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〔巻頭言〕 

論文の公表をサポートすること 
 

 

成熟期看護学領域 田村正枝 

 

 

本学の紀要は2001年3月に第1巻が発行されてから年ご

とに1巻ずつ、途中から年間2冊発行されている年もある

が、本年度末には14巻を刊行することになる。論文の種

類からみると、本学の紀要は原著よりも教育実践報告を

含む研究報告が大きな割合を占めており、これは大学草

創期には各教員が自分の教育実践を振り返り評価を行う

意味で教育実践報告が多いこととうなずける。従来、紀

要における原著論文は各巻に1～2本であったが、2013年

からは修士論文の投稿が認められることになり一挙に原

著論文が7本となった。その中に修士論文4本が原著とし

て掲載されたことは、紀要に大きな変化をもたらしたと

思われる。本学博士前期課程では修士論文として看護実

践研究に取り組んでおり、看護実践研究がどのようなも

のであり、その意義を世に問う意味では、修士論文の公

表の場として今のところは紀要がその役割を担っていく

のが妥当であると考える。 

本学に赴任してから7年、この間継続して紀要の編集

に携わる機会を頂いてきた。委員としてのコメントを記

す役割は別として、まだ、著者である研究者以外には誰

も目にしていないできたての論文を一番先に読ませてい

ただくことほどわくわくすることはない。編集者の一員

として、著者の投稿論文を受け取り、投稿規定に則って

記載されているかを確認し、論文ごとに査読者を選定し

て、査読を依頼し、編集委員としてのコメントを加えて

査読結果を著者に返す。査読結果によってこの作業が繰

り返されることになる。 

投稿された論文は研究計画を立てる時から、データ収

集や結果をまとめる段階でもまた、論文としてまとめる

時にも多くの苦労による成果物であることを考えて、1

つ1つ丁寧に投稿者の意向を尊重して読んでいく。論文

の良さは何処にあるのか、また、どこを修正すればより

質が高く、読者に理解されやすい論文になるか考えて読

み、査読結果を踏まえて委員としてのコメントを加え、

再度修正して投稿してもらえるように著者に返している。

これは査読者の方と重なる部分も多いと思われる。投稿

論文は、査読を経て研究論文として一定のレベルが保証

された論文とされ、また査読で指摘された内容は著者に

とっては研究の適性を考える機会となり、研究方法や論

文の書き方が精錬されていくことになる。査読を受ける

ことは、審査されることであり、あまり心地よいもので

はないが、著者にとっては貴重な学習の機会ととらえて

挑戦してほしい。 

投稿論文の公表をサポートする中で、最近、気になる

ことがある。論文の査読を行う以前に、論文の形式や表

現、文法的に誤った表現、誤字・脱字などが多い論文に

出会うことである。このような論文に対してどこまで指

摘すべきか悩まされる。そして指摘し始めると際限がな

くなり、多くのエネルギーが必要となり、本来の本質で

ある内容の確認にまで到達できなくなることがある。こ

れは著者にとっても良い査読を受ける機会を奪うことに

なりかねない。論文執筆に慣れていないと推測される論

文に対して、教育的査読を行うことは、委員の仕事の一

端として否定するつもりはないが、これは一体誰が行う

ことが一番良いのであろうかと思う。多くの論文には、

複数名の共著者が記載されている。世界医学雑誌編集者

協会の方針書（2007）によると、原稿の最終版には、全

著者の承認が必要となるとある。論文を投稿する前に筆

頭著者に全ての責任を負わせるのでなく、共著者の目を

通すことで、このようなことを少なくすることが、より

良い査読を受けることにつながるのではないだろうか。 

良い論文を公表するためには、著者、査読者、編集者

の協働にあると思う。 

文献 

世界医学雑誌編集者協会 (WAME) ．（ 2007 ）．方針書．

http://jams.med.or.jp/wame.html 
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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〕 
精神科看護領域における家族看護研究の動向 

 

高橋 未来  葛谷 玲子  石川 かおり 

 

A Literature Review of Family Care in Psychiatric Nursing 
 

Miku Takahashi, Reiko Kuzuya and Kaori Ishikawa 

 

 

Ⅰ．はじめに 

日本における精神障害者の医療は長く入院中心であっ

たが、2004年の厚生労働省の精神保健医療の改革ビジョ

ンの中で「入院医療中心から地域生活中心へ」という方

針が示された。精神障害者の地域生活の場は、2009年の

精神科病院退院患者の退院先調査（厚生労働省，2012）

によると退院先の6割以上が家庭であり、精神障害者の

家族9,320名を対象にした調査（全国精神保健福祉会連

合会，2010）でも、患者の77.2％が家族（親、兄弟姉妹、

祖父母、配偶者、子ども）と同居していることから、主

に家族との同居生活であることが推察できる。そして、

同調査では、その家族の困難として病状悪化時に必要な

支援がないこと、本人の回復に向けた専門家による働き

かけがなく家族まかせであること、情報が得られず困っ

た経験を持つこと、身体的・精神的健康への不安を抱え

ていること、経済的な負担があること等を報告している。

これに加えて、家族の3割は信頼して相談できる専門家

はいないとし、信頼して相談できるようになるまでの期

間は3年以上が3割、1年以上2年未満が1割となっており、

半数近い家族は1年以上信頼できる専門家に相談できて

いないことになる。一方、看護の状況としては、長期入

院患者の退院支援を行う際に、看護師は家族関係の疎遠

や家族のトラウマなど退院に対する家族の抵抗を困難と

して体験しており（石川ら，2013）、精神障害者の地域

生活への移行に伴う家族へのケアが確立しているとは言

い難い。 

このような状況を踏まえると、精神障害をもつ人々の

地域生活移行・継続を推進していくためには、障害をも

つ人々のみならず、その家族が安心して生活できるよう

に支援するための体制を看護の立場からも早急に整えて

いく必要がある。そこで、まずはわが国の精神科看護領

域における現在までの家族看護に関する研究の動向を把

握し、それらの研究で示されている知見を整理した上で、

今後の探求すべき課題を検討することを本研究の目的と

する。 

なお、平成20年の患者調査（厚生労働省）によると、

精神疾患を有する全患者数281万5千人のうち、統合失調

症圏が79万5千人、気分障害圏が104万1千人、神経症ス

トレス関連が58万9千人となっており、これら3つの傷病

分類だけで全体の86%を占めている。よって、本稿にお

いては、精神科看護の主な対象となり得るこれらの疾患

を持つ障害者の家族に関する内容を含む研究論文に焦点

を当て、今後の研究課題を検討することとした。 

Ⅱ．方法 

1．文献検索と対象文献の選定方法 

医学中央雑誌Web版（Ver.5）を用いて、和文献につい

て検索できる最大の範囲年（1983年～2013年）でデータ

検索を行った。検索キーワードは「精神看護」と「家族

看護」をかけあわせ、絞り込み条件として文献の種類を

「原著論文」とし、分類を「看護」に限定した。さらに、

検索漏れを防ぐために、上記の検索にて抽出された文献

について、同一著者による文献の確認とハンドサーチに

よる引用文献の参照を行った。 

なお、医学中央雑誌データベースにおける「原著論

文」は、いわゆる原著論文以外にも、目的・対象・方
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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なども含まれると定義

