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本学の紀要には、教育実践研究という論文の種類があ

る。教育実践を素材にし、新しい知見や教育の改善、発

展に寄与する研究とされている。教員自身が日々意図的

に行っている教育実践を研究的にまとめ、評価・改善に

つなげる取り組みが多く報告されている。教育実践研

究の実施プロセスにおいては、ともに教育活動を行って

いる教員間のディスカッションが行われ、実施している

教育の目的や方法の再確認や共通認識の形成、評価と改

善、新しいアイデア創出の機会となる。そのような経験

は、特に教育経験の少ない教員にとっては成長の機会に

もなると期待される。さらに、紀要に掲載されて公表さ

れることによって、学内、学外の教員や看護職者と共有

することができる。

これまでに、私自身も教育実践研究の報告を行ってき

た。それらの報告は、所属している地域基礎看護学講座

の教員メンバーとともに取り組んだものである。地域基

礎看護学講座では、地域基礎看護学の授業全体に関する

改善・改革を講座として推進する取り組みを続けている。

講座として取り組んだ教育活動を紀要に報告するとと

もに、講座の教員がそれぞれ紀要に掲載した教育実践研

究報告の内容や各授業科目の内容を報告しあって共有し、

地域基礎看護学としての教育内容と学士課程 4 年間の

学習プロセス、卒業時到達目標の明確化をめざした検討

会を行っている。話し合いの時間を確保することも大変

な状況ではあるが、教育活動をまとめたり、講座全体の

教育内容を考えてディスカッションを行うことは、その

中で驚いたり納得したりしみじみしたりハッとしたりと、

おもしろい経験である。そのように気持ちが動くと自分

自身の中に気づきが蓄積されていく。それらの取り組み

の中から、授業展開のアイデアが生まれて実施したもの

もあるし、地域基礎看護学としての教育内容や学生の学

習段階が少しずつはっきりしてきていると感じている。

大学における FD 活動は、大学設置基準の改正により

2008 年 4 月から義務化された。本学では、開学年度の

2001 年 3 月に教育能力開発委員会が設置され、FD 活

動の企画 ･ 運営を担ってきた。本学のＦＤ活動は、教育

能力開発には講義を受け知識を得るといった受身の活動

のみではなく、主体的な参加が不可欠であるとの考えの

もとに進められてきた。FD として取り上げるテーマに

ついて教員の意見を募集し、また、研修会においては小

グループでの討議を多く取り入れるといった取り組みを

行ってきた。2007 年 1 月に実施した本学の教育能力開

発に関する教員アンケート結果から、教育能力開発委員

会が実施してきた各活動と教員の能力開発とのつながり

について確認できた。それと同時に委員会が意図して

実施したこと以外で、教員としての能力開発につながっ

ていると思うこととして、日常行っている教員間での授

業検討、学生指導など教育活動、紀要 ･ 研究などの研究

活動が能力開発につながっているとの意見が挙げられた。

自分たちが行っている教育実践活動を話し合ったり研究

としてまとめたりすることは、忙しい日常の中で深く考

える機会であり、当事者としての主体的なかかわりを通

して教育能力を高める場面になっている。

大学教育、看護学教育を取り巻く状況は、時々刻々と

変化している。教員は、学生や看護実践の変化を日頃の

教育研究活動を通して感じている。教育活動は看護活動

と同様に、自分がいるその場においてどう取り組んだら

よいのかはそれぞれの場の条件によって異なる。一人ひ

とりの教員が自分のいる場で考え、工夫していく必要が

ある。それは、教員自身の実践をいかに改善するか、教

員の教育能力をいかに高めるかということである。看護

実践研究を重視する本学らしく、教員自身の教育実践研

究の成果が紀要において数多く報告され、さらにそれら

の報告が教員間で共有されて教育実践活動の改善に活か

されることを FD 活動の推進という視点からも期待した

い。

（地域基礎看護学講座准教授）

〔巻頭言〕

ファカルティ・ディベロップメント（FD）活動としての教育実践研究

  
教育能力開発委員長　松下 光子
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要旨

本研究は、双子の一方に障がいのある子をもつ母親が役割取得過程において、相互作用している相手を明らかにする

ことを目的に、グラウンデッドセオリー法を用いた。

研究参加者は、配偶者のいる母親 14 名である。年齢は母親 29 歳～ 45 歳、平均 37.4 歳、双子は、２歳８ヶ月～ 12

歳、平均 5.9 歳であった。

分析の結果、《医療に関わる人々》、《健常児の存在》、《身近な援助者》、《分かり合える仲間》、《健常者世界しか知ら

ない人々》の重要他者の５カテゴリが抽出できた。《医療に関わる人々》は、医師・看護師・理学療法士など、障がい

のある子の治療・療育に関わり、善くも悪しくも母親に影響をした者である。《健常児の存在》は、母親がわが子の障

害を知りショックを受け落ち込んでいる時期に母親の気持ちを立ち直りに向かわせた双子の健常児や上の子の存在であ

る。《身近な援助者》は、実質的に生活を助けてくれる人である。《分かり合える仲間》は、対等な関係で心を開いて自

分や子どものことを話ができる、共感や励ましをもらい、障がいのある子の成長に見通しをくれた母親である。《健常

者世界しか知らない人々》は、障がい者の世界を知らない人々の存在である。

《健常児の存在》は双子の一方に障がいのある子をもつ母親の特徴と考えられた。また《分かり合える仲間》との出

会いは、仲間意識や共感を味わい救われた気持ちにさせたと考えられた。その《分かり合える仲間》に癒された母親は、

《健常者世界しか知らない人々》に寛容になりゆとりをもてるようになったと考えられた。

キーワード：障がい児、母親、家族、相互作用

Ⅰ．はじめに

近年多胎・双胎妊娠の増加があり、それらは早産や障

害の発生率を高くしている 1）～ 3）。

双胎妊娠では両親はショックを受けたり 4,5）、妊娠を

喜べない 6）ことも多い。双胎妊娠に不安を抱き妊娠の

受けとめに混乱が起こりやすいのは、初産婦よりも経産

婦であるという指摘もある 7）。また双子の育児において

も様々な困難が指摘されている 8）～ 10）。たとえば双子が

5 歳になった時点でも母親の不安の高いこと 11）、双子

と母親の三者関係の形成に対する困難 12） や双子の上の

子と母親の関係形成が困難 13）、双子の誕生による夫

婦関係への影響 14）が指摘されている。その特有な困

難に母親は直面しながらも父親や周囲のサポートを得

て 15,16）育児をしている。 

障がい児のいる親の場合をみると、子どもの障害の受

容は一度だけで達成するのではなく子どもの発達事象に

より繰り返される 17）～ 20）。その繰り返しを通して親の

意識や価値観は変容して 21,22）、「親となる」ことによる

人格発達に加え、障がい児の養育経験により人格発達が

起こっている 23）。
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〔研究（原著）〕

双子の一方に障がいのある子がいる母親の役割取得過程における相互作用

泊  祐 子

Interaction on Role Taking Process of Mothers with a Disabled Twins

 Yuko Tomari

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



双子の一方に障がい児がいる場合ではどうであろうか。

母親の感じている育児上の困難は、健常きょうだいから

発せられる平等の欲求に公平な世話のための葛藤があり、

単胎児に障がいの子どもがいる場合には、母親は姉妹に

対して世話できない申し訳なさと世話の代替者を期待す

る両義性をもった 24）。さらに双子の一方に障がい児の

いる母親はその育児経験から、〈双子の育児の始まり〉、

次に〈双子に障がい児と健常児をもつ母親の役割認知と

取得〉〈双子という既成概念への葛藤からの解放〉の過

程を経て、障がい児がおおよそ思春期に入るまでに〈人

の役に立つ自分になる〉という社会的自我の獲得をして

いた 25）。しかし、先にも述べたように双子の誕生によ

る夫婦関係への影響 26）や、双子の育児の過程では、母

親は双子との三者関係の形成に困難 27） を感じたりしな

がらも、周囲のサポートを得て 28,29）育児をしているので、

誰と、社会の何との相互作用が〈人の役に立つ自分にな

る〉という社会的自我の獲得過程に影響したのかを明ら

かにすることは意義があると思われた。

そこで、本研究では双子の一方に障がい児のいる母親

が〈人の役に立つ自分になる〉という社会的自我の形成

の過程でどのような人々や社会とかかわり、それに意味

づけをして役割取得を行っているのかを明らかにするこ

とを研究目的とする。

　

Ⅱ．研究方法

質的帰納法のうち修正版グラウンデッドセオリー

法 30,31）を用いた。

1．研究参加者

本研究への参加者は、双子の一方に障がい児をもつ配

偶者のいる 14 名の母親である。子どもの障害の種類に

より療養の形態が異なるので、障害の条件を脳性麻痺等

により訓練を必要とする肢体不自由があることとし、も

う一方は健常を必須条件とした。筆者の今までの経験上、

母親の記憶に鮮明に残っている時期は、妊娠中、障害の

告知前後数年と現在に近い記憶であったので、母親が子

どもと共に関係する人々の全体を研究に反映できるよう

に双子の年齢を 2 歳頃、就学前後頃、10 歳頃に散らば

らせた。

2．質問内容と面接場所

質問内容は以下の通りである。

1）家族の紹介

2）障害が分かるまでの経過

3）子どもの治療や療育への人々の関わりにおける印象

に残っている人 : よい意味でも悪い意味でも

4）育児における夫や子ども及び拡大家族、友達や近隣

の人々の協力や助け逆に不愉快な経験で印象に残っ

ている人

5）2）～ 4）に関して双子だからという特徴

上記について、研究参加者に約 2 回の面接、面接時

間は初回約 1 時間、2 回目以降は確認と追加の短時間あ

るいは電話でのインタビューを予定している。

面接は、研究参加者に事前に質問内容の説明書を渡し

た。研究参加者に過去の育児中の経験を思い出すために、

書き記したメモや日記及び母子手帳を振り返ってもらっ

た後で行った。面接場所は、研究参加者の希望により自

宅や大学の研究室、その他の場所で行った。

面接内容は研究参加者の承諾が得られた場合に録音し、

逐語的に起こした。さらに研究参加者のうち 6 名は双

子の会の集会での様子も承諾を得て記録した。

3．分析方法

1）面接内容の逐語録と集会での参加観察によるフィー

ルドノートの分析

面接内容の逐語録とフィールドノートの記載内容の分

析は修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ法を

参考にして以下に作成した方法により分析する。

（1）面接内容の逐語録とフィールドノートの記載内

容をデータとして、一行から数行の単位で精読し、意味

のひとつのまとまり毎に書き出し、研究参加者の言動や

出来事の意味をコードに表す。それらのコードは誰との

相互作用によって起こったのかを記載する。

（2）類似のコードをまとめてその意味を忠実に表す

言葉を選び概念とする。

（3）概念間の関連性に基づいてカテゴリをつける。

（4）カテゴリ間の関連性により上位カテゴリに分類

し、上位カテゴリの関係性を時間経過にそって図式化し、

現実を説明できる枠組みを明らかにする。

（5）（1）～（4）は同時に行う。

4．結果の信頼性と妥当性の確保

データの信頼性を確保するために研究参加者への面接

を 2 ～ 8 か月あけて 2 ～ 3 回行い、結果を提示し確認
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してもらった。データの妥当性を高めるために、障がい

のある子のいる家族の看護経験が 10 年以上のある看護

師 3 名によって確認しながら進めていくエキスパート

法を用いた 32）。

5．調査期間

2001 年 10 月 3 日～ 2002 年 9 月 7 日である。

6．倫理的配慮

研究参加者に対して、研究内容・匿名と守秘の保障、

参加を拒否する権利の保障、研究参加承諾後も途中で断

る権利の保障、研究への参加を断った場合にも個人に不

利益が生じないこと、研究結果の公表手段の予定などを

書面にして説明し、同意を得た。

また、面接内容の記録は研究終了後、速やかに破棄す

ることを約束した。

Ⅲ．結果

1．研究参加者と双子の概要

研究参加者の年齢は、30 ～ 45（平均 37.5）歳であっ

た。平均在胎週数は 31.9（中央値 32）週、不妊治療し

た者が 7 名、帝王切開が 10 名であった。

双子の年齢は 2 歳 8 か月～ 12（平均 5.9）歳であった。

年齢の分布を表 1 に示した。性別は男男が 6 組、女女

が 4 組、男女が 4 組であった。

障害の種類は、脳性麻痺、脳性麻痺で頸直性四肢麻痺、

脳性麻痺で体幹機能麻痺、脳室周囲白質軟化症、点頭て

んかん、ダンディ・ウォカー症候群、多発性関節拘縮症

であった。

2．母親が相互作用した人々とその意味

母親の〈人の役に立つ自分になる〉という社会的自我

の獲得に至る過程にかかわり相互作用した人々は 5 つ

に分類でできた（表 2）。以下では、母親が相互作用し

た人々を《　》内に示す。○ 1 は双子の障がいのある子を、

○ 2 は健常である双子を指す。

1）医療に関わる人々

《医療に関わる人々》は、医師・看護師・保健師・理

学療法士など、障がいのある子の治療・療育に関わり、

善くも悪しくも母親に影響をした者である。

すごく（NICU の）看護師さんはいつも優しく声をかけて

くれた。（障がいのある子が）退院してからもつらかったと

きに受け入れられると思って、ふと訪ねました。障がいがあ

るなんて気にせずに「大きくなってね」って笑顔で向けてく

れました。（気持ちが）助けられました。

（主治医は）なんでも（病気のことだけでなく）相談できた。

訓練の先生が頼りだった。

（母親が退院して NICU に見に行ったとき）看護婦さんの

一言（「早く産んじゃいましたね」）にグサーときたんです。

軽い気持ちで言われたのでしょうけど・・・、もうだめになっ

たんです。

（主治医に対して）相手を選んで言葉を選んできちんと説

明してほしい。

私が早くから訴えているのに「大丈夫、大丈夫」と言って、

障がいの発見が遅れたんです。訓練も早くしたかった。

2）健常児の存在

《健常児の存在》は、わが子の障害を告知されショッ

クを受けたり落ち込んでいる時期に母親の立ち直る力と

なった双子の健常児と上の子の存在である。

私が告知されて 1 番へこんだときに覚えていることは○ 2

の泣き声ですから。私ここにいるのよ、という感じで泣いて

いたのが忘れられないですね。双子でよかった。

（気持ちの支えは）他の子どもかな。やっぱり子どもは○

1 だけではないというのは、すごく大きかったと思う。（健

常児が）すごく気持ちの支えになりました。

                                   岐阜県立看護大学紀要 第9巻1号 , 2008

̶ 5 ̶

表 2　母親の相互作用した相手
《医療に関わる人々》

医師・看護師・保健師・理学療法士など、障害のある子の治療・
療育に関わる者

《健常児の存在》
双子の一方の健常児および上の子の存在

《身近な援助者》
実質的援助をしてくれた人々 :
　夫・祖父母・理解してくれた近隣の人々や友達等

 《分かり合える仲間》
精神的支え : 双子の会や療育等で知り合った障害児をもつ親
たち

《健常者世界しか知らない人々》
世間の人々・親しくない友人や親戚等

表 1　双子の年齢分布
年　齢 　人　数

2 歳 8 か月 2
3 歳 2
4 歳 8 か月 1
5 歳 3
6 歳 1
8 歳 3
9 歳 1
12 歳 1



あの子がいなかったら私はどうにかなっていたかもしれな

いというのはずっと感じるから、1 番最初に力を入れて産ん

だのは○ 2 かもしれない。私の支えになってくれたのは、あ、

○ 2 がおった、って。

もしこの子が最初の子なら友達できにくいかもしれない。

自分の今のつながりを考えると他の子どもの関わり大きい。

3）身近な援助者

《身近な援助者》は障がい児をもって、母親がひとり

で頑張って育てないといけないのではなく、実質的に生

活を助けてくれる人である。

（病院通いになり）実家の母が助けてくれた。夫も、祖母も

妹もいたひとりじゃないという気持ちは大きかった。

（診断がつく頃）私一人では受診できないので、夫の両

親がもう仕事してなかったから来てもらった（遠方だけど）、

結局半年ぐらいいてくれた。すごく世話になった。

保育園の保母さんたちもすごくよくしてくれてひとりじゃ

ないと思ってがんばれた。ひとりだとノイローゼになってい

た。一人で見ているとだめになると思い、仕事を続けた。

夫も、祖母も妹もいたひとりじゃないという気持ちは大き

かった。

（近所のお母さんが）お姉ちゃん預かっておくわ、と言っ

て預かってくれたり、○ 1 だけを病院に連れて行かなければ

ならないときに近所の人が、「うちに置いていき」、と言って

（○ 2 を）見ててくれはったり・・。

4）分かり合える仲間

《分かり合える仲間》は、自分らしく、気持ちを張ら

ずに、対等な関係で心を開いて自分や子どもの話ができ

る、双子の成長過程で障がい児をもつ人との出会い、共

感や励ましをもらい救われた気持ちや見通しを教えても

らえた人である。

（同じ障がい児をもつ人たちは）障害の程度や病名は違っ

ても、皆まで言わなくても分かり合える。「私もよ。そうな

のよ」ということばは今も鮮明に覚えている。夫や祖父母

が親身になって心配してくれたり分かってくれても、どこか

で（障がい児をもつ）母親の気持ちは、産んだ者でないと分

からないと思う気持ちがあった。同じ悩みをもった仲間の人

たちと出会えて救われた。元気が出てまた頑張ろうと思った。

元気をもらった。自分らしく対等にいられた。

近所では孤独だった。皆はおしゃべりをしながら子ども一

人だから見ているけど、私はそんな暇ないし。双子でしかも

一人歩けないでしょ。・（中略）・。私の苦労分かってくれるし、

いちいち説明しなくていいし・・。

自分の心の処理ができる同じ障がいをもつ仲間との出会い

に救われる気持ちになる。

（生後）11 か月位まで泣くか、すますか、だった。上に 2

人（健常な）子がいるだけにこんなんで大丈夫かなと思った。

妊娠中から双子の会に入ってたんで、自分の子どもさんにつ

いて会報に書いていた人に電話して、その方が 1 歳に近づく

と笑う、2 歳になると体力が付いて病気しなくなると山越え

るよ。…と節目について話してくれて、・・見通しがもてた。

障がい児をもつお母さんで自分と同じ体験をしている人

を助けたい。双子の会（障がい児のいる）に入って、そこ

から世間に出ていく足掛かりになった。ステップアップの場

所だった。会報に投稿したり、雑誌にも投稿したんですけど、

その頃は書くことで自分の気持ちを整理することと、カミン

グアウトじゃないですけど “ うちの子は実は・・” と言えた。

そこでは（同じ障害をもつ親の会）、みんな同じような境

遇だから、やっぱり皆まで言わなくても分かり合える。「う

ちもこういうことを悩んでいる」と言うと「私もよ」「そう

なのよ、私もそうなのよ」と言ってくれる。「私もそうなのよ」

は今でも鮮明に覚えている。「私もそうなのよ」という言葉

にすごく救われたというか。同じような人がいるんだな、同

じことを悩んでいる人がいるんだなと。

訓練に通っている場所は、閉鎖的なところかもしれない

が人の目を気にしないで、自分らしくいられるところだと思

う。それぞれ形は違ってもみんな一緒に訓練に通っている仲

間。一緒に通う人達は、1 種 1 級の手帳を持っている人が多

く、自分ひとりでは歩けないという人達ばかりなので、仲間

意識が芽生えてくる。

5）健常者世界しか知らない人々

《健常者世界しか知らない人々》は、障がい者を知ら

ない健常者世界の中で、障がい児が一緒に生きていくこ

とや、障がい者が生きやすい社会のあり方などを当たり

前に考えたりしない人々と母親が感じている存在である。

この子（障がい児）の集まりに○ 2 を連れて行くのは簡単

だけど、○ 2 の何かの集まりに○ 1 を連れて行くのは勇気

がいった。段階があり、慣れてるところに行くのはいいけど、

初めてのところにはまだ臆する気持ちはあった。だいぶ大丈

夫。

食い入るように見る視線を嫌だなと感じた。振り返ってま
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でのぞき込むように見る失礼な人・・。人はその立場になら

ないとわからない・・から周囲の人も理解できると優しくな

れると思う。（障がい児に）慣れると分かる。

この○ 1 が生まれるまでは私も障がい児のことはわからな

かった。私もこんな風に変に気を遣ったかもしれない（友達

が気を遣って子どもの障害について不自然に聞かない、付き

合いが遠くなる）。

歩行器で足をひきずって歩く○ 1。車椅子を使う○ 1。そ

んな○ 1 を見て感じた事「かわいそう」「何もできない奴」

もし、そう感じられたとしても、その気持ちが「何で ?」「ど

うしてあるいてるん ?」「その道具はなに ?」などいろいろ興

味をもってもらえるまでになったらきっとお互い言葉は交わ

しているでしょう。

3．母親と相互作用した人々の全体構造

本研究参加者の母親は社会的自我の獲得過程を《医療

に関わる人々》《健常児の存在》《身近な援助者》《分か

り合える仲間》《健常者世界しか知らない人々》と相互

作用しながら歩んだ。それを図 1 に模式した。図の下

から上に時間軸が進み、中央の螺旋は母親がその獲得過

程を行きつ戻りつしながら進んだことを示した。図の左

側には、母親にプラス・マイナス両方の影響を与えた人々

を、右側にはプラスの影響を与えた人々を描いた。

双子育児のはじまりの段階では、子どもの入院や治療

など、《医療に関わる人々》とかかわることが多く、良

きにつけ悪しきにつけ影響を受けていた。またその頃

に母親の気持ちを支えたのが《健常児の存在》であった。

他方、実質的に生活の支援をしてくれたのが、《身近な

援助者》であったが、本当に母親の気持ちをわかるのは、

障がい児を産んだ者でないとわからないという気持ちが

母親にはあった。《分かり合える仲間》は、母親の気持

ちを救い、逆に自分自身が後からの人たちを自分がして

もらったように救いたい 25）と〈ひとの役に立つ自分に

なる〉という社会的自我の獲得に向かわせる力なった存

在であった。《健常者世界しか知らない人々》は障がい

者が当たり前に私たちの世界を形成している共に生きる

人たちとは考えられていないと母親が感じる人々である

が、後にはそのような健常者世界しか知らない人々に母

親自身が障がい児をもたないとわからないかもしれない

と理解を示せれるようになった。

　

Ⅳ．考察

双子の一方に障がい児のいる双子を育てる過程におい

て、母親は《医療に関わる人々》、《健常児の存在》、《身

近な援助者》、《分かり合える仲間》、《健常者世界しか知
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図 1　母親の社会的自我の獲得過程における相互作用した人々や社会の関連
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らない人々》と相互作用したことが明らかとなった。子

