったことなどはスタッフと共有するという【事業収支をスタッフへの報告によって共有】が、5

つの施設で行われていた。 

また、毎月の収入の報告を紙面でスタッフに共有するという【収入のみスタッフへの報告によって

共有】が 1施設、「請求状況」の報告書を毎月ファイリングし見られるようにするという【「請求状況」

報告書をファイリングして共有】が 1施設で行われていた。 

 
表 10 事業収支の把握状況 

カテゴリー 要約 記録内容 

事業収支をスタッフ

への報告によって

共有 

毎月スタッフに実績を報告

している 

毎月、法人内の会議で報告される。スタッフにも報告しているが、「収

益が少ないので頑張って増やそう」という報告ではなく、実績を伝える

のみの報告になっている。 

収支の概要をスタッフに報

告して共有している 

事業収支の概要は、管理者からスタッフに報告して共有している。 

併設病院と一緒になってい

る収支を毎月のカンファレ

ンスでスタッフに報告してい

る 

収支は併設病院と一緒。月1回の運営会議に管理者が出席し、それ

を１回/月のカンファレンスでスタッフに報告している。収益は、訪問

回数や時間を目安に、スタッフで検討している。 

毎月の収支報告会での内

容をスタッフと共有する 

毎日の収支を各部門から管理部へメールで報告し、管理部が各部

門の収支を把握している。月に1回、収支報告会がある。その報告内

容をスタッフと共有し、スタッフのモチベーションにつなげている。 

収支の詳細までは報告して

いないが、件数やプラスの

収支であったことなどはスタ

ッフと共有している 

スタッフには収支の詳細までは報告していないが、件数やプラスの収

支であったことなどは共有している。収支の全てをオープンにして職

員の意欲を促す側面もあるが、内容によってはそうでないこともあると

考える為、全ては共有していない。 

収入のみスタッフ

への報告によって

共有 

毎月の収入の報告を紙面

でスタッフにしている 

会計は併設病院と同じである。毎月、「今月の収入はこれだけでし

た」とスタッフに紙面で報告をしてから、母体病院の幹部へ報告をし

ている。人件費とかは併設病院が管理をしているため、支出の把握

は管理者もスタッフも困難である。黒字か赤字かは幹部会議で毎月

報告があるため知ることが出来る。 

「請求状況」報告書

をファイリングして

共有 

「請求状況」の報告書を毎

月ファイリングし見られるよう

にしている 

併設施設と事業収支が案分となっている。そのため、万が一赤字に

なっても補てんがあり、気持ちに余裕はある。併設施設の事業収支を

知る機会は、事務に行けば分かる仕組みになっている。「請求状況」

の報告書は毎月紙面で確認できるため、それをファイリングして見ら

れるようにしている。 
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２．ワークショップ研修 

１）ワークショップ研修の概要 

 ワークショップ研修は、平成 25 年 11 月 30 日（土）13:45～16:00、武並コミュニティーセンターに

おいて開催した。参加者は、6ステーションから看護職 6名、１国保診療所から看護職 1名、教員 6

名の計 13 名であった。なお、参加した看護職 7名の内、個別職場訪問研修を実施した施設に所属する
者は 4名であった。 
 個別職場訪問を通して教員が捉えた訪問看護活動の現状を報告した後、「在宅ケア充実に向けて訪問

看護が取り組むべきこと」をテーマに意見交換した。 

２）意見交換の内容 

（1）がん末期利用者への介入について 

・個別職場訪問を通して捉えた訪問看護の現状に示された内容に、がん末期利用者の場合、「訪問看

護師の介入を減らし徐々にヘルパーに移行していく」とあるが、どういうことか知りたい。医療

依存度の高い状況でヘルパーに移行することは難しいように感じる。 

・医療依存度が高い利用者の場合、利用者が入院するなどよほど何かが無い限り訪問看護師の介入

が終了することは少ないと思う。 

・利用者の金銭面の理由もあり、ケアマネジャーから「訪問看護は高いからヘルパーに変えていき

ましょう」と提案され、「看取り看護」にヘルパーを使った事例があった。看護として必要性はあ

るけれど、介護の部分でやむを得ずヘルパーに入ってもらった。訪問看護師の介入が完全に切れ

ることはない。 

・訪問看護はもういらないという判断をすること自体少ない。利用者が元気いっぱいで支援の必要

がなくなるということはなかなかない。ただ、訪問看護の利用回数を減らすことはある。 

・事業所で吸痰できれば訪問看護を減らしてヘルパーへ移行ということが可能であるが、ヘルパー

が吸痰できる事業所があまりない。そのため、何かあった時に訪問看護にすぐ結びつけばヘルパ

ーでも大丈夫ではないかという事例でも訪問看護師が介入している。 

・ヘルパーに対する吸痰指導が開始され、ヘルパー自身に吸痰指導を受ける体制が整っても、事業

所自体が吸痰指導を受ける体制を整えていないため、結局吸痰指導を受けるヘルパーがいない現

状がある。 

・たまに、ヘルパー個人として吸痰手技を勉強してきたという人がいる。しかし、事業所として行

った研修でなく現場で吸痰技術を使えず、もったいないと感じる。 

・訪問看護師を利用するとお金が高いからヘルパーを利用するというのであれば、もう少しヘルパ

ーの教育体制が整うといい。 

・ケアマネジャーは限度額で機械的に訪問看護を切ることがある。訪問看護師ががん末期利用者に

必要な援助を行うために、30 分の利用と 30 分のボランティアで介入することもある。 

・利用者の自己負担額が増え訪問看護師の利用が減らされると、月１回入っていて何か緊急時に呼

ばれても、その前の状況が分からないため困るという場合がある。 

・高額医療・高額介護合算療養費制度を活用していても厳しい。例えば１世帯当たり 5万の上限額

を作っても、限度額を目いっぱい計算した時一番先に切り捨てられるのは訪問看護であることが

多い。 

（2）主治医との連携について 

・主治医と常に連携を取ることは可能である。しかし、在宅主治医の住まいが遠方であり、訪問看

護師から在宅主治医へ連絡を取り、その指示を訪問看護師から総合病院の当直医に取り、その指

示を訪問看護師から在宅主治医に伝え、その伝えた指示を訪問看護師が実施するという回りくど

い連携になっている。 

・総合病院の主治医が担当している Aステーションの利用者で、連携を依頼した Bステーションか

ら 10 分、A ステーションからは 40 分の距離に住んでいる利用者がいた。そのため、利用者の終末

が近づいたときに、Aと B、2か所のステーションで受け、指示書は総合病院の医師が書き、在宅

医は連携を依頼した Bステーションから紹介いただいた先生に診てもらい、主治医と在宅医が直

接連絡を取り合い、１週間後に亡くなった事例があった。信頼関係の構築や申し送りの期間を通

して他のステーションや医師の情報を得たり伝えたりする経験から、連携は非常に大切であると

思った。同時に、いつどのようなタイミングで、病院の主治医から在宅医へお願いをするかとい

うことが勉強になった事例であった。 

(3)在宅での看取りにおける工夫について 

・有料老人ホームで看取りができた事例がある。受け持ちヘルパーを窓口に外からのサービスを入

れ、多職種が連携を取り、また訪問看護師と家族が直接話す機会を作り、家族も安心して有料老

人ホームで一緒に看取りができたという事例であった。 
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・医師と消防署が連携を取ることで在宅での看取りを実現した事例がある。4年前から医師が記載す

る「救急隊員へ」という書類を消防救急隊員へ渡すことで、「利用者が癌のターミナルで呼吸が止

まり救急車で搬送される場合でも何もしません」という情報を伝え、在宅医がいなくても看取り

ができる体制を作った。 

・訪問看護師としては、亡くなった利用者を救急車で移動し救急外来でエンゼルケアをする状況は

何とか避けたい気持ちがある。 

・多くの家族は、在宅医がいない場合救急外来へ運ばないと死亡診断書を書いてもらえないと思っ

ている。そのため、在宅でのエンゼルケアをする中での家族の反応や在宅でエンゼルケアをして

あげたいという看護師の思いの積み重ねが、ステーション内で在宅での看取りを浸透させている

現状がある。 

・医師が帰宅して晩酌している場合や研修で遠方に出張している場合、「呼吸が止まっていたら、明

日の朝一必ず行き診断書を書くから、家族が看た時間を死亡時間にする」「家族の了解が得られれ

ば、死亡診断書を書く前でも死後の処置に入ることができる」ということを医師から家族へ説明

し、家族が了承・納得した場合そのような形で在宅での看取りを実現している。 

・検死を予防するために訪問看護を利用するケアマネジャーや家族がいる。近所に訪問看護の存在

が浸透し近所で検死になった事例を知り、「そうなっては困る」と依頼してくる場合がある。 

・在宅で亡くなると警察が来ると思っている家族は多い。訪問看護師が入れば医師と連携が取れ検

死されることはないため訪問看護を利用するという考えもある。 

・夜間や休日は医師もボランティアで動くことが多い。そのため、地域での看取りを実現するため

には、なるべく夜間呼び出さないとか、看取りについて訪問看護師と医師と事前に相談しておく

とか、医師を疲れさせない工夫が必要になると思う。 

・医師同士がうまく連携が取れるといいと思う。医師同士の連携が取れている場合と取れていない

場合の差が激しい気がする 

・医師同士の連携について言えば、医師同士の仲良しグループというつながりがあり、主治医が看

取れない場合は他の医師に在宅での看取りを依頼し実現する場合がある。今は、年配の医師が多

い為、そのグループに若い医師を入れていく必要があると思う。 

（4）小児への対応について 

・胃瘻管理目的で訪問看護を依頼され、家族から電話相談はあるが、訪問するには遠方でお金がか

かるサービスのため在宅への訪問につながらないことがあった。結局紹介をしてもらったが、訪

問看護の利用にはつながらなかったという事例である。 

・C病院から依頼された 2か月の小児がいた。ステーションから 5分の距離に住んでおり、奇形・気

管切開・胃瘻がある事例であった。自訪問看護ステーションでは小児経験がなく、支援体制は主

治医が D市、何かあれば E病院という体制であり断った経験がある。NICU の経験があるステーシ

ョンも受け入れが難しく断ったようである。 

・病院の小児科医は 60 代の嘱託医であり、主治医との連携の部分で訪問看護師がある程度勉強して

介入したとしても、どこのステーションも利用者が小さいということに躊躇がある。また、F病院

は一時的にしか受けられずあとは G市と言われてしまい、この地区には小児を見てくれる病院の

バックアップがない現状がある。 

・特別支援学校に通う 10 代の利用者がいる。母親は何かあれば学校から呼び出され、家でも常に利

用者と一緒にいるという生活で、知識や技術は十分にある。利用者の将来を考え、よりたくさん

の人に関わってもらいたいという思いから訪問リハビリテーションと訪問看護を週に１回、同行

訪問・複数名料金で利用している事例である。訪問看護師は、同行訪問を開始する前にボランテ

ィアで特別支援学校に通い、先生から利用者の特徴を教わることで対応できるようにした。利用

者の主治医は H病院で入院の場合 I病院である。 

・「小児を受けていかないといけない」というのはステーション内で共通の認識としてあるが、怖い

という感情もある。小児の依頼が来たら受ける雰囲気ではあるが、それを支える医療の少なさが

あり、地域の課題であると感じる。 

・全脳炎で 30 代の利用者がいる。主にヘルパーと訪問リハビリテーションを中心にデイサービスや

レスパイトも活用し生活している。訪問看護は排便コントロールと胃瘻管理を行っている。30 代

となり J施設のショートステイを受けてもらえなくなってきたため、家族がステーションに受け

てもらえないか働きかけをしていた。家族が動くことで小児を支える輪ができてきた。 

・気管切開をしている 10 歳未満の利用者がいる。祖母が亡くなった時、母親が「離れる時間だけ見

てほしい、助けてくれないか」という依頼があり引き受けた事例である。 

・訪問看護師が何をするわけではなく、病院で家族の教育をしっかりとしてあったことで小児が在

宅で生活し、それを訪問看護師が支えることができている。しかし、その利用者のレスパイトと

なる場がないことが課題である。 
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・隠れた所で家族はみなそれぞれ頑張っており、訪問看護師はそこに手を差し伸べるだけの技量も

なく、何かきっかけがあれば手を差し伸べることはできるが、今は家族がしっかり教育されて退

院してくることで小児在宅が成り立っている印象がある。 

・心身障害者専門の総合病院から勉強会の案内も来るが、遠方のためなかなか参加できないでいる。 

・以前、10 歳未満の脳腫瘍の利用者がいた。親が完璧にいろいろやれて、死亡確認をしても死後の

処置（エンゼルケア）をさせてくれなかった。親の気持ちも分かり切なかった。家族へ訪問看護

師として何もできなくてごめんなさいと伝え帰った経験がある。 

・高齢者の場合と小児の場合は違う。高齢者の場合はできる限り安らかにというのがあるが、小児

の場合、家族はすごい勢いでさまざまな想いを抱え込んでいる。 

・健全な子どもでも怖い。いくら勉強しても、気持ちがあってもなかなかできない。 

 

Ⅴ．参加した看護職の反応・意見 

ワークショップ研修終了後、参加した看護職にアンケートを実施した。参加した看護職 7名全員か

ら回答があった。内容は以下のとおりである。以下、アンケート記述内容を「 」で記す。 

１．ワークショップ研修の実施日時・場所 

 「よい」、【「良かったと思います」「よかったです」「良いと思います」】と答えた参加者は 3名、「適

切」が１名、「もう少し時間があっても良い研修でした」が１名、未記入が 2名であった。 

２．ワークショップの内容や進め方について 

 「良かった」「良いと思います」という回答が 2名、「司会進行はとてもよかったです」「プレッシャ

ーを感じる事がない意見交換会になりました」という意見が 2名、「テーマは、本日出たもの全て興味

深いです」「現場での詳しいお話が伺えて、とても時間が短く感じました」が 2名から得られた。一方、

「事前に資料を配布して頂けると、当日質問などがスムーズにできたと思う」「個別訪問の内容が詳し

すぎて、迷ってしまうところが多かった。気になるところにポイントを絞ると良かったかなと思いま

した」「短い時間なので、テーマが分散してしまうとやはり時間切れとなる。１つのテーマに絞れたら

良いかなと思いました」という回答があり、テーマを絞った方がよいという意見が複数みられた。 

３．ワークショップ研修に参加して得られたこと・気づき 

 本ワークショップ研修に参加して得られたことについては、以下の内容の記述があった。「東濃圏の

訪看の状況が把握できました。比較しながら、自分の事業所での取り組みも考えていきたい」「東濃地

域が県内で『遅れている』というイメージがありましたが、全体のステーション概要を示していただ

き、けっして遅れてはいないと安心しました」「看取りの地域の状況や、各ステーションの取り組みが

知れて良かった」「普段情報交換できているつもりの近くのステーションでも知らなかった現状があっ

たり、隣でも市により地域性があることが分かり、とても参考になった」「小児の訪問看護を受け入れ

ることにかなり抵抗がありましたが、少し緩和されました」「患者様、家族との関わりについて、気づ

かされることが多くありました」「在宅看護の現場で看護職の皆さんが感じてみえることに触れること

ができ、大変勉強になりました」という意見があった。 
４．もっと話し合いたかったこと 

 「困っていることの本心がもっと知りたいです」「個別事例など、詳しい話が大変参考になったので、

もっと聞きたいと思いました」「東濃地域の特性を前向きに捉えて、今後の訪問看護のアピール」が挙

げられていた。 
 

Ⅵ．教員の自己点検評価 

１． 実践の場に与えた影響 

 個別職場訪問研修（以下、個別研修と記す）実施後の感想として、「自分たちの行っている看護を振

り返る機会になった」などの声が聞かれたことから、教員が活動の現状を尋ねることは看護職に活動

の振り返りを促し、その意味を確認する機会になっていると考えられた。8施設中 6施設では、所長だ

けでなくスタッフの参加を得ることができたが、個々のスタッフに話してもらう方法で研修を進める

ことにより、実践において大切にしていることや考えていることを、看護師間で共有する機会にもな

ったと思われた。 

ワークショップ研修後のアンケート調査の回答から、個別研修の結果を返すことにより他ステーシ

ョンが取り組んでいることがわかった、利用者へのかかわりを振り返る機会になったという感想、県

内 5圏域別のステーション設置状況の説明により、県内全体からみた東濃圏域の現状を知ることがで

きたなどの意見があった。以上のことから、施設間で互いの活動について情報共有すること、岐阜県

など広域的視点から現状を確認する意義が共有できたと思われる。 

２． 本学の教育・研究活動に与えた影響 

 東濃圏域には、名古屋市から通っている開業医もみられるなど夜間対応が可能な開業医が限られて

いたが、在宅療養者の医療ニーズに応えるため、母体病院に勤務する当直医と開業医の間を訪問看護
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師が取りもつことで両者で連携しながら対応したり、在宅死の希望に応えるため死亡診断書の作成や

エンゼルケア等について訪問看護師と医師が事前相談する等の対応がされていた。これらの取り組み

は、地域の現状に即した問題解決の事例として学生に示すことができると考える。愛知県コロニーへ

通院しやすい地域性のためか、東濃圏域では重度心身障害児の在宅ケアの課題を指摘したステーショ

ンが多く、小児の訪問看護に対する問題意識が高いと感じた。小児を診てくれる後方支援病院がない

地域で、遠くの専門医と連携してサービス提供できる方法や仕組みをつくるため、研究的な取り組み

の必要性が示唆された。 

 

Ⅶ．今後の課題、発展の方向性 

 今年度で岐阜県（ただし、岐阜市は除く）の 5圏域を巡り終わり、すべてのステーションを対象に

研修を実施することができたので、本事業はここで一段落とする。研修に参加した看護職の反応から、

本事業の研修形式（個別職場訪問とワークショップを組み合わせた研修）は、ステーションのような

小規模な施設で働く看護職には、やはり有効な方法であると思われる。しかし、教員が訪問できる期

間と人員には限りがあるため、県下全域を対象として個別職場訪問研修を継続することは容易でない。

今後は、本事業を通して把握した圏域の地域特性や、それに関連したステーション活動の特徴や課題

を踏まえ、共同研究など研究的な取組みに発展させる方策を考えたい。 

 

【文献】 

森仁実．（2008）．岐阜県における訪問看護の現状と課題．岐阜県立看護大学紀要，9(1)，29-35． 
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実践現場における看護実践の改善・改革を推進する看護研究の支援方法の開発 

 

Ⅰ. 目的（本事業の必要性） 

本学は現職看護職者が看護実践研究を通して、看護実践の改善・工夫・改革を行い、県民への健康

ニーズに対応できる看護ケア・看護サービスが提供できるように、看護職者の生涯学習支援拠点とし

てその役割を担うことを明言し、多様な事業を企画している。しかし大学院博士前期課程志願者の減

少による定員割れが近年発生していること、共同研究事業への参画看護職者も現状維持で新規事業参

画者は少ない等の現状がある。一方、医療機関においては、看護職の現任教育として行われているラ

ダーレベルの中に看護研究を入れたり、院内看護研究部門を設定したり、看護研究を推進する企画は

されているが、実際に看護職者が積極的に看護研究を推進する行動がとられていない等の現状を聞く

ことも多い。現職看護職者からは、看護研究は看護実践活動とは別の取り組みであり、特別な学習過

程であると認識され、取り組む時間と労力がないことが理由として挙げられている。 

 そこで、看護職者一人ひとりが看護実践研究の意義を認識して、継続的に看護実践の改善・工夫が

できる研究への取り組み方を学修し、成果が得られる過程を大学教員として支援することが必要であ

ると考えた。 
本事業の目的は、岐阜県内の医療・保健・福祉機関の看護職が日々の看護実践活動において職場単

位に看護課題に研究的に取り組み、看護実践の改善・改革が推進できる体制づくりを支援することを

通じて、支援方法を開発することである。その結果として、本学と看護実践機関との連携を強め、県

民の健康保持・増進に貢献することができると考える。 
 平成 25年度は、以下の 2点を目標として取り組んだ。①岐阜県内の医療・保健・福祉機関が職場単
位に看護実践の改善・改革をめざして行っている研究的取組の現状と課題を明らかにする。②看護職

の教育・研究活動に指導的役割をもつ看護職者が、看護実践研究の理解を深め、各施設での研究を促

進するための環境づくりに取り組むことを支援する。 

 
Ⅱ．担当者 

北山三津子（地域基礎看護学領域）、服部律子（育成期看護学領域）、奥村美奈子（成熟期看護学領 

域）、会田敬志、岩村龍子、丹菊友祐子（看護研究センター）、黒江ゆり子(学部長)、小西美智子（看

護研究センター長） 

 

Ⅲ．本事業で実施したこと 

１．実施方法 

 研修会を 2回実施した。 
１）ねらい 

1回目は、所属施設・機関において、看護実践の改善・改革を研究的に進める取り組みとその環境 
づくりの現状と課題を出し合い、参加者が共有することとした。2回目は、所属施設・機関において、
看護実践研究を推進するための取り組みを検討し、参加者一人ひとりが次年度の取り組み計画を立て

ることができるようにすることを目指した。 
２）対象 

岐阜県内の医療・保健・福祉機関（総計 343施設）の看護職者であり、教育担当もしくは看護研究
担当の責任者とし、1施設 1～2名とした。2回参加を原則とした。対象選定および周知方法は、岐阜
県医療整備課看護企画監および同保健医療課保健企画監の助言を得た。 
３）周知方法 

病院については、県内全病院 104施設を対象として、看護部長宛てに案内を送付した。保健所は、
県内 7施設の所長宛てに案内を送付した。市町村は、市町村保健活動連絡協議会長に趣旨を説明し、
県内 42市町村の首長宛てに案内を送付した。介護老人保健施設は、県内 67施設の看護師長宛てに案
内を送付した。介護老人福祉施設は、県内 123の特別養護老人ホームの施設長宛てに案内を送付した。 
 
２．実施内容および結果 

１）第 1回研修会 

（1）プログラム 
 9月 26日（木）14:00～16:30に本学で実施した。趣旨とプログラムは、表 1に示すとおりである。 
参加者間の意見交換を十分行うためにグループワークに多くの時間を充てた。本研修会の趣旨（表 1）

を説明した後、実践現場における看護実践の改善・改革を推進する看護研究の紹介を行った。看護研

究の紹介は、本学の博士前期課程修了者に依頼し、修士論文について説明してもらった。これは、現

場の看護職が実施している点で、参加者がより身近に感じることができるのではないかと考えたため

である。その後、実践現場における看護研究を推進する取り組みとその環境づくりの現状や課題を話
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し合うグループワークを実施した。施設種別にグループを編成し、病院 5グループ、介護老人福祉施

設 1グループ、市町村 1グループの計 7グループとした。各グループ 5～6名で構成したが、市町村グ

ループは 2名であった。各グループにファシリテーターとして教授 1名の計 7名が参加した。本事業

メンバー以外の教授 1名の協力を得た。 

 
表 1 第 1回研修会の趣旨とプログラム 
＜趣旨＞ 

看護実践活動における課題を解決するためには、研究的な取り組みが必要であるといわれていま

す。そこで本研修会は、看護職者一人ひとりが看護実践研究の意義を認識し、日頃の看護活動にお

いて、継続的に改善・改革を推進する研究的な取り組みの環境づくりについて検討したいと思いま

す。 

＜プログラム＞ 

14：00～14：15   あいさつ、研修会プログラムの説明    

14：15～14：35   実践現場における看護実践改善・改革を推進する看護研究の紹介 

―大腿骨近位部骨折術後の患者の早期ADL自立に向けた看護ケアの指標作成へ

の取り組み― 

14：40～15：50   グループワーク 

 テーマ：実践現場における看護研究を推進する取り組みとその環境づくりの現状や課題について

15：50～16：20   グループワークで学んだこと・気づいたことの報告 

16：20～16：30   第 2 回研修会に関する説明、アンケート用紙記入、看護研究センター事業説明

 
（2）参加者の概要 
 24施設から 35名の参加があった。24施設の内訳は、表 2に示すとおりであり、病院が最も多く 15
施設（62.5%）、市町村 2施設（8.3%）、介護老人保健・福祉施設 7施設（29.2%）であった。 
施設種別にみた参加者数は表 3に示すとおりであり、病院が最も多く 25名（71.5%）、市町村 2名

（5.7%）、介護老人保健・福祉施設 8名（22.8%）であった。 
参加者の職種別数は、看護師が最も多く 30名、保健師 2名、准看護師 1名等であった。 

 
表 2 施設種別数                   表 3 施設種別にみた参加者数 

施設種別 施設数（%）  施設種別 人数（%） 
病院 15（62.5） 病院 25（71.5） 
保健所 0（ 0.0） 保健所 0（ 0.0） 
市町村 2（ 8.3） 市町村 2（ 5.7） 
介護老人保健施設 1（ 4.2） 介護老人保健施設 2（ 5.7） 
介護老人福祉施設 6（25.0） 介護老人福祉施設 6（17.1） 

計 24（100.0） 計 35（100.0） 
 
（3）参加者の意見・感想 
 参加者 35名中 34名（97.1%）からアンケートを回収した。 
 研修会の方法・内容については、十分満足および概ね満足は 32名（94.1%）、どちらとも言えない 
2名（5.9%）であった。どちらとも言えないと回答した 2名の理由や改善への意見は、「他施設との意 
見交換は参考になったが、研究者として役立つ知識が学びたかった」「現状の情報は得たが、どうする 
かまでは明らかにならない」であった。 
 研修会についての意見は、7名から 7件あり、「他施設の状況を知ることができてよかった」「身近 
なことから取り組む大切さを学んだ」「課題を解決する具体策が聞けるとよかった」等であった。 
 看護実践研究について理解が深まったことおよび今後取組みたいことは表 4に示すとおり、＜他施 
設でも同様の問題を抱えていることがわかった＞等の【他施設の現状・課題の理解】、＜研究を進める 
環境づくり・サポート体制の重要性がわかった＞等の【実践研究の取組環境づくりに関する理解・意 
欲】、＜日々の実践から課題を見つける努力をしたい＞等の【実践研究の推進方法に関する気づき・意 
欲】、＜介護職を含め他職種連携について方法を考えていきたい＞等の【他職種との連携やチーム連携 
の強化による実践改善への意欲】、＜実践研究は看護実践に生かすことが大切であることがわかった＞

等の【実践研究の意義・目的に関する認識の深まり】、その他【研究への理解・関わりを深めたい】【大

学の研究支援に関する情報を自施設内で共有したい】等に分類された。 
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表 4 看護実践研究について理解が深まったこと、今後取り組みたいこと      （33名 56件） 
大カテゴリー 小カテゴリー 記載内容 

他施設の現

状・課題の理

解 

他施設でも同様

な問題を抱えてい

ることが分かった 

各病院・施設も悩んでいることが一緒で、グループワークができて良かった。 

看護実践研究というととても難しいと考えていましたが、本当に身近なことで困って

いることをどう解決していくことがいいのか、他施設の方の話を聞き、同じような問題

を抱えていることもわかり良かったと思います。 

他施設の方々も同じ様な課題があり、とても有意義な会となりました。 

他病院の研究への取り組み状況や現状・課題を聞いて同じような現状を共有でき

た。 

他病院・施設での研究に対する問題点や同じようなことを感じているのが分かった。

グループワークにより、当院の現状と他施設の現状で同じようなことで悩んでいるこ

とが分かった。 

問題としていることがほぼ同じであることが分かった。 

どの施設も同じ様な課題を抱えていることが分かった。 

他施設の現状や

取り組みを知るこ

とができた 

グループワークでは各施設での研究に対する取り組み、課題を知ることができた。 

他の病院の現状を聞くことができたことは貴重だった。 

施設によって色々あることが分かった。 

他施設の現状を聞くことができて良かった。 

看護研究に対して他の施設がどのように取り組んでいるか、グループワークによっ

て知ることができた。 

他施設の取り組み状況を知ることができた。 

他の施設の共通する問題から改善の取り組みについて参考となる意見を聞くことが

できた。 

実践研究の取

り組み環境づ

くりに関する

理解・意欲 

研究を進める環

境づくり・サポート

体制の重要性が

わかった 

看護研究の実践を進めるための環境づくりの重要性、課題を再確認することができ

る機会になりました。 

様々な問題は共通するものが多かったが、サポート体制の充実がとても重要である

と感じた。 

研究をサポートする側の雰囲気が大切であり、それにより意欲の向上等につながっ

ている事を学んだ。 

関わってくれる講師や指導者によって、成功体験を得られず失敗体験になってしま

うと、今後の研究に対する取り組みが恐怖になる。 

研究者への支援体制の大切さを再認識した。 

研究に取り組むサ

ポート体制をつく

っていきたい 

今までは研究者にまかせっきりであった、サポート体制（一人で研究しなくていいと

いう雰囲気、環境を作ってあげるなど）はつくってあげたいと思った。 

指導者（上司）の協力の関わりを増やしてもらうように依頼していく。 

どこの病院も仕事をしながらの看護研究は大変に思っている。看護研究委員会とし

て、サポートできることを考え、実行していけると良いなと思う。 

研究指導者の育

成の必要性がわ

かった 

研究する側の課題等だけでなく、それを指導する側の問題点やサポート体制など

が必要であることが分かった。 

研究を自発的に取り組む人は少ないが、適切なアドバイスができるよう、研究担当

者も十分に支援できる知識が必要だと感じた。 

研究に取り組む

雰囲気づくりをし

ていきたい 

まずは病棟での雰囲気づくり、自分自身の研究についての学習を深めることを取

り組んでいきたい。 

グループ内の病院は全て、毎年看護研究に取り組まれていることに対して、当老健

施設では発表の場もなければ職員の気持ちも低いことにとても残念に思いました。

メインが介護ということもありますが、介護現場で活かせる看護の取り組みもあると感

じながら日々仕事をしています。この気持ちを他の看護師と共有し、まず興味を持

ち、取り組むかなという雰囲気づくりをしていけたらと思いました。 

自身の立場での

関わり方・声のか

け方を考えていき

たい 

今後は教育委員としてどう研究にかかわっていくか考えていきたいと思う。 

業務改善に繋がる問題点を題材とする。科長の立場として「何かやってみたいもの

ある？」と聞くのではなく「業務の中で何かおかしいと思うことはない？」と声をかける

と研究も取り組みやすいのではないかと思った。 

実践研究の推

進方法に関す

る気づき・意

欲 

日常の実践から

課題を見つける努

力をしたい 

テーマを身近なことから探していけるよう、気付きを大切にしていく。 

日々の実践の中で疑問に思ったことを上司に提案することで、そのことが実践研究

のテーマとなるかもしれないので、どんどん発言したいと思う。 

課題を見つける努力をしたいと思います。 
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大カテゴリー 小カテゴリー 記載内容 