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。そのため、研究目的

に照らして以下の4つを選定の際の除外条件とした。 

①家族看護に関する研究であることがタイトル・研究

目的から判別できないもの 

②障害者の診断名が記されている場合、認知症、依存

症（アディクション）、小児、思春期、発達障害、

高次脳機能障害、身体疾患だけに限定しているもの 

③総説、症例報告、会議録、学会発表の抄録、解説、

特集であるもの 

④目的、方法、結果、考察に相当する明確な記載がな

いもの、あるいは記載内容が妥当であると判断でき

ないもの 

なお、④の妥当性の判断基準は、Burns & Grove

（2005）によるクリティークプロセスに準拠し、3人の研

究者の合意をもって妥当性を判断した。 

2．文献レビューの方法 

対象となった文献はレビューマトリックス方式

（Garrard，2011）を用いて、著者、表題、出版年、目的、

デザイン、対象者、データ、分析方法、結果の項目に

沿って内容を把握し、要約して整理した。 

Ⅲ．結果 

1．文献の検索結果 

2013年6月10日現在における医中誌Webの検索結果は

565件であった。同一著者検索およびハンドサーチから

抽出した6件を加えた571件について、はじめに3名の研

究者で除外条件①②③に照らして検討した結果、525件

が除外され、そのうち、特に③で除外されたものは375

件であった。次に、抽出した46件を除外条件④に照らし、

対象文献として30件を抽出した（表1-1，1-2，1-3）。 

2．対象文献の概観 

1983年から1995年までの文献は0件であった。文献が

検索された1996年から5年毎の発表年別文献数を表2に示

した。1996～2000年には5件、2001～2005年には10件、

2006～2010年には12件、2011年から検索日までには3件

の文献が発表されていた。 

研究デザインは、質的研究が23件、量的研究が7件で

あった。 

研究対象者は、13件が看護職者、17件が家族であった。

看護職者を対象とした研究では、病棟看護師を対象とし

た研究が9件と多く、外来看護師や訪問看護師、保健師

を対象としている研究は合わせて4件であった。家族を

対象とした研究では、母親のみを対象とした研究が2件、

両親のみを対象とした研究が3件あった。夫のみを対象

者にした研究は1件であった。両親、配偶者、兄弟姉妹、

子どもなど複数の続柄の家族を対象とした研究が11件で

あった。また、地域で暮らす精神障害者の家族を対象と

した研究は13件と多かった。他には急性期病棟の入院患

者の家族を対象とした研究が1件、地域で暮らす精神障

害者と入院患者の両方の家族を対象とした研究が1件あ

り、これら2件の研究の対象は入院期間が4年以下で退院

の目途がたっている患者の家族であった。2件は精神障

害者の所属場所が不明であった。 

3．文献の内容 

30件の文献は、看護職者を対象とした研究と家族を対

象とした研究の2つに大別できた。表3に示した通り、看

護職者を対象にした研究の内容は、家族支援の現状、家

族支援ニーズの捉え方、家族アセスメントツールの考案、

家族支援を通した気づきに分類された。家族を対象とし

た研究は、家族の心理過程、家族が受けているケア・支

援、家族の困難の経験と受けているケア・支援、家族に

よる患者へのケア、家族の生活困難、家族のQOLの6つ

の内容に分類された。以下に、文献の内容を概説する。

なお、本文中で示すNo.は表1-1、1-2、1-3の文献No.に

対応したものである。 

1）看護職者を対象にした研究 

（1）家族支援の現状 

家族支援の現状を明らかにした文献は10件（No.1,2,3, 

9,10,12,16,26,27,29）であった。看護援助に関する基本

的認識の特徴として、患者の心理社会的環境としての家

族理解、援助の対象としての家族理解の両方を重視して

いた（No.1）。また、行われていた支援の内容として、

家族の気持ちを受け止める支援（No.3,26,27）、家族の力

をアセスメントすること（No.2,9,10,12,26,27,29）、家族

と看護師や患者、関連機関との関係調整（No.2,3,9,10,12, 

26,27）、患者へのケア（No.3,29）、知識の提供（No.3,9, 

10,16,27）、家族の社会化を促すこと（No.10,27）、看護 
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表1-1 対象文献一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
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 
渡辺 ら 

（1996） 

看護職が行った家族看護

過程から、看護職の家族

援助に関する基本的認識

の特徴を明らかにする 

①精神科医療機関、福祉施設

の看護師6名②質的記述的研

究③半構成的面接④質的帰納

的分析 

看護職は家族を、患者の心理社会的な環境として捉

える見方と、家族を援助の対象として捉える見方の

両者を併せ持ち、家族とのパートナーシップを指向

しながら、心理教育的視点に立った援助を重視。 

2 
渡辺 ら 

（1996） 

看護職が行った家族看護

過程のなかで情報収集・

問題の明確化・計画立案

に至る過程の特徴を明ら

かにする 

①精神科医療機関、福祉施設

の看護師6名②質的記述的研

究③半構成的面接④質的帰納

的分析 

情報収集では、患者の日常生活能力、家族のライフ

サイクル的観点を重視。計画立案では、家族が家族

として機能するための最低の条件は何かに注目して

家族の潜在能力を評価し援助目標を設定。 

3 
渡辺 ら 

（1997） 

精神科看護の領域におい

て家族援助に関して看護

職者が行っている家族援

助内容の特徴を明らかに

する 

①精神科医療機関、福祉施設

の看護師6名②質的記述的研

究③半構成的面接④質的帰納

的分析 

1)患者への基本的ケア2)家族との援助関係の形成3)家

族成員の生活の質の維持・向上のための助言4)家族成

員に対する情緒的サポート5)家族成員に対する教育6)

患者と家族成員との関係の調整7)家族と家族外部資源

との調整8)家族機能の補完の8援助内容を抽出。 

4 
岩﨑 

（1998） 

精神病患者の家族の情緒

的負担と対処方法を明ら

かにする 

①在宅でケアをしているケア

歴5年以下の5家族6名②質的

帰納的因子探索型③長時間イ

ンタビュー④McCrachen5段階

分析法 

家族の捉えるケア提供上の問題として、1)知識の欠

如2)精神病への偏見3)医療従事者からの情報不足4)患

者の病状5)長期のケアがあった。情緒的負担として1)

自責感2)無力感3)孤立無援感4)荷重感を抽出。対処方

法は1)患者の心理社会的環境の調整2)自分自身のケア

を抽出。 

5 
鈴木 

（2000） 

精神分裂病患者の家族の

もつ希望の内容とその変

化の過程を明らかにし、

家族がもつ希望をふまえ

た看護援助を明らかにす

る 

①精神分裂病患者の世話をし

ている家族18名②質的記述的

研究③半構成的対面式面接④

持続比較分析方法 

家族の希望は1)幸福な人生のレールに家族を戻したい

2)元に戻せない苦悩から逃れたい3)家族の幸福と安寧

を願う4)誰もが幸福な社会の実現への願望の4つに統合

され、希望の変化の過程は、時間経過に伴う家族の経

験である治そうとする思いが先立つ、あきらめる、現

状を認めるの3つの変化の局面に対応していた。 

6 
鈴木 

（2001） 

精神分裂病患者の家族の

希望を保持・増進する要

因を明らかにし、家族が

もつ希望をふまえた看護

を明らかにする 

①精神分裂病患者の世話をし

ている家族18名②質的記述的

研究③半構成的対面式面接④

持続比較分析方法 

家族の希望を保持・増進する要因として1)好ましい将

来を予測できる情報2)支持的人間関係の存在3)専門的能

力への信頼4)生きがいや気晴らしの存在5)自分自身への

信頼6)かけがえのない患者の存在が明らかとなり、こ

れらは家族の経験の局面に対応し変化していた。 

7 
岩﨑 ら 

（2002） 

精神障害者をケアする家

族成員のケア提供上の対

処の特徴を明らかにし

て、家族への援助の方向

性を見出す 

①地域在住の精神障害者を1

年以上ケアする家族34名②質

的帰納的因子探索型③インタ

ビュー，参与観察④分析的

コーディング 

家族の基本的な対処様式として1)障害者と家族双方

のニーズが満たされている共栄型2)障害者のニーズ

を優先する一体型3)家族のニーズを優先する自己保

存型（無関与型、叱咤激励型）4)障害者と家族の

ニーズどちらも満たされない無力型（空転型、諦め

型）を析出。 

8 
岩﨑 ら 

（2003） 

精神障害者の家族のケア

提供を支える要因を明ら

かにする 

①1年以上のケア提供歴のあ

る家族41家族43名②質的帰納

的因子探索型③半構造化イン

タビュー④ＫＪ法 

ケア提供を支える要因として1)家族のまとまり2)周囲

からの支持3)障害者本人と気持ちが通い合うひとと

き4)障害者本人に対する好ましい気持ち5)障害者本人

と共に成長してきた歴史6)障害者のよりよい未来の

実現に対する願い、を抽出。 

9 
池邉 ら 

（2003） 

精神科看護師が実践して

いる家族への援助の実態

を看護師の認知から明ら

かにする 

①急性期病棟勤務の看護師8

名②質的記述的研究③半構造

化面接④質的帰納的分析 

家族援助の実態として1)家族の協力を引き出す工夫2)

家族の不安を配慮した情報提供3)家族との意識的な関

係づくり4)家族への期待5)家族が疑問・困難を抱き、

疲労・孤独となりやすい状況・場面の理解6)自己の看

護実践に対する葛藤7)連携と調整、を抽出。 

10 
新井 

（2003） 

保健師による精神障害者

を抱えた家族の自立に向

けた個別支援の特徴と構

造を明らかにする 

①保健所及び保健センターに

勤務する中堅保健師6名②質

的記述的研究③半構造化面接

④比較分析、質的帰納的分析

21ケースに対する総支援648から、支援を「関係を結

ぶ技術」「対象を把握する技術」「家族を評価する技

術」「正しい知識を提供する技術」「家族の社会化を

促す技術」「家族内調整を促す技術」「関係機関と連

携する技術」の7つへ集約。 

11 
石川 ら 

（2003） 

質問紙を用いて家族のケ

ア提供上の困難と対処の

実態について明らかにす

る 

①首都近郊に在住する精神障

害者をケアする家族151名②

量的研究③質問紙調査④記述

統計量算出，主成分分析 

ケア提供上の困難は1)将来の不安2)日常生活の制約3)

