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〔巻頭言〕 

看護学教育と看護実践活動に貢献する紀要を目指して 
 

 

理事長 小西 美智子 

 

 

 岐阜県立看護大学紀要は、開学の2000年度に第1巻を

発刊し、10年目の2010年度に本第11巻を刊行することが

できました。大学は学部の完成年度を迎えると共に、大

学院研究科を設置し、修士課程および博士課程を開講し、

看護学の高等教育研究機関として発展してきました。そ

して今年（2010年）4月には、公立大学法人岐阜県立看

護大学として出発し、岐阜県内の看護の質向上に貢献す

る活動が求められています。 

 紀要は、大学・研究所などがその組織の理念に沿って、

その成果を研究論文として社会に向けて発信する定期刊

行物ですから、従来から本学教員の教育活動及び研究活

動を掲載しています。法人化初年度にあたり、改めて本

学の紀要のあり方を考え、内容の充実に努力していきた

いと思います。 

 大学は設置目的に沿って、教育理念と教育目標を作成

し、それに基づいて教育カリキュラムを構築し、卒業時

の到達目標を設定しています。本学は看護大学であるこ

とから学生の卒業時到達目標は看護師、保健師、助産師、

養護教諭として社会で活躍するために必要な看護実践能

力を教授することによって達成できます。そのため教員

は教育カリキュラムに基づいて看護実践能力が育成でき

る教育方法を討議し、考案し、実践し、さらに教員の自

己評価、受講した学生の授業評価や卒業生の活動評価を

取り入れて、教育方法の改善・工夫・改革に取り組み、

新しい教授法（Pedagogy）の知見を得ることが求められ

ています。この一連の教授法開発において得られた思考

過程を、科学的根拠に基づいて論理的に説明し、紀要に

掲載するのが教員としての役割であると考えます。その

成果は、教員が自分の教育方法を自己点検・評価し成長

するために、また同じカリキュラムで授業を展開してい

る他の領域の教員と教授法を討議・連携・共有する素材

となり、大学全体の教授法の改革・改善に繋げるためで

す。そして各大学の紀要へのこのような看護教育活動に

関する論文の積み重ねが看護学教育全体の進展に貢献す

ると考えます。 

 本学は開学以来、教員が岐阜県の現職看護職者と協働

で、看護実践現場の看護課題に研究的に取り組む共同研

究事業が活発に行われています。そして本学大学院修了

生も共同研究のメンバーになり、毎年報告会を開催し、

報告書も作成され、さらに学会発表も多いのですが、研

究論文としての公表が少ない状況が続いています。共同

研究に取り組む過程は、教員と看護職が看護実践現場の

看護課題を科学的に分析し共有し、改革・改善への方針

を打ち出し、研究的に取り組む方法を見出し、試行錯誤

しながら実践し、その結果を根拠に基づいて科学的に整

理し評価する過程を経て、初めて報告ができると思いま

す。この共同研究の成果として、看護実践現場の改善・

改革が推進されたり、看護ケアサービス内容に良い変化

が得られた場合は、研究論文として公表することは誰も

が行うと思います。しかし、想定していたように成果が

得られなかった場合にも、研究推進過程を研究論文とし

て公表することは必要で、負の成果もまた研究成果であ

るといわれています。期待した成果が得られなかった場

合、研究を担当した者が一緒に研究推進過程を振り返り、

問題事項を明らかにし、その内容を真摯に受け止め、次

の研究に活用する方法や工夫する方法を整理し提示し、

この過程を公表することも必要と考えます。この公表さ

れた論文は同じような看護実践課題に研究的に取り組む

者に多くの示唆を与えると思います。このような看護実

践研究成果の利用を看護職者間で積み重ねることによっ

て、看護実践活動の発展に寄与すると考えます。 

 教員は紀要に共同研究の過程を含めた成果を、研究論

文として作成する作業を現職看護職者と協働で行い、自

分の研究能力育成とともに、看護実践研究のできる現場

の看護職人材育成に貢献することを期待しています。 
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岐阜県立看護大学 地域基礎看護学領域 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

〔総説〕 

精神科長期入院患者の退院に関連する国内看護研究の検討 
－新障害者プラン後に焦点を当てて－ 

 

葛谷 玲子  石川 かおり  丸茂 さつき 

 

A Japanese Literature Review of Nursing Research Related to the Discharge of Long Term Patients 

in Psychiatric Hospitals 

 

Reiko Kuzuya, Kaori Ishikawa, and Satsuki Marumo 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 わが国の精神保健医療福祉は、長い間、入院治療を中

心に進められてきた。そのため、いくつかの制度改正を

経ても地域医療への転換は十分に進んでこなかった。こ

のような経緯の下で厚生労働省は、2002年に報告書「今

後の精神保健医療福祉施策について」において「入院医

療主体から、地域保健・医療・福祉を中心としたあり

方」を掲げ、受け入れ条件が整えば退院可能な約7万

2000人の患者の退院を目指す方針1)を明確に示した。こ

の報告書を受け、障害者基本計画の前期5ヵ年において

重点的に実施する施策2)として決定された。その後、

2006年に障害者自立支援法が施行され、2008年からは

「精神障害者地域生活移行支援特別対策事業」が開始さ

れるなど、精神障害者の地域生活を支える体制が整備さ

れつつある。また、救急医療の整備や急性期治療の重点

化および訪問看護等の地域医療の充実も徐々に進められ

ている。しかし、2009年の報告によると、入院の短期化

が進んでいる一方で、入院期間1年以上の長期入院患者

では、その動態に大きな変化がみられていない3)。看護

においても長期入院患者の地域生活への移行を目指す流

れとなり、各施設において模索しながら様々な取り組み

がされているところであり、いくつかの研究報告はされ

ている。しかし、現時点では、新障害者プラン以降の

個々の研究による知見は整理されておらず、退院支援に

おける看護が確立されているとは言い難い。 

 そこで、本稿では、新障害者プラン以降から現在に至

る精神科長期入院患者の退院に関連する国内看護研究の

成果を整理し、今後の研究の課題を検討することを目的

とする。 

 なお、わが国の診療報酬制度上は3ヶ月以上が長期入

院とされているが、精神科の長期入院の定義は研究に

よって様々であり、現時点において統一されたものはな

い。本稿においては、2004年の精神保健医療福祉の改革

ビジョン4)にある「新規入院患者は、できる限り1年以内

に退院できるように体制整備をする」という考え方を踏

襲し、長期入院患者を「精神科病棟に1年以上に亘り入

院しているもの」と定義することとした。 

Ⅱ．方法 

1．文献検索および選定方法 

 医学中央雑誌Web版をデータベースとして文献検索を

行った。検索期間は、約7万2000人の患者の退院を目指

す具体策を明示した新障害者プランの策定の翌2003年か

ら2010年3月31日現在までとした。キーワードとして、

「精神看護」に対して「長期入院」と「退院」、「退院支

援」、「退院調整」、「社会復帰」、「社会参加」、「地域」、

「地域生活」、「地域生活支援」をそれぞれかけあわせた。

文献の種類は「原著」とし、検索対象の分類は「看護」

に限定した。さらに、検索漏れを防ぐため、看護系大学

の紀要および関連学術雑誌の閲覧検索、引用文献検索に

よる関連文献の確認、著者検索による同一著者の類似

テーマの文献確認も同時に実施した。なお、医学中央雑
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誌データベースにおける「原著」は、いわゆる原著論文

以外にも、目的・対象・方法・結果・考察・結論で構成

されており原著的内容、形式を有していれば症例報告や

短報等も含まれると定義され、幅広く研究論文を検索す

ることが可能である。一方で、学会抄録の類も多数混在

するため、論文の選定が必要であった。 

 そこで、上記の検索プロセスにおいて抽出した文献に

ついて、本研究目的に照らして論文のタイトルおよびア

ブストラクトを概観し、まず42文献を収集した。収集し

た各論文を研究者間で精読し、下記の4要件を全て満た

す11文献を検討対象とすることとした。 

・精神科長期入院患者の退院に関連する看護研究である。 

・方法あるいは結果に示されている患者の精神科での入

院期間が1年以上である。対象が複数の場合は、入院

期間が平均1年以上である。 

・児を対象としていない。 

・目的、方法、結果、考察に相当する明確な記載があり、

その内容が妥当であると判断できる。なお、妥当性の

判断基準は、バーンズ＆グローブによるクリティーク

プロセス5)に準拠し、3人の研究者の合意を以って妥当

性を判断した。 

2．分析方法 

 検討対象となった11文献を、著者、発表年、研究目的、

研究方法、結果の項目に沿って内容を把握し、整理した。

また、研究の内容から、11文献を「長期入院患者を対象

とした退院支援における看護」、「長期入院における患者

の主観的体験」、「長期入院患者の家族の主観的体験」に

分類し、「長期入院患者を対象とした退院支援における

看護」と「長期入院における患者の主観的体験」に関し

ては、その成果について類似性と異質性の観点から検討

した。そして、「長期入院患者の家族の主観的体験」は、

検討対象が2文献のみであり、類似性により内容を分類

することが難しいことから、成果内容を概観し整理した。 

Ⅲ．結果 

1．検討対象論文の概要 

 最終的に検討対象となった11文献の概要の一覧を表1

に示した。以下、本文中で示すNo.は表1の文献No.に対

応したものである。 

 発表年の内訳は、2003年に1文献（No.1）、2005年に2

文献（No.5,6）、2006年に3文献（No.2,3,8）、2007年に1

文献（No.10）、2008年に1文献（No.7）、2009年に3文献

（No.4,9,11）であった。 

 研究デザインはいずれも記述的研究であり、看護師を

対象とした研究が3文献（No.1,2,4）、長期入院患者を対

象とした研究が3文献（No.5,8,9）、退院支援者と患者双

方を対象とした研究が1文献（No.3）、デイケア利用者を

対象とした研究が2文献（No.6,7）、長期入院患者の家族

を対象とした研究が2文献（No.10,11）であった。 

 研究方法は、主として面接や参加観察から得た質的

データを質的帰納的に分析した研究（No.1,2,4,5～11）

と、質問紙調査を用いて量的データの記述統計処理と質

的データの質的帰納的分析を併用した研究（No.3）で

あった。 

 研究内容を概観すると、長期入院患者に対する退院支

援における看護の実際について記述したもの（No.1,2,4）、

退院支援前後の患者の状態を比較し、支援内容について

検討したもの（No.3）、長期入院患者の入院生活に関す

る主観的体験を記述したもの（No.5,8）、長期入院から

退院した者と退院に至らなかった者の退院支援後の思い

について比較検討したもの（No.9）、長期入院患者の退

院の意思決定について記述したもの（No.6,7）、長期入

院患者の家族の経験について記述したもの（No.10,11）

であった。 

 なお、本稿では、文献を選定する際、方法あるいは結

果に示されている患者の入院期間が1年以上であること

を要件の一つとしたが、選定された11文献中に示されて

いた実際の患者の入院期間は1年以上から40年以上まで

幅広く分布していた。また、11文献のうち「長期入院」

に該当する入院期間を規定していたものは 7文献

（No.2,4,5,8～11）あり、そのうち根拠に基づいた定義が

明記されているものは3文献（No.2,4,9）であった。この

3文献では、「長期入院」をそれぞれ6ヶ月以上、3年以上、

5年以上と定義していた。その他に、「超長期入院」を10

年以上の入院期間と定義したものが1文献（No.1）、「長

期入院予備軍」を2年以上と定義したものが1文献

（No.3）あった。 

2．長期入院患者を対象とした退院支援における看護 

 長期入院患者を対象とした退院支援における看護の具

体的内容が確認できた4文献（No.1～4）から、退院支援 
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表1 長期入院患者の退院に関連した研究の一覧 

No. 
著者 

（発表年） 

目的 

研究方法 

（①研究対象②研究デザイン

③データ収集④分析方法） 

結果の概要 

１ 
松枝 

（2003） 

10年以上入院してい

た患者の社会復帰援

助が成功した要因を

明らかにする 

①長期入院患者の社会復帰援

助において成功体験をもつ看

護師6名 ②記述的研究 ③半

構成的面接法 ④質的帰納的

分析 

超長期入院患者の社会復帰への援助が成功する12要因として「トッ

プを先頭に皆が患者中心に連携し社会復帰を推進する」「看護師が力

動的な理解を基に内省する」「看護師が変わり」「患者が力を発揮す

る」「家族が変わる」「住民が変わる」「看護師が変わる」「直接的に

社会復帰を促す場や仕組みがある」「間接的に社会復帰を促す場や仕

組みがある」「チームやその成員の成長を促す場や仕組みがある」を

抽出 

２ 
高橋ら 

（2006） 

看護者の職位別に社

会復帰に向けた看護

実践の実際と影響要

因を明らかにする 

①長期入院患者の社会復帰に

向けた看護実践を行っている

看護者24名 ②記述的デザイ

ン ③半構成的面接法 ④質

的帰納的分析（コーディング

と類型化） 

援助として「患者の気持ちを尊重する」「患者の力を引き出す」「家

族の安寧を導く」「連携」「周囲をかえる」を抽出。実践への影響要

因として「患者への専心」「看護者の内的動機づけ」「看護チームの

支えあい」「社会資源の限界」「あきらめ・固定観念」を抽出。実践

から得たこととして「患者の力を実感」「看護者の成長を実感」「周

囲への広がり」を抽出。今後の課題として「精神保健福祉の普及」

「病院全体での取り組み」「家族への援助」を抽出。 

３ 

宇佐美ら 

（2006） 

 

インテンシブ・ケアマ

ネジメント（ICM）の

プロトコールを開発

していくための基礎

的資料を得る 

①退院した精神障害者10名、

ケアを提供した看護師8名、医

師2名、ソーシャルワーカー3

名、精神看護専門看護師2名

②記述的研究 ③質問紙によ

る面接調査法（対精神障害

者）、面接法（対ケア提供者）

④記述統計、質的帰納的分析 

精神障害者は退院を希望していたが、家族は退院を望んでいなかっ

た。患者が困っていることは「電気やガスなど日常生活で必要なも

のが使用できない」「家族・人とうまくつきあえない」「一人暮らし

への自信がない」であった。ICM後、精神症状の査定、GAFスコアお

よびセルフケアレベルが改善。医療チームによるケアの特徴として

「信頼関係づくり」「治療チームの長期目標の設定」「チームをつな

ぐケア」「長期ケアを継続させる技術」「ケアマネージャーとしての

精神看護専門看護師のケア（チームの補完機能と看護師のサポー

ト）」を抽出。 

４ 
田嶋ら 

（2009） 

長期入院患者への退

院支援として看護者

が行っている関わり

の構造を明らかにす

る 

①看護者25名 ②記述的デザ

イン ③半構成的面接法 ④

質的帰納的分析KJ法 

看護者の関わりとして、患者への関わり9カテゴリ、家族への関わり

7カテゴリ、支援チームへの関わり6カテゴリを抽出。これらを統合

し「退院への意向を育む」「退院への方向性を押し進める」「退院へ

の始動を助ける」の3段階の退院支援プロセスを提示。 

５ 
奥村ら 

（2005） 

10年以上入院してい

る統合失調症患者の

長期入院に至る現状

における自己認識の

特徴を明らかにする 

①長期入院中の統合失調症患

者6名 ②記述的研究 ③半構

成的面接法 ④質的帰納的分

析 

精神病院に長期間にわたり身を置くことの意味として「長期入院に

おける矛盾」「他の入院患者との関係性による影響」「医療従事者か

らの影響」「他者からの評価に影響される自己評価」を抽出。退院で

きない理由のうち周囲の問題として「社会資源利用についての知識

や情報の不足」「拠り所としての家族との現実」「社会状況の変化に

伴う葛藤」、自分の問題として「身体病や日常生活能力の低下」「過

去の体験へのこだわり」を抽出。 

６ 

澤田 

(第1報) 

（2005） 

統合失調症患者が、

どのように退院の意

思決定をしているの

かを明らかにする 

①デイケアに通所中の統合失

調症患者10名 ②記述的研究

③半構成的面接法 ④質的帰

納的分析 

 

退院の意思決定について「退院したいという思いを固める」「退院後

の生活を具体的にイメージする」「退院後の病気との付き合い方を模

索する」「家族関係をみつめる」「退院に向けたサポートを確信する」

「ためらいながら退院の意思決定を行う」を抽出。第1報で「ためら

いながら退院の意思決定を行う」、第2報で「退院したいという思い

を固める」「退院後の生活を具体的にイメージする」について言及。
７ 

澤田 

(第2報) 

（2008） 

８ 
小出水ら 

（2006） 

長期入院患者が捉え

る入院生活を明らか

にする 

①1年以上継続入院している統

合失調症患者9名 ②記述的研

究 ③半構成的面接法 ④質

的帰納的分析 

対象者が捉える入院生活として「慣れた入院生活」「落ち着いた生活

の再開」「退院後に向けて取り組んでいる入院生活」「先の見えない

入院生活」「退院後の生活と入院生活の隔たり」「力づけられる人間

関係」「打ち解けられない人間関係」を抽出 

９ 
千葉ら 

（2009） 

退院支援後の患者の

思いを明確にする 

①長期入院患者32名 ②記述

的研究 ③半構成的面接法

④質的帰納的分析（退院群と

支援中止群を比較） 

長期入院患者の思いとして「金銭管理を行う、収入を得ること」「地

域での生活の場があるか分からない」「家族との関わりが少ない」

「退院支援により家族を意識するようになる」「退院させてほしい」

「家族に対して負い目を感じる」「家族内の特定人物に対する怒り」

「支援に対する満足感を得る」「日常生活能力の向上と自信がつい

た」「日常生活自立の必要性を感じる」「支援施設で生活する知識が

ない」を抽出。 

10 

濱田ら 

（2007） 

 

長期入院精神障害者

の家族の経験を明ら

かにする 

①統合失調症患者の17家族20

名 ②記述的研究 ③半構成

的面接法 ④テーマ分析を主

とした質的分析 

テーマ分析による家族の経験として、「病気に対する家族の態度」

「患者のことを思う」「家族によるケア」「家族自身の人生」「家族自

身の人生の見通しのなかでケアを考える」の5テーマを経験の中核に

しながら、「医療」「家族会」「地域資源」「社会」に関する経験をし

ていた。 

11 
香川ら 

（2009） 

長期入院統合失調症

患者の家族が、退院

を受け入れる心理プ

ロセスを明らかにす

る 

①10年以上の入院後に退院し

た統合失調症の家族成員10名

②記述的研究 ③半構成的面

接法 ④修正版グラウンデッ

ド・セオリー・アプローチ 

家族が退院を受け入れる心理として「病院にいてほしい」「普通の生

活に戻してやりたい」「自分ひとりじゃない」「踏ん切りがつく決め

手」「退院への賭け」「地域生活を受け止める」を抽出。受け入れる

プロセスは、患者との同居の有無によって差異があり、別居家族は

家族自身が振り回されないことが退院の決め手となり、退院後は患

者の病状改善に喜びを感じていた。同居家族は、家族自身の家庭内

が落ち着いたことが決め手となったが、退院後は病状悪化の不安、

患者との保てない距離感、家族共倒れの心配を抱いていた。 

※研究デザインの分類は、Burns & Groveの分類6)を参考にした。 



岐阜県立看護大学紀要 第 11 巻 1 号，2011 

― 6 ― 

における看護に関連する部分を抽出し、内容の類似性に

より13項目の看護内容に整理した。さらに、それらは、

患者へのケア、家族へのケア、多職種連携のための働き

かけ、退院支援システムの改善のための働きかけといっ

た4つの看護の方向性に大別された（表2）。なお、本文

中の【 】は本稿にて整理した看護内容の項目を示して

いる。 

 長期入院患者の退院に焦点を当てた現行の看護のうち、

患者へのケアの内容として、【信頼関係を基盤に患者の

思いを捉え尊重する】、【患者の不安や揺らぎを受け止め 

 

表2 退院支援における看護 

看護の方向性 退院支援における看護 各文献からの抜粋 

患者へのケア 

信頼関係を基盤に患者の思

いを捉え尊重する 

信頼関係をつくる（No.1,2,3） 

自己表現を促す（No.2,4） 

患者の気持ちを捉え受け止める（No.2,4） 

患者の話を聴く（No.4） 

患者の気持ちや自己決定を尊重する（No.2） 

患者の期待に応える（No.2） 

患者の不安や揺らぎを受け

止めながら退院意欲が保持

できるよう支える 

揺らぎを支えながら自立を促す（No.4） 

支えを保証する（No.4） 

不安を受け止める（No.2） 

意欲の向上につなげる（No.2） 

退院への意欲を支える（No.1） 

患者が不安を乗り越えられるよう見守り後押しする（No.1） 

看護師の視点から地域生活

を見据えてアセスメントす

る 

退院の可能性を査定する（No.4） 

家族の支援の査定（No.4） 

患者の能力と生活のアセスメント（No.2） 

退院後の生活に向けての具

体的な準備を患者とともに

行う 

生活技術を高める（No.2,4） 

退院先の検討や確保（No.2,4） 

生活用品を準備する（No.4） 

社会資源の活用につなげる（No.4） 

退院の為の方策を一緒に探す（No.1） 

患者が自分で生活できるように一緒に取り組む（No.1） 

患者が症状に対処できるよう働きかける（No.1） 

患者の可能性を信じ患者の

自己効力感を高める 

自尊心を高める（No.4） 

自信につなげる（No.2） 

患者の可能性を信じる（No.2） 

患者の健康な面を引き出す（No.1） 

患者と家族をつなぐ 

粘り強く患者と家族をつなげる（No.1,4） 

患者の思いを代弁しながら家族の思いとすり合わせる（No.4） 

外泊での成功体験を積み重ね、家族の安心を得る（No.4） 

家族へのケア 

家族の意向を捉え尊重する 

家族の意向を確かめる（No.4） 

家族の意向を尊重し、後押しする（No.4） 

受け入れに対する思いを丁寧につかむ（No.4） 

家族の苦痛や負担を緩和す

る 

家族の負担を減らす（No.4） 

社会資源を活用して家族の負担を減らす（No.4） 

家族の安楽を導く（No.2） 

家族の痛みを癒す（No.1） 

家族が必要としている情報

を提供する 

患者への関わり方のアドバイス（No.4） 

家族への情報提供（No.2） 

病気の理解を促す（No.2） 

多職種で連携し

て支援するため

の働きかけ 

多職種間で協力しあう 

多職種間で協力し合う（フォロー，力の活用，連絡，相談）（No.2,4） 

チームをつなぐ（No.4） 

患者中心に連携する（No.1） 

治療チームの長期目標の設定（No.3） 

多職種で連携するための調

整を行う 

病棟と地域の支援をつなぐ（No.3,4） 

患者の意思に合わせてチームでの支援の進み方を調整する（No.4） 

チームに対して患者の理解を促す（No.4） 

医療スタッフと話し合う場の設定（No.2） 

長期ケアのモチベーションを継続させる（No.3） 

CNSとしてチームの力量を把握し、補完する（No.3） 

退院支援システ

ムを改善するた

めの働きかけ 

退院支援システム改善への

働きかける 

システム改善に向けての働きかけ（No.2） 

医師をかえる（No.2） 

地域住民の意識をかえる（No.2） 

看護師自身が変わる 

看護者の意識を変える（No.2） 

看護師が変わる（No.1） 

看護師が力動的な理解を基に内省する（No.1） 
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ながら退院意欲が保持できるよう支える】、【看護師の視

点から地域生活を見据えてアセスメントする】、【退院後

の生活に向けての具体的な準備を患者とともに行う】、

【患者の可能性を信じ患者の自己効力感を高める】、【患

者と家族をつなぐ】が明らかにされていた。 

 また、長期入院患者の家族へのケアとしては、【家族

の意向を捉え尊重する】、【家族の苦痛や負担を緩和す

る】、【家族が必要としている情報を提供する】が含まれ

ていた。 

 そして、退院支援における多職種連携のための働きか

けとして、【多職種間で協力しあう】と【多職種で連携

するための調整を行う】が示されていた。 

 さらに、退院支援システムを改善するための働きかけ

として、【退院支援システム改善への働きかけ】と【看

護師自身が変わる】が明らかにされていた。 

3．長期入院における患者の主観的体験 

 長期入院患者の主観的体験が確認できた5文献（No.5

～9）から、長期入院における患者の思いや捉え等を抽

出し、内容の類似性により15項目に分類した。さらに、

それらは、長期入院生活の捉え方、退院に向けた自己の

準備が整っていない状況、退院に向けてのサポートが

整っていない状況、退院に向けて取り組んでいる状況、

サポートを得ている状況の5つに大別された（表3）。な

お、本文中の【 】は本稿にて整理した項目を示してい

る。 

 患者の長期入院生活の捉え方として、【安心・安楽な

生活】、【地域と隔絶した生活】、【先行きの見えない生

活】、【他者からの影響を受ける生活】が明らかにされて

いた。 

 また、退院に向けた自己の準備が整っていない状況に

は、【退院に向けたモチベーションの低下】、【退院後の

生活への不安】、【家族に対する心理的距離】、【自己の心

身機能・能力の低下】が含まれていた。一方、退院に向

けて取り組んでいる状況として、【退院に向けた自己の

内的準備】と【退院に向けた具体的準備】が示されてい

た。 

 そして、退院に向けてのサポートが整っていない状況

として、【医療者への不信感】、【医療者のサポート不

足】、【家族のサポート不足】が示されていたが、その半

面、サポートを得ている状況として、【医療者からのサ

ポート】と【家族からのサポート】が明らかにされてい

た。 

4．長期入院患者の家族の主観的体験 

 長期入院患者の家族の主観的体験を明らかにした研究

は、2文献であった。以下に2文献の内容を紹介する。な

お、本文中の［ ］は各研究で抽出されたカテゴリを示

す。 

 ひとつは、長期入院患者の家族の経験に関する研究

（No.10）であった。家族は、患者の幸せを願う、意思の

尊重、愛情や心配といった［患者のことを思う］経験や、

ケアの大変さや不確かさ、ケアの喜びといった［家族に

よるケアに伴う思い］を持っていた。また、家族の精神

的不調や経済的困難、親としての役割の自覚など［患者

に影響された人生を送る］という経験や［家族自身の人

生の見通しの中で、ケアを考える］ことを経験していた。

そして、［病気に対する家族の態度］として病気の受容

や家族なりの解釈、後悔や自責感、医療への主体的な参

加、医療者の言うこと聞くしかないなどの様々な経験を

していた。 

 もう一編は、長期入院患者の家族が退院を受け入れる

心理プロセスに関する研究（No.11）であった。医療者

から退院という［思いがけない宣告］を受けた家族は、

再び沸き起こる苦しみ、自分の生活で精一杯、経済的に

先が見えない、退院の勧めが納得しがたいことから患者

に対して［病院に居て欲しい］と願った。しかし、患者

への愛情や不憫さ、家族としての義務感から生じた［普

通の生活に戻してやりたい］という思いや家族や専門家

の存在によって［自分ひとりじゃない］と思えることで、

［踏ん切りがつく決め手］を得て［退院への賭け］を

行っていた。ここでは、退院を自立に向けたステップと

捉える一方、仕方がないと捉えていた。そして、負担軽

減の安堵や病状悪化の心配を抱きながらも［地域生活を

受け止める］までに至っていた。 

 これら2文献の成果から、長期入院患者の家族は、患

者に対する愛情や心配に加え、ケアに対する喜びなどの

肯定的な思いを抱いていると同時に、後悔や自責感、患

者に対して病院に居て欲しいと願うなどの否定的な思い

の両方を持っていることが確認できた。 
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Ⅳ．今後の研究課題の検討 

 今回、精神科病棟に1年以上入院している長期入院患

者の退院に関する文献検索を実施したが、対象となった

研究論文は11文献と少なかった。新障害者プラン策定か

ら7年あまりが経過しているが、現時点においては、現

場における様々な試みについての実践報告にとどまって

おり、学術的研究としての成果の蓄積が少ない現状が浮

上した。看護においても地域ケア中心という考え方が強

化されるだけでなく、実践上の成果を提示していくこと

が求められていることから、今後は様々な角度からの実

践的且つ研究的アプローチが必要であると考える。以下、

退院支援における看護、患者と家族の主観的体験、その

表3 長期入院における患者の主観的体験 

患者の主観的体験 各文献からの抜粋 

長期入院生活の捉え方 

安心・安楽な生活 
心身ともに休める入院生活（No.8） 

退院すると今ある居場所がなくなる（No.9） 

地域と隔絶した生活 

退院につながっていない入院生活（No.5） 

社会のことがわからない不安（No.5） 

退院後の生活とは違う入院生活（No.8） 

先行きの見えない生活 

社会的偏見を受けるのではないかと心配（No.7） 

退院への見通しが立たない（No.8） 

家族が受け入れてくれるかわからない（No.9） 

地域での生活の場があるかわからない（No.9） 

他者から影響を受ける生活 

他患者や医療者からの評価に影響される自己評価の低下（No.5）

他患者との関係への戸惑い（No.5,8） 

当事者同士で学び合える関係（No.8） 

退院に向けた自己の準備

が整っていない状況 

退院に向けたモチベーションの

低下 

退院後の生活への諦め（No.6） 

退院する気持ちにならない（No.9） 

生活の変化は面倒（No.9） 

退院後の生活への不安 

退院前の生活の場に戻ることができない不安（No.6） 

新しい生活を始めることへの不安（No.6） 

退院後一人で生活することの不安（No.9） 

支援施設で生活することへの不安（No.9） 

退院後の経済的不安（No.9） 

新しい人間関係構築への不安（No.9） 

家族に対する心理的距離  

家族に迷惑をかけないために入院を受け入れる（No.8） 

家族への負い目（No.9） 

家族への怒り（No.9） 

自己の心身機能・能力の低下 

身体疾患がある（No.5） 

日常生活能力低下への不安（No.5,9） 

症状に振り回されている（No.8） 

妄想があることの不安（No.9） 

退院に向けて取り組んで

いる状況 

退院に向けた自己の内的準備 

退院したいという思いを固める（No.7） 

退院に向けて取り組もうとする前向きな思い（No.8） 

回復の実感（No.8） 

退院に向けた具体的準備 

退院後の病気との付き合い方を模索（No.6） 

退院後の生活を具体的にイメージ（No.7） 

生活リズムの調整（No.8） 

退院後に役立つ服薬方法の獲得（No.8） 

役立つと思える作業療法への参加（No.8） 

退院に必要なことを考える（No.9） 

退院に向けてのサポート

が整っていない状況 

医療者への不信感 
医療者への不信感や不満（No.5,9） 

医療者への隔意（No.8） 

医療者のサポート不足 

適切な情報提供の不足（No.5） 

サポートへの不満（No.6,9） 

役に立つと思えない作業療法（No.8） 

家族のサポート不足 

家族の受け入れ拒否（No.5） 

家族のかかわりが少ない（No.9） 

家族の援助不足への不満（No.9） 

家族の援助への諦め（No.9） 

家族に退院させて欲しいと願う（No.9） 

サポートを得ている状況 
医療者からのサポート 

医療者への信頼と安心（No.5,8） 

サポートへの満足（No.5,9） 

退院に向けたサポートの確信（No.6） 

サポートによる自信の獲得（No.9） 

家族からのサポート 家族の援助への感謝（No.9） 
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他の視点から今後の研究課題について述べる。 

1．長期入院患者への退院支援における看護 

 長期入院患者への退院支援における看護に関する研究

は4文献にとどまり、対象や方法論も異なるため、それ

らに示されていた看護実践について、一概に有用な看護

として一般化することは難しい。しかし、本稿において、

4文献の成果である看護の内容を整理したところ、いく

つかの共通項がみられたため、今後こうした知見を基に

看護モデルを構築することや、看護の有効性について評

価するための実践検証的な研究を積み重ねていくことが

課題である。その際、本稿で示した「患者へのケア」

「家族へのケア」「多職種で連携して支援するための働き

かけ」「退院支援システムを改善するための働きかけ」

という4つの看護の方向性が枠組みとして活用できると

考える。 

 ここでは、この4つの看護の方向性を枠組みとして、

新障害者プラン前後の長期入院患者への退院支援におけ

る看護に関する知見を比較しながら、今後の課題を検討

する。まず、「患者へのケア」については、新障害者プ

ラン以前の研究7～10)で明らかとなったケアの内容と、本

稿で示されたものとは概ね一致しており新たな知見は見

あたらなかった。患者に対するケア内容に変化が見られ

ないことは、長期入院患者への退院支援が進まない要因

になりうることも懸念されるため、既存のケアの有効性

の検討が必要であると考える。また、「家族へのケア」

については、新障害者プラン以前の文献では『家族への

アプローチ7)』、『（家族を）巻き込む10)』というカテゴ

リーは示されていたが、その具体的な内容は不明であっ

た。新障害者プラン後は、本稿で既述の通り具体的な看

護内容が示され、家族へのケアに関する知見が積み重ね

られつつあると言える。そして、「多職種で連携して支

援するための働きかけ」に関しては、新障害者プラン以

前には、プラン後と一致する内容は見当たらなかった。

関連する内容として『環境へのアプローチ7)』、『（多職種

を）巻き込む10)』といった連携それ自体を示すカテゴ

リーを見い出すことはできたが、本稿で明示されたのは

効果的に連携するための働きかけであった。このように、

新障害者プラン後に連携自体ではなく「多職種で連携し

て支援するための働きかけ」という看護の方向性がでて

きた背景には、連携を実践する際に『連携が不十分』、

『チーム内の協働の難しさ』11)といった困難が生じるこ

とから、その困難に対する働きかけの必要性が認識され

たためであると考える。それゆえ、多職種との連携をど

のように進めていくかという観点からの取り組みも重要

であろう。また、「退院支援システムを改善するための

働きかけ」のなかに、看護師自身が変わることが含まれ

ていたことから、新障害者プラン以前に明らかにされて

いた社会復帰への援助を阻害する看護者の捉えや態度12)