実践研究を進め

るための課題を明

確にし改善策を

検討する大切さが

わかった 

看護研究を進めるために、問題となっていることが考えれた。まず問題を明確にし、

改善策を考えていくことが大切だと思った。 

実践課題を明確

にし改善を図って

いきたい 

事業に追われるばかりでなく、常に担当事業について深く見つめ、課題を明確に

し、改善を図っていきたいと思いました。 

研究意欲向上の

ための方法を考え

ていきたい 

研究に対してのスタッフの意欲が向上できるよう考えていきたい。 

研究が近くに感じられるようスタッフに伝えられるといいなと感じた。 

モチベーションを上げるということについてどんな方法があるかよく考えてみたい。 

研究意欲向上の

ための方法につ

いて参考となった 

研究意欲を上げるための方法を聞くことができ、とても参考になった。 

身近なテーマを

課題にし、スタッ

フを巻き込む大切

さがわかった 

テーマを決定するためには身近にある課題を見つけ、スタッフ全員を巻き込んでい

くことが大切であることを学ぶことができた。 

スタッフ間で話し

合いながら実践

改善に取り組む 

実践の中で課題を共有しやすいようにまとめ、より良い実践にするために、まとめた

課題をスタッフ間で話し合い、改善し、より良い支援になったかを繰り返す。 

研究の進め方、視

点が認識できた 

研究に対しての進め方で参考となる方法や、必要な視点というものについて認識で

きた。 

他職種との連

携やチーム連

携の強化によ

る実践の改善

への意欲 

介護職を含め他

職種連携につい

て方法を考えてい

きたい 

介護職を含め、他職種連携についても、方法を考えていきたいと思います。 

ここで話し合ったことを基に看護と介護が協働・連携ができるようにするにはどうした

ら良いかを他の看護師とともに話し合いたいと思いました。 

チーム連携が図

れるよう、システム

の変更も含めて取

り組みたい 

まず、チーム連携が図れるよう取り組みを行いたい。他職種のカンファレンス参加の

提案等、現システムの変更も必要と思われる。 

ワーカーと連携を

図ることで、業務

が円滑になるよう

取り組みたい 

今日は色々な施設の問題点などを聞くことができて、とても勉強になった。看護研

究はできていないが、ワーカーとの連携を図ることにより業務がスムーズに行えるよ

う取り組みたいと思う。 

介護職との連携を

強化することで業

務の改善につな

げる 

業務の中で介護職との連携を強化し、一つの目標に向け、取り組むことが大切。看

護と介護の溝をなくし業務を行うことがよい看護につながると思う。 

実践研究の意

義・目的に関

する認識の深

まり 

実践研究は看護

実践に活かすこと

が大切であること

がわかった 

現場での課題をどう取り上げ、研究に活かし、その後の実践へつなげるかを考える

ことが大切。 

実践研究を現場に活かしていくことが大切だと改めて感じた。 

看護研究は実践

に役立てるものだ

と聞き身近に感じ

た 

看護研究というと難しいイメージがありましたが、現場に役立てるために行なわない

と意味がないという話を聞いて身近に感じることができました。 

研究への理

解・関わりを深

めたい 

研究に関する理

解を深めたい 

指導にかかわっているが、自分自身研究そのものがよくわかっていないと感じた。

（共同研究はあるが）個人研究をやってみたいと思った。 

まずは病棟での雰囲気づくり、自分自身の研究についての学習を深めることを

取り組んでいきたい。 

研究への関わりを

持っていきたい 

現在、研究を行っているわけでもなく、委員でもなく、病棟内で研究を行っているメ

ンバーへの協力をしているだけですが、今まで発表者側の苦労としか考えていませ

んでした。しかし、サポートする側の負担も大きく、共により良い研究にしたいという

思いをグループワークで感じることもできました。このような場に参加させていただい

て、研究への関わりを持てたらいいなと思いました。 
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大カテゴリー 小カテゴリー 記載内容 

大学の研究支

援に関する情

報を自施設内

で共有したい 

看護研究センタ

ーの支援に関す

る情報を施設に

持ち帰りたい 

今回、看護研究センターの共同研究、研究支援についても詳しく知ることができた

ので、施設に情報を持ち帰り、参考とさせていただきたい。 

大学の研究支援

制度について、来

年度から研究者

の講義の中に加

えたい 

大学の研究支援制度についても、来年度からの研究者の講義の中に加えたい。 

その他 

今後の取り組みは

考え中である 
今後取り組みたいことはまだ考え中です。 

（研修会への意

見） 

研究のレベルに差があるように感じました。例えば計画書の書き方等から研究の流

れを詳しく知りたい。発表したくないという人の支援の方法など具体的に例を挙げて

ほしい。 

 
（4）グループワーク担当教員の意見 
 グループワーク担当教員 7名全員から意見・感想用紙を回収した。現場で看護実践研究を推進して 
いくための課題は、表 5のとおり、＜看護研究指導に関わる外部講師の指導内容・活用方法の課題＞ 
＜研究教育担当者の指導力不足・指導者不足＞等の【支援体制に関する課題】、＜研究に対してやらさ 
れ感・負担感が強く意欲が持てない＞＜研究期間が短い＞等の【研究への取り組み方法に関する課題】、 
＜保健師には研究が身近でなくイメージできない＞＜特養では日々の活動の課題とその課題に対する 
取り組みについて話し合われた＞等の【研究が身近でない】であった。 
 
表 5 現場で看護実践研究を推進していくための課題                （7名 14件） 
大カテゴリー 小カテゴリー 記載内容 

支援体制に関

する課題 

看護研究指導に関

わる外部講師の指導

内容、活用方法の課

題 

参加した 5 施設すべてに大学教員等の外部講師が看護研究指導に関わってお

り、その指導内容、活用方法にそれぞれ問題を抱えていた。そのため看護職が自

律して看護実践研究を推進することが難しい体制となっていた。 

研究指導を各施設外からの講師に依頼しているところがあるが、その場合には現

場の課題を踏まえた研究について、適切な指導を受けることができていない。 

研究・教育担当者の

指導力不足・指導者

不足 

研究や教育担当者の指導力不足（発破をかけることはできるが指導が十分にでき

ない） 

研究を指導してくれる人がいないこと。自分たちで手さぐりの状態で研究を行って

いる。 

研究に取り組む看護

職者の考えを尊重し

ながらサポートする体

制づくり 

研究に取り組む看護職者の考えを尊重しながらサポートする体制をつくることも課

題と思われた。 

研究への取り

組み方法に関

する課題 

研究に対しやらされ

感・負担感が強く意

欲が持てない 

参加者は、看護研究の意義は十分理解していても、現場の看護職の中には研究

に対して意欲がもてず、やらせられているという認識の人が多いということは、どこ

の施設も共通していた。研究的な取り組みが看護実践の充実につながったという

体験がもてれば、研究の意義も実感できるのではないかと思われた。 

ラダーに組み込まれていることや、上司からの任命により仕方なく研究に取り組ん

でいるため、やらされ感が大きく看護職のモチベーションが高まっていかない。そ

の上取り組む際には上司・同僚の理解・協力が得られず、メンバーや個人だけで

時間外も使って取り組むため、負担感が強い。 

研究期間が短い 

研究期間が2年の施設がある一方、任命を受けてから7か月後に発表という短期

間での取り組みが求められる施設もあった。 

研究期間が限られ、じっくりと研究に取り組めないまままとめに入ってしまうこと。 

実践課題と研究テー

マが繋がっていない

ために、研究として何

に取り組めばよいか

わからない 

看護実践における課題と研究テーマが繋がっていないために、研究課題を見つ

けることができないとか、研究として何に取組んでいいのかわからないなどの困難

に直面している。そのような中にあっても、施設によっては、やっと身近なところか

ら研究に取り組んでいくことや、1-2 年かけて研究に取り組もうという方向が見える

ようになってきている。 

文献検討がしっかり

できておらず方向性

を見失ってしまう 

文献検討がしっかりできていないため、先行研究など理解できず研究を進める上

で方向性を見失ってしまうことがある。 
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大カテゴリー 小カテゴリー 記載内容 

研究が身近で

ない 

保健師には研究が身

近でなく、イメージで

きない 

グループワークで最初に質問されたのは「看護師さんの取り組みはわかったが、

保健師の場合の研究とはどういうものか」ということでした。診断、計画、実施、評

価という取り組みを意識的に行い、よりよい実践にしていくことそのものが研究に

なっていくことと共同研究等での実際の例を説明しました。保健師に関しては、研

究がとても遠いということをあらためて感じました。 

研究にふれる機会が

なく関心が向けられ

ない 

これまで研究に取り組んだことがない施設では、院内・外で研究発表にふれる機

会がなく、研究に関心が向けられない。 

特養では日々の活動

の課題とその課題に

対する取り組みにつ

いて話し合われた 

担当が特養の方たちのグループであったため、看護実践研究を推進していくた

めにというより、日々の活動でどのような課題あるかとそれに対してどのような取り

組みをしているか等の話し合いが中心であった。現場の課題としては主に介護職

との協働に関することが多く語られていた。 

 
２）第２回研修会 

（1）プログラム 
 1月 22日（水）14:00～16:30に本学で実施した。趣旨は第 1回研修会と同様であり、プログラムは、
表 6に示すとおりである。 

1回目同様、参加者間の意見交換を十分行うためにグループワークに多くの時間を充てた。グループ
ワークのテーマは、所属施設・機関において看護実践研究を推進するための取り組みについてとした。

第 1回研修会終了時に配布した「所属施設・機関の課題」「所属施設・機関において看護実践研究を推
進するための取り組みについて」を記載した用紙を持参してもらい、それをグループ内で報告し合っ

て討議を進めてもらった。グループ編成および担当教員は第 1 回研修会と同様とした。グループワー
ク担当教員は、本事業担当教員の他、教授 1名の協力を得た。 
 
表 6 第 2回研修会プログラム 
14：00～14：15   あいさつ、研修会プログラムの説明    

14：15～15：30   グループワーク 

          テーマ：所属施設・機関において看護実践研究を推進するための取り組みに

ついて 

15：30～15：50   個人ワーク 

グループワークをもとに、所属施設・機関において次年度どのように取り組

むかを所定の用紙に整理する。記録用紙は各自持ち帰り、次年度の取り組み

に活用する。 

15：50～16：20   個人ワークの内容をグループ内で発表 

16：20～16：30   まとめ、アンケート用紙記入 
 
（2）参加者の概要 
 22施設から 32名の参加があった。22施設の内訳は表 7に示すとおりであり、病院が最も多く 15
施設（68.2%）、市町村 2施設（9.1%）、介護老人福祉施設 5施設（22.7%）であった。 
施設種別にみた参加者数は表 8に示すとおりであり、病院が最も多く 25名（78.1%）、市町村 2名

（6.3%）、介護老人福祉施設 5名（15.6%）であった。 
参加者の職種別数は、看護師が最も多く 26名、保健師 2名、准看護師 1名等であった。 

 
表 7 施設種別数                   表 8 施設種別にみた参加者数 

施設種別 施設数（%）  施設種別 人数（%） 
病院 15 （68.2） 病院 25（78.1） 
保健所 0 （ 0.0） 保健所 0（ 0.0） 
市町村 2 （ 9.1） 市町村 2（ 6.3） 
介護老人保健施設 0 （ 0.0） 介護老人保健施設 0（ 0.0） 
介護老人福祉施設 5 （22.7） 介護老人福祉施設 5（15.6） 

計 22（100.0）      計 32 (100.0) 
 
（3）参加者の意見・感想 
 参加者 32名中 30名（93.8%）からアンケートを回収した。 
 研修会の方法・内容については、十分満足および概ね満足は 28名（93.3%）、どちらとも言えない 
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2名（6.7%）であった。第 1回研修会と同様に、十分満足および概ね満足と回答した者の割合は高か 
った。 
 実践現場の改善・改革に向けた研究的取組みを推進するために今後取り組みたいことは、表 9に示 
すとおり、＜院内の研究指導者の育成＞＜外部の研究指導者の有効活用＞等の【研究指導体制整備】、 
＜研究者への時間的配慮を行う＞＜研究委員会活動の充実をはかる＞等の【研究の取り組みの支援体

制整備】、＜院内での看護研究に関する研修会の開催＞＜院内発表の充実化＞等の【院内の看護研究に

関する研修会や報告会の開催・充実】、その他【学会や研修参加の促進】【自らが個人や集団で研究に

取り組む】【日々の看護実践の中での研究取り組み】【本学の研究支援や研修会の活用】【スタッフの意

識改革】【看護実践の評価と課題解決への取り組み】【実践課題の共有】【他職種との意思疎通】【実践

の充実】に分類された。 
 研修会への意見等は、表 10に示すとおり、＜他施設の看護研究への取り組みを知ることができ参考 
になった＞等の【他施設との交流・情報交換ができてよかった】、＜研究への取り組みやサポートへの 
意識が高まった＞＜自身の刺激になった＞等の【自身のモチベーションが高まった】等であった。 
 
表 9 実践現場の改善・改革に向けた研究的取組みを推進するために今後取り組みたいこと 

（24名 48件） 
大カテゴリー 小カテゴリー 記載内容 

研究指導体制

整備 

院内の研究指導者の育

成 

私の病院に関してはもう一度看護研究についてしっかり学び直し、指

導できる人を育成していこうと思います。 

指導者の育成 

指導者のスキルアップ 

研究の指導者の育成を部長と検討していけると良い。 

事例研究アドバイザー(各部署の師長や主任も含め)への指導：事例研

究をする人には、集合教育をしているが、協力してくれるアドバイザ

ーの研究に対する認識が低い。研究支援担当者ではなく、教育委員長

に依頼し、アドバイザーへの教育をしてもらいたい。 

外部の研究指導者の有

効活用 

アドバイザーの確保 

研究アドバイザーの活用 

外部の利用 

アドバイスして下さる講師の方とのいい関係を築いていくことが必要

であるとも思いました。 

院内の研究指導体制の

充実を図る 

研究の follow 体制を確立できるよう、病棟に研究担当者ができるよう

になるような体制づくり。 

研究アドバイザーを明確にする。 

研究の取り組

みの支援体制

整備 

研究者への時間的配慮

を行う 
研究者への時間的配慮を行う。 

サポート体制整備 サポート体制をとる。 

パソコン分析等の支援

システムの構築 
パソコン分析等の支援システムをする。 

研究委員会活動の充実

を図る 
研究委員会の活動の充実 

上司の介入 上司の介入 

主体的な研究取り組み

を支援する体制づくり 

現状を評価し、体制づくりに取り組みたい。研究を“楽しんで”でき

ればいいと思う。 

自ら研究をしたいと思えるような体制にしていけたらなぁと思いまし

た(例:ラダー導入) 

院内の看護研

究に関する研

修会や報告会

の開催・充実 

院内での看護研究に関

する研修会の開催 

院内での研究勉強会開催 

グループワークの中で学会に参加していったり、院内研修を行ってい

く必要があることが分かりました。 

看護研究に対しての研修会を開催していきたい(年間を通して) 

院内発表の充実化 院内発表を他部署にも聞いてもらう。 

院内での研究報告会の

立ち上げ 

現場での問題点や学びを院内報告会のようなものを立ち上げ行ってい

くことで、研究題材を考える元としていければと考えています。 
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大カテゴリー 小カテゴリー 記載内容 

学会や研修参

加の促進 

学会や研修への参加が

活発化するよう自らが

率先して働きかける 

自らが研究に取り組む雰囲気づくりが部署でできるようにしたい。そ

のために、学会や研修に一緒に参加したり、取り組みのサポートがで

きるように支援していきたい。 

後輩を誘って身近な学会に参加する。 

学会への参加の促進 

グループワークの中で学会に参加していったり、院内研修を行ってい

く必要があることが分かりました。 

事例研究をする前に、「学会発表を聞く」という項目を、ラダーの中

に組み入れる。 

自らが個人や

集団で研究に

取り組む 

自らが研究の学びを深

め、スタッフへ指導す

る 

自らが研究についての学びを深め、それをスタッフへ伝えていけるよ

うに取り組みたい。 

自らが研究に取り組む 研究指導する立場の自分が研究に取り組む。 

研究に興味がある人で

チームをつくる 
研究に興味のある人でチームを作る。 

日々の看護実

践の中での研

究取り組み 

日々の看護の実践活動

で継続できる研究に取

り組む 

日々の看護に継続できるものに取り組みたいです。また、長いスパン

で３年ぐらいじっくり関われるものでもいいんだと思いました。あり

がとうございました。 

身近な実践活動の中で

テーマを考える 
身近なものでテーマを考えていけるようにしていきたいです。 

本学の研究支

援や研修会の

活用 

研究支援サポートの活

用 
看護研究支援サポートの活用 

研究の研修会へ師長ク

ラス～スタッフが参加

できるようにする 

研究の研修会へ師長クラス～スタッフが参加できると良い。 

スタッフの意

識改革 

スタッフ全体で研究に

対する意識改革 
スタッフ全体で研究に対する意識改革 

看護実践の評

価と課題解決

への取り組み 

実践の現状を評価し課

題となったことの改善

に取り組む 

研究・研究と難しく思っていたが、看護業務をスムーズに行っていく

ために今の現状をまとめ、何に困っているのか何が必要かを見極め、

対応していくことが大切だと思った。普段の業務は忙しいが業務に組

み込んだり、一つ一つのきっかけ、気づきを大切にして、対応してい

けたら全体の向上につながると思った。 

看護介護の温度差を埋めるために、現状分析を行えるよう介護職員が

疑問に思ったこと、提案してきたことを記録に取り、何が必要か、ど

う答えを出したらよいのか、何を聞きたいのかを考え、それに対応で

きるような取り組みができれば良いかと思いました。 

看取りのグリーフケアのアンケートを基に、現状分析し、それをひと

つひとつ解決につなげていきたい。 

乳幼児健診、妊娠期と発達課題をリンクさせ、早期から予防できるこ

とはないか考えたい。 

担当の事業をまとめて、係内で課題を共有して、事業の充実につなげ

ていきたいと思います。話を聞いていただき、方向性など見え、気持

ちがスッキリしました。ありがとうございました。 

実践の評価 

遊びの教育、発達支援事業、教室前と後の子供の発達の伸びをみる、

残った課題を見ることで教育内容を評価する。 

事業の評価、個の評価 

実践課題の共

有 

スタッフ間での実践課

題の共有 

チーム医療との関わり、ＳＴ介入により業務が分業化されていると思

ってしまい、摂食訓練、嚥下、口腔ケアは全てＳＴ任せになっている

現状を何とかしたい。スタッフの意識改革。「自分たちの業務である」

と分かるようにする。 

病棟でテーマについて話し合う 

他職種との意

思疎通 

他職種との意思疎通を

図る 

Ｄｒ.との協力体制を話し合いを通して、得られるようにしていく。 

スタッフの気持ちを知ること―質問されることをメモして残していく

こともよいと思う。 

実践の充実 看取りの実践 
看取りについて 

「看取り」について取り組んでいきたいと思う。 
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表10 研修会への意見等                            （15名17件） 
大カテゴリー 小カテゴリー 記載内容 

他施設との交

流・情報交換が

できてよかっ

た 

他施設の看護研究へ

の取り組みを知るこ

とができ参考になっ

た 

各職場の現状もわかり、問題点の共通する部分が多く、意見を聞いて、

きっかけがつかめ、良い勉強になった。 

他の施設のうまくいった方法とかが聞けて良かった。問題解決の糸口

が見つかった。 

自施設のみの悩みだと思っていたことが、他施設でも同じようなこと

で悩んでいたり、解決方法を考えたり、研究に関して日々考えていた

ことを共有できて、非常に有意義な研修でした。自施設に戻っても、

現状を改善できるよう努めたいと改めて思いました。 

グループワークで他の病院での看護研究や取り組みについて分かった

ので良かったと思います。どんなふうに看護研究を進めていったらよ

いかわかったような気がします。ありがとうございました。 

他施設の取り組みを聞くことができて、参考にしながら、次年度の教

育計画を考えていく。 

他の病院の人とディスカッションすることは勉強・参考になります。

他施設と交流できて

よかった 

他施設のことが知れて、興味深かったです。 

交流の場を頂きありがとうございました。 

他施設と悩みの共有

ができた 
他部署の悩みが自分の部署の悩みと同じだと共有できた。 

自身のモチベ

ーションが高

まった 

研究への取り組みや

サポートへの意識が

高まった 

参加して研究が効果的に少しでも進められるようサポートしていきた

いと感じた。参加して研究の取り組みに対する考えが少し前向きにな

ったので参加して良かった。 

自身のモチベーションアップにつながりました。ありがとうございま

した。 

自身の刺激になった 今回の研修が自分の刺激になった。 

活動報告集の作成を

継続していきたい 

市町村保健活動連絡協議会においては活動報告集を作成した。平成２

５年度も続けていきたいと思います。またよろしくお願いします。 

その他 

グループワークに教

員が入ったことがよ

かった 

先生の質問により、幅が広がり、分かりやすかった。 

改善策を知りたい 
どこでも同じような悩みであるため、何か改善できる案があれば教え

て頂きたいです。(他のＧでも) 

１日で良かった 
第１回と２回目が重複しているところが多かったので１日で良かった

のではないかと思います。 

統計、データ解析方

法の研修に参加した

い 

統計、データ解析方法のテーマがあれば参加したいです。 

 
（4）グループワーク担当教員の意見・感想 
 グループワーク担当教員 7名全員から意見・感想用紙を回収した。グループ討議の状況やグループ 
討議の進行で困ったことは、5名は特になかったと回答したが、2名からは、「看護実践における課題 
を共有する時間が必要だったので討議に入るまでに時間がかかった」「グループ人数が少なかったので 
教員も参加者のつもりで話し合った」という意見があった。 
 グループワークで助言したことは、「看護研究の進め方をどのように指導しているのか」という参加 
者からの質問に答えたり、病棟内で看護研究を進める際には、実践上の課題を看護職間で共有して進 
めることや研究成果を実感し達成感がもてるようになるには、身近な課題に取り組むことがよいこと 
等組織的な取り組みの必要性を説明していた。具体的な方法として、看護の意図や実施内容、成果を 
記録することが重要であると説明していた。また、ファシリテーターとしてとった役割は、看護実践

研究推進のために可能な取り組みを具体的に考えることを問いかけたり、参加者の発言に偏りがみら

れた時に他の参加者に発言を促す等、趣旨に沿った討議になるように、そして、メンバー全員が討議

に参加できるようにしたことであった。 
 研修会への意見・感想は、「昨年に比較して研修会の目的が参加者に理解されている」「グループワ 
ークでは活発に意見交換された」「今後の研究環境づくりにヒントが得られた」「参加者自身の活動を 
振り返る機会となった」「課題が山積していることがわかったので、大学教員として積極的に働きかけ 
ていきたい」等であった。 
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３）研修会の参加施設数・参加者数 

参加施設数は、24施設であり、第 1回研修会には、全施設から参加があった。第 2回研修会は 2施
設が欠席であった。研修会毎の施設種別数は、表 2および表 7に示したとおりである。なお、24施設
の内 11施設は、昨年度の研修会にも参加者があった施設である。 
 2回の研修会の参加者数は、表 11に示すとおり、参加者総数 35名（100.0%）であり、2回とも参 
加したのは 32名（91.4%）と殆どであった。1回のみの参加は 3名（8.6%）で、全員第 2回研修会の 
欠席者であった。 
 なお、本年度は、研修会に 2回とも参加した人には修了証を交付した。研修会の案内文に明記し、2 
回とも参加した 32名に交付した。 
 
表 11 施設種別･参加回数別人数             

施設種別 2回参加者（%） 1回のみ参加者（%）   合計（%） 
病院 25 0 25 
保健所 0 0 0 
市町村 2 0 2 
介護老人保健施設 0 2 2 
介護老人福祉施設 5 1 6 

計    32（91.4）    3（8.6） 35（100.0）
 
Ⅳ. 教員の自己点検評価 

１．実践の場に与えた影響 

 研修会参加者の意見・感想では、自ら研究に取り組むことや研究支援に関するモチベーションが高

まったという意見や、施設内では研究指導者育成や研究発表会の充実、施設外の研究指導者の活用や

学会等への参加等研究環境整備方法に関する意見があった。また、日々の看護実践の評価に基づいた

課題に取り組むことやそれを看護職間で共有し改善につなげる等の看護研究の進め方に関する意見も

あった。これらから、本研修は、参加した看護職者にとって、看護研究は実践活動の改善につながる

という認識を強化したり、各施設で看護研究環境づくりに取り組む意欲を高めることにつながったり

したと考える。今後、参加者が各施設で看護研究環境づくりに取り組むことによって、研究活動が促

進される可能性がある。 

２．本事業を通して捉えた看護職の生涯学習ニーズ 

本研修の参加者の施設は、病院が殆どであったが、規模は多様であり、参加者の立場も師長、教育・

研究にかかわる委員会のメンバー、病棟主任等多様であった。また、病院の他に、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、市町村からの参加者があり、施設種別にグループを編成した。その結果、検討さ

れた内容もグループによって異なっていた。 

病院の看護職の場合は、本研修を通じて、看護研究の環境づくりに係わる課題は明らかになったが、

課題への対応策や看護研究を推進するための方法については、系統的に検討できたとは言えず、今後

の課題である。グループワークに参加した教員は、参加者が看護実践を基盤とした研究に取り組みた

いという思いを感じたので、実践研究の方法を学ぶ機会がもてるとよいと考えた。また、院外の学会

発表には代表者だけでなく、共同研究者も参加して研鑚できるようにする等施設全体の体制に係わる

課題もあることがわかった。 

介護老人福祉施設の場合は、研究に限らず、看護・介護の実践に課題が山積しており、それらの課

題の共有に時間が必要であった。したがって、研修会だけでなく、共同研究につなげる等、時間をか

けて、課題への取り組みを共に検討しながら、研究環境づくりに取り組む必要がある。 

市町村の場合は、看護研究によって、保健活動の改善・充実につながること等の研究の意義・必要

性についての認識を高める必要がある。 

３．本学の教育・研究活動に与えた影響 

 本事業は、2年目であるが、現時点では明らかな影響はみられない。しかし、参加者が各職場におい

て看護研究を推進することによって、看護実践の改善・改革につながり、学生の教育にも反映される

と推測できる。これには時間を要すると考えるので、来年度以降も継続して取り組む必要がある。 

 

Ⅴ．今後の課題、発展の方向性 

１．本事業を実施する上で困難な点 

 昨年度の課題として、2回の研修会に両方とも参加することが望ましいが、仕事の都合等により当日
欠席となる場合もあり、直前の人数調整が必要となることをあげていたが、今年度は、殆どの人が 2
回参加していた。研修会の趣旨を明確にしたことや 2回参加者には修了証を交付したことが影響して
いると考える。 
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 昨年度の参加者は、37施設 57名、本年度の参加者は、24施設 35名と施設数・人数ともに減少し
た。また、老人福祉施設および老人保健施設、市町村は、看護研究の環境づくりとは異なる課題を抱

えており、それらへの対応を優先させる必要があると考える。 
２．今後の発展の方向性 
 来年度も同様の趣旨・目的で実施するが、対象者を病院の看護師長に限定し、当該師長が所属する

病棟における看護研究を推進する環境づくりを検討する。これにより、参加者が同じ立場で検討する

ことが可能となり、課題への対応策に焦点化した討議が可能になると考える。なお、介護老人福祉施

設・介護老人保健施設および市町村・保健所は、それぞれのニーズが明確になったので、ニーズに対

応する新たなテーマを設定して本事業の発展を図る。 
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４）利用者ニーズを基盤とした退院支援の 
質向上に向けた看護職者への教育支援 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 



利用者ニーズを基盤とした退院支援の質向上に向けた看護職者への教育支援 
 

Ⅰ．目的 

わが国では、急速な少子高齢化のなかで、医療制度改革により、在院日数の短縮化や、療養病床の

再編やスリム化による病床数の削減、医療機関の機能分化と連携の推進などの政策がとられてきた。

2012 年度の診療報酬改定の重点課題にも「医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の

強化及び在宅医療等の充実」が掲げられ、医療サービス利用者の退院後の療養生活における安心・安

全の保障のために、医療機関における退院支援の充実が求められている。そして、在院日数が短縮さ

れたなかで利用者ニーズに対応するためには、退院支援に必要な知識・技術を修得し、他職種と連携・

協働しながら支援方法を構築していく能力をもつ看護職者の人材育成が重要となる。 

岐阜県においては、退院支援が看護の質向上のための重要課題として取り上げられ、県の健康福祉

部医療整備課、県内 16 医療機関の退院調整看護師、県立看護大学教員が検討メンバーとなって、2004

年度から 2008 年度までの 5 年間「退院調整と地域連携推進事業」に取り組んだ。その中で 2006 年度

から 2008 年度までの 3 年間は「退院調整看護師育成のための研修」が開催され、県内の 95 人の看護

職者が参加した。全国的にみても、県の事業として実地研修を含めた研修を 3 年間継続して企画・開

催してきた岐阜県は、退院支援推進における先駆的事例と捉えることができる。しかし、2009 年度以

降は岐阜県においても退院支援の教育プログラムに基づく研修は開催されておらず、新たに利用者ニ

ーズを基盤とした退院支援の質向上に向けた人材育成の方策を検討する必要がある。そこで本事業で

は、県健康福祉部医療整備課と大学が協働して、利用者ニーズを基盤とした退院支援の質向上に向け

た看護職者への教育支援を推進し、人材育成の方策を追究する。 

2012 年度は県内の全看護職者への教育支援として、大学において退院支援に関するワークショップ

を開催した。そして、二次医療圏内を、利用者の安心・安全な療養生活を保障するために多職種間の

連携が可能な領域と捉え、飛騨医療圏内の 8 つの医療機関を対象に個別職場訪問研修を実施し、飛騨

医療圏内の看護職者を対象にワークショップ研修を開催した。ワークショップ研修での意見の中で把

握された退院支援の課題として、【在宅移行の困難さ】【入院時からの取り組みが必要】【多職種による

連携が重要】【病棟看護師の知識・意識の向上が重要】等があった。 

そこで本年度は、個々の看護職者が入院時から利用者ニーズに対応した退院支援が実践できるよう

に、看護職者の知識・意識の向上に焦点を置き、退院支援に関する知識を確実に修得できるよう大学

での退院支援に関する講義ワークショップ（以下講義・ワークショップと示す）の内容の充実を図る。

そして県内の退院支援の質向上に向けた教育プログラムを策定する。 
Ⅱ．事業担当者 

 本事業は以下の担当者で実施する。 

地域基礎看護学領域：藤澤まこと、黒江ゆり子、髙橋智子 

成熟期看護学領域：田村正枝 

看護研究センター：丹菊友祐子 

岐阜県健康福祉部医療整備課：岡田昌子、中川満紀子 

Ⅲ．実施方法 

県内の退院支援の質向上に向けた看護職者への教育的支援として、県健康福祉部医療整備課と協働

で、大学において講義・ワークショップを開催する。 

１．県内の 104 の医療機関の看護職者を対象とし、退院支援に関する講義による知識の修得、退院支

援の取り組みの理解の機会を提供する。 

２．グループワークを実施し、自施設の退院支援の現状・課題についての意見交換を行い、共有する。 

３．講義・ワークショップ参加者に質問紙調査を行い学びを確認する。 

１）調査内容：①退院支援の意義・必要性、②退院支援における看護職者の役割、③他職種との連携

の必要性、④自施設の退院支援の課題、⑤講義・ワークショップに対する意見等。 

質問紙調査の趣旨を説明したのち実施する。質問紙は修了証付与のため記名とし、同意書の提出に

より回答内容の分析の同意を得た。 

２）分析方法：回答の名前は記号化し、自由記載内容は文脈ごとに分け、意味ごとに分類する。 

４．質問紙調査結果を踏まえてメンバー間で検討し、県内全体の退院支援の質向上に向けた看護職者

への教育プログラムを策定する。 

Ⅳ．結果 

 県内の退院支援の質向上に向けた看護職者への教育的支援として、看護職者の知識・意識の向上に

焦点を置き、退院支援に関する知識を確実に修得できるよう、講義・ワークショップを企画・開催し

た。その、大学での講義・ワークショップでの講義内容、グループ討議の内容、研修後の質問紙調査

結果等を以下に報告する。 
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１．退院支援に関する講義・ワークショップの開催 

１）講義・ワークショップの概要 

(1)開催日時 ：2013 年 8 月 28 日（水）9 : 00～16 : 00 

(2)開催場所 ：岐阜県立看護大学の講義室 3室（201，202，203）を使用し開催した。 

(3)参加者 ：県内 104 の医療機関の看護職者を対象として、看護部長に当該施設の看護職者のワーク

ショップへの参加を依頼し、85 名（午前中のみの参加者 11 名を含む）の参加を得た。 

(4)参加施設 ：104 施設に参加を依頼し、28 施設よりの参加を得た。 

(5)二次医療圏別参加施設数・参加者数 

参加者を二次医療圏別にみてみると、岐阜医療圏 13 施設（32 名）、飛騨医療圏 3 施設（17 名）、

東濃医療圏 5施設（13 名）、中濃医療圏 4施設（12 名）、西濃医療圏 3施設（11 名）であった。 

(6)研修修了証交付人数：岐阜県立看護大学の看護実践研究指導事業に係る証書を 74 名に付与した。 

 
表 1 退院支援に関する講義・ワークショップの概要 

【プログラム】 

オリエンテーション（5分） 

講義１ 退院支援の意義とその役割（60 分） 

     講師：岐阜大学医学部附属病院医療連携センター副師長   

講義２ 医療・介護福祉制度と社会資源 

１）介護保険制度のしくみと高齢化の現状（60 分） 

     講師：岐阜県健康福祉部高齢福祉課介護事業者係課長補佐兼係長                 

２）退院支援と社会資源（60 分） 

     講師：新生メディカルケアプランセンターケアマネジャー  

講義３ 退院支援のプロセスと多職種連携(45 分)  