後悔4)つきあい上の問題5)ケアの収穫を抽出。ケア提

供上の対処は1)本人の交流支援2)受容的接触3)情報収

集と活用4)家族内相互支援5)支援の動員6)家族間相互

支援7)楽観視8)自己管理を抽出。 
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表1-2 対象文献一覧（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
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 

12 
池邉 ら 

（2004） 

家族も援助の対象という視

点で、意図的に家族援助を

行った結果をもとに、家族

援助の実際と看護職の課題

を明らかにする 

①急性期病棟勤務の看護師8

名②質的記述的研究③半構造

化面接④質的帰納的分析 

1)患者と家族の心理的距離の短縮2)家族の困難・見解を

見極めた援助3)家族への新たな認識4)自己の看護実践の

評価5)家族援助を更に充実させたい願望を抽出。 

13 
波多江 

（2004） 

精神障害者が発病し現在

に至るまで、発病に伴う

困難や悲しみ、将来への

不安を乗り越えるために

家族が得たソーシャルサ

ポートの実態を明らかに

する 

①精神障害者家族会に所属す

る家族17名②質的記述的研究

③半構成的面接④質的帰納的

分析 

家族のソーシャルサポートには1)当事者へのソーシャ

ルサポートが家族にもソーシャルサポートとなってい

る場合、2)直接的に家族へのソーシャルサポートと

なっている場合があった。2)は3)家族会からと4)家族会

以外からのソーシャルサポートに大別され、4)には情

報的サポート、情緒・評価的サポート、手段的サポー

トがあった。 

14 
池邉 ら 

（2005） 

家族援助の内容と援助を

通しての看護師の気付き

を明らかにする 

①急性期病棟勤務の看護師12

名②質的記述的研究③半構造

化面接④質的帰納的分析 

援助内容は1)状況を待つ2)気遣う3)関係を繋ぎ止める4)

判断を促す5)引き受ける6)方向を示すを抽出。実践を通

しての気付きでは1)せっぱつまった家族の苦悩を知る2)

看護職仲間との支えあい3)看護実践の変化を実感4)家族

援助を支える取り組みが機能している5)看護師として

の焦る気持ち6)課題を抽出。 

15 
國方 

（2005） 

ソーシャルサポート、患

者の社会生活技能、家族

の不安・抑うつとQOLの

因果モデルを検証する 

①精神障害者家族会会員267

名②量的研究③自記式質問紙

法④共分散構造分析 

ソーシャルサポートが弱い認知や患者の社会生活技能

が低いと家族の不安・抑うつは強くなり、不安・抑う

つが強いと家族のQOLは低くなるとともに、ソーシャ

ルサポートの認知は、直接QOLに影響。 

16 
高橋 

（2006） 

統合失調症をもつ人の家

族に対する看護の現状と

課題を明らかにする 

①精神科病院勤務の看護師

228名②量的研究③自記式質

問紙調査④The SAS systemを

使用した記述統計 

初発の時期では「思い込みや誤解を解き、納得して治療に

踏み出せるようにする」「家族が障害者に対して理解や共

感が持てるように関わる」急性期では「家族の労をねぎら

う働きかけを行っている」「家族に対して疲労回復のアド

バイスを行っている」など、寛解期では「外泊の理解を深

めるような関わりを行っている」など、地域で生活してい

る段階、長期入院中には質問項目の援助は未実施。 

17 
甘佐 ら 

（2006） 

精神科に勤務する看護師

に急性期の患者家族につ

いてインタビューを行い

急性期家族のアセスメン

トツールを考案する 

①急性期病棟勤務経験のある

指導的役割を担う看護師10名

②質的記述的③半構成的面接

④分析的コーディング、質的

帰納的分析 

急性期の家族にみられる特徴を基に考案したツールは、

入院時からの家族が示す反応を捉えながら、ケアの対象

となるのか否かを判断していくもの。気になる家族を基

にして考案したツールは、問題となるポイントに焦点を

当て、早期より介入を見据えたアセスメントが可能。 

18 
甘佐 ら 

（2006） 

青年期から成人期前期の

統合失調症の子どもと同

居している父母の家族機

能と父母の抱える生活上

の困難観を明らかにする 

①思春期から青年期に発症し

た子どもにもつ家族35組68名

②量的研究③質問紙、自己報

告法④t検定、mann-Whitney

検定、一元配置分散分析、

Boferroni検定、Pearsonの積率

相関、ⅹ²検定 

父母の生活困難度は平均得点は10.1点、父母全体の

59.7％が高困難群に所属。家族凝集性の平均得点は35.3

点、凝集性のバランス群21名、低い凝集性（離散群）

は7名、高い凝集性（密着群）は38名。家族柔軟性の平

均得点は30.4点であり、柔軟性バランス群は34名、低

い柔軟性（硬直群）は15名、高い柔軟性（混沌群）は

17名。 

19 
齋  

（2007） 

中高年女性鬱病患者の夫

の患者への期待と、その

期待と現実のズレと直面

した困難を明らかにする 

①退院1年未満の鬱病患者の

夫3名②質的記述的研究③半

構成的面接④質的帰納的分析

夫は妻に家事ができるようになって欲しいとの期待が

あるが、妻は退院後も葛藤を抱える本質は変わってい

ないことに違和感を抱いていた。夫はそれぞれに妻を

支えていたが、助けても助けなくても、時に卑屈に

なってしまう妻に助け方のバランスの取り方に気遣

い、工夫していた。 

20 
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長期入院精神障碍者の家族

17家族20名②質的記述的因子

探索型③半構造化面接④テー

マ分析 

長期入院精神障害者の家族の経験の構造は1)病気に対

する家族の態度2)患者のことを思う3)家族によるケア4)

家族自身の人生5)家族自身の人生の見通しのなかでケ

アを考えるから構成。それらを経験の中核としながら

「医療」「家族会」「地域資源」「社会」を経験。 

21 
川添 

（2007） 

統合失調症の子供を持っ

た母親が発症をどのよう

にとらえて自己成長を感

じとったのか、自己成長

過程に影響を与えた要因

は何か明らかにする 

①統合失調症を発症して5年

以上の患者と同居する母親9

名②質的帰納的因子探索型③

半構造化面接④修正版グラウ

ンデッド・セオリー・アプ

ローチ 

自己成長過程に現れる概念として「混乱」「罪の意識」

「がむしゃらな対処行動」「病気概念の再形成」「役割獲

得から湧き出る生きがい感」「母親の成長」が得られ

た。これらは母親役割の否定、役割の再構築、自己成

長、という3期のカテゴリーに分類。 
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表1-3 対象文献一覧（つづき） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
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 