が新障害者プラン後も存在していることが推測される。

この点についても検討するとともに、阻害要因を軽減す

るための方策という観点からのアプローチも今後の課題

の1つであると考える。 

2．患者・家族の主観的体験 

 患者の主観的体験に関する研究は5文献であったが、

各文献の対象者数には限界があり、また対象の背景にも

偏りがある。しかしながら、本稿において確認できた共

通性について、例えば短期入院患者の主観的な体験との

比較検討を行い、長期入院患者の体験の特徴を見出すこ

とは今後可能であると思われる。今回、5文献の知見を

整理したことにより、患者の退院や地域生活を支えるた

めのサポートが整っていない状況のほかに、退院に向け

て自己の準備が整っていない状況や患者自身の長期入院

生活の捉え方が、長期入院患者の退院を困難にしている

要因であることが示唆された。この困難要因に対応する

看護が、前述の退院支援における看護（表2）のうちに

確認できるものもあれば、見当たらないものもあり、患

者の主観的体験と看護師が捉える患者像との間にずれが

生じている可能性がある。したがって、患者の主観的体

験の視点に基づいた退院支援のあり方を再考し、その有

用性を検証していく必要があると考える。 

 また、長期入院患者の家族へのケアに焦点をあてた研

究は見当たらず、家族の主観的体験に関する研究も2文

献と非常に少なく、現時点において長期入院患者の家族

に関する研究はほとんど手つかずの状態である。長期入

院患者に対する看護師の退院支援上の困難の一部として、

退院に対する家族からの抵抗が明らかになっており13)、

家族のサポート状況は統合失調症の退院支援上の困難度

を測る因子の一つである14)ことから、今後は家族の主観

的データを基にした研究や家族ケアに関する研究など、

長期入院患者の家族を主眼とした研究を進めていくこと
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も課題である。 

 加えて、検討した2つの文献から、家族には長期入院

や病に由来した困難体験から生じた否定的な思いだけで

なく、病を意味づけ患者を思いやるなどの肯定的な思い

も共存していることなどが明らかになっていた。これら

の結果の一般化には限界があるが、家族には両価的な思

いがあるということをケアの視点として組み入れるなど、

家族の視点に基づいた退院支援のあり方を再考し、その

有用性を検証していくことも重要であると考える。 

 そして、主観的体験に関する研究は、新障害者プラン

以前にはほとんど見られなかったことから、新障害者プ

ラン後、当事者の視点での研究に対する重要性の認識が

高まり、研究に取り組まれつつあると考えられる。 

3．その他 

 今回検討した11文献においては、定義された入院期間

は、最短で6ヶ月以上、最長で5年以上と幅広く、また、

患者の実際の入院期間も1年以上から40年以上と大きく

乖離していた。このことから臨床現場においても各人各

様の「長期入院」の捉え方があることが推測される。し

かし、入院期間が長くなるほど退院に否定的な家族が増

加し15)、入院期間ごとの在院患者数に占める退院患者数

の割合は低下していくが転院・死亡による退院の割合は

高くなること16)から、例えば入院期間1年の患者と40年

の患者とでは、退院の困難度に大きな開きがあると考え

られる。また、入院期間が長くなるということは、年齢

を重ねることにもなり、たとえ入院期間が同じであって

も、入院時の年齢によって達成すべき発達上の課題等が

異なることも考慮に入れる必要がある。そのため、本稿

で対象とした既存研究の成果を「長期入院患者」に対す

るものとして一括りにして明示するには限界がある。今

後は、「長期入院」における入院期間ごとの困難要因や

関連要因等の特徴を明らかにし、それらに合わせた援助

方法を探索することも課題であろう。 

 なお、本稿において対象とした文献は、一定の評価基

準を満たすという条件から選定された研究論文に限定し

ており、単行書などの専門書や実践報告等は除外したも

のであった。研究的なアプローチによる検討には至らな

いが実践報告等に散見する現場における新しい試みや、

ささやかな成功事例などにも有用な看護が潜在している

可能性があることから、臨床における経験的な知見を幅

広く収集し、統合していくことも有用であると考える。 

Ⅴ．おわりに 

 11件の先行研究の検討により、新障害者プラン後の長

期入院患者の退院に関連する看護研究の動向と集積され

つつある看護上の知見を提示することができた。そして、

この検討を踏まえて以下のことが現時点の課題と今後の

研究の方向性として明確となった。 

・「患者へのケア」「家族へのケア」「多職種で連携して

支援するための働きかけ」「退院支援システムを改善

するための働きかけ」という4つの看護の方向性を枠

組みとして活用するなどして、看護モデルを構築する

ことや、看護の有効性について評価するための実践検

証的な研究を積み重ねていくこと。 

・新たな研究の観点として、多職種との連携を進めてい

くための具体的な方策、看護者側の退院阻害要因と阻

害要因を軽減するための方策等を検討すること。 

・患者の主観的体験と看護師が捉える患者像との間にず

れが生じている可能性があるため、患者の主観的体験

の視点に基づいた退院支援のあり方を再考し、その有

用性を検証していくこと。 

・家族の主観的データを基にした研究や家族ケアに関す

る研究など、長期入院患者の家族を主眼とした研究を

進めていくこと。 

・「長期入院」における入院期間ごとの困難要因や関連

要因等の特徴を明らかにし、それらに合わせた援助方

法を探索すること。 

 

 なお、本研究の一部を第30回日本看護科学学会学術集

会で発表した。 

検討対象文献 

1）田嶋長子，島田あずみ，佐伯恵子：精神科長期入院患者の

退院を支援する看護実践の構造，日本精神保健学会誌，

18(1)；50-60，2009． 
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岐阜県立看護大学 地域基礎看護学領域 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

〔原著〕 

精神科ニューロングステイ患者の入院生活の体験 
 

石川 かおり 

 

The Hospital Experience of New-Long-Stay Patients in the Psychiatric Ward 

 

Kaori Ishikawa 

 

 

要旨 

 本研究の目的は、精神科ニューロングステイ患者の入院生活の体験について構造的に明らかにすることである。 

 研究参加者は、男性5名、女性2名の計7名で、全員が統合失調症の診断を受けていた。平均年齢は45.57歳で、平均

総入院期間は156ヶ月、平均入院回数は5.71回であった。また、データ収集時の入院期間は平均32ヶ月であった。

データは半構造化面接により収集し、面接時間は一人あたり平均75分であった。研究参加者の許可を得て面接内容

を録音し、逐語録を作成した。メタ研究法として構造構成的質的研究法（Structural-construction qualitative research 

method; SCQRM）を位置づけ、分析枠組みとして修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Modified grounded 

theory approach; M-GTA）を採用し、分析した。 

 分析の結果、77概念から23サブカテゴリと7カテゴリを生成した。さらにカテゴリ間の関係性を探索する過程で1

コアカテゴリを追加した。これらカテゴリ間の関連性の検討を基に、精神科ニューロングステイ患者の入院生活の

体験を構造化したモデル図を作成した。 

 精神科ニューロングステイの患者は、【長期入院システムの取り込み】を基軸として、《長期入院生活に伴う収

穫》と《長期入院生活に伴う受難》を体験していた。そして、長期入院生活とは乖離した《退院と“ふつう”の暮

らしを希求》して、その希望にそって退院支援が進められるなかで、《退院準備状態》と《退院準備不足状態》が同

時に生じていた。このような退院準備状況のアンバランスな状態は、患者のなかに《退院に向けた心理的葛藤》を

引き起こし、この葛藤状態を解消するために、患者は《葛藤状況への構え》をとっていた。 

 

キーワード：精神科ニューロングステイ患者、入院生活体験、退院 

 

Ⅰ．はじめに 

 わが国の精神障害者のケアは地域ケア中心型へと転換

しつつある。新規入院患者の残存率から、2005年では

87%の患者が入院後1年以内に退院しており、1999年と比

べて1年以内に退院する割合は高くなっていることがわ

かる1)。しかし、これは裏を返せば13%は1年経過しても

退院できず新たな長期入院患者となることを示している。

また、平均在院日数も減少傾向にあるが、2007年のそれ

は317.9日にとどまっている2）。2006年度の入院患者の在

院期間別構成割合では、1年未満が32.1％、1年以上5年

未満は27.8%、5年以上は40.1%であり3)、入院患者の7割近

くは1年以上の長期入院の状況である。このような状況

のなか、「受け入れが整えば退院可能」とされる患者は

全入院患者の23.4%を占め、75,900人と推計される（平成

17年患者調査）4)。そのうち、入院期間が1年から5年の

患者は21,800人存在する5）。 

 1980年代に地域精神保健医療の体制が確立した英国で

は、地域サービスが発展しても長期に病棟でのケアが必
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要な患者が人口10万対10～20前後存在するという報告が

ある。これらの患者は入院期間が1～5年で入院開始が比

較的新しいことから、“古い”長期入院患者とは区別し

て“ニューロングステイ”と呼ばれ、さらなる“古い”

長期入院患者にならないためにもっとも質の高いケアが

必要である6)。このような精神医療先進国である英国の

実態を鑑みると、わが国においてもニューロングステイ

患者に着目し、更なる“古い”長期入院患者を生み出さ

ないように支援することは喫緊の課題である。 

 ところで、長期入院患者に対する退院支援に関連する先

行研究は散見し、看護実践上の知見も示されている7～10)。

しかし、それらの長期入院の定義は6ヶ月以上から10年

以上と様々であり、入院期間1年から5年の患者に焦点を

当てたものは見当たらなかった。また、看護の対象であ

る患者の主観的体験に着目した研究においても、長期入

院生活の現状や退院の捉え方11～13)、老いの認識と自己の

将来像14)、退院支援後の思い15) 、自主的な行動を支えて

いる体験16)など様々な観点から探索されているが、入院

期間1年から5年の患者に主眼を置いたものはない。つま

り、現状においてはわが国のニューロングステイ患者に

関する看護研究は手つかずの状態である。 

 そこで、本研究においては、入院期間1年から5年の患

者に焦点を当てた退院支援における看護の確立に向けて、

まずはその当事者である患者が入院生活をどのように体

験しているか、その構造の一端を明らかにすべく探索的

に仮説モデルを生成することを目的とした。そして、そ

の構造モデルを基にニューロングステイ患者への看護に

ついて検討した。 

 なお、本研究においては、精神科医療施設に継続して

1年から5年間入院している者を「精神科ニューロングス

テイ患者」とした。ここでいう入院期間は総入院期間で

はなく、研究時の入院の継続期間を示すものである。精

神疾患は慢性に経過し療養が長期に亘ることが推測され

るため、その間の病状の変化に応じて入院治療が必要に

なることがある。そのため、本稿では入院回数を限定す

ることなく、入院回数の相違はニューロングステイ患者

の多様性を示す要素の一部として捉えることとした。 

 

 

Ⅱ．研究方法 

1．研究デザイン 

 本研究は、入院療養中の当事者の視点から入院生活の

体験を明らかにすることを目的としているため、仮説生

成型の質的研究方法を用いることとした。質的方法は、

統計的数値には還元しがたい定性的なデータを扱い、対

象の複雑性に対して開かれ、人々が生きる日常の文脈の

なかで他者の主観的現実に対する理解を深める上で有用

な方法である17,18)。なお、本研究においては、認識論、

理論、技法、フィールド、対象者、解釈枠組といった研

究を構成する全てのツールについて、現実的制約を勘案

しつつ研究質問や研究目的に照らして選択する「関心相

関的選択」という方法概念を備えた構造構成的質的研究

法19)（Structural-construction qualitative research method，

以下、SCQRMとする）をメタ研究法として位置付けた。 

2．研究参加者 

 研究参加者の選定条件は、研究目的に照らして①治療

または療養目的にて精神科医療施設に継続して1年から5

年間入院している、②20歳以上、③症状が消失・減退し

ている、本研究への参加によって病状に影響を受けない

と主治医から判断されている、④自分の意思を言語的に

表現できる、⑤本人から研究参加の同意が得られている

ものとした。 

 研究参加者は入院療養中の患者であるため、倫理的な

配慮の面から多数の参加者を得難いことが予想された。

そのため、研究ニーズにそって選択する意図的サンプリ

ングとボランティアサンプリングを併用した。具体的に

は、研究協力の得られる精神科医療施設を意図的に選択

し、施設の協力を得て上記の選定条件に見合う患者を対

象に意図的に研究参加者を募集した。なお、研究参加者

の偏りを防ぎ、多様性を確保するという観点から、協力

を依頼する施設は、異なる都道府県から複数選択した。 

3．倫理的配慮 

 入院療養中の参加者のリスクを最小限にするために、

参加者の募集・選定方法、データ収集内容・方法、プラ

イバシーの保障や自己決定の保障など、参加者の人権と

尊厳を守る方法を組み立て、参加者の状態や都合に合わ

せながら研究を進めた。 

 具体的には、研究目的および方法、研究参加のメリッ

ト・デメリット、参加者の権利（自己決定、プライバ
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シー、害されないこと、研究拒否や中断等）、研究者の

義務等について、書面と口頭によるインフォームド・コ

ンセントを徹底した。そして、個人データを加工し匿名

性の保護を厳守した。さらに、研究参加による時間的制

約、疲労、病状などに十分配慮した。また、協力依頼の

際は施設のスタッフの協力を得て行ったが、意思決定に

おいてスタッフの力が及ばないように十分配慮した。 

 なお、研究開始前に千葉大学看護学部倫理審査委員会

にて倫理審査を受け、承認を得て実施した（承認通知番

号19-15）。 

4．データ収集 

 本研究では、ニューロングステイ患者の主観的体験に

照射するため、インタビューガイドを用いた半構造化面

接によりデータ収集した。 

 インタビューガイドの内容は、本研究の目的に照らし

て、対象者の属性、普段の療養生活の様子、現在の希望

や目標、その実現に向けた取り組みやサポートの実際、

今後の退院や地域生活への困難や不安、医療者への要望、

医療者との関係などを設定し、これらの質問を投げかけ

ながら、参加者が自由に語ることができるよう配慮した。

また、面接は参加者が入院する施設内のプライバシーが

保たれる部屋で実施し、面接時間は一人あたり平均75分

であった。参加者の許可を得てICレコーダーに録音し、

逐語録を作成し、分析データとした。 

 データ収集期間は、2007年12月から2008年3月であっ

た。 

 

5．データ分析 

1）分析枠組み 

 本研究は、仮説モデルの生成を目的としているため、

データからボトムアップにモデルを構築する修正版グラ

ウンデッド・セオリー・アプローチ20)（以下M-GTAとす

る）を分析枠組みとして採用した。M-GTAは少数事例

研究に適さない面が指摘されているが、SCQRMにおい

ては、必要な事例数は研究目的に相関して決定するため、

M-GTAのエッセンスを生かしつつ少数事例研究におけ

る科学性を担保する概念装置を備えている。これまで明

らかにされていない精神科ニューロングステイ患者の入

院生活の体験について仮説モデルを探索的に生成する、

という本研究の目的に照らすと、少数事例から得られた

概念であっても、体験の多様性を表すものとして採用す

ることが可能となる。 

2）分析手順 

 逐語録を熟読し、「精神科ニューロングステイ患者は

入院生活をどのように体験しているか」という研究質問

に関連する内容を、意味が読み取れる範囲をひとまとま

りとして抽出し、類似性と異質性を検討しながら、類似

内容を具体例として集め、概念名をつけた。その際、概

念名とその定義、具体例、対極例や分析の視点を書き留

める理論的メモからなる分析ワークシートにまとめた。

分析ワークシートの例は表1のとおりである。さらに、

複数の概念を包括するサブカテゴリ、複数のサブカテゴ

リを包括するカテゴリを作成した。次に、先の研究質問

に照らして、データおよび概念との間を行きつ戻りつし 

表1 実際の分析ワークシートの例 

概念名 いつも感じる孤独 

定義 他者といても、どこにいても患者が感じる孤独や寂しさ 

具体例 

・ 入院してから、俺って一人なのかなーって感じる（A氏） 

・ 何回か外泊して、弟家族にお風呂借りて食事も作ってくれたんですけど、それでもやっぱり寂しい（B氏） 

・ 夜一人になったときは、本当にさびしいなと思います（F氏） 

・ 病院で大勢でいたとしてもそれぞれ病気をもっているから、結局自分ひとりになっちゃうわけですよね（G氏） 

・ この町には知り合いがいないし（退院すると）寂しくなることも事実です。みなさん一人暮らしの方が寂しいと

おっしゃいます（G氏） 

・ 夕方に急に寂しくなると、ホールに出てきて新聞を読んだり、本を読んだり、編み物をしたりして紛らわしてい

ます（G氏） 

理論的 

メモ 

「いつも感じる孤独」と対極の概念はあるか？ 

→家族との情緒的つながり 

→他患者との互恵的関係 

「いつも感じる孤独」は何に由来するか？ 

→病気を理解してもらえない苦悩 

→家族との隔たり 

→病に対する内外の偏見 

→医療者との信頼関係が築けていない 
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ながらカテゴリを比較して関係性を検討し、関係図を作

成した。この過程のなかで、その関係性を説明する上で

不可欠な新たな概念を見出し、この追加概念がモデルの

動きを説明する上で基軸となることを確認したことから、

コアカテゴリとして位置付けた。そして作成した関係図

が各対象者の体験を説明し得るか、データに戻って点検

しながら、関係図の改訂を重ね、最終的な「精神科

ニューロングステイ患者の入院生活の体験」を構造化し

たモデル図を作成した。 

3）理論的飽和化 

 理論的飽和は、理想形ではあるが原理的には不可能で

あるという見解があり21,22）、M-GTAにおいても、その難

しさを認めた上で、概念の完成状態を判断する小さな理

論的飽和化と、概念相互の関係、カテゴリの関係、全体

としての統合性を検討し抜け落ちている部分の有無を確

認する大きな理論的飽和化という独自の方法と立場が示

されている23）。これらの議論を踏まえた上で、SCQRM

においては、「目的相関的飽和」という立場を明示し、

M-GTAの文脈であれば「概念ごとの分析ワークシート

を完成させることによって作られたモデルが、研究目的

に照らして、それを達成できている状態」としている24）。 

 以上のことから、本研究においては、上記の分析手順

の全過程において、研究目的に照らした上で達成できて

いるか確認することで理論的飽和化を図った。なお、分

析過程においては、複数の学際的な質的研究者らによる

SCQRMのワークショップにて分析結果を提示し検討す

るとともに、ニューロングステイ患者への看護経験を有

する精神看護学領域の大学教員2名からも批評を受けな

がら、その都度修正しながらすすめた。 

Ⅲ．結果 

1．研究参加者の概要 

 研究参加者の概要は表2のとおりである。参加者は、

異なる3都道府県の精神科医療施設3ヶ所から募り、研究

参加の同意が得られた7名であった。性別は男性5名、女

性2名、平均年齢は45.57（30-60）歳であった。診断名

は全員が統合失調症で、初発年齢は平均27.71（17－

57）歳、通算入院期間は平均156（16-380）ヶ月、平均

入院回数は5.71（1-12）回であった。また、データ収集

時の入院期間は、平均32（12-47）ヶ月であった。 

 退院後予定（希望）している居住形態は、自宅に戻り

単身生活する者が2名、アパートを探して単身生活する

者が2名、グループホームや福祉ホーム予定者が3名であ

り、家族と同居予定の者はいなかった。また、調査時点

で住まいが確定している者はいなかった。 

 

表2 対象者（7名）の概要 

性別 男性5名，女性2名 

平均年齢 45.57歳（30-60歳） 

診断名 全員統合失調症 

平均初発年齢 27.71歳（17-57歳） 

平均入院期間 32ヶ月（12-47ヶ月） 

平均総入院期間 156ヶ月（16-380ヶ月） 

平均総入院回数 5.71回（1-12回） 

退院後予定（希望）の 
居住形態 

自宅で単身生活2名，アパートで単
身生活2名，グループホームや福祉
ホーム3名 

 

2．精神科ニューロングステイ患者の入院生活の体験 

 分析の結果、77概念から23サブカテゴリと7カテゴリ

を生成した。さらに、カテゴリ間の関係性を探索し関係

図を作成していく過程で、入院生活体験の基軸となる追

加概念として【長期入院システムの取り込み】が浮き彫

りとなってきたため、これをコアカテゴリとして位置づ

けた。概念、サブカテゴリ、カテゴリの一覧を表3に、

入院生活の体験を構造化した最終的なモデル図を図1に

示す。以下、概念を［ ］、サブカテゴリを＜ ＞、カ

テゴリを《 》、コア・カテゴリを【 】として表記し、

精神科ニューロングステイ患者の入院生活の体験の構造

について説明する。 

 なお、本研究は研究参加者の主観的体験の構造を明ら

かにするものであるため、抽象化されたカテゴリについ

て対象者がどのように体験していたのか、対象者の語り

を用いて紹介する。斜体部分は、対象者の語りの一部を、

意味を損なわない程度に加工したものである。 

1）長期入院システムの取り込みに伴う収穫と受難 

 精神科ニューロングステイ患者は長期化する入院生活

のなかで、［病がもたらす人間としての成長］や［病に

抗わず共生する道の選択］など＜病の意味づけ＞を行い、

入院治療やケアを受けるなかで［人のやさしさを実感］

し、［心強い看護師の伴走］を得るなど＜援助されるこ

との癒し＞を体験していた。そして、［病棟活動を通し 
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表3 カテゴリ一覧 

カテゴリ サブカテゴリ 概念 

長期入院生活に伴う収穫 

病の意味づけ 
病がもたらす人間としての成長 

病についての新しい発見と理解 

病に抗わず共生する道の選択 

援助されることの癒し 

人のやさしさを実感 

心強い看護師の伴走 

自分の意思が尊重される 

薬効の実感 

入院生活での楽しみ 
病棟活動を通して得た趣味 

入院生活中の楽しみ 

他患者との互恵的関係 
他患者との役立つ情報交換 

同じ体験をもち支え合う存在 

家族との情緒的つながり 
家族の幸せを願い尊重 

家族への感謝 

家族を頼りにする 

長期入院生活に伴う受難 

病に対する内外の偏見 
社会の偏見に暴露 

精神病に対する内なる抵抗 

精神病に対する漠然とした恐れ 

援助されることの苦痛 

余計なお世話のケア 

治療やケアの不満を我慢 

公的扶助受給に対する抵抗感 

薬効を実感できない 

入院生活に依存する後ろめたさ 

入院生活の閉塞感 
ルールに縛られる窮屈な生活 

服薬や診断の拘束感 

常在する孤独と疎外感 
いつも感じる孤独 

疎外感 

病気を理解してもらえない苦悩 

家族との隔たり 
家族への後ろめたさ 

家族関係の希薄化 

家族の真意を測りかねる 

退院と“ふつう”の暮らしを希求 
社会のなかの“ふつう”の生活を願望 

病気を気にせず普通に暮らしたい 

社会的接点をもって生活したい 

家族と交流する機会を持ちたい 

好きなことを楽しみたい 

退院の希望 
早く退院したい 

ここにいたくない  

退院準備状態 

周囲の協力による外的条件の調整 

助けを得て住まいを検討中 

経済的サポートの手続き中 

退院後リハビリテーションを検討中 

外泊訓練中 

セルフマネジメントスキル向上と自信の
獲得 

日常生活上の自己管理への自信 

体調管理への配慮 

薬の自己管理 

症状への対処 

回復の実感 
気持ちのゆとりを自覚 

ひとにやさしくできる自分 

入院して良くなってきたという実感 

退院準備不足状態 

外的条件が整わない 
住まいが見つからない 

家族のサポートが得られない 

知識・情報の不足 
相談相手がわからない 

具体的な生活方法がわからない 

社会資源やサービスの理解困難 

医療者との信頼関係が未構築 

自分から退院について相談しない 

余計なことは言わない方が良い 

医療者に対するあきらめ 

診断や入院に納得していない 

信頼してもらえない 

潜在・顕在する症状 
自己コントロール不可の声（幻聴） 

無視できない妄想 

潜在する病気の辛さや苦しみ 

退院に向けた心理的葛藤状態 

“退院できる”という自己感覚 
行き先が決まれば退院可能 

周囲の理解があれば退院可能 

経済的問題が解決すれば退院可能 

退院後の生活への不安 

退院後の孤独に耐える不安 

不慣れな環境に適応する不安 

経済的不安 

老後の不安 

セルフマネジメントスキル不足への不安 

葛藤状況への構え 

理想と現実の狭間で妥協 

希望通りの退院先ではないが妥協 

療養優先に考え仕事は断念 

抵抗はあるが経済的補助を受給 

薬に頼りたくないが仕方ない 

家族と同居したいが仕方ない 

自立できないところはサポートを得る 

退院の具体化を保留 

退院の時期は決めていない 

先のことはわからない 

住みたい場所は決めていない 

入院延長の許容 
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て得た趣味］など＜入院生活での楽しみ＞を見つけてい

た。また、［他患者との役立つ情報交換］［同じ体験をも

ち支えあう存在］といった＜他患者との互恵的関係＞や

［家族の幸せを願い尊重］し［家族に感謝］するといっ

た＜家族との情緒的つながり＞を体験しており、これら

は《長期入院生活に伴う収穫》となっていた。 

 その一方で、患者は［社会の偏見に暴露］され［精神

病に対する内なる抵抗］を感じるなど＜病に対する内外

の偏見＞を体験し、入院が長期化するなかで［治療やケ

アの不満を我慢］したり［公的扶助受給に対する抵抗

感］を感じるなど＜援助されることの苦痛＞を自覚して

いた。また、［ルールに縛られる窮屈な生活］や［服薬

や診察の拘束感］といった＜入院生活の閉塞感＞も感じ

ていた。そして、［いつも感じる孤独］［病気を理解して

もらえない苦悩］など＜常在する孤独と疎外感＞や、

［家族への後ろめたさ］［家族関係の希薄化］といった＜

家族との隔たり＞も体験しており、これらは《長期入院

生活に伴う受難》となっていた。 

 これら《長期入院生活に伴う収穫》と《長期入院生活

に伴う受難》の体験の内容は、病との対峙、被援助者役

割の継続、入院生活への適応、人間関係の再構築という

【長期入院システムの取り込み】の体験を軸にそれぞれ

葛藤状況への構え 

理想と現実の狭
間で妥協 

退院の具体化を
保留 

退院に向けた心理的葛藤 

“退院できる”と
いう自己感覚

退院後の生活
への不安

退院準備状態 

周囲の協力による外
的条件の調整 

セルフマネジメン
トスキルの向上と

自信の獲得

回復の実感 

退院準備不足状態 

外的条件が整わ
ない 

知識・情報の
不足 

医療者との信頼関
係が未構築 

潜在・顕在する
症状 

退院と“ふつう”の暮らしを希求

社会のなかの“ふつ
う”の生活を願望

退院の希望

長期入院生活に伴う収穫 

病の意味づけ 入院生活での
楽しみ 

援助されること
の癒し 

他患者との互
恵的関係 

家族との情緒的
つながり 

長期入院生活に伴う受難 

病に対する内外
の偏見 

入院生活の閉
塞感 

援助されること
の苦痛 

常在する孤独
と疎外感 

家族との隔たり 

長期入院システムの取り込み 

コアカテゴリ 

カテゴリ 

サブカテゴリ 

関係の方向性 

葛藤関係 

図1 ニューロングステイ患者の入院生活体験の構造モデル 
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対をなすものであった。すなわち、入院という自らの病

に対峙せざるを得ない状況のなかで、＜病の意味づけ＞

を行う一方で＜病に対する内外の偏見＞に暴露され、入

院治療により被援助者役割を継続することで＜援助され

ることの癒し＞と同時に＜援助されることの苦痛＞も味

わっていた。また、長期間生活する新しい生活環境に適

応することが求められることから＜入院生活での楽しみ

＞を獲得する反面＜入院生活の閉塞感＞を感じ、さらに

家族と隔絶した状況下でこれまでの関係の見直しを迫ら

れるなかで＜家族との情緒的つながり＞と＜家族との隔

たり＞を体験していた。そしてこれらの体験が、後述の

体験へと連動していくことから、【長期入院システムの

取り込み】は、ニューロングステイ患者の入院生活体験

全体の起点および基軸となる体験として位置づけられた。 

 以下は、入院期間2年8ヶ月の60代の女性の語りである。

長期の入院生活のなかで自らの病に直面し援助される立

場に置かれたことから、内外の偏見と同時に病を持つ

人々に対する新たな洞察を得ていた。 

 

 ･･･娘は病気をしっかり認識したらと言うけど、私は統合失

調症という名前をいただいても抵抗があります。看護師がどう

見ているかわからないけど、他の人がやっていることは自分に

できないことはないと思うし、自分としてはこのまま病院でお

世話されるのは嫌というか、許されないというか。長く入院し

ていると色んな方がいるが、世間が思うほど暴れたりというこ

ともなく、私自身が過去に思っていたことは間違っていたと思

います。なかには家族にも認めてもらえない方もいて、日本人

は精神科のことを良く知らないと思います。娘とは一緒に暮ら

せたらとも思うけど、娘にも娘の考えがあるし。田舎者なので

生活保護は気が重いけど、これも偏見ですね。人間は衣食住に

ゆとりがないと生きていけないし、こういう身になって初めて

生活保護はいいことだと思うんですけど、世間はそういう風に

見ない人が多いですよね･･･。 

 

2）患者が希求する退院と“ふつう”の暮らし 

 患者は長期入院システムを自分のなかに取り込み適応

する一方で、健常者のように［病気を気にせず暮らした

い］、ゆくゆくは自分にもできる仕事に就くなどして

［社会的接点を持って生活したい］、自分の趣味など［好

きなことを楽しみたい］、もう少し［家族と交流する機

会を持ちたい］というように＜社会のなかの“ふつう”

の生活を願望＞していた。そして、全ての患者が［早く

退院したい］という＜退院の希望＞を明確に言語化した。

このような、退院して、病気を気にせず、社会のなかで

生活者として生き、ささやかな楽しみと交流を持って暮

らしたいと《退院と“ふつう”の暮らしを希求》するこ

とは、先に述べたような、病と向き合い、被援助者役割

を継続し、入院生活に適応するといった長期入院システ

ムを自らのなかに取り込んだ現実の生活とは乖離した内

容であった。 

 以下は、入院期間2年11ヶ月の50代の女性の語りであ

る。精神病患者としてではなく、地域住民の一人として、

ささやかな楽しみをもって暮らしたいという希望が述べ

られた。 

 

 ･･･出来れば早く退院したいと思ってます。将来社会復帰す

るために、地元に慣れていかないと、と思ってます。家の近く

に郵便局とか小さなコンビニがあるんですけど、顔見知りにな

りたいと思ってそこに行くようにしてます。新聞のパズルとか

クイズが好きなので、退院したら、新聞をとって応募するのが

楽しみです。それで、地元の郵便局で葉書を買って応募したら

いいかなと思っています･･･。 

 

3）混在する退院準備状態と準備不足状態 

 退院支援がすすめられるなかで、患者が体験している

現状としては《退院準備状態》と《退院準備不足状態》

が混在していた。 

 《退院準備状態》としては、［助けを借りて住まいを検

討中］［経済的なサポートの手続き中］など＜周囲の協

力による外的条件の調整＞を行っている最中であった。

この周囲の協力者には、看護師を含む病院内の専門職者、

福祉事務所など地域ベースの専門職者および家族が含ま

れていた。また、患者は［薬の自己管理］［体調への配

慮］など日常生活上の自己管理を実施して＜セルフマネ

ジメントスキルの向上と自信の獲得＞を実感すると共に、

［気持ちのゆとりを自覚］し、［入院してよくなってきた

という実感］を得るなど、自らの＜回復の実感＞を得て

いた。 

 他方、《退院準備不足状態》としては、準備を進める

なかで［住まいが見つからない］など＜外的条件が整わ
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ない＞困難に直面していた。また、［自分から退院につ

いて相談しない］［医療者に対するあきらめ］など退院

準備に向けて＜医療者との信頼関係が未構築＞である状

況や、［退院に向けた相談相手がわからない］［社会資源

やサービスの理解困難］など＜知識・情報の不足＞も明

らかとなった。さらに、［自己コントロール不可の声

（幻聴）］や［潜在する病気の辛さや苦しみ］など自らの

病に関連して＜潜在・顕在する症状＞を体験していた。 

 以下は、入院期間1年4ヶ月の30代男性の語りである。

未だ幻聴に悩まされている一方で、自分なりの対処を試

み回復も実感していたが、退院については医療者に相談

できずにいた。 

 

 ･･･最近少し気持ちに余裕がでてきたというか、それとも環

境が良くなったのか。ただ、困ることは困るよね、聞こえない

はずの声が聞こえたり。こればかりは自分でコントロールでき

ないから。最近は声の内容によって、善いことは従ったり、あ

んまり善くない場合は抵抗して対処してる。そういうことがで

きるようになったのは入院してからだね。それまではあまり考

えていなかったから。･･･退院は、どうせ何を言っても無駄だ

から、余計なことは言わないようにしてる。実際、相談も誰に

していいかわからないし、言い過ぎて減点されて外出できなく

なると困るし･･･（笑）。 

 

4）退院に向けた心理的葛藤とそれに対する構え 

 《退院準備状態》と《退院準備不足状態》が混在する

なかで、患者は《退院に向けた心理的葛藤》を体験して

いた。これは、［行き先が決まれば退院可能］［周囲の理

解があれば退院可能］といった＜“退院できる”という

自己感覚＞と、［退院後の孤独に耐える不安］［老後の不

安］［経済的な不安］といったやや漠然とした＜退院後

の生活への不安＞の両者の間で、患者自身が揺れ動くこ

とを示していた。 

 そして、患者はこのような心理的葛藤を解消するため

に、二つの《葛藤状況への構え》を体現していた。一つ

は、［希望通りの退院先ではないが妥協］したり［抵抗

はあるが経済的補助を受給］したりするなど＜理想と現

実の狭間で妥協＞することで現実的に折り合いをつけて

対処することであった。その一方で、退院の具体的な希

望について問われると、［退院の時期はまだ決めていな

い］［これから先のことはわからない］などと述べるこ

ともあり、＜退院の具体化を保留＞していた。 

 以下は、入院期間3年11ヶ月の50代男性の語りである。

早く退院したいと希望し、現実と折り合いをつけながら

退院準備を進めていたが、具体的な退院希望時期につい

ては明言を避けていた。 

 