     講師：岐阜県総合医療センター地域医療連携センター部退院調整看護師      

講義４ 多職種連携および地域との連携－訪問看護師の立場から(45 分) 

     講師： 岐阜中央病院退院調整看護師   

グループ討議 テーマ「自施設の退院支援の現状と課題」(60 分) 

グループ討議内容の共有(20 分) 

まとめ・ 修了証付与(10 分) 

 

２）講義内容 

 退院支援に関する知識を修得するための講義として、退院支援の意義とその役割、医療・介護福祉

制度と社会資源（介護保険制度のしくみと高齢化の現状、退院支援と社会資源）、退院支援のプロセ

スと多職種連携、多職種連携および地域との連携－訪問看護師の立場から、のテーマで 5人の講師に

よる講義を行った。その講義内容の概要を以下表 2に示す。 
 

表 2 退院支援に関する講義内容 

講義１ 退院支援の意義とその役割 

１）退院支援が必要になった理由 

退院支援と退院調整、人口ピラミッドの推移、高齢化の国際比較、日本の人口の推移、国の取り組み、 

退院支援が求められる背景 

２）退院支援がうまくいかない理由、問題点 

医療者側の問題、退院支援の問題点、療養の場の選択：患者家族のずれ、退院調整看護師の役割 

３）退院支援リスクスクリーニング票と退院支援計画 

退院支援リスクスクリーニング票・判定項目、退院支援計画、医療依存度が高い患者がより良い在宅療養がで

きる条件 

４）地域ケアカンファレンス 

地域ケアカンファレンス開催の目的、地域カンファレンスの効果 

５）岐阜大学病院の地域連携・退院調整の現状 

６）岐阜地域における連携体制 

 在宅連携用基本情報提供書Ⅰ・Ⅱ 

７）事例紹介（がんターミナル、脳性麻痺、外来での調整） 

講義２ 医療・介護福祉制度と社会資源 

１）介護保険制度のしくみと高齢化の現状 

(1) 介護保険制度のしくみ 

(2) 高齢化の現状：高齢化率の推移、認知症高齢者の増加、認知症対策 

(3)今後の方向性：社会保障制度改革の方向性、介護保険制度改革、具体的な改善策 

(4)介護職員等による喀痰吸引等について 
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表 2 退院支援に関する講義内容（続き） 

２）退院支援と社会資源 

(1)在宅ってどんな感じ？～社会資源を通じて～ 

①ハード面を整える：住宅改修、福祉用具購入・貸与 

②ソフト（サービス）を整える：訪問看護、訪問入浴、訪問介護 

(2)入院先から在宅につなぐ：退院カンファレンスの役割 

(3)在宅サービスの取り組み：最低限の生活の質の確保、インフォーマルサービス 

(4)事例紹介：認知症高齢者、在宅ターミナル 

講義３ 退院支援のプロセスと多職種連携 

１）退院支援のプロセス：第 1段階 入院時のアセスメント、第 2段階 退院支援計画、 

第 3段階 地域社会資源との連携・調整、目標は病棟主導の退院支援 

２）当院の退院支援システム  

(1)退院調整室のメンバー構成と役割分担：MSW（病棟、外来担当制）、自宅退院サポートセンター師長、 

退院調整看護師、退院調整室で行う部署カンファレンス、 

(2)平成 24 年度の取り組み：病棟主導の退院支援にむけて、退院調整に係わる診療報酬改定に向けて 

(3)平成 25 年度の取り組み： 

①退院調整依頼件数の増加、退院支援の必要な患者の抽出と介入 

②連携に関する診療報酬算定件数の増加、地域へつなぐ 

③退院支援リンクナースの教育 

④在宅への連携の視点を医師やコメディカルに持ってもらえるようなアプローチ  

３）今後の課題 

(1)自宅退院を増やしていけるよう在宅療養に関する教育の継続 

第 2段階でのカンファレンスの開催、第 3段階の地域とのカンフアレンスの開催 多職種連携  

(2)退院支援の質の評価:フィードバック、モチベーション維持 

(3)退院支援システムをよりわかりやすく、使いやすいものに、シート類をよりシンプルに 

講義４ 多職種連携および地域との連携－訪問看護師の立場から  

１）退院支援にかかわる連携のための看護師の役割、退院後の患者さんの病状・ＡＤＬの維持・向上のために 

２）より良い退院支援看護のために連携に関連して取り組んでいること 

在宅に関して在宅サービスの勉強会（平成 25～）、退院後訪問（平成 22～） 

施設に関して施設間看護連携交流会（平成 23～） 

 

２．質問紙調査による講義・ワークショップ参加者の学びの明確化 

講義・ワークショップ修了後に参加者全員である 85 名に学びの確認のための質問紙調査を実施し、

70 名より回答分析の同意を得た（回答率 82.4％）。調査内容は、①退院支援の意義・必要性、②退院

支援における看護職者の役割、③他職種との連携の必要性、④自施設の退院支援の課題、⑤講義・ワ

ークショップに対する意見等であった。それらの質問紙調査結果の名前は記号化し、自由記載内容は

文脈ごとに分け、意味ごとに分類した。なお以下【 】は分類を、[ ]は小分類を示す。 

 

１） 退院支援の意義・必要性 

 退院支援の意義・必要性に関する意見は、【患者・家族が納得して希望する場所で療養生活を送る

ために必要】【少子多死時代への変化の対応として在宅療養体制の充実が必要】【病院完結型医療か

ら地域完結型医療への転換を国が目指しているので退院支援の充実が必要】【在院日数の短縮化のた

めに必要】【退院支援とは】【退院支援のために必要な看護活動】【退院支援で困っていること】【そ

の他】の 8つに分類された。 

【患者・家族が納得して希望する場所で療養生活を送るために必要】には、小分類[患者家族が納得

して希望する場所で療養生活が送れる][望む生活を安全に安心して送れる][自分の価値にあった生活

ができる][自立したその人らしい生活を送る][在宅での生活を最良のものにする]、【少子多死時代へ

の変化の対応として在宅療養体制の充実が必要】には、小分類[急速な高齢化により体制を整える必要

がある][多死社会に対応するために体制の充実を図ることが必然である]、【病院完結型医療から地域

完結型医療への転換を国が目指しているので退院支援の充実が必要】には、小分類[病院完結型から地

域完結型への転換に伴い退院支援が必要][国の方針により地域完結型医療に移行しているので退院支

援は病院の責務][医療費増大のため早期の自宅退院が望まれる]が含まれた。 

また、【在院日数の短縮化のために必要】には、小分類[退院日数の短縮が可能になる][診療報酬の

算定や入院日数の短縮等病院経営に貢献できる]、【退院支援とは】には、[患者が病状を理解するとと

もにどのような療養生活を送るかを自己決定すること]が含まれた。さらに、【退院支援のために必要

な看護活動】には、小分類[患者・家族から思いを聴き取り、不安なく在宅に戻れるように支援する][患

者・家族と共に考える「患者参加型の看護」が必要][入院初期から退院後の生活を見据えた取り組み

を行う][入院時のスクリーニングを適切に行う][患者・家族が意思決定できるように援助する][医療
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保健福祉チームで取り組む][必要な社会資源に繋げる][病気を理解し今後の見通しを立てられるよう

に支援する][退院後の生活がイメージできるように支援する][患者と家族の相互の思いがすり合うよ

うな支援をする][看護師が積極的に働きかける]が含まれ、【退院支援で困っていること】には、小分

類[退院の目標が早期に決定しない][カンファレンス開催の時期が遅い][施設入所や病院で最期を迎

えることが多い][認知症高齢者が増えている][患者・家族・医療職者の間に認識のズレがある][退院

支援の意義についての共通認識が不十分][施設待ちで入院が長くなると家人の面会が少なくなる][超

急性期病院は入院時に退院・転院の方向性が見えにくく調整が難しい]が含まれた。 

 
表 3 退院支援の意義・必要性（ｎ=70） 

分類 小分類 記載内容（一部） 

患者・家族が納

得して希望する

場所で療養生

活を送るために

必要（8 件） 

患者家族が納得して

希望する場所で療養

生活が送れる。（3件） 

患者家族が納得し、希望する又は望ましい場所で療養生活が送れる。 

本人・家族の希望をできる限り可能として、本人の希望をかなえた納得のいく

最後を迎えることが出来るようにするため。・本人・家族が安全・安心な生活を

えるため。 

望む生活を安全に安

心して送れる。（2 件） 

人が自身の望む安定した生活を行う事は、健康で ADL が自立している時だけ

でない。障害のため介助、医療ケアが必要になっても自分の望む生活を安全

に安心して療養生活を行えることが重要なことが理解できました。 

今後 50 万人に及ぶ人間が施設や病院からあぶりだされるかも知れないと聞い

ただけでも、特に在宅への退院支援がこれまで以上に求められることを実感し

ました。国の問題という捉え方も大切ですが、一看護師として患者が安心して

生活できる場所へ帰してあげたいという願いを目標にかえて「マンパワー不足

だから在宅は難しい」「家族の受け入れが消極的だから在宅は無理」と頭から

諦めてしまわないようにしようと思う。 

自分の価値にあった

生活ができる。（1 件） 

退院支援の意義：療養期間が長期に渡るため、自分で症状のコントロールを行

いながら自宅で生活することになる。自分の価値観に合った生活が出来るよ

う、医療的自立・自律支援をする事に看護師の退院支援の意義がある。 

自立したその人らし

い生活を送る。（1 件） 

高齢社会の中でいかに自立したその人らしい生活を送るかを支援するため。 

在宅での生活を最良

のものにする。（1 件） 

2025 年問題に対し、自分自身・家族がどのように残りの人生を過ごしていくの

かを考えるために必要です。家族に出来る事・サービスに出来る事・医療に出

来る事を選び出し、在宅での生活をベストとしたものにするために必要であると

思います。 

少子多死時代

への変化の対

応として在宅療

養体制の充実

が必要（35 件） 

急速な高齢化により

体制を整える必要が

ある。（22 件） 

高齢化社会に伴い老々介護が増加している。また、同居の家族も就業してい

るため介護に全力を注げない状況である。入院して ADL の低下がみられる方

も多い中、在宅でどのように生活していけばよいか思い悩む人も多い。 

必ず来る超々高齢化社会（現在の社会状況）に対してもそうですが、当病院の

入院患者さん（当病院は過疎化・高齢化が進んでいる地域の中核病院）の高

齢化（加えて過疎化による独居・高齢者のみの世帯の増加）により、退院支援

を行っていかなければならない。件数が増加の一途をたどっています。患者・

家族が退院後の生活に対して大きな不安を持ち、退院ができないという状況に

なってしまいます。 

退院支援の必要性：高齢化と慢性疾患による療養期間の長期化に加え、老々

介護・65 歳以上の世帯の増加等人口構造の変化という社会背景による。 

日本において超高齢化社会を迎えている現代である。80％の人が病院で亡く

なっている中で今後病院での病床数は限りがあり、在宅で看取ることが必要に

なってくる。退院後、在宅に移行するときに、必要で適切なケア、サービスを受

けられるように支援が必要となってくる。 

多死社会に対応する

ために体制の充実を

図ることが必然であ

る。（13 件） 

わが国は急速な高齢化により少子多死時代を迎える。2030年頃には年間死亡

者数がおよそ 170 万人に達すると予想される。現在わが国の死亡者の 80％は

医療機関で最期を迎えていることから、多死時代に対応していくために退院支

援は病院の責務。 

日本の人口の推移や超々高齢化社会の突入を迎える多死時代に対応してい

くためには、病床を有効利用していく事と在宅療養体制の充実を測ることが必

然となっている。医療機関・施設等の利用もオーバーとなり得る為、国も取り組

みの 3 つの柱を持ち、進めていく事の重要性を理解できた。 

少子化に伴って急速な高齢化が進行、少子多死時代を迎える。現在死亡者の

80％は病院や診療所など医療機関で最期を迎えている。現在の病床を有効

利用するとともに、在宅療養体制の充実を目指していかなければならない。 
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表 3 退院支援の意義・必要性（ｎ=70）（続き） 

少子多死時代

への変化の対

応として在宅療

養体制の充実

が必要（35 件）

（続き） 

多死社会に対応する

ために体制の充実を

図ることが必然であ

る。（13 件）（続き） 

2015 年には高齢化率が高まり、少子多死時代を迎える。現在わが国は病院や

診療所等で最期を迎えているが、これから迎える多死時代に対応していくため

に、現在の病床を有効利用するとともに、在宅療養体制の充実が必要となって

くる。 

少子多死時代に対応する為に、病床の有効利用と在宅療養体制の充実が必

要。 

病院完結型医

療から地域完

結型医療への

転換を国が目

指しているので

退院支援の充

実 が 必 要 （ 9

件） 

病院完結型医療から

地域完結型医療への

転換に伴い退院支援

が必要。（5 件） 

そのため「病院完結型医療」から「地域完結型医療」への転換、医療法の改正

などで入院期間の短縮があり、スムーズに退院出来る様にする為大切である。

病院完結型医療から地域完結型医療へ転換していく。約 80％が病院や医療

機関で最期を迎えているという現状を、在宅療養体制の充実目指していく必要

がある。 

これからの社会において、病院の病床数が不足することも踏まえ、「地域完結

型医療」への転換をはかることが必要だと考えるため、益々退院支援の必要性

が高まっていると思う。 

国の方針により地域

完結型医療に移行し

ているので退院支援

は病院の責務。（ 3

件） 

国の方針により「病院完結型医療」から「地域完結型医療」へ移行していく流れ

の中、退院支援は病院の責務、私達看護師の責務であることを忘れてはいけ

ないと思いました。 

国は病院完結型医療から地域完結型医療へと転換を目指していることから、

退院支援を遂行していく必要がある。 

医療費増大のため早

期の自宅退院が望ま

れる。（1 件） 

医療費の増大・医療･介護保険制度の維持の為には必要な医療を提供した後

に早期に自宅へ退院する事が望ましい。 

在院日数の短

縮化のために

必要（5 件） 

退院日数の短縮が可

能になる。（2 件） 

病院での在院日数の短縮が出来ること。退院許可があっても家族の受け入れ

や生活背景がそれぞれ違い、スムーズに退院できない場合がある。そのため

に入院されると同時に退院を見据えた継続看護が必要だと思われる。 

退院支援を行わないと在院日数の短縮も出来ない。 

診療報酬の算定や入

院日数の短縮等病院

経営に貢献できる。

（3 件） 

退院支援を積極的に行う事で退院支援に関する加算や入院日数の短縮など

病院運営に貢献できる。 

平成 24 年度の診療報酬の改定により退院調整加算、退院時共同指導と介護

支援連携指導料が算定できるようになり、効果的な退院調整の評価ができるよ

うになった。 

退院支援とは

（10 件） 

患者が病状を理解す

るとともにどのような療

養生活を送るかを自

己決定すること。（10

件） 

患者が自分の病気や障害を理解し、退院後も継続が必要な医療や看護を受

けながらどこで療養するか、どのような生活を送るか、自己決定するのが退院

支援である。 

患者・家族が疾患や障害の理解をしてもらい、退院後も疾患や障害と付き合い

ながら生活を送っていけるかを自己決定してもらえるようにしていく事。 

退院支援のた

めに必要な看

護活動（57 件） 

患者・家族から思いを

聴き取り、不安なく在

宅に戻れるように支

援する。（8 件） 

退院支援の一番大切なことは、まず患者さんの思いは何なのかであることを忘

れてはいけない。また、その思いを医療スタッフと家人で共有し、家人とどうす

ることが最善かを考えていくようにする。家人にも患者の病状を理解してもら

い、家で患者が生活することが受け入れられるように今後していかないと、国の

政策で療養病棟が今後なくなり、施設に入る人や介護を受けられる人が制限さ

れていくと、嫌でも家でみないといけない時代が来ると思います。 

 

患者の状態だけを見て、この人を在宅に帰すのは無理と判断するのではなく、

その患者がこれからどうしたいのかを聞き取り、不安なく在宅に戻れるよう支援

していく事が必要。 

患者や家族が安心して帰れるようにする為に、退院後のカンファレンスは必要

だと感じている。一例であるが退院前カンファレンスで家族や院内の他職種、

ケアマネジャー、ショートステイ先の看護師、訪問看護師、リース会社の人など

が集合し話し合った後、家族がとても感謝していたし、安心して帰れるという言

葉が聞かれた。これなら大丈夫という家族や本人が思ってくれる退院支援がで

きれば良いと思う。 

患者・家族と共に考

える「患者参加型の

看護」が必要（2 件） 

その人に合った退院支援が必要であり、そのためには患者が自分の病気や障

害を理解し、退院後も継続か必要な医療や看護を受けながらどこで療養する

か、どんな生活を送るか支援し、患者・家族の気持ちを大切にし、共に考える

「患者参加型の看護」への転換を行っていく。 
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表 3 退院支援の意義・必要性（ｎ=70）（続き） 

退院支援のた

めに必要な看

護活動（57 件）

（続き） 

患者・家族と共に考

える「患者参加型の

看護」が必要（2 件）

（続き） 

退院支援と退院調整の違いについて不明確であったものがはっきりとしまし

た。退院支援の重要性と、退院支援をしていく上で家族との情報の共有の大

切さを感じました。また、患者自身にとっても退院支援で早期退院や在宅という

選択ができる等の選択肢の拡大ができるということを考えると、改めて退院支援

の必要性・重要性を感じました。 

入院初期から退院後

の生活を見据えた取

り組みを行う。（12 件） 

入院時から退院後の生活を見据えた計画・実践が必要と考えます。 

入院初期から退院支援スクリーニングを行い、退院支援計画を立てていくこと

で、患者が早期に退院に向けての支援が受けられ、スムーズに在宅への生活

へ戻っていくことができる。 

入院した時から、考え始めなければならないものである。病状の経過に伴い、

退院先が変更してくる場合があるので、早期からしっかりアセスメントを行い、患

者・家族ともコミュニケーションをとりながら、ともに退院後のビジョンを構築して

いくことが必要だと思う。 

入院時から退院支援が必要な患者の把握とアセスメントが必要であることが重

要な事である。早期から介入することで早期の退院ができ、患者も必要なサー

ビスを受ける事ができる。介護保険制度からみても、退院支援はとても重要。

（患者が自分の病気や障害を理解し、退院後も継続が必要な医療や看護を受

けながら、どこの場所・どのような生活を送るか自己決定するための支援が重

要だと再確認できました） 

入院時のスクリーニン

グを適切に行う。（3

件） 

病棟に関わるナースとして入院時のスクリーニングを適切に行なっていきたい。

病院は入院時からゴールを見据えたアセスメントを行う必要があり、7 日以内に

アセスメント・スクリーニングを行う必要がある。 

患者・家族が意思決

定できるように援助す

る。（10 件） 

退院支援の意義については患者が生活者として、自分の病気や障害を理解し

継続医療や看護を受けながら療養先を決定することを支援すること。 

患者家族が退院後どのような生活を送るのか、自己決定していただくためには

十分な情報、患者家族が望むべき姿（生活）になるよう看護を行わなければな

らないと思う。 

退院支援では自己決定するための支援をしていく事で、とても大切で必要な事

だと思います。今後どうなるのか病気に対して、予測できることに対して家族に

話し選択していくのに参考になると思います。 

医療保健福祉チーム

で取り組む。（10 件） 

入院時より在宅での療養をイメージしながら、今後退院へ向けての支援が必要

だと感じた。また、地域スタッフとの橋渡しとなり、自宅へ帰りたいという患者の

希望を叶えるためにも、退院支援、退院調整が必要だと学んだ。 

現状は病棟看護師が患者の生活全体を見れていない様な気がする。病気・疾

患ばかりに目が行っているのではないか。その患者の「できること」「できないこ

と」をアセスメントし、どのような退院先を患者本人が希望しているのか？を確認

し、患者を中心に家人・医師・患者・看護師等のチームで共通した目標を決

め、ゴールに向かうことが大切である。また、最も良い状態のときに退院できる

ようにすることが大切である。 

看護職だけでなく他職種と連携して退院支援を図って、カンファレンスを実施

する（患者・家族が必要とする相談・情報の提供と共有、サポートについて考え

ていく）。 

患者が在宅療養出来る様、支援・方法を共同カンファレンス等を行い、援助方

法を見つけて行えるようにする。 

必要な社会資源に繋

げる。（5 件） 

患者がどこでどの様に生活していくのかを理解し、必要な社会資源につなげ安

心して生活していくために退院支援は必要となってくる。 

高齢化、老々介護で在宅療養が困難になってきている中で、社会資源を利用

しながら在宅での生活が送れる。 

本人の思いに耳を傾け、本人の意思が自宅での療養ということであれば、社会

資源を利用し援助したい。社会情勢も厳しい時代になる事を切々と感じた。 

病気を理解し今後の

見通しを立てられるよ

うに支援する。（1 件） 

入院中に自分の病気や障害を理解し、早期に自分の今後の見通しを立てられ

るように、看護師が情報提供などをし、退院調整へつなげられるようにする。 

退院後の生活がイメ

ージできるように支援

する。（2 件） 

入院され疾患が完治せず各種障害を持たれた場合、なかなかそれらを受け入

れることが出来ない。退院後の生活をイメージできない方が多く、そういう方へ

今後の生活について考えてもらい動き出す支援が必要。 

患者・家族の思いは様々であり、自分の病状についてどこまで理解しているか

は人それぞれである。家族も介護について不安があり受け入れることが出来な

いこともある。よって患者本人も含め携る人全てが同じように退院後の生活をイ

メージし、実践していくことが大切である。よって退院支援は必要になると思う。
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表 3 退院支援の意義・必要性（ｎ=70）（続き） 

退院支援のた

めに必要な看

護活動（57 件）

（続き） 

患者と家族の相互の

思いがすり合うような

支援をする。（1 件） 

療養の場を在宅と選択した場合、患者・家族間での思いのズレが生じることが

あり、できる限りそのズレが少なくなるような、互いの思いがすりあうような支援が

必要。 

看護師が積極的に働

きかける。（3 件） 

患者･家族と一番関わる事ができる看護師が積極的に働きかけなければならな

い。 

医療法の改正は社会の流れを受けているものであり、病院の役割と看護師の

役割を考えると病棟看護師である自分が率先して行わなければならないことで

ある。 

退院支援で困

っていること（8

件） 

退院の目標が早期に

決定しない。（1 件） 

いつも退院の目標が早期に決定しないため、どんな状態になったら退院なの

かが決まらない。退院しても良い状態が過ぎているのに、ダラダラと入院してい

たりする（家族の意思、本人の依存度が高い）。 イメージを共有して、適切な

退院環境、時間を考えていく。 

カンファレンス開催の

時期が遅い。（1 件） 

カンファレンスを開催するが、時すでに遅く、外出もできないまま亡くなられたケ

ースもあった。 

施設入所や病院で最

期を迎えることが多

い。（1 件） 

日々病院で働いている上で、自宅への退院支援は困難なことが多く、なかなか

退院できず施設へやっと入所したり、病院で最期を迎えることが多い。 

認知症高齢者が増え

ている。（1 件） 

認知症の高齢者も増えており、在宅でスムーズに生活できない人が増えてい

る。 

患者・家族・医療職者

間に認識のズレがあ

る。（1 件） 

患者、家族と医療者の間で退院に関する意識にズレがある。・在宅での介護力

の問題（介護者・経済的問題・生活環境などの支援が必要）・老々介護・核家

族化。 

退院支援の意義につ

いての共通認識が不

十分（1 件） 

医療職全員が退院支援の意義とその必要性について共通認識することが大

切であるが、まだそれが不十分であると思う。 

施設待ちで入院が長

くなると家人の面会が

少なくなる。（1 件） 

当病院でも患者本人の意思（ほとんどが家に帰りたい、家で生活したい、また、

一時でよいので家に帰りたい）よりも家人の思い（家ではみられない、施設で）

の方が重要視され、施設に行かれるケースが多いです。外出・外泊なく施設待

ちで入院が長くなると家人の面会も少なくなり、患者は病院でボーっと寂しそう

にしている姿が多い。 

超急性期病院は入院

時に退院・転院の方

向性が見えにくく調

整が難しい。（1 件） 

超急性期病院であり、入院時に退院・転院などの方向性が見えにくい現状が

あり、調整が難しいと考えているが、今後どのように良い方向に改善できるか考

えてみたい。 

その他（2 件） 在宅は無理と患者家族に思い込ませていないか、安易な転院を勧めていない

か。 

退院調整支援の違いが理解できた。安心して退院してもらうためには、介護保

険・医療保険についての理解は必要である。 

 

２） 退院支援における看護職者の役割 

 退院支援における看護職者の役割に関する意見は、【退院支援の必要性についてのアセスメント】【患

者・家族の生活と思いの把握】【患者・家族の思いを尊重した支援】【着実なプロセスを経た支援の実

施】【多職種と協働した支援の実施】【退院支援体制の充実】【退院支援に関わる人材の育成】の 7つに

分類された。 

【退院支援の必要性についてのアセスメント】は、小分類[退院支援が必要な人をスクリーニングす

る][入院早期からアセスメントを行う][在宅生活に向けたアセスメントを行う][退院における問題を

明確化する][基礎情報を把握する]が含まれ、【患者・家族の生活と思いの把握】は、小分類[患者・家

族の生活を把握する][患者・家族の思いを把握する]、【患者・家族の思いを尊重した支援】は、小分

類[患者・家族の思いを受けとめ代弁者となる][患者・家族の自己決定を支える][患者・家族の意思を

尊重する][患者・家族の生き方を支える]が含まれた。 

また、【着実なプロセスを経た支援の実施】は、小分類[患者・家族に情報を提供する][退院支援計

画を作成する][社会資源を活用して支援する][カンファレンスを開催する][退院後の生活のイメージ

が持てるように支援する][入院初期から関わる][家族を支援する][患者・家族の揺れ動く気持ち・精

神面を支える]、【多職種と協働した支援の実施】は、小分類[他職種・他部門と連携する][多職種と情

報を共有する][他職種に働きかける][多職種連携の要（かなめ）となる]が含まれた。 
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表 4退院支援における看護職者の役割（ｎ=70） 

分類 小分類 記載内容（一部） 

退院支援の必

要性について

のアセスメント

（27 件） 

退院支援が必

要な人をスクリ

ーニングする。

（7 件） 

退院支援が必要な人をスクリーニングする。         

スクリーニングにより患者が入院前とどのように変化し、自宅へ帰る場合に何が障害

となってしまうか考えていくことが大切。 

効果的な退院調整評価ができるよう、入院 7 日以内にスクリーニングにかける。入院

した時点でどういう状態になったら退院になるのか、医師・看護師･患者間でイメージ

の共有を行い、アセスメントする。 

入院早期からア

セスメントを行

う。（10 件） 

早期から情報収集を行ってアセスメントしていく事が大切だと思いました。看護師とし

て得た情報を適確に流すことも重要な役割だと思います。 

患者・家族と一番密に関わるのは看護師であるため、早期より正確なアセスメントを

行い、円滑な退院支援が出来るよう調整していく能力が必要である。 

患者の家族背景や介護力など、退院にあたり必要な情報を早期に収集する。 

入院時から退院後の生活をイメージし、何が必要かアセスメントする。 

在宅生活に向

けたアセスメント

を行う。（4 件） 

退院支援において、看護師は患者の生活をとらえ援助していく立場であることから、

退院後に患者の生活が変化していく場合には、そのアセスメントをし、それにあわせ

て自立に向けた看護をしていく必要がある。 

退院支援を行うことによって、支援の必要な患者がよりよいケアがシームレスに行わ

れるためにアセスメントする。 

在宅生活に向けたアセスメントが出来ることが必要である。 

退院における問

題を明確化す

る。（4 件） 

情報収集する際、その人にとっての問題･課題となることをピックアップし、どう介入す

べきか考えていく。 

他職種と情報共有を行い、退院において問題となってくることをアセスメントする。 

退院後の問題を明らかにし,どのようなサポートが必要かを判断。   

基礎情報を把

握する。（2 件） 

退院支援の取り組みが遅かったり、退院は医師が決定するものと思っていたりする事

が、退院支援がうまくいかない理由としてあげられる。うまく退院支援を行なうために、

まず基礎情報をしっかり取っていく。 

患者・家族の生

活と思いの把

握（29 件） 

患者・家族の生

活を把握する。

（12 件） 

看護職員は患者にとって一番身近な存在で、入院している場合は患者の生活状況・

病状について・家族についてよく知っている。 

生活をするために必要なものは何かを考える。何が必要なのかを考え、生活しやすく

するよう考える。在宅での生活は考え方、工夫で無理から脱することが出来る。 

退院は医師だけで決定するものではなく患者の生活背景や希望を聞きつつ今後の

療養先やサービスの利用など検討していくために、一番接触の多い看護師の役割

が大きいと思う。 

入院時の情報収集の際、つい現在の病状ばかり目が向いてしまうが、入院早期にこ

れまでどういう生活をされてきたのかを情報を得て把握すること。それをふまえて入院

治療を受けることや、病状の進行によって生活がどのように変化するのかを患者・家

族と共に予測することが病棟看護師の役割として大切である。 

入院生活の中で患者の生活を見て、実際に触れる看護師だからこそ見えてくる患者

の安全で快適で自己実現がかなった在宅での療養生活、ということがあると思いま

す。でも、それをかなえる為には患者の希望・家族の思いを先ず知ること。 

「生活の場」を考慮した上で提供している医療・看護は適切であるかどうか見極めて

いく視点を持つ。 

患者・家族の思

いを把握する。

（17 件） 

家族・患者本人の退院に対する想いを知ること。 

患者家族の思いをしっかり聞き取り、医師・スタッフに伝えていく。 

入院後 24 時間患者に関わるのは看護師である。患者の思いを一番理解しなければ

ならないのも看護師であるという認識を持つことで、より良く支援が出来ると思う。 

医師の退院許可を待っていることが多くあったので、患者に近い看護師が考えや思

いを聞き、医師に伝えていくことも退院支援になることが分かりました。 

看護師は入院中患者と共に時間を過ごすことが多い。最も身近にいる医療の専門職

になる。患者の気持ちの変化にも最も気付きやすいと思う。又、病態の理解も出来、

生活の場である在宅での生活の場も合わせて考えることが出来る。又、教育が必要

な患者のケアがある場合は、教育指導に関わることも出来る。 

退院、在宅移行に向けて、患者の心の変化、家族の不安等を聞きそれに寄り添いな

がら、時には現実的な解決法を一緒に考え、在宅ケアサービスにつなげていく事が

必要と考える。 

患者・家族の思

いを尊重した

支援（30 件） 

患者・家族の思

いを受けとめ代

弁者となる。（7

件） 

患者の思いを受け止め代弁者となる。 

患者の気持ち（家に帰りたい）を代弁し、患者・家族の不安をキャッチし情報提供を

する。 

看護師は患者・家族の話しを聞く機会も多く、情報も多く持っていることから、患者・

家族の代弁者となり多職種をつなぐ役割をもっている。 
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表 4退院支援における看護職者の役割（ｎ=70）（続き） 

患者・家族の思

いを尊重した

支援（ 30 件 ）

（続き） 

患者・家族の自

己決定を支え

る。（12 件） 

患者・家族が退院後の生活をどのように送れるか自己決定できるよう支援し、退院調

整する。 

患者・家族が退院後どこでどのような生活を送りたいかの自己決定をするための支援

をしていく。 

在宅ではどうして無理なのか、患者・家族の思い等を知り、退院後も必要な看護・医

療を受けながら、どこで生活をするのか、自己決定をするための支援。 

どこで療養するか、どのような生活を送りたいかなど自己決定を支援する。 

今まで退院調整と表現していたことが多く、やっていることも社会資源とつながる調整

のみであることが多かったと思う。しかし、今必要なのは患者がどのような生活を送る

か自己決定できるように支援することが看護師には求められていると考える。 

患者・家族の意向を聞くことと退院サービスを受け生活の質の確保をすることは自己

決定であること。 

患者・家族の意

思を尊重する。

（9 件） 

退院後その人らしく生活するためにどうすると良いか。患者の思い・家族の思いを尊

重し安全に過ごして頂くため、アドバイスしていく必要があると思う。 

入院時より患者・家族と密に関わり、それぞれの思いや希望を受け止めながら、他職

種と連携をとり、患者・家族それぞれの希望に添った退院が実現できるよう調整して

いくことが必要。 

患者家族の思いを聞き、中立な立場で介護サービスやインフォーマルなサービスの

情報提供を行い、希望する療養生活が送れる様に支援すること。 

患者・家族の生

き方を支える。 

 （2 件） 

患者の人生の時間軸の中で、残りの人生をどの場所で、どんな風に過ごすのかを皆

で考えて準備していきたい。 

患者に寄り添い、家族も含めての看護を日々目指しているからこそ、在宅や施設でも

その人らしく過ごせる。継続できる事を目標にしなければいけないのだと思う。 

着実なプロセス

を経た支援の

実施（59 件） 

 