どもが双子である特徴は《健常児の存在》にみられた。

一方《健常者世界しか知らない人々》への寛容さは《健

常児の存在》と《分かり合える仲間》によって促進され

たと考えられる。《分かり合える仲間》は単胎の場合に

も認められるので、本論文では《わかり合える仲間》の

意義と双子である特徴を考察したい。

1．《健常児の存在》の意義

双子の一方の《健常児の存在》は、母親が子どもの障

害にショックを受け落ち込んでいる時にも、母親に自分

の存在をアピールし続け子どもに積極的に向き合えるよ

うに母親の気持ちを引き立てたと思われた。双子の比較

で、二人の違いを目の当たりにし障害と面と向かい認め

ざるを得ず、二人の違いに障がいのある子をそのまま受

けとめられる姿勢を生じさせたと考えられた。つまり《健

常児の存在》の意味は、1 つには母親の気持ちを支える

役割を担ったこと、2 つには、近所や保育園など健常児

を通して母親につながりをつくることであった。

また、母親が〈人の役に立つ自分になる〉という社会

的自我の獲得プロセスにおいては、《健常児の存在》は

双子に障がい児と健常児をもつ母親役割の認知と取得の

段階で、【双子の比較で障害を直視する】ことや、健常

児のために外にでることに迫られ【障害を隠したい気持

ちを乗り越える】ことに働きかけていた 33）。

双子や障がい児の場合には一般の集団よりも虐待のリ

スクが 10 倍以上高く、未熟児や障害での世話の困難が

母親にストレスを引き起こしている 34）と考えられてい

る。双子の場合、虐待の対象となる子どもは障害がある

場合も健常の場合 35）もあるが、双子と母親との三者関

係の形成が困難であること 36）も要因の 1 つと考えられ

る。本研究参加者はこの《健常児の存在》に意味づけを

して前向きな姿勢になれたと思われるので、育児の初期

には《健常児の存在》に母親が気づけるように余裕がも

てる周囲のサポート、本研究結果では《身近な援助者》

のようなサポートがまず必要であると考えられた。《医

療に関わる人々》は、この時期に母親と相互作用し善く

も悪しくも影響を与える存在であったので、対応によっ

ては虐待の予防に大きな役割を果たせると考えられる。

一方、健常きょうだいは成長するにつれて公平な世話

を要求するなど母親に健常きょうだいへの両義性の葛藤

をもたらす 37）という報告がある。健常きょうだいの存

在は母親にとって育児期を長期的にみると多義性をもつ

といえる。次に双子以外に上の子がいる場合の意味の違

いを検討すると、双子以外の上の子は世話をしてもらう

世話役割代替え者や相談者になっていた 38,39）が、双子

の健常児が世話の代替え者として母親から期待されるこ

とはなかった。双子の健常児と上の子で共通している働

きは、きょうだいのつながりによって、健常者世界の人々

とつきあい、母親同士の友達を増す機能がある点である。

2．《分かり合える仲間》の意義

父親や祖父母の協力や励ましは実質的な手助けとなり、

《身近な援助者》という心強さをもったが、障がい児を

産んだ当事者の母親とは違うと心のどこか思っていた。

励ます側、励まされる側という援助者と受け手の関係と

母親は捉えていることが明らかとなり、《分かり合える

仲間》の存在との違いが明確であった。《分かり合える

仲間》との出会いは、対等感や共感を味わい救われた気

持ちになり癒されていた。《分かり合える仲間》は双子

の一方の障がい児でなくても、鑪 40）が知的障がい児を

もつ母親たちの苦悩とその克服過程を説明した ‘ 同胞の

発見 ’ に当てはまる。仲間から今後の見通しを教えても

らい、次に子どものために本格的な努力をする過程に移

ることができる。‘ 同胞の発見 ’ も《分かり合える仲間》

との出会いも、自分らしく気を張らずに、対等な関係で

心を開いて自分や子どもの話ができる、すべてを言わな

くても分かってもらえる、共感や見通しをもらうという

ピアカウンセリング 41）をしていたと思われた。単胎の

障がい児の場合との大きな違いは、障害の種類や程度に

より身体機能のレベルは大きく異なり、障がいのある子

どもは多数に上るので、仲間をつくりにくい面があるこ

とを筆者も見て経験した。

しかし、双子の場合には、双子という括りで仲間とな

り、その中でも障がい児がいるということでグループと

して、障害の種類やレベルが違っても仲間となりやすい。

障がい児のことも健常児のことも相談したり、話せる

のであろう。ツインマザースクラブ注）でもその会の中

に障がい児のいる仲間の “ 手をつなぐネットワーク ” と

いう名称で情報交換や電話相談や集会などの活動をすでに

20 年近く行っている。つまり、《分かり合える仲間》は単

胎の障がい児がいる母親も同じ意味をもつが、より強いき
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ずなを仲間ともちやすいと考えられる。

《分かり合える仲間》は《身近な援助者》がいても孤

独であった母親に同じ母親同士の対等な関係の仲間のい

る意識をもたらせた。また、仲間と話すことで「1 歳に

近づくと笑う、2 歳になると体力が付いて病気しなくな

ると山越えるよ。…と節目について話してくれて、・・

見通しがもてた。」と母親に障がい児の発達や生活の見

通しをもたせている。障がいを当たり前に話すことがで

きる場でもあると思われる。

それは、親としてのモデルであったり、これから人の

役に立つ自分になるいう仲間としてもモデルを見つけた

と考えられる。

以上より、《分かり合える仲間》の効用は、1）孤独

からの解放、2）対等感、3）障がい児の発達と生活の

見通し、4）障害はごく普通のことと思えること、5）

役割モデルの提示をもたらしたといえる。

3．《健常者世界しか知らない人々》への寛容さの醸成

《健常児の存在》によって母親は育児する力をもらっ

ている。それは母親が〈人の役に立つ自分になる〉とい

う社会的自我の獲得プロセスにおいては、《健常児の存

在》は双子に障がい児と健常児をもつ母親役割の取得の

段階で、障がい児をもつ親の気持ちは健常児だけを育て

ている人には理解できないと隔たりを感じているが、「自

分も障がい児をもつまではわからなかった」「周囲の人

も理解すると優しくなれると思う。慣れるとわかる」と

いう余裕ができて【2 つの世界を同時に理解する】こと

によって《健常者世界しか知らない人々》への寛容を醸

成している 42）。

《分かり合える仲間》と出会い、「障害はごく普通のこ

と」と思えるようになり、障がい者のいる世界を特別視

するのではなく、普通に思えるようなとらえ直しができ

た。それが人間に対する公平な気持ちになる出発点と考

える。それと並行して、健常児を通して障がい児と共に

健常者世界への参加が促進され、《健常者世界しか知ら

ない人々》に寛容になれる姿勢をつくったと考えられた。

双子の健常児がいる場合は同学年の障がい者仲間の世界

と《健常者世界しか知らない人々》と同時に付き合いイ

ンテグレーションの機会があるといえる。《分かり合え

る仲間》との相互作用は母親が社会に出るステップアッ

プの場となり、《健常者世界しか知らない人々》とも向

き合える力を与えたといえる。

近年、障がいをもつ人に対する態度 43）は、好転して

いるとはいえ、社会の理解や態度はまだ十分とはいえな

いと親自身もとらえており 44）、障害にショックなので

はなく、障害に対する世間の無理解や障害をもって生き

る大変さを感じてしんどい 45,46）ので、双子の一方に障

がい児をもつ母親にとって、《健常児の存在》や《分かり

合える仲間》は《健常者世界しか知らない人々》に寛容

になり公平な気持ちづくりに重要な働きをしたといえる。

　

Ⅴ．結論

本研究結果から、双子の一方に障がい児をもつ母親は、

《身近な援助者》、《健常児の存在》に支えられ、《分かり

合える仲間》に役割モデルをみつけた。《分かり合える

仲間》は役割モデルだけでなく、障害を普通のこととと

らえ直しをさせ、社会に出られるステップアップの場の

提供をした。それらの人々との相互作用は母親に障がい

者にも健常者にも公平な気持ちにさせ、《健常者世界し

か知らない人々》にも寛容になれる働きをした。そうし

て母親は自分と同じ経験をしている人を助けたいという

気持ちになり〈社会に役に立ち自分になる〉役割取得が

できたと考えられた。

Ⅵ．本研究の限界と今後の課題

本研究の限界は、研究参加者が研究の面接にも喜んで

参加してくれる積極的で前向きな人たちであるため、障

害に否定的感情をもつ人たちとは異なる社会性を有する

と考えられることである。

今後、母親が相互作用した《身近な援助者》であった

父親と夫婦関係の再構成と双子の一方に障がい児のいる

子どもたちとの家族形成はどのようになされるのかを明

らかにすることが課題である。

注） ツインマザースクラブホームページ：2008-10-03，http://

www.tmcjapan.org/
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Interaction on Role Taking Process of Mothers with a Disabled Twins

Yuko Tomari

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

Abstract

Keywords: Child with disablity, Mother, Family, Interaction

By using Grounded Theory Approach, this study examines what parties are interacting in the role-
acquiring process of mothers with a disabled twin. 

The participants were 14 mothers with husbands, between 30 and 45 years old, with an average 
age of 37.5. Their twins were between 2 years, 8 months and 12 years old, with an average age of 5.9. 

As a result of the analysis, five parties － namely “healthcare professionals”, “normal children”, 
“helpers around them”, “close comrades who understand each other”, and “those who know only the 
world of unimpaired people” － were extracted. The “healthcare professionals” were doctors, nurses, 
and physical therapists who influenced the participants both positively and negatively in the treatment 
and rehabilitation of their disabled children. The “normal children” are the unimpaired counterparts of 
twins and healthy older children who helped mothers recover from being depressed about their disabled 
children. The “helpers” are those who help them in real life. The “close comrades” are fellow mothers 
they could talk to about themselves or their children and who provided them with encouragement and 
a positive outlook for their disabled children’s growth. Finally,  “those who know only the world of 
unimpaired people” specifies people who are unfamiliar with how impaired people live.

The presence of “normal children” appeared to be characteristic of mothers with a disabled twin. 
An encounter with “close comrades” seemed to have provided them with relief to recover emotionally 
and to become more relaxed and generous with those who know only the world of unimpaired people.
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Ⅰ．はじめに

本学の看護学概論学外演習は、各看護学概論の中に位

置付き、入学の早期段階において看護職の活動の現状を

知り、看護に対する基本的な理解を深めることを目的と

した演習である。『地域基礎看護学概論』の中でもこの

学外演習体験を元にした授業展開を実施している。

『地域基礎看護学概論』は、『地域基礎看護学概論 A』『地

域基礎看護学概論 B』『地域基礎看護学概論 C』（以下概

論 A、概論 B、概論 C とする）の 3 科目で構成されてい

る。平成 17 年度までの地域基礎看護学概論学外演習は、

概論 A、概論 B、概論 C それぞれに目的・目標を設定し、

演習を実施してきた。地域基礎看護学講座では、「地域

基礎看護学」という新しい概念構築および教育内容・方

法を検討する取り組みを実施してきており 1,2）、その中

で『地域基礎看護学概論』の内容を全体的に見直し、概

論 A、概論 B、概論 C を『地域基礎看護学概論』として

統合することを目指した検討を進めてきている。その過

程で、まずは学外演習の統合化を図り、これまで概論 A、

概論 B、概論 C それぞれに目的・目標を掲げていたとこ

ろを、『地域基礎看護学概論』の学外演習目標として統

一した。この目標は、検討途中である「地域基礎看護学

とは何か」の基礎にあたる部分と考える。この新しい取

り組みの学外演習における学生の学びを確認し、演習の

内容・方法を検討していくことにより、「地域基礎看護学」

の概念構築の基礎資料を得ることができると考える。

そこで、本研究では、学外演習を通しての学生の学び

を分析することにより学外演習の内容や新たに統一され

た地域基礎看護学概論学外演習の目標設定について評価

するとともに、地域基礎看護学概論における学外演習お

よび学外演習後に行う学内での演習の方法を検討するこ

とを目的とする。

Ⅱ．看護学概論学外演習と地域基礎看護学概論学外演

習の実施方法

1．看護学概論と看護学概論学外演習について

本学における看護学概論は、1 セメスターに開講され

ている。科目には『地域基礎看護学概論 A』『地域基礎

看護学概論B』『地域基礎看護学概論C』『機能看護学概論』

『育成期看護学概論』『成熟期看護学概論』の 6 科目が

あり、看護とは何か、看護学の特質と看護理論の果たす

意味など、学問としての体系化への努力の現状とこれか

らの方向を示すものである 3）。具体的に取り上げる内容

は、『地域基礎看護学概論 A』においては、看護理論お

よび看護の歴史、『地域基礎看護学概論 B』は保健師活

動等地域を基盤とした看護の活動、『地域基礎看護学概

論 C』は精神の健康と看護である。また、『機能看護学

概論』は看護職としてのセルフマネジメント、『育成期

看護学概論』『成熟期看護学概論』はライフサイクル別

の看護を取り上げ、看護学の基礎となる内容を教授して

いる。

そのなかで、看護学への入門となる看護実践現場の見

学実習を設定している。これが看護学概論学外演習であ

る。図 1 に示すように、各看護学概論の時間のなかで、

実際に看護職が活動している実践現場での見学を主とし
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入学早期の段階で実施した学外演習による学生の学び
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た演習を 2 日間ずつ、5 月下旬と 6 月中旬に実施する。

以下、5 月実施分を前半、6 月実施分を後半とする。

演習場所は、看護の対象の医療依存度、年代が多様に

なるように、市町村保健センター、学校、医療機関、福

祉施設等多種類の施設とし、各施設に 2 ～ 5 名の学生

を配置する。地域基礎看護学講座、機能看護学講座、成

熟期看護学講座、育成期看護学講座の 4 講座が前半後

半各 20 人ずつの学生を担当し、看護実践現場での演習

を行う。そして、これらの体験を生かし、グループワー

クや体験報告などを取り入れた授業を各看護学概論の中

で展開している。なお本学への編入学生は全員が看護実

践経験をもつため、現地での演習には参加せず、看護実

践経験を生かして、学外演習後の各看護学概論のグルー

プワーク等の授業に参加する。

学生も各自が体験した演習施設のことも出し合い、比較

しながら話し合うようにすすめる。そして、この話し合

いの結果をグループ毎に発表し、さらに全体討議をする。

発表終了後、10 ～ 15 分の時間をとり、全学生に対

し、レポートを記入し、提出してもらう。学外演習体験

およびその体験を元にしたグループ討議を経ての学びを

確認するためである。レポートの課題は「学外演習およ

びグループワークを終えて、印象に残ったことや学んだ

ことなど」で、自由に記載してもらう。レポートの分量

は、前半、後半それぞれ A5 版程度である。　

2．地域基礎看護学概論学外演習の実施方法

地域基礎看護学概論学外演習での目標は表 1 に示す

とおりである。学外演習直後の概論 A、概論 B、概論 C

の授業時間を用いて、学内にて演習を行う。学生 5 ～

6 名でのグループ討議を 1 コマ行い、グループ討議の結

果報告を 1 コマ行う。学外演習の前半、後半とも同じ

方法で学内にて演習を実施している。

グループ討議では、話し合いのきっかけ作りとして、

地域基礎看護学講座の教員が看護実践現場での演習を

担当した学生による、施設の概要報告を行う。施設概要

報告には、その施設で活動している職種、援助の対象者、

看護の内容を含める。そして、表 1 に示す 4 つの目標

の視点に沿って話し合う。話し合いの過程では、施設概

要報告があった施設のことだけにとどまらず、その他の

Ⅲ．研究方法

1．分析対象

地域基礎看護学概論履修者のうち研究の同意が得られ

た者のレポートを分析対象とする。レポートは、学内で

の演習が終了した時点で、履修者全員が提出するレポー

トである。

2．分析方法

前半、後半それぞれに、レポートの文章から読み取っ

た学びを内容に沿って分類・整理した。ひとつの意味・

内容を 1 データとし、文章の内容が類似したものを集め、

小分類名を付け、さらに小分類をまとめて中分類に整理

し、最終的に大分類に整理した。分類・整理の過程では、

表 1 に示す目標を考慮しながら、学生の学びを忠実に

分類するために、研究者間で検討を繰り返し実施した。

3．倫理的配慮

当該科目である概論 A、概論 B、概論 C の履修者に対し、

成績が確定した後に本研究の主旨・方法を書面と口頭で

説明し、承諾を得た。研究へ同意する学生にはレポート

を再提出してもらった。この研究は岐阜県立看護大学倫

理審査部会の承認を得て行った。

Ⅳ．結果

研究への同意が得られた学生 82 名のレポートから、
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図 1 岐阜県立看護大学における看護学概論学外演 
      習の位置づけイメージ

表 1　地域基礎看護学概論学外演習の目標
1. さまざまな年代や健康レベルの人々を対象に看護活動が行わ

れていることを理解する

2. 看護職が対象とする人々の生活の多様性を理解する
3. 看護職が活動する場と、その機能の多様性を理解する
4. 地域で生活する人々にとっての看護活動の意味や意義を考え

る



前半 280、後半 275 の学びが抽出され、【看護職の活動】

【対象の多様性】【施設の種類と特徴】【今後の学習への

意欲・動機付け】の 4 つの大分類に整理できた。

前半の結果を表 2 に、後半の結果を表 3 に示す。以

下に前半・後半の学びの内容を比較しながら結果を説明

する。表中および本文中の【　】は大分類、≪　≫は中

分類、＜　＞は小分類、「　」は具体的記述例を表す。

1．看護職の活動

学びとして抽出した内容の多くは【看護職の活動】で

あった。内容は表 2、表 3 に示すように 11 の中分類に

示すとおりである。以下に中分類ごとに内容を述べる。

≪看護の目的≫は、前半では、地域基礎看護学概論で

教授している＜自立を支える＞＜生活を支える＞がこの

中分類の殆どを占めている。後半では、＜自立・自律を

支える＞＜健康段階を上げる＞が加わり、記述数では

＜生活を支える＞が増え、対象の生活を支える看護の目

的に学生が着目できていることを示している。

≪対象の特徴にあわせた援助≫は＜対象の違いにあ

わせた援助＞＜一人一人にあわせた援助＞で構成され

た。前半は「症状や性格も考えると一人一人違う人間」

等、対象が様々であることに着目した記述が多くあった。

後半では ICU、HCU など具体的な領域の違いに関連す

る対象の個別性や、介護度の違いに着目している記述が

あった。また、対象にあった援助が大切であるという記

述もあった。

≪意思を尊重≫および≪相手の立場に立つ≫はそれぞ

れ、援助対象者の思いや考えを取り入れながら援助して

いること、常に相手の立場に立って考えることの記述が

あった。後半では、援助をする上で意思を尊重すること、

相手の立場に立つことの重要性に気づいている記述が加

わった。

≪健康段階にあわせた援助≫には＜予防＞＜様々な段

階に関わる＞＜継続した関わり＞で構成され、後半には

＜死への援助＞についての記述が加わっていた。どちら

も＜予防＞についての記述が多く、予防が看護の重要な

役割の一つであると述べられていた。

≪対象者 - 看護者関係≫は前半では＜信頼関係が重

要＞という記述が多かった。後半では＜信頼関係を築

く＞の記述が増え、＜安心の提供＞についての記述や、

対象者と看護者の関係性を説明している記述が加わり、
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表 2　学外演習前半の学びの内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内は記述数
【大分類】 ≪中分類≫ ＜小分類＞ 「具体的内容例」
看護職の

活動 

（212）

看護の目的
（15）

自立を支える（10） 自分のできることはやってもらうといった自立も大事だなって感じました。
生活を支える（3） 様々な角度から人々の健康を支え、よりよい生活を送れるように支援している。
生命を守る（1） 看護師の仕事は、人の命を預かっているのだと改めて感じた。

場は違っても目的は共
通（1）

活動場所も会社・学校・地域センター等様々であること、目標や目的の基本的な部
分は変らずに、しかし、その場に必要な援助をしている。

対象の特徴に
あわせた援助

（25）

対象の違いにあわせた
援助（16）

“ 訪問看護が究極の個別ケアが提供できる場 ” という言葉にすごく印象を持った。
症状や性格も考えることも一人一人違う人間だから、看護にマニュアルはない。そ
ういう意味でも、その人らしい生活を援助してあげれる個別ケアなんだと感じた。

一人一人に合わせた援
助（9）

看護師は患者を一まとめとして扱うのではなく、一人一人にあったケアをしていか
なくてはいけない。

意思を尊重
（5）

対象者の詳細な状態を見ていたり、家族や対象者の考えを取り入れながら介護をし
ていた。

相手の立場に
立つ（7）

意識は無いがその患者さんがどう思っているか考えたり、チューブや機械につなが
れた新生児を見たら親がどう思うか考えたりする。

健康段階にあ
わせた援助

（28）

予防（19） 病気でない人の予防ということも大切な看護職の役割なんだ。

様々な段階に関わる（7） 様々な看護職者のそれぞれの活動により、住民や地域の方々の健康の予防から、治
療、回復を援助したり、支えたりできている。

継続した関わり（2） 訪問看護は 5・6 年の付き合いが当たり前ということに驚いた。
対象者－看護
者関係（43）

信頼関係が重要（22） 信頼関係を築くということは、さまざまな面で大切になってくると感じた。
信頼される存在（12） 体のことだけでなく、様々な相談などもできるほど信頼関係を築いていき、何かあっ

た時に頼れる存在であるナースになれたらいい。
信頼関係を築く（5） 精神面もケアすることで、病気や障害だけを見ているのではなく、その人全体を見

ているのだと対象者が感じ、信頼関係を築くことが出来るのだなと分かりました。
よき相談相手（3） よき相談相手となり、対象者の不安を軽減させたりすることも同じくらい大切な仕

事。
自己洞察（1） 看護は決して自己満足になってはならないということを学んだ。
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表 2　学外演習前半の学びの内容（つづき）　                                                                                                       　 （　）内は記述数
【大分類】 ≪中分類≫ ＜小分類＞ 「具体的内容例」

コミュニケー
ション（36）

コミュニケーションの
重要性（17）

対象者が違っていても共通しているなと思ったのは、対象者や周りの人とコミュニ
ケーションをこまめにとり、大切にしている。

信頼関係構築という機
能（9）

信頼関係は日々のコミュニケーションの積み重ねによって作られるのだと思いまし
た。

ノンバーバルコミュニ
ケーション（4）

こちら側が施した処置に対しての反応を見ることによって、たとえ言葉が返ってこ
なくても、いくらでもコミュニケーションをとる方法はある。

能力が必要（2） 看護職にとって重要なのは、コミュニケーション能力。
安心の提供という機能

（1）
病気を持つ人とコミュニケーションをとることや話を聞くこともその人の不安・ス
トレスを取り除くという意味でも大切である。

対象・領域による違い
（1）

長期入院患者や、訪問看護の対象者の方との信頼関係をつくるコミュニケーション
をどう行うかが重要だと感じた。

その他の機能（2） 会話には、患者とのコミュニケーションをとること以外の様々な役割があることが
わかりました。

家族への援助
（8）

家族も含めた援助（7） 対象者だけでなく、家族などのその人をとりまく人々とのつながりも、とても大切
なものだということを知った。

家族への配慮（1） 家族への配慮が行き届いているなと感じました。
連携・チーム
医療（9）

チームでケアをする（3） 各施設には様々な職種の人達がいた。それぞれが対象者にあった最も良い方法を出
し合い、医療チーム全体でケアしていく。

連携の方法（2） スタッフとのコミュニケーションを良くとることによってうまく患者にケアを提供
できると分かった。

連携が大切（2） 看護師は、他の様々な職業の方々とのネットワーク、連携をもつことが大切だ。
連携の必要性（2） どこにいても他の医療者との協力は不可欠であり、チーム医療の重要性が分かった。

社会への働き
かけ（1）

倫理・人権（1） 精神科は偏見があるということが上がっていて、それに対する取り組みを詳しく知
りたいと思った。

多様な看護の
方法・手段

（35）

観察・判断（7） 体をふきながら患者さんの身体に異常がないかなどをチェックしていて、常に患者
さんの状況を観察、把握している。

相談的対応（6） 病気の相談だけでなく、精神的な相談や老々介護の問題に対処していくことをして
いる。

広い視野を持つ（4） 医療のことだけではなく、「人間としてどうあるべきか」などといったこともこれ
から学んでいくことはとても大切である。看護職者とは、幅広い考えを持てること
が必要。

対象理解（2） 患者さんとの会話には、その人の家族構成や趣味などがわかり、生活環境や、過去
その患者がうけた経験を知ることで、患者さんの全体像を知る手立てになるという
多くの要素が入ってることを知りました。

サービス・制度利用支
援（2）

病気のことだけでなく、保険制度や社会福祉の制度を紹介し、医療費や生活面で困
らないようにしていると知って、患者だけでなく、家族の負担を減らすようなケア
をすると思った。

対象者同士のつながり
を支援（2）

看護職者と対象者と家族のつながりは大事だなあと気づけるけれど、対象者どうし
のつながりにも目を向けて活動していてすばらしい

傾聴（2） 話を聞くことで患者さんの病状はもちろん、今の心の状態も判断していた。
精神的ケア（2） 看護師は患者の精神的支えにもなるのだと分かった。
医師とのパイプ役（2） 看護師は患者さんと近い存在であることが多いので、医療にかかわるその他の医療

者と患者さんとのパイプ役、正しい医療知識を提供することも役割のひとつである。
地域の特徴に応じた看
護（1）

同じ保健センターでも地域によって対象者が違うということを初めて知り、その地
域の人々に見合った保健活動が展開されているんだなと思った。

環境を整える（1） 患者だけでなく周りの家族に対するケアも行うことによって、環境を整えていくの
だということが分かりました。

援助の意図（1） 一つの目的ではなく、様々な目的を持って住民の方と接していると感じた。
記録を取る（1） 看護師の活動である記録をとるという行為について考え直すことができた。
配慮が大切（1） 配慮って大切だなと思いました。
責任を持つ（1） 信頼を裏切らない責任を負うことが大切。

対象の多様性（32） 看護を必要とする、看護職と関わっている人はすべての年代の人であり、健康であ
る人も病気である人もそれぞれ対象となっていることも分かった。

施設の種類と特徴（18） 病院だけでなく、保育所や学校、訪問看護ステーション、保健センター、健診機関
など、看護活動する場は実に多い。

今後の学習への意欲・動機付け（18） 難しい医療用語なども出てきて、看護の難しさということも知り、もっと学んでい
きたいと思った。
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表 3　学外演習後半の学びの内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　）内は記述数
【大分類】 ≪中分類≫ ＜小分類＞ 「具体的内容例」
看護職の