･･･入院も長くなってきたから早く退院したいです。本来は自

宅に戻るつもりだったけど経済的にやっていくのが難しいから。

生保も自宅があると駄目だから、初めは抵抗あったけど、そう

も言ってられないから、自宅を処分して荷物はトランクルーム

に入れました。私の場合は、あとはグループホームかアパート

が決まればいつでもできる状況です。一人暮らしなので、夜一

人になったときに寂しさに耐えられるかが一番の心配です。退

院の時期は、いつまでにというのはきっちり決めてないけど、

先生からもゆっくり治療してと言われているし、これなら大丈

夫という状態になるまではね･･･。 

 

5）患者が体験する入院生活の全体構造 

 患者は、長期化する入院生活のなかで、《長期入院生

活に伴う収穫》を得る一方で《長期入院生活に伴う受

難》を体験しており、これらは、病と対峙し、被援助者

としての役割を担い続け、入院生活へ適応し、これまで

の人間関係を再構築するといった【長期入院システムの

取り込み】による表裏一体の体験であった。患者は長期

入院生活と対極にある《退院と“ふつう”の生活を希

求》し、退院に向けた準備が進められるなかで《退院準

備状態》と《退院準備不足状態》が生じていた。そして、

先に述べた《長期入院生活に伴う収穫》は《退院準備状

態》を促進する因子、《長期入院生活に伴う受難》は

《退院準備不足状態》を阻害する因子としてそれぞれ影

響していた。また、《退院準備状態》と《退院準備不足

状態》が混在する状況は、患者の《退院に向けた心理的

葛藤》を引き起こしており、患者はこの心理的葛藤状態

を解消するための《葛藤状況への構え》をとっていた。 

Ⅳ．考察 

1．ニューロングステイ患者の入院生活の体験の特徴 

 本研究で得られた精神科ニューロングステイ患者の入

院生活体験の構造について、関連する先行研究と比較し
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ながら検討する。 

1）長期入院の取り込みによるメリットとデメリット 

 本研究では、長期入院患者のなかでも比較的入院期間

の短い1年から5年の患者を対象としたが、患者は入院の

長期化がもたらす様々な影響を受けていることが明らか

となった。患者は長期入院生活のなかで、自らの病と対

峙する状況に否応なしに置かれ、被援助者役割を担い続

けなければならない。そして、入院生活に適応せざるを

得ず、これまでの人間関係を諦めて新しい関係を再構築

していくことが求められていた。このように長期入院と

いうシステムを自らのなかに取り込むことには、「収穫

＝メリット」と「受難＝デメリット」の側面があること

が見えてきた。患者は、収穫として、病を意味づけ、援

助されることの癒しを体験していたが、これらの体験は

ある程度の時間を要し3ヶ月以内の短期入院においては

難しいことが予測できる。また、入院生活での楽しみの

獲得、他患者との互恵的関係の構築、家族との情緒的つ

ながりも収穫の一部として見出されたが、これらは長期

入院生活に伴う受難を乗り越えるための術でもあると考

えられ、短期間で元の生活に戻る場合には必ずしも必要

とされない体験であると思われる。 

 一方、10年以上の長期入院患者になると、長期間精神

病院に身を置くことによって、自己評価の低下や意欲低

下を引き起こし、更なる長期化を引き起こすことを患者

自身が認識している25）。これは、本研究において明らか

になったように、病に対する内外の偏見に暴露され続け、

援助され続けることの苦痛を強いられ、家族との距離が

一段と遠くなり、閉塞感や孤独感と隣り合わせの生活を

送ることが長期間に続くことにより生じると考えられる。

以上のことから、この長期入院による「収穫＝メリッ

ト」と「受難＝デメリット」の両側面が共存する状態は、

ニューロングステイ患者の入院生活体験の一つの特徴で

あると考える。 

2）退院したいという希望の維持 

 現場の看護師からの意見に“患者が退院したがらな

い”というものがある。先行研究においても、退院に向

けた患者の躊躇いや抵抗が看護師の退院支援上の困難と

して明らかとなっている26）。しかしながら、本研究の参

加者はいずれも退院への希望を明確に表明していた。入

院期間1年から5年の患者へのアンケート調査（n=103）

においても、8割以上が退院を考慮し、退院を希望して

いた 27）。ここに、看護師が捉える患者の退院希望と

ニューロングステイ患者の主観的な体験との間に齟齬が

生じていることが見てとれる。今回、患者は自分から退

院については相談しないことも明らかになり、患者と看

護師の信頼関係が構築できていないことがこのずれの一

因であることを示唆している。これらのことから、

ニューロングステイの患者においては、本人が明確に退

院希望を述べなかったとしても、退院希望が潜在してい

る可能性があると考える。なお、10年以上の長期入院患

者においては、社会復帰が実現不可能という自己評価の

低下が、リハビリテーションへの意欲の低下へ繋がり、

入院の長期化へと繋がる28)ことから、ニューロングステ

イの期間を超えて、長期になればなるほど、患者の退院

への希望は失われる可能性がある。 

3）ストレングスと退院困難要因の共存 

 患者の体験には、退院準備状態と退院準備不足状態が

共存していた。退院準備状態として、患者はセルフマネ

ジメントスキルの向上や回復の実感を得ており、これは

患者のストレングスに換言することができる。また、周

囲の協力を得て外的条件を調整中であることは、患者を

取り巻く環境のストレングスとして捉えることができる。

これらのストレングスは、 患者の“退院できる”とい

う自己感覚すなわち、自己効力感を高めることに寄与し

ていると考える。退院後の生活に対する自信に関連する

自己効力感は退院率に影響する29)ことから、ストレング

スは退院の可能性を左右する重要な要素であると考える。 

 一方、退院準備不足状態として示された、外的条件が

整わないこと、知識・情報不足、医療者との信頼関係が

未構築であること、潜在・顕在する症状は、いずれも先

行研究等で指摘されている長期入院患者の退院困難要因

に該当する。特に、医療者との信頼関係が築けないこと

には、患者の猜疑心等が影響する30)と指摘されているが、

その半面、看護師の認識のなかで入院期間1年から5年の

患者の存在感が薄れ看護が慢性化する状況31)もあること

から、患者と医療者相互の要因から生じている現象であ

ることが推測される。 

 また、先に触れたように、10年以上の長期入院患者で

は長期間精神病院に身を置くことによって自己評価の低

下や意欲低下を引き起こすが、これはストレングスであ
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る退院準備状態が後退し、困難要因である退院準備不足

状態が前景となり長期に亘るためではないかと考える。 

4）退院に向けた心理的葛藤状況への対処 

 前述のように、ストレングスと退院困難要因が共存し

ていることから、患者の心理的側面は、退院への自信と

退院後の生活に対する不安が共存し、その間を揺れ動く

葛藤状況が生じていた。時に医療者の立場からは、患者

の精神状態の悪化を懸念して退院を推し進められないと

いう声があるが、このような心理的葛藤はニューロング

ステイの患者にとってむしろ当然のこととして受け止め

るべきであろう。本研究の参加者はいずれも明確な退院

希望を持っていたにも関わらず、“いつ頃”、“どこに”、

といった具体的な点についてはオブラートに包んだ表現

をし、具体化を保留していた。このような患者の態度は、

一見すると矛盾する態度に思えるが、心理的葛藤状況に

おいて不安定な状態に陥るのを回避するための対処とし

て捉えることもできる。 

2．看護への示唆 

 上記のニューロングステイ患者の入院生活体験モデル

の検討を踏まえて、これらの患者に対する看護について

検討する。 

 ニューロングステイの患者は自分のなかに長期入院シ

ステムを取り込むことによって、環境の変化を受け入れ、

それはいつしか「慣れた病棟生活」32)となる。これは、

看護師の視点からは入院生活に適応し安定している状態

に見えるかもしれないが、逆に、看護師の援助を必要と

しているはずの患者が看護師の視野から消えてしまうと

いう「消える患者現象」33)の落とし穴でもある。このよ

うな落とし穴を回避するためには、病棟全体で個々の患

者との関係性を意識的に見直し、適応しているように見

える裏側には、患者の苦悩や苦痛といったデメリットが

隠されていることを認識した上、そのデメリットを低

減・緩和することが必要である。特に、長期に亘り援助

され続けることの非治療的な影響について、アセスメン

トすることも重要である。 

 また、ニューロングステイ患者は退院希望を言語化す

ることがなくても、退院希望を内包している可能性が高

いため、患者の希望を推し量りながら、言語化できない

理由を探索する必要がある。患者が退院希望を言語化す

るか否かには、患者と医療者間の信頼関係が影響するこ

とが示唆されたため、患者－看護師関係をいま一度真摯

に振り返り、信頼関係構築のために努力を続けていくこ

とが重要である。また、患者から退院希望が述べられた

場合は、その希望を支え続ける姿勢を示すことが、患者

の希望の維持に貢献しうると考える。 

 さらに、ニューロングステイ患者は比較的若く、機能

低下もほとんど無いか軽度であり、病棟内においては一

見すると手のかからない患者であることが多いため、ケ

アの優先度は低くなりがちである。しかし、ストレング

スとしての退院準備状態を強化することで患者の自己効

力感を高め退院を促進する可能性が示唆されたため、更

なる入院の長期化を阻止するためには、ストレングスに

着目した手厚いケアが重要であると考える。 

 そして、ニューロングステイの患者は退院に向けて複

雑な心理的葛藤状況にあることを理解し、看護師もその

揺らぎを共に体験しながら、退院に関する決定の具体化

を保留するという患者の対処を許容することも必要であ

る。その際、先述したような患者の退院希望を支え続け

るという看護師の揺るぎない信念が、患者が揺らぎを乗

り越えることを支える力になると考える。 

Ⅴ．おわりに 

 本研究では、入院期間１年から5年の患者を対象とし

た面接を実施し、入院生活の体験の構造化を試みた。今

回ニューロングステイ患者が体験している入院生活の構

造の一端を明示したことから、患者が入院生活をどのよ

うに考え、感じているのか、退院に向けてどのような困

難を感じたり対処をしたりしているのか等を患者の視座

から捉えるための新しい視点を提示できたと考える。し

かし、今回の対象者は7名と限られているため、今後も

対象数を増やして検討し、提示したモデルを精錬してい

く必要がある。また、今後は、ニューロングステイ患者

の退院支援の状況について看護師の視点からも明らかに

し、本研究の成果と併せて、ニューロングステイ患者に

焦点を当てた退院支援のための看護アプローチを検討し

ていくことも課題である。 
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 なお、本研究は研究費補助金若手研究（B）の助成を

得て行った研究（課題番号：19791742）の一部である。

また、本研究の一部を日本精神衛生学会第24回大会にて

発表34)した。 
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The Hospital Experience of New-Long-Stay Patients in the Psychiatric Ward 

 

Kaori Ishikawa 

 

Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

The purpose of this research was to structurally clarify the hospital experience of new-long-stay patients (1–5 year 

hospitalization period) in the psychiatric ward. 

There were seven patients, five males and two females, with an average age of 45.57 who participated in the 

research. All seven were diagnosed with schizophrenia. Their average total hospitalization period was 156 months, and 

they were hospitalized an average of 5.71 times. At the time of data collection, on average the participants had been 

hospitalized for 32 months. The data was collected through a semi-structured interview that lasted an average of 75 min. 

per patient. With the participants’ permission, the interviews were recorded and transcripts made. Structural-construction 

qualitative research method (SCQRM) was utilized for the meta approach, and Modified grounded theory approach (M-

GTA) for the analytical framework. 

Research results yielded seven categories and 23 sub-categories from 77 general concepts. Furthermore, one core 

category was derived through the process of searching for the relationship among categories. Based on an examination of 

the connections among these categories, a model diagram was created that structurally outlined the experience of patients. 

New-long-stay patients in the psychiatric ward whose hospitalization centers on long-term hospitalization initiatives 

experienced both benefits and difficulties from long-term hospitalization. While moving ahead with preparations for 

discharge, patients hoped to return to “normal” life in society, which is the antithesis of a long hospital stay, creating a 

situation where preparation for discharge occurred while simultaneously, inadequate preparation for discharge existed. This 

kind of imbalance caused in the patients a psychological conflict regarding the possibility of going home. To eliminate this 

state of mental conflict, the patients guarded themselves against this disharmonious situation. 

 

Keywords: new-long-stay patients in the psychiatric ward, hospital experience, discharge 
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岐阜県立看護大学 地域基礎看護学領域 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

〔原著〕 

訪問看護ステーションの活動を活性化する方法に関する研究 
 

森 仁実 

 

Enhancing Activities of Home Care Nursing Agencies 

 

Hitomi Mori 

 

 

要旨 

 本研究の目的は、訪問看護ステーション（以降、ステーションと記す）が地域資源としての機能を発揮するため

に重要となる要素を探求することを通して、ステーションの活動を活性化する方法を検討することである。 

 そのため、地域資源として有効に機能する4ステーションの活動実績から、ステーションが地域における活動基盤

をつくる上で重要となる要素（以降、重要な要素と記す）を取り出す。次に、全国と比してステーション設置率が

低い一老人保健福祉圏域を取り上げ、当圏域内10ステーション（以降、A圏域HSと記す）の管理者から、地域にお

ける活動基盤づくりに関する認識を把握し、重要な要素に照らして分析することによりA圏域HSの特徴を捉える。 

 その結果、29項目の重要な要素を抽出し、【適切な訪問看護サービスの提供】【援助関係者とのパートナーシップ

構築】【家族を単位とした看護の展開】【地域資源としての基盤づくり】【組織内部の基盤づくり】【地域ケア充実に

向けた貢献】の6カテゴリーを見出した。また、A圏域HS管理者は【組織内部の基盤づくり】に関する意識不足や困

難感を抱え、【家族を単位とした看護の展開】及び【地域ケア充実に向けた貢献】に該当する重要な要素の内容が認

識されていないことがわかった。 

 重要な要素の6カテゴリーは、ステーションが地域資源として機能するための基本的な構成要素であり、ステー

ションは地域資源としての機能を高める過程で、【組織内部の基盤づくり】【家族を単位とした看護の展開】及び

【地域ケア充実に向けた貢献】の実現に課題を抱える可能性があることが示唆された。以上のことから、ステーショ

ンの活動を活性化するには、管理者の問題意識を起点にした実践改善の取組みを支援する学習機会、訪問看護師の

もつ地域情報を公衆衛生看護活動の充実につなぐことが求められると考えた。 

 

キーワード：訪問看護ステーション、地域資源、機能発揮 

 

Ⅰ．はじめに 

 第一次ベビーブーマーたちが75歳以上となる2025年に

は、わが国の後期高齢者人口はピークを迎え、年間の死

亡者数が160万人になると推計されている1,2)。また、医

療費適正化対策として平均在院日数を短縮する取組みが

強化されており、医療ニーズの高い状態で退院する患者

が増加している。このような背景から、在宅ケアのニー

ズ拡大は必至と考えられ、訪問看護はその一翼を担う

サービスとして責任を果たすことが期待されている3,4)。

しかし、実際には介護保険制度が施行されてから、訪問

看護ステーション（以降、ステーションと記す）の数は

全国的に伸び悩み、ゴールドプラン21で示された設置目

標を大幅に下回る状況が続いている。国は、診療報酬・

介護報酬改正のたびに在宅ケアの評価を高める方向への

改定を重ね、「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組みを促しているが、依然、
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ステーションの数は微増に留まっている。この背景とし

て、訪問看護サービスの価値に関するアピール不足、従

事者の確保困難、診療報酬・介護報酬の仕組みなど制度

上の問題、小規模事業所であるため安定的経営が困難な

どの要因が指摘されている5,6）。 

 管理者としてステーションの立ち上げや拡大に貢献し

てきた看護職は、ステーションは待っていれば利用者が

くる機関ではないとして、利用者確保に向けて計画的に

行動すべきこと7）、制度の枠や決められたサービスの提

供に終始しないで地域が求めることに応えていく発想を

もつなど8)、地域のニーズを掘り起こす姿勢で活動する

必要性を指摘している。また、訪問看護が活躍する在宅

ケアでは、地域の保健医療福祉サービスの整備状況、

サービス利用に対する住民の意識、自然環境など地域の

特性によってステーションに求められる役割機能には差

異が生じることが指摘されており9,10）、地域特性に合わ

せて訪問看護が担うべき役割機能を考慮し、サービス提

供のあり方を検討することも重要であると考える。これ

までにサービスの質や経営状態からステーション活動を

評価するツールは開発されているが11～14）、地域資源とい

う観点からステーションの活動を評価する研究は見当た

らない。しかし、ステーション活動を活性化するために

は、ステーションが地域における不可欠な資源として地

域の人々から認められる状況をつくることが求められ、

そのためには、地域資源という観点からステーションの

活動のあり方を追究する必要があると考える。 

 そこで本研究では、ステーションが地域資源として機

能を発揮するために重要となる要素を探求することを通

して、ステーション活動を活性化する方法を検討するこ

とを目的とする。 

Ⅱ．方法 

 まず、地域資源として有効に機能しているステーショ

ン（以降、先駆的ステーションと記す）の活動実績から、

ステーションが地域における活動基盤をつくる上で重要

となる要素（以降、《重要な要素》と記す）を取り出す。

次に、ステーション活動の活性化が必要と考えられる一

老人保健福祉圏域（以降、A圏域と記す）を素材にして、

A圏域ステーション管理者の地域における活動基盤づく

りに関する認識を把握し、その内容を《重要な要素》に

照らして分析することにより、A圏域ステーションの全

体的な特徴を捉える。 

 なお、「地域資源として有効に機能するステーション」

は「地域の住民や関係者が必要としていることを捉え、

ステーションとしてできることを積極的に行っているこ

と」とし、ステーション活動の現状がこの条件に適合す

る事例を選択する。また、A圏域を調査対象に選定した

のは、平成18年現在、A圏域におけるステーション設置

数は人口10万対2.81、面積100km2対0.77で15）、全国の平

均（人口10万対4.28、面積100ｋm2対1.45）16)を下回って

いることから、ステーション活動を活性化する必要性が

高い地域であると考えたからである。さらに、平成17年

10月現在、A圏域の人口密度（273人/km2） 17)は全国

（343人/km2）18)と類似していることから、利用者宅を訪

問するために必要となる移動の条件に際立った特異性は

ないと判断したからである。 

1．先駆的ステーションの活動実績から《重要な要素》

を抽出 

1）調査対象 

 ステーション看護職が発表した文献や活動報告、地域

看護学専攻の教員から、地域資源として有効に機能して

いると考えられるステーションの情報を収集し、その中

から、人口密度がA圏域内市町村と類似しているステー

ションを選択する。なお、平成18年10月現在のA圏域内

市町村の人口密度は、最高が787.2人/ km2、最低が32.1

人/km2であった19,20）。 

2）情報収集方法 

 ステーションが地域資源として機能を発揮するために

は、訪問依頼が来るのを待っているのではなく、ステー

ションの方から積極的に地域における活動基盤をつくる

必要があると考え、以下の項目について情報収集する。

ステーション管理者に面接し、訪問看護需要の掘り起し、

援助関係者とのネットワークづくり、訪問看護サービス

の質向上、地域特性やニーズ把握を意図して取組んでき

たことを聴取する。面接終了後に面接記録を作成するが、

面接対象者が著した文献等に関連する内容がある場合は、

その情報も追加する。作成した記録は面接対象者に確認

してもらい、内容に齟齬がある場合は指摘に基づいて修

正する。 
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3）分析方法 

 面接記録を熟読し、地域におけるステーションの活動

基盤をつくることを意図した取組みが現れている部分を

内容のまとまりを考慮して取り出し、ひとまとまりの内

容ごとに、地域におけるステーションの活動基盤をつく

るために何が、何のために重要であったのかに着目して

内容を整理し、記述する。「何が」に当たる内容を《重

要な要素》として抽出し、「何のために重要であったの

か」の記述から意味内容が類似する要素をまとめてカテ

ゴリーをつくり、表題名をつける。 

2．A圏域ステーション管理者の認識内容の分析 

1）調査対象 

 A圏域に開設され、かつ、事業が1年以上継続している

全ステーション（13施設）の内、調査への協力が得られ

た施設を対象とする。 

2）情報収集方法 

 ステーション管理者に面接し、訪問看護需要の掘り起

し、援助関係者とのネットワークづくり、訪問看護サー

ビスの質向上を意図して取組んでいること、地域におけ

る活動基盤づくりに伴う困難・課題について聴取する。

筆者は聴取した内容をステーションの特徴や地域の現状

と関連させて捉え、かつ、《重要な要素》の適用を意識

しながら調査対象ステーションの活動を充実させる方法

を考え、可能な場合は筆者が考えた方法等を管理者に伝

え、それに対する管理者の発言内容も情報とする。面接

終了後、面接対象者から聴取した内容を記録し、その記

録を面接対象者に確認してもらい、内容に齟齬がある場

合は指摘に基づいて修正する。 

3）分析方法 

 面接記録を熟読し、地域におけるステーションの活動

基盤をつくるための取組みや活動基盤づくりに伴う困

難・課題が現れている部分を、内容のまとまりを考慮し

て取り出す。抽出した部分から管理者の認識内容を読み

取って記述・要約し、《重要な要素》および《重要な要

素》のカテゴリーに照らし合わせて整理することにより、

地域におけるステーションの活動基盤づくりに対するA

圏域全体の特徴を捉える。 

3．倫理的配慮 

 本研究は岐阜県立看護大学大学院看護学研究科論文倫

理審査部会の承認を得て実施した（承認番号19-A009-3）。

研究への協力は、ステーションの管理者に対し、研究の

趣旨、協力して欲しい内容、調査への協力は自由意志に

基づくものであること、個人及び施設が特定されないよ

う配慮することを文書及び口頭にて説明し、書面で承諾

を得た。 

Ⅲ．結果 

1．先駆的ステーションから抽出した《重要な要素》 

1）先駆的ステーションの概要 

 先駆的ステーションとして、表1に示す4ヶ所のステー

ションを選択した。ステーションの開設者は異なるが、

いずれも単独型のステーションで居宅介護支援事業を実

施していた。また、事例1を除く3ステーションでは、車

で片道45分以上かかる利用者宅への訪問が実施されてい

た。 

2）抽出した《重要な要素》とカテゴリー 

 先駆的ステーションの活動から抽出された《重要な要

素》は29項目で、表2に示すように【適切な訪問看護

サービスの提供】【援助関係者とのパートナーシップ構

築】【家族を単位とした看護の展開】【地域資源としての

基盤づくり】【組織内部の基盤づくり】【地域ケア充実に

向けた貢献】という6つのカテゴリーに分類できた。こ

こでは、カテゴリー別に概要を説明する。なお、文中の

〔 〕は《重要な要素》、【 】は《重要な要素》のカテゴ

リーであることを示す。 

 【適切な訪問看護サービスの提供】に分類された6つの

要素は、利用者へのサービス提供場面で重要となる。

〔自立して判断する能力〕は、看護師が単独でサービス

を提供する訪問看護の特徴から必要とされ、〔リスクを

予測する能力〕は、医療従事者が傍にいない家庭で療養

する利用者を支えるために重視されていた。〔利用者の

思いや考えの理解〕は、訪問看護師が利用者と援助的人

間関係を形成するために、〔生活者としての対象理解〕

は、生活の場における援助ニーズを適切に判断するため

に重要であった。〔苦情発生の背景の確認〕とは、利用

者から援助関係者に対する苦情の訴えがあった時、どの

ような事実があったのか確認し、利用者の真意を理解す

ることである。このような対応により利用者の気持ちは

収まり、利用者自身が問題解決に向けた方向性を見出す

ための援助として重視されていた。〔利用者の意思に基
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づく援助関係者への働きかけ〕は、援助関係者へ働きか

ける前に、伝える内容や話の進め方について利用者と合

意することで、利用者主体の問題解決を図ることが重視

されていた。 

 【援助関係者とのパートナーシップ構築】に分類され

た6つの要素は、援助関係者との対応場面で重要となる。

〔援助関係者の対象としての理解〕は援助関係者の考え

方や性格を理解すること、〔援助関係者と対等に向き合

う姿勢〕は逃げないで援助者と正面から話し合うことで、

これらは援助関係者と協力関係を形成するために重要で

あった。〔協働した成果の共有〕は、援助関係者と協働

して取り組んだ成果を共有することで、訪問看護や自施

設に対する援助関係者からの評価を高めるために重視さ

れていた。〔主治医が必要とする情報の提供〕〔ケアプラ

ンに役立つ情報の提供〕〔ケアマネジャーとの相補的関

係の形成〕は、訪問看護の制度的な特徴から重視されて

いた。すなわち、訪問看護サービスを提供するには主治

医の指示書が不可欠であり、介護保険の利用者では、さ

らにケアマネジャーの作成するケアプランに組み込まれ

ることが前提であり、そのためこれらの職種との関係形

成が重視されていた。 

 【家族を単位とした看護の展開】に分類された3つの要

素は、家族単位で利用者を援助するために重要となる。

〔家族員の健康生活支援〕は、本人だけではなく他の家

族員の健康生活向上にも寄与することで、これは、訪問

看護師が家族員全員の支援者として向き合うために重視

されていた。しかし、訪問看護は利用者本人との契約に

よってサービスを提供する立場であるため、本人以外の

家族員への健康支援など家族を単位とした看護の展開に

は限界がある。そのため、〔行政保健師との協働〕を図

ることが効果的な支援を実現するために重要とされてい

た。また、〔家族のセルフケア機能を引き出す支援〕に

よって介護家族をエンパワメントすることが重視されて

いた。事例4の管理者は、介護家族がエンパワメントさ

れると、彼らから周囲の介護者に訪問看護の利用を勧め

たり、周りの援助関係者が彼らと接して他ステーション

の利用者との介護力の違いを感じるなどの波及効果が及

ぶと語った。つまり、〔家族のセルフケア機能を引き出

す支援〕により、介護家族から周囲の人々に訪問看護の

価値が伝わるという効果があった。 

 【地域資源としての基盤づくり】に分類された6つの要

素は、ステーションが地域資源として認知され、社会的

な信用を拡大するために重要となる。〔どんな利用者も

引き受ける姿勢〕と〔訪問依頼に対する最大限の対応〕

はサービス依頼に真摯に応えるステーションの姿勢を示

し、〔収益よりニーズを優先する姿勢〕と〔タイムリー

な利用者情報の提供〕は利用者に対する看護の責任を果

たす姿勢の現れであった。〔公的会議の重視〕は、行政

表1 先駆的ステーションの概要 

事例 

No. 
開設年 開設者 

 訪問1) 

範囲 

常勤換算

看護職数

（人） 

 所在市町村2)

の人口密度 

（人/km2） 

地域資源として有効に機能する 

ステーションとしての主たる特徴 

1 平成17年 営利法人 ～30分 9.2 619.4 

利用者に必要なケアが提供できるよう、援助関係者の

事務所に出向いたり同行訪問するなど積極的に働きか

ける。 

2 平成7年 医師会 ～50分 5.8 210.7 

町が社会福祉協議会に委託して行う認知症者へのミニ

デイサービスに対し、事業が軌道にのるまでの2年

間、訪問看護師をボランティアで派遣した。 

3 平成11年 看護協会 ～60分 4.3 48.4 

地区（旧7ヵ町村）の要望と県の支援を受けて開設に

至ったステーション。地区内の住民ならどんな利用者

であっても訪問する。 

4 平成4年 看護協会 ～45分 13.8 370.8 
本人以外の家族員の健康問題も捉えて解決を支援し、

利用者以外の住民からの相談も受け止めて対応する。

1) ステーションから最も遠い利用者宅への片道所要時間（車）を示す。 

2) 人口密度は、平成17年国勢調査と国土地理院「平成17年度全国都道府県市区町村別面積調査」により算出した。 
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が求める役割に応えるという意味で重視されていた。

〔地域住民との相談回路を開く対応〕とは、ステーショ

ンと契約関係にない地域住民からの相談にも対応するこ

とで、利用者以外の地域住民ともつながるために重視さ

れていた。 

 【組織内部の基盤づくり】に分類された4つの要素は、

ステーションという組織の内部環境を整えるために重要

となる。〔事業の基盤となる理念の存在〕は、ステー

ションが一貫性のある事業を展開するために重要であっ

た。〔サービスを売る責任の自覚〕と〔現任教育の重

視〕は、ステーションの商品である看護サービスを提供

する職員の人材育成において重視されていた。〔互いを

認め合う組織風土の醸成〕は、職員間に良好な人間関係

を形成するために重要であった。 

 【地域ケア充実に向けた貢献】に分類された4つの要素

は、ステーションが地域ケア充実に向けて貢献するため

に重要となる。〔援助関係者の役割意識への働きかけ〕

は、援助関係者が地域ケアの中で担い得る役割が発揮さ

れるよう教育的に働きかけることで、地域ケアを支える

人材の育成につながる支援として重視されていた。〔ス

テーション全体を底上げする必要性の理解〕と〔組織化

する意義の理解〕は、ステーション全体に共通する課題

の解決に向けて、ステーション同士が協働するために重

要であった。〔地域ケアの課題解決への具体的貢献〕は、

訪問看護師が地域ケアの中で担い得る役割を主体的に果

たすことで、訪問看護の枠に留まらず、看護職として地

表2 先駆的ステーションから抽出した《重要な要素》とカテゴリー 

カテゴリー 《重要な要素》 

適切な訪問看護 

サービスの提供 

① 自立して判断する能力 (1) 

② リスクを予測する能力 (2) 

③ 利用者の思いや考えの理解 (1) 

④ 生活者としての対象理解 (4) 

⑤ 苦情発生の背景の確認 (4) 

⑥ 利用者の意思に基づく援助関係者への働きかけ (4) 

援助関係者との 

パートナーシップ 

構築 

⑦ 援助関係者の対象としての理解 (1) 

⑧ 援助関係者と対等に向き合う姿勢 (1) 

⑨ 協働した成果の共有 (1) 

⑩ 主治医が必要とする情報の提供 (3) 

⑪ ケアプランに役立つ情報の提供 (3) 

⑫ ケアマネジャーとの相補的関係の形成 (3) 

家族を単位とした 

看護の展開 

⑬ 家族員の健康生活支援 (4) 

⑭ 行政保健師との協働 (4) 

⑮ 家族のセルフケア機能を引き出す支援 (4) 

地域資源としての 

基盤づくり 

⑯ どんな利用者も引き受ける姿勢 (3,4) 

⑰ 訪問依頼に対する最大限の対応 (4) 

⑱ 収益よりニーズを優先する姿勢 (1,2) 

⑲ タイムリーな利用者情報の提供 (2) 

⑳ 公的会議の重視 (3) 

○21  地域住民との相談回路を開く対応 (4) 

組織内部の基盤 

づくり 

○22  事業の基盤となる理念の存在 (1,4) 

○23  サービスを売る責任の自覚 (1,4) 

○24  現任教育の重視 (1) 

○25  互いを認め合う組織風土の醸成 (4) 

地域ケア充実に 

向けた貢献 

○26  援助関係者の役割意識への働きかけ (4) 

○27  ステーション全体を底上げする必要性の理解 (4) 

○28  組織化する意義の理解 (1) 

○29  地域ケアの課題解決への具体的貢献 (2) 

注）丸数字は《重要な要素》に付した固有番号、括弧内は要素を抽出した事例番号を示す。 
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域住民のニーズに応えるものであった。 

2．A圏域ステーション管理者の認識内容 

1）A圏域ステーションの概要 

 調査に協力が得られたステーション管理者は10人で、

各ステーションの概要は表3に示した。ステーションの

開設者は様々であったが、事例b以外の9施設は24時間対

応体制加算の届出がされており、居宅介護支援事業所の

併設もされていた。 

2）A圏域ステーション管理者の認識内容の特徴 

 地域における活動基盤づくりに関するA圏域ステー

ション管理者の認識内容は全部で47件抽出された。抽出

された認識内容を《重要な要素》およびそのカテゴリー

に照らして整理した結果を表4に示した。表4の表側に示

す「具体的取組みが伴う認識」とは、地域におけるス

テーションの活動基盤をつくるための具体的な取組みが

伴う認識で、25件抽出された。また、「意識不足や困難

に関する認識」は22件抽出された。 

 具体的取組みが伴う認識は、【援助関係者とのパート

ナーシップ構築】に関するものが7事例から10件と最も

多く抽出された。これに続いて、【地域資源としての基

盤づくり】6件・5事例、【組織内部の基盤づくり】6件・

4事例、【適切な訪問看護サービスの提供】2件・1事例、

【地域ケア充実に向けた貢献】1件・1事例が抽出された。

しかし、【家族を単位とした看護の展開】に関する内容

は認められなかった。さらに、《重要な要素》に一致あ

るいは類似する認識内容に着目すると、【援助関係者と

のパートナーシップ構築】においては4項目（⑧⑩⑪⑫）

の要素が、【地域資源としての基盤づくり】では3項目

（⑰⑱⑳）の要素が、各5事例から抽出された。これに対

して、【適切な訪問看護サービスの提供】及び【組織内

部の基盤づくり】においては、各1項目（③○24 ）の要素

が各1事例から抽出されただけであった。また、【地域ケ

ア充実に向けた貢献】においては《重要な要素》に一

致・類似する内容が認められなかった。 

 意識不足や困難に関する認識が最も多く認められたカ

テゴリーは【組織内部の基盤づくり】で、7事例から12

件の認識内容が抽出され、中でも「経営する意識の希薄

さ」は5件・5事例と最も多く抽出された。ほかに、【適

切な訪問看護サービス】に含まれる認識が4件・4事例、

【地域資源としての基盤づくり】が3件・3事例、【家族を

単位とした看護の展開】2件・1事例、【援助関係者との

パートナーシップ構築】1件・1事例が認められた。 

 以上のことから、A圏域ステーション管理者は、【援助

関係者とのパートナーシップ構築】及び【地域資源とし

ての基盤づくり】の《重要な要素》は比較的認識して具

体的な取組みをしているが、【組織内部の基盤づくり】

については意識不足や困難感を多く抱えていること、ま

た、【家族を単位とした看護の展開】及び【地域ケア充

表3 A圏域ステーションの概要 

事例 

記号 
開設者 開設年 

常勤換算

看護職数

24時間 

対応体制 

加算 

月平均1）  

訪問回数 

併設施設の状況 

 
 医療機関2） 

居宅介護 

支援事業所

a 社会福祉協議会 平成8年 9.1 有 70～90未満 無 有 

b 営利法人 平成17年 3.2 無 70～90未満 無 無 

c 医療法人 平成12年 3 有 70未満 C 有 

d 医療法人 平成19年 3.3 有 90以上 在支C 有 

e 厚生連 平成10年 3 有 70～90未満 H 有 

f 厚生連 平成13年 7 有 90以上 H 有 

g 社会福祉法人 平成5年 6.9 有 70未満 無 有 

h 市町村 平成5年 3.7 有 90以上 H 有 

i 医療法人 平成9年 3.4 有 90以上 H 有 

j 医師会 平成9年 2.8 有 70未満 H 有 

1）看護職が行った特定月の訪問回数または平成19年度の月平均訪問回数を常勤換算看護職数で除して算出した。 

2）Hは病院、Cは一般診療所、在支Cは在宅療養支援診療所を示す。 
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実に向けた貢献】の《重要な要素》は認識されておらず、