患者・家族に情

報を提供する。

（8 件） 

家族に適切な情報提供を行い、患者・家族が安心して療養生活に踏み出せるような

支援を行う。 

在宅サービスを利用すれば自宅に帰れるのでは、と情報提供する。 

退院にあたり医療上の問題、介護上の問題をはっきりさせ、どんなサービスが使える

かなどの情報提供を家族に伝えていく。 

退院支援計画

を作成する。（4

件） 

自宅退院を目指すためには何が必要か、シームレスケア・退院支援計画を作成す

る。 

入院時患者のアセスメントを行い、退院支援計画書を作成。 

社会資源を活

用して支援す

る。（4 件） 

ケア・支援が多様化しているので、法律や制度、サービスを知った上でいかに可能な

限り資源を活用するかを支援することが必要だと思う。 

地域社会資源との連携・調整を図る。 

安全で快適な生活を送ってもらうために必要なこと、モノは何か、得られる協力・サー

ビスは何か、あらゆる方向からベストな方法を選んでいくことが必要だと思う。 

カンファレンス

を開催する。（9

件） 

カンファレンスを効果的に行うことで、良い状態で退院できる。 

他職種とのカンファレンスを実施し、患者・家族と共に考える患者参加型の看護を行

っていく。 

段階を踏んで、患者・家族と関わりカンファレンスを組み、アプローチしていくことが

大切。 

患者・家族と一緒に地域とのカンファレンスや連携を行いながら支援していきたい。 

退院後の生活

のイメージが持

てるように支援

する。（17 件） 

在宅療養を進めるにあたって、在宅生活がイメージできることが必要であり、利用者・

患者は何が必要で何を望んでいるかアセスメントする。また理解しておくことが大切。

入退院や治療が進む過程で,患者家族が退院時のイメージを持ち,病気や障害を持

ちつつ、生活していくというイメージを持てるように支援する。  

入院時から退院後の生活をイメージできるよう、患者・家族を支援する。患者･家族の

思いを受け止めて、早い段階から関わっていくことで、スムーズに退院し次の療養に

移ることができる。 

入院前の環境を知り退院してからの生活をイメージが出来るように支援する。 

看護職者は患者・家族と接する時間が一番長く、情報をたくさん持っている。退院後

の生活のイメージが持てるように、私達看護職者は患者･家族に関わっていくことが

必要である。 

入院初期から

関わる。（8 件） 

入院時より患者の退院後の生活に視点を合わせた関わり。 

退院支援は病状が安定してから始まるのではなく、入院時から始まっていて家族に

も考えてもらうよう促すことが大事。とにかく退院支援が当院では遅く、時間がかかり

すぎていると思います。また、病状も変化するので変化への迅速で柔軟な対応が必

要と思った（スピードが大事）。 

入院時から始めていくものであり、患者と家族の関係、入院生活についてアセスメン

トし、MSWや医師・退院調整看護師へ情報を提供し共有していく。 
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表 4退院支援における看護職者の役割（ｎ=70）（続き） 

着実なプロセス

を経た支援の

実施（ 59 件 ）

（続き） 

 

家族を支援す

る。（2 件） 

教育の到達点を在宅につなげることも役割の１つだと思う。患者本人の支援も必要で

あるが、家族・介護者の精神的負担や思いを聞き、ケアを行うのも役割だと思う。（家

族ケアの必要性） 

患者－医師－家人などの仲介役をし、皆の共通認識を働きかける。在宅で生活出

来るよう入院中の医療を在宅でも可能なシンプルケアへチェンジし、家人が出来るよ

う指導、フォロー出来る様地域へ働きかける。 

患者・家族の揺

れ動く気持ち・

精神面を支え

る。（7 件） 

本人・家族の精神面での支援（退院に向けて）。7 

患者家族が不安を持たず、在宅に帰れるように入院中から家族の支援を行うし退院

後に何が必要かを判断する。 

揺れ動く患者と家族を支える。 

医療・ケアの継続、生活の自立を支える精神的支援が退院時の看護師の支援と考

えた。 

患者家族と一番接触が多いのは看護師。患者家族の不安をキャッチし、病気や障害

を持って生活するというイメージが持てるようにする。 

多職種と協働し

た支援の実施

（26 件） 

他職種・他部門

と連携する。（12

件） 

入院時から退院に向けた支援が開始できる他機関、他職種との連携ができる。 

入院患者の病状や家族背景など一番理解しているのは看護師のため、医師から退

院許可が出るまで待っていたり、許可が出てから支援を始めていくのでは遅いため、

入院時より退院のイメージを持って他部署との連携を図っていく事が必要だと思いま

す。 

「病院から自宅への橋渡し」計画と院内連携、地域社会資源との連携。 

他職種との連携や情報提供が今後のサービス決定に必要となる。 

他職種との連携をとり、より安定した療養生活を送れるようサポートしていく。 

多職種と情報を

共有する。 （ 6

件） 

地域カンファレンス（他職種）をすることで関わる全ての人が情報を共有することで、

各々の役割を確認しさらに連携を深めることが重要だと感じた。 

継続して看護を提供するため次に誰に託すか。情報を選択、どのように情報提供す

るのか。 

患者・家族の問題を受け入れ側の多職種の人に情報を提供できる。 

他職種に働き

かける。（3 件） 

医師・患者間の橋渡し（医師と患者との退院に対する認識のズレを少なくするような

調整役。医師が退院と言ったから必ずしも退院ではないということを看護師の視点

(立場）から言えることが必要） 

まだまだ医師の指示で動く、医師中心の医療というものが根強く、病院環境によって

はなかなか看護職者が介入できない病院施設もあると思う。そのため、退院支援の

重要性・必要性を共感し協働していく為には、医師への説明や勉強会も必要だと思

った。 

多職種連携の

要（かなめ）とな

る。（5 件） 

連携コーディネーター的役割を果たす。 

病状が落ち着き始めた段階で、退院後の生活について患者・家族・他職種と相談

し、先頭をきって退院調整をすすめていく。 

看護師は入院されている患者の一番身近な医療者であり（一番信頼関係も成立して

いる関係）、色々な情報も掌握しており、退院支援・退院調整に対して医療チーム・

連携においても中心的役割を果していかなければならないと思います。 

患者･家族の思い描く生活に近づけるよう、多職種と連携の要となる事も役割の１つ

であると考える。 

退院支援体制の充実（1 件） ここ数年、退院支援看護師など騒がれているが、基盤を築き在宅療養体制の充実を

望み、必然だと思った。 

退院支援に関わる人材の育成（6

件） 

看護職者が役割を果しやすく、個別性を活かした退院支援を行うためには、患者・家

族・取り巻く環境をよく理解する必要があり、また、看護職の育成が必要であると思っ

た。 

病院での業務しか経験のない看護師がほとんどという現状を考えると、実際に訪問

看護への同行実習をしてみることはとても有意義である。当院では一部実施している

が、実際に少し前まで入院していた方が在宅でどの様なサービスを受け、家族のサ

ポートがどう行なわれているかを見て知ることができる。又、在宅へ戻られた方が入院

中とはまるで違う表情を見せることを知って欲しい。 

退院指導・支援を行えるようスタッフ育成していく（社会資源の知識）。 

 

３）他職種との連携の必要性 

他職種との連携の必要性に関する意見は、【対象にあった支援を決定する】【いろいろな視点・立

場から早期支援・早期問題解決を行う】【対象主体で希望に沿った支援をおこなう】【他職種間で役

割を分担し支え合う】【病棟看護師の専門性を発揮する】【退院調整看護師の役割として地域とつな

ぐ支援をする】【退院後の方向性を決定しスムーズな退院につなげる】【退院後も医療やケアを継続
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させる】【病院完結型医療から地域完結型医療へ転換する】【安心・安全で自立した療養生活につな

げる】【ADL の維持・向上】【生活の質を高める】【再入院を予防する】【診療報酬の算定につなげる】

の 14 に分類された。 

 【対象にあった支援を決定する】には、小分類[意見・情報を共有し目標や問題を明確にする][専門

的視点をすり合わせ患者にあった支援を決定する]が含まれた。さらに【いろいろな視点・立場から早

期支援・早期問題解決を行う】には、小分類[共通の目標を持ち退院支援を展開する] [いろいろな視

点からアセスメントすることで早期問題解決を行う]等、【対象主体で希望に沿った支援をおこなう】

には[患者を多角的に捉える][患者が持つ問題点・解決に至るプロセスを共有する] [患者が主体とな

った退院調整を行う]等、【役割を分担し支え合う】は [役割を分担し負担を減らし支え合う]等が含

まれた。 

 また、【病棟看護師の専門性を発揮する】には、小分類 [得た情報を共有し他職種から支援を受け

られるよう調整する][他職種が退院支援の視点を持てるよう意識づけする][他職種から意見・情報を

得ることで視野を広げ的確なアセスメントにつなげる]等、【退院調整看護師の役割として地域とつな

ぐ支援をする】には、[患者・家族が地域で生活できるように支援する]が含まれた。 

そして【退院後の方向性を決定しスムーズな退院につなげる】には、小分類 [患者・家族が退院に

向け気持ちの準備をする][患者・家族の自信につなげる] [専門的意見を集めることでスムーズな退院

につなげる]等、【退院後も医療やケアを継続させる】には [病棟看護師と退院先のスタッフが情報を

共有する]等が含まれ、【病院完結型医療から地域完結型医療に転換する】ために必要であるという意

見もあった。 

【安心・安全で自立した療養生活につなげる】には、小分類[患者・家族の安心につなげる][患者・

家族が安全で自立した生活を送る][患者の療養生活の安定につなげる]等、【ADL の維持・向上】には[患

者の ADL の維持・向上を目指す][ADL に応じた介護を行なう]が含まれた。さらに【生活の質を高める】

には、小分類[退院後の生活をスムーズにする][より良い在宅生活を支える][多方面からの意見や情報

を取り入れアプローチすることで生活の質を高める]が含まれた。また【再入院を予防する】には[再

入院を予防する]、【診療報酬の算定につなげる】には[スムーズな退院により病床稼働率を上げ診療

報酬の算定を上げる]が含まれた（表 5）。 

 
表 5 他職種との連携の必要性（n=70） 

分類 小分類 記載内容（一部） 

対象にあった

支援を決定す

る（8 件） 

意見・情報を共

有し目標や問

題を明確にす

る。（4 件） 

病院内では訪問看護・MSW だけでなくリハビリ・薬剤師・栄養士にも情報提供や会

議に参加することで、情報の共有がより密になる。直接顔を合わせ、お互いの考えや

取り組みが想像できるのでよい。 

自分の知らない情報を得ることができる。 

何が問題としてあがってくるのか、見えないことが見えてくる。 

専門的視点を

すり合わせ患者

にあった支援を

決定する。 （ 4

件） 

多職種が関わることで患者にとって必要な援助やケアが専門的な視点ですりあわせ

た援助が行なえる。 

ADLの向上に伴いここまでは出来る、ここは見守りや介助が必要という細かい情報を

得るには日頃から連携を取っていくことが大切。共通のゴールを目指しリハビリ室だ

けでなく病棟でも同じ援助が出来る様にしていく事が必要。 

連携によりより多くの情報を得ることで、患者の希望・家族の意見・医師の見解を踏ま

えた中で、よりその人に合った必要な在宅サービスを受けるセッティングが出来る。 

いろいろな視

点・立場から早

期支援・早期

問題解決を行う

（17 件） 

共通の目標を

持ち退院支援

を 展開す る 。

（10 件） 

情報を共有し、共通の目標を持って支援していく事ができる。 

各職種が担う役割分担が必要となる。お互いの情報を交換し連携することで共通目

標、同じ方向を向くことが出来る。又、各専門職の視点で患者・家族と付き合うため、

気付きの視点も違う。お互いの気付きを共有することで「プラス」の方向に向く。 

患者の問題点・情報を共有することで今後の療養先での問題点が見えてくる。患者

がどういう状態になったら退院になるのかイメージが共有出来る。 

いろいろな立場

から患者を支援

することで早期

支援を行なう。

（3 件） 

早期に在宅支援につなげられるよう、お互い持っている情報を共有する事が大切で

あると気付いた。 

早期に支援が出来る。 

看護師だけでは視野の狭い関わりとなってしまうため、色々な立場や関わりから患者

をサポートする事で、より充実した調整ができると思います。 

いろいろな視点

からアセスメント

することで早期

問題解決を行

う。（4 件） 

役割分担の明確化で個々の負担を最小限にして支えあえる。問題発生時、解決へ

のスピードが早い。 

1 つの職種で問題を抱え込まず、他職種の考える意見を聞くことができ、問題解決に

繋げることができる。 

専門職者が共通の目標を持ち、達成を目指して展開する事ができる。 
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表 5 他職種との連携の必要性（n=70）（続き） 

対象主体で希

望に沿った支

援をおこなう（6

件） 

多角的に捉え

る。（1 件） 

多角的に一人の患者を捉える事ができる。 

患者が持つ問

題点・解決に至

るプロセスを共

有する。（1 件） 

患者が持つ問題点、解決に至るプロセスを共有するためにはその専門性を活かした

職種との連携は不可欠。それを選択していくのも看護師の役割。 

患者・家族の希

望に沿った援助

を行う。（3 件） 

リハビリテーションスタッフ・薬剤師・認定看護師との連携をタイムリーに行なう。担当

看護師とケアマネジャー、退院調整看護師との連携で患者･家族の希望に沿った援

助ができる。 

医師・看護師・MSWだけの連携だけでなく、その患者の状態に応じ理学療法士や栄

養士、地域と連携・情報共有する事で、患者･家族が望む生活・自宅退院へつなが

っていく。各専門職者が連携し専門的知識を持ってそれぞれの分野で情報を共有し

ながら支援する事で、自宅への退院が無理と思われるケースでも、患者本人や家族

の思いが叶うことができる可能性も出てくるため、多職の連携は必要となってくる。 

患者が主体とな

った退院調整を

行う。（1 件） 

地域の人が持っている情報・入院中は看護師・薬剤師・リハビリテーションスタッフ・

医師・栄養士からの情報をもらい、患者が主体となって退院調整していく事ができ

る。 

他職種間で役

割を分担し支

え合う（6 件） 

他職種の役割

を理解すること

で役割分担を

する。（4 件） 

在宅生活を送るうえで、多職種で分担しどのような援助が必要かを理解し、それぞれ

が支援していく。 

患者・家族が望む生活を共通認識し、その目標に向けて協力し合うために連携が重

要になる。そして目標に向けそれぞれの職種が専門知識・技術をどのように発揮して

いくのか、どのように役割分担していくのかを明確にするためにも常に連携をとり合う

ことが大切であると思う。 

役割を分担し負

担を減らし支え

合う。（1 件） 

役割分担の明確化で個々の負担を最小限にして支えあえる。問題発生時、解決へ

のスピードが早い。連携が患者に伝わることで安心につながる。 

他職種それぞ

れが役割を果た

す必要がある。

（1 件） 

看護師が退院後の生活をアセスメントする中で退院という言葉を使うと、患者から「先

生に言われていない」と言われるなど、足並みが揃わないことがある。また、リハビリと

病棟の生活に大きくギャップがあることも多くある。患者・家族も含め、中心として医

師・看護師・リハビリスタッフなどが同じ目的に向かって、それぞれの役割を果たして

いくことが必要である。そのためにはカンファレンスをもつことが必要と思う。 

病棟看護師の

専門性を発揮

する（17 件） 

患者・家族の代

弁者として病棟

看護師が得た

情報を伝える。

（4 件） 

患者・家族の意向・不安の代弁者として、看護の専門性を発揮して多職種と連携す

る必要があると思います。常に退院後の事を考慮しながら、そのために多職種の方

の協力を得られるように関わりが必要と考え実践しています。 

患者と共に過ごす時間が看護師は長く、患者の療養生活の希望を聞くことが多い。

家族と会う機会も多いため、患者と家族の希望を他職種に伝えることが大切である。

どの居宅を選択されても患者がより良く生活を送れるために、病棟看護師として情報

を提供していく必要があると思いました。 

得た情報を共

有し他職種から

支援を受けられ

るよう調整する。

（1 件） 

患者･家族に必要な援助を職種によって情報交換しながら調整する。看護師が得る

情報を提供し、その情報から受けられるサービスは何かを検討し、他の職種から支

援を受けられるように調整する。看護師は患者が在宅でどう過ごせるか、どんな問題

が起こりそうか予測してアセスメントしたり、情報を提供する事が大事である。 

他職種が退院

支援の視点を

持てるよう意識

づけする。 （ 5

件） 

在宅への連携の視点を医師やコメディカルに持ってもらえるようなアプローチをして

いく必要がある。 

退院支援の必要な患者を抽出する。看護師が中心になり医師やコメディカルに在宅

への連携の同じ視点を持ってもらえるようにアプローチしていく。多職種の方に会議

に参加してもらい退院に向けての専門的な立場から見た考えを話し合う。 

意見・情報を得

ることで視野を

広げ的確なアセ

スメントにつな

げる。（4 件） 

安易に退院後の事を決定しないよう多職種から情報を得て決定支援を行なう。 

それぞれの専門職種のそれぞれの意見を聞くことで、患者・家族を多面的に捉える

ことができる。また、共通認識を持つことができ、それぞれの思い込みの部分が少な

くなり、より情報が正確に連携しやすくなる。 

患者・家族の生活スタイルや希望・QOL１つとっても多様化なので、それぞれに添う

ためにはサービスも同様に細やかに多様化するのは必須だと思う。そのためには広

く浅いではなく専門的な分析をふまえての様々な職種があることは大切だと思う。 

患者・家族をチ

ームの一員とし

て捉え連携す

る。（3 件） 

これまでのように医師をトップにする連携ではなく、患者・家族が自ら参加・発言し、

医師・看護師など在宅生活に関わる人と連携していく事は必要であると考える。 

患者を中心として病院内の医療チーム、地域の地域連携における多職種チームの

連携が必須です。大事なのはお互いの職種をリスペクトするということ、顔の見える会

議（意見交換・情報伝達）、患者・家族がどうありたいかということだと思います。 
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表 5 他職種との連携の必要性（n=70）（続き） 

退院調整看護

師の役割として

地域とつなぐ支

援をする（2 件） 

患者・家族が地

域で生活できる

よ う に 支援す

る。（2 件） 

退院調整看護師の役割は、患者や家族が円滑に地域での生活に移行でき、地域に

おいて適切なケアやサービスが受けられるように支援すること。 

（退院調整看護師として対象が）在宅で生活出来るよう医療をアレンジし、生活でき

るように地域へつないでいく。 

退院後の方向

性を決定しスム

ーズな退院に

つなげ る （ 13

件） 

退院調整の方

向性を決定す

る。（2 件） 

各職種が情報交換を行うことで目標の達成に向け退院調整の方向性を導き出せる。

1 人の患者に対し退院に関してたくさんの人が関わっており、様々な角度から見るこ

とで必要なサービスや行く先を決定していくことができる。 

患者・家族が退

院に向け気持

ちの準備をす

る。（1 件） 

連携によりより多くの情報を得ることで（患者の希望・家族の意見・医師の見解等を踏

まえた中で）よりその人に合った必要な在宅サービスを受ける準備が出来る。カンフ

ァレンスに置いても多職種の参加、連携によって皆で支える・支えられているという思

いが生まれ、家庭に地域に戻るための気持ちの準備が出来る。人や物、状況を整え

る事が、気持ち・心を整えることにつながる。 

患者・家族の自

信につなげる。

（1 件） 

多職種と連携することで、（患者や家族に対してケアマネジャー・訪問看護師・MSW・

訪問リハビリテーションスタッフ・医師が関わることで）患者・家族にとって在宅へ帰る

ことに対しての自信につながっていく。 

在宅移行を実

現する。（2 件） 

医師・リハビリテーションスタッフ・栄養士・薬剤師・ケアマネジャー・訪問看護師・

MSW、それぞれの立場から患者の在宅に向けて意見を出し合いプランを立てる。患

者の希望を理解し、地域支援について検討し目標をたてること。チームで共有するこ

とで（患者自身も）退院をあきらめない。 

専門的意見を

集めることでス

ムーズな退院に

つなげる 。 （ 7

件） 

各職種がバラバラに動いてはスムーズな退院調整が出来ないので、多職種カンファ

レンスが必要。 

カンファレンスを行なう事でスムーズな退院を向かえることができたり、意見や見解を

共通理解する事ができる。 

MSW と連携することで、退院に向け心身ともにスムーズに整えることが出来る。色々

な方面からアドバイスがもらえ、スムーズに退院することができる。 

退院後も医療

やケアを継続さ

せる（6 件） 

退院後も医療

やケアを継続さ

せる。（3 件） 

どうしても病棟看護師は退院するまでの支援を考えることが多いが、患者の生活はそ

の後も続くため退院後に関わる職種に上手くつなげていく事が大切であると思う。 

退院調整をしていく時には、患者を中心として関わった職種との調整が必要だと思

う。出来ること、出来ないことをそれぞれの立場から出し、どこをどのように補うとよい

のか調整する必要がある、送り出す方も迎える方も情報を共有しないとよりよいケア

は継続できないと思う。 

病棟看護師と退

院先のスタッフ

が情報を共有

する。（3 件） 

訪問看護師や施設の看護師など退院先のスタッフに出来るだけ詳細にケアの留意

事項を伝えることの大切さを実感しました。退院前のケア会議に出席することがありま

すが、看護師のサマリーに書かれた情報を元にヘルパーやケアマネジャー・訪問看

護だけでなく、改装業者やベッドや車いすのリース業者、全てが一つのチームのよう

に退院後の生活をイメージしてベストなモノ・方法はどんなものか話し合ったのを思

い出しました。 

入院中看護師の役割だったものが、退院後在宅に帰られると訪問看護・訪問介護・

医師・家族など様々な職種が役割を分担して患者を支えていくことになる。患者の日

常生活が保障され、家族の負担も軽減されて、在宅での生活を送るためには、職種

間での統一した情報の共有と、円滑で迅速な情報提供・連携が必要となってくる。 

病院完結型医

療から地域完

結型医に転換

する（1 件） 

病院完結型医

療から地域完結

型医療へ転換

する。（1 件） 

「病院完結型医療」から「地域完結型医療」への転換には、他職種との連携が必要と

なってくると思う。他職種がかかわるという事は役割分担や協働、適切な選択支援な

どが利点として浮かぶが、上手く連動していかないと情報が上手く使われず不適切

な退院支援となりかねない為、全体的なバランス作りが必要だと思った。 

安心・安全で自

立した療養生

活につなげる

（13 件） 

患者・家族の安

心につなげる。

（9 件） 

一人の患者に対してそれぞれの職種が情報を共有することで、同じ目標に向かい支

援するために連携は必要。在宅に帰る患者・家族に安心感を与える事ができる。 

多職種も交えての退院調整は患者の安心につながる。 

多職種との連携を取ることで、患者または家族に合った援助ができ、多くの職種に支

えられている事で安心感を与えることができる。 

患者・家族が安

全で自立した生

活を送る 。 （ 2

件） 

退院後の患者の療養が安全に行える。 

多職種間での報告・連絡・相談により、患者・家族が自立した生活が送れるようにす

る。 

患者の療養生

活の安定につ

なげる。（1 件） 

入院前後の様子、退院後の様子などケアマネジャーを通して情報を共有したり、退

院調整にあたりコメディカル・医師と連携を取ることで患者の療養生活の安定につな

がることを学んだ。 

在宅生活にお

ける不安を埋め

る。（1 件） 

在宅生活における時間・介護の力･不安を埋めることが出来る。 

－71－



表 5 他職種との連携の必要性（n=70）（続き） 

ADL の維持・

向上（3 件） 

患者の ADL の

維持・向上を目

指す。（2 件） 

患者の症状･ADL の維持・向上を専門職が考え目指して展開していく。 

嚥下状態に応じ食形態や栄養量を話し合っていく。医師より多職種が連携すること

で患者の状態がよくなることは多々あると思う。 

ADLに応じた介

護を行なう。（1

件） 

病院では特にリハビリテーションスタッフとの連携が重要になると思う。トイレの移動か

ら入浴についてなど、ADL に応じて介護が変わってくるから。 

生活の質を高

める（5 件） 

退院後の生活

をスムーズにす

る。（1 件） 

患者が自宅に戻る時に住居の改修、介護用品の有無、訪問看護の介入など退院後

の生活がスムーズに行くために必要。 

より良い在宅生

活を支える。（2

件） 

在宅介護において患者・家族に関わるのは看護師だけではないので、医師、かかり

つけ医、リハビリテーションスタッフとの情報共有によって患者がより在宅で生活しや

すい環境を整えることが重要。 

多方面からの意

見や情報を取り

入れアプローチ

することで生活

の質を高める。

（2 件） 

退院後の患者の生活の質の向上させるために多方面からアプローチできる。 

退院後の生活が患者・家族にとってより質の高いものになるようにいろいろな専門職

からの意見を取り入れる事が必要である。多方面からの意見や情報から退院後の生

活に必要な支援が地域のサービスをケアマネジャーや施設の職員が計画できる。多

職種をつなぐには看護師が主導し、カンファレンスを開催・計画する。 

再入院を予防

する（2 件） 

再入院を予防

する。（2 件） 

在宅に行く場合、ケアマネジャーやヘルパーの事も考え情報を提供する。サマリー１

つ書くにしても看護問題ごとに書いてもヘルパーや介護する方には分かり辛いの

で、排泄・食事など生活に分けて書いた方が良いと思った。1 人の患者を取りまく環

境（自宅･施設・病院又ふれあう人々）がきちんと整うと再入院までの間隔が開くと講

義を聞いて、一辺とおりの退院指導や支援でなく、その人に合ったケースサービス・

人の提供を行うためにも病棟では細かめなMSW との情報交換が必要と思った。 

診療報酬の算

定につなげる

（1 件） 

スムーズな退院

により病床稼働

率を上げ診療

報酬の算定を

上げる。（1 件） 

1 人の生活を支えるにあたり（その人がその人らしく生活するために）、各々の分野の

プロ（共同マネジメント）の視点でアセスメントが必要である。それは患者家族の安心

につながる。またスムーズな退院は病床稼働率UPにもつながり、退院調整の係わる

診療報酬の算定が上がる。 

 

４）自施設の退院支援の課題 

自施設の退院支援の課題に関する意見は、【患者・家族の退院に向けた意思決定への支援】【入院

早期からの退院支援】【病棟看護師主体の退院支援】【退院支援担当部署との協働】【多職種参加の

退院支援カンファレンスの開催】【多職種間の連携・協働】【退院後の生活状況の把握】【看護師へ

の退院支援に関する教育】【院内の退院支援体制の整備】【他施設の現状・課題を把握することで自

施設の課題が分かる】の 10 に分類された。 

【患者・家族の退院に向けた意思決定への支援】には、小分類[医療者との認識のずれにより患者・

家族は強制的に退院させられた意識になる][入院早期より患者・家族の意向の確認が必要][患者の意

思決定への支援が必要]等が含まれた。さらに【入院早期からの退院支援】には、小分類[入院時の情

報収集・情報活用が不十分である][入院時スクリーニングシートの作成・運用が必要][入院早期から

在宅療養に向けた支援が必要]、【病棟看護師主体の退院支援】には[病棟看護師主体で退院支援を行

うことが必要]が含まれ、【退院支援担当部署との協働】には[退院支援を退院支援担当部署に依存し

ている][退院調整看護師の役割の理解が必要][退院調整看護師のアプローチが必要]、【多職種参加の

退院支援カンファレンスの開催】には[多職種参加の退院支援カンファレンスが必要]が含まれた。 

また【多職種間の連携・協働】には、小分類[多職種間の連携の強化が必要][医師との協働が必要]

【退院後の生活状況の把握】には[退院後の生活状況の把握の機会が必要]が含まれた。 

そして【看護師への退院支援に関する教育】には、小分類[病棟看護師の退院支援に対する知識・意

識の向上が必要][看護師への退院支援に関する教育が必要][退院支援に関する知識習得のための勉強

会・交流会・講義の実施]等、【院内の退院支援体制の整備】には[退院支援システム作りが必要][院

内全体の退院支援体制の整備が必要][退院支援に関するデータの可視化が必要]が含まれた。 

【他施設の現状・課題を把握することで自施設の課題が分かる】には[他施設の現状・課題を把握す

る][他施設の現状・課題を知ることで自施設の課題が分かる]が含まれた（表 6）。 
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表 6 自施設の退院支援の課題（n=70） 

分類 小分類 記載内容（一部） 

患者・家族の退

院に向けた意

思決定への支

援(12 件) 

医療者との認識

のずれにより患

者・家族は強制

的に退院させら

れた意識にな

る。（4 件） 

医療者側と患者・家族の退院の認識にずれがある、追い出される(と思う)。 

入院が長期化する患者の退院支援は特に難しい。患者だけでなく家族が退院に向

けるための準備の理解ができていることを確認しすすめていかなければ強制的に退

院させられた意識になってしまうため、十分カンファレンスを行うことが重要だと感じ

た。 

入院早期より患

者・家族の意向

の確認が必要。

(2 件) 

早期に家族から意向を聞くことができていない。 

面接をしていて家族によって事情が違うため、家族の問題に対してどこまで介入して

いいのか困ってしまう。患者がどう思っているのかが汲み取れていない。家族中心に

話をすすめてしまうのが今後の大きな課題です。 

患者の意思決

定への支援が

必要。(2 件) 

患者が意思決定できればその方向性も早く進めていけると感じた。 

患者・家族との

信頼関係をつく

ることが必要。 

(2 件) 

病棟で患者と関係を深め、在宅へ持っていけるとよい。 

患者・家族の不

安・負担感軽減

のための支援

が必要。(2 件) 

自宅退院出来そうな患者に対してタイミングに合わせた家族指導（退院近くなると家

族が避けてしまう）。家族の介護に対する不安、負担感が多く、退院の受容困難にな

っている。自宅退院をする患者が少ない（家族の意向を優先して施設等に退院してし

まうが、介護サービスの提供をすれば自宅に帰れる人が増えるのではないか）。 

入院早期から

の退院支援(25

件) 

入院時の情報

収集・情報活用

が不十分であ

る。(4 件) 

入院前の患者の情報をどうやって渡していくか、どの様にその情報を有効活用してい

くか。 

入院前より介護サービスを利用しておりケアマネジャーからも医療連携情報（上手く

利用されている）を送られているにもかかわらず「医師が退院許可を出したから退院」

と退院直前に連絡が入る、看護師が患者の生活面でのアセスメントがされないまま退

院がすすめられている、ADL が落ちたままの退院。退院イコール家に帰ることではな

く家に帰って生活すること。 

入院時スクリー

ニングシートの

作成・運用が必

要。(12 件) 

スクリーニングシートの作成。退院支援の流れをどう作っていくか。 

早期介入に必要なケースの確実な抽出を行う。（入院時スクリーニングに基づき、

MSWなど連絡・介入） 

入院時のスクリーニングが不十分。自宅か施設かの選択に留まらず、様々な選択肢

を提供していかなければならない。 

入院早期から

在宅療養に向

けた支援が必

要。(9 件) 

入院時から早く関わらないと退院支援は遅くなる。 

退院支援の早期介入がとても大切。 

早期からの調整が必要であるが、家族へ話すタイミングが難しい。 

病棟看護師主

体の退院支援 

(9 件) 

病棟看護師主

体で退院支援

を行うことが必

要。(9 件) 