22 
豊島 ら 

（2008） 

精神障がい者の家族が訪

問看護師の援助をどのよ

うに捉えているのかを明

らかにする 

①訪問看護利用者の家族10名

②質的帰納的因子探索③半構

成的面接④質的帰納的分析 

家族が捉えた利用者の生活における変化は1)生活指

導を守る2)感情を表出する3)病状が安定する4)日常生

活能力を獲得する5)社会復帰を目指す6)気晴らしがで

きるが抽出。訪問看護の評価は、1)よき理解者の存

在2)精神障害者と本音で語れる3)家族の精神的安定が

図れる4)家族の用を足せる5)専門知識を獲得する6)症

状の変化に早期対応できる7)社会資源を利用する8)仲

間ができるが抽出。 

23 
岡本 ら 

（2008） 

精神疾患患者を支える家

族を対象に、生活困難を

抱える家族のストレス反

応としての批判的態度の

影響要因について検討す

る 

①家族会参加者150名②量的

研究③自記式質問紙調査④パ

ス解析，適合度検定 

生活困難度で90％以上の人が少しあるまたは、大い

にあると回答した項目は、「本人にかかる経済的負

担」、批判的態度では70％以上の人が時々ある、大部

分の日にある、毎日ある、のいずれかに回答した項

目は、「私を疲れさせる」「私の忠告を聞いてくれな

い」「実際のところ一緒にやっていくのが難しい」

「私を一人にしておいてほしい」「私に面倒をみても

らうのは当然だと思っているようだ」であった。 

24 
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10名②質

的記述的研究③半構成的面接

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プロセスの構造を明

示。受け入れるプロセスは患者との同居の有無に

よって差があった。別居の家族は、家族自身が振り

回されないことが退院の決め手となったが、現在は

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り、現在は

病状の悪化の不安があり、患者との保てない距離感

や家族共倒れの心配を抱いていた。 

25 
角谷 ら 

（2009） 

精神科外来看護師が家族

のケアニーズをどのよう

にして捉えているのか明

らかにする 

①5年以上の経験を有する外

来看護師・保健師10名②質的

帰納的因子探索③半構成的面

接④質的帰納的分析 

1)表情から読みとる2)視線から読みとる3)話し方の印

象からつかむ4)行動・態度から読みとる5)来院状況に

注意を払う6)患者と家族の関わり方から推し量る7)患

者に向ける家族の温かさから感じ取る8)家族の過重

な状況から推し量る9)医療者との付き合い方から推

し量る、の9つの観察ポイントが抽出。 

26 
吾郷 ら 

（2010） 

入院初期の統合失調症患

者の家族に対する看護師

の役割を明らかにする 

①初回入院患者の家族に対す

る看護経験がある看護師4名

②質的帰納的因子探索型③半

構成的面接④質的帰納的分析

看護師の役割として1)情緒的な苦悩の受け止め2)精神

科医療の受け入れの促し3)家族がもつ対処力の把握4)

患者と家族の適切な距離の保持5)家族との協力関係

の基礎づくり6)家族の孤立を防ぐを抽出。 

27 
豊島 ら 

（2010） 

精神科訪問看護を実践し

ている訪問看護師から精

神障害者とその家族への

支援の在り方を明らかに

する 

①精神科訪問看護を3年以上

実施している看護師17名②質

的帰納的③半構成的面接④KJ

法 

支援として1)家族は手出しせず見守る2)対応の仕方を

伝える3)疾患との付き合い方4)家族への病状説明の仕

方5)服薬管理6)家族への精神的支援7)他の家族員への

連絡・調整8)健康管理9)社会資源の提示10)家族の相

談体制づくりを抽出。 

28 
新地 ら 

（2011） 

精神障害者の家族の精神

科に対するイメージや、

患者の社会機能が家族の

生活困難度にどの程度影

響を与えているかについ

て明らかにする 

①外来患者受診に同伴してい

た家族57名②量的研究③自記

式質問紙調査④ピアソンの相

関分析 

生活困難度は、患者の社会機能、病気に関する家族

の知識の程度、患者に対する家族の前向きな態度と

有意な相関あり。 

29 
瀬戸屋 ら 

（2011） 

精神科訪問看護における

家族ケアの実施状況と、

家族ケアに関連する利用

者の特徴を記述する 

①訪問看護ステーション315

施設、病院訪問看護11施設の

看護師②量的研究③質問紙調

査④t検定またはx2検定 

家族へのケアは、「直接援助を実施」が38.4%、「アセ

スメントのみ実施」が17.9%で実施されており、同居

者がいる場合には、各々66.2%、20.1%。同居者がお

り、家族への直接援助が実施されていた利用者は全

般的機能が低く、ホームヘルプサービスの利用は

27.3％で独居者の41.5％と比較すると少なかった。 

30 
大西 ら 

（2012） 

スーパー救急病棟入院患

者の家族へのかかわりの

現状を把握し、家族が看

護師に求めるケアについ

て明確にする 

①スーパー救急に入院中で退

院が決まっている患者の家族

26名②質的帰納的因子探索型

③半構成的面接④質的帰納的

分析 

家族が望むケアとして1)家族の期待どおりの患者対

応2)疾患やかかわりに関する教育3)十分な説明4)患者

の細やかな情報提供5)家族の悩みや思いの傾聴6)安心

できる担当看護師の対応7)丁寧で優しい接し方8)他職

種との調整9)受容的な雰囲気10)統一した対応を抽

出。 
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者の自己評価（No.9,12）が含まれていた。 

（2）家族支援のニーズの捉え方 

家族支援のニーズの捉え方に関する文献は 1件

（No.25）で、外来看護師に気になる家族とはどのような

家族であるか、またどのような支援を行ったか面接して

聞き取り、表情や視線、行動から読みとること、来院状

況に注意を払うこと、患者と家族の関わり方、家族の過

重な状況から推し量ることなどの観察ポイントが示され

ていた。 

（3）家族アセスメントツールの考案 

家族アセスメントツールの考案をした文献は1件

（No.17）であった。看護師が捉えている急性期の家族に

みられる特徴を基にツールを考案し、入院時から家族の

反応を捉え支援の対象となるのかを判断するものであっ

た。気になる家族を基に考案されたツールは問題となる

ポイントに焦点を当て、早期より介入を見据えたアセス

メントが展開できるものであった。 

（4）家族支援を通した気づき 

家族支援を通した気づきに焦点化した文献は1件

（No.14）であった。実践を通しての気づきとして、せっ

ぱつまった家族の苦悩を知ること、看護職仲間との支え

あい、看護実践の変化を実感、家族援助を支える取り組

みが機能していること、看護師としての焦る気持ち、課

題が抽出されていた。 

2）家族を対象とした研究 

（1）家族の心理過程 

家族の心理過程に関する研究は4件（No.5,6,21,24）で

あった。 

発症後5年以上経過した患者と同居する母親が、発症

後に混乱状態となってから母親の成長を感じ取るまでの

プロセスが報告されていた（No.21）。また、長期入院の

経験をもつ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した研究（No.24）では、同居の

有無によって心理プロセスに差異があることが示されて

いた。 

患者と同居もしくは世話の経験のある家族を対象とし

た研究（No.5,6）では、希望の内容や希望の変化の過程、

家族の希望を保持・増進する要因について報告されてい

た。 

（2）家族が受けているケア・支援 

家族が受けているケア・支援に関する研究は3件

（No.13,22,30）であった。 

スーパー救急病棟の入院患者の家族が望むケアとして、

家族が期待するとおりの患者への対応、疾患やかかわり

に関する教育、十分な説明などを報告していた（No.30）。

また、家族が捉えている訪問看護師の援助として、家族

の精神的安定が図れる、家族の用を足せる、専門知識を

獲得する、などが挙げられていた（No.22）。さらに、精

神障害者が発病し現在に至るまでに家族が活用したソー

シャルサポートとして、当事者へのソーシャルサポート

表2 発表年別文献数 

年代 文献数 

1996～2000 5 

2001～2005 10 

2006～2010 12 

2011～2013.6現在 3 

合計 30 

 

 

表3 対象別研究内容 

看護職者を対象とした文献の内容 文献数 家族を対象とした文献の内容 文献数 

家族支援の現状 10 家族の心理過程 4 

家族支援ニーズの捉え方 1 家族が受けているケア・支援 3 

アセスメントツールの考案 1 家族の困難の経験と受けているケア・支援 1 

家族支援を通した気づき 1 家族による患者へのケア 5 

合計 13 家族の生活困難 3 

  家族のQOL 1 

  合計 17 
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が家族にとってもサポートとなっている場合と直接的に