具体的な取組みもほとんどされていないことを確認した。 

Ⅳ．考察 

1．地域資源として機能を発揮する訪問看護ステーショ

ンの姿 

 結果1において《重要な要素》を分類して得られた6つ

のカテゴリーは、ステーションが地域資源として機能を

発揮するための基本的な構成要素であると考えられる。

そこで、6つのカテゴリーが実現された場合、地域資源

として機能を発揮するステーションはどのような姿にな

り得るのか確認したいと思う。 

 【適切な訪問看護サービスの提供】と【家族を単位と

した看護の展開】は、訪問看護師が利用者本人・家族と

対面してサービスを提供する場面において、【援助関係

者とのパートナーシップ構築】は、訪問看護師が援助関

表4 《重要な要素》からみたA圏域ステーション管理者の認識内容 

  

適切な訪問看護 

サービスの提供 

援助関係者との 

パートナーシップ

構築 

家族を単位とした

看護の展開 

地域資源としての

基盤づくり 

組織内部の 

基盤づくり 

地域ケア充実 

に向けた貢献 

具
体
的
取
組
み
が
伴
う
認
識

 

〔2件/1事例〕 

 

〔10件/7事例〕    〔6件/5事例〕 〔6件/4事例〕  〔1件/1事例〕

･利用者の思いや

考えの理解③(d) 

･主治医の責任ある

対応の促進⑧(a) 

･ニーズに即した主

治医の対応促進⑧

(b) 

･主治医が必要とす

る情報の提供⑩

(f,g) 

･ケアプランに役立

つ情報の提供⑪(g) 

･ケアプラン充実へ

の働きかけ⑪(c) 

･ケアマネジャーと

の相補的関係の形

成⑫(c) 

 

 

  ･訪問依頼に対す

る最大限の対応

⑰(f) 

･収益よりニーズ

を優先する姿勢

⑱(b,f) 

･公的会議の重視

⑳(a,g,h) 

･職員の研修ニー

ズの重視○24 (j) 

 

･心理的側面の重

視(d) 

 ･経営責任の自覚(j) 

･経営に対する主

体的な姿勢(c) 

･労働条件の整備(f) 

･提供するサービ

ス水準の保証(g) 

･非常勤職員の職

場定着の重視(g) 

･衛生材料供給の

問題に取り組む

意思(a) 

 ･病院関係者の訪問

看護に対する理解

促進(e,f) 

･援助関係者との会

話から利用者を発

掘(j) 

 

               

意
識
不
足
や
困
難
に
関
す
る
認
識

 

〔4件/4事例〕 

 

〔1件/1事例〕 〔2件/1事例〕 〔3件/3事例〕 〔12件/7事例〕  

･苦情発生の背景

を確認する意識

の希薄さ(b,j) 

･在宅死の希望を

実現する困難さ

(f) 

･サービス終結を

合意する困難さ

(d) 

･援助関係者の対象

理解をする困難さ

(j) 

･家族員の健康生

活支援に対する

意識の希薄さ(f) 

･家族のセルフケ

ア機能を引き出

す意識の希薄さ(f)

･地域に波及効果

を及ぼす活動の

困難さ(c,e) 

･需要を掘り起こ

す意識の希薄さ

(g) 

･経営する意識の

希薄さ(b,e,f,h,i) 

･管理者機能を発

揮する困難さ(i) 

･管理者業務を担

うことへの戸惑

い(d) 

･法人内病院と連

携する困難さ(e,j) 

･24時間体制を整

備する困難さ(b) 

･現認教育に対す

る意識の希薄さ

(h) 

･将来の管理者を

育てる困難さ(h) 

 

  

  

  

 

 

 

注1）〔件/事例〕には、抽出された認識の件数と事例数を示した。 

注2） ゴシック体は、《重要な要素》と一致・類似する認識で、丸数字は該当する《重要な要素》の固有番号（表2参照）である。 

また、( )内には認識を抽出した事例記号（表3参照）を示した。 
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係者と対応する場面で実現されるカテゴリーである。訪

問看護師は利用者に対して【適切な訪問看護サービスの

提供】を実現することで、利用者との間に援助的な人間

関係を形成し、利用者本人の心身状態の安定と利用者主

体の問題解決を図ることが可能になる。また、【家族を

単位とした看護の展開】が実現することで、家族全体の

健康レベルが維持・向上し、家族のもつセルフケア機能

を高めることができる。さらに、【援助関係者とのパー

トナーシップ構築】を実現することで、利用者の抱える

多様なニーズに対して、多様な援助関係者とチームを組

んで効果的に対応できる。すなわち、訪問看護師がこれ

ら3つのカテゴリーの内容を実現することで、訪問看護

サービスの質は向上し、利用者本人と家族の抱える多様

なニーズが満たされると考える。このような訪問看護

サービスを受領した本人・家族、あるいは訪問看護師と

協働した援助関係者は、訪問看護の価値を実感し、その

実感に基づいて周囲の住民や援助関係者に対して訪問看

護の存在や価値を伝えることが期待できる。このような

口コミ情報が広がることで地域の訪問看護ニーズが掘り

起こされ、訪問看護サービスの需要が拡大すると考えら

れる。 

 【地域資源としての基盤づくり】【組織内部の基盤づく

り】【地域ケア充実に向けた貢献】は、ステーションが

一事業体として発展するための基盤になると考える。

【地域資源としての基盤づくり】を実現することで、ス

テーションは関係機関から信用され、利用者以外の地域

住民からも相談が持ちこまれるようになる。【組織内部

の基盤づくり】を実現することで、理念に基づいた一貫

性のある事業が計画的に展開され、経営資源である「訪

問看護師」の意欲や能力が引き出され、組織の理念を具

体化するための内部環境が整う。【地域ケア充実に向け

た貢献】を実現することで、地域ケアの課題に対して自

施設の立場で取り組めることを見出し、ステーション同

士の協力による課題解決の取組みを強化し、公共の利益

に資する資源として発展する。つまり、ステーションは

これら3つのカテゴリーの内容を実現することで、社会

的な信用を高め、地域における役割の拡大が可能になる

と考える。 

2．訪問看護ステーション活動の活性化を促す方法 

 結果2で、地域におけるステーションの活動基盤づく

りに対するA圏域全体の特徴を捉えたが、A圏域にみら

れたこの特徴は、地域資源としての機能を高める途上に

あるステーションにみとめられるひとつの特徴である可

能性がある。そこで、多くの管理者に意識不足や困難感

の認識がみられた【組織内部の基盤づくり】、《重要な要

素》の内容を見出すことができなかった【家族を単位と

した看護の展開】及び【地域ケア充実に向けた貢献】を

取り上げ、これら3つのカテゴリーの実現を促進する方

法を検討することにより、ステーション活動の活性化を

促す方法を考える。 

 【組織内部の基盤づくり】では、「経営する意識の希薄

さ」が5事例から抽出されたが、石垣らが全国のステー

ションを対象に行った調査でも21）、ステーションの予

算・決算を作成している管理者は15％のみで、約8割は

母体法人が作成し、母体法人が作成している場合には管

理者がその内容を十分に把握していないという結果があ

り、全国的にみてもステーション管理者の経営に対する

意識は高くないと考えられる。しかし、ステーションが

活動を継続するには訪問看護事業が経営的に成り立つこ

とが前提であり、管理者が経営・管理の能力を高めるこ

とは重要である。さらに、管理者は目標とするステー

ションの姿やサービスの在り方を描き、それを言葉にし

て組織のメンバーと共有して事業の基盤となる理念を明

確にする必要があると考える。このような管理者機能を

発揮するためには自己研鑽が必要であるが、多くの管理

者は利用者への訪問看護業務を担いながら経営管理業務

を行っており、中央集合型研修への参加には限界がある。

日本訪問看護振興財団が実施したコンサルテーション事

業では、個別にステーションを訪問し、管理者から現状

や問題点のヒヤリングを行い、それを基に意見交換や助

言をして、管理者自身が課題に気づいて解決に向けた取

組みが行えるよう支えることで、管理者の役割認識の向

上や事業収入の拡大などの成果を得ていた22）。このよう

に管理者自身が抱いている問題意識を起点とした実践改

善の取組みを身近で支援する学習機会があれば、管理者

機能の向上につながり、本カテゴリーの実現を促進でき

ると考える。 

 【家族を単位とした看護の展開】には、利用者本人の

健康問題への対応だけでなく、家族員の健康問題への対

応や家族全体を支援の単位として問題解決を図ることも
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含まれる。訪問看護師は生活の場に入ることで豊かな情

報収集が可能になり、本人以外の家族員の支援ニーズを

発見したり、家族全体を援助の対象としなければ解決困

難な問題があることに気がつきやすい。このような支援

ニーズや問題には、家庭に入ることで始めてわかる潜在

しがちなニーズが含まれているが、訪問看護サービスの

枠内だけでは効果的な支援ができない事例がある。この

ような場合に訪問看護師が相談できる窓口があれば、本

カテゴリーの実現が促進されると考える。行政保健師は

受持ち地域に住むすべての住民の健康を守る立場である

から23）、訪問看護師のこのような相談にも対応すること

ができると考える。訪問看護師の相談を受け止めること

で、行政保健師は潜在ニーズをもつ住民の把握が可能に

なり、予防的意義の高い活動につなげることができると

考える24）。 

 【地域ケア充実に向けた貢献】を実現するためには、

地域全体を捉えて自施設に求められる社会的役割を追求

する姿勢が基本になると考える。日々の業務に追われる

ステーションがこのような姿勢を持ち続けることは容易

でないが、訪問看護サービスの提供を通し、訪問看護師

は在宅療養・介護をしている地域住民の意識や生活実態、

各種サービスの現状に関する情報をキャッチすることが

できると思われる。行政保健師を始めとする行政担当者

は地域全体のケアシステム構築に携わる立場であるが、

訪問看護師と在宅ケアシステムの現状について意見交換

する機会をもつことで、地域のケアシステムの評価・改

善に役立つ具体的な情報が得られると考える。訪問看護

師はこのような意見交換の場に参加することを通して、

個別事例をもとに地域に共通する課題を明示する能力を

高め、在宅ケアシステムの充実に向けて自施設がすべき

ことにも目が向けられるようになると考える。 

 つまり、【家族を単位とした看護の展開】と【地域ケ

ア充実への貢献】の実現を促すには行政保健師とのかか

わりがポイントになると考えられ、訪問看護師の有する

地域情報を公衆衛生看護活動の充実につなぐことが求め

られる。 

Ⅴ．本研究の限界と今後の課題 

 本研究により、《重要な要素》の6つのカテゴリーは、

ステーションが地域資源としての機能を発揮するための

基本的な構成要素であると考えられた。しかし、調査対

象とした地域や事例数が限られていることから、各カテ

ゴリーに含まれるべき要素の検討は十分とはいえない。

今後は、6つのカテゴリーをベースにして、ステーショ

ンの活動を活性化する実践的な取組みを行い、その成果

に基づいて要素の内容を充実・精選する必要があると考

える。 

Ⅵ．結論 

 ステーションが地域資源としての機能を発揮するには、

【適切な訪問看護サービスの提供】【援助関係者とのパー

トナーシップ構築】【家族を単位とした看護の展開】【地

域資源としての基盤づくり】【組織内部の基盤づくり】

【地域ケア充実に向けた貢献】という6つのカテゴリーを

実現することが重要で、それにより、訪問看護サービス

の需要やステーションの社会的役割が拡大すると考えら

れた。ステーションは地域資源としての機能を高めてい

く過程で、【組織内部の基盤づくり】【家族を単位とした

看護の展開】及び【地域ケア充実に向けた貢献】の実現

に課題を抱える可能性があることから、ステーションの

活動を活性化するには、管理者の問題意識を起点にした

実践改善の取組みを身近で支援する学習機会、訪問看護

師のもつ地域情報を公衆衛生看護活動の充実につなぐこ

とが求められると考えた。 

（本論文は、岐阜県立看護大学大学院看護学研究科にお

ける平成20年度博士論文の一部を加筆・修正したもので

ある。） 
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Enhancing the Activities of Home Care Nursing Agencies 

 

Hitomi Mori 

 

Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

The purpose of this study was to identify strategies to enhance the functioning of home care nursing agencies 

(hereafter "agencies") by exploring the key elements that would facilitate their functioning as local resources. 

By reviewing the performance of four agencies that were functioning well as local resources, elements were 

identified that are key to building the foundations of effective agency functioning in local communities (hereafter "key 

elements"). Opinions about foundation building were then reviewed with administrators working at 10 agencies in a 

designated area for primary health and welfare services for the elderly (hereafter "HAs in area A"), where the rate of 

agency establishment was lower than the national average. 

Twenty-nine key elements were identified and further categorized into the following six types: "provision of 

appropriate home care services," "building partnerships with support providers," "family unit-based nursing activities," 

"building the foundations to serve as a local resource," "building the foundations of internal organization," and 

"commitment to helping improve local care." The findings demonstrated that administrators of HAs in area A had issues in 

"building the foundations of internal organization," and lacked consideration of both "developing family-based care" and 

"commitment to helping improve local care." 

The results suggest that the six categories are fundamental components for agencies to function as local resources 

and that, in the process of enhancing their functionality as local resources, nursing agencies are likely to experience issues 

in the fields of "building the foundations of internal organization", "family unit-based nursing activities", and "commitment 

to helping improve local care". Thus, in order to improve these agencies’ activities, it would be helpful to provide learning 

opportunities that closely support improvement efforts based on administrator concerns and to build systems where the 

insights of home care nurses into community life are reflected in public health care activities. 

 

Keywords: home care nursing agency, local resource, fulfilling function 
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岐阜県立看護大学 地域基礎看護学領域 Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

〔研究報告〕 

配偶者と死別した高齢男性の成長感に影響を与える要因 
 

宮島 ひとみ  北山 三津子 

 

Personal Growth and Related Factors in Bereaved Elderly Men 

 

Hitomi Miyajima, Mitsuko Kitayama 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 老年期の夫婦にとって長年連れ添った配偶者の死は衝

撃的であり、人生で体験する最もストレスの強い出来事

である1,2)。配偶者との死別に際して、うつ病などの症状

を呈する不適応ケースがみられることもわかっている。

配偶者との死別経験は、一般的にネガティブな側面から

とらえて研究がされてきた。 

 しかし、近年、海外においてストレスイベントがポジ

ティブな結果をもたらす「ストレス関連成長Stress 

Related Growth（SRG）」の概念が取り入れられ、調査研

究がされている3)。日本においては、東村ら4,5)がストレ

スフルな経験が人に及ぼす肯定的な側面に着目した海外

の臨床ガイドラインを参考に、死別経験によって引き起

こされる遺族本人のポジティブな内面的変容を「人間的

成長」と捉え、「死別経験による成長感尺度」（以下「成

長感尺度」という）を作成し、調査を行っている。死別

経験による主観的成長の程度を測定するための死別経験

による成長感尺度は開発されたが、死別経験による成長

感を高める要因についての研究はされておらず、研究代

表者が2002年に60歳以上の配偶者と死別した女性153名

に行った研究6)が初めてとなった。高齢女性の「死別経

験による成長感」を高めるためには、死別直後から周囲

のサポートを受け、生活上の困難を乗り越えることが重

要であることが分かっている。 

 本研究では、高齢男性に対する調査を行い、高齢男性

の死別経験による成長感の測定とそれに影響を与える要

因の分析を行うことを目的とした。 

 

Ⅱ．方法 

1．対象者 

 対象者は、A県（3市1町）とB県（1町）の地域包括支

援センター、居宅介護支援事業所等の保健師およびケア

マネジャーより紹介を受けた配偶者と死別した60歳以上

の在宅で暮らす高齢男性61名であった。 

 事前に地域包括支援センターや居宅介護支援事業所の

責任者に調査の目的と内容を説明し、許可を得たうえで、

保健師およびケアマネジャーの紹介を受けた。また、対

象者に対しては、保健師またはケアマネジャーから、調

査の目的を説明してもらうよう依頼した。 

 保健師またはケアマネジャーに調査協力の意思表示が

あった者のみに研究代表者が連絡を行い、調査目的・内

容を伝えた上で調査の同意を得て調査日時の調整を行っ

た。 

 調査協力を拒否した者6名を除く55名を調査、分析対

象とした。 

2．調査内容 

 質問紙は、研究代表者による高齢女性への先行研究7)

の質問紙をもとに検討を加え作成した。 

 調査内容は、年齢、調査日時点の同居人数、障害高齢

者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、

死別経験による成長感尺度、現在の状況と死別に関連し

た状況であった。 

 死別経験による成長感尺度は、「人間関係の再認識」

「自己の成長」「死への態度の変化」「ライフスタイルの

変化」「生への感謝」の5つの下位尺度からなり、15項目

で構成（表1）されている。5件法で回答し、0～60点の



岐阜県立看護大学紀要 第 11 巻 1 号，2011 

― 38 ― 

範囲で、合計得点が高いほど成長感が高い。Cronbachの

α係数は0.91であり、信頼性、妥当性が確認されている8)。 

 現在の状況についての調査項目は、①友人人数、②

ソーシャルサポート（情緒的サポート・手段的サポート

の受領の有無と提供者）、③楽しみのための外出頻度

（趣味、ボランティア、地区の役員など）、④生活のため

の外出頻度（買い物、通院など）、⑤主観的健康状態（5

段階）、⑥主観的経済状態（4段階）、⑦家庭での役割、

⑧介護保険制度の利用有無であった。 

 死別に関連した状況についての調査項目は、①死別後

経過年数、②死別前に配偶者を介護した経験の有無とそ

の期間、③死別時の気分の落ち込みの有無、④死別時の

情緒的サポートの有無と提供者、⑤死別時の生活上の困

難の有無、⑥死別時の手段的サポートの有無と提供者で

あった。 

 調査項目中の現在の状況および死別に関連した状況で

のソーシャルサポートに関しては、以下のような質問を

行い回答を得た。 

 現在の状況では、情緒的サポート「あなたのことを気

にかけたり、気づかってくれる人はどなたですか」、手

段的サポート「困った時に手助けしてくれる人はどなた

ですか」、死別に関連した状況では、情緒的サポート

「死別直後で気持ちがめいっている時に気にかけたり気

づかってくれたのはどなたですか」、手段的サポート

「暮らしていく上で困ったことがあった時、助けてくれ

たのはどなたですか」との質問を行った。 

3．調査方法 

 研究代表者が対象者の自宅を訪問し、聞き取り調査を

実施した。調査内容を考慮し、同居者の有無等の状況に

応じて、対象者から希望があった場合は、自宅以外の場

所（近隣の公民館）を借用して調査を実施した。 

 訪問調査期間は、2008年8月から12月までの計20日で

あった。 

4．分析方法 

 訪問調査を実施した55名を分析対象とした。成長感尺

度得点とその他の変数の差の分析は、Mann-Whitney検定

およびKruskal Wallis検定により、また、死別経過期間等

の相関については、Spearmanの相関係数を算出した。統

計的分析にはSPSS 16.0J for Windowsを使用した。有意水

準は5％とした。 

Ⅲ．調査に当たっての倫理的配慮 

 研究計画について、大学内の研究倫理審査部会の承認

を得て調査を実施した（承認番号2005）。 

表1 死別経験による成長感尺度
4)

 

項目 

因子  

人間関係の再認識 私は人のやさしさ、思いやりがいっそうわかるようになった 

私は家族の大切さをより強く感じるようになった 

私は周囲の人たちへの感謝の気持ちをより強く持つようになった 

自己の成長 私は以前よりも忍耐強くなった 

私は精神的により強くなれた 

私はどんな困難にも立ち向かっていけるとより強く思うようになった 

死への態度の変化 私は自分の死についてもっと考えるようになった 

自分の死の準備が必要だと思う気持ちが増した 

私は死について家族や仲間と話をするようになった 

ライフスタイルの変化 私は今までできなかったことをやりたい、新しいことに取り組みたいという意欲が増した 

私は以前よりも人生計画や生活設計を立てるようになった 

以前よりも人とのつながりを大切にするようになった 

生への感謝 自分が生きていることを改めて大切に思うようになった 

いのちの大切さを学んだ 

いのちの重みをより強く感じた 

 ※5 因子 15 項目 

「とてもあてはまる（4 点）」「ややあてはまる（3 点）」「どちらともいえない（2 点）」 

「あまりあてはまらない（1 点）」「全くあてはならない（0 点）」の 5 件法で回答 
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 調査に先立ち、研究代表者が調査協力者（保健師、ケ

アマネジャー）を訪問し、説明書を用いて、調査目的・

方法を説明し、同意が得られた者のみに協力を依頼した。

また、対象者の選定に関しては、配偶者との死別後の経

過期間に制限は設けず、本人の状況等を考慮し、調査協

力者が死別に関する調査を受けることが可能だと判断し

た対象者のみに依頼を行ってもらうよう依頼した。 

 対象者への調査依頼は、調査協力者が電話または自宅

訪問により調査目的・方法を説明し行った。そのうえで、

調査協力者に調査協力の意思表示を示した者に研究代表

者が電話にて連絡を行い、再度、調査目的・内容を伝え

た上で調査の同意を得て、調査日時の調整を行った。 

 また、対象者に対しては、研究代表者が、調査を実施

する当日に再度、説明書を用いて、調査目的・方法につ

いて説明を行い対象者に同意を得た。 

 聞き取った内容を記載した調査紙は無記名で管理し、

研究目的以外に使用しないこと、また、個人が特定され

ないよう管理すること、調査に参加しなくてもその後の

サービス利用等へ何らの不利益も生じないこと、調査終

了後に協力を撤回することができることなどを説明し、

同意を得た。同意が得られた者のみに聞き取り調査を実

施した。 

Ⅳ．結果 

1．対象者の属性 

 平均年齢は79.2歳（SD 7.5）であった。対象者55名の

うち独居者は33名、同居者のいる者（以下、同居者とい

う）は22名であり、再婚者は含まれていなかった。 

 平均年齢は独居者79.2歳（SD 7.5）、同居者79.3歳（SD 

8.7）であった。 

 本研究では、独居者、同居者について、研究代表者が

調査を行った時点での同居者の有無で分け、分析を行っ

た。 

 同居者の平均同居人数は2.8人（SD 1.8）で、息子16名

（72.7％）、息子の妻12名（54.5％）であった。 

 障害高齢者の日常生活自立度は「自立」 23名

（41.8％）、「Jランク」25名（45.4％）、「Aランク」6名

（10.9％）「Bランク（B1）」1名（1.8％）で、87.2％が

「自立」「Jランク」であった。 

 認知症高齢者の日常生活自立度は「自立」「Ⅰ」ラン

クが90.9％を占めており、「Ⅱa」4名（7.3％）「Ⅱb」1名

（1.8％）であった 

2．現在の状況 

 友人の人数は「3人以下」の者が19名（34.6％）、「4人

以上」いると答えた者が36名（65.4％）であった。 

 情緒的サポートの受領は54名（98.2％）、手段的サ

ポートの受領は55名全員（100％）が「受けている」と

答えた。対象者の98％以上が、調査時点で何らかのソー

シャルサポートを受けていた。 

 ソーシャルサポートについて、同居者は「同居家族」

からの情緒的サポート20名（90.9％）、手段的サポート

18名（81.8％）、独居者は「別居家族」からの情緒的サ

ポート30名（90.9％）、手段的サポート32名（97.0％）が

最も多かった。独居者は「別居家族」からのサポート以

外に「近所の人・知り合い」からの情緒的サポート15名

（45.5％）、手段的サポート12名（36.4％）、「友人」から

の情緒的サポート13名（39.4％）が多かった。 

 生活のための外出頻度については、32名（58.2％）が

「ほぼ毎日」外出していると答えたが、楽しみのための

外出頻度は、26名（47.3％）が「月3回以下」であると

答えた。そのうち、独居者は16名（48.5％）、同居者は

10名（45.5％）が「月3回以下」であると回答し、独居

者に比べ同居者は、外出する頻度が少ない者の割合が多

かった。 

 主観的健康状態は、25名（45.5％）が「よい」「まあ

よい」と答え、「ふつう」18名（32.7％）、「あまりよく

ない」12名（21.8％）「よくない」0名であった。 

 主観的経済状態は、49名（89.1％）が「よい」「まあ

よい」と答え、「あまりよくない」5名（9.1％）、「よく

ない」1名（1.8％）であった。 

 家庭内での役割は、「家事」「畑仕事」「その他」のう

ち、1つ以上役割があると答えた者は49名（89.1％）で

あった。家庭内での役割を「家事」と答えた者は37名

（67.3％）であり、独居者が27名（81.8％）、同居者が10

名（45.5％）と独居者の割合が多かった。 

 介護保険サービスの利用者は13名（23.6％）であり、

通所サービスの利用は6名（46.2％）、訪問介護の利用は

7名（53.8％）、訪問看護の利用が2名（15.4％）であっ

た。また、その他の社会資源の利用状況として、配食

サービス7名（12.7％）、高齢者サロン4名（7.3％）の利
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用があった。 

3．死別に関連した状況 

 死別に関連した状況を表2に示した。 

 死別経過期間は平均9.8年（SD 9.6）、死別前に妻を介

護していた者は28名（50.9％）、平均介護期間は40.5ヶ月

（3.4年）であった。 

 死別後に気分の落ち込みがあったと答えた者は40名

（72.7％）、その時に情緒的サポートを受けたと答えた者

は37名（92.5％）であった。情緒的サポートを受けたと

答えた同居者16名のうち、同居家族から受けた者は11名

（64.7％）、別居家族から受けた者は11名（64.7％）で

あった。情緒的サポートを受けたと答えた独居者21名の

うち、別居家族から情緒的サポートを受けた者が19名

（82.6％）であり、多くの者が家族・親族からのサポー

トを受けていることがわかった。また、近所の人8名

（20.0％）や友人7名（17.5％）からのサポートも受けて

いることがわかった。 

 死別後に生活上の困難があったと答えた者は26名

（47.3％）、その時に手段的サポートを受けたと答えた者

は14名（53.8％）であった。独居者は9名（50.0％）、同

表2 死別に関連した状況 

項目 カテゴリー 全体(n=55) 独居者（n=33） 同居者（n=22）

死別経過期間（年） 
平均値（±SD） 

中央値(最小-最大) 

9.8 (±9.6) 

7.0 (0.4-45.0) 

9.3 (±10.1) 

6.0 (0.8-45.0) 

10.7 (±8.8) 

8.0 (0.4-28.0) 

死別前介護期間（月） 

 

平均値（±SD） 

中央値(最小-最大) 

n=28 n=19 n=9 

40.5 (±46.3) 

24 (1-156) 

47.8 (±45.8) 

36 (1-156) 

25.1 (±45.9) 

12 (1-144) 

死別後の落ち込み 

とても気持ちがめいった 

少し気持ちがめいった 

あまり気持ちがめいることはなかった

29 (52.7%) 

11 (20.0%) 

15 (27.3%) 

19 (57.6%) 

4 (12.1%) 

10 (30.3%) 

10 (45.5%) 

7 (31.8%) 

5 (22.7%) 

死別後の情緒的 

サポートの受領 

（複数回答） 

 

あり 

同居（家族・親族） 

別居（家族・親族） 

友人 

近所の人・知り合い 

医療職 

ケアマネジャー 

その他 

なし 

n=40 a) n=23 a) n=17 a) 

37 (92.5%) 

12 (30.0%) 

30 (75.0%) 

7 (17.5%) 

8 (20.0%) 

2 (5.0%) 

0 (0%) 

3 (7.5%) 

3 (7.5%) 

21 (91.3%) 

1 (4.3%)b) 

19 (82.6%) 

3 (13.0%) 

5 (21.7%) 

1 (4.3%) 

0 (0%) 

2 (8.7%) 

2 (8.7%) 

16 (94.1%) 

11 (64.7%) 

11 (64.7%) 

4 (23.5%) 

3 (17.6%) 

1 (5.9%) 

0 (0%) 

1 (5.9%) 

1 (5.9%) 

死別後の生活上困難 
あり 

なし 

26 (47.3%) 

29 (52.7%) 

18 (54.5%) 

15 (45.5%) 

8 (36.4%) 

14 (63.6%) 

死別後の手段的 

サポートの受領 

（複数回答） 

 

あり 

同居（家族・親族） 

別居（家族・親族） 

友人 

近所の人・知り合い 

医療職 

ケアマネジャー 

その他 

なし 

n=26 n=18 n=8 

14 (53.8%) 

4 (15.4%) 

10 (38.5%) 

0 (0%) 

3 (11.5%) 

1 (3.8%) 

0 (0%) 

1 (3.8%) 

12 (46.2%) 

9 (50.0%) 

1 (5.6%) b) 

7 (38.9%) 

0 (0%) 

2 (11.1%) 

1 (5.6%) 

0 (0%) 

1 (5.6%) 

9 (50.0%） 

5 (62.5%) 

3 (37.5%) 

3 (37.5%) 

0 (0%) 

1 (12.5%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

3 (37.5%) 

a）死別後の落ち込みがあった（「とても気持ちがめいった」「少し気持ちがめいった」）と回答した者 

b）配偶者と死別後、同居家族が亡くなり、独居となったケース 
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居者は3名（37.5％）の者が手段的サポートの受領につ

いて「なし」と答えた。 

4．死別経験による成長感とその関連要因 

 成長感尺度の合計得点（0～60点）の平均値は37.07点

であった。独居者（平均ランク29.03）と同居者（平均

ランク26.45）の成長感得点の間に有意な差はみられな

かった。（表3）。 

 年齢、同居者の有無、同居人数、障害高齢者の日常生

活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度については、

いずれも成長感得点との関連がみられなかった。 

 現在の状況との関連として、友人を「4人以上」持つ

と答えた群（平均ランク31.94）は「3人以下」と答えた

群（平均ランク20.53）より成長感が高かった（p=0.012）。

情緒的サポート・手段的サポートの受領の有無やその提

供者と成長感得点との間に関連はみられなかった。 

 楽しみのための外出頻度、生活のための外出頻度につ

いては、いずれも成長感得点との間に関連はみられな

かったが、独居者は楽しみのための外出頻度が「月3回

以下」（平均ランク13.53）、「週1～3回」（平均ランク

16.80）、「ほぼ毎日」（平均ランク25.21）の3群間で成長

感得点に差がみられた（p=0.028）（表4）。 

 主観的健康状態、主観的経済状態、介護保険サービス

の利用有無については、いずれも成長感得点との間に関

連はみられなかった。 

 家庭内での役割の有無と成長感得点との間に関連は見

られなかったが、役割が「家事」であると答えた者はそ

うでない者より成長感が高かった（p=0.038）（表5）。 

 死別に関連した状況との関連として、死別経過期間

（年）と成長感得点のSpearmanの相関係数は0.417で相関

がみられた（p=0.002）。また、独居者もSpearmanの相関

係数0.545と相関がみられた（p=0.001）（表6）。 

 死別前の介護経験の有無とその期間、死別後の気分の

落ち込みの有無や生活上の困難の有無および情緒的・手

段的サポートの受領と成長感得点との間に関連はみられ

なかった。 

 また、本研究はA県（3市1町）、B県（1町）の計5市町

で行ったが、対象者の居住地域の違いによる成長感得点

に有意な差はみられなかった。 

Ⅴ．考察 

1．死別経験による成長感と性差 

 成長感得点の平均値は37.07点であった。東村らの研

究9)では、男性（配偶者以外の家族との死別経験も含

む）の平均値は37.08点であり、本調査の対象者と同程

表3 成長感尺度得点 

 平均値 中央値 標準偏差 最小 最大 平均ランク p値 c)

独居者(n=33) 37.61 42.00 12.35 10 56 29.03 
0.559

同居者(n=22) 36.27 38.50 11.35 15 60 26.45 

全体(n=55) 37.07 39.00 11.87 10 60  

c） Mann-Whitney 検定結果の p 値 

 

表4 成長感と外出頻度の関連 

項目 カテゴリー 

全体(n=55) 独居者（n=33） 同居者（n=22） 

n 
平均 

ランク 
p値 d) n

平均 

ランク 
p値 d) n 

平均 

ランク 
p値 d)