退院調整看護師にお任せしている所があり、日々看護師が家族・患者と話し、もっと

関わっていかなくてはいけないと思った。 

入院時のスクリーニングや MSW や医師、リハビリテーションスタッフとの連携はできて

いるように思うが、退院調整というとすぐ MSW へ依頼してしまっている。看護師が行う

べき調整役がMSWになってしまっている。看護師の退院支援、在宅調整の技術を向

上させる必要がある。 

患者・家族への想いを聞き、それに対してどうすることがお互いに良いのか考え、か

かわりを持っていきたい。当施設では医療介護センターに問い合わせ動いてもらって

いるのが現状ですが、各病棟で退院支援に関われるようにすると、早くから把握し調

整していくのが課題である。 

退院支援担当

部署との協働 

(6 件) 

退院支援を退

院支援担当部

署に依存してい

る。(3 件) 

退院調整室には退院調整看護師 1 名、MSW2 名、助手 1 名として活動されていて、

退院調整看護師に依頼しなくても病棟看護師のみで退院支援が出来る場合以外

は、退院調整室へ依頼しているため、退院調整室への負担が多くなってしまってい

る。 

退院調整看護

師の役割の理

解が必要 。 (2

件) 

自施設の退院調整部門の働きについて理解する。 

退院調整看護

師のアプローチ

が必要。(1 件) 

主治医中心の退院支援から、患者中心の支援へスライドが必要。世の中の流れを患

者・家人・職員が理解出来るよう、連携室を中心にアプローチが必要。 
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表 6 自施設の退院支援の課題（n=70）（続き） 

多職種参加の

退院支援カン

ファレンスの開

催(5 件) 

多職種参加の

退院支援カンフ

ァ レ ン ス が 必

要。(5 件) 

退院調整部門に勤務交替して数ヶ月である。講義を聞いて退院支援プロセスの第 2

段階のチームアプローチの部分に力を入れていく必要があると思った。医師・看護

師・リハビリテーションスタッフとのカンファレンスもしていくと患者の退院後の生活に

合わせた支援につながると思った。看護師は退院支援においては要であると感じた。

他施設の退院支援の現状を知ることが出来ました。大学病院から地域密着型の病院

の取り組みは、規模は違うけれど参考になりました。病棟看護師として患者の情報を

多職種と共有できる機会（カンファレンス）をとれるようにしていかねばと思いました。 

多職種間の連

携・協働  

(16 件) 

多職種間の連

携の強化が必

要。(12 件) 

地域の特性があるので、と思っていたがどこも同じだと思ったし、どの施設も退院支援

調整を行って何とか在宅へ帰れるようケアを工夫している事も分かった。その上で一

部の職種だけの取り組みとなっている所、他職種との協働という所をもっと調整に加

わると良いと思った。職種での活動をフィードバックすると見える化になり、それぞれ

のモチベーションアップとなり退院支援のレベルも上がると思う。看護師が出来る事が

分かり、それを生かせるようなシステムづくり。 

退院支援計画が立てられておらず、医師・看護師・MSW・退院調整看護師の情報共

有が十分できていない。 

急性期病床とMSWの連携強化による円滑な退院支援。いつから始めていくか。病院

の看護師と訪問看護師、病院のリハビリテーション職と在宅サービスに従事するリハ

ビリテーション職の連携強化（申し送り機能強化）。入院早期でのケースワーカーから

病院への入院時情報提供の促進。ケースワーカーから病院への退院後の状況に関

するフィードバック。医療専門職とケースワーカー報・連・相の強化（カンファレンスの

実施など） 

医師との協働が

必要。(4 件) 

医師との関わりで積極的に退院をすすめてくれる医師もいればそうでない医師もいる

ため、看護師が中心となり時期を見ながら関わりをしていく必要がある。 

医師と治療方針の共有。がんターミナルにおける治療の方向性の決定と在宅での医

師との情報交換（治療続行か看取りか）。 

退院後の生活

状況の把握 

(2 件) 

退院後の生活

状況の把握の

機会が必要。(2

件) 

在宅での生活を具体的にアセスメントできるためにも、訪問看護の同行含め現状を見

る機会をつくる。 

看護師への退

院支援に関す

る教育(29 件) 

病棟看護師の

退院支援に対

する知識・意識

の向上が必要。 

(16 件) 

病棟看護師の退院支援、各種制度に対する知識不足がある。 

早期から介入する場合もあるが、ほとんどの場合受け持ち看護師の判断に委ねられ

るため、個々の能力に差があると受ける患者側にも影響を受けるので、病棟全体とし

て能力を上げていく必要がある。 

本日の講義の中から、退院支援後の患者や家族の声を出来る範囲で病棟スタッフに

フィードバックできると良いと思いました。それによって支援したナースのモチベーショ

ンアップや評価につながる。 

看護師が退院後の生活を想定できない。（社会資源の活用、生活環境が見えない）

そのため在宅という意識が弱い。医師が退院調整して欲しいという指示待ちになって

いる（ゴールが把握できていない、自主性に欠ける）。 

看護師への退

院支援に関す

る教育が必要。

(8 件) 

病棟、外来看護師への退院調整・退院支援に関する教育。 

スクリーニングシートを運営し始めて 2－3 年経つ施設やこれから作成し運営していく

施設、様々な所があったが、リンクナースは各病棟にいるが、他のスタッフへの教育

が必要となってくる。 

地域から周囲にリハビリテーション病院がないので、私たちのリハビリ病棟を介して在

宅へ退院している現状がある。今後は訪問して今後も見ていくスタッフ教育を行って

いかなければならない。 

退院支援に関

する知識修得

のための勉強

会・交流会・講

義の実施 。 (3

件) 

退院支援に関する知識を身につけるための勉強会の実施。 

看護師の意識を深めるため外部講師、自治会主催、訪問看護師を呼んで、在宅の

現状・点数のこと収益･材料費、定期的 2回／年。 

訪問看護師が講義を行なう、リンクナースの立ち上げ、師長・副師長の意識が高く、

看護師の役割、コスト意識を持つ。 

リンクナースの

育成が必要。(2

件) 

リンクナースの教育が課題。 

院内の退院支

援体制の整備 

(17 件) 

退院支援システ

ム作りが必要。

(3 件) 

段階的に退院支援が行えるシステム作りをする。 

フローシートの作成。進み具合の把握が必要。 
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表 6 自施設の退院支援の課題（n=70）（続き） 

院内の退院支

援体制の整備 

(17 件)（続き） 

院内全体の退

院支援体制の

整備が必要。

(10 件) 

他院では早期(48 時間以内）の退院支援スクリーニングがあるが、当院には退院支援

専任の看護師はおらず、月 1 回の退院支援委員会が始まったばかりであるため、組

織的な退院支援ができていない。 

退院調整に関わる整備が必要、退院調整看護師の設置、退院調整室の設置、退院

調整のシステム作り（加算算定）。 

システムが活用しない、病棟看護師と退院調整室看護師との連携ができていない。

退院活用シートの活用がうまくいってない。今後の方向性が決まらない人が多い。 

退院支援に関

するデータの可

視化が必要。(3

件) 

各病棟でどれくらいの MSW への相談があるのか。退院調整加算がどれくらいとれて

いるのか。病棟におけるデータ化（可視化）。 

物品・サービスの点数表をもっと可視化して、自分たちのサービスがいくらになってい

るかを認識する。 

他施設の現状・

課題を把握す

ることで自施設

の課題が分か

る(6 件) 

他施設の現状・

課題を把握す

る。(4 件) 

他院では病棟内カンファレンスを定期的にしたり、院内外泊や外泊後アンケートとい

うものがあってとてもいいなと思った。 

グループワークや講義の中で、各施設の取り組みや課題を知る事が出来た。現在の

当院の課題をこの視点でみてみます。 

他施設の現状・

課題を知ること

で自施設の課

題が分かる。（2

件） 

他施設の退院支援の現状を知ることで、自施設の良い所・課題がみえたのでよかっ

た。 

 

３．グループ討議での意見 

参加者が 14 グループに分かれて、テーマ「自施設の退院支援の現状と課題」について 60 分間のグ

ループ討議を行った。その後各グループでの検討内容を報告し、参加者全員で共有した。そのグルー

プ討議の各グループの報告内容を要約し以下に示す（表 7）。 

 
表７ グループ討議の意見 

番号 グループ討議の意見の要約 

1G スクリーニングシートを社会背景や家族背景がもっと把握できるものに開発したい。リンクナースを養成し退院支

援に活用できるよう教育をもっと浸透していき、病棟での退院支援への早期介入に役立てたい。また、退院支援を

行った患者の退院後の療養生活のフィードバックを得て、自分たちの行った支援の評価を行い教育に役立てた

い。そして、退院前の合同カンファレンスをもっと充実させて第 2 段階の退院支援プロセスをもっと充実させ、患

者・家族の意向に沿った退院支援を行っていきたい。地域連携の担当者会議などで自施設や地域の多職種との

面と向かった話合いがとても連携に役立つ。診療所の医師が事例を用いてロールプレーをする事があり、それは

どの職種にも地域連携や退院支援について学ぶ機会になる。 

2G 医師との連携の難しさがあり、看護師は早期に退院調整を進めて色々準備をしたいが、医師が退院の決定権

を持っており、病棟スタッフも連携が取れていない。 

 リンクナースの教育を行い、各部署で活動してもらえると退院調整看護師も動きやすいのではないか。スタッフナ

ースがカンファレンスに参加するが、若い看護師は情報を持っていても、それをどのように伝えて、どのような発言

をすればよいのか分からないとのことである。やはり、その人たちも育てていかなければならないので、例えばリー

ダーとかが一緒に参加してフォローしながら成功体験をしつつ育てていかなければならない。 

3G 施設 1では療養型病棟で、ほとんどの患者が施設待ちの状態であり、医療行為がある患者に関しては、家族の

受け入れが困難で、強制はとても困難である。ただその中でも、在宅に戻れそうな患者もいるが、家族の意識が、

在宅ではなくて施設に向いているので、なかなかアプローチが困難である。施設 2 では、在宅に向けてのリハビリ

目的で入院していても家族の思いが変化してしまう。入院時から退院スクリーニングを行っているが有効ではなく、

退院調整のプロジェクトを立ち上げて取り組んでいる。そして看護師が在宅支援の情報収集ができるシートを現在

作成中である。退院調整看護師がいないため、MSWと連携をとって行っている。退院支援に対しての医師の協力

は得られにくい。施設 3 では、家族が悩んでおり、療養型を安易に選択してしまうこともあるため、患者・家族のモ

チベーションが下がってしまう。施設4では、第2段階でのアプローチが弱いと考えており、医師、リハビリ、看護師

等のチームアプローチが必要と考えている。施設 5 では、各病棟師長が退院調整を行っており、ほぼ満床のため

にベットコントロールが大変ということである。地域の方から人気があって、他施設に行きたがらない患者さんが多

いとのことである。 

課題として、看護師が家に帰す思いを持ち続けないと、転院になると決まった時点でモチベーションが下がって

しまうことがある。転院後も在宅に帰る意識を持ち続け、在宅に帰る不安を取り除いてアプローチしていくことが大

切である。訪問看護をもっと活用して在宅に向けて調整を図っていくことが大切である。 
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表７ グループ討議の意見（続き） 

4G 課題の 1 つ目は、患者・家族の問題がある。2 つ目は主治医の問題で、看護師がいくら支援の方を進めてもな

かなか主治医の退院許可が出なかったり、在宅に向けての治療の方向性がなかなか決まらないことがある。3 つ

目は病棟看護師の意識とか知識の低さがある。4 つ目は早期からの介入ができていないことがある。 

その中で、看護師の意識・知識の低さをどうしたら解消できるのかという事を話し合った。ある施設では看護師

の自治会を利用して勉強会を行ったり、訪問看護師の講演会を開いたりしており、そのような勉強会を定期化する

ことで知識が向上したり、認識が高まる。退院支援の連携のシステム作りでは、退院調整看護師が全ての役割を

担うのではなく、施設を利用する患者は MSW に依頼するとか、在宅に戻る患者は退院調整看護師が担当するな

ど役割を明確にすることが必要である。 

5G ある施設では、ターミナル期にある患者が在宅に帰ることを希望しても、退院調整看護師はいないので、病棟

師長、主任、MSW が介入しているが、タイムリーな介入ができず、タイミングを逃すことがある。循環器病棟では、

入退院を繰り返す患者が多く、自宅に帰った後の介護をどのようにするかということでの医師との調整が難しくな

かなか介入できなかったり、（病状が）良くなり介入の必要がなくなると意識づけが弱くなることがある。退院支援シ

ステム作りを今やっている段階で全てが課題という施設もあった。地域柄、施設入所待ちがとても多く、その間に

在宅療養への介入をするが、近所の人の目を気にする家族もあり家族の精神的な面でのフォローも必要となって

くる。 

 地域連携室に、退院調整を丸投げしているので、リンクナースを育成して、体制を作る事も必要である。看護師

の知識の個人差がかなりあり、どのようにレベルを上げていくかということが課題である。例えば、若い看護師でも

ベテラン看護師でも、同じ介入ができるようにするにはどうしたらよいか、システムの構築とか、どのように講演や講

習を入れてどのようにレベルを上げていくかが 1 つ大きな課題である。 

6G 施設Aでは、新しい病院でマニュアルがなく、退院調整室も設置されていない。リンクナースも1年しか経ってない

ので今後システム作りが大事である。施設Bでは、病棟間での退院支援の格差がある。施設Cでは、入院日に看

護師がスクリーニングを行い、すぐに退院調整部に依頼をしているが、医師の協力が不十分で進まないことがあ

る。スクリーニングシートは 48 時間以内に記載し、更に週に 1 回見直しをしている。施設 D では、全患者にスクリ

ーニングを行いすぐに介入しているが、他の仕事も兼務しているので集中して取り組めていない。看護師側が帰

られないと決めつけてしまい介入できなかったケースもあり反省がある。施設 E では、自分の親が倒れた時の例よ

り、医師からの退院の指示を受けて、早い段階から説明がなされ早い介入があり、患者も支援者も心づもりができ

たとのことであった。施設Fでは、病棟でのスクリーニングは退院調整看護師が行うが、更に地域連携室が全患者

に再度スクリーングを行うことで問題が見えてくることがある。 

共通の課題として、システムも様々であるが、部署間での質の差がないように、病院全体のシステム作りが大事

である。知識・体制・マニュアル等、退院調整に専念できるようなシステムを作る必要がある。患者、家族に早めの

退院に向けての説明をすることは皆で共通認識したものあるが、医師の存在が大きいので、医師との調整が大事

である。目標に向かって患者・家族も含めて共通認識し、何を使っていくのかが、看護師が知識を提供し患者、家

族が選べるようにしていくようなフォローが大事である。患者へのアプローチは、様々な職種と連携した役割分担

が大切で、そのためには顔の見える関係性をもつ必要がある。それぞれの職種はそれぞれの思いがあり価値観

が違うので、話し合い方向性を導き出していくことが大事である。患者の思いも大事であるが、それを支える家族

の思いも大事で、患者は「帰りたい」「家族は嫌だ」、家族は「帰らせたい」患者は「嫌だ」という例もある。それぞれ

の歴史があるので、その背景をきちんと聞き出していく必要がある。 

7G 回復病棟では、今スクリーニングシートを作り始めており、それを使って今後退院調整の必要性をもっと見極め

ていきたい。課題は、患者・家族の退院に向けての意識を変えていくのがとても大変ということである。1 つの対策

として、外泊の時の状況を、アンケートに記入してもらい、困った事や、食事などを実際の情報としてとらえ今後に

つなげている。 

外科病棟では、緩和ケア病棟に行くか、在宅に戻るかの最期の選択になってしまう場面があるので、そこで在

宅を希望する患者には早く介入していく必要がある。看護師に、在宅に向けた知識が不足しているので、今日の

講義がとても有意義だった。また、在宅に向かうための院内外泊では、（在宅生活の）シュミレーションされていて、

それが効果的である。 

8G スクリーニングシートに関しては、運営が始まってから 2～3 年経つ病院や、これから作成していくという病院があり

様々であった。運営し始めてから2～3年経つ病院では、リンクナースが各病棟にいるが、スタッフへの教育まだ進

んでおらず、勉強会等も開催されているが進んでいない。業務をしながら退院支援していくことも、時間が足りず

難しい。医師との関わりでは、医師と退院に向けての話し合い等ができない、退院に向けての医師の積極性がな

い、担当者会議にも出ないという施設がある。そこではリハビリ担当者が退院を決めてしまっている。中には、入院

時に医師とカンファレンスを行って、今後の方向性を再確認している施設もある。 

 精神科病棟では、入院が長期になって家族と疎遠になっているため、退院がなかなか進んでいかないとか、家

族が高齢で、「最期まで看取って欲しい」と思う家族が多い。急性期病棟では、急性期を脱してから介護保険等の

申請をしていると、入院期間が延びてしまい充実した退院支援が行われていないとの現状がある。やはり、入院時

より退院後の生活のイメージを持ちながら、効率的に情報収集を行い早期より退院支援を行っていく必要がある。
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表７ グループ討議の意見（続き） 

9G 退院支援にあたり、家族の問題にどこまで踏み込んでよいのか迷うことがあり、また困難事例では、退院調整室

に丸投げしている現状がある。ケアマネジャー等がいる場合、本人を取り巻く環境を良く理解していると丸投げす

るのではなく、多職者と関わりを持ち退院を進めていくのがベストである。 

患者・家族の思いやとりまく環境によっては、在宅へ行くということが必ずしも 1 番いい選択肢とは限らない場合

もある。看護師が退院を進める際に、家族に施設なのか在宅なのかの二者択一ではなく、在宅ではこういう場合

があり、施設ではこういう場合があると、選択肢を広げられればよい。 

10G 退院調整が必要な人が多いが、一様に退院調整看護師や MSW に依頼することが多く、任せっきりになってし

まっている現状がある。施設によっては、週 1 回 MSWや医師と情報交換したり、訪問看護師と情報交換の場を設

けたりしているところもある。緩和ケア病棟では、癌などで入院している人がおり退院に至る人はなかなかいない

が、その中でも退院を希望している場合に、多種職が連携して 1 日で調整できた事例もあった。 

 課題としては、早期に退院調整することが困難な事例が多かったり、退院支援カンファレンスが早期に開催でき

ていなかったりすること、看護師の中に介護保険や社会資源を知らない人が多いので、なかなかアドバイスできな

いことがある。また、看護師が、退院に向けてその人が在宅でどのような生活をするのかイメージできないことが多

く、看護師の力量によっても、退院がスムーズに進む人と、なかなか進まない人がいる。 

11G 現状として、主治医が退院を決定して、師長に連絡が入り、そこから家族に「退院ですけど、どうですか？」と聞

く。そこから問題点が見えてきて、退院調整室に連絡、調整に入ってもらい、割と早い時期に、調整に入っていけ

ている。退院調整室がないところは、今設置の話が出ている。スクリーニングシートがあり、退院調整が必要か、何

が必要か分かるようにしている。 

スクリーニングシートの記入が早期にできていないところもあり、退院支援が遅れている。癌患者さんの支援で

は、病院の医師の治療方針と、かかりつけ医の治療方針療方との食い違いがあって、板ばさみになって困ってい

る。多職種とのカンファレンス開催では、医師、MSW、看護師がカンファレンスを行っていて、リハビリテーションス

タッフと看護師は別に行なっているそうで、看護師は 2 回出るので、一緒に行なってはどうかと提案しているが、な

かなかうまくいかない。カンファレンスができていない施設では、やはり退院支援がうまくいっていない。 

課題としては、一番近くにいる看護師が、必要性に気付いたらすぐに動けるようにする必要がある。家族に社会資

源をもっと知ってもらうためにも、情報提供していく必要がある。 

12G 看護師の各種制度についての知識が少なく、地域連携センターに丸投げになることが多くある。知識不足、お

よびコミュニケーションスキルの問題もあり、看護師の経験年数等でコミュニケーション能力の違いがあるので、患

者・家族からなかなか本音を聞き出すことができず、介入が遅れたり、方向性が決まらないことになる。 

 在宅に向けた情報があり調整が始まっても、医師が退院を決定し、介入が中途半端になってしまうことがある。グ

ループに退院調整看護師が一人いたが、パートタイマーの立場で病棟に所属した形で、連携業務を行っている。

看護師側の知識を深めることも大事であるし、医師の意識を高める意味も含めて、医療連携の重要性をもう少し高

めていく必要がある。 

13G 施設ごとの退院調整の部署の有無もあり、退院調整部署のある施設の人からやり方等を聞いた。病棟スタッフ

のレベル差を無くせるように教育の向上ということで、まずは師長、係長が中心となって働きかけていくことが大切

である。退院調整の部署は、在宅や施設への窓口として、人間関係とか橋渡しが重要で、コーディネーターとして

の働きが大切になる。 

 退院支援や退院調整は、自分達看護師が行うことであるが、全ては患者・家族のためという目標のもとに患者・

家族をフォローしていく姿勢や、看護師の思いが患者・家族にも伝わり、相互の満足に繋がるような細やかなケア

が必要である。 

 今後の課題としては、（退院調整の部署が）病院全体のシステムとして働くことにより、地域へのアピールにもな

り、サービス等の多様化にも対応できるようになることである。 

14G 全ての施設に退院調整室があるので、それぞれの施設における問題点などを話し合った。スクリーニングシート

が使用されている施設と使用されてない施設がある。スクリーニングシートが活用出来ていない施設については、

活用方法を話し合い、ある施設が 1 週間に 1 度、退院支援カンファレンスとしてスタッフ全員でスクリーニングシー

トにあげられた患者のカンファレンスを行ない皆で共有しており、参考にする活用できる。 

 入院前の生活についての情報がなかなか付け足せていない現状もあり、その間に、治療が進んでしまい、退院

の話をされてしまうと、看護師はなかなか関われないという問題点もあったが、それは、声掛け1つで変わるのでは

ないかとのアドバイスをもらった。入院前の生活について、情報を得ながら、退院後の生活について話を繋げてい

くという方法もあるとのアドバイスを今後に活用していきたい。 

 

４．退院支援の質向上に向けた「退院支援教育プログラム」の策定 

 講義・ワークショップ後の質問紙調査結果、グループ討議での自施設の現状課題を踏まえて、メン

バー間で検討し、本年度実施した教育プログラム内容より「退院支援教育プログラム」を策定した（表

8）。次年度は以下の「退院支援教育プログラム」に沿った講義・ワークショップを実施する予定であ

る。 
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表 8 退院支援教育プログラム 

講義１ 退院支援の意義とその役割 

１）退院支援が必要になった理由 

退院支援と退院調整、人口ピラミッドの推移、高齢化の国際比較、日本の人口の推移 

２）退院支援の問題点 

３）退院支援における看護職の役割 

(1)退院支援スクリーニング 

(2)退院支援計画の立案 

(3)地域ケアカンファレンス開催 

４）地域連携・退院調整の現状 

５）地域における連携体制 

講義２ 医療・介護福祉制度と社会資源 

１）介護保険制度のしくみと高齢化の現状 

(1) 介護保険制度のしくみ 

(2) 高齢化の現状： 高齢化率の推移、認知症高齢者の増加、認知症対策 

(3) 社会保障制度改革および介護保険制度改革について 

２）退院支援と社会資源 

(1)在宅療養支援と社会資源 

①住宅改修、②福祉用具購入・貸与、③訪問看護、④訪問介護、⑤訪問入浴 

(2)社会資源の活用と退院前カンファレンス 

講義３ 退院支援のプロセスと多職種連携 

１）退院支援のプロセス：第１段階 入院時のアセスメント、第２段階 退院支援計画、 

第３段階 地域社会資源との連携・調整 

２）退院支援システムの実際  

(1)退院調整室を中心とした連携体制 

(2)退院調整に係わる診療報酬改定 

(3)退院支援看護職の人材育成 

(4)退院支援の質の評価 

講義４ 多職種連携および地域との連携－訪問看護師の立場から  

１）退院支援にかかわる連携のための看護職の役割 

２）退院支援の充実のための取り組み例 

(1)在宅サービスの勉強会 

(2)退院後訪問 

(3)施設間看護連携交流会 
 

Ⅴ．参加看護職者の意見 

講義・ワークショップに対する意見 

 講義・ワークショップに対する意見は、両者を含めた全体の感想と講義及びワークショップそれぞ

れの意見に分けられた。全体の感想を表 9-①、講義に関するものを表 9-②、ワークショップに関する

ものを表 9-③に示す。全体の感想で一番多くみられたのは、【退院調整の現状が理解できて勉強になっ

た】であった。講義で一番多くみられたのは【支援についていろいろな角度から学ぶ事ができた】で

あった。また、ワークショップでは【退院支援について情報交換ができた】であった。一方、研修会

に対する意見として退院調整看護師に向けてのワークショップ、退院支援の指導が出来る内容、外来

での活動や他職種を交えた研修会への要望があった（表 9－④） 

 研修会の準備に関しては【講義内容が盛りだくさんで休憩時間が欲しい】、【資料が見にくい】、【室

温の調節が不適切】、【場所の案内図が欲しい】、【お弁当が高い】などの意見があった（表 9－⑤）。 

 
表 9-①全体の感想 

分類 記述内容（一部） 

退院調整の現状が

理解できて、勉強に

なった（9 件） 

看護師が退院支援・退院調整について中心的役割になっていくので、今回の講義・ワークショップ

は有意義でした。このような研修会が随時開催されていくと良いと思います。  

他の病院についての現状や訪問看護についての新たな知識をできた。今後の退院支援に関わる

時には色々な方面から考え、他職種との連携を行いスムーズな隊員が出来る様に支援したいで

す。 

退院調整の現状が理解できて、勉強になりました 

退院後の状況につ

いてフィードバックが

重要である 

（2 件） 

病棟ではなかなか退院後の方の状況のフィードバックがないため、在宅療養支援の側からの事例

紹介がありとても勉強になりました。今後も在宅支援側とのこのような交流があると理解しやすくなる

と思いました。  
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表 9-①全体の感想（続き） 

他職種との連携が重

要であることが分か

った（1 件） 

「退院支援」と一言に言っても様々なケースがあり、入院中以上に他職種との連携が重要であると

実感しました。そして連携を円滑にするには、看護師以外の他職種の役割・役割内容をきちんと理

解・把握することが必要で、それを把握することによって、よりPtのニーズに添った退院支援が可能

になるということがわかりました。今回の研修を受けて、今後退院支援する際、新たな気持ちで取り

組んでいけると思います。ありがとうございました。 

 

表 9-②講義の感想 

支援についていろい

ろな角度から学ぶこ

とができた 

(16 件） 

様々な職種の方の講義を聞く事で、いろんな角度から学ぶ事ができ、とても貴重な学習となりまし

た。実際に私も円滑な退院支援が行えず、上司や先輩に言われてから行動することがあります。今

回の研修で反省する点があったので、今後は利用者のニーズに合った質のある退院支援を行って

いきたいです。    

介護保険の現状、退院調整について実際の支援がきけてよかった。               

事例を通して退院支援の実際について学ぶ事ができました。自施設に帰って、まず自分は何をし

たらいいのか考え看護実践に取り入れたい。                          

様々な立場の方からそれぞれの現場の声を聞く事ができたのはよかった。           

（講義２）では介護保険制度の部分の理念等あまり気にせずいた部分を見直すことができた。介護

教室を受けるまでの事例を入れてもらえると良かった。                   

 

表 9-③ワークショップの感想 

退院支援について

情報交換ができた

(14 件) 

どこの病院も同じような課題を抱えていることが分かった。Ns が在宅を諦めると、患者・家族もモチ

ベーションが下がり、在宅にいけなくなってしまう。患者側に立って考えられるナースになりたい。   

他病院、他施設の現状がわかり、自分の病院・病棟・自分のあり方の問題点が見えました。 

別の病院とのスタッフと関わることで実情を知り、実のあるワークショップとなってよかったです。  

有意義な時間を過ごさせていただき感謝しています。ワークショップで他病院の話を聞け、デイスカ

ッションできたことがとても参考になりました。                        

 

表 9-④研修会に関する意見 

退院調整看護師に

向けてのワークショッ

プ、退院支援の指

導、外来での活動、

他職種を交えた研

修会、脳外科や内

科の患者の事例、失

敗事例など（4 件） 

病院に一人か二人、退院調整看護師がいるところが多いと思います。退院調整看護師に向けてワ

ークショップがあるとありがたいです。                              

外来的に何ができるのか知りたい。                                  

他職種を交えた研修会・意見交換の場ができるとよい。・このような研修会が随時開催されていくと

よいと思う。                                             

 

表 9-⑤研修会の準備に関して 

講義内容が盛り沢山

で休憩時間が欲しい

（9 件） 

講義内容が盛りだくさんで、もっと時間をゆったりと 1 つ 1 つの講義を聞きたいと思いました。  

内容が盛り沢山で大変参考になりましたが、長い時間集中講義を受けることがやや苦痛で、多少

休憩があると気分転換ができ、更に集中できたと考えます。               

スケジュールがハードでした。                                      

休憩時間がなくて大変でした。                                     

資料が見にくい 

（7 件） 

資料の字が小さくて、とても見にくかったです。                            

細かい資料・表などは拡大コピーされたものが見られたらありがたいです。（スライドも遠くてはっきり

見えなかったので） 

室温の調整が不適

切（1 件） 

午前中はクーラーが効きすぎて寒かったのに、午後始まってすぐは温度が高く眠っている人も多か

った。 

場所の案内図が欲

しい(1 件） 

自販機等の場所の掲示などしてほしかった。 

お弁当が高い（1 件） お弁当が内容に対し高い。又、お茶がついていない。 

その他(1 件） 講義の中で認知症は早い段階で見つけることが大事で、早い段階で見つければ「止まる」という言

い方をされましたが、「止まる」という表現は適切でないと少しだけ思いました。すいません。 
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Ⅵ．教員の自己点検評価 

１．看護実践の場に与えた影響 

 本事業では入院時から利用者ニーズに対応した退院支援が実践できるように、看護職者の知識・意

識の向上に焦点を置き、退院支援に関する知識を確実に修得できるような教育プログラム（講義・ワ

ークショップ）を展開した。退院支援に関する講義・ワークショップには、県内 104 の医療機関のう

ち 28 施設より 85 名の参加を得た。参加者を二次医療圏別にみてみると、岐阜医療圏 13 施設（32 名）、

飛騨医療圏 3施設（17 名）、東濃医療圏 5施設（13 名）、中濃医療圏 4施設（12 名）、西濃医療圏 3施

設（11 名）であり、5 つの圏域すべてからの参加がみられた。本年度は県の健康福祉部医療整備課と

協働で、退院支援の質向上に向けた看護職者への教育プログラムの策定を目指して講義・ワークショ

ップの内容や講義を依頼する講師等について検討し、研修修了者 74 名に修了証を付与した。 

本講義・ワークショップでの学びを質問紙調査により確認してみると、退院支援の意義・必要性に

ついては【患者・家族が納得して希望する場所で療養生活を送るために必要】【少子多死時代への変化

の対応として在宅療養体制の充実が必要】等が示されていた。また退院支援における看護職者の役割

では【退院支援の必要性についてのアセスメント】【着実なプロセスを経た支援の実施】等が示されて

いた。また、他職種との連携に必要性においても【対象にあった支援を決定する】ために必要、【いろ

いろな視点・立場から早期支援・早期問題解決を行う】ために必要であることが示され、正確な知識

が修得されたことが分かった。その知識を基に、グループ討議において他施設の現状を聴きながら自

施設の課題について振り返り【患者・家族の退院に向けた意思決定への支援】【看護師への退院支援に

関する教育】等の具体的な課題が明確になっていた。 

 今後研修修了者が自施設において中核となり、研修時に明確となった退院支援の課題解決に向けて

取り組むことによって、県内の退院支援の質向上につながると考える。 

２．本学の教育・研究に与えた影響 

 研修参加者の所属施設には本学の実習施設も含まれていることより、入院時から利用者ニーズに対

応した退院支援が実践できる施設での効果的な実習につながると考える。 

Ⅶ．今後の課題、発展の方向性 

本事業では、退院支援に必要な知識の修得を目的とした教育プログラムを検討し実施したが、それ

が利用者ニーズを基盤とした退院支援の質の保障につながるかどうかは、今後複数年実施する中で評

価していく必要がある。 

今後は、退院支援教育プログラム（ベーシック研修）の充実を図るとともに、すでに研修を修了し

た看護職への事例検討を中心としたフォローアップ研修の企画・運営も検討し、県内全体の退院支援

の質向上に向けた看護職者の人材育成として充実・発展していけるように、県健康福祉部医療整備課

と協働で、本事業の取り組みを推進していきたいと考える。 
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５）地域における母子保健活動の充実に 
向けた研修会 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 