家族へのソーシャルサポートとなっている場合があり、

直接的なサポートとして、情報的サポート、情緒・評価

的サポート、手段的サポートがあった（No.13）。 

（3）家族の困難の経験と受けているケア・支援 

長期に入院している精神障害者の家族の困難や役立っ

た看護援助などを明らかにした文献は1件（No.20）で

あった。家族の経験は、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中でケアを考える、の5つのテー

マから構成され、これらの経験を中核に医療、家族会、

地域資源、社会に関する経験をしていた。 

（4）家族による障害者へのケア 

家族による障害者へのケアに関する研究は 5件

（No.4,7,8,11,19）あった。そのうち、主に統合失調症患

者の家族によるケアの提供に関する研究は 4 件

（No.4,7,8,11）であった。これらの研究では、知識の欠

如、精神病への偏見などのケア提供上の問題や情緒的負

担（No.4）、将来の不安、日常生活の制約などのケア提

供上の困難（No.11）が抽出されていた。また、ケア提

供上の対処方法（ No.4,11 ）や基本的な対処様式

（No.7）を明らかにしていた。そして、家族のまとまり、

障害者本人と気持ちが通い合うひとときなどケア提供を

支える要因が報告されていた（No.8）。 

また、他の1件（No.19）は、中高年女性鬱病患者に対

する夫の期待と現実のズレに着目した研究であった。 

（5）家族の生活困難 

家族の生活困難に関する研究は3件（No.18,23,28）で

あった。そのうち、精神科外来患者の家族を対象とした

研究（No.28）では、精神障害者の家族の生活困難度に

は患者の社会機能が有意に影響することが示されていた。

入院の有無にかかわらず精神疾患を有する患者を対象と

した研究（No.23）では、患者受容とストレス対処行動

（情緒優先対処行動）は、生活困難度を介して間接的に

患者への批判的態度を規定するとともに、患者受容は直

接的に批判的態度へ影響する因果モデルが支持されてい

た。若い統合失調症患者と同居する父母を対象とした研

究（No.18）では、統合失調症患者の父母が示した家族

機能は高い凝集性を示し密着傾向であった。また、生活

困難度については、全体の6割が高値の困難群に属し、

中でも若年の患者をもち、それに伴う若い父母の困難度

が高かったことを報告していた。 

（6）家族のQOL 

精神障害者の家族のQOLについての研究は1件であっ

た（No.15）。ソーシャルサポートと患者の社会生活技能

が不安・抑うつの基礎となり、その不安・抑うつがQOL

を規定するとともに、ソーシャルサポートがQOLを規定

する因果モデルが支持されたと報告していた。 

Ⅳ．今後の研究課題への示唆 

対象文献の概観で示した通り、入院患者の家族を対象

とした2件の研究は、入院期間が4年以下の患者の家族を

対象としていた。精神病床への入院患者のうち約4割が

入院期間5年以上の者が占めている状況（精神保健福祉

白書編集委員会編集会，2011）において、長期入院患者

の減少を図っていくことはわが国の精神保健医療福祉の

喫緊の課題であるため、患者だけでなくその家族にも地

域生活への移行と定着に向けた看護を提供していく必要

がある。しかし、5年以上入院が継続している患者の家

族を対象とした研究はなく、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った。また、看護

師が捉える退院の阻害要因として患者と家族との考えの

違いによる葛藤や高齢や過度な負担によるキーパーソン

への心配（吉村，2013）、退院後の再発に強い不安や迷

惑を被ることへの心配を抱く家族の存在（香川ら，

2013）が明らかにされている一方、家族へのアプローチ

方法がわからないという退院支援上の困難（石川ら，

2013）が示されており、長期入院中の患者の家族に対す

る看護が確立しているとは言い難い。したがって、長期

入院中の患者の家族への看護の充実に向けてその家族を

対象とした研究を進めていく必要がある。 

これまでの看護は問題思考型のアセスメントをもとに

して、問題の解決が行われていた。しかし、1990年代の

アメリカでは問題状況（ウィークネス）をアセスメント

して生活問題を捉えて介入していくことが、対象者の

QOLや地域での生活力を十分に高めることができていな

いことが明らかにされてきていた（白澤，2009）。

ウィークネスのみに焦点をあてていくだけでは全ての問

題を十分に解決できるとは限らないことから、近年では

対象に備わっている特性や技能、環境、関心、願望、希
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望を強み（ストレングス）として捉え、それらを伸ばし

ていく看護が必要になる（田中，2013）と考えられてい

る。取り扱った文献の内容から、家族のストレングスに

焦点を当てた研究は2件（No.5,6）のみであり、どちら

も家族の希望をふまえた看護を明らかにする研究で同一

著者によるものであった。その他の多くの文献の焦点は、

看護職者の家族ケア提供上の悩みや家族の患者ケアに関

する悩み、生活困難度に影響を与えている因子、家族の

苦労の対処法を明らかにする研究などのウィークネスに

焦点が当たった研究であった。つまり、家族のもつスト

レングスを促進する支援に関する研究は少ない状態であ

る。ストレングスはどのような対象にも存在することか

ら、今後の地域生活に向けた家族支援の質を高めるため

には、家族のもつストレングスに焦点を当てた研究を進

めていくことが必要になる。 

また、看護職者を対象とした13件の文献の中では他職

種との連携や協働に焦点を当てたものはなかった。地域

生活から離れ、長い年月を病院で過ごしてきた障害者や

その家族には医療と福祉からなる包括的なサービスを準

備して支援をしていく必要性がある。先行研究では、長

期入院中の患者家族が退院を受け入れる心理プロセスの

中には、経済的に先が見えないことでの退院を躊躇する

思いや全てが自分に降りかかる負担感、患者の病状の悪

化への不安感が明らかにされている（香川ら，2009）。

そのため、家族には安定した収入を継続して得られるよ

うに仕事を続けることができるための支援や、いつでも

専門家に相談できるための関係性の構築や体制などが必

要となる。加えて、障害者の病状の安定が家族の心理的

負担の軽減につながると推察できるため、障害者本人が

医療や看護を継続して受けることができるための支援も

必要になると考えられる。 

地域のなかで生活している障害者の場合も、精神疾患

と障害とを分けて対応できるものではなく、生活上の障

害のために疾患が悪化し、疾患によって生活上に障害が

生じると同時に生活の援助によって疾患が治癒し、疾患

の治療によって生活障害が援助される（高木，2008）こ

とから、医療と福祉が連携したケアが必要になる。また、

長期入院患者の家族に限らず、地域で生活をしている精

神障害者の家族も疾患や障害からの影響を受けながら生

活し、家族のみでのケアに困難を感じている場合が少な

くない。そのため、看護職者のみの連携にとどまらず、

病院内外の福祉や心理面などの多専門職による連携や協

働に関する研究の充実が必要である。 

最後に、本研究で対象とした文献では、看護職者の視

点、家族の視点から家族に対する有用な看護を検討し、

明らかにしたものが多くみられた。しかし、先行研究で

明らかとなった看護実践内容の有用性を検証する研究は

なかったため、実践検証的な研究を積み重ねていくこと

が必要である。 

Ⅴ．おわりに 

本研究は精神科領域における家族看護に関する研究30

件について、対象者の特徴、研究の内容を明らかにした。

その結果、5年以上入院が継続している長期入院患者の

家族を対象とした研究、家族のストレングスに焦点を当

てた研究、医療と福祉が連携した多専門職との協働に関

する研究の充実や積み重ねが今後の課題としてあがった。

さらに、先行研究で明らかとなった看護実践内容の有用

性を検証するための実践検証的な研究が必要であること

が示唆された。 

対象文献 
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〔原著〕 
高齢者と家族が望む生活を実現する介護予防プラン作成の体制づくり 

 

宮本 美穂１）  北山 三津子２） 

 

Establishment of a System for Developing Preventive Care Plans to Attain Lifestyles Preferred  
by Elderly Individuals and their Families 

 

Miho Miyamoto1) and Mitsuko Kitayama2) 

 

 

要旨 

【目的】地域包括支援センターの三職種（保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャー）の誰が作成しても、高齢者と

その家族が望むその人らしい生活を実現する介護予防プラン（以下プラン）になるようにするための体制づくりの

方法を明らかにすることを目的とした。 

【方法】筆者が保健師として所属していた地域包括支援センターにおいて、①プラン作成に関わる三職種の共通認識

づくりのための事例検討を実施し、②事例検討後作成したプランの評価として、高齢者と家族の要望の実現に効果

的だったことと課題の分析をした。その後①・②の取組みの成果に関して三職種で検討をした。 

【結果】事例検討や業務中の機会を捉えて、プラン作成について話し合いを行った。プラン作成に関する共通認識を

図ったことで、高齢者・家族の要望を捉え、その実現を目指してプラン作成されており、身体機能の維持・改善、

主体的にできることの継続、楽しみ・張り合いを持つこと、社会性の維持などがそのプランの内容であった。これ

らがプランに明記されたことにより、同じ目標を高齢者・家族・サービス提供者が共有することができるようにな

り、それぞれが意識的に実践することにつながった。課題は、既往疾患や疼痛などの症状を考慮した運動の取組み

支援や体調管理であり、そのために主治医やリハビリ職員との連携が重要であった。また事例検討の継続により、

他職種から助言を得てよい支援ができたとの効果を実感し、幅広い視点を持って支援したいという意見が得られた。 

【考察】質の高いプラン作成に向けた体制づくりには、三職種が他職種からの助言を得て幅広い視点を持つ必要性を

認識することが基盤となる。そのためには、①話し合いの定着、②事例の情報共有、③プラン作成に関する共通認

識づくり、④専門性に対する相互理解を図る必要がある。 

 

キーワード：地域包括支援センター、保健師、介護予防、事例検討 

 