楽しみのための 

外出頻度 

ほぼ毎日 

週 1～3回 

月 3回以下 

13 

16 

26 

31.38 

30.94 

24.50 

0.307

7

10

16

25.21 

16.80 

13.53 

0.028

6 

6 

10 

8.25 

15.00 

11.35 

0.196

生活のための 

外出頻度 

ほぼ毎日 

週 1～3回 

月 3回以下 

32 

15 

8 

28.59 

27.93 

25.75 

0.904

23

7

3

17.09 

16.07 

18.50 

0.933

9 

8 

5 

11.89 

12.56 

9.10 

0.628

d）Kruskal-Wallis 検定結果の p 値 
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度の点数であった。 

 尺度の作成にあたり、成長感尺度の合計得点（0～60

点）の平均値より、中間点である30点を越えていれば、

何らかの成長感を獲得していると言えることが明らかに

なっている10)。よって、本研究の対象者は、配偶者との

死別経験により何らかの「成長感」を獲得していること

がわかった。 

 また、東村ら11)の研究対象者（平均年齢54.9歳、男

女）と本研究の対象者（平均年齢79.2歳、男性のみ）の

平均年齢には大きな差がみられるにもかかわらず、男性

の成長感得点が同程度であったことは、年齢と成長感得

点との間に関連がみられなかった本研究結果を裏付ける

ものとなった。 

 本研究の対象者である高齢男性は、研究代表者の先行

研究12)である高齢女性と年齢および障害高齢者の日常生

活自立度は、ほぼ同程度であるが、成長感得点の平均値

が先行研究である高齢女性153名（平均値46.08点）と比

べ9.7点低かった。これは女性の方が男性より成長感得

点が高いという先行研究13)の結果と一致するものであっ

た。 

 高齢男性の死別経験による「成長感」に関連がみられ

たものは、現在の友人人数や家庭内での役割、独居者で

は楽しみのための外出頻度など、いずれも現在の状況に

関わるものであり、死別直後の気分の落ち込みや生活上

の困難、サポートの受領状況とは関連がみられなかった。 

 研究代表者の先行研究14)では、高齢女性は、死別後の

落ち込みがあり、それに対する情緒的サポートを受けた

者は成長感が高かった。また、死別後に生活上の困難が

あったと答えた者が成長感が高かった。いずれも死別時

の状況が高齢女性の成長感に影響を与えおり、本研究の

高齢男性の結果とは異なっていた。これは、高齢男性と

高齢女性の間で「成長感」を獲得するまでのプロセスに

何らかの違いが生じる結果ではないかと考える。 

 配偶者と死別した高齢男性は、死別後、死別による気

分の落ち込みや生活上の困難、サポートの受領有無に関

わらず、死別後の時間の経過とともに「成長感」を獲得

し、現在の交友関係や家庭内での役割を持つことがそれ

を促していると示唆される。 

 今後、性差による「成長感」の違いやその獲得までの

プロセスを調査していく必要があると考える。 

2．地域における看護職の支援方法について 

 高齢男性は、配偶者との死別後に周囲からのサポート

表5 成長感と家庭内での役割の関連 

項目 回答 

全体(n=55) 独居者（n=33） 同居者（n=22） 

n 
平均 

ランク 
p値 c) n

平均 

ランク 
p値 c) n 

平均 

ランク 
p値 c)

家庭内での役割 

（家事） 

ある 

ない 

37 

18 

31.12 

21.58 
0.038

27

6

18.00 

12.50 
0.207

10 

12 

14.05 

9.38 
0.092

家庭内での役割 

（畑仕事） 

ある 

ない 

24 

31 

28.23 

27.82 
0.926

14

19

16.93 

17.05 
0.971

10 

12 

11.65 

11.38 
0.921

家庭内での役割 

（その他） 

ある 

ない 

5 

50 

20.20 

28.78 
0.253

2

31

16.25 

17.05 
0.910

3 

19 

6.83 

12.24 
0.180

家庭内での役割 
ある 

ない 

49 

6 

28.58 

23.25 
0.441

30

3

16.97 

17.33 
0.950

19 

3 

12.24 

6.83 
0.180

c）Mann-Whitney 検定結果の p 値  

 

表6 成長感と死別経過期間（年）の関係 

 Spearman の相関係数 p値 

独居者（n=33） 0.545 0.001 

同居者（n=22） 0.274 0.217 

死別者全体（n=55） 0.417 0.002 
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を得られにくいとされているが、本研究の対象者は、配

偶者と死別後90％以上の者が家族や友人、近所の人など

からサポートを受けていた。しかし、手段的サポートに

ついては、情緒的サポートと比べ受領している者の割合

が少なかった。 

 高齢男性は、配偶者の死別後、家事などの生活してい

く上で困難を感じることが多いと考えられるが、手段的

なサポートを受けていないと答えた独居者が 9名

（50％）いたことなどから、実際にサポートを得ること

ができていない多くの対象者が潜在化していることが考

えられる。また、同居者であってもサポートを受けてい

ないと答えた者がいたことから、独居者だけでなく同居

者であっても、家族全体を視野に入れた援助を行い、看

護職としてニーズを見逃さないことが必要になると考え

る。そして、地域の看護職にとって、その潜在化した

ニーズを捉え援助につなげていくことが最も優先される

支援であると考える。 

 また、配偶者と死別した高齢男性が自立した生活が営

めるように家事など具体的な生活支援を行う場や社会資

源を提供していくことも重要である。男性のための料理

教室などが実施されている自治体があるが、高齢男性の

外出機会を増やし、友人などの交友関係を広める効果が

あると期待される。これは、地域の看護職が対象者に対

し、死別によって生じたネガティブな身体・精神症状に

対する支援を行う場となるだけではなく、死別経験より

得られる人間的成長を促す視点からも必要な援助であり、

このような本人の力をできる限り生かした支援づくりが

必要である。 

3．研究の限界と課題 

 従来、地域における看護職の活動のなかで、配偶者と

死別した高齢男性、特に独居者は、援助対象者として潜

在しがちであった。本研究においても調査対象者を確保

することが非常に困難であり、調査数の確保に限界が

あった。 

 今後、性差による「成長感」の違いやその獲得までの

プロセスを調査していくためには、更に多くの対象者に

調査を行う必要性があり、潜在化した対象者へのアプ

ローチ方法について検討していく必要性があると考える。 

 また、本研究の対象者の障害老人の日常生活自立度は、

自立からＪランクが87.3％を占めており活動性が中位の

対象者が多かったが、自立度が低く、健康レベルの低い

対象者についても調査を行い、必要な援助を考えていく

必要がある。 
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〔研究報告〕 

ブラジル籍児童の健康課題と解決に向けた取り組み 
－児童と保護者の生活実態調査をもとにして－ 

 

松本 訓枝１）  鈴木 里美１）  西田 倫子２）
 

 

The Health Issues of Brazilian Students in Japanese Elementary School 

and an Approach for Solving Them 

― Based on Surveys of Students and Their Parents ― 

 

Kunie Matsumoto１）, Satomi Suzuki１）, and Michiko Nishida２） 

 

 

Ⅰ．目的 

 1990年の入国管理法改正を契機に出稼ぎのために来日

する人々が急速に増加し、岐阜県では外国人登録者

（50,880人）のうちブラジル籍の人々が16,031人に上り、

外国人登録者の31.5%（2010年3月現在）1)を占めている。 

 近年に来日した外国人に関する研究では、外国人労働

者の健康課題2～4)が指摘され、行政とNPOが連携した取

り組み5)が試みられている。しかし、これまでの研究で

は、外国籍児童生徒の健康課題を捉える視点がみうけら

れない。日本において義務教育を受ける権利・義務の対

象は日本国民に限定されているため、外国籍児童生徒の

健康課題は見過ごされ、視野に入ることがなかったと

言っても過言ではない。筆者らが共同研究でかかわった

岐阜県A市B小学校の日本語指導教室に通級する児童達

の中には、授業中に体のだるさを訴える児童がおり、何

らかの健康課題が児童の授業に臨む意欲や態度の低さに

影響していると考えられた。外国籍児童生徒の健康課題

を追究することは、外国籍児童生徒が日本社会において

日本国籍を有する私達と同様に生涯にわたり心身の健康

を保持増進するための健康教育を受ける権利を保障する

という次元で今まさに求められている課題である。この

点で、学校教育には外国籍の児童生徒達に健康的な生活

習慣を確立させていく役割がある。 

 そこで本研究では、ブラジル籍児童が多く通う岐阜県

のA市B小学校の日本語指導教室の教員（以下、日本語

指導教諭と略す）と養護教諭、筆者らが協働し、ブラジ

ル籍児童の健康課題を明らかにし、健康課題を解決する

ための取り組みを試み、その効果と課題を検討する。 

Ⅱ．方法 

1．生活実態調査の実施 

1）対象者 

 岐阜県A市B小学校の日本語指導教室註1)に通級してい

るブラジル籍児童18名の中で1年生児童2名は日本語を理

解することに困難が大きいため調査対象から除外し、日

本語の理解度が良い2年生以上で保護者と児童から研究

同意の得られた12名（男子5名、女子7名）を対象に、児

童一人につき約30～45分の面接によって生活実態調査を

実施した。さらに、児童の健康課題について家庭生活を

含めて多面的に把握するために保護者を対象に質問紙に

より生活実態調査を実施した。 

 なお、調査対象児童のうち2名はきょうだいであるた

め保護者の調査対象者数は11名（母親8名、父親3名）で

ある。 

2）調査内容 

 調査項目は、筆者らとB小学校の日本語指導教諭と養

護教諭が独自に作成した。 
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①児童調査の調査項目 

 渡日時の年齢、就寝・起床時間、就寝時間が遅い理由、

食べ物の好き嫌い、朝食摂取の有無と朝食の内容、朝

食・夕食をともにした人、朝食時の保護者の早朝出勤・

夜勤の状況、排便の頻度、学校生活の楽しさの程度、学

校をここ1年間で欠席したかったことの有無、身体症状

出現の程度（だるい・夜眠れない・目が疲れる・気にな

ることがある・集中できない・息苦しい・頭が痛い・お

腹が痛いの頻度）を尋ねた。 

②保護者調査の調査項目 

 調査対象者の基本属性（調査対象者の年齢、現在の職

業、雇用形態、日本語の会話力と読解力、来日の目的と

来日年数、日本に永住希望の有無、家庭での使用言語）、

医療機関で困ったことの有無とその内容、日本料理を作

る頻度、生活で困っていることの有無とその内容、児童

のブラジル人学校就学と医療保険加入の有無を尋ねた。 

 児童対象の調査は2009年7月8日～13日に、保護者対象

の調査は2009年7月8日～9月15日に実施した。 

3）分析方法 

 筆者ら大学教員で生活実態調査結果データを検討し、

健康課題を抽出した。そして、日々の学校生活において

ブラジル籍児童一人ひとりの健康課題をよく周知してい

るB小学校の日本語指導教諭と養護教諭に抽出した児童

の健康課題を提示し、両教員が学校生活で捉えているブ

ラジル籍児童の健康課題と筆者らが抽出した健康課題と

の整合性の検討、健康課題にかかわる児童の状態、健康

課題の背景にある要因について意見交換を行った。 

2．健康課題解決に向けた取り組みの実施 

1）取り組みの方法 

 筆者らとB小学校の日本語指導教諭と養護教諭は、生

活実態調査により析出された児童の健康課題で早急に解

決すべき課題の中から学校教育においての解決が可能な

課題について解決方法を検討し合い、協働して進めた。 

2）取り組みの結果と評価の観点 

 本取り組みの結果は、健康課題解決に向けた取り組み

実施後の児童と保護者の感想、筆者らのB小学校日本語

指導教室における参与観察データをもとにする。評価の

観点は、取り組み内容の理解度、自らの生活への意識化、

生活改善への意欲的態度、実践化の4点である。 

 参与観察（13回）は、日本語指導教室において授業補

助をしながら、児童の健康課題と生活背景を把握するた

めに児童と日本語指導教諭の言動を中心に進めた。 

3．倫理的配慮 

 本研究では、ブラジル籍児童の保護者に本研究の目的

と方法をポルトガル語に翻訳された説明書をもとに、研

究への協力は自由意思であること、調査に協力しないこ

とによる不利益は一切ないこと、回答結果が児童の成績

評価に影響しないことを説明し、本研究への同意・協力

の得られた保護者とその児童のみを対象とした。さらに、

本研究への協力の得られた保護者の児童には、生活実態

調査を実施する際に本研究の目的と方法、研究に協力し

ないことによって一切の不利益は生じないことを児童の

発達段階と日本語習得度に合わせて口頭で説明した。 

 本研究は、岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の承認

を受けて行っている（承認通知番号2105）。 

Ⅲ．結果 

1．対象者の特徴 

1）児童（12名）の基本属性 

 B小学校就学前に「ブラジル人学校」に通学していた

児童が8名、「日本とブラジルを行ったり来たり」してい

る児童が3名、「ブラジルで生まれ渡日」した児童8名の

うち「3歳までに渡日」している者が6名である。 

2）保護者（母親8名、父親3名）の基本属性 

 調査対象の保護者の年齢は、「30代」が7名、「40代」

が3名、「50代」が1名である。 

 保護者の現在の職業は、非正規雇用の「工員」が7名、

正規雇用の「工員」が1名、「自営業」が1名、「無職」が

2名である。全員が「出稼ぎ」目的の渡日である。 

 保護者の日本語の会話力は、「日常会話が話せる」5名、

「簡単な日常会話が話せる」5名、「ほとんど話せない」1

名である。日本語の読解力は、「漫画や絵本が読める」2

名、「商品名が読める」5名、「ほとんど読めない」3名、

「まったく読めない」1名である。 

 来日年数は、「5～10年未満」が4名、「10年以上20年未

満」が6名、「無回答」が1名であり、日本への「永住」

希望者は1名、日本に「数年滞在」することを希望する

者が6名、日本に永住するか否かは「わからない」者が4

名である。 
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2．生活実態調査の結果と健康課題の抽出 

 生活実態調査の結果を表1～表9に示す。結果から抽出

した健康課題は以下である。 

 なお、健康課題には、B小学校実施の児童の健康診断

結果を一部含んでいる。 

1）児童調査から析出された健康課題 

 児童の半数（6名）が、22時30分以降に就寝している

（表1）。児童の就寝時間が遅い理由には、テレビゲーム

をする（2名）、テレビを視聴する（1名）、インター

ネットをする（1名）があげられ、礼拝のため教会へ行

き帰宅時間が24時となる児童(1名)もいる。 

 朝食を一人で食べている児童は9名であり、朝食内容

はパン、あるいはクッキーやチョコレートと飲み物の児

童が9名である（表2）。朝食を欠食している児童は1名

であるが、朝食時に児童の大半が孤食化傾向にある。こ

れらの児童の中には、保護者が早朝から出勤していたり、

夜勤を終えて児童の起床時には就寝していたりするため

に、朝食時の孤食化や簡素な朝食内容（パンやクッキー

と飲み物）となっている児童がいた。 

 「週3～4日に1回排便」に該当する児童が5名いる（表

3）。学校では毎日の排便を習慣づけるように指導して

いるが、排便を毎日している児童は3名である。便意を

もよおしたとしても、学校で排便ができずに我慢してし

まう児童や下校してから友人と遊びたいという目的が先

行して排便を我慢する児童がいる。 

 肥満傾向に該当する児童註2)が5名いる。当該児童の中

には油脂を使用した食べ物を好んでよく食べている児童

（6名）、甘い物をよく食べている児童（9名）がみうけ

られる（表2）。 

 児童の半数が、身体的・精神的不適応を示している。

11名の児童が「だるい」「夜眠れない」「集中できな

い」という身体症状のすべて、あるいはいずれかの徴候

を示し、「よくある」「ときどきある」児童が、「だる

い」6名、「夜眠れない」7名、「集中できない」8名で

あった（表5）。また、学校生活が「あまり楽しくな

い」児童が6名、学校を「欠席したいことがあった」児

童が7名である（表4）。 

2）保護者調査から析出された健康課題 

 医療保険「未加入」に該当する児童が2名おり（表7）、

該当児童の中には高熱が出た際に医療機関を未受診の児

童が1名いる。 

 医療機関で困ったこととして保護者は、「日本語を理

解することの困難」（2名）、「医学用語が理解できないこ

と」（1名）、「各種医療手続きに関する情報不足」（1名）

をあげている（表7）。生活で困っていることとして、

「日本語による会話の難しさ」をあげる保護者（3名）が

おり（表9）、その中には日本語を学びたいという積極的

姿勢はあるが、日々の生活に追われて日本語学習に時間

を割くことができない者がいる。児童の中には、家族の

日本語能力が低いために学校を欠席し病院で通訳をして

いる児童がいる。 

3．健康課題解決に向けた取り組みの実施、結果と評価 

 本研究では健康課題の解決に向けて、児童調査から析

出された健康課題の就寝時間が遅いこと、朝食時の孤食

と簡素な朝食内容については保健指導と学級通信を発行

し、児童調査から析出された健康課題の便秘傾向につい

ては日本食のお弁当作りを開催した。加えて保護者調査

から析出された健康課題の医療保険に未加入の児童がい

ることについては学級通信を発行した。 

 なお、学級通信の発行は、保護者に対し長期的に健康

的生活を送ることを周知することに重きを置いているこ

とから、現段階における結果データは省略する。 

1）保健指導の実施(2009年12月25日9:30～10:15） 

題材名「はやね・はやおき・あさごはん」 

（1）目的と方法 

 保健指導では、児童が自分の体に興味関心を持ち、健

康な体をつくるために早寝、早起き、朝食をとることの

大切さを理解し、その上で自らの生活を改善していこう

とする意識を高め、日常生活で早寝、早起き、朝食摂取

への実践的態度を培っていくことをねらいとした。 

 人間の体について児童が興味を持ちやすい自動車の仕

組みに例えて、「ブドウ糖」を「元気の素」と称し、自

動車で言えば「ガソリン」と似た役割を果たしているこ

とを説明した。ガソリンが不足すれば自動車は元気よく

走れなくなることから、児童に「ガソリン⇒元気の素⇒

ブドウ糖⇒朝ごはん」であることを連想させ、朝ごはん

をしっかり食べるためには早寝と早起きが大切であるこ

とを視覚的教材を使って説明した。そして、自動車が走

るためにはガソリンを貯めるタンクが必要であり、それ

は人間の体では肝臓が果たしていること、エンジンは人 
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表1 児童の就寝・起床時間（対象児童12名） 

就寝時間 ～21時未満 1名 

21時～21時30分未満 3名 

21時30分～22時未満 1名 

22時～22時30分未満 1名 

22時30分～23時未満 3名 

23時～23時30分未満 1名 

23時30分～24時 2名 

就寝時間が遅い理由＊ テレビの視聴 1名 

（複数回答） テレビゲームの使用 2名 

インターネットの使用 1名 

教会での礼拝 1名 

非該当 6名 

起床時間 6時～6時30分未満 4名 

6時30分～7時未満 4名 

  7時～7時30分 4名 

＊22時30分以降に就寝している児童6名を対象としている。  

 

 

表2 児童の食生活（対象児童12名） 

好きな食べ物 甘い物（アイスクリーム、チョコレートなど） 9名 

（複数回答） 油っこい物（ポテトチップス、カップラーメンなど） 6名 

嫌いな食べ物 野菜（人参、ピーマン、なすなど） 10名 

（複数回答） 魚介類（エビ、タコなど） 5名 

朝食摂取の 有り 11名 

有無 無し 1名 

朝食の内容 パンと飲み物 6名 

お菓子(クッキー、チョコレート）と飲み物 3名 

ご飯と焼き玉子 2名 

非該当 1名 

朝食をともにし ひとり 9名 

た人 兄と一緒 1名 

父親と一緒 1名 

非該当 1名 

朝食時の保護 早朝出勤・夜勤「有り」 4名 

者の早朝出勤・            母親早朝出勤 (1名) 

夜勤の状況            母親早朝出勤、父親夜勤 (1名) 

           母親・父親早朝出勤 (1名) 

           母親夜勤、父親早朝出勤 (1名) 

早朝出勤・夜勤「無し」 8名 

夕食をともにし 家族全員 6名 

た人 母親、父親、兄と一緒 1名 

母親、妹、弟と一緒 1名 

母親あるいは父親と一緒 2名 

  母親あるいは父親と姉と一緒 2名 

 

 

表3 児童の排便の頻度（対象児童12名） 

排便の頻度 週3～4日に1回 5名 

週1～2日に1回 3名 

毎日 3名 

  わからない 1名 

 

 

 

表4 児童の学校生活の楽しさ（対象児童12名） 

学校生活の楽しさの程度 楽しい 5名 

あまり楽しくない 6名 

どちらとも言えない 1名 

学校をここ1年間で欠席 有り 7名 

したかったことの有無 無し 4名 

  わからない 1名 

 

 

表5 児童の身体症状（対象児童12名） 

  

よく

ある

時々 

ある 

あまり 

ない 

まったく 

ない 

わから

ない 

だるい 3名 3名 1名 4名 1名 

夜眠れない 5名 2名 3名 2名 － 

目が疲れる 1名 1名 2名 8名 － 

気になることがある 2名 2名 2名 6名 － 

集中できない 5名 3名 － 4名 － 

息苦しい 1名 － 2名 9名 － 

頭が痛い 5名 3名 1名 3名 － 

お腹が痛い 3名 4名 1名 4名 － 

 

 

表6 保護者の家庭での使用言語（対象保護者11名） 

家庭での使用言語 すべてポルトガル語 6名 

ほとんどポルトガル語 2名 

  ポルトガル語と日本語半分ずつ 3名 

 

 

表7 児童の医療保険加入の有無と保護者の医療機関で

困ったこと（対象保護者11名） 

児童の医療保険加入 有り 9名 

の有無 無し 2名 

保護者の医療機関で 有り 2名 

困ったことの有無 無し 9名 

保護者の医療機関で 日本語を理解することの困難 2名 

困った内容＊ 医学用語が理解できないこと 1名 

 （複数回答） 各種医療手続きに関する情報不足 1名 

＊医療機関で困ったこと「有り」と回答した保護者2名を対象としている。 

 

 

表8 保護者の日本料理を作る頻度（対象保護者11名） 

日本料理を作る頻度 毎日 2名 

週1～4日以上 4名 

ほとんど作らない 4名 

  その他 1名 

 

 

表9 保護者の生活で困っていること（対象保護者11名）

生活で困っていることの有無 有り 5名 

無し 5名 

無回答 1名 

生活で困っている内容＊ 日本語による会話の難しさ 3名 

（複数回答） 子どもの学校適応 2名 

文化の違い 1名 

  失業中 1名 

＊生活で困っていること「有り」と回答した保護者5名を対象としている。 
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間では脳に当たることを説明した。視覚に訴える教材を

作成し多用すること、ジェスチャーをたくみに使うこと

で児童の理解を促し、興味・関心を引き出すようにした。 

 日本語指導教室は、異年齢の児童で編成していること、

児童の日本語理解力を考慮しなければならないことを踏

まえ、児童達の反応を常に確かめながら授業内容の理解

を促し、視覚に訴える教材を使用する工夫を行った。 

（2）結果 

 保健指導実施後、参加した児童に感想を記入してもら

い回収した。14名の児童が参加し註3)、調査対象児童9名

の感想を対象とした。 

 感想の記述内容を分析した結果、表10の通り4つのカ

テゴリおよび10の小カテゴリが抽出された。【 】はカ

テゴリ名を、[ ]は小カテゴリを示す。 

 【内容の理解】は8件で、[朝ごはん摂取の大切さの理

解] [早寝と朝ごはん摂取の大切さの理解] [早寝・早起

き・朝ごはん摂取の大切さの理解] [体のしくみの理解]

の4つの小カテゴリが抽出された。 

 【生活の振り返りと気づき】は5件で、[朝ごはんを食

べなかった体験の振り返りと気づき] [睡眠不足の体験の

振り返りと気づき] の2つの小カテゴリが抽出された。 

 【意欲的態度】は7件で、[朝ごはん摂取への意欲] [早

寝への意欲]の2つの小カテゴリが抽出された。 

 【指導方法について】は4件で、[わかりやすい説明の

方法] [早寝・早起き・朝ごはん摂取の学びの楽しさ]の2

つの小カテゴリが抽出された。 

 保健指導実施後の参与観察では、児童から「早く起き

られるようになった」「話を聞いて早く寝ようと思った。

朝、早く起きられるようになったから、遅刻をしなく

なった」という声を聞くことができ（2010年2月9日）、

行動変容に至っていることがうかがえた。しかし一方で、

本授業により早寝、早起きをし、朝ごはんを食べること

の大切さを十分に理解しても、それを実践に移すまでに

は至っていない児童(2名)もいた（2010年2月9日）。 

（3）評価 

 児童の多くが、授業の目的である指導内容をよく理解

し、自らの生活を振り返ることができていた。体につい

ての具体的な教材、ジェスチャーを多用した指導方法の

効果が表れていると考えられる。また、自らの生活を振

り返ることで、本授業の目的とする早寝、早起き、朝食

摂取への意欲的な態度が培われていると考えられる。 

 ただし、参与観察では保健指導の受講を契機に、早く

寝るようになったという声が聞かれ行動変容に至ってい

る児童がいる一方で、なかなか実践に移すことができな

い児童もいた。今後は、早く寝ることを毎日の生活で実

践できるように、日々の学校生活の随所で行動変容に

至っていない児童、及びその他の児童に対しても継続的

に働きかけていきたい。 

2）日本食のお弁当作りの開催（2010年1月23日13:30～

15:30） 

（1）目的と方法 

 児童と保護者を対象に、日本食のお弁当作りを行うこ

とで栄養バランスを考えた調理方法を理解し実践するこ

と、日本の文化に親しんでもらうことを目的とした。 

 お弁当作りの開催は2007年度からであり、本年度で3

回目となる註4)。児童が便秘傾向にあったことから、始め

の講話で日本語指導教諭が食材のさつまいもは食物繊維

を多く含み、便秘が解消されるため献立にさつまいもを

加えるよう勧めた。その後、A市で活動している食生活

改善協議会のメンバーが作り方をポルトガル語の通訳者

を交えて説明し、6グループごとにメンバーが1名ずつつ

き調理指導にあたった。 

 当協議会のメンバーは、日本食のお弁当作りの初回

(2007年度)から調理指導を担当している。毎回ブラジル

人の嗜好に合うように日本料理の味つけを少し変えて甘

味をつける工夫をし、今回は厚焼き玉子に練乳を使用し

ていた。また、2008年度は不況でブラジルに帰国する児

童が多かったことから、ブラジルで日本のことを思い出

すことができるように細巻きを作っている。細巻きは、

酢の量を少なくし少し甘めの味つけでチーズやソーセー

ジを入れ、大変好評であったようである。 

（2）結果 

 日本食のお弁当作り実施後、参加した保護者に感想を

記入してもらい回収した。保護者は15名参加し、調査対

象の保護者7名の感想を対象とした。 

 感想の記述内容を分析した結果、表11の通り4つのカ

テゴリおよび8つの小カテゴリが抽出された。【 】はカ

テゴリ名を、[ ]は小カテゴリを示す。 

 【日本料理作りの学びと関心】は6件で、[日本料理作

りの学び] [日本料理作りへの関心]の2つの小カテゴリが
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抽出された。 

 【日本料理作りへの意欲的態度】は3件で、[日本料理

作りへの意欲] [家族の栄養改善への意欲]の2つの小カテ

ゴリが抽出された。 

 【お弁当作りへの積極的参加】は3件で、[お弁当作り

の学びの楽しさ] [お弁当作り参加への積極性]の2つの小

カテゴリが抽出された。 

 【日本文化の学び】は2件で、[日本料理・文化を学ぶ

機会の要望] [日本文化の学びと関心]の2つの小カテゴリ

が抽出された。 

 参与観察から、日本語指導教諭は本取り組みの献立を

もとに運動会や遠足の時に保護者がお弁当を作るなど、

日本食のお弁当作りが実践されていること、お弁当作り

の波及効果として学校行事に参加しなかった保護者が参

観日などに出席することが多くなっていることに、本取

り組みへのやりがいを感じていた（2010年1月23日）。 

（3）評価 

 生活実態調査の結果から日本料理を「ほとんど作らな

い」保護者が4名いた（表8）が、保護者の感想からは、

日本料理の味つけの仕方など日本料理への学びと関心が

広がり、日本文化への親近感が得られたことがうかがえ

る。また、本取り組みにより児童が運動会や遠足のとき

に保護者が作った日本食のお弁当を持参し、日本食のお

弁当作りを実践化することができている。そして、本取

り組みの波及効果として保護者が参観日に出席すること

が多くなっており、ブラジル籍児童の保護者と学校との

距離が近づくお弁当作りの効果は大きい。お弁当作りを

きっかけに、保護者の学校参加を促していくことは大切

であり、今後も児童のみならず保護者を対象にした取り

組みを行い、健康的な生活を送ることの啓発、実践化を

促していくことが求められる。 

 また、家族の栄養改善をしたいとする意欲はみられる

が、そこから進んで栄養バランスを考えた食事作りにつ

いての記載は皆無であった。今後は、食生活改善協議会

と連携し、栄養バランスを考えた献立作りと調理方法に

重点化した取り組みを行うことで、児童と保護者が食生

活への関心を一層高め、栄養バランスのとれた食事作り

を実践できるようにする働きかけが必要である。 

3）学級通信による健康的な生活への啓発 

（1）目的と方法 

 保護者が児童の健康課題を知り、解決のためにできる

ことを実践していくための知識を得ることを目的に、日

本語指導教諭がポルトガル語に翻訳された通信を発行し

た。早く就寝することの大切さについて睡眠時間と成績

との相関関係があること6)、十分な睡眠をとることで精

神の安定が図られること7)をわかりやすく伝えるよう心

がけた。保健指導(「はやね・はやおき・あさごはん」)

実施後には、朝食をパンやクッキーなどと飲み物とする

表10 保健指導の感想（記述例は原文ママ） 

カテゴリ 小カテゴリ 記述例 

内容の理解 （8） 

朝ごはん摂取の大切さの理解 （4） 

朝ごはんはちゃんと食べないで、学校にくるとのうがよくはたらかないことがちゃん

とくわしくわかりました。 

私 おはなしを聞いて あさごはんの大切さをわかりました。 

早寝と朝ごはん摂取の大切さの理

解 （1） 

わかりやすくせつめいしてくれてあさごはんとはやくねるのをとってもたいせつと

思いました。 

早寝・早起き・朝ごはん摂取の大切

さの理解 （2） 
わかったことは、毎日はやね、はやおきをしたらあさごはんを食べれるです。     

体のしくみの理解 （1） からだについてよくわかりました。 

生活の振り返りと

気づき （5） 

朝ごはんを食べなかった体験の振

り返りと気づき （2） 

私は朝ごはんがたべたくない時があってたべないで学校へ来てしまいました。

じゅぎょう中にすごくねむくなっておなかもすごくすいていてのうがまったくはたら

きませんでした。先生が私に何かをきくとねむくて、何をいっているかをまったくわ

かりませんでした。とてもくやしかったです。 

睡眠不足の体験の振り返りと気づき 

（3） 

私は、今日おそくまでおきている でもあさはやくおきているからどきどき体がだる

いと思いました。 

意欲的態度 （7） 
朝ごはん摂取への意欲 （4） 

あさごはんをはんふんしかたべてないけどあしたは、がんばりたいです。 

ぼくはこれからもちゃんとあさごはんをきちんと食べてからだをよくしてぼくは、せ

いかつをきちんとします。 

早寝への意欲 （3） いつもわテレビをおそくまでみてたけどおそくまでみないようにします。 

指導方法につい

て （4） 

わかりやすい説明の方法 （3） よくせつめいがわかりやすかったので ちゃんとききました。 

早寝・早起き・朝ごはん摂取の学び

の楽しさ （1） 
ぼくは、すごくうれしいです。ぼくは、いろんなことをおぼいました。 

（ ）内の数字は記述数を示す。
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のでなく、果物や野菜を少しでも食べることの大切さを

伝えた。 

 また、医療保険に未加入の児童がいたため、役所で申

請手続きをすることで小学校卒業時まで医療費が無料に

なることを再三に渡って伝えた。 

（2）評価 

 十分な睡眠をとることの大切さ、朝食をしっかり食べ

ることの大切さを、今後も継続的に周知していきたい。

また、医療保険未加入者がいたことにみられるように、

日本の医療制度に関する知識が不足している保護者に対

しては、生活に必要最低限の医療情報についてさらに伝

えていくことが求められる。そして、長期的視点に立ち、

継続的に健康に生活することの大切さについて、その根

拠をわかりやすく伝える工夫が必要である。それは、保

健指導と日本食のお弁当作りにおいても同様である。 

Ⅳ．考察 

1．健康課題に関する環境要因 

1）夜型化した家族団欒志向と保護者の就労環境の悪さ 

 児童の半数が、22時30分以降に就寝していた。日本の

小学生の平均就寝時間が小学3、4年生で21時39分、小学

5、6年生で22時2分であり8)、これに比較すると調査対象

児童の半数が22時半以降に就寝していることは特筆すべ

きことである。就寝時間の遅さが、「だるい」「集中でき

ない」という身体症状を生じさせていると考えられる。

児童の就寝時間が遅い理由には、夜遅くまでのテレビ視

聴、テレビゲームをすることなどがあげられている。調

査対象の児童と保護者達は、家族のコミュニケーション

を大切にする志向性が強く、家族一同が集まりやすい夜

間の時間帯にテレビなどをみて家族団欒をすることが児

童の就寝時間の遅さを招来していると思われる。 

 また、一部の児童は保護者が早朝出勤、夜勤明けで児

童の起床時には就寝しているために、朝食を一人で食べ

ていたり、朝食はパンやクッキーなどと飲み物となって

いたりしていた。調査対象の保護者は全員が出稼ぎ目的

の来日であること、非正規雇用で働いている者が大部分

であることからして、生計を維持することに精一杯の保

護者の姿が垣間みえる。そして、こうした保護者の就労

環境が、子どもの食生活に影響を及ぼしていることが推

察される。 

 家族団欒の志向と保護者の不規則な就労環境は、児童

達の健康課題を招来し、保護者の生活スタイルが児童達

の生活を規定している。本研究では、児童を対象に「は

やね・はやおき・あさごはん」の保健指導を実施し、児

童達は早寝、早起き、朝食摂取への意欲的な態度を培っ

ているが、実践に移すことができていない児童がいる。

今後は、児童が早く寝ることと朝食をしっかりとること

ができる環境を整えていくために、児童のみならず保護

者へも働きかけ、学級通信による啓発に加えて保護者を

対象にした保健指導を実施したい。 

2）健康的な生活とブラジル文化との齟齬 

 野菜を食べることを嫌う児童が多いこと（表2）、児童

が毎日食するブラジル料理は油脂を使用する頻度が高い

ことから便秘傾向にある児童が多いと推察される。実際、

肥満傾向にある児童達は甘味類、油脂を使用した食べ物

を好んでいた。成人ブラジル人を対象とした調査によれ

ば、男性はジュースや甘い飲み物、女性はクッキーや

ケーキなどの菓子類を摂取している傾向にあり、間食に

よって過剰な糖分を摂取している可能性が示唆されてい

る9)。油脂はブラジル料理に頻繁に使用され、甘味類は

ブラジルの人々から好まれている。便秘傾向、肥満傾向

の児童が多いことは、食生活に関するこうした文化背景

表11 お弁当作りの感想（記述例はポルトガル語を日本語に翻訳） 

カテゴリ 小カテゴリ 記述例 

日本料理作りの学びと

関心 (6) 