Ⅰ．はじめに 

 岐阜県の周産期医療は、近年集約化がすすみ、医療施設がそれぞれの役割をもってハイリスク妊産

婦とローリスク妊産婦のケアを行っている。県内の助産師の半数以上は、病院に勤務しているが、県

内の出産の約 7 割が診療所での分娩である。助産師の役割も周産期医療センターでハイリスク妊産婦
のケアに携わる助産師とローリスクの分娩を取り扱う診療所の助産師と 2分される傾向にある。 
助産師の専門性に関してみれば、ローリスク妊産婦からハイリスク妊産婦への看護、地域での育児

支援、母乳育児支援、女性の健康支援、思春期の子どもたちへの支援など周産期のみならず、幅広い

分野にわたっている。 
また助産師の生涯教育に対する要望については、県内で働く助産師の情報交換も含め「母乳育児」

や「助産技術」「周産期の医学的知識」「育児支援」などのテーマがあげられている。研修会の開催に

ついても県内で気軽に参加できることのメリットは大きいが、大学での開催となると地域的なアクセ

スが限られ、遠方の地域からは参加しにくいという声があった。 

助産師を対象にした研修会であっても、助産師の関心は幅広く、妊娠期から育児期まで様々な職種

と連携を取りながら支援活動を行っている。特に周産期においては、地域で生活する家族が主体であ

ることから、常に対象者である家族に視点をおいた支援が必要である。そのために助産師の専門性を

高めることは、他の看護職との連携を深め、助産師としての役割を果たしていくことが要求される。 

そこで昨年度は、助産師のみならず県内の母子保健に関わる看護職のニーズにこたえるため、飛騨

地域で、地域の保健師も含めた研修会を行い、母子保健活動を深めるきっかけとなる成果を得た。今

年度は、助産師や保健師、NICU や小児領域の看護師を対象とし、地域で取り組む育児支援というテー

マで研修会を行った。 

研修会は飛騨地区と岐阜地区で 2 回開催し、それぞれの地域の課題に焦点をあてた。助産師の主体

的な活動を促進していくためには、母子保健行政や周産期医療の現状を把握し、課題意識をもって仕

事の改革改善を行っていくことが必要である。また助産師のみならず、保健師や看護師、医師との連

携を図り、地域を含めた母子保健の発展ができるように取り組んでいくことが求められている。母子

保健に関わる看護職の今後の活動をサポートし、県内の母子保健活動のネットワークを構築すること

で、助産師のみならずそれぞれの専門性を発揮できる働き方を考えていくことが、この事業の趣旨で

ある。 

  
Ⅱ．担当者 

育成期看護学領域 服部律子、布原佳奈、名和文香、武田順子、纐纈なつ子 
 
Ⅲ．研修会の開催 

１．目的 

地域で取り組む育児支援を考える目的で 2回の研修会を開催した。第 1 回は飛騨地域で「お母さん
と赤ちゃんにやさしい地域つくり―地域で支える子育て」というテーマで、第 2 回は岐阜地域で「医
療施設と地域保健の連携と協働を目指して」というテーマで行った。 
２．研修会の日時・場所 

第 1回研修会 

日時：平成 25 年 11 月 20 日（水） 13:30～16:00   

場所：高山市民文化会館 

第 2回研修会 

 日時：平成 25 年 12 月 19 日（木） 13:30～16:30 

 場所：岐阜県立看護大学 

３．プログラム 

(1) 第 1 回研修会「赤ちゃんとお母さんにやさしい地域づくり－地域で支える子育て」 

13:30～13:35    はじめに               

13:35～14:20    家庭訪問の取り組み           

医療法人葵鐘会 アルプスベルクリニック  助産師   清水妙子  

14:20～15:05    周産期医療施設の連携について     

高山赤十字病院   助産師   藤井真理  

15:05～15:10   休憩 

15:10～16:00    グループディスカッション ・ まとめ  
 
(2) 第 2 回研修会 「地域で取り組む育児支援－医療施設と地域保健の連携と協働を目指して」 
 13:30～13:35     はじめに       

13:35～14:25     地域で取り組む妊娠期からの育児支援       
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                 本巣市保健センター       保健師     新村津代子  

14:25～14:55      産科病棟での助産師による育児支援 

                 岩砂病院・岩砂マタニティ    助産師長    酒井洋子 

14:55～15:40   NICU における育児支援と地域との連携 

                県立多治見病院 新生児集中ケア認定看護師  丹羽尚美 

15:40～15:50   休憩 

15:50～16:30   グループディスカッション・まとめ 

   

Ⅳ．研修会の内容 

第 1 回研修会 

１．参加者 

助産師 9名、保健師 3名、教員 5名 計 17 名 

２．報告内容 

１）家庭訪問の取り組み         医療法人葵鐘会 アルプスベルクリニック  助産師  清水妙子  
(1) 施設紹介 
 ・飛騨地域にある産婦人科診療所 
  ベルネットグループ（医療法人葵鐘会）のグループクリニック 8施設との連携により、産科医 
  常時 2名体制。助産師 14名、看護師 11名。 
 ・年間分娩件数 534件 
(2) 産後の母子訪問について 
 ①産後母子訪問の概要 
 ・ベルネットグループ 8施設のうち、2施設のみで産後の家庭訪問を実施している 
 ・退院指導時に産後の母子訪問について案内し、申し込み用紙を配布して、希望者にのみ家庭 
    訪問を行っている。入院中に産後が心配な場合は積極的に勧めることもある。また、一週間 
  健診時に心配な事例にも家庭訪問を勧めている。 
 ・1回目の母子訪問は無料とし、再訪問は有料である。 
 ・助産師 1名で担当、診療所の訪問車で訪問している。 
 ・訪問時の主な援助内容は下記の通りである 
  授乳指導（ポジショニングとラッチオン） 
  搾乳、乳房マッサージ 
  児の体重測定、哺乳量測定、排気、臍処置など 
  骨盤ベルト、骨盤体操指導 
  肩こり、手首の体操（ハンドマッサージ） 
  カウンセリング 
 ・訪問後は専用の記録用紙に記載し、ファイルに綴じる。または、電子カルテにスキャンする。 
  再訪問が必要な事例や、行政などとの連携が必要な事例は師長に報告している。 
②産後母子訪問の実際 
 ・産後母子訪問に関するデータ 
  分娩件数：534件/年（帝王切開率 15％弱） 
  訪問件数：138件/年、平均 11.5件/月 、再訪問事例は 7件 
        分娩件数の約 25％を占めており、4人に 1人は訪問している。 
  初経別割合：初産 67％、経産 33% 
  地域別割合：高山市 78%、飛騨市 19%、下呂市 3%、訪問先は 75％が本人の実家である。 
  栄養率：母乳栄養 81%、混合栄養 19% 
      （アルプスベルクリニックの母乳育児率は生後 1週間で 70%、生後 1か月で 80％） 
 ・相談内容 
  児の体重・黄疸・皮膚に関する内容、授乳・乳房・栄養に関する内容、母親の悪露・腹痛・ 
    腰痛に関する内容が主たる相談内容であった。その他には、児のあやし方、関わり方、沐浴 
    衣服・睡眠に関する内容、周囲の支援に関する内容であった。 
 ・乳腺炎になりかけている場合も多いため、乳房マッサージやリラックスを促すハンドマッサ 
    ージなど助産師の技術的なサポートも行っている。 
 ・実母との関係性の調整など、家族を含めたケアが必要な場合も多い。 
 ＜里帰り初産婦の相談内容の例＞ 
   児に関する内容 
   体重が心配、排気ができない、うまく飲めているのかどうか 
   くしゃみ、鼻づまり、しゃっくり 
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   どうして泣くのか、泣きやむにはどうしたらよいか 
   便や尿はこれでよいのか 
   おむつかぶれ、顔の湿疹、衣類について 
  自分の身体のこと 
   母乳がでていない、母乳が足らない、乳頭痛、乳房痛 
   食事内容について 
   悪露はいつまでか、会陰部痛について 
   腰痛、頭痛、肩こり 
   夜間休めない、産後の活動の範囲について 
  周囲のこと 
   実母に頼みにくい、口を出しすぎ 
   経済的な気がね、夫がそばにいない、相談相手がいない 
 ③助産師として援助時に留意していること 
 ・傾聴、エモーショナルサポート、根拠をしっかり伝えること、環境への配慮の 4つを大事に 
    訪問を行っている。 
 ・真面目な母親も多く、訪問時に 15項目くらい質問を書き留めていた事例もある。 
  できる限り、ともに行い、見守るというスタンスで関わっている。 
 ・コミュニケーションスキルとして「～ということが一番心配なんですね。」と受け止めること 
    や、「～してみる？」「～してみるといいかも？！」という提案型で伝えるなどの工夫をして 
    いる。 
 ・とにかく、いいところを見つけたら褒めて、自己肯定感を高められるような関わりが大切。 
  この時期の母親にはエモーショナルサポートが重要である。 
 ・一つ一つ根拠を伝えることや、どの時期に何を伝えるかの判断も重要になってくる。再訪問 
    を希望される場合を除くと、産後母子訪問の後のケアはないので、その場でできるケアをし 
  っかりという気持ちでケアを行っている。 
 ・環境への配慮としては、座る場所を確認する、ななめに座る、家族には必ず声をかける等に 
    気を付けている。 
④産後の母子訪問を受けての感想 
 ・話を聞いてもらって気持ちが楽になった。 
 ・これでいいんだと少し自信がついた。 
 ・私だけではないと思いホッとした。 
 ・問題解決ができて良かった。 
 ・心配していたことが大したことではないと分かった。 
 ・いろいろ教えてもらい役に立った。 
 ・実際に診てもらい安心した。来てもらって良かった。嬉しかった。  
 
２）周産期医療施設の連携について    高山赤十字病院    助産師  藤井真理  
(1)施設紹介 
・病床数 40床、うち産婦人科 30床、内科 10床の混合病棟 
・医師 4名、助産師 24名、看護師 6名 
・飛騨圏域の地域周産期母子医療センターとして、妊産褥婦・新生児の周産期管理を引き受け、地域

の様々な周産期施設との連携をはかっている。 
・保健所や行政・学校などとも連携している。 
(2)各種機関との連携の実際 
①保健所・行政との連携 
・母と子の健康サポート支援事業 
・プレパパ教室、多胎の夫婦への産前教室などの講師依頼 
・妊婦健康診査費用助成 
・消防署における分娩介助講習の講師派遣 
②周産期母子医療センターとの連携 
・岐阜県総合周産期医療センターへの母体搬送・新生児搬送 
・妊娠期の胎児ドックを希望された場合、長良医療センターへの紹介 
③飛騨地域の周産期医療施設との連携 
・24時間体制で母体搬送・新生児搬送を受け入れている。通常の救急搬送は、救急外来を通るが、一
刻を争う母体搬送の場合は、直接病棟へ搬入する。その際、搬送元の医師や助産師とタイミングな

どについて相談を行っている。胎児のリスクも高いことが予測されるため、緊急帝王切開の準備や、
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小児科医師への連絡調整なども行い、受け入れるための調整をはかっている。 
・新生児搬送は、小児科・未熟児センターで受け入れている。昨年度から、未熟児センターの管轄が、

産婦人科から小児科へ移動したため、院内のスムーズな連携を目指している。新生児だけが搬送さ

れるため、母子分離状態となる。そのような場合、母親の心身の状態や、育児に関する知識や習熟

状態を把握できない状況があり、育児指導を行う際に、母親が施設間でのくい違いに戸惑うことが

ある。今年度は、新生児搬送の際に母親の状態も把握できるよう、主な周産期医療施設に対して、

情報共有シートを送付し、今後の連携の強化に対する取り組みを行っている。 
④母乳育児支援に関する連携 
・入院中は 2 回のマッサージを実施し、退院後 2週間の時期に、母乳管理外来で対応している。アル
プスベルクリニックのような家庭訪問は行っていないが、退院後に一度来院してもらい、自宅での

状況を把握して支援を行っている。 
・飛騨圏域が広いため、新生児を連れて来院できない方には、最寄りの助産所を紹介し、地域助産師

の継続的な支援につなげている。地域助産師との連携として、薬の処方や、乳腺炎の外科的処置と

その後のフォローアップなどを行っている。 
⑤学校との連携 
・毎年、飛騨地域の学校からの依頼を受け、性教育・出前講座を行っている。昨年は 9 件、今年は 4
件の講演を行った。対象人数は、10 人から 100 人まで様々な規模があり、親御さんの参加もある。
保育園児から高校生まで幅広い年代を対象とするため、人数や対象の特徴に合わせて内容を検討し

ている。どの対象者に対しても、命について深く考えられる内容を検討し、対象に合わせた教材作

成を行い、助産師のモチベーションアップにもつながっている。幼い時期から、命の大切さ、体の

大切さ、相手を大切にすることを考える機会を提供することで、将来、命を大切に育ててくれる大

人に育ってくたらという期待を込めて実施している。 
・参加者からは、お母さんが大変な思いをして育ててくれてことや、お父さんとお母さんがいるから

今があることが分かった、というような感想がある。普段生活している上では考えにくいことも、

家族で一緒に考える機会をもてることが大切だと感じている。命を大切にしてくれる人が、一人で

も多くなるように、周産期と関連づけながら、性教育を行っている。 
 
３．意見交換 

１）クリニックにおける一週間健診後の家庭訪問について 

・2年目になり、増えている実感はある。時期は関係なく希望がある。助産師 1名で行っている。 

・この時期の支援は手薄なので、是非、続けてほしい。 

・入院中に心配な方、一週間健診で心配な事例（児の体重増加、母乳育児（思いと現実の違い、抱き

方・吸い方）、ブルー傾向の方、実母との関係性が心配な場合）に家庭訪問を勧めている。 

・受診するのは大変だけれど、訪問してもらえるのであればという方も多い。 

・一週間健診は全員を対象としており、ほぼ全例が受診される。断られるのは、月に１～２人のみ。 

   

２）母と子の健康サポート事業に関して 

・クリニックの家庭訪問、行政の家庭訪問との時期の兼ね合いをどう考えるか。 

クリニック入院中からのつながりがあるので、行政は一か月健診後の訪問がよいのではないか。 

 母子サポは、保健所に依頼がきて、1 週間こえた頃、10 日間までに行くようにしている。低出生体

重児などは市の保健師へ、障害、疾患、精神疾患等あった場合には保健所保健師と市町村の保健師

で訪問することもある。 

  生後 2 か月くらいに、こんにちはあかちゃん事業で保健師が訪問に行く。しかし、要注意としてあ

がってきている人は 1か月頃が多い。 

・飛騨地域はゆとりがある。岐阜地域ではもっと早く訪問に行ってほしい、自宅へ帰らせるのが心配

という事例もある。 

 

３）特定妊婦について 

・岐阜と比べると特定妊婦率は少なく、把握できている。若年、未婚、多産、多胎、経済的なハイリ

スク事例等、児童福祉法にある特定妊婦は妊娠期から取り組まないと虐待に取り組めない状況にあ

る。 

・虐待予防、若年妊婦等の事例は、どこかの施設につなぐことが大事。生む前から連絡をもらえると

ありがたい。児相、子育て支援課とともに、保健センターだけではなく、かかわることが多い。同

意がとれない場合は、お電話をいただけるとよい。 

・母子手帳の交付時に赤ちゃん訪問と連絡先について説明、確認している。 

・拒否される場合はほとんどないが、心配な方は 100 パーセント把握ができる。予防接種等を口実に
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かかわりを持つ場合もある。 

  

４）母乳育児支援について 

・妊産婦支援会議があるだけでも今はよい。母乳育児の課題はずっとある。 

  学会等でも母乳が大事であること見直されている。軽はずみに、母親の疲れで離してはいけないと

思うのが助産師の意見である。 

・ある程度、体重が増えている場合はよいが、横ばいである人もいる。母乳に固執してノイローゼ気

味になっている場合もある。保健師もみんな母乳育児がよいという思いはある。 

・成長曲線の判断では、体重だけではなく、発達も含めて曲線にそって増えていればよい。 

・自分の子なので、自分で好きなようにしたらいいという思いもあるが・・・。 

・成長曲線をみて、「本人がどう思っているか？」を確認する必要があるのでは。 

・助産師はこういったけど、保健師はこういったというのが母児にとって一番よくない。 

・ミルクを足しなさいという指導ではなく、正しい情報提供をすることが大切である。ポリシーなの

か、知識不足か？を確認していく。 

・この人はほっとけない。だれかとつながる人がいることが大事。そういう環境をつくっていくこと

が大事。看護職がいろんな立場からお母さんに関わることがよい。こういう、率直に感じているこ

とを話せる場が必要。で、無視が一番怖い。誰からもかまってもらえないことが一番危ない。 

 

５）各施設での助産ケアに関する情報交換 

・地域周産期センターの年間分娩件数は 400 件弱であり、未熟児センターへの入院が 160 人くらい。

約 130 人が当院で、22 人がクリニックの事例。 

・地域周産期センターは体重が 2500ｇ未満の新生児は、小児科扱いとしている。他院の体重の基準は

どうなっているのか？ 

・クリニックでは妊娠中の段階で推定 2300ｇ未満の場合は搬送を考慮する。2100～2200ｇは地域周産

期センターに送る。2300ｇくらいの正期産で生まれた場合はクリニックで経過をみる。退院基準は

2300ｇを目安としている。 

・1 週間健診での体重の基準としては、30 グラム／日を目安。25 グラム／日は 2～3 日後に受診する。  

5 日で退院、12 日で健診。出生体重に戻らない場合もある。 2 週間くらいで出生体重に戻る場合も

あるので、補足の判断が難しい。 

・母乳分泌をみながら。授乳回数を増やすことを提案。 

・未熟児センターについて 

  人工呼吸器管理は行うが、30 週未満のベビーは母体搬送で岐阜地区の総合周産期センターに送る。

30 週以上は診ることが可能。32 週くらいが望ましいが、小児科医 4人で、なかなか難しい。 

  小児科医、産科医、未熟児スタッフ、産科スタッフでカンファレンスを行っている。 

・双胎は 1組／月くらい。双胎でＭＤなら岐阜地区へ搬送。クリニックは基本的には双胎は受けない。 

・岐阜地区の周産期センターからたくさん保健所に連絡がくる。入院が長くなり、交通費がかかるな

どいろいろな問題を抱えている家族も多い。近辺からくる分には早いが、岐阜地域からの連絡は遅

い。母子分離の時には把握しかねる。養育医療の手続きは、今年から市町村で把握している。 

 

６）性教育に関して 

・年 3 回、命の講座、性感染症について、保健所保健師 2名で実施している。年間 3校が限界である。 

 一緒に親御さんと聞いてもらえる。話をきいてどう思っていたか聞いてみよう？というアプローチ。

ＳＴＤよりは、生まれてくる命の大切さ。自分が今、自分に起こる変化をテーマにしている。親の

愛情というよりは、命の大切さを伝えられるように。何とか養護教諭と話し合う。 

・10 代の中絶が多い。17 歳が多い。 命の大切さの延長で、中絶しないような教育が必要である。 

 中高生は学校側の要望として具体的な性行為を教えないなど制約が多い。 

 1 時間の講義で思いやること、ＮＯといえることについて話す。17 歳の中絶が管内に多く、現実的

な問題である。電話相談は 16 歳であり、中学が一番大事。高校生になるともう、遅い。 

・学校によって取組が異なる。 

 性教育だけではなく、女性の身体についてもやる。不妊も多いため、不妊の原因、性感染症の情報

提供は高校生のうちがよい。 

・婦人科医を 3年に 1 回呼んで講演を行っている学校もある。 

 

７）日々、感じていること 

・クリニックで家庭訪問をしていることを初めて知った。 

出産直後の母親の困りごとは助産師の訪問があり、ありがたい。訪問といっても市の保健師がして
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いること、目的が全く違う。2か月後の訪問では、リズムができてくるという見通しをもって支援し

ていくことが大事。虐待は、なぜ泣いているかわからない、いつまで続くかわからない、見通しが

もてないことが背景にある。根拠を示し、見通しがつくことが訪問の目的。支援がつながっていく

とありがたい。「何かあったら保健師さんが訪問、開業助産師がいること」を次の訪問から付け加え

ようと思う。 

・岐阜地域などへ母体搬送され、そちらで出産した母親のフォローが少ないことが課題である。 

・開業すると、じっくり話ができる。開業してよかったなと思う。地域の助産師のことも声をかけて

くれるといい。 

・飛騨市の無料補助券（母乳相談）を活用して。来てもらえれば、記録もあるので保健師さんとかか

わりがもてる利点もある。 

 

４．アンケート結果 

研修終了後にアンケートを行った。有効回答数 10 であった。 

１）今回のテーマ 

よかった 6   ふつう 2  無回答 2   

２）今回のプログラム 

   よかった  6  ふつう 4   

３）日程 

   よかった  10   

４）今後このような研修会に参加したいか 

   是非したい  3 できればしたい 7   

５）研修会での学び 

・母乳育児の大切さ、でも母親自身が正しい知識・理解ができるように正しい情報提供が必要だ。 

・高校生の中絶が増加している。中学生位からの性教育をきちんとするべき。 

・病院等での、活動が理解できました。 

・保健師、助産師との交流ができたこと。 

・課題に対し、みんなで対処・対応していきたい。 

・飛騨地区での保健活動の内容がよく分かった。 

・家庭訪問で現場を知る強みを感じ、必要性を痛感した。 

・中核病院の幅広い対応に感心しました。 

・地域での保健師の活動が分かって良かった。 

・交流できたことが良かった（様々な立場からの意見が聞けた） 

・地域で活躍する開業助産師や、保健師の方々と直接コミュニケーションをとることで、今後の連携

に生かせると思います。 

・地域の医療機関の活動内容が聞けて良かった。 

・医療機関でのとりくみがよくわかったので、市町村の役割が認識できた。 

６）研修会への要望 

・地域連携についての研修会 

・高山で開催していただけるとありがたい。新しい情報を知りたいです。 

・今後も、このような取り組みを期待します。 

 

第 2 回研修会「地域で取り組む育児支援－医療施設と地域保健の連携と協働を目指して」 

１．参加者 

 助産師 4 名 保健師 12 名 看護師 1 名  教員 4名  計 21 名 

２．報告内容 
１）地域で取り組む妊娠期からの育児支援        本巣市健康増進課 保健師 新村津代子 
(1)本巣市の概要 
人口 約 8500人 年間出生数 約 120人 
母子保健は人生の始まりの事業、保健師としてライフサイクルを支援する、人生の最初の事業とし

て重要。 
母子保健は妊娠期からの関わりが重要で、本巣市ではかなり前から妊娠届出の時点で保健師が面接

をしている。最初の出会いを大切にして良い関係つくりを目指している。 
(2)妊娠届出週数の推移 
①高齢出産の増加・・・岐阜県では 35歳以上の出産が 20％、本巣市も同様である。これは 30年間で

5.6倍に増加している。 
②妊娠届出時の重要性 
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妊娠届出が遅くなるほど、社会的な問題をもっているケースが多い。 
妊娠届出時を活用した専門職による初回相談 
血圧・身長・体重測定から自己管理の意味を共有、そのことから妊娠の意味を共有 

③妊婦健康診査表などの活用 
④妊娠のリスクと専門機関の役割と活用方法を伝える 
⑤関係づけが大切（今後の関わりについて、ひとりで悩まなくてもよいことを伝える） 
(3)高齢出産のリスク 

35歳以上の産婦では帝王切開が 2倍以上、妊娠高血圧症、頸管無力症、前置胎盤、切迫早産の増加 
(4)やせの妊婦の問題 

BMI18.5未満のやせ過ぎの妊婦からは低出生体重児が産まれやすい。やせ過ぎの妊婦でさらに体重
増加不足の場合、さらに低出生体重児を出産しやすい。20代では約 2割がBMI18.5以下。またBMI25
以上は約 1割。体重だけで 3割がリスクをもっている。9～12kgが適正な体重増加量であるが、や
せの妊婦の場合、適正な体重増加は約 3 割しかいないことが問題。妊婦の体重管理はやせの妊婦も
肥満の妊婦でも課題である。 

(5)低出生体重児の推移 
全国的にも岐阜県においても低出生体重児が全出生児の 10％である。低出生体重児を減らすために
も、妊婦の適切な体重管理が必要。体重管理についての指導は、まず自分の BMIを知るところから
始める。マタニティノートをつけ、体重増加を自分でプロットし適切な体重増加の意味を伝え、自

己管理ができるように指導している。 
(6)ハイリスク妊婦の管理 
①病院（診療所）と連携し、ハイリスク妊婦の管理も行っている。妊娠期から産後を通して保健指導

を行う。診療所から地域へという点で、看護職が連携し、産後慢性疾患に移行しないために保健指

導を行う。 
②妊娠期から産後にかけて問題となる疾患には、貧血と糖尿病がある。 
貧血では、勤労妊婦も多いことから、母性健康管理指導事項連絡カードの活用をすすめ勤務の軽減

や休業ができることを伝える。 
最近は妊娠糖尿病も増えている。診断基準が変わり妊娠糖尿病と診断される人も増えてきているが、

病院や診療所では保健指導を個別にできない。予防的な関わりができるということで地域の保健師

に相談しながら、放置されてしまう人がいないようにするとよい。本巣では産後も妊娠糖尿病の母

親をフォローしている。乳幼児健診等を活用して母親の健康管理を行っており、さらに 30 歳、35
歳、40歳、65歳までと 5歳刻みで節目検診を行っている。妊娠糖尿病の女性が、糖尿病に移行しな
いようにすることが大切。医療機関と連携して、妊娠から出産、その後の育児期、更年期までを見

据え支援していくことが必要である。 
(7)妊娠期の食事指導 
①マタニティースクールの開催。妊娠データと食事内容を分析し指導。妊娠期に胎児のために必要な

栄養素を食事からバランスよくとること。 
②妊娠期の栄養と低出生体重児の生活習慣病の関係が注目されている。 
小さく産んで大きく育てるのは良いことなのか？ 

③本巣市では乳児期に新生児訪問から始まって 6 回の乳児相談で栄養を含め丁寧な保健指導を行って
いる。母親自身が育児力をつけていく取り組みを具体化している。 

 
母子保健は奥が深くてやればやるほどやれていないと感じる。もっと頑張って医療機関と連携して

いかなければならない。地域は地域、医療機関は医療機関の時代ではなく、連携を密にしながら展

開していかなくてはならない。 
 

２）岩砂病院・岩砂マタニティ（岐阜市）            助産師長  酒井洋子 
(1)沿革 
・明治 29年 岩砂診療所 開院 
・昭和 57年 産科病棟 新設 
・平成 6年 岩砂マタニティ（産後のみ） 新設 
・平成 15年 岩砂マタニティにて一貫した産科管理となる 
・平成 20年 岩砂マタニティのベッド数が増床し、診療所から病院となる 
・平成 24年 岩砂病院・岩砂マタニティ（132床） 開院 
＊病院名については、職員から募集し決定された。 
(2)施設紹介 
・岐阜県の周産期医療体制の中で二次周産期医療機関に位置する。一次周産期医療機関または、三次
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周産期医療機関の患者が夜間、受診することも多い。 
・分娩数：800件以上/年（平成 21年に２万人目の赤ちゃん誕生） 
・スタッフ数：医師常勤４名、助産師 25名、看護師 7名 
・看護部の理念、看護部の教育体系を掲げ取り組んでいる。 
・入院基本体制：現在 7対 1 
・病床稼働率：90％以上 
・職員の在職年数・平均年齢：在職年数 8年、平均年齢 34.5才、助産師は毎年 2名ずつ入職している。 
(3)ケアの紹介 
①乳房管理について（母乳外来） 
・昨年度は、1600人位の患者さんが母乳外来にかかった。助産師が 1人で対応するが、1日で多い時
は 8～10 人の方がかかる。最初の 1 回は無料で行い、その後は有料で 1000 円、あるいは、トラブ
ルで 2000円となっている。 

・他院分娩の方は、価格を少し高めに設定し、他院分娩の方にも使っていただいている。 
・乳房ケアの方針は、SMC方式を取り入れながら、妊娠中には助産師外来と集団指導で、全員の乳房
観察しながら必要な手当てを説明している。産後、育児にスムーズに入っていけるような乳房作り

を心がけている。いくら働きかけても、母乳育児に一生懸命になってもらえない方も中にはいるが、

大半の方は母乳で頑張りたい方が多いので、そういう方には母乳外来にかかってもらいながら応援

をしている。 
・入院中はスタッフと授乳室で関わり合いを持ちながら、その人に合ったケアを行っている。退院後、

お母さんと赤ちゃん一緒に、退院後 1週間目くらいに来てもらう。「こんなふうにやってみるといい
よ」という指導をする良いきっかけになったり、家での生活が見える機会なので必ず来てもらって

いる。ほとんどの方が、遠くに帰られない限りは、母乳外来を利用してもらい、その時に順調な赤

ちゃんの成長の発育であったり、乳房に異常がなければ、「次の 1ヶ月健診までは今のやり方でがん
ばれるといいね」というお話をしている。 

・児の体重が全然増えない人は、特に経産婦さんは体重が増えていない方が多いので、「こんなふうに

やってみましょう」というお話をしながら、もう一度来てもらっている。順調になるまでは何度も

来てもらっている。 
・乳房の状態だけでなく、体重の問題がある時などは、去年から小児科の医師が常勤でいるので、フ

ォローアップ外来にかかってもらい小児科との連携も強めている。母乳外来は、チェックだけでは

なくトラブルにも対応している。 
・母乳外来での課題として、退院した患者さんが、地域で開業している母乳相談室へ行かれることが

あるが、その際、食事のこと（豪華ではないが油を使ったりとかバターを使ったりする高カロリー

な食事が出ている）を言われることがある。患者さんにとってみれば、カロリーを控えたりしなが

ら我慢していらっしゃることはいっぱいあったと思うが、産後 1 週間くらいのことは、そういう食
事にしようということもあり昔からそういう食事を出している。 

・乳房管理やトラブルで違う所へ行くと、「あそこはカロリーが高いから、こんなもの食べてたらあか

んに決まっとるでしょ」と言われることもある。患者さんが、病院と母乳相談室を行ったり来たり

の方が結構おられ、患者さんがどうしたいかをお尋ねしながら、患者さんに決めていただくことも

結構ある。私たちは、患者さんの意向に添いながら話しつつやっている。 
②助産師外来 
・平成 12年から、妊娠中に 3回ほど各月に応じた保健指導を行っている。その中で、いいお産にする
ために一番大切なことは何かというお話をしながら、いいお産に向けての指導と産後の育児がスム

ーズに行えるような指導をさせていただいている。 
・母乳育児については、当院でのやり方をお話し、患者さんが求めるやり方を持っていらっしゃる方

は、それを応援している。出来る限り患者さんの要望に答えていきたいと思っている。しかし、体

重減少が 10％を切った時には、ミルクを足すことは、きちっと話している。約束事を最初にきちっ
と話している。 
③マタニティビクス・アフタービクス 
・2人のインストラクターと外部のインストラクターと一緒に、体力向上とお産に向けての持久力をつ
けてもらうために、週 2 回行っている。また、産後のアフタービクスもやっている。アフタービク
スもインストラクターは 2人しかいないため、外部のインストラクターと一緒に行っている。 

④産後の育児サポート 
・産後 5 ヶ月に、初産婦さんを呼び、大学の先生に、今の時期に遊べる母と子で触れ合える遊びを教
えてもらったり、悩みなどを皆さんで共有するクラスを設けている。 
・産後 9 ヶ月に、当院の医師が、その頃に起きやすい病気とケガについて皆さんにお話をし、託児所
の先生に遊びを教えてもらったりして、楽しいひと時を過ごしている。 
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・1歳のお誕生日講演会があり、初産婦さんを対象にご主人と共に来ていただいて、1年の育児の労を
ねぎらったり、育児の悩みなどを聞いたりしている。 

(4)岩砂マタニティの歴史について 
・岩砂マタニティは 30年と古く、ここで産まれた方がお産をする頃になってきた。お姉さんがお産を
するからといって来られた方は、私が取り上げた方だった。私は、覚えていなかったがお母さんは