活動

（239）

看護の目的
（39）

自立を支える（13） 対象者がどのようなレベルであっても、対象者の自立を目指して援助しなければ
ならないということは共通して言えることである。

自立・自律を支える（2） 保健センターに行き、検診結果説明を一緒に聞かせてもらった。印象に残ったこ
とは、やはり自立・自律を促すための説明であったことだ。

生活を支える（23） 治療ということだけではなく、生活を支援していくことも看護の仕事としてとて
も大切だと思いました。

健康段階を上げる（1） 保健センターでは与薬などの医療技術は提供しないけれど、「皆が健康になってほ
しい」という強い気持ちが保健師から伝わった。

対象の特徴に
あわせた援助

（12）

対象の違いにあわせた
援助（3）

ICU、HCU、要介護 1 ～ 4 まで、さまざまな自立度に対応していかなければなら
ない看護職は大変だと感じた。

一人一人に合わせた援
助（9）

「その人らしさ」という個人個人を見つめて、その人にあったケアをするというこ
とを感じました。

意思を尊重
（8）

対象が今までどのように生活してきたか、どんな考えを持っているかを理解し、
その人がその人らしく生きられるようにサポートしていく。

相手の立場に
立つ（9）

看護職というのは、対象者のことをよく知り、良く理解し、その上で、その人の
立場にも立って考えていくことが大切だ。

健康段階にあ
わせた援助

（26）

予防（13） 予防、早期発見など、治療よりもまず病気にならないようにすること、そのため
の活動も大切だ。

様々な段階に関わる
（10）

看護職者は疾病に対しての治療だけなく、予防や自立していく為へのケア、対象
者やその家族の精神的な支えになるなど様々な場で、いろいろな対象に看護を提
供している。

継続した関わり（1） 看護職の仕事はその時だけという一時的なものではなく、何ヶ月後、何年後とい
う将来までわたる継続的なものだと考えました。

死への援助（2） 死を受け入れるよう援助するという発表が大変印象に残った。
対象者 - 看護
者関係（28）

信頼関係が重要（4） 保健センターへ行って実際保健師さんの活動を見て、地域の方々と信頼関係がで
きているなあと感じた。

信頼される存在（1） お母さん方にとって、看護師さんは頼れる存在なのです。
信頼関係を築く（10） すべての場所で共通しているのは、看護職と対象者とその周りにいる人との情報

の共有を通して、信頼関係を築いていること。
安心の提供（7） 看護師はやはり安心して相談、ケアを受けられる存在でなければならないと思う。
対象者との距離（3） 実際にはある部分では少し距離をおいて置いた方が相手のために良いと言うこと

に気がつきました。
身近な存在（2） 医師よりもより身近で接するのは看護師であって、より相手を知ることができる

のだと考えます。
対象者が主体（1） こちらから考えを押し付けたり、強制するのではなく、対象を中心（主体）に考えて、

いっしょに考えていこうとする姿勢が大切
コミュニケー
ション（18）

コミュニケーションの
重要性（3）

看護職は、どんな現場で働いていても、コミュニケーションを大切にしていると
感じた。

信頼関係構築という機
能（4）

対象者と様々なコミュニケーションや接触を通して、信頼関係を築いていくこと
が何よりも大切だ

安心の提供という機能
（1）

乳児など言葉がわからない子にも声かけをして安心させることも大切だと思う。

その他の機能（3） 何がその人に一番必要かを見極めたり、それに合わせて看護活動を行っていく上
には対象者だけでなく周りの人とのコミュニケーションを大切にしていかなくて
はいけないことが分かった。

能力が必要（1） コミュニケーション能力が看護職者には求められている
対象・領域による違い

（6）
工夫やコミュニケーションの取り方とか役割が、科や施設によって違っているの
がすごいと思ったし、面白いと感じた。

家族への援助
（20）

家族も含めた援助（8） 看護の対象となるのは、患者だけではなく、その家族にも及んでいる。家族の協力・
理解を促すのも看護活動の一つ

安心の提供・不安の軽
減（5）

不安な気持ちを抱えている両親には、小さなことでも報告し、不安をとり除くよ
うに努力していた。

家族内のつながりの強
化（4）

病院で働く看護師の役割は、患者さんの情報を家族に伝えたり、家族からも情報
をもらい、早い復帰に繋げる

家族との連携（1） 家族との連携も大切だと分かった。
関係形成の方法（1） 看護職は対象者とその家族を含めたケアをする。ケアをするためには、その人た

ちの意思を尊重し、ひとりの人間としてその人らしさを大切にすることによって
信頼関係を築くことが必要である

援助の意義（1） 家族からの相談にものったり、対象者との接し方や介護法を指導したりすること
で、対象者の周りの環境がよくなり、みんなもケアに協力的になったり、地域に
ケアを広げたりできると分かりました。

連携・チーム
医療（21）

チームでケアする（11） 保健師や看護師、医師、理学療法士など、様々な医療関係者が協力し、情報交換
をしあったりすることで成り立っている。



信頼関係を築く方法や信頼関係の意義について考えを深

めていた。

≪コミュニケーション≫は前半では重要性についての

記述が多くあった。全体的な内容の記述は明確ではなく、

漠然と看護とコミュニケーション、コミュニケーション

と対象との信頼関係について学んだことを示している。

後半では＜対象・領域による違い＞が増えており、精神

科、救急、高齢者、訪問看護などの対象・領域の違いに

よって異なるコミュニケーション技術に着目している記

述がみられた。

≪家族への援助≫は＜家族も含めた援助＞＜家族への

配慮＞があり、看護の対象は家族も援助対象者であると

いう記述があった。後半では＜安心の提供・不安の軽減＞

＜家族内のつながりを強化する＞等があり、家族への援

助の意義や方法へと学びを深めていた。

≪連携・チーム医療≫は他職種との連携や他職種とと

もに援助をすることの記述があり、前半・後半で内容的

には大きな違いはないが、後半の方が全体的に記述数が

増えていた。

≪社会への働きかけ≫は、前半では＜倫理・人権＞に

かかわる看護の取り組みを知りたいという記述が 1 件

のみであったが、後半では、＜倫理・人権＞に関する記
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表 3　学外演習後半の学びの内容（つづき）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （　）内は記述数
【大分類】 ≪中分類≫ ＜小分類＞ 「具体的内容例」

連携の必要性（4） 看護職は他の職種とのチームワークが大切であり、そのことによりよりよい看護
を対象者に提供できる。

連携が大切（3） 医療はやっぱりチームワークで成り立つものなので、他の看護師、医師、保健師、
栄養士、歯科衛生士、作業療法士などとコミュニケーションを取って患者の情報
を共有することが大切。

連携の方法（3） 看護職はチームで動いたりするので、患者さんとその家族だけでなく看護職者同
士などにも信頼関係がなければいけない。

社会への働き
かけ（11）

倫理・人権（9） 人間らしく生きる権利はあるっていうのは当たり前のことだし、守られなきゃな
らない。

社会的問題への対応
（1）

看護職は社会・時代のニーズや流れによって対応していく場面もあることを学べ
ました。

社会への働きかけ（1） 社会に何かを働きかけ、患者もだが社会の人の意識を変えていくことも時には必
要なのだ。

多様な看護の
方法･手段

（47）

相談的対応（7） 対象者やその周りの人たちの相談相手となることも仕事の一つだ。
対象者同士のつながり
を支援（6）

対象者のネットワークづくりも看護職の大きな仕事の一つである。

援助の必要性の判断
（6）

看護職の役割は施設により様々である。その中で看護職者は患者にとって今すべ
き事を考え、判断し実行している。

環境を整える（5） よりよい生活の環境づくりというのも看護職者が行っていく。
安心感の提供・不安の
軽減（5）

看護職者は患者や家族の悩みや不安を取り除くことができる。

精神的ケア（3） 対象者の方の心のケアや家族の方のも含まれる。
対象理解（3） 対象の生きてきた時代背景を知り、対象の毎日の表情や動きなどの変化を見て、

どういった援助をするかを考えるための対象理解が大切。
観察（2） ちゃんと観察して周りの状況を見ながらやっていかないといけない。
安全を守る（2） 看護師は、患者さんや付き添っている家族が安全で快適な病院生活を送れるよう

に、起こりうる事故を予想して、常に視野を広く、こまかいところまで気を配っ
て行動し、事前に事故を防ぐ役割がある。

地域に密着（2） これからはより地域に密着した看護をしていくべきなのかなと感じた。
プライバシー保護（2） 患者の名札をイニシャルにするなど、個人のプライバシーに関して現在の病院は

気をつかっているのだと言うことが分かりました。
援助の意図を知る（1） 看護する上でなぜそうしなければならないのかという行動の真の意味や意図を学

ぶことが必要であることも学んだ。
行動を制限する（1） 施設によっては、対象者を拘束するところもあるというのを聞いて衝撃的でした。
健康意識を高める（1） 家族が病気になってしまったらと思うと、すごく心配だし、他の人たちもきっと

同じだと思うから、油断しないことを教えて行くのも保健師や看護師の仕事だと
思った。

感染予防（1） 毎回手を消毒しており、菌が感染しないように細心の注意をはらっていた
対象の多様性（15） 看護の対象となるのは、患者だけではなく、その家族にも及んでいる。家族の協力・

理解を促すのも看護活動の一つだと思います。家族とのかけはしになり、日常生
活の不安を解消していくのも看護師の仕事です。

施設の種類と特徴（9） 看護と言うと病院と言うイメージが強いけど、学校や障害施設や訪問看護でのそ
の人の自宅など、どこに行っても「看護」はあるものだ。

今後の学習への意欲・動機付け（12） 多くの人とふれあうから、色々と大変なことがあると思うけれど、そこから学ぶ
ことや感動することなど、より良い経験ができると思います。この演習であらた
めて看護職の良さを体験し、学ぶことができました。



述数が増え、さらに＜社会的問題への対応＞＜社会への

働きかけ＞も加わった。

≪看護の多様な手段・方法≫は、＜観察・判断＞＜相

談的対応＞＜広い視野を持つ＞等看護の技術や方法に関

する記述である。内容は前半・後半ともに多様にあり、

看護の手段や方法について多面的に学んでいた。記述

数は後半の方が多く、＜対象者同士のつながりを支援＞

＜援助の必要性の判断＞＜環境を整える＞＜安心の提

供・不安の軽減＞等、より具体的な方法に着目された記

述が増えていた。

2．対象の多様性

前半は看護の対象者は、「すべての年代」「健康である

人も病気である人も対象」などと述べられており、他に

も「地域に住む全ての人々が看護の対象」との記述もあっ

た。加えて後半には、「看護の対象は患者だけでなくそ

の家族にも及んでいる」と家族に注目する記述があった。

そして他にも「人は一人一人違う考え方をし、個性があ

り全く同じ生活をしている人はいない」など個別性に注

目した記述もあった。

3．施設の種類と特徴

前半は「看護活動する場は実に多いことをあらためて

考えさせられた」や、他には「施設ごとにより対象とす

る人が違ってくる」など、様々な施設があり、施設によっ

て対象者が違うという記述が多くあった。後半は「どこ

に行っても看護はある」と述べられており、看護活動が

多様な場で実践されていることの学びを深めていた。さ

らに、「相手の人権を尊重するところはどんな場所でも

共通する」などの共通部分が分かったという記述もみら

れた。

4．今後の学習への意欲・動機付け

前半は「看護の難しさということも知り、もっと学ん

でいきたい」などの記述があり、学外演習での体験が

学習への動機付けになったことが表現されていた。また、

グループワークの効果についての記述もあった。後半で

は、「色々と大変なことがあると思うけれど、そこから

学ぶことや感動することなど、より良い経験ができる」

などの記述があり、看護職の困難さとやり甲斐について

表現されていた。また、看護を通して看護師自身が成長

できることについての記述もあった。

　

Ⅴ．考察

1．地域基礎概論学外演習の目標に照らした評価

1）対象の多様性の理解

前半と後半を比較すると、【対象の多様性】は、後半

では記述数が半数に減っている。前半では対象者の多様

性のみに焦点があたっていたのが、後半では多様な対象

者への看護に焦点がおかれ、数が減ってきたのではない

かと考える。内容を見ると、前半では、看護の対象が様々

な年齢層であり、様々な健康レベルであることに気づい

たという表現が多い。また疾病や障害を持った人のみで

なく健康な人も対象であることがわかったとの表現も多

い。後半では前半での学びをもとに、看護の対象者は様々

であることに加えて、対象者のみでなく、家族も含めた

その周りの人も含めて援助していく必要性があることが

考えられている。また人には個別性があり、それに対応

した看護活動の必要性も考えられている。

2）対象とする人々の生活の多様性の理解

目標には、「対象者の生活の多様性を知る」となって

いるが、個々の生活に目を向けた記述は殆ど見られな

かった。これは初めて看護職が働く場に触れた入学早期

の学生の関心が、看護職者自体に向けられたからと推測

される。しかし、【看護職の活動】の中の≪看護の目的≫

は前半は15、後半は39と記述数が増え、特に後半は＜生

活を支える＞が増え、対象者の生活を視野に入れて看護

することが不可欠であることが記述されており、地域基

礎看護学概論の中で教授している「生活者として対象を

捉えることの重要性」に関する気づきを得ている。実際

に対象者の生活がどのように多様であるかについては、

今後履修する地域基礎看護方法の中での学修が可能であ

る。地域基礎看護方法の中で行われる外来演習において、

個々の対象者の生活を学習したとの結果が示されてお 

り 4）、概論から継続して方法論の中で学びを深めていく

と考える。「対象者の生活の多様性を知る」ということは、

学外演習の中では達成しきれない目標ではあるが、対象

の生活にも着目して今後の学修を進めていく必要性はあ

るので、このまま目標においておきたい。

3）看護職の活動の場と機能の多様性の理解

活動の場の理解は、【施設の種類と特徴】で分類した

記述から確認できる。内容を見ると前半では、看護の場

が様々であることに気づいている。また、施設によって
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対象とする人が違っていることも述べられており、違

いがあることが分かった、という表現が多い。後半では、

施設により対象者に提供する看護の目的が異なることの

理解に加えて、人権の尊重など、どの施設においても共

通する看護があることも考えられている。また、機能の

多様性の理解については、【看護職の活動】に分類した

記述が、最も多くあったことから、学生は豊に学んでい

ることが確認でき、目標は達成できていると考える。

4）看護活動の意味や意義の検討

看護活動の意味や意義として学びの記述を分類してい

ないが、【看護職の活動】の中で「人々の健康な生活を

支え、よりよい生活を送れるように支援している」と

いう≪看護の目的≫や、「よき相談相手となり対象者の

不安を軽減させたりすることも同じくらい大切な仕事」

（≪対象者－看護者関係≫＜よき相談相手＞）等の記述

があった。具体的な看護職の実践は理解できており、こ

れらは今後、看護活動の意味や意義として考えを深めて

いける基となると考える。したがって、看護活動の意味

や意義の検討という目標は、おおむね達成されていると

言える。

2．地域基礎看護学概論としての評価と学内での演習の

方法の検討

学びの記述の中には、看護職から説明されたことから

得た知識をそのまま記述しているものや感想レベルのも

のもあるが、これらの内容は、地域基礎看護学概論で教

授している内容とも関連が深いものであった。さらに今

後学修する授業科目において学びを深め、確実な知識や

考え方が構築されていくものと思われるので、入学早期

の段階での学修状況としては、良いのではないだろうか。

学内での演習であるグループ討議では、同じ方法を繰

り返して行っているが、前半・後半の学びを比較すると、

内容も広がり、深まっている。後半では、現地での演習

体験も増え、その体験を元に、学内演習の討議内容も充

実してくる。同じ方法を繰り返すことにより、学びとし

て確実なものにしていくことができるので、引き続きこ

の方法で演習を実施していくことにしたい。

Ⅵ．まとめ

地域基礎看護学概論の中で実施している学外演習にお

ける学生の学びを分析した。目標についておおむね達成

できているが、今後も学修を積み重ねることにより、現

段階の学びをさらに深め、確実な知識としていく必要が

ある。特に、「対象の生活の多様性を知る」ことの理解は、

今後の学修で補う必要がある。
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Ⅰ．はじめに

2 年次開講の「機能看護方法 2」をキャリアマネジメ

ントの内容にして 7 年になる。

筆者らは、本授業を “ 看護専門職であること ” を理解

し、看護専門職として自らをマネジメントすることで自

分育てを実行する基盤づくりであると位置づけている。

そのためキャリアマネジメントの中核を看護専門職とは

何か、何をなすべき人かを学生が考察し、自分の考えを

もてるようにすること、看護専門職として責任を引き受

ける人であるためにキャリアマネジメントが必要である

ことを理解してほしいと、授業を構築している。

授業では基本的なことは講義を行い、グループワーク

で自らの考えをもつことを重視している。そのため、学

生が自らの考えを述べられるよう 1 グループ 10 ～ 11

名のメンバーとして、教員 4 名でそれぞれ 2 グループ

を担当している。この 2 グループ担当は、タイムリー

に教員が学生に問いを投げかけられないという弊害もあ

り、学生の授業評価でキャリアマネジメントを理解しや

すかった、理解しにくかったとの両記述があり、教員が

学生へ提示するグループワークの課題は、学生の思考を

形成する上で重要な意味をもつと考えている。

本科目において講義のみでなくグループワークを重視

する意図は、学生自身の人として、或いは看護専門職と

しての自らの態度・行動が卒業後の看護実践に結びつく

ものであるため、各々の学生が自らのこととして理解し

ていくことにある。そのため、毎回の学びは重要であり、

かつその学びを次の学修に活かし、自身の理解を発展さ

せてほしいと考えている。その点からも学生の考える道

筋が学習課題として重要であると考えている。

そこで今回、グループワーク後のミニレポートの記述

内容を活用し、キャリアマネジメントについて、学生は

何を理解したか、その理解がどのように変化していった

のか、を明らかにすることでグループワークの課題につ

いての示唆を得たいと考えた。

　

Ⅱ．研究方法

1．研究対象

本研究への同意のない者を除き、初期、中期、後期の

ミニレポート全てに記述がある者、60 名の内 20 名の

記述内容。この対象数は全体の 1/3 にあたり学びの内

容が把握できると考えたもので、グループ間の偏りを避

けるため、各グループから無作為に 2 ～ 3 名を選定した。

初期の分析内容は、学生の認識のスタートと捉え、1

回目のミニレポートとした。中期の分析内容は、グルー

プワーク 4 回目のミニレポートとし、後期の分析内容

はグループワーク 8 回目のミニレポートとした（表 1）。

この時期を選択したのは、初回の導入を除きグループ

ワークが講義などの影響を直接的に受けることが少なく、

学生が自ら考えることを重視したグループワーク後とし

たためである。

記述のテーマは『「キャリアマネジメントとは何か」

現時点でのあなたの考え』で、記述量は A5 の半分の書

式に記述した内容である。

                                   岐阜県立看護大学紀要 第9巻1号 , 2008

̶ 21 ̶

〔教育実践研究〕

キャリアマネジメントの理解の変化からみたグループワークの学習課題の検討

栗 田  孝 子  橋 本  麻 由 里  野 村  浩  鈴 木  里 美

Discussion on Groupwork Subjects from the Point of Changes

 in Understanding Career Management

Takako Kurita,  Mayuri Hashimoto,  Hiroshi Nomura, and Satomi Suzuki

岐阜県立看護大学 機能看護学講座　Management in Nursing, Gifu College of Nursing



2． 分析方法

記述された内容を何度も読み返し、記述内容・語彙

の意味を変えないように要約した。要約した内容のう

ち、類似する内容のものをまとめてサブカテゴリー、カ

テゴリーとして命名した。このカテゴリーをそれぞれ

初期、中期、後期でのキャリアマネジメントの理解とし

た。カテゴリー化にあたっては、一貫性を維持するため

1 名の研究者が行い、他の共同研究者 3 名と共に合意が

得られるまで検討を重ねた。

Ⅲ．倫理的配慮

授業終了後にミニレポートの記述内容の活用について、

研究目的を明示し、自由意思による参加であること、匿

名性の保障、研究参加の可否による成績への影響はない

ことを口頭及び書面で説明し、承諾の有無は書面で同意

を得た。なお、本学の倫理委員会研究倫理審査部会の承

認（2001-1）を得ていることを付記する。

Ⅳ．授業の展開とグループワークの課題

授業の目的は、1 セメスターで学んだセルフマネジメ

ントを発展させ、「看護専門職とは」「キャリアマネジメ

ント」を理解し、生涯設計を視野に入れ、自分のキャリ

アマネジメントを考え、実行していく能力を育成するこ

ととしている。

Ⅴ .結果

学生の記述内容より抽出されたカテゴリーを【　】で、

サブカテゴリーを［　］で、記述内容を「　」で示す。

1．初期の記述内容

記述内容は、表 2 で示したように 26 のサブカテゴ

リー、12 のカテゴリーに分類された。

【自分づくり】は［自分を知る］など 6 つのサブカテ

ゴリーで構成された。

【方向性の探索と時期・方法・評価】には「将来なり

たい職業に向かって考え行動する」とした［方向性に向

けた行動］「自分のやりたい方向性を考え始めた時から

始まる」とした［開始の時期］など 3 つのサブカテゴリー

で構成された。

【自己の成長とその段階】には［自身の成長］［成長の

段階］で構成され、【自己の意思決定と責任】には［意

思決定に基づく行動とその責任］など 2 つのサブカテ

ゴリーで構成された。【目指す看護の探索とそれに向け

た行動】には［目指す看護の探索の過程］ ［看護職とし

て進む方向に向けた行動］など 5 つのサブカテゴリー

で構成された。

【看護専門職としての意思決定】には［看護専門職と

しての意思決定］で、【専門職としての成長】には［専

門職としての成長］と［専門分野を深める］で構成され、

【自己の看護の追究】には［自身の看護の追究］であった。

  

岐阜県立看護大学紀要 第 9 巻 1 号 , 2008

̶ 22 ̶

表 1　授業展開とグループワークの課題
学習課題　 方法 グループワークの回数 グループワークの課題

導入と事前課題の提示 講義
教員の体験談
課題学習の提示

Ⅰ . 看護専門職の概念 講義とグループワーク 1 検討課題の抽出
1）看護専門職と倫理 グループワーク 2 専門職と看護専門職を考える

Ⅱ . キャリアマネジメントの理解
1）概念 グループワーク 3 概念を考える

4 概念を考える
発表とグループ間討論
看護実践者へのインタ
ビュー、質疑

5 インタビュー内容の検討
2）実際

グループワーク 6 学習 1）2）から内容の理解
3）活用できる資源 講義
4）意義 グループワーク　 7 必要性を考える

8 必要性を考える
Ⅲ . 学習の統合 発表と討論

グループワーク 9 セルフマネジメント及び看護専
門職におけるキャリアマネジメ
ントの統合

課題学習

総括 教員のコメント



2．中期の記述内容

記述内容は、表 3 で示したように 26 のサブカテゴ

リー、13 のカテゴリーに分類された。

【自己を知りより良く生きる】には「生涯、人として、

専門職として向上していくこと」とした［生涯をより

よくする］「これからの自分を知り、自分を考える存在

である」と記述した［自己を知り自己を考える］など 4

つのサブカテゴリーで構成された。

【自己の目標に向かう意思決定】には［目標に向け意

思決定する］など 4 つのサブカテゴリーで構成された。

【自己の成長】には「目的に向かい経験や学修で自分を

成長させていくこと」とした［自己の成長］であり、【看

護専門職としての自己の成長】には［看護専門職として

の自己成長］であった。

【看護専門職であることの意味】には［看護専門職に

近づく方法］など 3 つのサブカテゴリーで構成された。

【職業をとおしての目指す姿と方向】には［職業生活を

とおしての目標］、 ［職業人としての自己実現］など 4 つ

のサブカテゴリーで構成された。【経験を積み重ねる意

味】は［経験を積み目標に近づく］であった。

【他者の目標との関係】は［組織・自己・患者の共通目標］

で、【組織目標と自己の目標】には「組織目標に向かい

セルフマネジメントしていくこと」とした［組織目標に

向かう］など 3 つのサブカテゴリーで構成された。

また、中期にのみに導きだされたカテゴリーは【経験

を積み重ねる意味】【他者の目標との関係】、【組織目標

と自己の目標】【個人のキャリアと組織のマネジメント】、

【自己の成長と組織の成長】であった。【経験を積み重ね

る意味】には「経験を重ね自分の能力を高め目標に近づ

くこと」として記述していた。

3．後期の記述内容

記述内容は、表 4 で示したように 19 のサブカテゴ

リー、10 のカテゴリーに分類された。

【看護専門職であること】には「主体的な看護ができ

て看護専門職になることができるもの」とした［看護専

門職であるためのもの］など 4 つのサブカテゴリーで

構成された。【看護専門職としての責任】には「自分の行っ

た看護は患者の命、人生へ影響を与えるのでその責任を

負うことができる自分であり続けるために必要」とした 

［患者の人生に及ぶ責任をもち続けられる自分であるた
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表 2　初期のキャリアマネジメントの理解
初期のカテゴリー