日本料理作りの学び (5) 
知らない味付けを学ぶ機会を持てました。 

日本独特の料理を更に学べて、とても素晴らしいと思いました。 

日本料理作りへの関心 (1) とても興味深く思いました。 

日本料理作りへの意欲

的態度 (3) 

日本料理作りへの意欲 (2) いくつかのことを学べたので、日々のメニューに付け加えたいです。 

家族の栄養改善への意欲 (1) 家族の栄養も改善したいです。 

お弁当作りへの積極的

参加 (3) 

お弁当作りの学びの楽しさ (2) 
この授業は子ども達にとって、また全ての参加者にとってとても大切

で、また楽しいものでした。 

お弁当作り参加への積極性 (1) これからもこの授業に参加していきたいです。 

日本文化の学び (2) 
日本料理・文化を学ぶ機会の要望 (1) もし、日本料理、文化について更に学ぶ機会があるなら感謝します。 

日本文化の学びと関心 （１） 日本文化も学べて素晴らしかったです。 

（ ）内の数字は記述数を示す。
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から招来され、児童達の健康課題の背景にはブラジルの

文化が多分に関与していると考えられる。本研究では、

栄養バランスを考えた調理方法を理解し実践することを

目的に児童と保護者を対象に日本食のお弁当作りに取り

組んだが、その目的を達成することはできなかった。児

童達の食生活がこのまま継続されれば、将来に生活習慣

病を罹患する恐れが十分にあり註5)、子どもの時から正し

い食習慣についての意識と態度を育成するために児童と

保護者への働きかけを継続し、栄養バランスの良い食生

活に重点化した健康教育を実施していく必要がある。 

 児童の多くは、身体的・精神的になんらかの徴候を示

していた。皆と同じように行動することを暗黙の前提と

する同化志向の強い日本の学校文化とそれとは正反対の

南国の雰囲気の漂う大らかさを持って自らを表現するこ

とを重視したブラジルの文化を所有する児童達との間の

ズレ11)が、児童達の関係性に大きく影響していると思わ

れる。児童達が学校への不適応を示している背景には授

業内容を理解することの困難もあげられよう。児童達は、

家庭ではポルトガル語を使用することが多い（表6）が、

学校では日本語を使用しなければならない。日常会話で

使用する日本語（生活言語）であれば、容易に理解でき

る。しかし、授業で使用される日本語（学習言語）を、

児童達の生活基盤である家庭生活で使用する機会はそう

ない。そのため、児童達は学習言語の意図する背景知識

を日常的に学ぶ習慣がなく、とりわけ社会科で歴史上の

登場人物や建造物の理解、国語科の漢字を習得すること

に困難が生じる12,13)。こうした中で、日本語指導教室は、

児童達にとって一人ひとりが認められる安心空間註6)であ

り、原学級で理解しづらい学習内容を補う場としてもあ

り、同化志向の強い日本の学校とブラジル籍児童をつな

ぐ役割を果たしていると言えよう。ブラジル籍児童達に

とって日本語指導教室の存在はきわめて大きく、外国籍

児童生徒が在籍する全ての小中学校に日本語指導教室を

設置する方向での検討が望まれる。 

3）保護者の医療制度に関する情報不足と不十分な日本

語能力 

 医療保険に未加入の児童については、ブラジルでは病

気の際に常備薬を飲めばすぐに症状が緩和される14)ため

にそれに頼ることが多く、病院を受診することはあまり

ないことが関係していると思われる。ただし、このこと

を念頭においたとしても、医療保険に未加入の児童が2

名いるという事実は、保護者が日本の医療制度について

理解しておらず、来日時に必要な医療情報を知ることか

ら排除された存在となっていることが浮き彫りにされて

いる15)。学級通信で児童が医療保険未加入の保護者には

小学校卒業時までの医療費が無料になることを伝えたが、

学校で行えることには限界がある。日本で生活する上で

必要な医療制度について、行政で周知していくことが急

務である。 

 保護者達は日本語能力が十分ではなく、医療機関、と

りわけ中核医療機関におけるポルトガル語通訳者の配置

が喫緊に求められよう。また、症状によってどの病院、

どの診療科に行けば良いかの判断が保護者にとっては難

しく、日本の医療手続きについて知らせていくことも必

要である註7)。 

2．健康課題解決に向けた取り組みの支柱 

 ブラジル籍児童の健康課題を解決するには、児童のみ

ならず保護者の不規則な生活スタイル、長時間労働や夜

勤の多さなどの就労環境、医療に関する知識の不足、保

護者の不十分な日本語能力などの問題を含めて解決方法

を考えていかなければならない。これらの問題は、学校

のみで解決できる問題ではなく、一部の自治体で行われ

ている行政やNPOとの協働によって包括的に解決方法を

見出していかなければならない17)。児童の健康課題に即

して今求められる解決に向けた取り組みを具体的にあげ

れば、第一に、学校において児童、及び保護者をも対象

に健康的生活への意識と実践的態度を高めることを目的

に集団保健指導を継続的に実施すること、そして、日々

の学校生活で児童への個別保健指導、並びに保護者に向

けて学級通信により健康的な生活を送ることの大切さを

啓発していくことが必要である。 

 第二に、行政やNPOの働きかけとして児童の学力保障

のための学習支援室の開設、児童と保護者の日本語能力

の向上を目的とした日本語教室の開設、そして外国籍児

童生徒が在籍する全ての小中学校に日本語指導教室を設

置することが必要である。 

 第三には、行政において日常生活で必要な日本の医療

制度に関する知識・情報の普及をしていくことが求めら

れよう。 
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Ⅴ．まとめ 

 本研究では、ブラジル籍児童の健康課題として、夜型

化した生活、朝食時の孤食とパンやクッキーなどと飲み

物の朝食内容、便秘・肥満傾向にある児童の多さ、学校

生活への身体的・精神的不適応が確認された。また、医

療保険未加入の児童の存在や保護者の不十分な日本語能

力、医療制度に関する情報不足が確認された。これらの

健康課題の背景には、保護者の就労環境の悪さや健康的

な生活とブラジル文化との齟齬などの環境要因が少なか

らず関与しており、これらの環境要因へアプローチし、

健康課題解決への方途を学校、行政、NPOの三者が協働

して考案していく必要がある。 

 本研究では早急に解決すべき健康課題の中で、学校教

育においての解決が可能な課題に取り組み、一定程度の

効果が認められている。しかし、児童の健康課題には環

境要因が関与していることから、長期的視点に立って児

童と保護者を対象にした取り組みの一つひとつを着実に

積み上げていかなければならない。 

謝辞 

 本研究にご協力いただきましたブラジル籍児童と保護

者の皆様、B小学校の日本語指導教室の教員、養護教諭、

その他の教職員の皆様に深く御礼を申し上げます。 

 

註1）B小学校は、A市の閑静な住宅地の一角に位置し、A市内

の公立小学校で最も外国籍児童数が多い。B小学校の2009

年4月現在のブラジル籍児童は39名であり、全児童数の

11.2%を占めている。日本語指導教室には、日本語習得を

目的として、原学級を離れて国語と算数の授業を受ける

ために18名のブラジル籍児童が通級している。 

註2）B小学校の健康診断で肥満傾向に該当する児童である。 

註3）保健指導には、調査対象児童9名と日本語指導教室に通級

しているその他のブラジル籍児童5名が参加した。 

註4）参加者は、調査対象の保護者7名と対象児童、B小学校に

在籍するその他のブラジル籍児童とその保護者である。 

註5）日本で暮らす成人ブラジル人対象の健康調査結果によれ

ば、男性は20～40歳代、女性は20～50歳代で、加齢に伴

い肥満の割合が高い傾向にあった10)。 

註6）日本語指導教室が安心空間となるのは、教員が児童の母

語であるポルトガル語を大切にしていることにその理由

の一つがあるように思われる。例えば、日本語指導教諭

の中にはポルトガル語を独学で学び、片言のポルトガル

語で児童とコミュニケーションをとる教員がいる。また、

ポルトガル語通訳ができる教員がA市の公立小中学校を巡

回しており、1週間に1回B小学校に来校している。児童達

は、この教員とポルトガル語で会話し、給食を一緒に食

べることを楽しみにしている。 

註7）日本で生活するブラジル人達は、日本の医療制度とブラジ

ル本国の医療制度の相違点を知らないことが多々ある16)。 
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1）岐阜県立看護大学 機能看護学領域 Management in Nursing, Gifu college of Nursing 

2）岐阜県立看護大学 地域基礎看護学領域 Community-based Fundamental Nursing, Gifu college of Nursing 

〔研究報告〕 

学士課程における看護学実習を通じた倫理的対応に関する教育の方法 
 

両羽 美穂子１）  松下 光子２）  北山 三津子２）
 

 

Methods of Ethics Education through Nursing Practice 

 

Mihoko Ryoha１）, Mitsuko Matsushita２）, and Mitsuko Kitayama２） 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 岐阜県立看護大学は、県民の求める生活を保障するた

めに、看護職としての責任を遂行できる人材を育成する

ことを教育理念に、ヒュウマンケアの基本と技術を身に

つけ、患者など看護の対象が遭遇した困難や諸問題の解

決について、深い責任を感じ、常に創造的に問題解決行

動をとって活躍できる人を目指す看護職の姿として教育

を展開している1）。ヒュウマンケアには、生活者として

の人間に対する深い理解を基本とした倫理的判断力が求

められる。 

 本学のカリキュラムは、1年次から看護専門職の基本

となる学習として専門科目、専門関連科目、教養基礎科

目を必修で学び、3年次になって初めて臨地での看護実

践を領域別に体験し、理論と実践の統合を図っている。

3年次の臨地実習では、地域基礎看護学、育成期看護学、

成熟期看護学の3つの領域をローテーションする構成に

なっているため、学生は人間に対する深い理解を前提と

して、各専門領域の看護の対象の特徴を理解した看護展

開能力が必要となる。しかし、看護実習および看護実践

のイメージも乏しい学生には、看護実践においてどのよ

うな倫理的問題が生じるのか、また、倫理的対応とはど

のようなものかなど、臨地実習開始前に具体的に理解し

ていくことが難しく、看護実践における倫理的な対応に

関する教育をどのように組み込むかが課題となっていた。 

 そこで、本学では、開学4年目にあたる平成15年度か

ら教員の倫理観を養うための教育能力開発を中心に、倫

理教育の改善・充実に向けて組織的に取り組み、平成19

年度には、本学独自の実習に関する倫理指針を明文化し

た2）。この取り組みを基に、平成20年度から21年度にか

けて看護実践における倫理的な対応に関する教育方法と

して試行的に実習倫理演習を行い3,4）、その成果と課題か

ら倫理教育の基本方針を合意した上で、22年度からは各

領域の実習に組み込み、さらに工夫しながら取り組んで

いる。 

 本稿では、2年間試行した実習倫理演習の記録より抽

出した実習倫理教育に関する教員の認識から、倫理教育

に関するこれまでの取り組みの成果と今後の課題を明ら

かにし、学士課程における看護学実習を通じた倫理的対

応に関する教育の方法に示唆を得ることを目的とする。 

Ⅱ．方法 

1．対象 

 平成19年度からの倫理教育に関する取り組みのプロセ

スとその成果をまとめた資料「実習倫理検討グループ報

告書」5,6）から次のデータを分析対象とした。分析デー

タは、平成20・21年度に実施した実習倫理演習の一環で

あるグループワーク後に教員が作成したグループ毎の記

録を基に整理した「教員の意見・感想」である。 

 本学教員は、これまでの倫理教育の充実化に向けた取

り組みに参画していることから、「教員の意見・感想」

は、本学の倫理教育のあり方を俯瞰した意見が得られる

と考えた。また、本学では、倫理教育に関する教育能力

として、教員の気づきを大事にしている。「教員の意

見・感想」は、学生と関わる中で感じたことや捉えたこ
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とを表現したものであり、教員の認識を抽出するのに適

切であると考えた。 

 なお、実習倫理演習は倫理に適った看護実践および実

習について学生個々が主体的に考え、グループメンバー

の相互作用による理解の深まりを意図してグループワー

クを中心に行っている。グループワークは、3年次生を

対象に臨地実習開始前と最初の看護学領域での実習最終

日に行った。グループは最初の看護学領域で配置した臨

地実習のグループ別に学生を4～7名に分けて15グループ

を編成した。教員は実習を担当する3つの看護学領域の

教員を基本に、領域別実習に組み込まれていない機能看

護学領域の教員も含めた全領域の看護系教員2～3名を配

置した。 

2．分析方法 

 教員の意見・感想として記述された内容を「教員が認

識している倫理教育の取り組みの成果と今後の課題」の

観点から意味内容の類似性に従い分類し、2段階にカテ

ゴリ化した。データのカテゴリ化は、先に20年度分を行

い、その枠組みを参考に21年度分を行った。また、分類

およびカテゴリの命名に当たっては、共同研究者間で協

議し決定した。 

3．倫理的配慮 

 実習倫理演習検討グループ報告書を活用するにあたり、

作成者である実習倫理検討グループメンバー全員に、本

研究の目的等について文書および口頭で説明し、同意書

にて同意を得た。なお、データ源である報告書は、匿名

化された状態で授業記録として資料化され公表されてい

る。 

Ⅲ．倫理教育の改善・充実に向けた取り組みの経緯 

 本学では、平成15年度から、次のような取り組みを実

施してきた。 

 平成15年度に、本学の倫理委員会規程作成に向けた検

討資料を得ることと教員の倫理面の教育に対する意識を

高めることを目的とした質問紙調査を実施した。本学教

員を対象に、授業の中で教えている看護倫理に関連する

内容、教育活動の中で行っている倫理的実践、研究活動

における倫理的課題と倫理的実践等を把握した。さらに

全教員を対象に「本学の看護学士課程における倫理面で

の教育の現状と課題」をテーマに懇談会を開催し、調査

結果の報告とディスカッションを行った。これらの取り

組みから、倫理面から見た本学の教育研究活動の課題と

して、①教員の倫理観を高める、②学生の倫理的感性を

高め、倫理的実践を促すための教育カリキュラムを検討

する、③教育的な学習環境をつくる、の3つが確認され

た。 

 平成16年度には、個人情報保護法施行にあたり、その

内容を理解し、教育への影響と取り組み課題を考えるこ

とを目的として教育能力開発（以下、FDとする）研修

会を開催した。 

 平成17年度には、「領域別実習における個人情報保護

法施行後の影響と取り組み課題」をテーマにFD研修会

を開催し、グループ討議を実施した。実習場面で具体的

に遭遇する課題を検討することにより、実習における対

象者への了解の得方などの課題が挙がり、教職員全体で

の取り組みや実習施設との調整の必要性などを教員は確

認した。 

 平成18年度には、「卒業研究に関わる倫理的配慮の基

本」が卒業研究要綱に記載された。さらに、平成18年度

末に、学生の倫理的感性を高め、倫理的実践を促すため

の教育方法確立のための取り組みとして、教育課程検討

部会と教育能力開発委員会委員が実習倫理教育の先駆的

取り組みを行っている大学を訪問して情報収集と意見交

換を行った。 

 平成19年度には、本学の実習倫理指針の明文化を目指

して「実習倫理検討グループ」を立ち上げた。そして、

教員の倫理的感性を高めるという意味からも、実習倫理

検討グループが中心となりながら、看護系全教員での検

討と共有を行い、実習倫理指針を作成した。まず、実習

倫理として要綱に盛り込むべき内容を検討するために、

教員に対して、平成19年度から要綱に記載された「実習

上のこころがまえ」「倫理的配慮」の活用状況や実習施

設における実習倫理に関する取組状況を調査した。「実

習上のこころがまえ」「倫理的配慮」は、実習前のオリ

エンテーションや実習施設との打ち合わせ時に活用する

教員がいる一方で、活用していない教員もいた。また、

実習倫理に関する各施設の現状はさまざまであった。そ

の後、FD研修会を開催し、実習における倫理的課題と

実習要綱に盛り込むべき内容についてグループディス

カッションを行った。参加した教員は、実習施設への働
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きかけや学生への対応など教員としての自身の取り組み

を考えることができた。また、ディスカッション記録か

ら実習における倫理的課題等を整理した。これらの討議

を経て、実習倫理検討グループが実習倫理指針案を作成

した。案は、各看護学領域において再検討され、修正さ

れた。そして、「実習に関する倫理について」として、

平成20年度の領域別実習要綱および卒業研究要綱に記載

された。 

 さらに、実習倫理検討グループでは、「実習に関する

倫理について」を活用した教育方法について検討し、平

成20年度の領域別実習において、実習倫理に関するグ

ループワークを看護系全教員が協力して実施する計画を

立てた。それらも見据えて、平成19年度末には、FD研

修会を開催し、グループ討議で倫理的課題に関連する具

体的な実習場面や「実習に関する倫理について」の内容

をどのように学生に伝えるかを話し合った。参加した教

員は、要綱の活用や学生への教育方法について具体的な

イメージを描くとともに、自己の倫理観の醸成の必要性

や実習施設との関係づくりの重要性に気づいていた。 

 「実習に関する倫理について」は、看護を学ぶ学生と

してのあるべき姿、学生としての倫理指針、教員として

の倫理指針、実習施設としての倫理的取り組み、学生と

かかわる人々への期待から構成される。学生と教員に関

する実習倫理指針は、表1のとおりである。 

Ⅳ．看護実践における倫理的対応に関する教育展開 

 平成20年度から、初めて臨地実習を行う3年次生を対

象として実施している。3年次の臨地実習は、地域基礎

看護学、育成期看護学および成熟期看護学の3つの領域

別に、各7単位、合計21単位となっている。学生は、3つ

の領域をローテーションする。看護職として、様々な倫

理的な課題に気づき、対処する能力を高めるために、実

習倫理演習を実施してきた。 

 まず、1つ目の領域での実習前（4月上旬）に、倫理的

な側面に関する実習姿勢を確認するために、看護を学ぶ

学生としてのあるべき姿、学生としての倫理指針、実習

における対象者への倫理的配慮等実習倫理要綱を説明す

る。その後、小グループにて、学生の理解状況を確認し

ながら、臨地実習にて生じる可能性のある倫理的問題を

提示して、何が倫理的課題なのかや対応方法について討

議するグループワークを実施する。これにより、倫理的

な感性を高めることを意図している。学生には実習体験

がないので、具体的な事例を提示することが有効である

と考え、平成21年度は、20年度の討議で提示された学生

の実習体験事例を集約して、それを活用した。次に、1

つ目の領域での実習後（6月中旬）に、倫理に適った看

護実践および実習について学生が考えを深めることがで

きるように、再度小グループにて、実習倫理要綱と照ら

しながら、実習体験を通じて気づいた倫理的な課題の提

示を求め、対応方法を討議している。また、各学生が自

己の課題を整理し、次の領域での実習へのモチベーショ

ンを高められるようにしている。 

 さらに、平成21年度からは、2つ目の領域での実習後

（7月下旬）に、学生別に自己の課題への取り組み状況と

3つ目の領域での実習に向けた自己の課題を確認するこ

と及び、3つ目の領域での実習後（11月下旬）に、学生

別に自己の課題への取り組み状況を確認することを追加

している。これにより、実習の全過程を通じて倫理教育

を展開すると共に、学生自身が倫理に関する自己の課題

とそれへの取り組み状況を確認する機会を設けて、主体

的に学習できるようにしている。 

Ⅴ．結果 

 グループワーク実施後に教員が認識していた倫理教育

表1 学生および教員としての実習倫理指針 

＜学生としての倫理指針＞ 

1）看護を学ぶ学生としての責任（7項目） 

2）個人情報を扱う責任（2項目） 

3）学習者としての責任（3項目） 

＜教員としての倫理指針＞ 

1）実習環境の保証 

2）看護の質の保証 

3）学生の倫理観の醸成 

4）実習指導の自己評価と改善（教員の実習指導への基本姿勢） 
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の取り組みの成果と今後の課題についてカテゴリごとに

以下に説明し、分類整理した結果を表2に示す。文章中

カテゴリを《 》、サブカテゴリを＜ ＞で示す。 

1．グループワークの評価 

 《グループワークの評価》として、臨地実習前のグ

ループワークについては、20年度は＜実習前に時間をか

けて話し合う意義＞を認識している教員が一番多かった。

次いで、＜事例を活用する意義＞、＜倫理指針の理解の

深まり＞、＜実習前準備としての意味＞が認識されてい

た。21年度は、＜事例を活用する意義＞や＜実習前準備

としての意味＞を認識した教員が増えていた。 

 臨地実習後のグループワークについては、20年度も21

年度も＜学生自身の体験を踏まえ話し合うことの有効性

＞が一番多く認識されていた。その他に＜臨地実習前後

でグループワークを実施する意義＞、＜時間をかけて話

し合うことの意義＞などがあった。また、20年度には＜

グループで共有する意義＞があがっていたが、21年度に

は学生間での相互作用による＜グループダイナミクス＞

として評価されていた。さらに21年度には、＜実習体験

の振り返りの機会＞としても評価されていた。 

 学生への評価としては、学生の発言や学ぶ態度など＜

学生の姿勢＞を肯定的に評価している意見も数件見られ

た。教員に関する評価には、20年度は＜教員の収穫＞と

して、学生の状況を知る機会になったなど、教育方法を

工夫していくために教員の参考となった内容が出ていた

が、21年度にはグループワークにより教員も倫理につい

て考える機会となったなど、＜教員のFDの機会＞とし

ての認識が追加されていた。その他に、グループ毎に部

屋が分かれてディスカッションが行いやすかったといっ

た、＜話し合う環境の適切性＞についての意見もあった。 

2．実習倫理演習による学生の学習成果 

 臨地実習を体験した後には、《実習倫理演習による学

生の学習成果》に関する意見が出されていた。その内容

は、20年度は＜倫理的な態度・実践への変化＞、＜倫理

に関する理解の深まり＞であった。21年度には、＜倫理

的感性の高まり＞も追加されていた。＜倫理的な態度・

実践への変化＞の内容には、学生の態度について学生間

で注意できるようになっていたや、具体的に倫理的課題

について挙げることができ、考えながら実習に取り組ん

でいた、などであった。＜倫理的感性の高まり＞では、

対象者の気持ちをくみ取ることが大切であることを学ん

でいたや、倫理に関わる場面が多様であること、その判

断基準を自分の中に培う必要があると感じられていた、

などであった。 

3．グループワークの進め方や教員の関わりの工夫 

 《グループワークの進め方や教員の関わりの工夫》と

して実際に行われたこととして、20年度の臨地実習前に

は、自分だったらどうするかや、どう思うかなど、学生

が考えやすい事例を用いて＜学生自身の行動として検討

＞や＜学生の発問の促進＞を行っていた。また、なぜそ

うなのかを＜倫理原則に立脚＞して教員が学生に伝えよ

うとしていた。臨地実習後には、＜「ジレンマ」という

問いで体験を想起＞していた。21年度の臨地実習前には、

＜学生の不安から討議を発展＞、臨地実習後には、＜倫

理的側面を教員が指摘＞、＜学生と異なった視点での問

いかけ＞があった。 

4．グループワーク実施上の課題 

 《グループワーク実施上の課題》として、20年度の臨

地実習前のグループワークでは、＜グループワークの進

め方（考える視点）＞、＜学生の主体的学習の促進＞、

＜イメージしやすい具体的事例＞、＜学生の準備不足＞、

＜教員の倫理的感性の醸成＞のようにグループワークを

運営していくために必要な内容が出ていた。その他に＜

会場の広さ＞や＜時間の不足＞があった。臨地実習後の

グループワークにおいても＜グループワークの進め方

（考える視点）＞や＜時間の不足＞があげられていた。

21年度には新たな意見として、＜目的・成果未達成＞、

＜グループワークの意義＞、＜実習倫理演習の進め方＞

についての意見が出ていた。さらに21年度の臨地実習後

では、＜学生の学ぶ態度の課題＞や＜言葉にする難しさ

＞についての意見があった。 

 一番多く挙がっていた＜グループワークの進め方（考

える視点）＞については、20年度は考えていく視点につ

いて明確なものがなく、これでよかったのか、といった

意見のように教員も迷いが生じている状況であった。 

 しかし、21年度には考える視点として教員から次のよ

うに示されていた。①既修学習と看護実践を連動させて

いく、②常に「なぜ？」と問いかける、③臨地実習前は

教員主導で問題提議する、④「看護職者として」から

「看護学生として」へと考えるプロセスがありそれに応 
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表2 グループワーク実施後に教員が認識していた倫理教育の取り組みの成果と今後の課題 

カテゴリ 
                 サブカテゴリ         ( )内数字は記述数 

20年度臨地実習前 20年度臨地実習後 21年度臨地実習前 21年度臨地実習後 

グループワーク

の評価 

実習前に時間をかけて話

し合う意義（11） 学生自身の体験を踏まえ

話し合うことの有効性(7)

事 例 を 活 用 す る 意 義

（12） 

学生自身の体験を踏まえ

話し合うことの有効性

（6） 

事 例 を 活 用 す る 意 義

（5） 

実習前準備としての意味

（9） 

時間をかけて話し合うこ

との意義（3） 

倫理指針の理解の深まり

（2） 臨地実習前後にグループ

ワークを実施する意義(4)

実習前に時間をかけて話

し合う意義（4） 

実習体験の振り返りの機

会（4） 

実習前準備としての意味

（2） 

グループダイナミクス

（1） 

臨地実習前後でグループ

ワークを行う意義（1） 

学生の姿勢（2） 
時間をかけて話し合う意

義(3) 
学生の姿勢（1） 学生の姿勢（1） 

教員の収穫（2） 
グループで共有する意義

(4) 
教員のFDの機会（2） 

グループダイナミクス

（1） 

  教員の収穫(2) 話し合う環境の適切性(1) 教員のFDの機会（1） 

実習倫理演習に

よる学生の学習

成果 

  
倫理的な態度・実践への

変化(3) 
  

倫理的な態度・実践への

変化（6） 

  
倫理に関する理解の深ま

り(2) 
  

倫 理 的 感 性 の 高 ま り

（3） 

      
倫理に関する理解の深ま

り（1） 

グループワーク

の進め方や教員

の関わりの工夫 

学生自身の行動として検

討（3） 

「ジレンマ」という問い

で体験を想起（1） 

学生の不安から討議を発

展（2） 

倫理的側面を教員が指摘

（1） 

学生の発問の促進（1）     学生と異なった視点での

問いかけ（1） 倫理原則に立脚（1）     

グループワーク

実施上の課題 

グループワークの進め方

（考える視点）（4） 

グループワークの進め方

（考える視点）（5） 

グループワークの進め方

（考える視点）（10） 

グループワークの進め方

（考える視点）（5） 

学生の主体的学習の促進

（3） 
時間の不足（1） 時間の不足（6） 学生の学ぶ態度の課題(1)

イメージしやすい具体的

事例（3） 
  目的・成果未達成（2） 言葉にする難しさ(1) 

学生の準備不足（2）   

グループワークの意義(1) 

  

教員の倫理的感性の醸成

（2） 
    

会場の広さ（1）   実習倫理演習の進め方

（1） 

  

時間の不足（1）     

倫理的感性を高

めるための今後

の課題 

実習中の教員・指導者の

関わり（7） 

倫理的問題について臨地

側と共有・協働して取り

組む体制づくり(7) 

実習中の教員・指導者の

関わり（7） 
倫理的問題の確認（4） 

既習の学習内容を統合で

きるような支援（1） 

学生が倫理的問題につい

て多面的に考えらるよう

支援(4) 

臨地実習における倫理的

問題解決の実践（3） 

学生自身の態度・行動の

振り返り（2） 

体験の振り返りの継続

（1） 

臨地で学生と教員が話し

合える体制の整備(3) 
  

実習中の教員の関わり・

相談体制（3） 

理論を基に実践の場で考

える体系的学習（1） 

臨地でのカンファレンス

の活用(2) 
  講義との連動（2） 

  
学生の疑問を大事にする

関わり(1) 
  視野を広げる工夫（1） 

  
教員の倫理的感性の醸成

(1) 
  

臨地側と協働する体制づ

くり（1） 

  
学生に対する倫理的配慮

(1) 
  

患者－看護者関係の理解

（1） 

  
各クール、他学年での実

施(1) 
    

実習後GWへの

提言 

体験を基にした具体的検

討（7） 
  

体験を基にした具体的検

討（3） 
  

実習前の疑問を実習後に

確認（1） 
  

実習前の疑問を実習後に

確認（2） 
  

倫理指針の活用（1）   倫理指針の活用（1）   

時間・人数配分（1）   グループメンバー構成

（1） 

  

実施時期（1）     

その他 
学 生 の 成 長 へ の 期 待

（1） 
  

発言できない学生への対

応（1） 
実習構成の意義（1） 
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じた事例と時間が必要である、⑤どう行動するかよりも

前に倫理的問題とは何かを考える、⑥要綱の内容（倫理

指針）を看護実践上の行動につなげる、⑦学生の立場や

責任および看護職者としての責任を考え導く、⑧学生自

身の問題として考えられるようにファシリテートする、

であった。 

5．倫理的感性を高めるための今後の課題 

 《倫理的感性を高めるための今後の課題》としては、

臨地実習前には、＜実習中の教員・指導者の関わり＞の

必要性について挙げている教員が多かった。その内容と

して、実習の体験を振り返られるように実習中の教員の

関わりが大切、体験前は患者の視点から考えにくいため

臨地で継続的にサポートできるとよいなどがあった。そ

の他には＜臨地実習における倫理的問題解決の実践＞、

＜既習の学習内容を統合できるような支援＞、＜理論を

基に実践の場で考える体系的学習＞、＜体験の振り返り

の継続＞であった。20年度の臨地実習後には、＜倫理的

問題について臨地側と共有・協働して取り組む体制づく

り＞や＜臨地で学生と教員が話し合える体制の整備＞な

ど臨地実習での教員・指導者の関わりを進めていく上で

必要な実習体制について挙げている教員が多かった。そ

の他に学生への関わりの内容として＜学生が倫理的問題

について多面的に考えられるように支援＞、＜学生の疑

問を大事にする関わり＞、＜学生に対する倫理的配慮＞

があり、それを実現するために教員の能力として必要な

＜教員の倫理的感性の醸成＞についても課題として出て

いた。21年度の臨地実習後には、＜倫理的問題の確認＞、

＜学生自身の態度・行動の振り返り＞、＜患者－看護者

関係の理解＞など倫理的感性を高めるための考えていく

視点についても具体的に挙げられていた。その他に＜臨

地でのカンファレンスの活用＞、＜講義との連動＞や＜

視野を広げる工夫＞があった。 

6．臨地実習後グループワークへの提言 

 《臨地実習後グループワークへの提言》では、20年度

には、＜体験を基にした具体的検討＞、＜実習前の疑問

を実習後に確認＞、＜倫理指針の活用＞、＜時間・人数

配分＞、＜実施時期＞、21年度には新たに、＜グループ

メンバーの構成＞があった。 

 

Ⅵ．考察 

 教員が認識していた倫理教育の取り組みの成果と今後

の課題から、教員の教育能力に係わる認識の変化、倫理

的感性の高まり、倫理的実践能力を高めるための工夫を

あげ、看護実践における倫理的な対応に関する学士課程

教育の方法について考察する。 

1．教員の認識の変化 

 初年度の教員の意見・感想からは、20年度は考えてい

く視点について明確なものがなく、これでよかったのか、

といった意見のように教員もグループワーク運営の迷い

が生じていたことがわかった。倫理的感性を高めるため

の今後の課題としては、＜実習中の教員・指導者の関わ

り＞や＜倫理的問題について臨地側と共有・協働して取

り組む体制づくり＞などが挙げられており、今回のグ

ループワークは、倫理的な側面から実践を点検すること

や臨地側看護職と共に進めていくことが十分になされて

いなかった状況を認識し、その必要性を確認する機会と

なっていたと言える。2年目の21年度も＜実習中の教

員・指導者の関わり＞については同じように挙げられて

いたが、臨地側との協働体制づくりに関する意見は少な

く、＜倫理的問題の確認＞や＜自己の行動の振り返り＞

など具体的な教育の手法について言及している意見が出

ていた。また、＜グループワークの進め方（考える視

点）＞についても迷いが生じている状態から、2年目に

は倫理的な問題に迫っていくための考える視点について

言及している意見が多くみられた。これらのことから、

初年度の経験から学生の準備状況がわかり、教員の中で

グループワークの目的が明確になってきたことや、臨地

実習中にも意識的に倫理的な側面について考えていく中

で、学生の倫理的感性を高めるための教育方法への示唆

を得てきたと考える。 

2．教員の倫理的感性の高まり 

 21年度には20年度より多く実習倫理演習による学生の

学習成果に関する内容が挙がり、＜倫理的な態度・実践

への変化＞、＜倫理に関する理解の深まり＞の他に、新

たに＜倫理的感性の高まり＞が追加されていた。この内

容は、倫理に関わる場面が多様であること、その判断基

準を自分の中に培う必要があると感じられていたなど、

倫理に関する捉え方や倫理的実践を具体的に表現したも

のになっていた。このような学生の変化を捉えるにも教
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員の倫理的感性が必要である。さらに、実習倫理演習と