Ⅰ．緒言 

平成18年の介護保険法改正にて、住み慣れた自宅や地

域でできる限り自立した、その人らしい生活を継続でき

るように支援する体制づくりが重要とされた。その中核

的機関として、地域包括支援センターが設置され、保健

師・社会福祉士・主任ケアマネジャーの三職種のチーム

アプローチで事業に取組むことが求められている（厚生

労働省，2006）。 

筆者が保健師として所属していた地域包括支援セン

ターは、A市（人口149,798人 65歳以上30,428人 高齢

化率20.3％）よりB社会福祉法人に委託を受けて平成18

年に設置された施設である。介護予防ケアマネジメント
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業務は保健師、総合相談・権利擁護業務は社会福祉士、

包括的支援業務は主任ケアマネジャーという業務分担体

制をとっている。介護予防プラン作成は三職種が担当し

ており、そのため三職種の誰が作成しても、質の高い介

護予防プランとなることが必要である。筆者は、介護予

防プラン作成を通じて、高齢者とその家族は、今までと

変わりなく生活が続けられ、安心感や満足感を実感しな

がら自分らしい生活を営んでいきたいと希望しており、

この思いを実現することが重要であり、延いては高齢者

の健康維持につながると考えた。しかし、所属施設を含

むA市内の他7か所の地域包括支援センター職員に介護予

防プラン作成について聞き取りを行った結果「高齢者に

目標を聞いてもなかなか答えが返ってこない」「地域包

括支援センター職員が目標案を考えて提案するが、同じ

ような目標になってしまう」等の意見が聞かれ、高齢者

の希望をとらえることや、個別の状態に即した介護予防

プランづくりが困難な状況であることがわかった。他施

設においては、利用者に寄り添いながらアセスメントを

実施していくことが重要であるが、そのための時間がほ

とんど確保できない（林ら，2007）との報告や、職員一

人当たりの担当事例の増加から介護予防ケアマネジメン

トの質が低下することの懸念（安藤，2008）や地域包括

支援センター内部での介護予防マネジメントに習熟して

いない職員に対しての教育・研修体制が必要である（濱

田，2007）との課題が報告されている。 

質の高い介護予防プラン作成に関する先駆的な取組み

として、居宅事務所へ委託した介護予防プランを地域包

括支援センター職員がチェックしている報告（今井，

2007）があったが、三職種で話し合い介護予防プラン作

成をしている報告はなかった。山口ら（2008）は、C県

内地域包括支援センターの基本機能の現状と課題を明確

にする目的で質問紙調査を実施しており、その結果「三

職種お互いに連携をとりながら業務を進めたいが、介護

予防プラン作成に追われてできない」との回答が多かっ

たことから、業務に追われ介護予防プラン作成と三職種

間の連携が切り離されて考えられている状況が推測され

た。 

所属施設においても、総合相談件数や介護予防プラン

件数が増加し業務が煩雑になったこともあり、介護予防

プラン作成においては、事務的に担当者を決めた後は、

担当者に任せられ、お互いに、どのような事例に対して

どのような介護予防プランを作成しているのかわからな

く、三職種間で介護予防の視点を持ったプラン作成や内

容に関する検討はできていないという状況であった。そ

のため、介護予防ケアマネジメント業務を担当している

保健師として、三職種間で介護予防支援に関する共通認

識をはかり、どの職員が作成しても質の高い介護予防プ

ラン作成ができる体制づくりが必要であると考えた。 

本研究では、地域包括支援センター三職種の誰が作成

しても、高齢者とその家族が望む生活を実現するための

介護予防プラン作成を目指して、三職種による事例検討

を継続的に実施して、介護予防プランを作成・実施・評

価する。この取組みの成果と課題を分析することを通じ

て、所属施設における介護予防プラン作成の体制づくり

の方法と保健師の役割を明らかにすることを目的とする。 

Ⅱ．研究方法 

筆者が保健師として所属していた地域包括支援セン

ターにて以下の1～4を実施する。 

1．介護予防プラン作成に関わる三職種の共通認識づく

りのための事例検討の実施 

共通認識づくりの手段として、三職種（各職種1名の

計3名）での介護予防プランの事例検討の実施を他の二

職種に提案し、その週に要支援認定された全件について、

週1回定期的に実施する。事例検討実施時は、各担当者

は介護予防プラン作成前の段階で、事例検討で出された

意見を参考に介護予防プランを作成する。筆者が事例検

討記録を作成し、その内容を他の二職種に確認してもら

う。開始後2ヶ月間に実施した事例中、現在の状況と担

当者の支援方法を三職種で話し合えた事例の事例検討記

録から、①介護予防プラン作成において大切にすべきこ

ととして共有できたことと、介護保険サービスの利用に

とどまらず、幅広い視点で介護予防支援を提案すること

の考えが三職種間で異なっていると筆者が気付いたため、

②介護予防支援に関して話し合いが必要であると判断し

たこと、を抽出し意味内容の類似性にしたがって分類す

る。②については、その後の事例検討や三職種が集まっ

た機会を捉えて筆者から提起して話し合いを深める。 

2．事例検討後に作成した介護予防プランの評価 

事例検討で出された意見を参考に介護予防プランを作
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成する。介護予防支援に関して話し合いが必要であると

判断した事例に関しては、事例検討後の介護予防支援に

関する話し合いをもとに担当者が介護予防プランを修正

する。修正し作成した介護予防プランに基づいて支援が

開始される。その後に、介護保険サービス利用の事例は

6ヵ月後に、介護保険サービス利用のない事例について

は、認定期間が終了する12カ月後に評価を実施する。評

価対象は、上記1の②介護予防支援の考えが三職種で異

なっていると筆者が気付き、さらに話し合いが必要であ

ると判断したことがあった事例の介護予防プランとする。

その理由は、事例検討後さらに話し合い作成したプラン

内容を評価するためである。話し合い後作成した介護予

防プランの内容は、本人・家族に合意が得られた介護予

防プランから、支援経過の内容は訪問記録や話し合いの

内容から収集する。評価方法は、本人・家族から生活実

態や要望の実現状況を聞き取ると共に、サービス事業所

職員から支援の評価を聞き取る。その結果を三職種で共

有し、介護予防プランを評価する。 

3．事例検討とその後の介護予防プラン作成・実施・評

価の成果と課題の分析 

1および2の取組みについて、実施してよかったことと

今後の課題を三職種で意見交流する。出された意見を意

味内容の類似性にしたがって分類する。 

4．倫理的配慮 

本研究は、岐阜県立看護大学大学院看護学研究科論文

倫理審査部会の承認を得て行った（承認No.20-A005-2）。

研究の協力依頼においては、要支援認定者とその家族、

地域包括支援センター職員、サービス事業所職員に、本

研究の目的・方法、研究への協力は自由意思に基づきい

つでも中断可能であること、協力の有無により不利益が

生じないこと、使用するデータは匿名性を確保し、本研

究以外に用いることはないこと、研究終了後には適切な

方法で処分することを、文書および口頭にて説明し承諾

を得た。 

Ⅲ．研究結果 

1．介護予防プラン作成に関わる三職種の共通認識づく

りのための事例検討の実施 

1）事例検討の提案と実施 

平成20年4月に地域包括支援センター三職種で担当事

例の情報や支援状況を共有する必要性を確認し、日常業

務内でできる事例検討の方法を話し合った。その結果、

6月より、まず事例の情報として属性、介護度、現在の

状況と担当者の考える支援方針を共有することを目的に、

要支援認定結果が開示される毎週金曜日に事例検討を実

施することを三職種で合意し開始した。開始後2ヶ月間

で8回36事例について実施し、三職種間で意見交流がで

きたのは17事例であった（表1）。36事例全てについて意

見交流ができなかった理由は、担当者が特に問題がない

と判断している事例を他職種に説明する必要性が理解さ

れず、意見交流にならなかったからである。そのため、

筆者が司会を行い、問題がないと判断した理由や事例の

 
表1 17事例の概要 
事例No 高齢者の年代・性別 家族構成 介護予防プラン作成担当者 

1 80代前半・男性 本人・妻・長男 筆者（保健師） 

2 80代後半・男性 本人・妻 社会福祉士 

3 70代後半・女性 本人・長男（障がい者） 筆者（保健師） 

4 70代後半・女性 本人・長男世帯 主任ケアマネジャー 

5 60代後半・男性 本人・妻・長男 社会福祉士 

6 70代後半・男性 本人・妻・娘世帯 社会福祉士 

7 70代前半・女性 本人・娘世帯 筆者（保健師） 

8 90代前半・男性  本人・妻（要支援）・長男世帯 主任ケアマネジャー 

9 80代後半・男性  本人・妻（介護2） 社会福祉士 

10 80代前半・女性   本人・長男 筆者（保健師） 

11 70代前半・男性  本人・妻 社会福祉士 

12 90代前半・男性 本人・妻・嫁 筆者（保健師） 

13 80代前半・女性 本人・夫・長男世帯 筆者（保健師） 

14 60代前半・男性  本人 主任ケアマネジャー 

15 70代後半・男性  本人・妻 筆者（保健師） 

16 70代前半・女性  本人・夫・長男世帯 筆者（保健師） 

17 70代後半・男性  本人・娘世帯 筆者（保健師）  
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生活状況を質問し、発言が多くなるように働きかけた。