カテゴリー サブカテゴリー

自分づくり

自身のやりたいことの探索と行動
自分を知る
自分の考えを創る
自身の価値観の発展
自己決定の過程で培われるもの
経験の意味

方向性の探索と時期・方法・評価
開始の時期
方向性に向けた行動
方向性に対する他者の評価

セルフマネジメントが基盤 セルフマネジメントが基盤
自己の成長とその段階 自身の成長

成長の段階
自己の意思決定と責任 自身の意思決定

意思決定に基づく行動とその責任

目指す看護の探索とそれに向けた行動

目指す看護の探索の過程
看護専門職として目指す看護の探索
看護職として進む方向に向けた行動
目指す看護に向けた行動
自身の看護観の構築

看護専門職としての意思決定 看護専門職としての意思決定
専門職としての成長 専門職としての成長

専門分野を深める
自己の看護の追究 自身の看護の追究
職業倫理 職業人のもつこころ
患者の価値観が主役 患者の価値観が主
役職の意味 役職の意味
記述計 47 記述
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表 3　中期のキャリアマネジメントの理解
中期のカテゴリー

カテゴリー サブカテゴリー

自己を知りより良く生きる
生涯をよりよくする
自己を知り自己を考える
自己目標の吟味
自身の行為責任

自己の目標に向かう意思決定
目標をもつ
目標に向け意思決定する
目標をもち実現する
目標に向かう過程

自己の成長 自己の成長
看護専門職として自己の成長 看護専門職としての自己成長

看護専門職であることの意味
看護専門職に近づく方法
看護専門職としての意思決定
看護専門職としての責任

職業をとおしての目指す姿と方向
職業生活をとおしての目標
職業生活での目指す姿とその方向
職業生活をとおしての向上・発展
職業人としての自己実現

経験を積み重ねる意味 経験を積み目標に近づく
セルフマネジメントが土台 セルフマネジメントが土台
研究を続ける 研究を続ける
他者の目標との関係 組織・自己・患者の共通目標

組織目標と自己の目標
組織目標に向かう
組織目標と自己の目標
組織の支援で個人の自己実現

個人のキャリアと組織のマネジメント 個人のキャリアと組織のマネジメント
自己の成長と組織の成長 自己の成長と組織の成長
記述計 55 記述

表 4　後期のキャリアマネジメントの理解
後期のカテゴリー

カテゴリー サブカテゴリー

看護専門職であること
自分の求める看護を行うために必要なもの
自分の看護を行うための向上心と実行
看護専門職として努力する過程
看護専門職であるためのもの

看護専門職としての責任
自身が専門職であるために必要なもの
看護を提供する責任をもつためのもの
患者の人生に及ぶ責任をもち続けられる自分であるためのもの

専門職としての成長
専門職としての成長するためのもの
倫理を土台に成長していくこと
成長する過程

成長の方法 資源を活用し成長していくもの
看護専門職としての倫理　 看護専門職としての倫理をもつ

看護職としての倫理と個人の倫理
目標の決定方法 目標の決定は患者・社会のニーズで決めるためのもの
目標に対する実施方法 なりたい専門職である自分に向かって循環するもの
対象の自己実現を支援 対象の自己実現を支えるためのもの
他者への貢献 自己成長により社会に貢献するもの

看護実践で周囲に影響するもの
セルフマネジメントとの関連 セルフマネジメントとの関連があるもの
記述計 52 記述



めのもの］など 3 つのサブカテゴリーで構成された。【専

門職としての成長】には「良いケアをするために職場で

患者等他者とのかかわりを経て自分を創りあげていくこ

と」とした［専門職としての成長するためのもの］など

3 つのサブカテゴリーで構成された。

【成長の方法】【看護専門職としての倫理】【目標の決

定方法】【目標に対する実施方法】などのカテゴリーが

導き出され、【他者への貢献】には「看護を実行するこ

とで周囲に良い影響を与えていくことである」とした［看

護実践で周囲に影響するもの］など 2 つのサブカテゴ

リーで構成され、【セルフマネジメントとの関連】には［セ

ルフマネジメントとの関連があるもの］であった。

また、後期のみに導きだされたカテゴリーは【看護専

門職であること】【看護専門職としての倫理】【目標の決

定方法】【目標に対する実施方法】【対象の自己実現を支

援】【他者への貢献】であった。

4．記述内容の変化

初期の【自分づくり】は、「自分で決めるうえで自分

自身を理解することが大切」とした［自分を知る］であり、

中期では【自己を知りより良く生きる】で、「人生をよ

りよくしていくもの」や「これからの自分を知り、自分

を考える存在である」としていた。また、初期の【自己

の意思決定と責任】は「意思決定をおこなう」とした記

述が、中期では【自己の目標に向かう意思決定】で「目

標に向け意思決定する」であった。

一方、看護専門職としての人づくりとして、【目指す

看護の探索とそれに向けた行動】の内容は、初期には「自

分がどんな看護をしたいのか、どういう看護職を目指す

のかを見極める過程である」と記述したものが、中期で

は【職業をとおしての目指す姿と方向】として「免許を

とり経験することや職業の中で発展するもの」であった。

また、中期の【看護専門職であることの意味】には「看

護専門職になるため自分に何が必要で、どうして行くの

か考える」とした［看護専門職に近づく方法］「専門職

は自分のしたいこと以外の選択もしなければならないと

きがある」とした［看護専門職としての意思決定］「専

門職として責任をもつこと」とした［看護専門職として

の責任］であったが、後期では【看護専門職であること】

と【看護専門職としての責任】のカテゴリーであった。

初期から後期まで全てに記述していた【専門職として

の成長】の内容は、成長という表現のみで、具体的には

説明されていなかった。

Ⅵ．考察

1．初期のキャリアマネジメントの理解

学生の理解したことは大きく 3 つに区分できる。【自

分づくり】や【自己の成長とその段階】【自己の意思決

定と責任】とあるように、人としての自分を意識した理

解と、【目指す看護の探索とそれに向けた行動】【看護専

門職としての意思決定】【専門職としての成長】【自己の

看護の追究】という看護専門職を意識した理解、そして

この両者が混在した【方向性の探索と時期・方法・評価】

に含まれる「将来なりたい職業に向かって考え行動する

こと」「自分のやりたい方向性を考え始めたときから始

まる」のような人としてのマネジメントと職業を意識し

たマネジメントである。

これは、1 回目の授業として行なった教員の体験談に、

1 年次に学んだセルフマネジメントが想起され、人とし

てのセルフマネジメントと教員の体験が職業として語ら

れたものをキャリアマネジメントと理解したものと考え

る。

2．中期のキャリアマネジメントの理解

学生の理解したことは、【自己を知りより良く生きる】

【自己の目標に向かう意思決定】【自己の成長】など、人

としてのマネジメントであるが、初期では自分自身を理

解することが大切とした［自分を知る］であったが、中

期では「これからの自分を知り、自分を考える存在であ

る」とした［自己を知り自己を考える］であり、考える

存在としての自己を位置づけている。そして、より良く、

或いは目標に向かうという意図をもち、何のために意思

決定すべきなのかが理解されたものであると考える。

【職業をとおしての目指す姿と方向】には［職業生活

をとおしての目標］［職業生活での目指す姿とその方向］

［職業人としての自己実現］などが含まれており、職業

生活を中核にキャリアマネジメントを理解している。ま

た、職業としての【経験を積み重ねる意味】を考えるこ

とによって【看護専門職としての自己の成長】【看護専

門職であることの意味】に結びつき看護専門職としての

キャリアマネジメントを理解したものと解釈できる。

これは、“ キャリアマネジメントの概念 ” を課題とし
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て 2 回グループワークを行なっているが、キャリアマ

ネジメントとは何か、何故キャリアマネジメントを行な

うのか、どんな方法でおこなうのか、をグループワーク

の中で討論したり、セルフマネジメントを想起させるよ

うな投げかけがあったものと推察する。中期のキャリア

マネジメントの理解は、自己を中心概念として職業に目

的概念が加わり、自ら描く看護専門職を想像し看護専門

職としての意味づけをしたことで理解されたと考える。

特に、中期にのみに導きだされたカテゴリーの中で注

目するのは、【組織目標と自己の目標】【個人のキャリア

と組織のマネジメント】【自己の成長と組織の成長】で

あった。この内容を見ると「組織目標に向かいセルフマ

ネジメントしていくこと」としており、後期の記述内容

も見られず組織やチームの概念や組織目標とは何か、個

人がどのように関わるのか理解されないまま言葉とし

て表現されている姿がある。キャリアマネジメントが

組織やチームに影響を及ぼすことではあるが、中期での

グループワークはキャリアマネジメントを理解する上で、

どのような看護専門職を学生に描かせるか、或いはセル

フマネジメントとの違いを明確にすることで、看護専門

職がより明確になり授業目的へ近づくことになると考え

る。組織に関する学習は3年次の枠組みでもあり、グルー

プワークとしての課題の提示、或いは問いの提示を検討

する必要がある。

3．後期のキャリアマネジメントの理解

学生の理解は「主体的な看護ができて看護専門職にな

ることができるもの」とした【看護専門職であること】

や［患者の人生に及ぶ責任をもち続けられる自分である

ためのもの］とした【看護専門職としての責任】【専門

職としての成長】など専門職であるが故に主体としての

考え方や負うべき責任の重さが内容で示され、看護専門

職を深く理解した結果と考える。またキャリアマネジメ

ントを【専門職としての成長】と認識しているが、その

内容は良いケアをすると表現した。これは目的が明確に

なってきていることと、看護専門職とは何をする人であ

るかが明確になってきたものと考える。これらはグルー

プワークの最終段階で “ キャリアマネジメントの必要

性 ” を課題としたことによるものである。

この課題は、キャリアマネジメントを考える上で、何

のために、何故、看護専門職でなければならないのか、

看護専門職とは何か、初期、中期をとおして考えたこと

を再び問われることになり、自らの考えを整理していく

過程であった。この課題は、【看護専門職の責任】に例

示すると学生は、自分の行った看護が患者の人生に及ぼ

す意味を考え、そのために責任が担える自分であるため

のキャリアマネジメントを行なうという必要性を説明し

ている。このように後期の課題の提示は、カテゴリーで

みるように概念が広がったということではなく、説明が

具体的で内容が充実したと考えられ、理解が深まったと

言える。また、この課題は、看護専門職を目指す学生に

とって必要性を否定されることは、受け入れがたいこと

と考えられ、その必要性を説明したいとグループワーク

も活発で、適切な時期の適切な課題であった。

4． キャリアマネジメントの理解の変化

初期、中期、後期の学生の理解から、その変化をとらえ、

転移の視点から考察する。また、転移或いは転移に影響

したと思われるものを＜　＞で標記し、転移とは文献 1）

を活用し「ある文脈で学習したことの学びを活用し他の

文脈へ活かすことをいう」と定義する。

転移は、学習課題の内容や問題解決の手順を記憶する

ことによって生じるのではなく、課題を良く理解しなが

ら学習することによって生じると述べており、転移に影

響する要因の一つは先行学習の習得レベルが適切でなけ

れば促進されない 2）とも述べている。今回の結果から、

継続してグループワークを行い、自らの考えを創りあげ

ていくという過程にもこの考え方は適応できる。つまり

初期の講義に加え中期に関わるグループワークの課題で

概念を拡大し、これを活用して後期のグループワークで

は意味を問うことを課題とすることでより理解を深めて

いく、この各段階を経ることの重要性である。

本科目では、特に看護専門職であることを重要視して

おり、これを考えるならば 1 年次の学修の想起と共に、

看護専門職を考えることであり、初期の【自分づくり】

を根底に職業生活を加え、自分づくりが看護専門職であ

ることに繋がるということをどのように気づかせるかが

重要であろう。

例示すると【自分づくり】は、初期では＜自分自身を

知る＞ことから中期では＜考える存在としての自分＞へ

発展している。また、【自己の意思決定と責任】も同様

に初期の理解、＜自己の意思決定＞をおこなうが、中期
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では＜目標に向け意思決定する＞に発展している。

これは何のために知るのか、或いは何のために意思決

定するのか、という目的概念が加わり［生涯をよりよ

くする］や、［目標に向かう過程］などが導き出された。

つまり、＜自己＞を中心概念として何をなすか、生涯と

いう長い期間を視野に自己の行為として認識したもので、

＜生涯＞という新たな概念が加わり理解が広がったもの

と考える。

一方、看護専門職としての人づくりとしては、その目

指す姿が初期では ｢ 自分がどういう看護職を目指すか ｣

であったが、中期には ｢ 免許をとり経験や職業の中で発

展する ｣ という内容に変化している。つまり＜職業＞と

いう概念が加わることによって、目指す姿が職業に焦点

化され職業生活を通して看護専門職となる、或いは看護

専門職として成長していくものと理解し、方法が具体

的に考えられ理解を深めたものと考える。中期に見出さ

れた【看護専門職であることの意味】では、「看護専門

職として責任をもつこと」や「専門職は自分のしたいこ

と以外の選択もしなければならないときがある」「看護

専門職になるため自分に何が必要で、どうして行くのか

考える」と記述している。これは初期には考えられてい

なかったことであり中期までに “ 看護専門職の概念 ” を

課題にグループワークで看護専門職の意味を問うことは、

学生にとって看護専門職とは何か、を概念化する学修の

第一歩であったと言える。

さらに、後期で中期までの理解に加えて “ 看護専門職

の必要性 ” を問うことで、【看護専門職であること】と【看

護専門職としての責任】を導き出した。このように初期

に考えられなかった概念が中期に＜職業＞を考えたこと

で＜看護専門職＞に結びつき看護専門職の主体や責任な

ど具体化したものと解釈できる。

この変化は、初期の教員の講義に加え中期に “ キャリ

アマネジメントの概念 ” 及び後期の “ キャリアマネジメ

ントの必要性 ” を課題として問うことで看護専門職とは

どういう人か、を理解し何をなすべきかを考え、何のた

めに何故、何をすることがキャリアマネジメントか、を

議論する中でより具体的に表現されたことによるもの

である。中でも看護専門職は患者の人生に影響を及ぼす

という看護のもつ特性や内包する重みが明確に認識され

てきている。中期のグループワークで自分の考えを創り、

その考え方を転移させ後期のグループワークで概念を学

生なりに消化し理解が深まった姿である。

【専門職としての成長】の内容は初期から後期まで全てに記

述していたものの、内容的には、成長の意味、成長とは何を

どのように発展させることなのかが表現されていない。成長

の理解は、看護専門職としての自分づくりのマネジメントを

おこなう上で、不可欠であると考えており、今後はグループ

ワークでの課題として検討したい。

Ⅶ．まとめ

初期、中期、後期の学生の理解及び変化から 1）～ 4）

が確認できた。さらにグループワークの課題は 5）、6）

の 2 つであった。

1） 初期の理解は、教員の講義を受け、1 年次に学ん

だセルフマネジメントが想起され、セルフマネジメント

と教員の体験談をキャリアマネジメントと理解していた。

2） 中期の理解は、グループワーク課題 “ キャリアマ

ネジメントの概念 ” を問うことで自己を中心概念として

職業に目的概念が加わり看護専門職としてのキャリアマ

ネジメントを理解していた。目的（何故、何のためにキャ

リアマネジメントを行なうか）を明確にしていくことは

意味づけを考え、理解の広がりに結びついた。

3） 後期の理解は、グループワーク課題 “ キャリアマ

ネジメントの必要性 ” を問うことで中期に考えた概念を、

より具体的な説明へ結びつき理解が深まった。

4） 学生の理解の変化から学習課題によって学習の転

移が概念の形成や拡大或いは意味の理解へ結びついた。

5） 2 年次の学習課題と 3 年次の学習課題の枠組みを

明確にする必要が示唆された。

6）看護専門職としての自分づくりのマネジメントを

行う上で不可欠である “ 成長の意味 ” を討論し理解を深

めることがグループワークの課題であった。

文献 

 1）John D. Bransford，Ann L. Brown, and Rodney R. Cocking，

editors：How People Learn，森敏昭，秋田喜代美監訳，授

業を変える，初版；51-77，  北大路書房 2006．

 2）前掲 1）．

 3）両羽美穂子，篠田征子，他：セルフマネジメントについて

の学生の学びと看護専門職における意義，岐阜県立看護大

                                   岐阜県立看護大学紀要 第9巻1号 , 2008

̶ 27 ̶



学紀要，3(1)；75-81，2003．

 4）谷田貝公昭，林邦雄，成田國英：教育基礎論 初版，一藝社

2005．

 5）池西悦子，林由美子，他：看護職者の体験談を取り入れ

た授業によるキャリアマネジメントについての学び－学

生のレポート分析から－，岐阜県立看護大学紀要，5(1)；

47-52，2005．

 6）栗田孝子，池西悦子：看護基礎教育におけるキャリアマネ

ジメントの学びの意義，岐阜県立看護大学機能看護学講座

教育と研究，5(1)；25-30，2007．

（受稿日　平成 20 年  6 月  5 日）

（採用日　平成 20 年  9 月26 日）

  

岐阜県立看護大学紀要 第 9 巻 1 号 , 2008

̶ 28 ̶



Ⅰ．はじめに

我が国では 2007 年に団塊の世代が 60 歳に達し、彼

らが 75 歳以上となる 2025 年には後期高齢者人口が約

2166 万人（総人口の 18.2%）となって前期高齢者人口

約 1468 万人（総人口の 12.3%）を上回り、日本は後期

高齢者中心の高齢社会になると推計されている 1,2）。後

期高齢者は介護のリスクが高い人々であり、その増加は

介護およびターミナルケアのニーズを拡大させるといわ

れている 3）。また、2006 年に成立した医療制度改革関

連法により、医療費適正化の総合的推進による長期入

院の是正に重点が置かれ、介護療養型病床の廃止による

「療養病床の再編」、「医療機能の分化・連携」「在宅医療

の推進」による医療提供体制の再構築によって平均在院

日数の短縮を図る取り組みが強化された。今後は、医療

ニーズの高い患者が居宅や居住系施設など医療機関以外

の場所へ早期退院していくと考えられる。以上のことか

ら、在宅ケアの体制整備は極めて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 4,5）。

我が国の訪問看護は当初、医療機関のみが提供して

いたが、平成 3 年の「老人訪問看護制度」創設、平成 6

年の「訪問看護制度」創設により、現在のような訪問看

護ステーション（以降、ステーションと記す）が完成した。

制度創設後ステーションは順調に増加していたが、平成

12 年の介護保険法施行後はその伸びが鈍化し、平成 16

年度までに 9,900 ヶ所というゴールドプラン 21 の目標

に対し、平成 17 年現在の設置数は 5,309 ヶ所に留まっ

た6）。事態を憂慮した厚生労働省は、平成16年度から「訪

問看護推進事業」を立ち上げて都道府県による訪問看護

推進の取り組みを進めている 7）。また、平成 18 年の介

護報酬・診療報酬の同時改定においても、20 分未満の

夜間訪問看護の新設、ターミナルケア加算や緊急時訪問

看護加算の算定要件の緩和、グループホーム等への訪問

看護提供が可能になるなど報酬面から訪問看護を推進す

る内容となっている 8,9）。

一方、ステーションは 1 事業所当りの常勤換算従事

者数が 4.7 人 10）という小規模な事業体であり、その中

でも約 8 割 11）のステーションは 24 時間オンコール体

制をとる等、赤字を出さない努力をしている 12）。つま

り多くのステーションは日々の業務をこなすのに精一杯

であり、個々のステーションの努力に任せているだけで

は、増大するニーズに対応可能な訪問看護の発展が図れ

ない可能性がある。

そこで本稿では、岐阜県における訪問看護および訪問

看護を担当する行政の現状を整理し、岐阜県の訪問看護

が充実・発展する上での課題を検討したいと考える。

Ⅱ．方法

1．岐阜県における訪問看護サービス提供の実態把握

1）分析項目

下記に分析項目、各分析項目のデータを得るために使

用した資料、データを加工した場合はその内容について

示した。なお、「　」は既存資料の正式名称を示す。

（1）ステーションの設置状況

「平成 17 年介護サービス施設・事業所調査」により、

全国・都道府県別のステーション数を調べ、人口10万対・
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面積 100k㎡対の設置数を算出した。さらに岐阜県内に

ついては、県健康福祉部介護保険課より老人保健福祉圏

域別のステーション数のデータ（平成 18 年 10 月 1 日

現在）を提供してもらい、人口 10 万対・面積 100k㎡

対の設置数を算出した。

（2）ステーションの経営状態

平成 13 ～ 17 年の「介護サービス施設・事業所調査」

より、全国と岐阜県の常勤換算従事者 1 人当りの訪問

回数を調べた。また、同資料より全国と岐阜県につい

て開設後 3 年以上存続しているステーション数を調べ、

母集団に対する割合を算出した。

（3）医療機関における訪問看護の実施状況

「平成 17 年医療施設調査　病院報告（都道府県編）

下巻」より、病院と一般診療所における訪問看護の実施

数を調べた。

2．岐阜県行政における訪問看護にかかわる施策の実態 

把握

（1）岐阜県行政における訪問看護担当部門

岐阜県健康福祉部医療整備課より、健康福祉部各課の

事務分掌が記述された資料の提供を受け、それにより訪

問看護に関連する事務の内容と所管課を確認した。

（2）訪問看護推進事業の実施状況

「平成 17 年度訪問看護推進事業の実施概要」「岐阜県

訪問看護推進協議会設置要綱」「平成 17 年度診療所・

病院・訪問看護ステーションにおける訪問看護実態調査

結果（報告書）」をもとに、訪問看護推進協議会および

研修事業について調べた。

（3）訪問看護師養成講習会の実施状況

平成 19 年度岐阜県看護協会通常総会で配布された冊

子中の「平成 18 年度岐阜県ナースセンター事業報告」、

岐阜県ナースセンター（http://www.gifu-nc.jp/index.

html）の「事業概要」の記述をもとに、訪問看護師養成

講習会に関する内容を取り出した。

Ⅲ．結果

1．岐阜県における訪問看護サービスの提供状況

1）ステーションの設置状況

平成 17 年介護サービス施設・事業所調査より 13）、岐

阜県のステーション数は 80 ヶ所となっており、その設

置数は人口 10 万対 3.80（全国 33 位）、面積 100k ㎡

対 0.75（全国 41 位）となっていた。表 1 には、岐阜

県内の 5 老人保健福祉圏域（以下、圏域と記す）別に

人口 10 万対・面積 100k ㎡対のステーション数を示し

た。岐阜および東濃の 2 圏域は人口対・面積対の数値

がいずれも県平均を上回っていたが、西濃・中濃の 2

圏域は人口対・面積対のいずれも県平均を下回っていた。

飛騨圏域では、人口対は県平均の約 1.4 倍と県内最高で

あったが、面積対は平均の 3 割未満となっていた。

2）ステーションの経営状態

平成 13 ～ 17 年介護サービス施設・事業所調査よ

り 14）～ 18）、ステーションの常勤換算従事者 1 人当りの

訪問回数（以降、従事者 1 人当り訪問回数と記す）お

よび開設後 3 年以上存続しているステーションの割合

（以降、ステーション存続率と記す）を過去 5 年間につ

いて算出し、全国と岐阜県の状況を図 1・2 に示した。

全国の従事者 1 人当り訪問回数は、平成 13 から 15

年まで毎年増加し、その後は 60 回程度で推移していた。

ステーション存続率も同様に、平成 15 年までは毎年上

昇し、その後は 80% 程度を維持していた。一方、岐阜

県の従事者 1 人当り訪問回数は全国よりも多く、かつ、

継続的に増加して平成 17 年には 72.3 回に達していた。

また、岐阜県のステーション存続率は全国よりも低く、
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表 1　岐阜県における老人保健福祉圏域別訪問看護ステーション数
老人保健 
福祉圏域 ステーション数 1） 人口 2） 面積（k ㎡）3） 人口 10 万対 