して倫理に焦点を当てた教育を行うことにより、その後

の実習での教員の関わりに変化があり、学生の＜倫理的

な態度・実践への変化＞にも影響していたと考える。こ

れらのことから、教員の倫理的感性の高まりが推察され

る。 

3．倫理的実践能力を高めるための工夫 

 《グループワークの進め方や教員の関わりの工夫》と

しては、臨地実習前には、＜学生自身の行動として検討

＞、＜学生の発問の促進＞、＜倫理原則に立脚＞、＜学

生の不安から討議を発展＞のように、学生自身が臨地実

習に臨む準備となるような学生自身の行動確認や基本を

押さえるグループワークを工夫していた。臨地実習後に

は、＜「ジレンマ」という問いで体験を想起＞、＜倫理

的側面を教員が指摘＞、＜学生と異なった視点での問い

かけ＞を行っていた。これらは、倫理的側面を捉える視

点を広げていくための工夫といえる。 

 《グループワーク実施上の課題》としても21年度には

＜グループワークの進め方（考えていく視点）＞として

具体的な意見が出されていた。その内容は倫理的側面を

考えるための工夫として、次の3つの側面に整理するこ

とができた。まず1つ目は考えていくプロセスについて

である。具体的には、どう行動するかよりも前に倫理的

問題とは何かを考える、「看護職者として」から「看護

学生として」へと考えるプロセスがありそれに応じた事

例と時間が必要である、などであった。2つ目は考えて

いく方法についてである。その方法として、既修学習と

看護実践を連動させていく、要綱の内容（倫理指針）を

看護実践上の行動につなげる、などがあった。3つ目は、

教員の役割についてである。具体的役割としては、学生

の立場および責任や看護職者としての責任を考え導く、

学生自身の問題として考えられるようにファシリテート

する、などであった。 

 以上のことから、倫理的実践能力を高めるための工夫

として、臨地実習前には、実習に向かう学生自身の態度

や行動など実習における基本を確認する、臨地実習後に

は、倫理的側面を捉える視点を広げていく。また、まず

は、「看護職者として」看護とその責任について考え、

次に自分の立場とその責任をわきまえた学生自身の倫理

的実践につながるように、「看護学生として」へと順序

性を考え進めていく、倫理的な問題とは何かを考え、抽

象的な内容を具体的実践につなげていく、学生自身が考

えていくことができるように教員の役割を認識すること

が必要であると考える。 

4． 学士課程における看護学実習を通じた倫理的対応に

関する教育の方法 

 実習倫理演習におけるグループワークでは、臨地実習

前には、＜実習前に時間をかけて話し合う意義＞、＜事

例を活用する意義＞、＜実習前準備としての意味＞、臨

地実習後には＜学生自身の体験を踏まえ話し合うことの

有効性＞、＜臨地実習前後でグループワークを実施する

意義＞、＜時間をかけて話し合うことの意義＞、＜実習

体験の振り返りの機会＞などが評価されていた。＜グ

ループダイナミクス＞については、臨地実習前後で評価

されていた。これらの評価から、看護学実習を通じた倫

理的対応に関する教育の方法として、臨地実習前には、

実習で起こりうる倫理的問題についてイメージできるよ

うに具体的事例を活用し、臨地実習前に時間をかけて話

し合うこと、臨地実習後には、学生自身の実習体験をグ

ループで共有しながら振り返り、学生間の相互作用を大

事にしながら、時間をかけて体験の意味を確認すること

に意義があると考えられた。 

 倫理教育における事例検討については、倫理的問題を

患者と看護師の世界の中でしっかりと捉えることができ

るといった利点から倫理学の主要な教育ツールとなって

いる7）。事例検討の中でも学生自身が体験した事例を振

り返りながら倫理的な意味を確認する方法は、学生が他

者との関係性を深く捉えながら自身の行為を考える機会

となるため、より効果的な方法であると考える。しかし、

他学生や教員と共有することに戸惑いを感じる事例も考

えられるため、教員の倫理的感性を高め、学生への倫理

的配慮を十分に行う必要がある。 

 《倫理的感性を高めるための今後の課題》として教員

から一番多かった意見は、＜実習中の教員・指導者の関

わり＞であった。教員は、＜学生が倫理的問題について

多面的に考えられるように支援＞、＜学生の疑問を大事

にする関わり＞、＜学生に対する倫理的配慮＞ができる

ように、＜倫理的問題について臨地側と共有・協働して

取り組む体制づくり＞や＜臨地で学生と教員が話し合え

る体制の整備＞を進めていく必要がある。＜体験の振り
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返りの継続＞、＜自己の行動の振り返り＞、＜倫理的問

題の確認＞、＜患者－看護者関係の理解＞は、実習中に

も必要であるが、実習倫理演習のように時間をかけて体

験を振り返り話し合う機会もち、それを継続していくこ

とがより効果的であると思われる。さらに、このような

機会は、＜理論を基に実践の場で考える体系的学習＞の

中に組み込まれることに意義があり、＜臨地実習におけ

る倫理的問題解決の実践＞があって学生自身の体験を振

り返ることができるため、既修学習と実習を連動させ、

繰り返し体験の意味を問う働きかけが必要である。 

 以上のことから、学士課程における看護学実習を通じ

た倫理的対応に関する教育の方法として、既修学習と看

護学実習を連動させた体系的学習、教員と臨地指導者の

協働体制を強化した倫理的問題解決の実践、体験の意味

を振り返る学習が必要である。 

Ⅶ．おわりに 

 本学における看護実践に関する倫理教育への取り組み

から発展し、20・21年度に試行した実習倫理演習後の教

員の意見・感想から取り組みの成果と課題を確認した。

成果としては、学生の倫理的感性の高まりなど学生の学

修成果や、倫理的側面を考える視点の明確化など教員の

教育能力開発としての成果も確認できた。課題としては、

教員・臨地実習指導者等の関わりなど倫理教育を充実さ

せていくための具体的内容が整理され、学士課程におけ

る看護学実習を通じた倫理的対応に関する教育の方法に

示唆を得ることができた。 

 倫理的感性は即時的に高まるものではなく、じっくり

考えることを繰り返し継続することにより醸成されると

考えるため、本学が目指す看護専門職を育成するために、

教員のFD活動や臨地実習指導者等との協働により教育

能力および環境を充実させながら、4年間を通した体系

的な倫理教育を充実させていく必要がある。 
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岐阜県立看護大学 成熟期看護学領域 Nursing of Adults, Gifu College of Nursing 

〔研究報告〕 

Ａ県の医療機関における緩和ケアチームの活動の現状と課題 
 

奥村 美奈子 

 

Current Status and Issues of Palliative Care Team of Hospital in A Prefecture 

 

Minako Okumura 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 2004年に厚生労働省が実施した終末期医療に関する調

査1)では、終末期における療養の場ついて66％が自宅で

最期まで療養することは困難と考えていることが確認さ

れている。また、在宅で最期を迎えるがん患者は全がん

患者死亡者の僅か6％との報告がある2）。このような現状

に対して、がん患者の在宅療養支援体制整備に向け先駆

的な取り組みが報告されているが3,4)、各地域において社

会資源や住民の意識等、在宅療養支援体制を整備する上

での諸条件が異なるため、それぞれの地域の特徴を踏ま

えながら、独自の支援体制づくりを模索している段階に

ある。A県においても、2007年4月に施行された「がん対

策基本法」の基本計画に在宅医療の充実を図ることが明

記されたことを受け、がん対策推進計画を策定し、終末

期がん患者の在宅療養支援体制整備に向けた取り組みを

始めた。 

 終末期がん患者の在宅移行や在宅での療養継続を可能

とする要因として、がんの進行に伴って生じる多様な苦

痛症状が緩和されていることやその方法が簡便であるこ

とが明らかにされている5～7)。苦痛症状の緩和は精神的

な安寧や生きる希望につながり、その状態に至って患者

や家族は在宅での療養を検討することが可能になると考

える。こうしたことから、終末期がん患者の在宅療養支

援体制を整えていく上での重要な要素として、医療機関

において患者の苦痛症状の緩和を適切に図る体制を整備

していくことは不可欠である。近年、各医療機関におい

て緩和ケアチームの立ち上げが進められており、がん患

者の苦痛症状の緩和に対して主導的な役割を果たしてい

る8）。A県においても、がん患者が多く入院している医

療機関を中心に緩和ケアチームを編成する取り組みがな

されているが、その活動の状況については明らかになっ

ていない。 

 本研究の目的は、A県の終末期がん患者の在宅療養支

援体制整備の視点から、県内医療機関の緩和ケアチーム

の活動状況を明らかにし、緩和ケアチームの活動の充実

に向けたあり方を検討することである。 

Ⅱ．研究方法 

1．調査対象 

 A県下のがん医療において中核的役割を期待されてい

る都道府県および地域がん診療連携拠点病院の7施設、

がん患者の多くが地域の治療機関として選択することが

予測される市立病院および厚生連の病院13施設の合計20

施設とした。 

2．調査方法 

 調査方法は郵送法による質問紙調査とし、研究者宛て

の返信用封筒を同封した。各施設の看護管理者宛に、看

護管理者用質問票と緩和ケアチーム看護師用質問票を郵

送し、緩和ケアチームを有する施設では緩和ケアチーム

看護師に質問票（A4判2枚）を渡してもらうよう依頼し

た。調査期間は2008年8月から10月とした。 

 看護管理者に対する主な調査項目は、①緩和ケアチー

ムの有無、②緩和ケアチームがある場合は活動開始時期

と緩和ケア診療加算算定の有無、③緩和ケアチーム構成

員の職種、の3項目とし、①及び②の緩和ケア診療加算

の算定については有無を選択し、②の活動開始時期及び
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③については質問内容に対する記入を求めた。 

 また、緩和ケアチーム看護師に対する主な質問項目は、

①所属と職位、②緩和ケアチームの活動状況として、依

頼方法、活動方法、2007年度の相談内容と件数、③緩和

ケアチームの活動を通じて困難・課題と感じていること

とした。①と②の相談内容と件数はその内容を記入、②

の依頼方法と活動方法は選択肢からの回答、③は自由記

述とした。 

3．分析方法 

 看護管理者の質問項目①～③と緩和ケアチーム看護師

への質問項目①②については、質問項目毎に回答を整理

し、一覧とした。また有無を問うている項目は、その件

数を集計した。緩和ケアチーム看護師への質問項目③は

相談内容毎に集約した。 

 緩和ケアチーム看護師への質問項目③の分析は病院全

体を対象として活動しているチームからの回答に限った。

記述内容を損ねないように要約・整理し意味内容が類似

するものを集約し、内容を要約し小分類とした。更にま

とめられる場合は類似するものを集約し、内容を要約し

大分類とした。本文中では大分類を【 】で、小分類を

＜ ＞で表した。 

4．倫理的配慮 

 研究依頼文書に研究の目的・趣旨および匿名性の確保、

情報の管理および破棄について、協力を断っても不利益

が生じないことを明記し、調査票とともに郵送した。ま

た、匿名性確保の目的により回答用紙受理次第施設名を

記号化するため、回答返送後の研究協力取り消しは困難

であることを明記した。緩和ケアチーム看護師について

は、看護管理者から調査用紙を渡されるため、返送用封

筒を看護管理者用とは別とし、研究協力における緩和ケ

アチーム看護師の自由意思が確保されるよう努めた。 

 本研究は、岐阜県立看護大学大学院看護学研究科論文

審査部会に倫理審査を申請し、平成20年5月27日に承認

を得た（通知番号20-A012-2）。 

Ⅲ．結果 

1．看護管理者の調査結果 

 20施設中看護管理者からの回答が得られたのは10施設

であった。内訳は、都道府県及び地域がん診療連携拠点

病院3施設、市立病院5施設、厚生連が2施設であった。

10施設の中で緩和ケアチームを有していると回答があっ

たのは8施設で、活動開始年度は2004年が2施設、2005年

が1施設、2006年が2施設、2007年が3施設であった。緩

和ケア診療加算の算定については、8施設全てが算定を

していなかった 

 また、緩和ケアチームありと回答した8施設中、組織

として認められ院内全体を対象として活動しているのは

7施設であり、1施設は病棟のみの活動に留まっていた。 

 院内全体で活動していると回答があった7施設（施設

№1～6と8）中、看護師がメンバーになっているのは6施

設で、内2施設はがん性疼痛認定看護師がメンバーと

なっていた。   

 また、看護師、医師、薬剤師がメンバーとなっている

のは5施設で、この3職種以外のメンバーとしては栄養士、

理学療法士、臨床心理士、歯科衛生士、社会福祉士が認

められた。さらに、１チームの職種数は、5職種が4施設、

4職種が1施設、3職種が2施設であった。結果を表1に示

した。 

2．緩和ケアチーム看護師の調査結果 

 緩和ケアチーム看護師からの回答は6施設より得られ

た。内訳は、看護管理者より「緩和ケアチームあり」と

回答を得た8施設の中の施設№1～3と5、7の5施設、看護

管理者から回答は得られなかったが緩和ケアチーム看護

師のみ回答が得られた1施設であり、合計6施設となった。

緩和ケアチーム看護師のみ回答が得られ施設は施設№11

を付した。 

1）回答者の所属および職位 

 回答者の所属は、病棟2名、地域連携部門2名、緩和ケ

ア部門1名、看護部が1名で、緩和ケア部門に所属する1

名は緩和ケアチーム専従看護師として活動していた。ま

た、職位は師長2名、副師長・主査が3名、スタッフが1

名であった。 

2）緩和ケアチームへの依頼・活動方法と相談件数 

 緩和ケアチームの依頼方法は、所定の用紙が3施設、

電話や口頭が2施設、チームメンバーが直接決定するが1

施設であった。依頼者は、医師と看護師が4施設、看護

師が1施設、医師・看護師と患者や家族からが1施設で

あった。 

 活動方法は、定期的に病棟ラウンドが4施設、その他

が2施設でその内1施設は主にオンコールでの活動と週1
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回の定期的な病棟ラウンドを併用していた。また、緩和

ケアチームのカンファレンスは、週1回が3施設、2週間

に1回が1施設、必要時開催が2施設であった。2007年度

の相談件数は、50件台が2施設、30件台が1施設、10件台

が1施設で、1施設は未記入であった。結果を表2で示し

た。 

3）2007年度の主な相談内容 

 緩和ケアチームへの相談内容としては、疼痛コント

ロール、疼痛以外の身体症状の緩和、精神症状および精

神面への支援、退院や在宅療養への支援、その他として

治療方針に関する調整や今後の治療に関する相談等で

あった。結果を表3に示した。 

4）緩和ケアチームの活動を通じて看護師が困難・課題

と感じていること 

 「緩和ケアチームの活動を通じて、困難・課題と感じ

ていること」については回答を得た6施設中、病院全体

表1 緩和ケアチームの概要と構成メンバー 

施

設

№ 

緩和ケア

チームの

有無 

開始年 

緩和ケア

診療加算

算定の有

無 

緩和ケアチーム構成メンバー（人数） 

看

護

師 

医

師 

薬

剤

師

栄

養

士

理

学

療

法

士

臨

床

心

理

士

歯

科

衛

生

士

社

会

福

祉

士

備考 

1 有 2007年 無 1 2 1 1    医師：麻酔科1名・精神科1名 

2 有 2007年 無 4 7 1 1 1 看護師：がん性疼痛認定看護師1名含む 

3 有 2004年 無 1 2 1 看護師：がん性疼痛認定看護師 

4 有 2006年 無 5 1 1 1 1

5 有 2006年 無 9 4 4 2 1

6 有 2004年 無 7 1 1

7 有 2007年 無 
不

明        

1病棟での活動。メンバーは看護師のみ。人数

は未記入のため不明 

8 有 2005年 無 
     

看護師・医師・薬剤師・栄養科職員・理学療

法士の合計13名で構成（職種別人数は不明） 

9 無 

10 無                 

 

表2 緩和ケアチームへの依頼・活動方法と相談件数 

施

設

№ 

依頼方法     依頼者  チームの活動方法   
緩和チーム 

カンファレンス 
2007年度

相談件数所定 

用紙 

電話 

口頭 

連絡 

その他 医師 看護師 
患者家族

から直接

定期的に 

病棟ラウンド
その他 定期開催 

必要時

開催 

1 ○     ○  ○（2）   ○（3）   ○ 週1回   50 

2 ○     ○ ○   ○ 週1回   ○ 週1回   11 

3 ○     ○ ○   ○ 週1回   ○ 週1回   51 

5   ○   ○ ○   ○ 週1回     ○ 36 

7      ○（1）   ○     ○   ○ 未記入 

11   ○   ○ ○ ○   ○（4） ○2週に1回   20 

注） 

（1）チームが介入者を決定する 

（2）必ず医師を通す 

（3）週1～4回、患者によって変わる。ラウンドを担当する医師・看護師・薬剤師・栄養士が各自でおこなう。チーム全員は集ま

りにくいことと、患者の負担になるため 

（4）主にオンコールの活動と毎週水曜日に定期的な病棟ラウンドをしている 
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を対象として活動をしている5施設（施設№1～3、5、

11）を分析対象とした。記述数は全部で20得られ、

【チームの人的整備が不十分】【主治医と協働した活動が

できない】【病棟看護師と十分に協働できない】【コメ

ディカルとの連携不足】【活動に対する組織の理解が十

分得られていない】【チームへの依頼が少ない】【患者・

看護師が抱く「緩和」に対する誤ったイメージがチーム

の介入の障害となる】【病棟の看護師・医師に対して、

疼痛コントロールの基礎知識やがん患者を捉える視点の

不足を感じる】の8つに分類された。 

 【チームの人的整備が不十分】には＜チームメンバー

が兼務のため活動時間の調整が困難＞＜専任医師・専従

看護師の不在による緩和ケアチームの人的整備の遅れ＞

の2つが含まれた。 

 【主治医と協働した活動ができない】には＜緩和ケア

チームと協働することに対して主治医の理解が得難い＞

＜緩和ケア・緩和ケアチームの活動に対する医療者側の

理解が十分得られていない＞の2つが含まれ、【病棟看護

師と十分に協働できない】には＜病棟看護師が多忙のた

め、緩和ケアチームと十分に協働できない＞が含まれた。 

 【コメディカルとの連携不足】には＜コメディカルと

の連携が不足している＞、【活動に対する組織の理解が

十分得られていない】には＜活動に対する組織の理解が

十分に得られていないと感じる＞、【チームへの依頼が

少ない】には、＜チームの依頼が少ない＞が含まれた。

【患者・看護師が抱く「緩和」に対する誤ったイメージ

がチームの介入の障害となる】には＜患者・看護師が抱

く「緩和」という言葉に対する誤ったイメージがチーム

の介入の障害となる＞が、【病棟の看護師・医師に対し

て、疼痛コントロールの基礎知識やがん患者を捉える視

点の不足を感じる】には＜がん性疼痛の初歩的介入が不

足している部署がある＞＜病棟の看護師・医師に患者を

トータルに捉える視点が不足している＞が含まれた。結

果を表4で示した。 

Ⅳ．考察 

1．緩和ケアチームの人的整備の必要性 

 活動を通じての課題として【チームの人的整備が不十

分】が認められ背景には、殆どの施設においてチームメ

ンバーは各部署に所属し、主に定期の病棟ラウンドやカ

ンファレンス等の時に緩和ケアチームとして活動すると

いう形態をとっている現状がある。看護師の場合でも緩

和ケアチーム専従看護師として活動しているのは1名で

あったことが示すように、緩和ケアチームの活動に専

任・専従する医師や看護師が少ないことは、結果的に緩

和ケアチームの適時の介入を困難にさせ、特にチームの

定期活動日以外で早急に対応が必要となる事例に対して

タイムリーに対応できない現状を生み出していると考え

る。 

 チームの人的整備において、専任医師の確保は全国調

査においても困難な現状が示されており9)A県も同様の状

況である。一方、看護職についてはがん性疼痛認定看護

師をはじめ緩和ケアに関する専門的知識と技術を有する

看護職の養成が行われ、有効な活動をしている。このこ

とから、緩和ケアに対する専門性の高い看護職を緩和ケ

アチームに専従として配置し、横断的な活動を保障とす

ることで、早急な対応を必要とする事例に対する適時効

果的な支援が可能となると考える。 

 また、チームは主に看護師、医師、薬剤師の3職種が

主な構成メンバーで、その他の職種については各施設に

違いがあった。がん患者の病状の複雑さと患者や家族の

多岐に渡るケアニーズに対応していくためには、多様な

職種がチームメンバーに加わり支援していくことが必要

となる。こうしたことから、チームの人的整備において

は各施設の条件を踏まえながら、多職種でのチーム編成

が促進されていく必要がある。 

2．主治医との協働への取り組み 

 【主治医と協働した活動ができない】といった意見の 

表3 2007年度の主な相談内容 

・疼痛コントロール 

・疼痛以外の身体症状緩和 

  食欲不振・倦怠感・腹満感・浮腫・発熱・咳・呼吸困難・喘鳴・ 

  黄疸・腹部膨隆・不眠・嘔気・嘔吐・痺れ 

・精神症状および精神面への支援 

  抑うつ・せん妄・「死にたい」といわれる方への対応 

  未告知による精神的苦痛への対応 

・退院・在宅療養への支援 

  退院支援・在宅移行への希望に対する対応 

・その他 

  医師・看護師、患者・家族との治療方針の相違に関する調整 

  患者より、今後の治療や自分の生き方・家族ケア 
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表4 緩和ケアチームの活動を通じて、困難・課題と感じていること 

大分類 小分類 記述内容 

チームの人的整備が

不十分 

チームメンバーが兼務のた

め活動時間の調整が困難 

チームメンバーそれぞれ兼務しているため、自由性がなく、タイムリーに対応できな

い。 

兼任者で成り立っているチームのため、チームの調整が困難。 

チームとしてなかなか集まる時間を持つことが難しい。 

緩和ケアチームとしての活動は、現在週1日だけである。せっかく依頼が来ても、直

ぐに対応できない。また、週1回では活動できることに限界がある。 

専任医師・専従看護師の不

在による緩和ケアチームの

人的整備の遅れ 

緩和ケアチームの体制整備の遅れ。がん拠点病院の緩和ケアチームには、タイム

リーに随時対応する体制として、専任医師・専従看護師をおくことが望まれている

が、対応できていない。 

主治医と協働した活動

ができない 

緩和ケアチームと協働するこ

とに対して主治医の理解が

得難い 

院内にはがん性疼痛があるのに麻薬を使ってもらえない患者がいる。そこへの介

入が困難である。 

医師の中でも他部門の介入を嫌がる医師もいる。 

一部の医師に、緩和ケアチームの意味が理解してもらえていない現状がある。 

主治医の考え方を理解し、チームとして不快を与えないような関わりが必要である。

その中で、病棟の看護師の意向を伝えたり、緩和の考え方をカルテに記載するの

が難しい。 

緩和ケア・緩和ケアチームの

活動に対する医療者側の理

解が十分得られていない 

医師の理解が得られない、患者に緩和ケアチームの介入について説明されていな

い等、体制の問題、承諾の問題などから、患者への直接介入ができない。 

病棟看護師と十分に

協働できない 

病棟看護師が多忙のため、

緩和ケアチームと十分に協

働できない 

チームとして回診に行っても、病棟の看護師は忙しくて対応できないことが多い。 

急性期の患者と混合であるため、ゆとりをもって関わりたいと思っているプライマリー

ナースがいるが、様々な病期の患者をもちながら調整できず、ジレンマを感じてい

るスタッフがいる。スタッフに対する支援体制が十分確立できていない。 

コメディカルとの連携

不足 

コメディカルとの連携が不足

している 
コメディカルとの連携が不足している。 

活動に対する組織の

理解が十分得られて

いない 

活動に対する組織の理解が

十分に得られていないと感じ

る 

病院・組織・トップの理解が十分に得られないと感じることがある。活動意欲の継続

が困難と感じることがある。 

チームへの依頼が少

ない 
チームへの依頼が少ない 

チームの認知度が低いこと、依頼が少ない。 

コンサルト型に変更したら、依頼が減少した。 

患者・看護師が抱く

「緩和」に対する誤っ

たイメージがチームの

介入の障害となる 

患者・看護師が抱く「緩和」と

いう言葉に対する誤ったイ

メージがチームの介入の障

害となる 

緩和という言葉が（患者に）「死」をイメージする傾向にあり、介入や依頼の壁になっ

ている。 

緩和のイメージから、病棟看護師が緩和ケアチームの介入について患者に説明し

難いのか、介入承諾をとらないままの依頼が多く、カルテ診察となっている。 

病棟の看護師・医師

に対して、疼痛コント

ロールの基礎知識や

がん患者を捉える視

点の不足を感じる 

がん性疼痛の初歩的介入が

不足している部署がある 

疼痛アセスメント・評価ができる部署もあるが、全体的に疼痛についての初歩的介

入がまだ不足している部署がある。 

病棟の看護師・医師に患者

をトータルに捉える視点が不

足している 

チームが介入した事例や事例検討会を通し関わったスタッフは緩和ケアについて

知識やケアを学ぶことができるが、その他多くの看護師・医師は、若く経験年数も少

ないため、患者をトータルに看る視点が不足している。 
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背景には、医師の緩和ケアに対する理解や知識の不足と

ともに、患者の治療に責任ある立場から他の診療科医師

や緩和ケアチーム等の他者の介入を好まない主治医の思

いが反映していると考える。 

 緩和ケアに対する医師の理解や知識の不足に対しては、

2007年に施行された「がん対策基本法」に基づき、がん

診療連携拠点病院や国立がんセンターで実施される緩和

ケア研修の受講を推進する取り組みがされつつあり、知

識や技術については一定の改善が期待されるが、一方で

他者の介入を好まない主治医の思いを変えていくことに

は困難があると考える。高宮は、緩和ケアを専門とする

医師の立場から緩和ケアチームの介入を拒む医師の現状

について、緩和ケアの知識の不足に加え、がんの診断と

治療はできても、治らない患者にどう接して良いか分か

らず無力感や敗北感に苛まれている医師の心理を示し、

こうした医師への心理に焦点を当て関わることの必要性

を述べている10）。緩和ケアチームによる患者への支援を

可能とするためにも、チームメンバーは拒否的な態度を

とる主治医に対して、その心理に焦点を当てながら介入

の必要性を伝え、主治医との関係を形成していくことも

重要であると考える。 

3．病棟看護師との協働の促進 

 【病棟看護師と十分に協働できない】といった背景の1

つには、病棟看護師が多忙さゆえに緩和ケアチームとの

カンファレンスに参加できない現状がある。患者への支

援を考える上で特に対象患者を担当する病棟看護師がカ

ンファレンスに参加することは重要であるが、多忙な病

棟勤務の中でカンファレンス参加への時間を作り出すこ

とは個々の看護師にとっては難しい場合もあり、特に経

験の浅い看護師は自力で調整できないことが多いと推察

する。こうした状況を改善するために、まず病棟師長や

リーダー看護師が緩和ケアチームとのカンファレンスに

該当患者の担当看護師が参加することの重要性を十分理

解し、看護師の参加が可能となるよう勤務の調整を図る

必要がある。 

 一方、緩和ケアチーム看護師も病棟の看護師長やリー

ダー看護師と密に連携を取り、緩和ケアチームの意思を

伝え、緩和ケアチームの存在がケアの充実に有効である

ことを強く認識できるよう働き掛ける必要がある。こう

した働き掛けを継続していくことで、病棟看護師との協

働の基盤が形成され、結果的には【チームへの依頼が少

ない】といった課題の解決にも結び付いていくと考える。 

 更に、温井は自施設における相談件数が少ない現状を

捉え、看護師はチーム医療の必要性・重要性は理解して

いても、実際はチーム医療に馴染みがないことが件数を

伸ばさない要因の一つとし、院内教育の開催や緩和リン

クナースの配置による病棟との連携体制の強化を挙げて

いる11）。緩和ケアチームに所属する看護師が院内学習会

の企画やリンクナースの配置などを組織に提案し具体的

に運営することは、病棟看護師の緩和ケアに関する知識

を深めることや意識の変革につながり、緩和ケアチーム

と病棟看護師との連携を促進させると考える。 

4．「緩和ケア」に関する啓発活動 

 【患者・看護師が抱く「緩和」に対する誤ったイメー

ジがチームの介入の障害となる】という意見の背景には、

多くの患者が「緩和ケア」とは治療が無効となった後に

行われるケアであり、近い将来の「死」をも意識させる

言葉として認識している現状があると推察される。温井

は医療職者だけでなく患者・家族にも「がんの治療優

先」という考えが強く、緩和ケアは終末期だけという意

識がまだ強いと指摘している12）。さらに2008年に実施さ

れた医療用麻薬のイメージについての調査では、「痛み

が和らぐ」との回答が82.7％で1位である一方、「最後の

手段だと思う」が60.5％で2位であったとの結果が報告

されている13）。WHOの定義では、緩和ケアとはがんの

診断の直後から行われるとされているが、一般の国民に

とっては「がん末期」のイメージが強く、緩和ケアチー

ムの支援対象となることへの抵抗感を完全に払拭するこ

とは容易ではないと思われる。また、今回の結果から、

患者のみならず、看護師が患者に対して緩和ケアについ

て正しく説明できないため、チームの介入が必要な事例

であっても依頼に結びつかないことが確認された。 

 これらの現状を踏まえ、緩和ケアチームが適切な時期

に介入できるよう、日々の活動や研修会・学習会の開催

を通じて医療職者の意識に働き掛けるとともに、医療機

関の内外での広報活動によって、患者や家族は元より、

一般の人たちへの緩和ケアに対する啓発にも取り組んで

いく必要があると考える。 
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Ⅴ．本研究の限界と課題 

 本研究はA県下でがん医療を担っている20施設を調査

対象としたが、十分な回収率を得ることができなかった。

そのため、A県の現状を十分に反映した結果および考察

には至らず、一般化する上でも限界がある。以上の限界

を踏まえ、今後は緩和ケアチームの詳細な現状の把握を

進めるとともに、活動の充実に向けて取り組んでいくこ

とが課題である。 

Ⅵ．まとめ 

 A県下の終末期がん患者の在宅療養支援体制の視点か

ら、医療機関における緩和ケアチームの活動状況と活動

を通じての問題や課題を明らかにし、緩和ケアチームの

活動の充実に向けたあり方を検討した。チームの構成メ

ンバーは看護師・医師・薬剤師を主要メンバーに各施設

の状況に応じてチームを編成し、定期的に病棟ラウンド

等を行っていた。 

 今回の結果より、緩和ケアチームの活動の充実に向け、

専従看護師の配置や多職種が協働するチーム作りに取り

組むとともに、緩和ケアチームが病棟看護師及び主治医

との協働を強化していく必要性が確認できた。また、緩

和ケアチームの適時の介入を可能とする上で、地域住民

に対し「緩和ケア」に関する啓発活動を行うことの必要

性が示唆された。 
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看護学科卒業時の看護実践能力を担保するための教育の開発 
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Development of the Education to Secure Nursing Practice Competency  

at the time of the Graduation from Gifu College of Nursing 

 

Mitsuko Kitayama１）, Mitsuko Matsushita１）, Mihoko Ryoha２）, and Yasuko Ishii３） 

 

 

Ⅰ．はじめに 

 わが国の学士課程における看護学教育は、保健・医

療・福祉をとりまく社会情勢の変化やこれらに対する国

民ニーズの高まりを背景として、社会の要請に応えられ

る確かな専門性と豊かな人間性を兼ね備えた資質の高い

看護職者の育成が求められている1)。 

 文部科学省は、平成13年度には、看護学教育の在り方

に関する検討（第一次）を行い、看護実践能力育成とい

う観点から教育内容のコアを構成する重要な要素である

「看護実践を支える技術学習項目」を示し、併せて臨地

実習指導体制や教育の質向上のための組織づくりを提言

した。引き続き、平成16年度には、第2次の看護学教育

の在り方検討会において、各看護系大学が独自性を維持

しつつ共通認識できる看護実践能力の卒業時到達目標を

提示し、学生の看護実践能力の質を保証する仕組みづく

りとして、卒業時の評価方法への言及もなされた。 

 平成20年12月には、中央教育審議会答申「学士課程教

育の構築に向けて」において、各専攻分野を通じて培う

学習成果の参考指針（学士力）が示され、看護系大学に

おいても、当該大学の学生の実態に即した学習成果の具

体的な達成水準等主体的に考えていくことが求められた2)。

これにより、筆者らは看護学の学士課程においても、学

士力を念頭においた卒業時の到達目標の設定の重要性を

再確認した。 

 岐阜県立看護大学看護学科は、平成12年の開学当初か

ら、真に国民・県民のニーズに応えられる看護職を育成

するために、独自の教育理念・教育目標に基づいた教育

を行い、教育の質を向上させるための取組みを継続して

きた。とりわけ、看護専門職としての生涯学習の起点と

して、卒業時の看護実践能力を担保するための教育方法

の開発が喫緊の課題となっている。 

 卒業時の到達目標や卒業研究を通じて獲得する看護実

践能力については、平成16年以降委員会活動や教育能力

開発（ファカルティ・ディベロップメント FDとす

る）研修会を通じて検討してきた。また、卒業時の看護

実践能力の到達目標を明確に示し、卒業までにこれらを

達成できるように支援する教育プログラムとして、平成

20年度から4年次生を対象にして、個人別に学修到達状

況の確認と卒業時までに強化すべき課題を明らかにして、

学習支援を行う「看護学統合演習」を試行してきている。 

 本稿では、平成24年度からの「看護学統合演習」の本

格実施に向けて、これまでの取組みを振り返り、試行に

より開発してきた教育方法を明示し、卒業時の看護実践

能力を担保するための教育としての課題を明らかにする。 

Ⅱ．岐阜県立看護大学看護学科の教育の特徴 

 看護学は、保健師・助産師・看護師の実践活動に関し

て、科学的根拠と理論的体系を追究する学問であり、4

年間の教育課程において、「看護学」の基礎を体系的に

教授3)している。教育理念は表1、教育目標は表2に示す
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とおりである。 