そして、1回の事例検討で4～5事例を話し合うため業務

に支障をきたさないよう、30分以内で行うことを配慮し

た。 

2）介護予防プラン作成において大切にすべきこととし

て事例検討で共有したこと 

三職種で大切にすべきこととして共有したことは、17

事例中15事例から表2のとおり29の内容が挙がり7つに分

類された。 

【本人・家族の要望を踏まえてアセスメントし、本人

に合った支援方法を選択すること】【本人の趣味・役

割・生活活動を継続していくことが介護予防につながる

こと】【介護予防の観点から、現状の身体・生活状況を

把握し、支援内容・方法を判断すること】【電動ベッド

利用の要望に対して、主治医などの他職種の意見を参考

に援助の必要性を判断すること】【家族員とケアマネ

ジャーや近隣者・民生委員・サービス事業所職員とのつ

ながりを大切にして支援を調整すること】【退院後や介

護給付からの継続的な支援をするために前任のケアマネ

ジャーや病院関係者と連携すること】【活用できるサー

ビスの現状とその申請方法を知っておくこと】の7項目

であった。 

3）介護予防支援に関して三職種で話し合いが必要なこ

ととその後の検討状況 

事例検討の中で、筆者の介護予防に関する支援の意図

が十分に伝わらず、話し合いの必要があると判断した事

例は17事例中7事例で、表3のとおり9つの検討内容が挙

がり、【高齢者が今行っている趣味・家庭での役割・運

動や行いたいと思っていることを本人が取り組めるよう

介護予防プランに位置付けること】【高齢者・家族ので

きないことの代替だけでなく、自立を目指したサービス

導入の視点を持つこと】【介護保険サービスの要望がな

く何とか自立して生活している人に対して、介護予防目

的で介入すること】【サービス事業所の支援内容につい

て、介護予防プランの意図を確認しながら、サービス事

業所職員と一緒に検討すること】の4項目に分類された。

その後の検討は、定期の事例検討時以外に家庭訪問から

戻った後や事例の話題となった時などの機会に実施した。 

【高齢者が今行っている趣味・家庭での役割・運動や

行いたいと思っていることを本人が取り組めるよう介護

予防プランに位置付けること】については、事例１では、

筆者は寝ていることが多い本人に対して、介護予防のた

めに何らかの取組みの必要性を感じており、事例検討時、

本人が取り組める自宅での運動を介護予防プランに位置

付けることを提案したところ、他の二職種から自宅の取

組みまでも位置付けることに対して疑問の意見が出され

た。そのため、現状を維持するためには、介護保険サー

ビスだけでなく、自宅での運動や日課を介護予防プラン

に位置付けることで、本人の動機づけとなり取組みへの

意欲につながる、そして、サービス事業所職員にも本人

の取組みが伝わり取組みの見守り支援ができるという筆

者の意図を説明し、話し合った。また、他の二職種の担

当事例について振り返り、事例5が趣味であるDVD作成

や事例11がリハビリに変わらず取組み続けていることに

よって、身体機能や生活行動が維持されていることを確

認し、それらの取組みが介護予防に効果があることを共

有した。その結果、介護予防プランは、事例5は要望で

もあるDVD作成を続けることや事例11はリハビリとして

ゲートボールに継続参加することと修正された。事例17

は、杖なし歩行ができるようになることを目標にしてお

り、毎日の歩行リハビリとして喫茶店への散歩を介護予

防プランに位置付けた。 

【高齢者・家族のできないことの代替だけでなく、自

立を目指したサービス導入の視点を持つこと】について

は、退院後の支援を検討した事例2の支援方針に関して、

在宅生活へスムーズに移行できるように、高齢な妻が困

難な清拭をヘルパーに依頼する意見が出された。筆者は、

本人の体力低下が顕著であるため、寝たきりになる恐れ

があると判断し、自立した生活に戻れるようにADLの改

善に向けた支援も取り入れることが必要であると考えた

が、支援方法までの話し合いにはならなかった。その後

の話し合いで、ADL改善に向けた支援方法を検討する必

要があることを提案し担当者（社会福祉士）を含めて三

職種で話し合った。その結果、本人と妻が信頼している

ヘルパーに、妻が希望している清拭を依頼するが、その

際、身体を起こし本人が拭けるところは実施してもらう

等、身体を動かす機会と意識しながら支援することとし

た。この話し合いで、本人のADL向上を目指したサービ

ス導入の視点を持つことの大切さを共有した。 

【介護保険サービスの要望がなく何とか自立して生活 
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表2 介護予防プランにおいて大切にすべきこととして共有したこと 

項目  内容 （ ）内は事例No 

本人・家族の要望を踏まえてアセス

メントし、本人に合った支援方法を

選択すること 

本人・家族が要望する手すりの設置について、本人の運動機能や生活動作を確認し手すり

の設置方法を検討する（1） 

今まで利用しており、今後も継続して利用したいという本人・家族の要望より、ヘルパー

による買い物・掃除支援の内容を検討する（1） 

本人の買い物に外出したいという要望を実現するために、予防給付で対応可能な支援方法

を、3職種で検討をする（3） 

本人と民生委員からの配食サービス利用の要望について、家族背景や生活状況から必要性

を確認し早急に対応する（9） 

本人のデイケアが楽しいし、リハビリがしたいので利用を週2回に増やしたい、という要望

に対して生活リズムや安全性を考慮して対応する(12) 

本人・家族の不安や要望を把握し、事例に合った支援内容を医療的視点で判断していくこ

と（15） 

本人の希望や性格、雰囲気に添ったサービスやサービス事業所を選択する（16） 

本人の趣味・役割・生活活動を継続

していくことが介護予防につながる

こと 

趣味である自作DVD作成を本人が継続して取り組めるよう支援していくこと（5） 

起居動作も重要な運動リハビリの機会と位置づけて、できる動きを奪わないような福祉用

具の選択が大事である（7） 

本人は将棋サロンの参加を継続しているため、今後も取組み続けることを見守っていく(8) 

母の役割としての家事を継続していることが介護予防になっており、状態が安定している

ように感じる（10） 

本人の歩けるようになりたいという気持ちを持ち続けていけるように支援すること（12） 

自宅で行っている毎朝の喫茶店への散歩を継続していることが介護予防につながっている

（17） 

介護予防の観点から現状の身体・生

活状況を把握し支援内容・方法を判

断すること 

現在行っている運動や生活習慣から現状の生活活動量を把握し、介護予防の観点から支援

内容を判断する（1） 

転倒予防として、マットレスや電気コードなどの生活用品の配置状況が適切かを判断する

（12） 

電動ベッド利用の要望に対して、主

治医など他職種の意見を参考に援助

の必要性を判断すること 

身体状況や生活状況、介護力をアセスメントした上でベッド導入の必要性を判断する（7）

原因疾患の性質を理解して、主治医の所見も参考にベッド導入の必要性を判断する（7） 

家族員とケアマネジャーや近隣者・

民生委員・サービス事業所職員との

つながりを大切にして支援を調整す

ること 

事例の妻の介護予防プラン作成をしている担当者（主任ケアマネジャー）が、妻との関わ

りの中で、事例の見守りをする（8） 

介護2である事例の妻のケアマネジャーと支援方針を情報共有し連携して支援する（9） 

自宅で生活ができるように民生委員や近隣ケアに見守りをしてもらうように働きかけるこ

と（9） 

在宅独居生活が安全に継続できるように、家族・近隣ケア・民生委員・サービス事業所職

員ができる支援を分担して行えるよう調整すること（14） 

退院後や介護給付からの継続的な支

援をするために前任のケアマネ

ジャーや病院関係者と連携すること 

退院後の在宅支援のために病院関係者との連携が大切である（2） 

介護給付から予防給付に移行しても、継続的なサービス提供のために前任ケアマネジャー

から情報提供してもらう（6） 

前任ケアマネジャーから、電動ベッドの利用状況や生活について情報提供してもらう（7）

活用できるサービス現状とその申請

方法を知っておくこと 

介護度の軽い人に対しての福祉用具レンタル申請手順を確認する（7） 

介護保険住宅改修と市福祉サービス（住宅改善事業）について対象者・申請方法を確認す

る（13） 

生活保護制度について勉強会を行い対象者の確認をする（14） 

事例の要望に合った事業所を選択できるように、市内移送サービスの現状を、情報交換す

る（14） 

市内訪問看護ステーションで、訪問リハビリを実施する事業所の情報交換をする（15） 
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している人に対して、介護予防目的で介入すること】に