事業所数
面積 100k ㎡対 

事業所数
岐阜圏域 36   802,204      992.52 4.49 3.63 
西濃圏域 11   391,736    1433.37 2.81 0.77 
東濃圏域 19   347,826   1549.37 5.46 1.23 
中濃圏域 13   399,934   2468.32 3.25 0.53 
飛騨圏域 10   165,593    4177.59 6.04 0.24 
岐阜県 89 2,107,293 10,621.17 4.22 0.84 

1） 岐阜県健康福祉部介護保険課より、平成 18 年 10 月 1 日現在の数値を得た。
2）平成 17 年国勢調査の確定値より
3）国土地理院「平成 17 年全国都道府県市区町村別面積調査」より



平成 15 年までは上昇していたがそれ以降はやや低下し

ていた。

3）医療機関における訪問看護の実施状況

平成 17 年の医療施設調査から 19）、病院と一般診療所

の訪問看護実施状況を調べ表 2・3 に示した。このデー

タは医療保険等と介護保険による訪問看護の実施状況が

示されているが、両保険による訪問看護を実施している

施設もあれば、どちらか一方のみに対応している施設も

ある。すなわち、この数値からは施設単位の訪問看護の

実施状況を知ることはできない。原則として両方の訪問

看護を実施していると仮定すれば、少なくとも県内にあ

る病院の 30 ヶ所（27.3%）、一般診療所の 72 ヶ所（4.8%）

が訪問看護を実施していることになる。

一方、筆者らが岐阜県下の過疎および特定地域の国保

立および公営診療所等 30 ヶ所を対象にした質問紙調査

では 20）、21 施設（回収率 70.0%）中 16 施設が訪問看

護を実施しており、未回収の施設すべてが訪問看護を実

施していないと仮定しても、県内にある過疎・特定地域

の国保立・公営診療所等の約 5 割は訪問看護を実施し

ていることになる。

2．岐阜県行政における訪問看護にかかわる施策の状況

1）岐阜県行政における訪問看護担当部門

訪問看護にかかわる岐阜県行政の担当部門は複数に

渡っており、訪問看護師養成講習会や訪問看護推進事業

は医療整備課看護担当、ステーションの指定や監督、介
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図 2　岐阜県のステーション

（介護サービス施設・事業所調査をもとに筆者が作成）

図 1　全国のステーション

（介護サービス施設・事業所調査をもとに筆者が作成）

表 2　病院による訪問看護の実施状況 平成 17 年 10 月 1 日

総数
医療保険等による

介護保険による訪問看護在宅患者訪問
看護・指導

精神科訪問 
看護・指導

全　国
9,026 1,221 826 1,455 

（100%） （13.5%） （9.2%） （16.1%）

岐阜県
  110   16   9    30

（100%） （14.5%） （8.2%） （27.3%）
注 : 数値は平成 17 年 9 月中の施設数である。
出典 : 平成 17 年医療施設調査　病院報告（都道府県編）下巻

表 3 　一般診療所による訪問看護の実施状況 平成 17 年 10 月 1 日

総数
医療保険等による

介護保険による訪問看護在宅患者訪問
看護・指導

精神科訪問 
看護・指導

全　国
97,442 3,027 304 2,344 

（100%） （3.1%） （0.3%） （2.4%）

岐阜県
 1,503   64   4    72 

（100%） （4.3%） （0.3%） （4.8%）
注 : 数値は平成 17 年 9 月中の施設数である。
出典 : 平成 17 年医療施設調査　病院報告（都道府県編）下巻



護保険事業支援計画の策定は高齢福祉課が所掌している。

他に関連部門として、介護給付費の支払いなど介護報酬

に関することは国民健康保険課、医療費適正化計画の策

定は健康福祉政策課となっており全ての部門は健康福祉

部に位置づけられている。ここでは、訪問看護の推進や

人材育成を担当する医療整備課が所掌する訪問看護関係

の事業について整理する。

2）訪問看護推進事業の概要

岐阜県は平成 17 年度に厚生労働省の訪問看護推進事

業費を獲得し、岐阜県看護協会に委託して本事業を実施

した。

（1） 訪問看護推進協議会

本協議会は、訪問看護推進事業の企画・調整と訪問看

護の実態調査を実施することにより、訪問看護の推進

に寄与することを目的としている 21）。構成メンバーは、

医師会、病院看護部長協議会、保健師部会、ステーショ

ン連絡会、市長会、保健所長会、看護大学、本庁関係部

門、県看護協会から選ばれており、事務局は県看護協会

が担当した 22）。

本協議会は、平成17年度に県内のステーション（84ヶ

所）、診療所（1,234 ヶ所）、病院（110 ヶ所）を対象に

して実態調査を実施し、ステーション 70 ヶ所（回収率

83.3%）、診療所 224 ヶ所（回収率 18.2%）、病院 73 ヶ

所（66.4%）から回答を得た 23）。この中で「訪問看護を

実施する上での問題点や看護上の課題」を尋ねており、

その記述には、利用者・訪問回数の伸び悩み、スタッフ

の質のばらつきなど経営管理に関わる問題、指導が受け

入れられない、ターミナル期への対応が不安、医療技術

の向上が必要など利用者との対応場面における実践能

力に関する問題、他施設との連携強化、地域全体のレ

ベルアップなど地域ケア体制づくりに関する課題が見

られた 24）。しかし、本協議会は平成 17 年度に会議を 2

回開催したのみで活動が休止しており、実態調査の結果

が訪問看護推進事業の企画・調整にどのようにつながっ

ているかは不明である。

（2） 研修事業

ステーションと医療機関の看護師が相互理解を深め、

ステーション看護師の最新知識・技術の習得、病院等看

護師の在宅医療に関する知識の習得を推進することを目

的として、ステーション看護師、病院等看護師を対象に

して「看護師相互研修」が実施された。研修期間は、ステー

ション看護師は 7 日間（講習 4 日間、実技研修 3 日間）、

病院等看護師はステーション研修 2 日間、両者が参加

する連携研修 1 日で、受講者はステーション看護師 13

人、医療機関の看護師 27 人の計 40 人であった。また、

ホスピスケアやがん性疼痛患者看護など在宅ホスピスケ

アの技術習得を目的として、ステーション等の看護師を

対象にして「在宅ホスピスケア研修」が実施された。研

修期間は講習会1日、在宅ホスピスケア研修1日、グルー

プワーク 1 日の計 3 日間で、受講者は 22 人であった。

3）訪問看護師養成講習会

岐阜県看護協会は岐阜県の委託を受けて、訪問看護師

養成講習会を毎年岐阜市で実施している。この講習会は、

日本看護協会が作成した訪問看護師研修カリキュラムの

ステップ 1 に基づいた内容で、訪問看護を始めようと

する看護職を対象に 35 日間 210 時間で実施されてい

る。県内の約 3 割のステーションには、本講習会を受

講した訪問看護師が 1 人もいないという調査結果があ

る 25）。

Ⅳ．考察

ここでは、岐阜県の訪問看護サービスの提供状況およ

び訪問看護にかかわる岐阜県行政の現状をまとめ、それ

をもとに岐阜県の訪問看護が充実・発展する上での課題

について考察する。

1．岐阜県における訪問看護サービス提供の現状

Ⅲ．結果の 1 で明らかにした事実をもとに、岐阜県

における訪問看護サービス提供の現状として筆者が解釈

したことを述べる。

県内ステーションの人口対・面積対の設置数は全国平

均をやや下回り、圏域別では岐阜・東濃圏域が県内平均

よりも多く、西濃・中濃圏域は県内平均より少なくなっ

ていた。また飛騨圏域では、人口対の設置数は県内最高、

面積対は県内最低となっていた。飛騨圏域は県内で最も

過疎地域が多い地域であり、圏域内人口の 51.7%、面積

の 87.9% が過疎地域となっている 26）。このような地域

では利用者宅への移動時間や燃料費が嵩むなどにより効

率が悪く、ステーションの経営は厳しくなるといわれて

いる 27）。また、飛騨圏域ほどではないが、西濃圏域で

は人口の 7.0%、面積の 56.1% が、中濃圏域では人口の
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9.0%、面積の 41.2% が過疎地域となっており、人口の

約 1%、面積の約 15% のみが過疎地域である岐阜圏域や

東濃圏域と比べると 28）、ステーション経営に不利な面

があると考えられる。

医療機関による訪問看護の実施状況をみると、岐阜県

は全国と比べて実施率が高く、過疎・特定地域の国保立・

公営診療所等に至っては少なくとも約半数が訪問看護

を実施していると考えられた。飛騨圏域のようなステー

ション経営が困難な地域では、ステーションを新たにつ

くるよりも、医療機関が訪問看護の提供機能を追加する

方が現実的かもしれない。ただ、医療機関による訪問看

護の対象は当該機関の受診者のみであり、利用可能な対

象者がやや限られる面はある。

岐阜県の従事者 1 人当り訪問回数は過去 5 年に渡り

全国より多くなっていたが、その間のステーション存続

率はいずれも全国より低くなっていた。また、岐阜県で

は従事者 1 人当り訪問回数が増加していたが、ステー

ション存続率は平成 16 年から低下していた。従事者 1

人当たりの訪問回数が多ければステーションの収入は多

くなり経営状態によい影響が及ぶと考えられるが、岐阜

県のステーション存続率は全国より低迷していた。理由

のひとつとして、岐阜県では訪問回数の割にステーショ

ンの収入が少ないこと、すなわち訪問単価が低い可能性

が考えられる。介護保険による訪問看護は滞在時間に

よって介護報酬が異なるが、滞在時間の長い訪問看護の

割合が多いほどステーションの訪問単価は高くなるとい

われている 29）。もしかすると岐阜県では 30 分未満の訪

問看護の占める割合が多いのかもしれない。

2．岐阜県行政における訪問看護にかかわる施策の現状

Ⅲ．結果の 2 で明らかにした事実をもとに、岐阜県

における訪問看護にかかわる施策の現状として筆者が解

釈したことを述べる。

岐阜県の訪問看護を担当する行政部門は複数あるが、

訪問看護の人材育成および訪問看護推進事業を所掌する

医療整備課の役割は大きいと考える。平成 17 年の訪問

看護推進事業では、関係機関や団体の参加を得て訪問看

護推進協議会を設置し、事業の一環として実施した実態

調査から、ステーションの経営管理にかかわる問題、ス

タッフの実践能力に関する問題、地域ケア体制づくりに

関する問題を抱えていることが示唆された。これらの問

題に取り組むことは訪問看護を発展させるために重要と

考えられるが、これまでのところ具体的な取り組みには

至っていない。本協議会は多様な関係機関や団体で構成

されているため運営面の困難はあろうが、うまく機能さ

せることができればその存在意義は大きいと考える。

訪問看護師養成講習会は毎年実施されているが、およ

そ 3 割のステーションには本講習会を受講した訪問看

護師が全くいないという状況であった。本講習会は期間

が長く、開催会場もほとんどが岐阜市に限られているた

め、中には受講したくてもできない看護職が存在する可

能性がある。

3．岐阜県の訪問看護が充実・発展する上での課題

1）経済効率の悪い地域に対する対策の必要性

同じ岐阜県であっても、圏域によってステーションの

設置数にはかなり差があった。しかしながら、訪問看護

サービスの経済効率が悪い過疎地域を多く含む圏域では、

ステーションを増やすことは容易でないと考える。県内

の過疎地域にある国保立および公営診療所等の約半数が

訪問看護を実施していたが、もっと多くの国保立・公営

診療所等が訪問看護サービスを提供すれば過疎地域の訪

問看護は充実する可能性がある。いずれにしても、人口

がまばらで移動に労力を要す地域で訪問してサービスを

提供するという形態は、経営面の困難を抱えやすい。過

疎であっても訪問看護が充実している地域の中には、行

政による交通費の補助や事務所の無料提供が支えになっ

ている場合があり 30）、サービスの地域格差を是正する

ために行政によるサポートが必要であると思われる。県

内にも交通費の補助を行っている市町村が一部みられる

が、過疎地域が少なくない岐阜県では行政によるサポー

トの必要性は高いと考えられる。

2）ステーション管理者の支援体制づくり

岐阜県では全国よりも従事者 1 人当りの訪問回数は

多くなっていたが、ステーション存続率は低くなってい

た。これより、県内ステーションでは投入した労力のわ

りに収入が伸びていないことが考えられる。また、訪

問看護推進協議会が実施した実態調査には、利用者・訪

問回数の伸び悩み、スタッフの質のばらつきなどを問題

点として挙げたステーションがみられた。この背景には、

ステーションの経営戦略やサービスの質と展開に問題が

あることが考えられる 31）。ステーションの運営は管理
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者の能力に負うところが大きいが、ほとんどの管理者は

ステーション運営の知識や技術を習得する機会や支援体

制のない中、孤立した状況で管理業務に当たっていると

いわれており 32）、管理者を支援する体制が必要である

と考える。

3）訪問看護師の養成強化

現状では、訪問看護師のほとんどは施設内看護の経験

しかなく、看護基礎教育の段階でも「在宅看護論」を学

んでいる者は少ない 33）。それゆえ、「訪問看護師養成講

習会」は訪問看護活動に携わる前に受講されることが望

ましいが、県内ステーションのおよそ 3 割では講習会

受講者が皆無であった。以上のことから、もっと受講し

やすい講習会となるよう企画の段階から工夫が必要だと

考える。厚生労働省では、e ラーニングによる訪問看護

師養成プログラムの開発を行い、一部地域では e ラーニ

ングによる研修が開始されているという 34）。県は将来

の訪問看護師を確保する立場にあることから、より受講

しやすい方法で本講習会が企画・実施されるよう委託先

である県看護協会に働きかける役割があると考える。

4）訪問看護の現状分析に役立つ基礎データの整備

医療機関が実施している訪問看護の実態を示すデータ

は少ない。そのため、訪問看護を実施している医療機関

数と訪問回数が不明であり、具体的な供給量が把握でき

ない。岐阜県は全国と比べて訪問看護を実施している医

療機関の割合が多いことから、これらのデータを収集す

る意義は大きいと考える。また、岐阜県は全国に比して

訪問回数が多いのにステーション存続率が低くなってい

た。訪問単価が低い可能性も考えられるが原因の推測に

役立つデータは収集できなかった。たとえば、介護給付

費が訪問看護の滞在時間別に集計されていれば訪問単価

を概算することが可能になり、ステーション経営の現状

把握に役立つと考える。岐阜県の訪問看護の充実・発展

を図るためには適切な課題設定をする必要があると思わ

れるが、そのためには訪問看護の現状分析に役立つ基礎

データの整備が不可欠であると考える。
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Ⅰ．はじめに

保健師活動の評価の必要性は、常々指摘されている 1）。

また、市町村保健師の活動は行政活動の一部であるが、行

政活動の評価および説明も社会から求められている 2,3）。

このように活動評価の必要性は明確であるが、地域の健

康課題解決に向けた保健師の活動という視点からの評価

方法が確立しているとは言えない現状にある。

筆者らは、大学教員としてさまざまな市町村に出向く

中で、保健師が力を入れてきた活動やその市町村が力を

入れて取り組んできた保健福祉活動は、住民の保健福祉

の課題への意識や健康にかかわる言動に反映されてい

ると感じることが何度かあった。また、筆者ら自身の保

健師活動経験の中でも住民の変化を感じた経験があった。

これらの経験を手がかりに、保健師活動の評価方法を開

発できないかと考えるようになった。保健師活動は予防

が主であるため成果を示すことは困難で評価が難しいと

よく言うが、活動は住民に変化をもたらしており、その

事実を表現できれば評価できるのではないかと考えたた

めである。

活動評価方法は、実際に活用される有用な方法である

必要がある。そこで、本調査では、市町村保健師自身が

成果があったと感じている活動と市町村保健師の活動評

価に対する考えを調べることにより、市町村保健師が期

待する活動評価とは何かを把握し、有用な評価方法につ

いて検討することを目的とした。

なお、保健師活動は、住民一人一人への個別援助を積

み重ねて地域全体への看護活動を行うものであるが、本

調査では、そのような看護活動としての特徴をふまえた

上で、地域全体を対象とした活動の評価に焦点を当てる。

Ⅱ．調査方法

1．対象

A 県内（42 市町村）の全市町村保健師を対象とした。

保健以外の部署に所属する保健師も含めた。各市町村に

電話にて調査の目的と方法を伝えて協力依頼を行い、了

解が得られた場合は保健師数と所属を聞き対象者数と郵

送先を把握した。39 市町村から調査協力の了解が得ら

れ、計 452 名の保健師を対象とした。

2．情報収集方法

郵送質問紙調査を実施した。各市町村に把握した保健

師数分の調査票と返信用封筒を送付し、個別に返信を依

頼した。調査票および返信用封筒は無記名とした。本調

査に後続する活動事例調査、活動評価の仮モデル検討へ

の協力が得られる方のみ連絡用の記名用紙に記載を依頼

した。

調査項目は、次の通りである。1）保健師自身に関す

る項目として、性別（選択肢）、年代（20 ～ 60 歳代の

選択肢）、保健師経験年数（記載）、現在の所属での勤務

年数（記載）、現在の職名（記載）、現在の配属部署の領

域（保健領域･福祉領域･その他（記載）の選択肢）。2）

自身の保健師活動経験について、保健師活動の成果とし

て住民が変化した・地域に特徴が生じたと感じた経験の
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有無（数値による評価ができていなくてもよい、保健師

として感じた些細な体験も含めて）、経験ありの場合は、

①感じた住民の変化･生じた地域の特徴とはどういうも

のかと、②その変化･特徴はどのような保健師の活動（活

動の目的･方法、活動名･事業名など）から生じたと考え

ているかについて自由記載。また、事例の聞き取り調査

への協力の可否。さらに、全員への問いとして、保健師

活動の成果とは何だと思うか、思い浮かぶことを自由記

載。3）保健師活動評価について、以下①～③の質問か

ら思い浮かぶことを自由記載。①保健師活動の何が評価

できるとよいと思うか、②活動評価の結果を何に活かし

たいか、③現在、活動評価で困難に感じていることは何

か。さらに、全員への問いとして、評価手法開発への関

心の有無と活動評価仮モデルへの今後の調査への協力の

可否。4）保健師活動評価についての考え、本調査につ

いての意見･感想を自由記載。

調査は、平成 19 年 7 月に実施した。

3．分析方法

調査項目ごとに、調査回答の記載内容を分類した。自

由記載の内容は、記載された意味内容のまとまりごとに

区切って分類し、カテゴリ名をつけた。

4．倫理的配慮

本調査の実施にあたっては、岐阜県立看護大学倫理委

員会研究倫理審査部会の審査を受け、承認を得た。

Ⅲ．結果

1．回答者の属性

97 名（21.5%）から回答があった。回答者の年代は、

表 1 に示すように 20 歳代～ 50 歳代、保健師経験年数

は、表 2 に 5 年ごとに示した。1 ～ 35 年目と幅広かっ
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表 1　年代別回答者数と保健師活動の成果を感じた経験有の人数
年代 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 不明 計

回答者数 29 28 27 12 1 97

保健師活動の 
成果を感じた 
経験有の人数

12 13 22  8 0 55

経験有割合 
（%） 41.4 48 81.5 66.7 0 56.7

表 2　保健師経験年数（5年ごと）回答者数と保健師活動の成果を感じた経験有の人数
経験年数 1 ～ 5 6 ～ 10 11 ～ 15 16 ～ 20 21 ～ 25 26 ～ 30 35 ～ 計
回答者数 24 26 11  9 12 13   2 97

保健師活動の 
成果を感じた 
経験有の人数

 9 12  5  7 11  9   2 55

経験有割合 
（%） 37.5 46.2 45.5 77.8 91.7 69.2 100 56.7

表 3　職位別回答者数と保健師活動の成果を感じた経験有の人数
職位 ｽﾀｯﾌｸﾗｽ 係長ｸﾗｽ 課長補佐 課長以上 不明 計

回答者数 50 26   6   4 11 97

保健師活動の 
成果を感じた 
経験有の人数

25 16   6   4  4 55

経験有割合 
（%） 50 61.5 100 100 36.4 56.7

表 4　所属の領域別回答者数と保健師活動の成果を感じた経験有の人数
領域 保健 福祉 保健･福祉 保健･国保 診療所 不明 計

回答者数 64 26   4 1   1   1 97

保健師活動の 
成果を感じた 
経験有の人数

37 12   4 0   1   1 55

経験有割合 
（%） 57.8 46.2 100 0 100 100 56.7



た。職位は、表3のようにスタッフクラス50名で約半数、

係長クラス 26 名で 4 分の 1、課長補佐・課長以上合わ

せて 10 名で 1 割、不明が 11 名で 1 割であった。現在

の所属の領域は、表 4 のように保健が 64 名と最も多く

6 割、福祉 26 名で 3 割弱、保健･福祉、保健･国保等が

合わせて 6 名で 1 割弱であった。

2．保健師活動の成果として住民が変化した･地域に特

徴が生じたと感じた経験

1）経験の有無

保健師活動の成果として住民が変化した等の経験あ

りは 55 名であった。年代は、表 1 にあるように 20 ～

50 歳代で 40 歳代以降は経験ありの割合が高くなった。

保健師経験年数は、表 2 に 5 年ごとで示した。2 ～ 35

年目までで 16 年目以降は経験ありの割合が高くなっ

た。職位では、表 3 にあるようにスタッフクラスは半数、

係長クラスは 6 割、課長補佐と課長以上は全員が経験

ありと回答していた。所属の領域では、表 4 にあるよ

うに保健領域は約 6 割、福祉領域はほぼ半数が、経験

ありと回答していた。

55 名中 52 名は具体的な経験の記述があった。また、

5 名から本調査後の活動事例聞き取り調査への協力が得

られた。

2）保健師が感じた住民の変化･生じた地域の特徴

52 名から 71 件の記述があり、表 5 に示すように 15

カテゴリに分類できた。　

最も多かったのは【保健行動の実践や生活習慣の改善】

14 件、次いで【健康意識・意欲の高まり】【健診（検診）

受診者及び結果説明会への参加者の増加】【検査データ

の改善】各7件、【自分自身の健康問題としての認識形成】

【自主グループ化・仲間づくり】各 6 件等であった。

3）変化･特徴のもとになった保健師の活動

50 名から 62 件の記述があり、表 6 に示すように 14

カテゴリに分類できた。

最も多かったのは【基本健診の結果説明会・事後指導】

8 件、次いで【生活習慣病予防のための教室】【集団へ

の健康教育】【個別の保健指導】各 7 件、【介護予防に

関する事業・教室】【地域組織や推進員・ボランティア

活動への支援】【住民の主体的活動を意図した地域づく

り】各 6 件等であった。

4）保健師活動の成果

保健師活動の成果とは何だと思うかには、97 名中 92

名から 193 件の記述があり、表 7 に示すように 19 カ

テゴリに分類できた。

最も多かったものは【数値で表すことのできる成果】
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表 5　感じた住民の変化・生じた地域の特徴
カテゴリ（件数） 記載例

 1. 保健行動の実践や生活習慣の改善（14） 運動（ジョギング・ウォーキング等）をする人が増えてきた

 2. 健康意識・意欲の高まり（7） 健診を受けても受けることで満足していた住民が、自分の健康につい
て自分で考えられるようになった

 3. 健診（検診）受診者及び結果説明会への参加者の増加（7） ここ数年、健診の結果説明会の出席率が高くなった（90% 以上）。自
分の身体を知ろうとしているのではないか

 4. 健康に関するデータの改善（7） 健康づくり計画に伴う健康調査において、数値がよくなってきたこと。
（喫煙、食生活、運動の 3 本柱において）

 5. 自分自身の健康問題としての認識形成（6） 自分の問題として捉えてもらえるようになった
 6. 自主グループ化・仲間づくり（6） 若い世代や退職後の世代に自主活動グループができ始めた
 7. 主体的な健康づくり（5） 受身の姿勢から自主的な活動に変化していったこと