覚えていてくださって、嬉しく何よりも励みになる。そういうことがこの病院では増えてきている。 
・岐阜市は、お産をする施設が多くあり、この前の新聞には確か 18施設と書いてあった。その中で私
たちが生き残っていくためのことを考えると何かなと思うが、見た目でもないし食事でもないとい

つも思っている。医師も大事だが、私たちの行った看護の評価をしていただいて、また次に戻って

きて下さること、また患者さんの口コミで広めていただいて、支えるお子さんの数が増えていくこ

とを私たちスタッフも望んでいる。 
 
３）NICU における育児支援と地域との連携    県立多治見病院新生児集中ケア認定看護師  

丹羽尚美  
（1）岐阜県立多治見病院の現状 

2012年 4月～2013年 3月の入院状況 
1000g未満 7人   1000～1500g未満 8人  1500～2000g未満 30人  
2000～2500g未満 140人  2500～3000g 156人 3000g以上 113人 

（2）母親の年齢別件数 
20歳未満 8人  21～25歳 34人  26～30歳 112人  31～35歳 164人 
36～40歳 108人  40歳以上 312人 
双胎 34件 

（3）母と子の健康サポート事業 
2011年 71件  2012年 125件 
依頼対象  児  低出生体重児 双胎児 哺乳不良 染色体異常など 

       養育者  若年 高齢初産婦 シングルマザー 未受診妊婦 核家族など   
（4）現状から見えた課題と取り組み 
①個別性を重視した育児指導 

 2000～2500ｇ、在胎週数 35～40週の児が多い。児の入院期間が短く育児指導期間が短い。 
②双胎が増加している 

 双胎ならではの育児指導が必要 
③早期からの地域連携 
若年、高齢出産が増加しており、支援のキーパーソンの問題がある 

（5）取り組みの実際 
①妊娠期からの関わり 

 新生児集中ケア認定看護師による訪問→母性を引き出す、妊娠継続への支援 
②個別性を重視した育児指導 

 育児計画書の使用→両親の育児に対する主体性を育む 
 退院パンフレットの見直し→児それぞれの特徴、双胎の特徴を重視 
③保健師による退院前面談 
児の入院中に NICUで母親に保健師が面談→早期からの情報共有、母親の安心感 
④母子保健に関する連絡会議 

 地域の保健師、産科病棟師長、NICU師長、助産師、外来看護師が参加、現状の情報 
交換、症例検討を行っている→顔の見える関係 
⑤「たんぽぽの会」 

 母親のセルフケア能力の向上、早期からの地域とのかかわり 
⑥母児同室入院 

 児の 24時間生活リズムを理解することで、退院後の育児不安を軽減 
（6）成果 
①個別性を重視した育児指導 

 「育児計画書」「児と家族の情報シート」 
②退院パンフレットの充実 
③双胎用の退院パンフレットの充実 

（7）早期からの地域連携 
保健師による退院前面談 
→退院後の家庭訪問のスムーズ化、育児のサポートがあることに対する安心感 
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（8）母子保健連絡会議 
・目的  母子に関する地域・病院の現状理解、事例検討による問題の明確化 
・検討事項 
 母子健康手帳の使用方法 母と子の健康サポート事業の依頼時期 レポート内容  
病院での育児指導 外国人へのサポート 

（9）たんぽぽの会 
・目的  母親同士の情報交換、母親のセルフケア能力の向上 
・会の内容   妊娠出産についての思いを語る、育児の不安を話し合う、レクレーション 
（10）今後の課題 
・保健師による事前面談基準の明確化 
・母子保健連絡会議の継続 
・Late preterm（在胎 34～35週）児の育児支援 
・個別の退院指導の評価 
・面会時間の拡大 
  
３．意見交換 

１）ハイリスク事例について 
・若年初産婦など、病院内のことを外に発信するとき、パイプがあるとよいと思う。夫の同意が必要

になっているので、連携しにくいところがある（助産師）。 
・産後に初めてハイリスクとわかることがある。本人は望んでない場合、自分で気が付いていない人

をどのようにもっていったらいいかわからない（助産師）。 
・妊婦は保健師の電話を拒否している。高次医療機関に行ったが元の施設に戻ってきたいと言ってお

り心配している（助産師）。 
・地域や虐待への関心が高まっている。保健所で特定妊婦の連絡会議を開いてくださり、よかった（助

産師）。 
・虐待が疑われるケースは、本人の同意が得られない場合でも助産師から保健師に連絡してもよい（保

健師）。 
・同意が取れなくても、虐待のリスクは話し合って情報共有している。病院の受診頻度を増やすなど

して、誰かがどこかで見守っていくようにしていく（保健師）。 
・窓口をはっきりするために冊子を作成し、周産期医療センターなどに配布した。 
・事例検討や丁寧な会議の中で、話し合っていくのはどうか。今後の連携のありかたは、事例検討が

必要である（保健師）。 
 
２）妊産婦訪問・新生児訪問 
・今年から NICU訪問を月 2回実施している。それを地区担当につなげている（保健師）。 
・赤ちゃん訪問は 100％実施している。退院時には、市町村から保健師さんが訪問に来るから病院と
市町村と連携して赤ちゃんとお母さんを守るシステムがあると助産師から母親に伝えてほしい。 
・小さく生まれたお子さんのノートを作ったらどうかと検討している（保健師）。 
・妊婦健診の結果で訪問すると書いてある。受診後 2 か月後くらいに訪問し、指導するのは市町村の
義務である。訪問が健診の 2 か月後では遅いケースならば、電話連絡すればよいのではないか。妊
婦には助産師より専門家から専門家に連絡がいくから安心してと言ったらどうか。精神疾患の方の

連携が難しいというのは市町村でそこが共通している。だからこそ、やっていかないといけない（保

健師）。 
・母と子の健康サポート事業以外でも、診療所でも育児不安、エジンバラの情報を送ってもらってい

る（保健師）。 
・最初の届け出の時点で、市町村との連携を図ろうという動きが出てきている。それに加えて、身体

的なリスクのある人のことも連携できるシステムを作っていこうという相談をしている。他者に対

しての信頼関係が作りやすい時期が出産の時期であり、エンパワーメントできる時期でもある（保

健師）。 
・事業が多くても、一人ひとりに関わるために、健診を小規模にしている。自分が大切にされている

から、子どもを大切にできる。だから、顔のみえる関係がいかに重要である（保健師）。 
・1週間健診もしている。自分は地域で働いていたことがあるので顔の見える関係ではあるが、診療所
の助産師全員ではない（助産師）。 
・訪問の時期は非常に重要である。医療施設ではこのまま地域に帰していいのかと思う人はたくさん

いて、増えているように思う。できるだけ早く連携をしたい。もう少しスムーズな形で連携がとれ

ていくことが大切である（教員）。 
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・地域にいくと子ども中心の健診になっていて、母親を見られなくなると助産師は感じる時がある。

必要な時に必要な連携ができるといい（教員）。 
 
３）母と子の健康サポート事業について 
・妊娠期あるいは出産時に児側の要因で情報提供されることが多い印象がある（保健師）。 
・産んでからわかることが多いので 妊娠中からフォローできるとよい（保健師）。 
・個人情報保護の関係もあるが、厚労省の通達により、同意が得られない場合でも医療者の判断で 
情報提供してよいことになっているが、同意が得られない人は関わりが難しい。保健師を変えるな

どして対応している（保健師）。 
・市町村は児童相談所とのつながりが強い。月に一回、児相との会議を行っている（保健師）。 
・ハイリスクの線引きが難しいが、保健師としては早めに教えてもらえれば、教えてもらえるほどよ

い。病院では大丈夫だったという情報でもよい（保健師）。 
・地域でも心配な人を抱えている。妊娠届出書は平成 26年 2月から県内で統一した書式を使用する予
定である。地域から病院へも情報提供しやすくなるのではないか（保健師）。 
・お互い窓口が不明である。地域で連絡会議を行うなど、顔のみえるつながりが必要。病院は地域の

母子担当、地区担当保健師へ連絡をしてもらえるとよい（助産師）。 
・西濃地区の医療施設の NICUに月 2回訪問に行っているが、同意がとれた人のみしか関われない（保
健師）。 

・妊娠初期のハイリスク事例に関しては、妊娠届の提出時に何となく気になる場合は気にかけてフォ

ローしているが、実際、産むかどうか不明な部分もあり介入が難しい（助産師）。 
・母子サポートは病気でなくても紹介している。母親の事情で送ることもある。今、訪問してほしい

というタイミングがある。施設の助産師は細かいところを聞けるので、活用している。赤ちゃんと

お母さんと用紙が分かれている。保健指導欄が少ないと思う（助産師）。 
・母子サポートのフォーマットでなくても、保健師は対応できると思う。絶対に専門職が必要な人ほ

ど、手厚くみていけるシステムが必要ではないか。最初に良い関係ができるとその後も続くので、

妊娠期の最初は必ず関わるべきである（保健師）。 
 
４）低出生体重児の集い（スマイルビーンズ）   
・平成 24年度までは保健所開催。市に降りてきた。平成 25年度から中濃地区で行っている。 
・交流目的といいつつ、なかなか交流できていないのではないか。 
 参加は 10組弱。就園前の子までに個別に案内を出している。母子サポートの訪問時に渡す。 
 全対象の一割くらいの参加。中間もしくは後半に交流の時間を設けている。5～6組くらいがベスト。 
無料であり、スタッフの資格などを活かして企画している。 

 
４．アンケート結果 

研修終了後にアンケートを行った。有効回答数 16 であった。 

１）今回のテーマ 

よかった 16   

２）今回のプログラム 

   よかった  13   ふつう 3   

３）日程 

   よかった  14  春から秋がよい 1 

４）今後このような研修会に参加したいか 

   是非したい  9  できれば参加したい 6  無回答 1   

５）研修会で学んだこと 

・同じ県内でも、とりくみ方や考え方に違いがあることがわかった。そこから課題がみえてきたので、

今後とりくみやすくなった。 

・地域の保健師さん方と顔をあわせる機会は少ないので、これから増えるといいと思いました。もっ

と地域に頼っていいのだと思ったので、院内で伝達していきたいです。 

・保健師さんのアプローチの仕方を知ることができた。新生児集中ケア認定看護師のよくわかるお話

を聞くことができた。 

・市町村以外の看護職とじっくり話し合える機会は少ないので、貴重な時間でした。各方面からの母

子に関する話が聞けたことがよかった。 

・地域の保健師さん、認定の方と交流したり話をきける機会がなかったので、楽しかった。他職種と

の連携や妊娠期からの関わりが何故求められているのかを考える機会となった。まず連携のとり方

などわからないと思うので、とてもよい機会でした。 
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・他の管内や病院での取り組みや情報交換でき、大変参考に勉強になりました。 

・顔の見える関係づくり、というキーワードが何回も耳にする会でした。最後のグループワークも、

そういった意味でとてもありがたかったです。 

・NICU や産科の看護師さんたちが、市町村と関わりを持ちたいと考えて下さっている事が分かり、う

れしかったです。妊婦さんに対する関わりが少なく、本巣市さんの話を聞いてもっと積極的に関わ

りたいと思います。 

・いろんな立場での思いをきくことができ、新たな視点で考えることができました。 

・地域の関係機関がかかえる母子に関する悩みが把握できました。 

・一般病院や多治見病院のとりくみを具体的に知る事ができ、大変参考になりました。このように、

いろいろなケースを通して、施設のとりくみを知る事が大切ですね。 

・地域の保健師の方の取り組みを知ることができ勉強になりました。 

・妊娠中からの母体管理等（体重のプロット、食事内容・・・）をいかに母に重要性を伝えていくか、

課題が多いと思った。県立多治見病院の NICU での取りくみ内容など、改めて知ることができた。 

・病院での母子への支援体制を知れました。市の保健師は病院との連携が必要と感じつつも、その病

院で具体的にどのような支援がなされているかをあまり知らないということを痛感しました。 

６）今後の要望 

・母乳ケアなど実技的な研修も開催してくださるとありがたいです。 

・ハイリスクのとらえ方を学びたい。 

・今後も継続望みます。 

・今回のようなテーマはとても興味がある。 
・カウンセリングについての話も聞きたい。 
 
Ⅴ．教員の自己点検評価 

１． 実践現場に与えた影響 

母子保健に関わる看護職が、意見交換することによりそれぞれの立場や役割がわかり、今後の地域

と医療施設の連携が取りやすいという意見があり、実際の看護活動にも変化が期待される。 

周産期や母子保健は連続した看護活動が期待されるが、今まで看護職がそれぞれの仕事について理

解を深めることが少なかった。今回の事業を通して、継続した支援の重要性や連携のとり方など学ぶ

ことができたという意見が多くみられ、母子とその家族を支援する地域づくりという認識を深めるこ

とができた。 

２．看護職の研修としての有用性 

 助産師研修会という事業であったが、助産師のみならず保健師看護師の参加によって、本来の母子

看護活動、周産期看護活動のあり方を考えることができたことは、県内の母子看護に関わる看護職に

とって有用であり、またこのような機会が今までほとんどなかったことからも、今後の継続した取り

組みが必要だと考えている。 

３．本事業を通して捉えた助産師の生涯学習のニーズ 

 医療施設と地域との連携や、当事者から学ぶ看護、周産期医療の現状についてなど多くの学習課題

をもっていることがわかった。 

地域の特性をふまえた妊産褥婦支援やハイリスク事例への支援の強化が特にあげられる。 

４．本学の研究・教育に与えた影響 

今回協力いただいた、地域の看護職はいずれも実習施設の所属であり、複数の実習施設が集うこと

により、施設ごとの連携も深められた(特に飛騨地域）。領域別実習でも卒研でも大学の看護活動への

姿勢を理解していただくことは、教育への理解にもつながることだと考えた。 

施設での取り組みを発表していただくことで、ぜひ研究にもつなげたいという申し出があった。研

究活動として取り組むことで、施設側にもメリットとなることは多く、今後の共同研究への発展が期

待される。 

 

Ⅵ．今後の課題と発展の方向性 

１．研修のテーマについて 

参加者の意見から、看護大学がこのような研修会の企画をすることへの期待が多くみられた。母子

保健に関わる看護職が、情報貢献や意見交換する場は、行政の連絡会議を除いてはほとんどなく、よ

り多くの看護職の参加が可能な研修会へのニーズは大きい。また遠方に出向くのは大変であるが、地

域で事例検討など、実際の活動に役立つ研修会が必要だという意見もある。 

２．参加者の確保について 

 県内の周産期医療施設を中心に参加者を募ってきたが、今後は地域の保健師や助産師にも参加を呼

びかけていきたい。 
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３．実施場所について 

 今年度は飛騨地域と岐阜地区で 2 回研修会を行った。今まで母子看護に携わる看護職が集う場が少

なく、情報交換の場となったと好評であった。今後も地域を広げ関心のある看護職が参加しやすいよ

うにしていきたい。 
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６）特別支援学校に勤務する看護師の専門性
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特別支援学校に勤務する看護師の専門性の向上と自立への支援 

 
Ⅰ．はじめに 

現在、短期入院や在宅療養化に伴い、医療的ケアを必要としている子どもも早期に病院を

退院し家庭の中で生活するようになってきている。その中でも、学齢期の子どもは義務教育

にともない特別支援学校などに就学する。その際、学校内でも医療的ケアを実施する必要が

あり、その目的で看護師が雇用されるようになった。医療的ケアを必要とする子どもの人数

の増加とともに、特別支援学校に勤務する看護師の人数は増加している。しかし、看護師は

医療機関での勤務経験しかない者がほとんどで、学校現場にはなじみがないため、担任や養

護教諭との連携や教育の現場での子ども自身の捉え方には慣れておらず、ベテランの看護師

であってもしばしば看護師としてのアイデンティティも揺るがされかねない戸惑いがある

といわれている。また、岐阜県においては、特別支援学校に看護講師（以下、看護師とする）

が配置されているが、1 つの学校には少人数の看護師しか勤務していない現状もあるため、
看護師同士で悩みを共有する場もないことが考えられる。特別支援学校における医療的ケア

を必要とする児童生徒の障害は重度・重複化しており、看護師が担う役割もさらに複雑かつ

高度になってきている。このような背景からも、特別支援学校において看護師として果たす

役割や専門性を認識し、教育の現場で医療的ケアを必要とする子どもの安全と安心を提供し

て、よりよい教育に貢献できるようにすることが求められる。  
現在、岐阜県の特別支援学校の看護師たちは、年に 1 回の教育委員会主催の研修が組まれ

ているが、日々の悩みや情報交換など日常的に自分たちの状況を共有する場がない状況であ

り、自主的に研鑽できるピアサポート的な集まりが必要と考えられる。そのため、大学教員

もともに学びながら看護師たちが集団として成長できるように支援したいと考えた。  
当大学では、平成 17 年度～19 年度にかけて、泊祐子教授中心に「特別支援学校における

医療的ケアのための教職員の役割・機能、および関係機関との連携」として、同様に看護実

践研究指導事業に取り組み、特別支援学校の教諭・養護教諭・看護師のそれぞれの立場での

問題に対する相談会やワークショップを実施した経緯がある。その後、医療的ケアをめぐる

状況は変化した。医療的ケアを必要とする児童生徒は増加し、平成 24 年度からは、社会福
祉士・介護福祉士法の一部改正に伴う医療的ケアの制度整備が行われたり、インクルーシブ

教育も勧められて変容を遂げている。大学側からの看護師たちへの支援や相談の機会も非常

に大切ではあるが、このような歴史を経て看護師たちが自らの力で主体的に取り組む姿勢を

身に付けることが、結果的に各校での看護師としての専門性を発揮し責務を果たすことにも

繋がると思われる。代表者である勝田は、兵庫県においてピアサポート集団として兵庫県特

別支援学校看護師研究会を立ち上げてから 10 年が経過し、現在では、新規に着任した看護
師たちの悩みや戸惑いを研究会自身のサポートやディスカッションで解決していく力を付

けてきている。また、当大学では、特別支援学校は学外演習や養護実習の実習施設となって

いる。また、教育委員会の依頼により、毎年、特別支援学校の教諭を対象とした医療的ケア

の専門研修を開催しており、その際には、特別支援学校の常勤看護師にも協力を得て実施し

ている。また、養護実習だけではなく、「医療的ケアを必要とする子どもへの特別支援学校

における看護」という看護の立場での実習としても、将来的に協力を得る可能性もある。  
 

Ⅱ．目的 

特別支援学校において勤務する看護師が、看護師として果たす役割や専門性を認識し、教

諭や養護教諭と連携して児童生徒に安全で安心なケアを提供してよりよい教育に貢献でき

るよう、また看護師として自己研鑽できる自律的な集団として成長できるよう組織づくりを

支援する。  
また、当大学として、今後のより良い実習場所の開拓にも繋がる可能性も視野に入れ、相

互に理解し高めあえる関係づくりを目指していく。 

 
Ⅲ．事業担当者 

本事業は、以下の教員 7 名である。  
育成期看護学領域：勝田仁美、世一和子、谷口惠美子、長谷部貴子、山本真実、 

 服部佐知子、纐纈なつ子 

 
Ⅳ．実施方法 

１．現状の把握 

１）資料などによる現状把握 
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２）特別支援学校への視察と情報収集 

（1）目的 
岐阜県の特別支援学校の医療的ケアの現状及び看護の現状について情報収集を行うとと

もに、大学教員として特別支援学校における状況を把握・理解する。 

（2）視察学校、訪問日時等 
岐阜県内で、医療的ケアの必要な児童生徒が多く在籍している学校 2 校を訪問する。  

○関特別支援学校 

 日時：平成 25 年 12 月 19 日（木）  
 対応者および参加者：校長、教頭、保健主事、養護教諭、看護師  
 参加教員：勝田、谷口、長谷部、山本  
○希望が丘特別支援学校 

 日時：平成 26 年 2 月 19 日（水）  
 対応者および参加者：校長、教頭、養護教諭、看護師  
 参加教員：勝田、世一、谷口、長谷部、纐纈  
２．研修会の開催 

（1）目的 
それぞれの看護師の悩みや戸惑いなどを出し合いながら、看護師同士が繋がって悩みを共

有したり情報交換を行う意味について確認し合い、ピアサポートを行う体制づくりを行う。 

（2）研修会の開催 
第 1 回目は岐阜県の特別支援学校の看護師に、本事業の趣旨の説明を文書で送り、大学が

主になり開催する。 

○第 1 回研修会 
 日時：平成 25 年 12 月 21 日（土） 13:00～15:30 
場所：岐阜県立看護大学 103 講義室  

○第 2 回研修会（予定） 
 日時：平成 26 年 3 月 31 日（月） 13:00～15:30 
場所：岐阜県立看護大学 103 講義室  

３．自立的な研修会となるためのサポート 

特別支援学校看護師として組織化する目的を毎回確認しながら、問題点や課題を整理する。

また、組織化に向けて実現可能な具体的なプロセス・方法については各参加者のニーズや反

応を探りながら研修会の開催を継続するが、1 年間で行うことが性急すぎる可能性もあるた
め、状況を見て複数年にわたって進める。 

○第 1 回目のサポート  
日時：平成 26 年 2 月 6 日（木） 16:40～19:00 
場所：岐阜県立看護大学 303 演習室  

 
Ⅴ．結果 

１．現状の把握 

１）岐阜県の医療的ケアに関する経緯と現状把握 

障害のある子どもたちの動向としては、生殖医療および先進医療による延命や低出生体重

児の増加に伴い、障害を持つ子ども、特に重複障害の子どもが増加している。そのため、出

生率が減少しているのと相反して、特別支援学校での在籍者数は上昇傾向が続いている。岐

阜県内でも例外ではなく、「岐阜かがやきプラン」により特別支援学校が新設されるなど、

医療的ケアを必要とする子どもは育成期看護学領域においても見逃せない重要課題となっ

ている。岐阜県では、主に、13 の特別支援学校に医療的ケアを必要としている子どもがおり、
医療的ケアを実施する看護師が 50 名弱配置されている。これまでの看護実践指導事業（特
別支援学校における医療的ケアのための教職員の役割・機能、及び関係機関との連携：平成

17～19 年度）では、教諭・保健主事・養護教諭・看護師を対象とし、医療的ケアの実施上
での問題について、医療的ケアの研修やワークショップの開催、現場での個別事例相談など

に取り組んだ経緯がある。これらの取り組みにより、各職員間の連携が重要であることはわ

かったが、看護師のみを対象として、教育の場における看護師の現状や課題は明確にされて

いなかった。平成 24 年度より、特別支援学校の教諭も研修を受けた後に限定された医療的
ケアを実施することが可能であるが、岐阜県では、医療的ケアの実施は看護師が行っている。

看護師にとって自己研鑽の場は、年に 1 回、県下の看護師全員が集まる研修会が県の教育委
員会主催で実施されているのみで、もっと同職同士や学校間で情報交換をしたい、学習した

い内容があるなどのニーズがよく聞かれていた。看護師は、正規雇用ではないが常勤者が 2
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校に 3 名のみである。その学校では、医療的ケアを必要とする児童生徒が多くいることもあ
り、校内では中心となって活躍し、教諭のための医療的ケアの研修を計画して実施している。

しかし、常勤看護師が岐阜県下の中核的な役割を担ったり、具体的に実施していることなど

は、県内の看護師全体が集まったり連絡を取り合う体制がないこともあり、現在は特にない

状態である。 

２）特別支援学校への視察と情報収集 

関特別支援学校および岐阜希望が丘特別支援学校の 2 校の視察の概要を以下に示した。  
（1）関特別支援学校 
学校の概要と医療的ケアの現状について説明を受け、施設内の見学、児童生徒の学校生活

の見学を行い、日々の看護活動における看護師の想いを聴いた。  
視察により、職員配置、医療依存度とケアの状況、主治医・家族との連携状況、看護師・

養護教諭・保健室管理者（保健主事）の業務について把握した。また児童生徒の給食に同席

し、授業、掃除、クリスマス会を見学することから、児童生徒の学校生活、個別性に応じた

看護活動、学校という場がもつ特性について理解を深めた。日々の看護活動における看護師

の想いとして、子どもの個別性と気候などが絡み合って生じる症状の変化と対応の難しさ、

子どもの反応を捉える感覚的な判断、担任教諭と看護師の考え方の違いとそれを踏まえた看

護師の役割、医療機関が併設されていないことによる不安と責任、主治医・家族との意見の

相違による戸惑いが語られ、特別支援学校における看護活動の特殊さと求められる専門性に

ついて理解する機会となった。  
（2）岐阜希望が丘特別支援学校 
学校の概要や教育課程、児童生徒の医療的ケアなどについて説明を受けた後、校内の授業

の様子、ケアの状況などを見学しながら常勤看護師から説明を受けた。その後、看護師 2 名
に日々の看護活動の実際を伺った。  
①学校の特徴について 

・肢体不自由児特別支援学校で、医療施設の側面も持つ希望が丘学園（以下学園と略す）が  
隣接している。学園の再整備に伴い、当校でも高等部の新設をし、障がいの重度・重複化  
や多様化、職業教育にも対応できるような施設整備に着工する予定である。  

・児童生徒数は、小学部 33 名、中学部 10 名の計 43 名で、教育課程の内訳は、教育課程 A
［小・中学校普通科に準ずる教育を行う］が 4 名（9％）、教育課程 C［知的障害特別支援
学校の教育に準じ、各教科と「領域・教科を合わせた指導」を中心に行う］が 11 名（26％）、
教育課程 D［知的障害特別支援学校の教育に準じ、主として「自立活動」に重点をおくと
ともに、一部「領域・教科を合わせた指導」等を中心に行う］が 28 名（65％）となり、
個々に合った教育に応じて「生きる力」を育み、社会参加・自立ができるように将来を見

通した支援を行っている。  
・学園からの通学生（以下入園生とする）12 名（33％）で、知的障害が比較的軽度で一部  
にペルテス病などの手術目的入院の児童生徒がおり、治療・訓練のための転入・転出が多

い。通学生は 30 名（67％）で、医療的ケアを必要とする児童生徒が多く、保護者の送迎
やスクールバスを利用して通学している。今後も、重度・重複障がい児の増加が見込まれ

ている。  
・当校の保健安全部には医療的ケア検討委員会が設けられ、医療的ケア指導医（以下指導医

と略す）、養護教諭、担当教諭、看護師などでよりよい医療的ケアの実践に向けて検討を

重ねている。また、医療的ケア連絡会も行われている。また、学園との日常的な連携を密

にしており、第 1 次医療時に対応に備えた緊急時訓練や、学園との連絡会（月 1 回）医師・
訓練士による研修会などを実施している。  
②医療・医療的ケアについて  

・医療的ケアの必要な対象児童生徒数は 29 名で、全児童生徒数の約 67％を占めており、全  
国的に比率が高い。  

・指導医の校内巡視は年 6 回行われているため常時相談がしやすい状況にある。主治医と指
導医が直接連絡を取り合うというよりも、本人や保護者を介してケアの方向性が決定され、

ケア上で調整が必要な場合は、常勤看護師が主治医にも連絡をとり、相談している。  
③保護者との連携について 

・保護者との連携は、常勤看護師を中心として密に行われている。入園生の場合は、何かあ

れば学園の看護師より申し送りが行われることもある。通学生の場合、保護者の送迎の場

合は、登校時に保健室にて健康チェックを行うため、保護者が記載した記録を確認しなが

ら、保護者とともに、児童生徒の状態をこまめに観察している。  
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④看護師の感じている悩み、困り事、むずかしさについて 

・ヒヤリハットとして多いと看護師が感じるのは、胃ろうチューブのふたの外れや経鼻注入

チューブを用手で抜去などがある。担当教諭の視点でのヒヤリハットは、児童生徒の移動

時のトラブル（手や顔に当たった）が挙げられると思う。  
・ヒヤリハットは最近減っているように思う。担当教諭も含めて、その都度看護師同士で話

し合って工夫したり、忘れないようにノートにして全員が知るようにしている。また、指

導医の校内巡回時に助言を受けている。ヒヤリハットを防ぐには、ケアのチェック状況を

医師にも見てもらうことの積み重ねではないかと思う。非常勤看護師は、常勤看護師より

後で申し送りを受け、ケアの変更を行っている。  
・担当教諭と通じていないと思うことはあまりなく、担当教諭の方が子どものことをよく分

かっているし、ちょっとおかしいとすぐに声をかけてくれるので、様子を見に行くことが

できる。毎年担当が殆ど変更になるため、年度始めでは新しく担当になった子どもの理解

に難しさを感じているようだが、徐々に慣れてくれている。  
・常勤看護師の存在は大きいと思う。常勤看護師と保護者との信頼関係も確立できており、

非常勤であっても、安心して看護ケアをすることができ、教諭の意識づけもできているよ

うに思う。この学校の医療的ケアは、子どもたちのためにと当時の養護教諭とともに、色々

変わってきている。  
・看護師同士全員で話し合える時間は勤務上取ることが難しいが、空き時間を活用するか、

常勤看護師を通して全員に伝わるようにしている。話し合う内容はその日の子どもの状態

が多く、状態によって行うケアが変わるので、相談は必要である。  
２．研修会の開催と評価 

１）特別支援学校看護師への参加の呼びかけ 

当初の予定では、岐阜県の一定の地域の特別支援学校の看護師を対象とする予定であった

が、今回は初めての開催であるため、岐阜県下の、看護師が配置されているすべての特別支

援学校の看護師を対象に実施した。  
岐阜県教育委員会主催（平成 25 年 7 月 24 日（水））の「医療ケア看護師研修会」におい

て勝田が講義を行う機会があり、その際に、事前に県内の看護師たちで自己研鑽する自主的

な体制を構築することの提案をした。その後、県内の医療的ケアを必要とする児童生徒が通

う特別支援学校の校長および看護師宛に、案内文を送付した。研修会は、公的なものではな

く自主的な会であるため、参加は看護師個人の自由意思を尊重できるように、返信は個々人

のはがきによる返送とした。  
２）研修会の開催 

（1）対象：医療的ケアを必要とする児童生徒が通う特別支援学校の看護師。 
（2）参加者：13 校の校長および看護師 47 名宛てに案内状を送付し、研修会への参加は 22 

名（出席率 49％、常勤看護師 3 名を含む）、参加ができない意思表示のあった  
者 8 名を含めると、合計 30 名（返信率 67％）であった。  

（3）研修内容：  ・本事業の趣旨説明  
・自己紹介  
・「現在の特別支援学校における医療的ケアや看護師の状況」講義：勝田  
・情報交換および今後の活動について  

（4）研修会の実施報告  
看護師 22 名が参加し、第 1 回目の研修会を開催した。開催にあたり本研修会の目的の共

有を行い、その後、参加者と大学教員の自己紹介、特別支援学校における医療的ケアや看護

師の現状に関する大学教員による講義、参加者間の情報交換を行った。  
講義においては「現在の特別支援学校における医療的ケアや看護師の状況」と題して、医

療的ケアを必要とする子どもの医療や教育の現状や、全国的な動向について説明をした。ま

た、最近の看護系学会における医療的ケア関連の研究発表が増えてきていることを伝えて、

理解が深まるように資料（平成 24 年度の日本看護科学学会や日本小児看護学会の発表抄録
11 演題）を配布した。  
情報交換にあたっては、研修会以外では情報を話さないという約束を確認した。参加者か

らは、看護ケアの充実が求められる症状や疾病、他校の看護師との話し合いの重要性、学校

管理体制の変化による看護活動への影響、教諭と看護師の連携の難しさといった特別支援学

校の看護師ならではの課題が挙げられ、研修会継続の希望と課題の解決に取り組みたいとい

う意見が聞かれた。また、医療と教育の価値観の違いによる葛藤、学内の健康管理システム

などについて意見交換が行われた。最後に、参加者の司会進行のもと、今後の研修会につい

て、内容、担当者、開催時期、頻度、場所について参加者の希望を取りまとめた。  
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（5）参加看護師の反応：研修会のアンケート結果（表 2-1～2-4 参照）  
研修会後に、参加者である看護師を対象に、研修会の評価、参加の感想、大学（教員）に

求めること、今後取り上げたい課題などの意見を聞くアンケートを行った。  
アンケートは、参加者 22 名中、20 名から回答を得た（回収率 91％）。研修会の開催につ