 本学科は授業科目を、専門科目、専門関連科目、教養

科目で構成している。専門科目は看護学の基礎を体系的

に教授する授業科目であり、地域基礎看護学、機能看護

学、育成期看護学と成熟期看護学の4つの看護学で構成

し、1セメスターで看護学概論、2～4セメスターで看護

方法（但し、機能看護学においては6セメスターも一部

開講）、5・6セメスターで機能看護学を除く3つの看護

学の領域別実習を履修する。7セメスターの卒業研究Ⅰ

は、4つの看護学のうち、学生が選択した領域において

自ら看護過程を展開し実践上の課題を見出す。8セメス

ターの卒業研究Ⅱでは、この課題解決のために研究的な

視点をもって卒業研究Ⅰと同じ領域で看護実践を行い、

報告書を作成することとしている。この卒業研究と並行

し、看護学統合演習を行っている。 

 専門関連科目は看護学を志す者に不可欠な学習内容を

もつ分野として、保健学、福祉学、人体・治療学、生活

学を関連科目として1～4セメスターで履修する。 

 教養科目は教養基礎科目と教養選択科目に分けられ、

教養基礎科目は21世紀社会を生きる市民として生活を送

る上で基盤となる知識と技術を習得する科目であり、主

に1～3セメスターで履修するが、そのうち英語は4年間

通して学習する。教養選択科目は、自己の位置づけを知

る「人間の理解」、他者および人間の周辺を知る「地域

社会の理解」、世界へと視野をもつ「世界の理解」と体

験を通して自己の在り方を考える「体験型プログラム」

から成り、自らの選択により6セメスターから重点的に

学ぶ科目である（図1）。 

Ⅲ．岐阜県立看護大学看護学科における卒業時到達

目標検討の経緯 

 本学科では、平成16年3月に、第1期生が卒業した。同

表1 教育理念 

本学は県民の求める生活を保障するために、看護専門職としての責任を遂行できる人材を育成します。また、

県内の保健・医療・福祉問題に対して、研究活動に基づく理論的に裏づけされた創造的・革新的な解決策を提言

したり、改革の原動力となる人材を育成することによって、県内の保健・医療・福祉の充実・発展に寄与しま

す。 

 

表2 教育目標 

本学で育成する看護職像は、看護実践の中で必要となるヒュウマンケアの基本技術を身につけ、看護対象の持

つ困難や諸問題の解決に深い責任を感じ得る者で、常に創造的に問題解決行動をとっていく姿である。看護学の

専門の基礎を学び、以下の各項の基礎的能力の育成を目指す。 

ア 看護実践に必要な基本的技術と知識を持つジェネラリストとしての能力 

イ 生活者としての人間に対する深い理解と総合的判断力 

ウ 看護の対象となる人とその家族や地域住民等が本来持っている問題解決能力を支え、健康問題の解決に貢献

する能力 

エ 保健･医療･福祉介護等の関係者並びに地域を構成する人など、ケアにかかわる人々と協働活動ができる能力

オ 看護実践を重ねることを通して看護学研究への関心を深め、看護実践の改革に貢献できる基礎的能力 

 

年次 セメスター 専門科目 専門関連科目
教養科目 

 教養選択科目 

4年次 
8 卒業研究Ⅱ 看護学 

統合演習 

  

教
養
基
礎
科
目

 
 
 
 
英
語

 

人間の

理解 
地域社会の

理解  

世界の

理解 

  

7 卒業研究Ⅰ 体験型 

プログラム 

3年次 
6 

看護方法 

 
 

領域別実習   

  
5 

2年次 
4 

看護方法 

福祉学 

保健学 

人体・治療学 

生活学 
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時期に、文部科学省の看護学教育のあり方に関する検討

会報告として、「学士課程卒業時の看護実践能力の到達

目標」が出されている。表3に示すとおり、平成16年度

から教育課程の見直しに取り組み、卒業時の到達目標と

到達度評価についても検討を重ねてきた。 

 平成16年度には、教育課程の見直しに取り組むために

教育課程検討委員会を設置（17年度まで）した。そして、

本学科の教育カリキュラムの精選･充実に向けて、学士

課程としての看護技術教育のあり方を検討するために、

県内就職した卒後2年目の第1期生とその上司を対象とし

た「教育課程検討に向けた看護基本技術に関する調査」

を実施した。この調査は、教育課程検討委員会の看護技

術教育検討部会が中心となり、講師以上の看護学の全教

員が協力して、本学科の看護技術教育に関する意見を聴

取する面接調査を実施した。 

 平成17年度には、全教員で検討する機会として、教務

委員会と教育能力開発委員会が共同し、9月のFDワーク

ショップにおいて「卒業研究を通じて獲得する看護実践

能力とは？」をテーマにグループディスカッションを実

施した。①卒業研究を通じて学生はどのような看護実践

能力を獲得しているか、②教員は学生がそのような能力

を獲得するために誰にどのように関わったかを小グルー

プで話し合った。また、11月には、教務委員会が「卒業

研究の到達目標」を小グループで話し合う研修会を開催

した。2回の話し合いの記録は、教務委員会において内

容が検討され、卒業研究の目的･目標の明確化に活かさ

れた。さらに、教育課程検討委員会において検討された

「本学の到達目標、看護実践能力の到達点の検討案」が

提示された。 

 平成18年度は、教育課程検討委員会は、教育課程検討

部会として教務委員会の下部組織となった（19年度ま

で）。教育課程検討部会から、教育課程検討に関する全

学的課題と各講座が取り組む課題が提示された。この中

で、卒業時到達目標の検討も課題とされた。18年度には、

教務委員会と教育課程検討部会が話し合い、「領域別実

習の基本方針」「卒業研究の目的･目標」を明文化し、

19年度の領域別実習要綱、卒業研究要綱に掲載すること

となった。全教員での検討の機会としては、9月のFD研

修会で「学士課程教育を生涯学習支援の観点から振り返

る－教育課程検討に向けた看護技術教育に関する調査報

告書をもとに－」として、教育課程検討部会と教育能力

開発委員会の共同で、16年度に実施した「教育課程検討

に向けた看護基本技術に関する調査」報告書に基づく検

討を実施した。討議記録は、教育能力開発委員会が取り

まとめ、教授会で報告した。 

 平成19年度には、9月のFD研修会において、教務委員

会、教育課程検討部会、教育能力開発委員会が共同し

「学士課程卒業時の到達度とその評価方法」をテーマに、

保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正の機会に、

本学の教育を充実させるために教育内容を見直し、卒業

時到達目標、学士課程での教育内容、総合評価のあり方

について話し合った。討議記録は、教務委員会で検討し、

卒業時到達目標とその評価方法の検討、教育課程の検討

に活かした。 

 以上のように、教務委員会、教育課程検討委員会（後

に部会）が中心となって調査や領域別実習、卒業研究の

目的･目標の明文化を試みてきた。同時に、FD研修会等

における検討など、全教員で話し合う機会を設け、共通

認識づくりと教員からの意見収集を行ない、卒業時到達

目標の明確化と到達度評価に向けた基盤をつくってきた。 

Ⅳ．卒業時の看護実践能力を担保するための授業の

試行と改善 

 平成20年度から卒業時の看護実践能力を担保するため

の授業を試行しており、その成果に基づき、平成24年度

（平成21年度入学者）から、「看護学統合演習」を授業

科目（1単位22.5時間、7･8セメスター）として追加する

こととなった。 

1．看護学統合演習の趣旨・目的 

 本学科の学生は、大学が設定した教育目標及び人材育

成の目標を深く受け止めて、自己の将来像を描いて入学

してきている。そこで、最終学年次に至った学生に対し

て、個人別に学修到達状況の確認と卒業時までに強化す

べき側面･課題を明らかにして、学修支援･指導を行う。

主な内容としては、教育目標と卒業時到達目標に向けた

現状評価をし、自己学習の方法を個人別に提示し、4年

次後半の時期に求められている自己学習の強化を図る。 

 最終学年次の学生自身の自己学習を促すことが基本で

あるので、教育方法としては以下の点を重視する。 

①学生自身の自己評価とそれに基づく学習計画の樹
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立･実施･再評価が含まれること 

②本学科の教育理念･目標に基点を置くこと 

③個人別学修支援を主軸に展開すること 

④本学科で育成する看護実践能力の卒業時到達目標に

向けた到達度評価が含まれること 

⑤自己学習の計画策定と支援の実施は卒業研究指導教

員以外の教員と卒業研究指導教員が行うこと 

2．看護学統合演習の目標 

 卒業研究Ⅰの授業時間が終了した段階で、個人別に看

護実践能力に関わる本課程の学修到達状況を確認し、卒

業時までに強化すべき課題を明確にして、学生が主体的

に学修を深める。これにより、卒業時点において、各学

生が看護職としての基礎能力を修得していることを保証

する。 

3．看護学統合演習の方法 

1）看護実践能力の評価項目の作成と改訂 

 看護実践能力は、卒業時に完成するものではなく、生

涯にわたり向上するものである。したがって、卒業時の

到達目標は卒業後の成長を保証するための学士課程にお

いて修得しなければならない基本的な看護実践能力であ

り、卒業後自ら研鑽することで初めて意味をなすもので

ある。この考え方にたち、看護実践能力の評価項目を作

成した。具体的には、本学科4年次の卒業研究Ⅰの各領

域の目的・目標を集約して、表4に示すとおり、8分類23

項目とした。 

 これらの評価項目を見直し、改善するための取り組み

を20年度は3回行った。1つは、卒業研究Ⅰ終了後の面接

を終えたところで、教員および学生の看護学統合演習に

関する意見・感想から評価項目を活用した演習の内容お

よび方法について点検した。その結果、教員および学生

からは、学生の自己評価が妥当であるか否かの判断がで

きにくい、さらに教員からは、学生によって評価基準が

異なる、学生の評価基準の曖昧さがあるなど、評価基準

や評価の妥当性に関する意見が多く出された。また、学

生が自己評価することが難しい項目や問い方および評価

項目の設定を見直した方がよい内容等、評価項目に関す

る意見も出され、看護実践能力および看護基本技術の到

達状況を確認する方法をさらに工夫していく必要性が認

められた。そこで、2つ目には、9月に定例で行っている

FD研修会のテーマとして看護学統合演習を取り上げ、

組織的に評価項目の見直しをはかった。FD研修会では、

卒業研究Ⅰ終了時点での看護実践能力到達状況の学生の 

表3 本学科における卒業時到達目標の検討の経緯 

年度 主となる委員会等 調査 教員間の意見交換 教育活動 

H16 教務委員会 

 

教育課程検討 

委員会 

「教育課程検討に向

けた看護基本技術に

関する調査」 

  

H17   FDワークショップ「卒業研究を通

じて獲得する看護実践能力と

は？」 

教務委員会主催「卒業研究の到達

目標」検討会 

 

H18  

教育課程検討 

部会 

 FD研修会「学士課程教育を生涯学

習支援の観点から振り返る－教育

課程検討に向けた看護技術教育に

関する調査報告書をもとに－」 

「領域別実習の基本方

針」「卒業研究の目

的･目標」を明文化 

H19   FD研修会「学士課程卒業時の到達

度とその評価方法」 

領域別実習要綱、卒

業研究要綱に掲載 

H20 

H21 

H22 

 「看護学統合演習」

における学生の自己

評価結果の集計、

「学生による授業評

価」、「教員の意見･

感想」の収集 

H20FD研修会「看護学統合演習に

関する情報提供・ディスカッショ

ン」 

H21FD研修会「卒業時到達目標･

看護学統合演習 看護基本技術に

ついて」 

H22FD研修会「卒業時到達目標

（教養教育を含む）」 

「看護実践能力の到達

状況自己評価票」の

作成 

「看護学統合演習」の

試行 
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表4 看護実践能力の評価項目 

分類 項目 

援助対象との信頼

関係形成 

援助対象者との信頼関係形成の意義を説明する 

援助対象者との信頼関係の形成過程を振り返り評価する 

援助対象者との信頼関係を発展させる方法を考え実施する＊ 

[援助対象者との信頼関係を形成する] 

倫理にかなった看

護実践 

対象の人権を尊重し倫理に配慮した行動をする（看護を学ぶ学生として責任、個人情報を扱

う責任、学習者としての責任、承諾を得る方法） 

情報を適切に取り扱う（個人情報・記録等の管理の方法） 

対象の意思決定を尊重した支援の必要性を理解し、方法を考える＊ 

[対象の意思決定・主体性を尊重した支援の方法を理解する] 

様々なライフス

テージにある人お

よびその家族の理

解と援助 

本人と家族を生活者として理解する。すなわち、日常生活、対人関係、本人・家族の考え、

発達段階、これまでの経過、病気と病気による生活への影響、ヘルスケアサービスの現状が

生活に及ぼす影響等の側面から総合的に理解する 

対象とのかかわりを通じて自己の気持ち・考えに気づき自己洞察を深め、援助を見直す＊ 

[対象とのかかわりを通じて自己の気持ち・考えに気づき自己洞察を深める] 

家族単位に援助する意義と方法を多様に考え工夫する＊ 

[家族単位に援助する意義と方法を理解する] 

看護過程の展開 看護過程の構造、および展開方法を理解する＊ 

[実践を通じて看護過程の展開方法を理解する] 

個人･家族･地域生活集団のヘルスケアニーズを明らかにし、看護を計画・実施・評価する＊

[対象のヘルスケアニーズを明らかにし、看護を計画・実施・評価する] 

[地域生活集団を対象とした看護活動の展開方法を理解する] 

対象の主体的な問題解決を促す援助方法を考える 

看護の基本技術を的確に実施する（環境調整、食事援助、排泄援助、活動・休息援助、清

潔・衣生活援助、呼吸・循環を整える、創傷管理、与薬、救命・救急処置、症状・生体機能

管理、感染予防、安全管理、安楽確保） 

社会資源の活用促

進 

社会資源の活用を促す援助の意義と看護職の役割を理解する 

社会資源の現状を把握し、対象のヘルスケアニーズに即した社会資源の活用を検討する 

看護職チーム・ケ

アチームでの連

携・協働 

他機関・他職種との連携の必要性と方法を理解する 

対象に必要なケアを提供する人々によって構成されるケアチームの一員としてケアを実施す

る＊ 

[対象に必要なケアを提供する人々によって構成されるケアチームの一員として役割を果た

す] 

住民と協働する意義と方法を理解する 

ヘルスケア提供組

織のなかでの看護

の展開 

保健医療福祉介護の諸制度における実習施設の位置づけと期待される機能を理解する 

実習施設の組織体系における看護部署の位置づけ・役割を理解する 

実習施設の組織の理念・目標と看護実践とのつながりを考える＊ 

[実習施設の組織の理念・目標と看護目標を理解する] 

社会における看護の役割・責任を考える 

看護実践のなかで

研鑽する基礎能力 

実習を通じて、看護実践上の課題を明らかにする 

注1）＊はH21年度より改善した項目、[ ]内はH20年度の項目 

注2）太字はH21年度より追加した項目 
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自己評価結果および看護基本技術の学習状況結果、到達

状況確認に関する学生および教員の意見集約結果を教員

にフィードバックし、看護学統合演習の課題を全教員で

共有した。それらを基に、多くの教員から課題として提

示されていた看護実践能力の各評価項目の内容および評

価基準と前期セメスターに確認した学生の学習課題への

自己学習支援方法について検討を行った。FD研修会で

教員から出された意見は、①「理解できる」「卒業時に

できる」「必ず体験してほしい」など技術ごとに到達基

準を明確にする、②「理解する」などできているとする

判断基準が曖昧なものは、「説明できる」など判断基準

が一律になるように表現を工夫するなど、評価項目の内

容および表現に関すること、③学生の自己評価の根拠を

確認しながら、後半の演習につなげることが大切である、

など評価方法に関することであった。3つ目には、これ

らの意見を教務委員会で検討し、21年度の統合演習に向

けて、看護実践能力の各評価項目について、卒業時の到

達度を「理解する」「説明する」「検討する」「実施す

る」等のレベルを再検討し、表4に示すとおり8項目につ

いて改訂するとともに、判断基準を教員に示すことを試

みた。また、各評価項目についての学生の判断根拠を実

習体験の事実で記述するように指導した。さらに、看護

基本技術項目の学習状況確認票については、何をもって

「理解している」と判断するのかの解説を加えて、学生

に示した。 

 21年度には、FD研修会で看護基本技術の卒業時到達

目標について検討した。その結果、どの科目でどのよう

な内容が教授されているのかを教員間で共有する必要が

あるという意見が多く挙げられたため、講座別に看護基

本技術項目別に教授科目と教授方法、および到達目標を

取りまとめた。これは、7月の到達状況を確認する面接

で活用することとした。 

2）授業プログラムの改善・充実 

 平成22年度の看護学統合演習のプログラムは表5に示

すとおりである。まず、4年次の4月の7セメスターのガ

イダンスにて、授業の目的・目標および方法の説明を行

う。その後、個人別に、3年次の領域別実習終了時の学

習課題を踏まえて、卒業研究Ⅰの学習計画を立てる。卒

業研究Ⅰ終了後の7月に、個人別の学修到達状況の自己

評価を教員と確認し、強化すべき学習課題を明確にして、

学習計画を立てる。9月末までに、卒業研究Ⅱの指導教

員と計画を確認し、自己学習に取り組む。10月下旬には

中間での学修状況を確認し、自己学習を進める。卒業研

究Ⅱ終了後の1月初旬に、7月に面接した教員と学修状況

を確認し、看護実践能力の到達度について、総合的な評

価を受け、不十分な点については、卒業までの学習計画

を立てて実施する。以上のプログラムは毎年、教員や学

生の意見を踏まえて改善・充実させてきた。また、22年

度は、卒業研究の一部としていた統合演習の時間を見直

し、卒業研究とは別時間で統合演習を試行している。時

間配分はこれまでと同様に7セメスター10時間、8セメス

ター12.5時間である。 

 なお、7月の個人別学修状況の自己評価を確認する教

員および翌年の1月初旬に看護実践能力の到達度につい

て総合的な評価を行う教員は同一教員とした。また、開

始当初から講師以上の教員が担当することとしている。 

 以下では、平成20年度以降に改善・充実させた事項を

整理する。 

（1）3年次の領域別実習での学習の振り返りに基づく卒

業研究Ⅰの学習計画づくり 

 平成20年度は、卒業研究Ⅰ終了後から開始したが、21

年度は、4年次の4月に3年次の領域別実習にて受け持っ

た事例と援助体験を記述させ、22年度は、3年次の領域

別実習終了後の1月に、看護基本技術の各項目について、

体験状況を振り返り記録させた。これを4月に4年次の卒

業研究指導教員と確認し、卒業研究Ⅰの学習計画を相談

できるようにした。以上の取り組みは、「看護実践能力

は、3年次の領域別実習からの学習の積み重ねにより向

上していくので、領域別実習での学習を振り返り、卒業

研究Ⅰの学習でできるようにするとよい」との20年度の

FD研修会での教員の意見、および「領域別実習のこと

は終了直後の方が思い出しやすい、卒業研究Ⅰでの学習

を考えるためには領域別実習終了時から始めたい」との

21年度の学生の授業評価に基づき実施したものである。 

（2）学生の自己学習を促進・支援する働きかけ 

 平成20年度は、10月初旬に後期セメスター（卒業研究

Ⅱの期間中）における自己学習計画を卒研指導教員と相

談するようにしていたが、「卒業研究Ⅱでの学習を円滑

にするためには、開始前に学習計画を立てるとよい」と

の教員の授業評価に基づき、21年度には9月末までとし、
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22年度は、夏季休業中の自己学習を支援するために、で

きる限り早期に学生と面接するようにした。 

 また、21年度の教員の授業評価「最後の面接までの間

に一度、自己学習状況の確認のための時間をとるとよ

かった」に基づき、22年度は、卒業研究Ⅱの期間中に計

画的に学習が進むように、10月下旬に学生の自己学習状

況を卒業研究指導教員が個別面接により確認することと

した。 

 さらに、21年度は、1月に教員による総合的な評価を

受けた後、学生が卒業までの学習計画を立てることを指

導することにした。 

（3）面接担当教員と卒業研究指導教員との連携 

 平成20年度は、4年次の1月の教員による総合的な評価

は、卒業研究での学習状況を把握している卒業研究指導

教員が実施した。20年度の教員および学生の授業評価で

は、「到達状況の確認のための面接も卒業研究指導教員

が実施した方が、学生の体験状況がよくわかるのではな

いか」という意見と、「卒業研究指導ではない教員に説

明をすることは、学生にとっては、自分の体験を言語化

して説明する機会となり、有効である」という意見の両

方があった。教務委員会では、学生にとっては、根拠に

基づいた自己評価を促すことになると考え、21年度から

は、卒業研究指導教員ではなく、7月に学修到達状況を

確認した教員が担当することとした。また、面接担当教

員が卒業研究指導教員に面接状況を詳細に伝えて、卒業

研究Ⅱにおける学習計画づくりや支援につなげられるよ

うにした。 

 

表5 看護学統合演習のプログラム 

月・時期･

時間数 
学習課題 内容並びに方法 担当教員 

1月 3年次の学習の振り

返り 

領域別実習での看護基本技術の体験状況を学生が記録する。 教務委員 

4月 

2時間 

 

学生への授業の説明 目的・目標・方法の説明 教務委員 

個人別の卒研Ⅰ学習

計画の立案 

３年次までの学習状況の振り返りと確認、卒業研究Ⅰにおけ

る学習計画を卒研担当教員と作成する。＜個別面接＞ 

卒研指導教員 

 

7月 

卒研Ⅰ終了

後 

6時間 

 

 

 

 

 

 

 

学生への授業の説明 目的・目標の確認、授業日程の説明 教務委員 

個人別の学修到達状

況自己評価 

本学の教育理念と教育目標を踏まえて、看護実践能力到達状

況自己評価票に沿って、各学生が現状を自己評価する。 

 

強化すべき学習課題

の明確化 

 

学生が選択している卒業研究の領域内で、卒業研究指導教員

以外の教員と確認し、卒業に向けて強化すべきことを確認す

る。＜個別面接＞ 

卒研指導教員

以外の教員＊ 

 

（4年次生に共通する

課題に関する学習） 

 

 

 

（国際社会において看護がどのように貢献できるかを考え、

視野を広げる。看護師として参加した海外協力活動体験を素

材にして考える。＜講義＞） 

（リスクマネジメント、とりわけ看護のリスクマネジメント

の原則を実習体験と結び付けて確認する（医療事故防止、集

団・院内感染予防、拡大防止等）。＜講義＞） 

（海外協力体験

をもつ学内の

教員） 

（機能看護学講

座教員） 

 

9月末まで 

2時間 

学習課題に関する個

人別学習計画作成 

強化すべき課題について、個人別に教員の助言と指導を受け

ながら、学習計画をつくる。＜個別面接＞ 

卒研指導教員 

 

10～1月 

8.5時間 

個人別課題に関する

学習 

学習計画に沿って、各学生が取り組む。  

10月下旬 

2時間 

自己学習状況の確認 

 

自己学習の状況を教員とともに確認する。＜個別面接＞ 

 

卒研指導教員 

 

1月 

2時間 

 

教員による総合的な

評価 

 

教員と学修状況を確認し、看護実践能力の到達度について教

員の評価を受ける。＜個別面接＞ 

教員との面談後に今後の学習課題と計画を記載する。 

卒研指導教員

以外の教員＊ 

 

注1）＊は同じ教員 

注2）H21年度改善事項は斜体、H22年度改善事項は下線部分、実施する必要がなくなった事項には（ ）を付けた。 
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（4）各授業の見直しによる内容の充実 

 平成20年度は、それまでの教育では、国際社会におけ

る看護の貢献やリスクマネジメントの学習が不十分で

あったので、看護学統合演習の時間を使って授業を実施

したが、21年度以降は、関連する授業科目において教授

されるようになったので、統合演習で授業を行う必要が

なくなった。 

Ⅴ．卒業時の看護実践能力を担保するための教育の 

課題 

 これまでの取り組みから、さらに残されている課題は、

以下の5点である。 

1．看護学統合演習における効果的な面接を行うための

担当教員 

 平成22年度は、4月と9月、10月に行う自己学習計画を

立てる段階の面接は、卒業研究指導教員、7月と1月の到

達状況の確認のための面接は、卒業研究指導教員ではな

い教員が実施し、連携して学生を支援している。到達状

況の確認のための面接も卒業研究指導教員が実施した方

がよいという意見と卒業研究指導教員以外の教員が実施

した方がよいという意見が毎年教員および学生から出さ

れている。面接をどの教員が、どのように行うかは、22

年度の実施状況・結果を評価して検討する必要がある。 

2．学士力をふまえた卒業時到達目標の明確化と評価の

実施 

 平成22年度まで使用している看護実践能力の評価項目

は、各看護学の卒業研究Ⅰの目的･目標をもとに作成さ

れたものである。教養科目、専門関連科目の学習につい

ては、十分に反映されているとはいえない。平成22年度

は、教務委員会の取り組み課題として、教養教育を含め

た卒業時到達目標とその評価方法の検討をあげ、FD研

修会で取り上げて全教員で検討することとしている。検

討結果を反映させた、改善に取り組む必要がある。 

3．卒業時到達目標の妥当性の検討 

 到達状況の自己評価、教員との面接、卒業研究を通し

た学習と自己学習を積み重ねていくことにより、卒業時

到達目標の達成に向かって学生を支援する教育の方法は

構築されてきた。この取り組みにより卒業時の看護実践

能力の担保につながると考える。しかし、現在作成して

いる卒業時到達目標は、大学として求めている目標であ

る。その内容について、卒業生を受け入れる実践現場と

共有し、検討するまでには至っていない。今後はさらに、

卒業後の能力の変化を確認し、卒業時の到達目標の妥当

性を検証する必要がある。 

4．看護基本技術の項目と体験状況の再検討 

 看護基本技術の項目については、項目を再検討する必

要性が意見として出されている。平成22年度の段階で、

各授業科目での教育内容を確認したが、以前は授業で行

なっていたが、現在は扱っていない内容があることがわ

かった。項目の再検討を行う必要がある。また、学士課

程において、身体侵襲がある技術については、実施が困

難であるという現状がある。卒業後の新任期の研修体制

にも連動する課題であり、学士課程において実習の中で

体験できる技術と卒後に体験する技術を明確にする必要

がある。 

5．自己学習支援体制の整備 

 実習室を使用した自己学習を実施する際に、実習室を

開放するだけではなく、学生の自己学習を支援する実習

室の物品等の準備や支援する指導者の必要性が教員から

意見として出されている。具体的な取り組みにまで至っ

ていない課題であり、今後の取り組みが必要である。 

Ⅵ ．おわりに 

 これまでの取り組みにより、卒業時の学生の看護実践

能力を保証するための看護学統合演習の方法は、構築さ

れてきており、平成24年度からの実施は可能となった。

今後はさらに、卒業後の成長過程を確認したうえで、学

士課程教育の内容と卒業時の能力の項目、到達度につい

て、再検討をしながら、充実させていく必要がある。 
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岐阜県立看護大学紀要 投稿規定 

1. 投稿資格 

1） 本学教員であること 

2） 共同研究の場合は、本学教員が筆頭著者であること。 

3） その他、紀要編集委員会が認めた者。 

2. 論文の内容 

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

2） その他、紀要編集委員会が認めたもの。 

3. 論文の種類 

1） 総説：特定のテーマに関して、多面的に文献等を収集して、分析・考察を行い、得られた知見を包括的に概説したもの 

2） 原著：研究論文のうち、研究そのものが独創的で、新しい知見が論理的に示されており、その意義が明らかであるもの 

3） 研究報告：研究結果の意義が大きく、発表の価値が認められるもの 

4） 資料：総説、原著、研究報告の分類に該当しないが、重要な見解、記録など、紀要編集委員会が適当とみとめたもの 

4. 論文の採否 

査読者の意見をもとに、紀要編集委員会が最終的に決定する。 

5. 投稿締切 

紀要編集委員会にて年度初めに決定する。 

6. 投稿要領 

1） 投稿にあたっては、原稿原本 1 部に投稿書式※11、2、3 を添付して提出する。 

2） 原稿は邦文および英文とし、A4 縦置き横書き、ワードプロセッサーを使用する。 

3） 邦文の場合は、1 頁につき横 40 字×縦 40 行×1 段＝1600 字で作成する。英文の場合は、1 頁につき縦 55 行で 900 words 程度、

ダブルスペース（Double-spacing）で作成する。 

4） 原稿本文の文字制限（図、表、文献を含む）は、下記のとおりである。なお、本文には、論文タイトル、著者名および所属は

記載しない。また、空白文字は文字数には含めないものとする。 
 

論文の種類 邦 文 英 文 

１）総説 18,000 字 5,000 words 

２）原著 18,000 字 5,000 words 

３）研究報告 14,000 字 4,000 words 

４）資料 14,000 字 4,000 words 

 

5） 原著（邦文・英文）の場合は、800 字以内の和文抄録および 500 words 前後の英文抄録を付け、それぞれ下にキーワード 3～5

個を付す。なお、和文抄録および英文抄録には著者名および所属名を記載しない。 

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

7） 図表は、いずれも 1 枚の用紙に 1 枚の図または表を書き、割付用紙（レイアウト用紙）※2を使って字数換算した文字数を付記

する。また、本文原稿の右側欄外に図表の挿入箇所を明記する。 

8） 図表は原本のまま印刷できるものを提出する。表形式は次の例に従い、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。図表中の文字の大きさは特に指定しないが、できるかぎり本文中の文字と同程度の大きさで作成する。 
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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 

30～39.9 710  -0.6 890  0.8 

40～49.9 460  0.6 720  0.5 

 

9）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: 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 
 

10） 単位は SI単位とし、特殊な単位を用いるときは、簡単な説明を加える。 

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

12） 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。 

13） 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。 

7. 著作権 

本紀要に掲載された論文の著作権のうち、複製・頒布・公衆送信にかかる権利は公立大学法人岐阜県立看護大学に所属するものと

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

る。 

8. 提出先 

〒501-6295 岐阜県羽島市江吉良町 3047-1   

公立大学法人 岐阜県立看護大学 紀要編集委員会 宛 

9. 査読 

投稿原稿は全て査読する。査読者は、紀要編集委員会が任命する。 
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10. 掲載決定後の入稿原稿提出 

フロッピーディスクに投稿書式 1（表紙）、本原稿、図・表原稿一式を保存したものとプリントアウトしたもの（1 部）を提出する。

本原稿は紀要編集委員会が指定するフォーマット※3を用い、書式を変更せずにそのまま入力して保存する。 

11. 著者校正 

著者校正は、原則として初校 1回とする。校正時に新たな加筆は認めない。 

12. 掲載料 

掲載料は無料とする。別刷（抜刷）30 部は、無料とする。 

 

※1～3 の書式等は、紀要編集委員会で用意しているので、投稿者自身で入手すること。 

 

（平成 23年 3 月改正） 



編集後記 

 今年度、本学は10周年を迎え、公立大学法人岐阜県立看護大学として新しくスタートしまし

た。紀要委員会も紀要編集委員会へと委員会名を変更し、委員構成メンバーも新たに第2ステージ

へと新しいスタートを切りました。今年度は、特に執筆期間と査読期間の十分な確保により掲載

論文の質を高めることを目指して、夏季休業期間に投稿期間を設定し、年1回の刊行としました。

また、本学の教員が取り組んでいる教育・研究活動に見合うように、論文の種類について委員会

で検討し、これまでの6種類から[総説][原著][研究報告][資料]の4種類に整理し、その内容を再定義

いたしました。このようなマイナーチェンジを試み、紀要編集委員会にとってはチャレンジの年

となりました。もしかしたら、教員のみなさまには多少の混乱と戸惑いを与えてしまったかもし

れませんが、投稿論文8本は、最終的にすべて掲載の運びとなり、ほっと一息つくことができまし

た。ご協力を賜りましたみなさまに感謝申し上げます。 

 掲載論文8本の内訳は、総説1編、原著2編、研究報告4編、資料1編で、内容は科研費による研究

成果論文2編、本学の共同研究事業による成果論文1編、学位論文に関連する論文2編、教務委員会

等により本学教員の教育活動をまとめた論文2編とバラエティに富み、質的にも内容的にも大変有

意義で充実したものになったのではないかと思います。 

 刊行に至るまでの間に、査読者の先生方が丁寧に論文を読み込んだ上で教育的・建設的なコメ

ントを何度も返してくださったこと、それに対し投稿者の皆さんが真摯に辛抱強く取り組まれた

ことが、本学教員の相互の研究能力研鑽の機会にもなっていたとしたら、これからの第2ステージ

への期待が大きく膨らみます。また、今回は特に若手教員の方々からのご投稿がいくつかあり私

自身も執筆・投稿意欲を大いに鼓舞されました。今後も若手教員を含む多くの先生方からの積極

的な投稿をお待ちしております。 

（石川 かおり） 
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