 8. 地域全体の健康づくりに向けた住民の主体的な動き（5） 1 人の健康問題は地域の問題であるが、どうしたらよいものかの声が
上がるようになる

 9. 推進員・ボランティア活動の充実（3） サロンの場が増え、参加者が増え、ボランティアの質・量が拡大

10. 主体的な介護予防への取組みや意識の変化（2） 自分の自分たちの健康づくり、介護予防のために自分でできること、
自分たちでできることは自立的に行う

11. 住民の主体的な育児支援活動や親の会の充実（2） 母子保健分野で未熟児や多胎児の親の会が充実してきた

12. 保健師への相談の増加（2） 乳児健診前の訪問を行うようになったら、早期からの育児相談を受け
ることが多くなった。月 1 回の定期相談者の数が増加

13. 地域活動の場・参加者の増加（2） 高齢者の教室を各地で行った。数年後から、町全体で行う老人クラブ
会の出席者が増加し、誘い合って出かけるようになった

14. 健康に関する知識の普及（2） 参加者から、その家族へ知識が広まった。（教室参加者が自宅で教室
で得たことを実施することで）

15. 発達障害早期発見のための連携体制がある（1）

1.6 歳児健診時に市内の養護訓練センターとの連携により発達障害（?）
の早期発見のため、指導員が参加し、一緒に健診を行うことができ
るようになった（20 年以上前から実施できており、発達障害に監視、
早期発見をいち早く行えるようになっている）
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表 6　変化・特徴のもとになった保健師の活動
カテゴリー（件数） 記載例

 1. 基本健診の結果説明会･事後指導（8） 健診結果の説明会、事後訪問
 2. 生活習慣病予防のための教室（7） 生活習慣病予防の集団教育におけるウォーキング、食生活の講義、

バイキング方式によるシュミレーション
 3. 集団への健康教育（7） 老人クラブ参加者内での結核発病があり、結核の病態などの説明実

施。地域での受診率上昇につながった
 4. 個別の保健指導（7） 個別健康教育、高脂血症の予防、個人の生活状況を確認し、検査結

果を踏まえて、数ヶ月をかけて指導する
 5. 介護予防に関する事業・教室（6） 介護予防事業、脳活性化教室への定期的な参加、研修
 6. 地域組織や推進員・ボランティア活動への支援（6） 食生活改善の推進→推進員による食育の推進
 7. 住民の主体的活動を意図した地域づくり（6） 地域の実態を資料等を用いて説明し、活動目標を統一し、地域でで

きる自らの健康づくりを促した
 8. 自主グループ化支援（5） 男性の栄養改善、生きがい、社会参加を目的とした料理教室で、コー

ス終了後も、継続できるよう、当初から意識づけに配慮し、自主グ
ループ化を目指した方法を取ったこと

 9. 家庭訪問（2） 赤ちゃん訪問。健診前の母子の状況確認、産後うつ、育児不安など
のケース対応

10. 明確な事業計画の作成（2） もう年月が過ぎでいるのではっきりと覚えていませんが、職員間で
具体的な計画作りをしたためと思う

11. 継続的な活動（2） 継続的な意識改革のための予防啓発活動
12. 定期的な連絡会議の実施（1） 同センターとの事例の共有化が必要だと思い、定期的な連絡会議に

取り組んだことがきっかけになっている
13. 禁煙･食生活･運動の 3 本柱での取り組み（1） その変化がどの事業をやったからだというような評価は難しいが、

禁煙・食生活・運動の 3 本柱で取り組んできたからだと思う
14. 仲間作りの活動（1） 子育て支援センターの事業への参加による仲間作りから

表 7　保健師活動の成果とは何だと思うか
カテゴリ（件数） 記載例

 1. 数値で表すことのできる成果（46）
        1）医療費・介護保険料が減少すること（14） 医療費の減少
    2）健康指標・健診結果の改善（7） 健診データの改善
         3）健康寿命の延伸・寝たきり者数の減少（6） 健康寿命の延長
         4）有病率・罹患率・疾病率が減少する（6） 疾病の罹患率の減少
         5）死亡率の低下・寿命の延伸（5） 死亡率の低下、平均寿命の上昇
         6）健診受診者数・保健事業等の利用者数増加（5） 利用者数の増加
         7）出生数が増える（1） 子どもが増える（出生数が増加）
         8）何年後かの数値（1） 何年かして数値に評価があらわれる事
         9）数値で評価するしかない（1） 客観的には数値で評価するしかないと思います
 2. 住民の意識・健康への関心・健康観の変化（29） 住民の健康に対する関心の変化
 3. 住民の健康増進に向けての行動の変容（29） 住民の行動変容
 4. 住民の主体的な活動が行われる（18）
         1）主体的活動が活発に行われる（11） 住民主体の活動が盛んである
         2）地区組織活動の活発化（4） 地区組織活動が活発である
         3）グループ活動が活発に行われる（3） 地域の健康づくりグループの増加
 5. 住民の喜び、安心、満足度が向上すること、不安が減少すること（16） 安心して生活できる人が多くいる
 6. 住民および他職員に保健師の存在が認められる（10） 庁内における保健師の存在･役割の定着
 7. 地域のネットワーク・つながりができる、連携がとれている（8） 地域での他職種との連携がうまく取れている
 8. 疾病を予防できる（6） 疾病の予防（重症化予防）
 9. 地域で安心して育児をすることができ、子どもが健全に育つ（6） 子育てが楽しい人が増える
10. 健康度の向上・健康レベルの向上（6） 住民の人の健康度の向上
11. 住民の声・反応が得られる（4） 住民の声がはねかえってきた時

12. 個人のおよび地域の健康問題が改善される（4） 個々人の支援の実践が地域全体の課題を変化させていくも
のと思います

13. 地域の問題の把握およびその対応ができる（3） 地域の問題を分析し、改善していくこと
14. 住民との協働ができる（2） こちらの思いと住民の思いが合致し事業ができること

15. 生活の質が向上（2） 個々の住民の健康意識が高まり、疾病の予防ができたり生
活の質が向上すること

16. 感染症･災害時の危機管理の充実（1） 感染症･災害時の危機管理の充実

17. 長期的なスパンで出るよい結果（1） 長期のスパンで何らかの結果がでてよい結果であれば、保
健師がかかわったことによるよい成果である

18. 法律とともに常に変化するもの（1） 保健師活動の成果とは法律とともに常に変化している

19. 健康増進計画にもとづく評価であらわされるもの（1） 住民の変化･地域の変化は、健康増進計画に基づく評価であ
らわされていく



9 つのサブカテゴリがあった。さらに【保健事業及び保

健事業の成果】5 件等であった。

2）活動評価の結果を何に活かしたいか

69 名から 86 件の記述があり、表 9 に示すように 17

カテゴリに分類できた。

最も多かったものは【今後･次年度以降の事業や活動

につなげる】18 件、次いで【住民への働きかけ】12 件、

さらに【保健師の増員】8 件等であった。

3）現在、活動評価で困難に感じていること

62 名から 80 件の記述があり、表 10 に示すように

17 カテゴリに分類できた。

最も多かったのは、【結果が見えにくく評価しにくい】

と【評価が難しいことがら（連携、相談、人間関係、心

労、思い、数的評価 ､ 活動の質 ､ プロセス ､ 力量、手法）】

各 10 件、次いで【評価をする時間がない】9 件、【評価

基準･指標が不明確】【評価方法がわからない】各 7 件

等であった。

4）保健師活動の評価手法の開発について関心

関心あり 50 名、なし 40 名、記載なし 7 名であった。

46 件であり、これはさらに 9 つのサブカテゴリに分類

できた。次いで【住民の意識・健康への関心・健康観

の変化】【住民の健康増進に向けての行動変容】各 29 件、

さらに【住民の主体的な活動が行われる】18 件等であった。

3．保健師活動の評価について

1）保健師活動の何が評価できるとよいか

69 名から 99 件の記述があり、表 8 に示すように 9

カテゴリに分類できた。

最も数が多かったものは【住民･対象者に及ぼした影

響】55 件で、これは 15 のサブカテゴリがあった。次

いで【保健師の援助方法･技術･能力】27 件で、これは
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表 8　保健師活動の何を評価できるとよいと思うか 
カテゴリ（件数） 記載例

1. 住民･対象者に及ぼした影響（55）
 1）数値に出る変化（9） 疾病の罹患率
 2）数値に表しにくい変化（6） 数字にできない部分
 3）行動変容（6） 市民の行動変容
 4）健康観･意識の変化（5） 住民の健康観の変容
 5）集団･地域の変化（5） 地域として何が変わったか
 6）住民の声･満足度（5） 対象者の声
 7）行動変容や意識の変化（4） 住民の行動変容や意識の変化
 8）活動によって与えた影響（4） 活動によって変化した内容を具体的に評価（母子 ､ 成人）
 9）個人の変化（3） 個人の改善
10）健康度･主観の変化（2） 住民の人の健康度の向上
11）QOL の向上（2） どのくらい生活の質が向上したか

12）地域住民の活動のひろがり（1） 地域の健康づくりへの関心、地域活動の広がり、かかわりをもってい
る人・団体の広がり

13）個人･地域の長期的な変化（1） 個人や地域の長期的な変化
14）他地域との比較（1） 他との比較（国･県･市町村）
15）現状が維持されていること（1） 現状が維持されていることの評価

2. 保健師の援助方法･技術・能力（27）
 1）援助の過程（10） プロセス。どういうかかわりが有効だったのか
 2）指導方法･面接技術（4） 個への介入の仕方、集団での導き方
 3）保健師の存在･信頼感･予防活動の周知 
　　状況（4） 予防活動の周知率

 4）援助の質（3） 質
 5）調整活動･コーディネート能力（3） コーディネーター能力
 6）事業の方法（1） 事業のあり方（方法）がよかったかどうか
 7）従事内容の割合（1） 従事内容の割合（年齢分）
 8）企画力･実行力･分析力（1） 企画力・実行力・分析力

3. 保健事業及び保健事業の成果（5） 保健師が行った事業の効果
4. 保健師活動･保健事業の費用対効果（4） 費用対効果
5. 費やした時間（2） どんな事業にどれだけの時間を費やしたか
6. 地域のニーズ･特性に応じた活動であったか（2） 地域の特性に合った活動をしたか

7. 保健事業の目的に応じた評価（2） 直接対人サービス業務の事業 1 つ 1 つをきっちり目標をたてた計画、
実践と効果の評価

8. 保健事業の目的（1） 何を焦点に保健活動をすすめるか

9. 活動に伴う保健師の心労（1）
保健師としていて一番大変なことは、相談にのっているとき、又は、
そのケースについて考えるときの心労が大きいことです。これを評価
するのは大変難しいと思います
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表 9　評価の結果を何に活かしたいか　
カテゴリ（件数） 記載例

 1. 今後･次年度以降の事業や活動につなげる（18） 次年度の活動につなげる
 2. 住民への働きかけ（12） 市民への情報提供
 3. 保健師の増員（8） 保健師の雇用を増やす
 4. これまでの活動の見直し（7） 事業の見直し、状況の把握
 5. 支援方法の改善（6） 今後の保健師活動のあり方、アプローチ等
 6. 地域の健康の向上（6） 市全体の健康力の UP
 7. 行政組織内で認められるため（5） 本意ではないが、組織の中で認めてもらうためにも必要
 8. 事業の拡大･充実（4） 現在行っている事業の更なる充実など
 9. 保健師の資質向上（4） 資質の向上
10. 予算確保（3） 予算どり
11. 市町村財政（3） 財政評価
12. 保健師のモチベーションの向上（2） 自分のモチベーションの向上
13. 事業の優先順位をつける（2） 事業の優先順位づけ
14. 長期計画の策定（2） 長期的な事業計画（すぐに結果に結びつかなくても、必要な事業の根拠と

なるもの）
15. 行政施策への反映（2） 行政施策化
16. 成果を皆に言える（1） 住民さんとともに元気なまちづくりができたよと、皆に言えるように
17. 後輩の活動指針（1） 後輩の活動の指針となればよい

表 10　活動評価で困難に感じていること
カテゴリ（件数） 記載例

 1. 結果が目に見えにくく評価しにくい（10） 評価しにくい。数値で表せない
 2. 評価が難しいことがら（連携、相談、人間関係、心労、思い、                       
　  数的評価、質、プロセス、力量、手法）（10）

人間関係の評価

 3. 評価をする時間がない（9） 評価するための時間が取れない（日々の業務に追われている）
 4. 評価基準･指標が不明確（7） 評価指標
 5. 評価方法がわからない（7） 活動評価の方法がわからない
 6. アウトプット、数的な評価、結果のみでは評価にはならない（6） 各担当地域で同様の評価を実施するが、数字（受診率）の評価の

みで効果評価ができていない
 7. 事務職や住民にわかる評価をしたい（5） 事務職が理解できるような、数や言葉で表しにくい
 8. 経年的な評価ができていない（4） 1 年ごとにまとめるため、長期の後追い評価が今のところできて

いない

 9. 評価することが重視されていない（4） 事業をこなせばよく評価を求めないようになってきている感じが
する

10. 経済･財政的な評価の実施（3） 費用対効果を求められるとどこで判断するか
11. 評価について保健師間･他職種間での考え方の違い･共有（3） 保健師間での評価視点の共有
12. 保健師の力量に問題がある（3） 検討できない（力量）
13. 活動領域の拡大･分散化の中で評価することは難しい（3） 保健師の活動領域が広がっているところで、それぞれの部署にお

いての活動評価が難しいと思っています
14. 業務の現状として評価以前の課題がある（2） 一人一人の保健師がやりがいをもって業務に従事していない段階

で評価しても意味があるかわからない。合併し、組織づくり意識
づくりをまず考えてほしい

15. 結果がすぐ出ない活動である（2） 結果がすぐに出ない
16. 地区活動全体の評価ができていない（1） さまざまな事業報告書や事例集を読んでも、その事業、取り組み

を評価することはできているが、地区活動全体の評価までは至れ
ないようです。評価をしても事業単位でしかまとめられない状況
です

17. 責任が重い（1） 責任が重い

表 11　アンケートへの感想・意見
カテゴリ 件数

 1. 評価の難しさ 10
 2. アンケートへの回答が難しかった  8
 3. 業務に追われ、評価する時間がない  5
 4. 評価への期待  4
 5. 評価することが大切  4
 6. 必要と思う評価の内容・側面  3
 7. 本研究結果への期待  3
 8. 保健師という仕事を周知していく必要性  1
 9. 特定保健指導は数値で評価される  1
10. 評価を一緒に勉強したい  1
11. 活動評価して欲しいという関心がない  1



4．保健師活動評価についての考え、本調査についての    

   意見・感想

38 名から 40 の記述があり、内容を分類すると表 11

の通りである。

【評価の難しさ】9 件が最も多く、次いで、【アンケー

トへの回答が難しかった】8 件、【業務に追われ評価す

る時間が無い】5 件等であった。

Ⅳ．考察

1．回答者の特徴と活動評価の必要性

回収率は 21.5% と低かった。回答者 97 名のうち、成

果があったと感じた経験のある保健師が 55 名と半数を

超えていた。調査票の構成は成果があったと感じた経験

について聞いた後に活動評価への考えに関する問いをお

いたために、成果を感じた経験がない場合に回答を中

断したことが予測される。また、自由記載回答が多かっ

たことや回答者の保健師経験年数が 1 ～ 35 年目と幅広

かったことから、回答者は成果があったと感じた経験の

ある保健師と評価について課題意識が強い保健師、また、

評価の必要性を学んだばかりの若手保健師が中心と考え

られる。これらから、回収率は低いが、保健師集団の中

の特殊な意見というよりは、評価に関心や課題意識を持

つためにその考えを表現した保健師の回答と考えられる。

成果があったと感じた経験があるという保健師の経験

年数も 2 ～ 35 年目と幅が広く、経験年数の少ない保健

師も成果を感じた経験があると回答していた。佐伯ら 4）

は、分析・研究・評価・施策化に関する保健師の実践能

力は、経験に伴って発達しているとはいえない現状があ

り、基礎・継続教育、日常の職場でのフィードバック体

制の整備が必要と報告している。保健師として活動する

初期から成果があったと感じる経験ができているのであ

れば、その経験を大事にし、研究的思考プロセスを活用

した活動の振り返りと評価を行い、その結果を他者に説

明する経験を重ねることで、分析・研究・評価・施策化

に関する能力の向上につながると考えられる。

【結果が見えにくく評価しにくい】【評価をする時間が

ない】という活動評価の困難さのために評価できないこ

とはしかたがないのではなく、活動評価を通して実践能

力の向上や実践への意欲の高まりを実感でき、評価した

くなる方法を検討する必要がある。

2．保健師活動の成果の捉え方

保健師活動の成果として感じた住民の変化･生じた地

域の特徴は、【保健行動の実践や生活習慣の改善】等の

保健行動や健康への認識に関するものに次いで【自主グ

ループ化・仲間づくり】といった住民の活動が挙がった。

また、変化･特徴のもとになった保健師の活動は、【基本

健診の結果説明会・事後指導】等の保健指導に次いで、【地

域組織や推進員・ボランティア活動への支援】【住民の

主体的活動を意図した地域づくり】といった地域組織や

地域づくり活動が挙がった。さらに、保健師活動の成果

とは何だと思うかでは、【数値で表すことのできる成果】

等に次いで【住民の主体的な活動が行われる】が挙がっ

た。これらから、保健師活動の成果を捉えるには、1）

健康に関する数値指標の変化および健康意識･健康行動

の変化という視点と、2）住民の主体的活動・地域づく

りという 2 つの視点があると考えた。

保健師は、健康問題の解決にあたっては地域社会を構

成する人々の主体性を重視し、対象自身による問題解決

の支援を重視するという立場 5）を大事にする。健康に

関する指標の変化は、住民の主体的な取り組みの結果で

あり、それは個人のみならず住民同士のつながりの中で

達成されるものとして、地域全体への働きかけを行って

いく。評価方法の検討にあたっては、この 2 つの成果

が評価できるものを目指すことで、保健師自身が捉えて

いる変化を説明できると考える。

3．保健師の期待する活動評価の検討

保健師活動の何を評価したいかでは、【住民･対象者の

及ぼした影響】と【保健師の援助方法･技術･能力】とい

う 2 つが重視されていた。また、活動評価を何に活か

したいかでは、住民への働きかけに活用することも含め

て【今後･次年度以降の事業や活動につなげる】ことを

多くの保健師は期待していた。活動評価を次の事業･活

動に活かすためには、住民・対象者に及ぼした影響を明

らかにして実施した事業や活動の成果を確認すると同時

に、保健師のどのような活動が有効であったかを検討し、

有効な方法や保健師に必要な能力や技術を明らかにする

必要がある。それにより、評価が次の事業や活動に活か

され、また、保健師のモチベーションや技術の向上につ

ながると考えられる。

行政評価においては、成果評価の重視が強調されてい
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る 6）。行政内や住民と評価を共有するには、成果評価の

視点が重要である。しかし、保健師は成果だけでなく自

らの能力や技術を評価し高めること、そして次の活動を

よいものとして住民に提供することを希望している。医

療の質評価の視点として、構造、過程、結果の 3 要素

が提示されているが 7）、保健師はよりよい実践の実現を

望み、結果あるいは成果に至る以前の要素も評価するこ

とを期待している。保健師活動は、地域生活集団を対象

とした看護過程の展開である。担当地域の実態に即した

活動を創造し、実践能力の向上につながる評価を実現す

るためには、アセスメント―計画―実施―評価―改善の

過程を織り込んだ評価方法を開発することが必要である。

Ⅴ．おわりに

本調査では、保健師の実践能力向上につながる活動評

価の必要性、活動成果の捉え方、実践能力向上とよりよ

い実践につながる評価方法について検討できた。今後は、

保健師自身が成果があったと感じている活動事例の経過

の検討を通して、評価方法案の作成に取り組みたい。
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Ⅰ．はじめに　

平成 19 年 6 月 19 日の閣議決定「経済財政改革の基

本方針 2007」1）に基づく「公立病院改革ガイドライン」2）

案（平成 19 年 10 月時点では案）より、赤字経営の多

い公立病院の経営改善を促すため、総務省から自治体に

対して、2008 年度中に病院改革プランを策定し経営効

率化を 3 年以内に実現するように通知された。具体的

には、病床削減や診療所化などの見直しを行なうように

求められたものである。

本研究で対象とした病院のある地域は山間過疎地域

であり、人口約 2,800 人、県内でも上位の高齢化率は

35.8% である。近隣の公立病院まで約 40km、民間病院

まで約 20km、国保病院まで約 40km、さらに少し遠い

民間病院まで 1 時間ほどかかる。この地域には福祉施

設はなく、保健福祉サービスとして社協のデイサービス

とホームヘルプサービス、グループホームがある。この

ように決して充実したサービスが揃っている環境ではな

い中で、今回対象とした病院は、村内唯一の国保病院で

あったが、診療所へと体制が移行（以降、体制移行と表

現する）することが決定した。本病院の診療所化につい

ては、新聞等でも報道され、病院利用者から不安の声が

上がることがあった。そのため、今後、体制移行しても、

援助内容の質を保持し、関連職種同士が連携して地域住

民の健康を保障し、利用者のニーズに答えていくことが

重要となると考えた。

そこで今回は、体制移行前に現状を把握し、過疎地域

における医療機関としての看護援助のあり方を見直し、

地域住民に対して、体制移行後も継続して実施する必要

のある看護、さらに改善が必要となってくる看護につい

て検討することを目的とした。

なお、本研究は岐阜県立看護大学共同研究事業より助

成を受け、筆者の所属する岐阜県立看護大学と当該病院

（現、診療所）看護師との共同研究成果に基づき報告す

るものである。

Ⅱ．方法

1．方法１: 病院利用者からの聞き取り調査

1）対象

入院患者、外来通院患者、訪問看護利用者のうち、研

究者である看護師から研究目的と内容、聞き取り調査の
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方法、倫理的配慮について口頭で説明し、了解の得られ

た利用者およびその家族を面接対象者とし、その聞き取

り内容を対象とした。

なお今回、対象の選定にあたっては、次のことを考慮

した。本研究開始以前に、病院が診療所へ移行すること

に関する疑問や不安を看護師に対して投げかけたことの

ある人を優先し、さらに、入院・外来・訪問看護につい

て広く課題を検討できるよう、それぞれの部門の利用者

から聞き取りができるようにした。加えて今回は、病院

利用者からの面接内容を、診療所移行後の体制にどのよ

うに活かすかという研究者間での検討を丁寧に行ない示

唆を得たいという意図があったため、各部門における面

接調査の対象者を 1 名ずつとした。

2）データ収集方法

協力の得られた対象者に対して、研究者間で独自に作

成した面接調査票を用いて半構成的面接を行なった。そ

の際、対象者の了解を得て聞き取った内容を研究者がメ

モし、また録音の許可が得られた場合には IC レコーダー

を用いて録音を行なった。なお、情報収集項目は、以下

のとおりである。

① 基本データ（面接者の氏名・年齢、病院利用者本

　　人との続柄・本人の疾患名・既往歴、家族構成）

② 現在の療養生活の状況（現状と思い）

③ 看護師とのかかわりについて（ふだんのかかわり、

　　 助かったことや役に立ったこと、今後看護師に期

　　 待すること）

④ その他（病院・保健医療福祉に関して広く思うこ

　　 となど）

3）分析方法

面接内容を記載した調査票と録音を許可された場合は

その逐語録から、情報収集項目の①は事例ごとにデータ

を整理した。また②～④については項目ごとにデータを

抽出・整理した。

2．方法２: 聞き取り調査内容結果をもとにした検討

1）対象

聞き取り調査結果を研究者間で共有し、その後、意見

交換した内容を対象とした。

2）データ収集方法 : 面接調査内容をふまえた検討会

面接調査内容を研究者間で共有することによって、こ

れまでの看護活動を振り返り、今後、病院から診療所に

体制移行するにあたり、どのような課題があるか、また

は継続したい看護内容はどのようなものであるかについ

て意見交換を行なった。その内容を録音し、逐語録に起

こしてデータとした。

3）分析方法

病院から診療所へ移行するにあたり、看護師の職員配

置・人数等の体制が変わっても看護内容の質が保持でき

るようにするにはどのような継続・改善が必要か、とい

う視点で検討会を行ない、課題を整理し、分析・考察を

行なった。

3．研究期間

平成 19 年 9 月から平成 20 年 2 月

4．倫理的配慮

面接調査対象者本人・家族に対して、研究内容を紙面

で説明した。また調査の参加は自由意思であり、途中段

階での取り止めも可能であることを説明し、同意のうえ

署名を得た。なお、面接調査時の録音は、予め口頭で了

解を得られた場合にのみ行ない、了解の得られなかった

場合には録音せず、調査票に聞き取った内容を記載した。

検討会で資料を提示する場合は、対象者の個人が特定さ

れないように表記を伏字とした。

得られたデータは、本研究の目的以外に使用すること

はなく、公表時は匿名性に配慮し、大学研究室内で保管・

処理することとした。なお本研究は、岐阜県立看護大学

研究倫理審査部会の承認を得た。

Ⅲ．結果

1．病院利用者への半構成的面接調査

面接時間は、3 名ともに約 50 分～ 60 分であり、A 氏、

B 氏については録音許可が得られたため、録音した面接

内容を大学研究室内で逐語録に書き起こした。その結果、

A4 サイズ（41 桁× 36 行標準設定）にて、A 氏は 20

ページ、B 氏は 10 ページであった。C 氏については録

音許可が得られなかったため、面接調査時に共同研究者

2 名でメモをし、その内容を大学研究室内で共有・確認

して情報を補完した。

1）面接対象者の概要

協力の得られた面接対象者は、入院中の A 氏の妻、

外来通院中の B 氏、外来通院中の C 氏の息子の妻、の

3 名であった。面接対象者および患者本人の年齢・性別・
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病歴・家族構成などは表 1 のとおりである。