いて、表 2-1 のように、1）研修会の実施では、“とても良かった”14 名、“良かった”6 名
で、理由としては、学校の現状を話せる、知る機会となることや、自主的な会で、自分たち

で良くしていこうと集まれたことなどが挙がっていた。2）研修会の内容では、“とても良か
った”7 名、“良かった”12 名、“ふつう”1 名で、“ふつう”の理由としては、とりあえず 1
回目だったので、今後に繋がっていけばという意見であった。3）実施日程や案内状、進行、
資料などでは、“とても良かった”“良かった”が 19 名、“ふつう”1 名で、その理由として
申し込み後に案内がなくて不安だったなどがあった。4）研修会の運営、場所、案内などに
ついては、“とても良かった”“良かった”が 19 名で、好評であった。  
表 2-2 のように、研修会に参加して思ったこと等については大きく 3 つ挙がり、〔特別支

援学校の看護師に必要だと思うこと〕については、＜コミュニケーションが大事＞や＜もっ

と知識が必要＞のカテゴリーのほか、＜教育のことをもっと知らなければ＞での、「教員の

ことを理解するということが学校看護師には足りないかもしれない」や、＜特別支援学校看

護師に大切な姿勢＞での、「学校での看護師の役割、望まれることを十分理解しておくこと、

他職種との協働にあたって、お互いの立場を理解して人間関係を良好に保てるようにするこ

とが必要だと思います。」などがあった。〔現状の課題認識〕での＜教育と医療とのずれ＞で

は、「看護師と教員との考えのずれが大きいということが分かった。」や、＜学校による違い

や共通性＞での、「学校によっていろいろと問題や課題があることが分かった」「共通した悩

みや思いがあることが分かりました。」などが挙がっていた。〔研修会に望むこと〕としては、

＜意見交換が大事で解決を諮りたい＞での、「意見交換できることが心強い」「意見を参考に

持ち帰った後、どのように日々の活動に反映させていくかが今後の課題」などが挙がり、＜

会の有り方、方向性＞では「非常勤が多く、自主的に参加することが個々で違う」などの課

題も挙がった。  
表 2-3 のように、大学（大学教員を含む）に望むこととしては大きく 3 つ挙がり、〔研修

会サポート〕、〔情報提供〕、〔社会的役割〕であった。〔研修会サポート〕では、＜研修会組

織のサポート＞や＜指導や助言＞があり、「たくさんの実践の中から研究し論理的にまとめ

て次世代により良い医療が続いていくありがたい機関だと思っています。そういった方々の

おかげで看護師という職種は守っていただいているのだと思います。これからも活動の指導

や解決策など、大学の立場からのご意見、講義などよろしくお願いします。」との意見があ

った。〔情報提供〕では、＜新しい知識や情報＞や＜他府県の状況＞が求められており、〔社

会的役割〕においては、「特別支援学校をもっと広めてほしい」「このような研究会という場

で出た議題をつきつめて研究という形で発表できる様に発展していけるといいと思いまし

た。」などがあった。  
表 2-4 のように、今後取り上げたい研修会の内容については、〔組織内の円滑さ〕、〔ケア

のこと〕、〔問題解決方法〕が挙がり、研修会の中の問題解決法には、ケースカンファレンス

なども提案され、アンケート結果から、今後の研修会のテーマや進め方に示唆が得られた。 
 
表 2-1.研修会の開催について 
 １）研修会の実施  

 ①とても良かった 14  ③ふつう 0  記載なし 8  
  ②良かった 6  ④あまり良くない 0      
 理由   ・毎年夏の研修だけだが、現状を話せる機会となり良かった。  
   ・いろいろな学校の実情を知る機会にもなり、足がかりを作っていただけてうれしかったです。  
   ・自分も 1 年目入った時から年に 1 度しか研修会がなく切望していた。  

・夏の研修以外にも機会が増えるから。 

   ・学校主催でなく、自主的開催がとても良かったです。教育委員会？  
   ・いろいろと勉強する機会が今後あるようになると良いと思う。  
   ・県内の学校 Ns みんなが集まれる場所と機会が持てたことが良かった。  

・夏に会っただけだったので会ってお話しできて良かった。 

   ・あると良いと思っていてもなかなか実現しなかったので良かったです。  
   ・時期が良かった。話が聞けて良かった。  
   ・自分たちで良くしていこうと集まれたこと。
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 2）研修会の内容  
  ①とても良かった 7  ③ふつう 1  記載なし 14   
  ②良かった 12  ④あまり良くない 0     
 理由   ・とりあえず、第 1 回目ということで話しやすい感じでした。  
   ・他の学校の様子が分かってよかった。  
   ・最初に質問がバラバラすぎてまとまらなかったと思うので、今後のことをもう少し早く決めればよかった。

   ・情報を収集できた。  
   ・これからもっと学びたいと思ったから。  
   ・初回なので今後につながっていけば良いと思いました。  
 3）実施日程、事前の案内状、進行、資料など

  ①とても良かった 10  ③ふつう 1  記載なし 16  
  ②良かった 9  ④あまり良くない 0      
 理由   ・申し込みはしたが、その後の案内がなく、少し不安だった。  
   ・緊張しましたが、意見交換がたくさんできて良かったと思います。  
  

 
・わかりやすかったです。  
・早めに連絡いただいて予定が立てやすかった。 

 
 
 

4）研修会の当日運営：場所、案内、部屋、環境、設定など  
 
 

①とても良かった 11  ③ふつう 1  記載なし 12  
②良かった 8  ④あまり良くない 0     

理由  

 

・お茶の用意もあり、良かったです。皆さんの顔も見れて、良い感じでした。 

・初めての看護大に嬉しく思いました。 

・すべて準備していただいて、ありがたかったです。 

・暖かい･･･おもてなし。 ファイル、飲み物、サンタさんの折り紙･･･うれしかったです。 

・前に来たことがあるので、わかりやすかった。 

・トイレも広くて気持ち良かった。 

・場所を提供していただけて、とてもありがたかったです。 

・不慣れな土地だったので少し迷いました。 

 
表 2-2.研修会に参加して思ったこと、特別支援学校看護師（自分）に必要だと思うこと、課題など 

特
別
支
援
学
校
看
護
師
に
必
要
な
こ
と 

コミュニケーション

が大事 

・コミュニケーションの充実。 

・小児や障がいを理解してコミュニケーション能力を磨きたいと思います。 

教育のことを 

もっと知らねば 

・教育を理解しようとする姿勢（必要）。 

・教員のことを理解するということが学校 Ns には足りないかもしれない。 

・教育方面の知識が欲しいです。 

・学校教育に対する知識。 

特別支援学校 

看護師に 

大切な姿勢 

・子どものことを大切に考えている方ばかりだと思った。学校という場で、病院とのギャップを感

じながらの働いていくのは大変だと痛感した。 

・いつも自分たちの子どものように接するようにしています。 

・自分に必要なことは子どもが安全に学校生活を送れるよう、学校の中でその役割を果たす

ことだと思います。看護師がいることで、保護者や教員が安心していただけたら嬉しいです。 

・学校での看護師の役割、望まれることを十分理解しておくこと、他職種との協働するにあた

って、お互いの立場を理解して人間関係を良好に保てるようにすることが必要だと思います。

・看護師としての責任感（生徒の安全を守る）。 

もっと知識が必要
・まだまだ学校看護講師としては分からないことだらけなのでもっと勉強したい。 

・知識不足もあるので、てんかん発作や摂食など講義もあればいいと思います。 

現
状
の
課
題
認
識 

教育と医療との 

ずれ 

・教育と医療の考え方の違い（課題）。 

・看護師と教員との考えのずれが大きいということが分かった。 

・教員とのやりとりが大変だと感じていることが共感でき良かった。 

学校による違い・

共通性 

・学校によって状況が様々だと感じました。 

・疑問に思うことや不安不満に思うことの多い中、日々勤務しているが、自分の環境は恵ま

れているのかもと思った。 

・学校によっていろいろと問題が課題があることが分かった。 

・それぞれの学校の話が聞けて良かったです。 

・共通した悩みや思いがあることが分かりました。 
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研
修
会
に
望
む
こ
と 

意見交換が大事

で解決諮りたい 

・各校で悩みを聞けてこれから徐々に解決していければと思います。 

・様々な人たちの意見が聞きたい、聞いていかなければいけないな。 

・意見交換ができることが心強い。 

・意見を参考に持ち帰った後、どのように日々の活動に反映させていくかが今後の課題。 

会のあり方、 

方向性 

・他の学校との連携力。 

・非常勤が多く、自主的に参加することが個々で違う。 

・毎回勤務することでの条件を不満に思って見える方が見えますが、それは納得しての上な

ので、勤務条件についての話はしなくてよいと思います。 

 

表 2-3.大学（大学教員を含む）に望むこと 

研
修
会
サ
ポ
ー
ト 

研修会の組織 

サポート 

・場所の提供。 

・今後も続けていたいです。 

・今回のような組織作り。サポートは大変ありがたいです。これからもよろしくお願いします。 

・今回のような会を開く機会を作ってくださってありがとうございました。 

指導や助言 

・研究会を継続するにあたっての指導、助言。 

・助言をいただければ、幸いです。 

・たくさんの実践の中から研究し論理的にまとめて次世代により良い医療が続いていくありがた

い機関だと思っています。そういった方々のおかげで看護師という職種は守っていただいてい

るのだと思います。これからも活動の指導や解決策など、大学の立場からのご意見、講義な

どよろしくお願いします。 

情
報
提
供 

新しい情報や 

知識 

・学校内では、新しいことなどが入ってきにくいため、情報を頂きたいです。 

・現在の大学生の教科で、私たちにも必要と思われることや先生方の専門学もお聞きしたい

です(今後）。 

・知識や情報を与えていただきたいです。 

・大学の立場からのご意見、講義などよろしくお願いします。 

・新しい情報の提供はとても嬉しいです。 

・情報を知らせて欲しい。 

他府県の状況 
・他県の状況や取り組みについて教えて欲しい。 

・資料や他県の情報も分かりとてもありがたいです。 

社
会
的
役
割 

研究など社会的

活動 

・特別支援学校看護師をもっと広めて欲しいです。 

・このような研究会という場で出た議題をつきつめて研究という形で発表できる様に発展して

いけるといいと思いました。 

・たくさんの実践の中から研究し論理的にまとめて次世代により良い医療が続いていくありがた

い機関だと思っています。そういった方々のおかげで看護師という職種は守っていただいてい

るのだと思います。 

その他 
・各学校の研修案内（他校も参加して良いのなら・・・）。 

・特にない。 

表 2-4.今後取り上げたい研修会の内容など 

組
織
内
の
円
滑
さ 

看護師の立場 
・非常勤看護講師としての立場確立のため、しっかりとした組織作りをしていきたい。 

・看護講師の学校での在り方について。 

関連する人々との

関係づくり 

・Dr.、教育委員会の見解を聞きたい。 

・主治医との関わり→もっと学校のことを知ってもらいたいと思っています。 

・教員の立場からの話を聞く。 

・保護者との関係をどうすればいいか？ 

・養教との関わり。 

ケ
ア
の
こ
と 

ケアする上での 

知識 

・摂食。 

・誤嚥。 

・Dr.の講義。 

ケアする上での 

技術 

・スキルアップの方法。 

・看護技術の研修を受けたい（スクイージング）。 

・医療現場から遠のいているので、今の病院や在宅ではどういった注入をしているのか知りた

いです。特別支援学校ではミキサー食（固形物）を注入しているのでしょうか？嘔吐の子がう

つ伏せで注入すると良いと研修で聞いたのですが、詳しく知りたいです。 
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問
題
解
決 

ケースカンファ 

レンス 

・勤務してる中で、実際に困ったり悩んだケースを具体的に挙げて意見交換や問題解決につ

なげていければ良いです。 

・ケースカンファレンスなどできたら良いです。 

その他 ・たくさんありますが、これからきちんと考えます。 

  
（6）研修会の教員評価 
アンケート結果を受けて、研修会の内容については概ね良好であった。研修会設立に対す

る要望が看護師にあり、今後の活動が大学に依存するのではなく、看護師が自主的に取り組むこと

が期待でき、今後の継続した活動ができそうである。第 1 回研修会のなかでは、発言に偏りがあったよ
うに感じられたが、第 2 回目の実施に向けた検討会において、常勤看護師のなかでもそのような意見
がみられた。今後は、看護師間で調整し、全員の意見を取り入れた会の成立が望まれる。 
３．自立的な研修会へのサポート 

特別支援学校看護師の研修会を実施し、今後の研修会の継続や、自主的に情報交換や研鑽

を行っていく看護師たちの思いや意向が確認できた。そのため、大学の立場として、どのよ

うな方法・方向性でサポートしていくのが良いのかを検討しながら進めていく必要がある。 
平成 26 年 2 月 6 日（木）に、常勤看護師 3 名より相談を受け、大学教員 4 名が参加して、

次回の研修会の内容や今後の在り方などについて相談を受けた。看護師たちは、前回の研修

会のアンケート結果を事前に提示して考えてきており、相談当日は会の位置づけや方向性な

どを再確認しながら、どのような方法・内容で進めていけばよいのか具体的に検討しつつ、

看護師たちの主体的な活動となるように意識して相談に乗った。結果、第 2 回目の研修会を
3 月 31 日（月）に開催できるまでの段取りを詰めることができたが、「看護師たちの主体」
と「大学教員とのサポート」のバランスについては、これからも意識して配慮していく必要

がある。  
 
Ⅵ．教員の自己点検評価 

１．実践の場に与えた影響 

看護活動の変化として、第 1 回目の研修会後、看護師たちが主体的に動いていき、今後の
研修会の計画を立案しようとしていることが挙げられる。  
また、看護職の行動・認識の変化としては、研修会の参加状況やアンケート結果から、特

別支援学校の看護師たちが、自らの役割の追究や自己研鑽についての意欲が高いことが分か

った。しかしながら、具体的な行動の変化を把握するには至っていない。学校現場における

看護師の個々の成長については、これからである。  
第 1 回目の研修会を終えた後、看護師たちから第 2 回目の研修会を開催したい希望が挙が

り、次に繫がる研修会を計画することができた（平成 26 年 3 月 31 日（月）開催予定）。こ
のように、主体的な意志があるからこそ、次に繋がった行動がみられたと考えられ、認識の

変化としても良い方向性であると評価できる。  
２．本学の教育・研究活動に与えた影響 

教育活動への効果として、特別支援学校 2 校の視察を行い、子どもたちの生活における学
校の位置づけや、子どもたちの個別な教育課程の意味や教諭の実践の意図、地域の看護の場

の 1 つである学校の役割、医療的ケアが必要な児童生徒に対する看護師の役割や教諭や養護
教諭との連携などを把握することができた。これらのことは、今後の授業や実習指導、実習

開拓にも役立つものであった。平成 26 年度は、あらたに特別支援学校での学外演習を行わ
せて頂くが、今後、3 年次生の領域別実習の一部などでも開拓を試みたい。今回の取り組み
は、実習を行ううえで、初めて看護学生を受ける特別支援学校に対して、どのような伝えか

た、内容・方法で実習依頼をすると理解していただきやすいかなども分かることができた。

また、今後の小児看護の潮流として、地域で展開する在宅看護は欠かせず、教育の内容や演

習などにも反映させていく礎にもなった。  
研究活動への効果としては、今後、大学教員として研究的な取り組みへも発展させていき

たいと考える。また、看護師たちから研究に対するニーズも把握していき、課題となってい

る本質を研究的に明らかにしたうえで、どの特別支援学校においても一般化できる結果を出

すことができるとよい。  
 本事業を通して捉えた看護職の生涯学習ニーズとして、同じ県内でも一同に看護師たちが

集まって情報交換したり研鑽する場は限られており、意見交換したり、知識や技術を深めた

いニーズは高いため、研修会などを継続していくことそのものも看護師たちのニーズである

と捉えることができる。また、今後も生涯にわたって自己研鑽していくためには、自主的主
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体的なこの研修会を自分たちで発展させていくことの意味は伝わったと思われる。  
 
Ⅶ．今後の課題および発展の方向性 

今回、研修会への呼びかけを行って、非正規職員であっても、現在の児童生徒の状況や医

療的ケアの支援体制などに対する関心や意識の高い看護職が多いことが分かった。今後の研

修会での課題となることは、第 1 回目は看護大学内で行ったが、やはり遠方からは欠席者や
返信なしの者が多く、研修会へのニーズがあっても研修会会場が遠いという、距離的な問題

があると思われる。今後、地域をうまく当番制や地区別開催にするなどして、開催地を考慮

していく必要があると思われる。  
到達目標であった、「教育現場において看護師として、主体的で専門性の高い看護の提供

に繋がるよう支援するとともに、自己研鑽できる自立的な集団として成長できるよう支援す

る。また、今後のより良い実習場所の開拓にも繋がる可能性もあり、相互に高めあえる関係

づくりを目指しながら進める。」について、前半の自立的な集団として成長できることへの

支援は、まだ始まったばかりである。今後、さまざまな困難などを一緒にクリアしていける

関係性を互いに持ちながら進めていきたいと考える。特別支援学校の看護師たちが主体的に

動けるようになることが大切であるというメッセージを最初から示したことをふまえ、常勤

看護師たちを中心に活動を発展させていけるよう、大学教員として側面からサポートしてい

けたらと考える。後者の実習施設としての可能性については、1 年次生の看護学概論の学外
演習における実習場所の 1 つとして、平成 26 年度よりあらたに特別支援学校を 1 校加える
ことができた。それと同時に、育成期の学外演習の目標表現には、保健・医療・福祉だけで

はなく、「保健・医療・福祉・教育」を加えて表現し、あらたな小児看護の場として位置づ

けられるようにした。  
 次年度に向けては、今年度の事業を終えて見いだされた課題について、研究的な取り組み

も行いながら、特別支援学校の看護師の主体的な取り組みが充実し、安定して継続できるよ

う、サポートを考えていきたい。  
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第２部 

終了分の総括報告 

１．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～25 年度） 
 



 

 

 



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 

 

Ⅰ．目的（本事業の必要性） 

 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喫緊の課題とな

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、森（2008）

は県内ステーションの人口対・面積対の設置数は全国平均をやや下回っていると述べている。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、ステーション管理者の

管理者機能不足、在宅医療に係る制度や仕組みの不備など多様な問題の存在が指摘されている。一方、

現制度の中でも有効な地域資源として発展しているステーションは存在しており、工夫次第でその活

動を充実・発展させることは可能である。 
ステーションが提供するサービスは、人々が生活を営む家庭で展開されることから、地域の保健・

医療・福祉・介護資源の状況、介護等に対する住民の意識、地理的環境などによって、ステーション

が担うべき役割や求められる活動にも地域差が生じる。ゆえに、ステーション活動の充実・発展を議

論する際に、自施設の地域資源としてのあり方を追求することは重要であると考える。 
以上のことから、本事業では、訪問看護師が日常の看護実践を振り返り、自施設の現状を地域とい

う視野でみつめる機会を提供し、それを通して、在宅ケアに係る課題の解決につながる取り組みの可

能性を検討することを目的とした。 
 
Ⅱ．事業担当者 

事業を担当した教員は、5年間で計 14 名であった。表 1に年度別の担当教員を示した。 

 
表 1 事業を担当した教員 

年度 教員の所属と氏名 

平成 21 年度 地域基礎看護学講座：森仁実、松下光子、普照早苗、田内香織、金子徳子 

平成 22 年度 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 

平成 23 年度 地域基礎看護学領域：森仁実、松下光子、田中昭子、普照早苗、臼井みどり、原田めぐみ 

成熟期看護学領域 ：奥村美奈子 

平成 24 年度 地域基礎看護学領域：森仁実、松下光子、杉野緑、田中昭子、日比野直子、原田めぐみ、 

種村真衣、髙橋智子 

成熟期看護学領域 ：奥村美奈子 

平成 25 年度 地域基礎看護学領域：森仁実、松下光子、杉野緑、田中昭子、日比野直子、原田めぐみ、 

種村真衣、髙橋智子 

成熟期看護学領域 ：奥村美奈子 

 

Ⅲ．実施方法 

１．研修の方法 

 研修は、個々の施設に教員が出向いて実施する個別職場訪問研修とワークショップ研修を組み合わ

せて構成した。岐阜県の保健医療計画における二次医療圏（老人福祉圏域と同様）を基本とし、毎年

度、一圏域を対象として圏域内に開設されている全ステーションを対象として実施した。 

個別職場訪問研修では、研修の実施に同意が得られたステーションを教員 2～3名が訪問し、現地看

護職に面接して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した。訪問看護活

動の実態を捉えるため、施設の概要、利用者および訪問実績などの基本情報、適切なサービスを提供

するための取り組み、訪問看護ニーズを掘り起こすための工夫、在宅での看取りを実現するために実

施していること、難病やがん末期など濃厚な支援を要す利用者への対応状況、在宅ケア充実のために

もっと応えたい対象・やりたいと思う活動等について問いかけた。教員は、活動の現状と地域特性か

ら予測される住民のニーズを踏まえて、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

交換を行った。 

ワークショップ研修は、基本的に個別職場訪問研修を呼びかけたステーションに対して案内文を郵

送し、参加を呼びかけた。年度によっては、当該年度の事業対象施設だけでなく、過去に事業対象と

したステーション、県健康福祉部医療整備課、国民健康保険立の医療施設にも参加を呼びかけた。ワ

ークショップ研修では、個別職場訪問研修を通して把握した訪問看護活動の現状を、訪問看護師が意

識して取り組んでいること、並びに課題に整理して教員から報告し、参加者と内容を共有した上で、

訪問看護師が担うべき役割やステーションのあり方について意見交換をした。 
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２．研修の内容と結果 

 個別職場訪問研修は、5 年間で計 70 ヶ所のステーションに呼びかけた。個別職場訪問研修の実施に

協力が得られたステーションは表 2に示した 47 施設で、参加者数は管理者 48 名、スタッフ 46 名の計

94 名であった。その設置主体は、医療法人の施設が 11 ヶ所、営利法人が 10 ヶ所、市町村・厚生連・

看護協会の施設が各 5ヶ所、社会福祉法人・医師会の施設が各 4ヶ所、生活協同組合・日本赤十字社・

社会福祉協議会の施設が各 1 ヶ所であり、多様な法人となっていた。ステーションの開設時期は、介

護保険制度が導入される前の平成 11 年以前の施設が 16 ヶ所、介護保険導入後の平成 12 年以降が 31

ヶ所であり、その内 8ヶ所は、介護保険が改正された平成 18 年以降に開設されていた。看護職員数（常

勤換算）は、4 人未満の施設が 19 ヶ所、4 人～6 人未満が 17 ヶ所、6 人～10 人未満が 10 ヶ所、10 人

以上が 1ヶ所であり、4人未満の施設が全体の 4割を占めていた。 

 
表 2 個別職場訪問研修を実施した施設の概要 

 
表 3 ワークショップ研修の実施状況 

年度 研修会場 
参加者数 

計 管理者 スタッフ その他 教員 

平成 21 年度 美濃加茂市文化会館 10 4 1 － 5 

平成 22 年度 岐阜県立看護大学 16 5 6 － 5 

平成 23 年度 ふれあい福寿会館 13 6 1 1 5 

平成 24 年度 飛騨・世界生活文化センター 15 2 2 4 7 

平成 25 年度 武並コミュニティーセンター 13 5 1 1 6 

 

ワークショップ研修は、表 3 に示すように計 5 回実施した。研修会場は、各年度の個別職場訪問研

修を行ったステーションから、できるだけ近いところで確保した。参加者は 5年間で 67 名（教員を含

む）、その内、ステーションの管理者は 22 名、スタッフは 11 名であった。以下、年度別に研修の概要

を説明する。 

 平成 21 年度は、中濃圏域と多治見市に開設されている 20 施設を対象として実施した。個別職場訪

問研修は 15 施設で開催し、管理者 14 名、スタッフ 9名の計 23 名の参加が得られた。ワークショップ

研修は美濃加茂市文化会館で開催し、5 施設から 5 名の看護職の参加を得た。「ステーションの活動を

充実・発展させるために」をテーマに話し合い、新規利用者を獲得する工夫、非常勤職員の多い職場

環境の中で研修を実施する方法、医師と連携するための取り組みについて意見交換した。  

 平成 22 年度は、西濃圏域に開設されている 16 施設を対象として実施した。個別職場訪問研修は 9

施設で開催し、管理者 9名、スタッフ 7名の計 16 名の参加が得られた。ワークショップ研修は本学（羽

島市）で開催し、6施設から 11 名の看護職の参加を得た。「看取りを支える訪問看護の在り方」をテー

マに話し合い、終末期の場合は特に利用者本人の願望を大切にしたいが、訪問看護の依頼が遅いこと

もあって本人との関係形成が不十分なため深く関われない、病院に見放されたという気持ちがある利

用者は訪問看護師の受け入れが悪いなどの悩み、臨死期を迎える家族に対する指導内容やサポート方

法、看取りの状況をフィードバックして在宅での看取りが可能であることを病院関係者に伝える必要

性について意見交換した。 

 平成 23 年度は、岐阜圏域（岐阜市を除く）に開設されている 13 施設を対象として実施した。個別

職場訪問研修は 7施設で開催し、管理者 7名、スタッフ 4名の計 11 名の参加が得られた。同年は岐阜

圏域でワークショップ研修を開催することから、訪問看護師養成講習会などを通して訪問看護師の確

設置主体 

（N＝47） 

開設時期 

（N＝47） 

常勤換算看護職員数 

（N＝47） 
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保・養成に関わる県健康福祉部医療整備課の看護企画官にも、ワークショップ研修への参加を呼びか

けた。また、できるだけ多くの訪問看護師に参加してもらいたいと考え、平成 21・22・23 年度の 3年

分の対象施設、計 49 ヶ所のステーションに対して、ワークショップ研修への参加を呼びかけた。研修

会場はふれあい福寿会館（岐阜市）としたところ、6施設から 7名の看護職、県健康福祉部医療整備課

職員 1名の参加が得られた。「在宅ケアの充実に向けて訪問看護師ができること、ステーションが強化

すべき取り組み」について話し合い、医師を交えた事例検討会や認定看護師を講師に迎えた研修の実

施、利用者をチームでケアできる体制づくり、利用者からの苦情への対応方法等の意見交換をした。

参加した現地看護職から、県が企画する訪問看護師養成講習会等の研修について、参加したくても研

修期間が長すぎるため利用できないなどの意見が出された。 

平成 24 年度は、飛騨圏域に開設されている 9施設を対象として実施した。個別職場訪問研修は 8施

設で開催し、管理者 8 名、スタッフ 19 名（リハビリ職員 2 名を含む）の計 27 名の参加が得られた。

飛騨圏域の国民健康保険立の医療施設（以降、国保医療施設と記す）では、診療所看護職が訪問看護

を行っている場合が少なからずみられることから、国保医療施設の看護職に対してもワークショップ

研修への参加を呼びかけた。研修は飛騨・世界生活文化センター（高山市）で開催し、3ステーション

から看護職 4 名、4 国保医療施設から看護職 4 名の参加を得た。「過疎地域における在宅ケア体制の充

実を図るために」をテーマにし、過疎地域では困難が多いと推測される緊急時の対応方法、主治医と

密接に連携する工夫について意見交換した。一方で、そもそも人工呼吸器装着の在宅療養者がいない、

老々介護の場合どちらかが倒れると施設入所になってしまう現状や、募集しても看護職が確保できな

い悩みが共有された。 

平成 25 年度は、東濃圏域（多治見市を除く）に開設されている 12 施設を対象として実施した。個

別職場訪問研修は 8施設で開催し、管理者 8名、スタッフ 8名の計 16 名の参加が得られた。東濃圏域

の国保立診療所・病院においても、看護職が訪問看護を行っている施設がみられることから、同年の

ワークショップ研修も国保医療施設の看護職に参加を呼びかけた。研修は、武並コミュニティーセン

ター（恵那市）で開催し、6ステーションから看護職 6名、1国保医療施設から看護職 1名の参加を得

た。「在宅ケア充実に向けて訪問看護が取り組むべきこと」をテーマに話し合い、往診が困難な地区で

看取りを支えるために、死亡診断書作成やエンゼルケア実施に関し柔軟な対応をしていること、医師

の過重な負担を軽減するため、事前に相談して医師を夜間に呼び出さないで済むよう工夫しているこ

とが共有された。小児について、「受けないといけない」という認識はあるものの、乳幼児に対応する

怖さ、専門医や利用者のレスパイトを受ける資源の不足から、サービス提供には困難感が大きい現状

が語られ、解決が必要な課題であることを共有した。 

 

Ⅳ．成果 

１．看護職の認識・実践への影響 

 個別職場訪問研修という形で教員が現地へ出向き、管理者だけでなくスタッフの参加を積極的に呼

びかけたことで、1施設当たり平均 2.0 名の参加者が得られた。複数の参加者がいる場合、教員が質問

をする際は、参加者個々から回答がもらえるよう意識して研修を進めた。これにより各看護職の意識

や取り組みの表出が促され、互いの刺激になったり、管理者がスタッフの新たな面を知る機会になっ

ていた。また、参加者が語った看護実践に関し教員が捉えた意味を返すことで、何気なく行っている

看護実践の意味を現地看護職が再認識する機会になることもあった。 

 ワークショップ研修については、毎回、他のステーションも同じような悩みを抱えていること、そ

の中で各施設が課題解決に向けて多様な取り組みをしていることを知り、参考になった、前向きな気

持ちになったという反応が共通してみられた。岐阜県ではブロックごとに「訪問看護ステーション連

絡会」が組織されており、管理者同士が施設を超えて情報交換する機会はあるが、その場では話題に

ならない現状や取り組みがあったと評価された。ワークショップ研修では、個別職場訪問研修で参加

者が語ったことをもとに看護実践の現状と課題をまとめて報告したが、具体的内容がわかる資料を配

布しているため詳細な内容が伝わったのだと思われる。さらに、圏域の地域性を踏まえた話し合いが

できるよう地域概況を示す資料を配布したが、岐阜県という視野から圏域や市町の状況を捉えること

ができたという意見がみられ、活動する地域の特性を改めて考える機会になっていた。 

２．本学の教育・研究活動に与えた影響 

 岐阜県の全域を対象に、圏域単位でステーションを訪問し、ワークショップ研修を実施したことで、

各圏域におけるステーション活動の現状を把握することができ、その特徴を大掴みに捉えることがで

きた。ステーションが活動する地域の特性がその活動体制や内容に影響を与えることを、改めて実感

する機会になった。 

教育活動に与えた影響としては、本事業を通して把握した看護実践の中には、利用者の在宅ケアニ

ーズに応えるための努力や課題が含まれており、学部や大学院の授業でこれらの実践事例の一部を用

いてきた。また、研修をきっかけに学外演習や領域別実習の受け入れを依頼し、現在も実習施設とし
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て協力してもらっている施設が 5 ヶ所ある。本事業を通して過疎地域におけるステーション活動の現

状を把握し、やはりステーション単独の努力だけでは過疎地域に訪問看護を届けることは難しいと感

じた。現在、事業を担当した一部の教員が、過疎地域における在宅ケア体制づくりをテーマにした文

部省科学研究に取り組んでいるが、ワークショップ研修を通して研究協力の得られる現地看護職を確

保することができた。 

３．実践にあたり困難な点、工夫したこと 

 個別職場訪問研修は、現地看護職にとっては負担が少なく参加しやすい形態の研修であるが、中に

は大学から片道 3 時間ほどかかる施設もあるため、教員間側に移動の負担が大きかった。また、訪問

する際は 1施設 2人以上の教員が出向くようにしたが、教員が出張可能な 8・9月中に研修日を調整す

ることができず、授業開始後の 10 月に訪問せざるを得ない施設もあった。職場へ出向くことは、教員

にとっても現地の状況が捉えやすいなとのメリットがあるが、やはり負担は大きい方法である。 

ワークショップ研修は、対象とした圏域内の会場を確保し、複数の候補日を挙げて看護職の都合を

確認し、より多くの参加者が得られそうな日に開催するようにした。また、国保医療施設において訪

問看護の実績がある飛騨・東濃圏域では、ステーションだけでなく国保医療施設の看護職にも参加を

呼びかけ、施設種別を超えて訪問看護の現状を共有し、同じ地域を支える仲間として在宅ケアの充実

について話し合える機会を提供した。 
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