2）これまで受けた看護で助かったこと・役に立ったこ

と

語られた内容を、以下のように整理し分類した。なお、

以下に記載した（2）の「緊急時に対応してくれた」に

関しては、表 2 にその詳細を示した。

（1）話しやすい、相談に乗ってくれた

・何か分からないことや困ったことがあれば病院に連

絡している。師長や訪問看護師など看護師には何で

も話しやすい。

・おしゃべりするだけで安心することもある。

・みんないい人ばかりで何でも聞きやすい。検査など

の時も安心する。

・月 1 回師長（兼ケアマネジャー）がケアプランを持っ

て自宅に来てくれるときや通院時外来で会ったとき

など話を聞いてくれる。他愛のない話でも聞いても

らえるのが助かる。

・相談に乗ってくれるのが一番ありがたい。

（2）緊急時に対応してくれた

・胃瘻チューブが詰まったときに看護師に相談したとこ

ろ、訪問看護師がすぐに自宅に来て対処してくれた。

・夜間に突然体調不良になり、どうしたらよいか分か

らず看護師に電話した。

（3）訪問看護サービスが助かる

・訪問看護に来てくれること、そのものがありがたい。

（4）その他

・当該病院の看護師ではないが、近隣病院に入院中、看

護師からケアについて教わった。

・近隣のある病院（当院より規模が大きい）に入院中、

病棟看護師の清拭や陰部洗浄を見て参考になった。

自宅に戻ったときもそれを思い出してやることがで

きた（手技や洗剤の空容器の活用方法など）。

・近隣のある病院から退院するとき、地域（郡）が違う

ので、今後かかりつけ医として利用できないのかと

思って不安だったが、その病院の看護師が調べてく

れて、現在の病院に頼んでくれて、現在のように訪

問看護も利用できるようになったので助かった、と

思った。

3）診療所に体制移行することについての不安

　病院から診療所に体制移行することに関する不安につ

いて、語られた内容を整理し、以下に示した。
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表 1　面接対象者および患者本人の概要

患者
A 氏 B 氏 C 氏

男性（70 代） 女性（60 代） 男性（80 代）
面接

対象者 妻（70 代） 本人 息子の妻（50 代）

本人の
病歴

現在、肺炎で入院し点滴治療中。
昨年脳出血により他院に半年程
入院し退院後は在宅療養にて訪
問看護を利用していた。

C 型肝炎（15 年程前に診断）。
現在は半年毎に外来通院。内
服治療 ､ 血液検査等で経過観
察中。

慢性呼吸器疾患で在宅酸素療法
施行中。動脈瘤があるため血圧
を上げないようにと医師から言
われている。今年の夏 1 週間ほ
ど胃腸風邪で入院していた。

家族
構成 妻、息子夫婦 ､ 孫 夫（60 代 ､ 高血圧にて外来

通院）､ 娘夫婦 ､ 孫 妻（80 代自立）､ 息子夫婦 ､ 孫

表 2　緊急時に対応してくれた場面の内容
《場面 1: 胃瘻チューブが詰まったときに看護師に相談したところ対処してくれた。》
　妻がシリンジで本人（夫）の胃瘻から粉薬を入れているうちに徐々に薬が詰まってきて、とうとうチューブが通らなくなってしまった。
胃瘻のチューブ交換はまだ 1 ヶ月先と言われていたので、どうしたらよいかと思い、困って病院に電話した。すぐに電話に出た看護師
から訪問看護師に連絡してくれて、訪問看護師が家に来てくれた。その場の状況を見て「G 病院（他院）に行ったほうがいい」という
アドバイスを受け、看護師の方からも G 病院に連絡をとってもらいすぐに病院に行った。連絡してもらったことで、スムーズに処置を
行なってもらい臨時にチューブ交換をしてもらえてホッとした。その後、自宅に帰ってからは、今後のことを考え、看護師から伝えて
もらい、粉薬からシロップ（水薬）に変えてもらった。あの時はびっくりして自分ではどうしてよいか分からなかったが、看護師にす
ぐに連絡し、アドバイスを受け助かった。
《場面 2: 夜間に突然体調不良になり、どうしたらよいか分からず看護師に電話した。》
　日頃は元気なおばあちゃんが、突然具合が悪くなったときがあった。そのとき病院に連絡したら電話に出た看護師が相談に乗ってく
れた。夜間だったので、「今すぐに受診した方がよいのかそれとも、明日の朝まで待ってもよいものか、という判断が自分（嫁）にはで
きず、看護師に尋ねたところ、「夜の間に○○のような状態になったらすぐに受診した方がよいが、今聞いている限りでは明日の朝の
診察まで待っても大丈夫だろう」ということで、詳しく「こうなった場合はこうする」という状態と対処を聞き、翌日病院に受診した。
自分たち素人では判断がつきかねるので、そのように細かく指示してくれて大変助かった。受診したとき、病院の方で看護師が自分た
ちが来るのを待ってくれていて、逆に冗談で「遅かったね」と言われたくらいだった。とても頼りに出来た。



（1）入院が出来なくなることの不安

・今後診療所になればもう入院できなくなるため、他

の病院に行かなくてはならなくなる。今の医者や看

護師は自分たち患者のことをよく分かってくれてい

るが、大きな病院ではそうもいかないので、病院同

士の連絡体制などきちんと取ってくれるのか、どう

なるのか不安。

・これまでは、ちょっとした発熱や肺炎などの病気で

入院できていたが、それができなくなるので、入院

が必要となったときにどうすればよいかと思う。他

の病院では、入院になったとき、遠くて家族が通う

のも大変である。

（2）緊急時体制の不安

・夜間休日などに緊急事態が起こったときのことにつ

いて不安である。　　　　　　　　　

4）今後の希望・要望

診療所に移行した今後についての希望や要望は、以下

のように分類された。

（1）これまでのような相談機能の継続

・診療所になっても、いつでも相談ができるようにし

てほしい。相談の機会がこれまで同様ずっとあると

いい。

・診療所になり、医師が常駐していなくても、連絡し

たときに看護師から「こういうふうにするといいよ」

と判断し、アドバイス（指示）してもらえると助かる。

患者や家族はどこに連絡してどうしたらよいのかが

分からないため。

（2）周辺病院同士の協力・連携

・診療所になったとき、周辺の大きな病院と連携して

協力体制がスムーズに取れるようにしてほしい。

・夜間や休日体制のときでも、連携・協力体制が充実

してくれるとよい。

2．面接調査をふまえた検討会

3 事例からの面接調査内容をふまえて検討会をもち、

今後の看護援助の中で取り組むべき課題について約 2

時間ずつ、計 3 回実施した。検討会の概要は、表 3 に

示す。その過程において、職員体制（人員配置）が明

確に決定したのが第 3 回検討会の直前の時期であった。

なお、体制移行前後の施設概要は、表 4 のとおりである。

検討会における話し合いの結果は、次に示すような課

題にまとめることができた。

1）訪問看護のさらなる充実

対象者からは、訪問看護サービスそのものが助かると

いう声や、緊急時に対応してくれたという声があり、訪

問看護を利用している人は、看護師とのつながりがある

ことで安心を得ており、相談しやすいと感じている現状

が確認できた。さらに、検討会の中では、以下のことが

共有された。

・現状では 24 時間体制整備を実施していないが、診療

所となった場合、一番身軽に対応できるのが訪問看

護であるため、出来る限り夜間の対応にも応えてい

きたい。

・通常は現在と同じ専属スタッフが訪問看護を行なう

が、時間帯に関係なく、必要時は看護師のいずれも
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表 3　検討会の概要
第 1 回 第 2 回 第 3 回

開催月 11 月 12 月 2 月
開催場所 病院 大学 病院

参加
メンバー

師長、大学教員 3 名 師長、外来主任看護師、 師長、外来主任看護師、
病棟主任看護師、 病棟主任看護師、
大学教員 5 名 大学教員 4 名

おもな
共有・検討内容

・面接調査結果の共有と分
析のうち、利用者の不安
と課題を整理した

・夜間休日時の体制の確認
→この時点で診療所移行
後の人員配置が明確に決
定していなかったが、夜
間休日は医師が不在のた
め緊急時は他院へ連絡す
ること、看護師は夜間 1
～ 2 名体制で当直となる
ことは共有された

・前回の面接調査結果の検
討内容を共有した

・診療所に移行後の職員体
制については、現時点で
はまだ判明していなかっ
たが、看護師数も今よ
り確実に減ることを意識
し、今後強化していける
内容について検討した

・診療所に移行後の職員体
制が決定した為、4 月以降
の動きについて共有した

・上記をふまえて、さらに
課題や改善点を検討、整
理した



が必要時利用者宅に出向き、訪問看護が行なえるよ

うに看護職のレベルアップを図ることに努める必要

がある。

・訪問看護ステーションは新設せず、現状の診療所か

らの訪問看護という体制のまま継続する予定である。

そのため、外来看護との連携を図りつつ、これまで

以上に有効な情報交換を密にすることが大切である。

2）相談機能の継続と今後の工夫

病院看護師らに対して、話しやすい、相談に乗ってく

れるという話を多く聞くことができた。地域性もあり、

利用者と看護師との距離が近く、長年勤務している看護

師がほとんどであることから、気軽に看護師に声を掛け

やすいことが確認できた。そのことを今後も利点として

活かしていくために、さらに以下のような内容が共有さ

れた。

・診療所の看護師としてできる範囲の「予防的なかか

わり」をこれまで以上に充実させていく必要がある。

・夜間休日の診療がなくなるため、常日頃から患者に

対して、緊急時どこに連絡すればよいかのアドバイ

スを心掛ける必要がある。

・現在の一般病床 4 床は廃止となるが、部屋としてス

ペースは残る。入院はできなくなるものの、臨時の

処置室といった使用の仕方ができないかを模索して

いく。なんでも相談できる「相談室」を外来に設置

してはどうか。

3）外来看護における対応の改善

入院ができなくなることに対する不安が多く聞かれた。

そこで、現在通院している外来患者が入院に至るまでの

病気の悪化がないように、看護師は継続的視点で関わっ

ていけるようにするということと、さらに、ハイリスク

の患者は事前にスタッフ間で把握しておき、緊急時の電

話対応がスムーズに行なえるように工夫する必要ある、

ということが検討会の中で話し合われた。具体的には次

に挙げたとおりである。

・職員配置として薬剤師もいなくなるため、服薬指導

など薬にかかわる内容も看護師がこれまで以上に援

助していかなくてはならない。

・医師のカルテに必要事項をメモにして貼るなどの工

夫は、これまでも行なってきていたが、緊急時など

スタッフの誰が見ても分かるように、特にハイリス

の患者についてはリストアップし、通常よりも詳し

い情報を記載しておく必要がある。

・夜間に対応できる夜勤または当直の看護師向けのマ

ニュアル整備等を行ない、電話での対応や主治医と

の連絡経路に誰もが対応できるように努める必要が

ある。

4）職員研修によるスキルアップ

・平成 23 年度には国の方針で療養病棟が全面廃止にな

る予定である。その後、病床を老人保健施設等に転

換することも視野に入れ、現段階で職員のレベルアッ

プ、スキルアップに努める。そのため近隣地域のさ

まざまな施設への実地研修を行なっていく。

Ⅳ．考察

病院利用者への面接調査および検討会での意見交換を

通して、過疎地域における医療機関としての看護援助の

あり方を再度見直し、地域住民に対して、病院から診療

所への体制移行後も継続して実施する必要のある看護、

さらに改善が必要となってくる看護について検討し、以

下のように考察した。
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表 4　体制移行前後の施設概要
体制移行前 : 病院
・入院部門 : 一般病棟 14 床、介護療養型病棟 15 床
・外来部門の開設診療科 :7 科（内科、外科、小児科、整形外科、皮膚科、婦人科、リハビリテーション科）
・在宅部門 : 訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
・ 職員 : 医師 3 名、看護師 5 名、准看護師 8 名、薬剤師 1 名、栄養士 1 名、検査技師 1 名、理学療法士 1 名（助手 1 名）、介護職員 9 名、

他 事務職
体制移行後 : 診療所
・入院部門 : 一般病棟が全面廃止となり、介護療養型病棟 15 床は暫定維持
・外来部門の開設診療科 : おもに 4 科に縮小（内科、外科、小児科、リハビリテーション科）、皮膚科・整形外科については、協力病院

から月 1 回、1 名の医師が派遣と変更
・在宅部門 : 変更なし
・ 職員 : 医師 2 名（所長 1 名、非常勤 1 名）、看護師 6 名、准看護師 5 名、検査技師 1 名、理学療法士 1 名（助手 1 名）、介護職員 9 名、

他事務職であり、薬剤師と栄養士の配置がなくなった。（上記以外の看護師 4 名が、研修のため他施設に出向となり、一定の期限を以っ
て再度診療所に戻る）



1．予防的なかかわりを意図した相談援助の重要性

利用者からの話にもあったとおり、これまで発熱や肺

炎などの短期入院で済む症状で入院できていたが、今後

一般病床が廃止になり、それができない状況になる。つ

まり、短期間で済む入院も、遠方の他の病院を利用す

ることになると住民にとっては精神的にも負担感が増し、

そのため、いざ「入院することになったらどうしよう」

という不安が面接調査から把握できた。

患者本人のみならず介護する立場の家族も同じような

不安を感じている。まず入院しないようにするための予

防的なかかわりに関して、ますます力を入れていく必要

がある。

患者や家族は、自分たちなりにこうしたらよい、とは

思っているものの、専門職であり信頼できる看護師に相

談することによって安心感を得ていると思われた。それ

は、これまで看護師が長年患者や家族とかかわってきた

からこその過疎地域ならではの信頼関係であり、今後病

院から診療所に体制が変わっても、継続できる援助であ

ると考えた。

患者や家族は、身近な存在である看護師による一言に

よって、普段の体調や生活状況を自己確認し、症状悪化

前に何らかの予防をすることで、入院するまでには至

らない状態を保持することができるのではないだろうか。

患者や家族が不安になり、困ったときには必ず相談でき

る看護職がいる、という保障があることは非常に重要で

あり、その意識を住民に対して広めていくことが大切で

あると考えた。そのためには、今後も看護職全員が常に

その視点をもち、普段から積極的に声かけを行ない、利

用者の状況の変化を敏感にキャッチする意識が重要であ

ると思われた。

具体的には、外来看護師が診察時に患者の日常生活状

況や最近の状態を把握しておき、とりわけハイリスクの

患者については、外来看護師だけではなく、どの看護師

でも対応できるように情報を整理し対処できるように備

えておく、ということが必要であろう。

加えて、以前に実施した過疎地域における病院・診療

所からの訪問看護の調査 3）において、立地や体制の都

合上、緊急時すぐに救急搬送することが難しいこともあ

り、日頃から本人や家族がどこに連絡をすればよいか、

という打ち合わせが、ケースによっては既に行なわれて

いるため、ハイリスクの患者に限らず、日頃から機会を

捉えて、広く周知しておく必要もあると考える。

2．近隣病院と診療所との地域連携

これまでは村外の大きな病院から、患者が自宅に退院

する前の一時的な受け入れ先としての役割を担ってい

たが、診療所への体制以降後、入院機能がなくなること

によって患者は村外病院から直接自宅へ戻ることになる。

特に、医療依存度が高い患者の場合は、周辺の受け入れ

施設を見つけることも難しく、本人および家族は、自宅

でうまく生活していけるだろうか、と不安に思い、退院

することも困難になるであろう。

今回、近隣病院に入院していた患者やその家族が、自

宅に戻ってから想定されるケアや工夫などを病棟で教わ

り助かった、という話や、退院後のサービスに関しても

調べてもらい助かった、という内容を聞くことができた。

特に、在宅に帰ってからも処置が必要となり、診療所が

かかりつけ医となる患者の場合は、受け入れ側である診

療所看護師が対象者の状態や家族の介護状況、入院時の

状況などを把握し、入院先の看護職との連携を図ること

が、今後、より重要になってくると思われた。さらに医

療依存度が高い場合は、本人や家族の希望を得て、訪問

看護サービスを利用することことが多いため、退院が近

くなった段階で、診療所訪問看護師による病棟訪問など

を実施し、事前に本人や家族と共に、退院後の自宅での

生活をイメージした上での相談や、具体的な物品配置や

サービス導入に関する打ち合わせを病棟看護師と共に実

施することも有効な一手段であると考えた。つまり、こ

のようなケースでは、ますます過疎地域診療所の訪問看

護と近隣病院との協力・連携が重要となってくると思わ

れ、今後、具体的にどのような連携を図っていくかが課

題である。

上記に関連して、患者の自宅から、より身近な地域の

病院・診療所（元々のかかりつけ医）へと帰す立場とな

る拠点・中核病院の退院支援（調整）に関する研究によ

ると、患者と家族の意向を重視した退院を推進するには

地域との連携が不可欠である 4）、としているものの、一

旦退院すると外来通院を継続しない限り、病院の看護

師は、患者の自宅に帰ってからの生活の様子や身体状態

などを把握することが困難であるとされていた。つま

り、拠点・中核病院における退院支援（調整）の退院後
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の評価については明確にされていない 5）ことが課題と

なっている。そのため、「退院後自宅に帰ってから役立っ

たことのうち、入院中に受けた病院看護師の看護」につ

いて、患者と近い存在で、帰宅後の様子が把握できる診

療所看護師から、どのような助言や援助内容が退院後役

立ったかなどを病院看護師にも情報伝達することで、今

後、病棟での看護援助にも、結果として役立つのではな

いかと思われた。患者の個人情報に関することは、本人

や家族から了解を得て留意しながら共有するよう配慮し、

退院後の生活を見越した病棟での看護ケア・助言・視点

などについて、診療所看護師から積極的に伝達していく

機会をもつことが重要であり、患者が安心して退院でき

ることにつながるのではないだろうか。

3．本研究の発展の方向性

平成 20 年 4 月からの体制移行後には、本研究で得ら

れた課題に対しての取り組みと評価、および新たな課題

の明確化と、さらなる改善への方策を引き続き検討して

いく必要があると思われる。今後は診療所として、特に

「訪問看護」や「外来看護」が重要な役割を担うことに

なるため、どのような援助活動によって利用者が安心し

て自宅でも療養生活を送ることができるのか、を重点的

に検討していきたい。

さらに、周辺の医療機関や保健福祉サービス事業者と

の協力・連携体制についての課題も双方向から検討して

いく必要があると考えた。
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Ⅰ．はじめに

本学の国際交流委員会では、平成 16 年度より英国

の看護生涯教育について、継続的に研修や視察を行っ

てきている 1）～ 3）。英国の医療は NHS（National Health 

Service）が担い、すべて国民の税金により賄われてい

るので、誰でも無料で医療サービスを受けられる制度と

なっている。さらに保健省（Department of Health）が

中央政府として責任を担っている。この制度は、かつて

は医療福祉のモデルとなっていたが、1948 年の創設以

来、時代を経るに従って、組織が疲弊し医療の荒廃を引

き起こした。その改革に立ち上がったのがサッチャー政

権であり、それを引き継いでブレア政権が医療費増額を

柱に改革を行った。　　　　

本学で最初に訪英した平成 17 年 3 月には、組織改革

が進みつつあり、NHS トラストの編成や看護師養成に

ついては、大学への移行を完了し、無資格で医療施設で

働く人たちへも免許取得のコースを設けたり、外国人の

看護師を受け入れたりするなど、さまざまな方法で看護

師不足に対処していた。また 18 年度の研修においても

看護職の生涯学習の取組が NHS の基本的な施策の一つと

して、大学と連携して行われていることの紹介があった。

そのような医療改革が進む中で、医療従事者の生涯

学習は NHS 改革の一つの柱となっている。図 1 は NHS

における医療の質向上のための枠組みである 4）。国

が保障すべきサービス水準を NSF（National Service 

Frameworks）で医療の水準を EBM（Evidence Based 

Medicine）に基づき明らかし、価格に見合った価値を重

視し評価をする国立最適医療研究所（National Institute 

for Clinical Excellence）を設置し、評価結果やガイドラ

インを公表している。さらに現場への権限移譲ととも

に Clinical Governance（臨床現場における統治）を重視

した。医療の質や成果は常に保健医療改善委員会が監査

し、利用者からの評価や英国の医療の特徴でもあるプ

ライマリーケアを担当する、PCT（Primary Care Trust）

や病院全体の業績評価を行う。この枠組みのなかに

Lifelong Learning は現場統治の柱として位置づけられて

おり、それぞれの PCT や病院で生涯学習が推進されて

いる。　　

生涯学習の方法のひとつとして、日常の仕事の中で学

んでいくという WBL（Work Based Learning）が積極的

に実践されており、大学との連携によって、仕事からの

学びを理論的でかつ研究的な学びに発展させ、単位取得

や学位取得も可能になっている。 

今回の目的は、プライマリーケアにおける WBL の実

際と大学との教育の連携について視察することであり、

有意義な知見を多く得ることができたので報告する。

Ⅱ．英国での医療制度改革と看護

英国は医療費を長期間抑制したために、医療は荒廃

し、待機者リスト問題、医療従事者の不足や士気の低下

などを引き起こした。医療費を抑制したことにより、効

率を追求したのだが、それは医療の質の低下をまねき、

その回復には莫大な時間と費用がかかる。2001 年の

GDP に対する医療水準は、英国 7.5% と先進 7 カ国で最
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英国における看護職の生涯学習支援
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２）岐阜県立看護大学 成熟期看護学講座　Nursing of Adults, Gifu College of Nursing



低のレベルである 5）。このような状況のなかで、政府は

2007-2008 年会計年度に医療費を 9.2% まで増やす計画

を継続中である 6）。このためマンパワー不足はほぼ解消

され、看護師もほぼ足りているということであり、また

待機リストも改善された。病院の建て替えも進んでおり、

訪英中にも建築中の病院をいくつか目にした。

看護師の増員については、2004 年の新規登録者約 3

万 5 千人のうち約 1 万 4 千人を外国人看護師が占めて

おり、看護師数の増加は実質的には外国人看護師の増加

の結果であり、英国の看護職労働が外国人看護師に依存

していることがわかる 7）。看護職の高齢化が進む中でさ

らに政府は看護師の増員を図る計画であり、当分は外国

人看護師に依存しなければならない状況であるが、彼ら

のほとんどは最も低い給与水準におかれ、安価な労働力

としか見られていない。看護の質の向上のためには、労

働条件の改善とともにキャリアアップのための現任教育

を進めなければならない。

2000 年に制定された The NHS  Plan ではこのプラ

ンではサービスの権限と予算を地域の PCT に移譲して、

ケアを提供する側と受ける側の距離を縮め、地域のニー

ズに応じた効率的なケアの提供を重視している。PCT の

活動は健康の維持増進と予防が主のプライマリーケアが

中心であり、英国の医療全体の特徴になっている。プラ

イマリーケアの充実においては、看護職の果たす役割が

大きく看護職の質の向上と役割拡大により、住民のヘル

スケアニーズを満たすことが期待されている 8）。

図 2 は NHS における生涯学習の枠組みである。組織

とチーム、個人がサービスを受ける患者家族を中心とし

て連携し、核となる理念を共有し知識技能を高めるため

の組織的な体制を作っている 9）。

Ⅲ．プライマリーケアにおけるWBL

1．London South Bank University におけるWBL のカリ

キュラム　

今回筆者らは London South Bank University を訪問

し、そこで開講されているプライマリーケアに関する

WBL のカリキュラムについて説明を受けた。LSBU では

Redbridge PCT の年次計画の中に WBL によるコミュニ

ティナース対象の 6 カ月のプログラム購入のための予

算が組まれている。LSBU は Redbridge PCT と共同でコ

ミュニティナースの質向上のためのプログラムを開発し

ている。看護師も PTC から資金援助を受け、スキルアッ

プのためのサポートを受けることにより、自信をもって

取り組めることになる。

具体的な学習目的としては、①プライマリーケアとセ

カンダリーケアの違いを理解する、　②患者の全人的な

                

             National Service Frameworks（NSF）
            National Institute forClinical Excellence（NICE）

                                       

              PAF（PerformanceAssessment Framework）     

  CHI (保健医療改善委員会)

     

専門職の

自己規制
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Lifelong
Learning

患者や国民

の関与と情
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国レベルでの明確
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臨床指標の設定
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や監視

　図１　NHS におけるクリニカルガバナンス

  

岐阜県立看護大学紀要 第 9 巻 1 号 , 2008

̶ 54 ̶



アセスメントができる、③患者と共に EBM に基づいた

ケア計画を立案する、　④効率的な仕事や組織的なスキ

ルを実践する、⑤糖尿病、創傷のケア、緩和ケアについ

て基本的な知識をもつこと、があげられている。事前に

受講希望者は、各自の仕事上の経験や関心事について面

接を受け、何を学ぶかを焦点化する。PCTのスタッフナー

スにも学習のニーズや目的を明らかにすることが必要と

されている。

PCT の計画のもとに提供される WBL は、PCT の仕事

をしながら学ぶものであり、組織的なニーズと各自の学

習ニーズとの折り合いをつけるようにする必要がある。

また WBL によって自発的で独創的な学びをしているこ

とや、学習と仕事をどう自己管理しているのかについて

理解を深め PCT 内で公表できることも必要となる。

今回の研修では、PCT のひとつである、ロンドン東部

に位置する Tower Hamlets PCT の学習会に参加するこ

とができたので、その内容を紹介する。

1）Protected Learning Time

ロンドンには 32 地区があるが、Tower Hamlets はロ

ンドン東部に位置し、バングラディシュ出身者が人口の

半数近くを占め、貧困層が多く、近年糖尿病患者が増加

していることが地区の特徴である。本年度、NHS から

Tower Hamlets 地区に対して約 60，000 ポンドの資金

が提供されている。

私たちが参加した学習会は、Protected Learning Time 

と呼ばれるもので、Tower Hamlets 地区にある Mile End 

Hospital の Education  Center で開催された。参加者は、

家庭医である GP（General Practitioner）、看護師、事

務職等で、プログラムの各パート担当者は GP、事務職、

コンサルタントであった。当日のプログラムを表 1 に

示した。

Protected Learning Time とは、保障された学習時間

を意味している。PCT が NHS より資金を得て主催する

学習会であり、GP だけでなく地域医療に関わる全ての

人を対象としている。この学習会の主なメリットは、①

GP が地域で活動する上での基礎的な知識を得ることが

できる、②患者登録や検査データの登録等、患者と関わ

る中で必要な事項を体験できる、③ GP 間での交流や情

IT

Lifelong

learning
Lifelong

learning

図２　生涯学習の枠組み
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報交換の機会が得られ、GP のネットワーク作りに生か

される、等である。学習会のプログラムの企画と当日

の運営は NHS から委託されている GP が担当している。

PCT は地区の情報を収集し、企画に反映させるべき内

容を明らかにするとともに、GP が学習会を企画する上

でサポートをしている。　

2）プログラムの概要

この学習会は参加者の労働時間内に実施される為、こ

の会への参加も仕事としてみなされる。参加者に十分な

ランチが用意されており、ランチを食べながら、地域の

他職種の PCT の職員と交流を図ることができる。すべ

ての費用は NHS の予算で賄われている。

ランチの後、現在進められている糖尿病プロジェクト

によって新たなポストとして糖尿病マネージャーを設置

されたことや、糖尿病センターや関連施設を確立するこ

とで、各施設に対して患者ケアに携わるスタッフや患者

教育の方法の紹介が推進されることを目指していると

いった内容が説明された。

午後 1 時 30 分～ 1 時 50 分は Tower Hamlets 地区の

糖尿病患者の現状が報告された。参加者には、糖尿病に

関する 8 項目の評価指標について、Tower Hamlets 地区

内 36 の GP 別の評価結果と全国平均が示された一覧表

が配布された。表の概要が説明され、全国平均と比較し、

Tower Hamlets 地区の医療チームの活動は良好であるこ

とが報告された。さらに、現在展開されている糖尿病

プロジェクトの理念である person-centered care に触れ、

糖尿病患者への支援において「患者を理解する、患者を

中心に置く、患者が参加する」ことの重要性が強調された。

説明の後の質疑応答では、英語が理解できない患者に

対して糖尿病であることや病状を伝える方法についての

質問があり、担当者から、英語が理解できなくても対応

できるよう、色を使った教材を準備中であるといった回

答がなされた。

今回参加者に配布された一覧表はベンチマーキング手

法を用いて作成されており、この手法は 1997 年に発足

したブレア政権の NHS 改革の際に導入されたものであ

る。ブレア政権における NHS 改革の特徴は、評価・効率・

品質管理の重視という New Public Management　の活

動を導入し、「質」と「公正・公平」を重視している点

にあり、「質」の向上に向けた取り組み一つとして、業

績を数値化した指標で評価し、他の地域と比較するベン

チマーキング手法が取り入れられた 10）。

午後 1 時 50 分～ 2 時は糖尿病患者の病歴検索用ソフ

トについてパワーポイントを用いて説明があった。担当

者からは、GP の活動をサポートし、ケアの質向上に役

立つことが期待されるといった点から、ソフトの活用が

勧められた。

午後 2 時～ 3 時 30 分は提示された 4 つのテーマに

ついて、参加者が興味をもった 2 つのテーマに参加し

討議するといった内容であり、我々はその一つである

Service re-design a success story に参加した。まず、受

診行動に繋がらない患者がいるなど、改善すべき状況へ

の対策について講義がなされた。その内容は、①患者に

対する電話連絡や必要なテキストを郵送し、その後の

患者の予約状況を評価する、②患者に関わるチームメ

ンバーの意見を聞き、対応策を検討する、③電話連絡を

担当する事務職が目的を理解し連絡できるようトレーニ

ングする、また常に連絡先を更新する等であった。講義

の後、現在コントロールが良好である 2 名の糖尿病患

者が自身の体験を語り、その内容を受けてパート担当者

表 1　Protected Learning Time Programme
1.00-1.30pm Lunch and Registration
1.30-1.50pm Introduction :What’s happening in diabetes in Tower Hamlets?
1.50-2.00pm An introduction to the CEG local enhanced services monitoring tools
2.00-3.30pm Breakout Groups:two 45 minute slots

 ・Care planning in the consultation
 ・Service re-design -a success story 
 ・Infrastructure needed for diabetes service delivery in practices
 ・Diabetes Update

3.30-3.45pm Tea-start looling at case examples
3.45-4.15pm  ’Effective engagement of patients in their diabetes care is a whole team activity’

Small group work using case examples
4.15-4.30pm Feedback
4.30pm Close
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から、大きなクリニックだけが成果を上げるのではなく、

小さいクリニックにおいても患者に関わる全てのスタッ

フが協働し活動することが重要であること、またこの活

動が成果に繋がることが強調された。

このパートの質疑応答では、チームメンバーが協働す

る上での仕事量の負荷について発言があったが、全メン

バーが協働の必要性を理解し、自身の担当分野だけに仕

事を留めるのでなく、チームの仕事として取り組む姿勢

が必要であるとの回答がなされた。また初診患者への説

明に要する時間についての質問もあり、一人当たり約

30 分程度を要するという回答であった。

午後 3 時 30 分から 15 分間の休憩を挟んで、午後 3

時 45 分～ 4 時 15 分は参加者全員が 4 つのグループに

分かれ、提示された 4 事例について討議を行なった。

今回、Tower Hamlets 地区の Protected Learning Time

を体験し、出席者全員が非常に積極的な姿勢で臨んで

いるという印象をもった。また、ランチの時間を除くと、

約 3 時間弱の学習会であったが、その内容は現状報告

から実践に活用できる新しいソフトの紹介、実践的な

事柄を題材としたグループワークなど幅広く、参加者の

日々の活動に直結する内容で構成されており、企画の段

階から十分検討されていることが伺えた。

２．London Deanery におけるシミュレーション学習

London Deanery において、Dr.Ian よりシミュレーショ

ン学習について講義を受けた。

シミュレーション学習は、シミュレーションを使って

学ぶことができる特有の学習方法の一つである。映像を

観ることによって、自分が見て経験し感じたことを自分

で気づき学ぶことが可能である。設定された場面は、全

てがリアルなものでなくても、学習成果を考え、可能

な範囲でリアルなものが設定されている。この学習は、

post-registration の教育で用いられている。現場で本能

的にやっていることを振り返り、できないことに気づい

たり、やっているが自分で価値がわかっていないことを

シミュレーション学習によりリフレクションすることが

専門職としては必要な学習とされている。実際には、ロー

ルプレイの 1 つとして演習が実施されている。

我々が視聴したビデオは Crisis Resource Management

というテーマで手術室の挿管場面のロールプレイ場面で

あった。ロールプレイの目的は、他職種がどのようにチー

ムにおける役割を担うか、最悪の時にどう対応するかを

話し合うことを目的としていた。この学習により、患者

のためにチームで働くことの重要性を学ぶことができる

ものであった。方法は 7 つの段階があり、①自分の環

境を知る、②チームと協働する、③効率よくコミュニケー

ションをとる、④リーダー役割をとる人を決める、⑤早

く助けを求める、⑥必要な限りの情報を得る、⑦すべて

の資源を使って実際に仕事をする、であった。

シミュレーション学習の実際として、患者の安全を守

るために、何をするか、自分の仕事をするだけでなく、

チームとしてどうかをみることが行なわれる。場面の設

定としては、「あまり起こらないことを体験できるよう

にする」「最悪の状態を設定する」ことに配慮されてい

た。学習のポイントとして、リーダーシップ能力として、

話す、指示を出すことができているか、フォローシップ

能力として、4 人（4 人のチームで編成されている）の

目で見た方がより安全に実施できることが認識されてい

るか、コーディネートがされているかを観察し学習でき

ることであった。この演習では、専門職として必要なス

キルとは、専門職としての責任ある決断と行動がとれる

ことであり、それにより専門職としての価値が見い出さ

れるとされていた。専門職にはいくつかのレベルがある

が、例えば、Non Technical Skill はロールモデルから学ぶ。

実習、自分を振り返ることから学んでいくことを必要と

していた。専門職として必要なスキルを図 3 に示す。

また、シミュレーション学習による学習の段階は、図

4 に示すように、4 つの段階がある。自分を知る、方法

を知る、方法を検討する、実施するの順で示されていた。

シミュレーション学習の効果としては、お互い学びあう

ことができる、専門職としての行動をシミュレーション

により学ぶことができる、実際に起こり難い、難しい対

処も学べる、何を学んだかを話し合ったり、勉強するこ

とで意味がわかるなどが挙げられていた。

視聴したロールプレイのビデオは、卒業後の継続教育

に実際に使用されているものであり、とてもわかりや

すいものであった。実際よりも難しい場面を設定してい

ることは、シミュレーション学習により、実際の場面で

の対応をスムーズにしたり、困難な場面であるからこそ、

チームケアについてより深い学習ができるのではないか

と考えられた。日頃の仕事の中では自分に気づく、自分
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にとっても学ぶ点は多く、今後の看護専門職の生涯学習

の発展に参考となるであろう。
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NHS が組織的に取り組んでおり、それぞれの PCT にお

いても独自のプログラムを立てて卒後の継続教育が行な

われるシステムとなっている。これは継続教育が施設に

任されている我が国の看護教育制度と大きく異なる点で

あると考えられた。

Ⅳ．まとめ

本学の国際交流委員会では、4 年にわたり英国の

WBL（Work Based Learning）の実際を視察してきた。

2005 年に訪英した当時は、NHS の改革の途上であり、

WBL の試みも GP を中心として様々なプログラムが組

まれていた。今回訪英して、それらの WBL のプログラ

ムは軌道にのって継続実施されているようであり、さら

に評価や査定（appraisal）について重点的に取り組んで

いるようであった。

またシミュレーション学習を医療職がチームとして、

現場で取り組んでいる実際は、わが国の卒後研修にも導

入できると効果的である。

英国の生涯学習の理念は、医療制度の異なった我が国
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投 稿 規 定

１． 投稿資格

１） 本学教員であること

２） 共同研究の場合は、本学教員が筆頭著者（first author）であること。ただし、本学の非常勤講師との共同研究では、この限り

ではない。

３） その他、紀要委員会が認めた者。

２． 論文の内容

１）看護学及び、看護学教育の発展・向上に貢献できるものであり、未発表のものに限る。

２）その他、紀要委員会が認めたもの。

３． 論文の採否

査読者の意見をもとに、紀要委員会が最終的に決定する。

４． 投稿締切

毎月末とする。投稿にあたっては、原稿原本に投稿書式 1、２、３を添付して提出する。図書館で投稿を受領した際には「預かり証」

を発行し、直近の紀要委員会で正式に受け付けた後に受領書（書式３）を発行する。

５．論文の種類

１）総説 : 特定のテーマについて総合的に知見を集め、学問的状況を概説し考察したもの

２）研究（原著）: 独創的で新しい知見が示された研究

３）教育実践研究 : 教育実践を素材にし、新しい知見や教育の改善、発展に寄与する研究

４）報告 : 調査結果に意義があり、すぐに知らせる必要のあるもの。あるいは、現状を分析し、課題が明確になり、次の研究につな

がるもの

５）資料 : 資料として価値があり、考察を加えていない生データ

６）その他 : 提案、提言、論説、海外事情、関連学術集会等など

６．著者

　著者として記載する者は、その内容と公表について著者としての義務と権利を有するので、“ 実質的な著者 ” でなければならず、名前だ

けの著者は避ける。著者は “ 実質的な著者 ” に限定し、それ以外の者は謝辞に記載する。

　“ 実質的な著者 ” とは、①研究計画やデータの分析と解釈に関与している、②原稿作成と修正に実質的に参加している、という条件を満

たしている者である。

　著者が複数の場合、その記載順序はすべての著者の合意で決め、筆頭著者は複数の著者の中で中心となる者で、第二・第三著者になる

に従って論文における役割が軽くなるように列挙する。

７．投稿要領

１）原稿は邦文および英文とし、Ａ 4 縦置き横書き、ワードプロセッサーを使用する。邦文（総説・研究（原著））の場合は、図・

表を含め、18000 字（1 頁は、横 40 字×縦 40 行× 1 段＝ 1600 字）以内、邦文（教育実践研究・報告・資料・その他）の場

合は図・表を含め、14000 字以内とする。英文の場合は、Ａ 4 縦置き 1 段組 55 行、1 頁 900 語程度とし、ダブルスペース（Double 

Spacing）で作成する。なお、論文タイトル、著者名および空白文字は文字数には含めないものとする。

２）原著の場合は、800 字以内の論文の要旨と、500 語前後の英文抄録を付ける。それぞれ下にキーワード 3 ～ 5 個を付ける。

３）原稿は、新かなづかいとし、原則として常用漢字を用いる。句読点を明確にする。

４）図・表は、いずれも 1 枚の用紙に 1 枚の図または表を書き、割付用紙（レイアウト用紙）を使って字数換算した文字数を付記する。



表　Ａ市とＢ市の距離別居住人口と対前年増加率
中心からの距離（キロ） Ａ市 Ｂ市

人口（千人） 対前年増加率（％） 　 人口（万人） 対前年増加率（％）

　0 ～ 9.9 320 -0.5 410 -0.2

10 ～ 19.9 850  0.9 330 -0.7

20 ～ 29.9 620  0.4 255 -0.3
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また、本文原稿の右側欄外に図・表の挿入箇所を明記する。字数の換算は各投稿者に任せるが、字数換算用の透明な割付用紙（レ

イアウト用紙）を紀要委員会で用意するので、必要な場合は貸与する。

５）図・表は原本のまま印刷できるものを提出する。表形式は下例に従い、縦罫線の使用は最小限にとどめ、左右両端の縦罫線は引

かないものとする。

６）文献は、本文の引用箇所に 1）、1,2）、1）～ 5）などで示し、原稿の終わりに著者名を引用順に並べる。

 雑誌は、著者名：論文題名，雑誌名，巻（号）；頁，発行年．

 単行本は、著者名：表題名，書名（監・編者名），版；頁，発行所，発刊年．

 訳本は、原著者名：原書名（版），発行年，監・訳者名，書名；頁，発行所，発行年．

 電子文献は、著者名（サイト設置者名）：タイトル，入手日（アクセス日），アドレス

 英文誌名を省略する場合は、Index Medicus に従って記載する。

 [ 例 ]

 ①雑誌

平山朝子：日本の看護系大学院　千葉大学大学院看護学研究科の教育・研究内容　地域看護学教育分野，Quality of 

Nursing，6(2)；133-135，2000．

 ②単行本

平山朝子：保健指導の技術的特質，公衆衛生看護学大系 1　公衆衛生看護学総論 1（平山朝子，宮地文子編），3 版；

169-174，日本看護協会，2000．

 ③訳本

Pierre Woog, Ph.D.: The Chronic Illness Trajectory Framework － The Corbin and Strauss Nursing Model, 1992, 黒江ゆ

り子，市橋恵子，寳田穂訳，慢性疾患の病みの軌跡　コービンとストラウスによる看護モデル，初版；4-5，医学書院，

1995． 

 ④電子文献

岐阜県立看護大学紀要委員会：紀要投稿マニュアル，2004-01-15，http://www.gifu-cn.ac.jp/journl/manual.html

７）単位は SI 単位とし、特殊な単位を用いるときは、簡単な説明を加える。

８）略語を用いるときは、論文の初出のところで正式用語ととともに提示し、その後略語を用いることを明記する。

９）氏名の英語表記は「名→姓」の順とし、姓、名ともに頭文字のみ大文字にし、他は小文字にする。

10）英文タイトルの表記は、先頭を大文字とし、冠詞、接続詞、前置詞以外は単語の先頭文字を大文字にする。ハイフンで単語と

単語を結んだ場合、ハイフンの前後に空白は入れず、前後の単語ともに先頭を大文字にする。

８．著作権

本紀要に掲載された論文の著作権のうち、複製・頒布・公衆送信にかかる権利は岐阜県立看護大学に所属するものとする。但し、著者（共

著の場合は著者全員の総意のもと）によるこれらの権利行使を妨げるものではなく、大学の許諾も不要とする。

９．投稿原稿の提出先

〒 501-6295　岐阜県羽島市江吉良町 3047-1 岐阜県立看護大学図書館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県立看護大学紀要委員会 宛
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10．査読

投稿原稿は全て査読する。査読者は、紀要委員会が任命する。

11．著者校正

著者校正は初校と再校の２回とする。原則として校正時に新たな加筆は認めない。

12．掲載料

掲載料は無料とする。別刷り（30 部）は、無料とする。

13．掲載決定後の原稿提出

掲載決定後の原稿提出は、フロッピーディスクに保存したものとプリントアウトしたもの（2 部）を提出する。フロッピーディスクには、

Windows で作成したファイルを保存する。保存するファイルは本原稿、図、表の他に投稿書式 1 とする。本原稿は紀要委員会が指定す

る Word ファイルに書式を変更せずにそのまま入力して保存するものとする。プリントアウトした原稿には、投稿書式 1 を表紙として添

付する。   

14．掲載後の論文の訂正

掲載された論文について、著者が訂正の必要を認めた場合、著者は紀要委員会に文書で申し出ることができる。その際に訂正記事掲載

のための原稿を紀要委員会に提出すること。訂正原稿は紀要委員会の議を経て、「訂正」として直近刊行の紀要に掲載する。

 

（平成 20 年１月改正）
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執 筆 要 領

１．はじめに、目的、方法、結果、考察、まとめ、文献、謝辞などの見出し名は、文字間にスペースをとらない。文献、謝辞、

註以外はすべて通し番号（Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ．････）を付ける。「はじめに」と「Ⅰ．研究目的」を分けて両方記している

論文があるが、「はじめに」は「緒言」「まえがき」とも言い換えることができ、ここで研究の背景・目的を記すものである。

したがって、「Ⅰ．はじめに」とするか「Ⅰ．研究目的」とするかのいずれかとし、両方記すことは避ける。また、「文献」

については引用文献、参考文献に分けて表記しない。

２．句読点は、「、」「。」を用いる。

３．見出し番号は、Ⅰ．→ １．→ １）とし、これ以下は (1) もしくは①とする。なお、「．」と片括弧“ ）”は全角、両括弧 

“( )”は半角とする。これに続く見出し名は 1 行に収まるものを付け、いきなり文章を書き出したり、箇条書きの一部にし

たりしない。見出しの末尾に（表 1）（図 1）といった図表の表記は付けない。

４．最後に（受稿日 平成  年  月  日）と（採用日 平成  年  月  日）を右詰めで入れる。日付は紀要委員

会で入れるので記入しない。

５．著者 3 名以上の氏名の英語表記は、最後の氏名の前に , and をつける。

６．文字のポイントは論文タイトルも含め、すべて 10.5 ポイントとする。図表中の文字のポイント数はこのかぎりではない

はないが、印刷した際に本文の文字と同程度の大きさになるようにする。段落開始時の 1 字下げはインデントで行うので

はなく、全角スペース（空白）を入力する。

７．図表はそれぞれ字数換算して相当する字数を求め、それらを含めて規定字数に収まるようにする。大きさが段組の途中に

食い込むようなものについては、紀要委員会から著者に対して割付用紙上でのレイアウト指示を求めることがある。
８．日本語表記の本文中にでてくる数字は、すべて半角とする。

９．日本語表記の本文中にでてくる英文字は、すべて半角で入力する。

10．日本語表記の本文中にでてくるカッコは、すべて全角で入力する。

11．英文は半角で入力する。「, 」「. 」は半角とし、後に半角スペース（空白）を 1 文字分とる。「 : 」「 ; 」は半角とし、前後

に半角スペース（空白）を 1 文字分ずつとる。

12．括弧で閉じる（」）前には句点（。）を打たない。

       ［例］今回の研修は、まず「WBL とは一体何ですか」という疑問を ･･･

13．日本語、特に人名の英語表記について、ヘボン式、訓令式のいずれを使うかは著者責任とする。同じ紀要の中でも著者に

よって表記が分かれることがあるが、紀要委員会では個々の著者にその都度問い合わせて統一することは一切しない。

14．文献の著者名が多数の場合は、3 名まで記載し、後は「，他」「, et al.」とする。

15．文献表示にあたっては、日本文の「，」「：」は全角で入力する。英文の「, 」「. 」は半角とし、後に半角スペース（空白）

を 1 文字分とる。「 : 」「 ; 」は半角とし、前後に半角スペース（空白）を 1 文字分ずつとる。数字と括弧 ( ) は、半角とする。

16．前掲の文献表示については以下の形式とする。

4）前掲 1）.

ただし、前掲で指示したページと異なるページを再掲する場合は、半角スペースを挟んでページ数を入れる。

5）前掲 1）11-13.

17．文献の表記についてはすべて著者責任とする。紀要委員会では文献名の正誤等のチェックは一切しない。

18．註の挿入位置は任意。ただし、ページの下段にアンダーラインを引いて記載する形は不可。文字は註番号より 1 字下げる。

註 1） ○○○○○○○○○○○○○○○○ ･･･

（平成 19 年 12 月改正）
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編集後記
　大学図書館に異動した年から紀要委員会の事務局担当となり、今年で 3 年目になりま

した。投稿者・査読者への連絡や編集作業、紀要の発送等の作業をとおして先生方と接

する機会が多く、とても勉強になります。

　近年は刊行物の電子化が進み、多くの大学では紀要を電子版で公開しています。本

学においても、開学当初は冊子版のみを刊行していましたが、現在では冊子版の刊行

と 同 時 に 電 子 版 を 大 学 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 し て い ま す（http://www.gifu-cn.ac.jp/

information/kiyo.html）。同様に、過去のバックナンバーも全て電子化し、公開して

います。

　冊子版は、看護系大学の図書館や実習施設、地元の図書館など約 350 カ所の施設に

送付していますが、電子版の利用に切り換えた大学図書館から「冊子版の送付不要」と

の連絡を受けることもあります。全体をとおして読むときには冊子版のほうが便利です

し、冊子版であればパソコン操作が苦手な方にも手に取っていただけます。電子版と冊

子版どちらにも利点があり、この二つの媒体で刊行することで、より多くの方に読んで

いただく機会が増えるのではと思います。

　図書館では、他大学・病院等から本学紀要に掲載した論文の複写を依頼されることが

あります。このような依頼を受けるたび、全国の多くの方に関心を寄せていただいてい

ることを実感し、やりがいを感じています。

（村瀬　ひとみ）