ついては、介護保険の認定は受けているが、介護保険

サービスの利用希望がなく、介護予防プランのない事例

に対する関わりについて検討したところ、事例4は今の

生活リズムを維持すること、事例9は虚弱高齢者夫婦を

見守ることの重要性は、三職種とも意見が一致した。し

かし、三職種お互いに、実際どのように関わっているの

か分からなかった。そのため、介護予防プランのない事

例を見守る介護予防的視点について意見交流した。その

結果、生活機能を評価することの他に、本人・家族の生

活リズムを把握し継続できているか、外出の機会や生活

の中での運動習慣の有無、相談の連絡ができるかについ

て、更新手続きの訪問時に判断していくことを共有した。 

【サービス事業所の支援内容について、介護予防プラ

ンの意図を確認しながら、サービス事業所職員と一緒に

検討すること】については、地域包括支援センター職員

が、デイサービスで行う支援方法をどこまで詳細に検討

するのかについて、事例11の検討時には三職種間で認識

が異なっていた。要支援1となったためデイサービスが

週2回から1回になり運動量が減少すると予測された。そ

のため、筆者は生活活動量を維持向上させるために事例

の生活に関する情報を共有し支援内容を一緒に考えるこ

とで、より本人の状況に合った支援ができると考えた。

その後の話し合いで、サービス事業所職員と事例の経過

や現状を共有し支援方法を検討する必要性について意見

交換し、サービス担当者会議で、デイサービス以外の生

活活動量が維持できる方法を話し合うこととなった。そ

の結果、サービス担当者会議で、地域包括支援センター

担当者が本人に合った具体的な運動を本人とデイサービ

ス職員と話し合うことを提案し、デイサービス時に自宅

で実践する運動を指導することが介護予防プランに加筆

された。 

2．事例検討後に作成した介護予防プランの評価と課題 

事例1は、自分のことは自分でやっていきたいとの要

望を持っていた。自分のことができる運動機能維持を図

るために、日課であるトイレへの歩行・入浴時の体操を

介護予防プランに位置付けた。またその日課が行えるよ

う、本人の生活動作を考慮してトイレや浴室、廊下の手

すりを設置した。その結果、手摺りがあることで安心し

て自分のことができることを喜ぶ言葉が聞かれた。また

ヘルパーの声掛けもあり、本人は日課を取組むことを努

力していた。しかし本人の「これからも続けていきたい

 
表3 介護予防支援に関してさらに三職種で話し合いの必要があると判断したこと 

項目  内容 （ ）内は事例No 

高齢者が今行っている趣味・家庭での役

割・運動や行いたいと思っていることを

本人が取り組めるよう介護予防プランに

位置付けること 

本人の身体機能維持のために、介護保険適用のサービスだけでなく、自宅での運動を継

続することを介護予防プランに位置づけること（1） 

趣味であるDVD作成を継続することを介護予防プランに位置付けること（5） 

趣味であるゲートボールを本人が取り組めるように介護予防プランに位置づけること

（11） 

デイサービスでのリハビリのみでなく、自宅での喫茶店への散歩を継続することも介護

予防プランに位置付けること（17） 

高齢者・家族のできないことの代替だけ

でなく、自立を目指したサービス導入の

視点を持つこと 

高齢の妻ができない清拭の導入に関して、退院直後の体力低下からの寝たきりを予防す

るため、ヘルパーによる清拭を、離床を進める支援として援助すること（2） 

介護保険サービス利用の要望がなく何と

か自立して生活している人に対して、介

護予防目的で介入すること 

息子世帯と同居し、何とか日中はADLが自立しているので、今の生活リズムを維持する

ように声掛けや見守り支援をすること（4） 

本人の介護予防プランはないが、介護2の妻と2人暮らしであり、見守りが必要な世帯に

対して、介護予防の視点でどのように見守りをしていくかを話し合うこと（9） 

サービス事業所の支援内容について、

介護予防プランの意図を確認しなが

ら、サービス事業所職員と一緒に検討

すること 

デイサービスの回数が週2回から1回に減少するため運動量が減少することが予想でき

た。そのため、日常生活で運動機能の維持が図れるように自宅でできる運動をデイサー

ビスで訓練するという、地域包括支援センター担当者（社会福祉士）の介護予防プラン

の意図を確認した。しかし、担当者は、デイサービス職員に支援内容は任せてよいとい

う考えがあったことから、本人に合った具体的な訓練内容を本人・家族、支援者らと一

緒に検討すること。（11） 

デイサービスの回数が週2回から1回に減少するため、運動機能低下を早期発見し対応で

きるように、運動機能の評価をどの時期に実施し支援内容を話し合うかをデイサービス

職員と検討すること（17） 
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が、腰痛のため寝ていることが多くなってしまう」との

言葉のとおり、寝ていることが多い状況は変わらず、日

課の運動量では運動機能の維持は困難であった。継続し

て支援しているヘルパーは、トイレ歩行時にふらつきが

みられることを確認していた。課題として、既往を持ち

ながら運動を継続できるよう支援するために、リハビリ

専門職等との連携が必要であることがあげられた。 

事例2は、元気になりたいという要望を支援するため、

ADLの改善を目指した。ヘルパーによる離床を目指した

清拭を行うことで、妻より「ヘルパーさんが入ってくる

明るい声だけでもうれしかった」との言葉が聞かれた。

そしてヘルパーからは、離床を促しながら清拭をするよ

うになってから、体調が良くなり起きられるようになっ

たとの評価が聞かれた。このことから、本人・家族の要

望を介護予防の視点で捉え自立を目指した援助方法を考

案したことは効果的であった。また、清拭支援開始時の

本人の運動機能が低下しており、ヘルパーは、どの程度

本人に行ってもらうかの判断が難しいとのことだったの

で、本人の体力や身体状況に合った清拭方法について、

地域包括支援センター担当者と筆者（保健師）と話し合

い支援を実施した。このことから、ヘルパーが安全に安

心して支援を行うための支援が大切であったことを確認

した。 

事例4は、自分のリズムで生活したいと要望していた。

介護保険サービスの利用希望がなく介護予防プランのな

い事例であったが、見守り支援が必要で、更新申請時に

介護予防の視点を持ってかかわるよう話し合いをした。

地域包括支援センター担当者は、 近足腰が弱くなり近

所のコンビニに行くことが少なくなったことを把握し、

その訪問時の生活の変化の気づきを家族に伝えたりして

気にかけていることを家族に伝えていた。脳梗塞再発時

には、家族から地域包括支援センターへ連絡が入り、早

期から相談対応ができた。課題として、体調や既往疾患

の管理についてアセスメントし支援内容を検討していく

重要性があげられた。また、事例4のような家族と同居

している高齢者には、地域の食事会への誘いがないこと

がわかり、外出や人との交流の機会が少ない傾向が推測

された。D地区では、独居高齢者は民生委員や近隣ケア

の見守りがあるが、家族と同居している高齢者は民生委

員も関わりが少ないことが課題にあがり、これらの高齢

者にも見守りや地域との関わりがあるとよいことを民生

委員に相談することとなった。 

事例5は、本人の要望であるDVD作成の継続を介護予

防プランに位置付けた。その結果、妻がDVD作成のため

に一緒に外出したり、デイサービスでは作成したDVDの

観賞会を行うなど、支援者が一貫してDVD作成を意欲的

に継続することを目指して対応していた。しかし、デイ

サービス職員からは、DVD作成は熱心であるが、糖尿病

の既往があり体重の増加傾向がみられ、デイサービス中

に散歩や運動を促しても座っていることが多いとの課題

が聞かれた。事例検討では、糖尿病コントロールに関す

る検討はされていなかった。これらのことから、疾病を

持った身体面および生活面のアセスメントや疾病管理へ

の支援をプランに含めていくことが課題としてあげられ

た。 

事例9は調理ができなくなり食事に困っていた。配食

サービスを利用できるよう早急に対応し利用できたこと

で、食事の心配がなくなり安心したという言葉が聞かれ

た。12ヶ月後の介護保険更新の再訪問時には、長距離歩

行が困難になってきたことから、本人が自信をなくして

いる様子を把握し、経過を見守る必要性や自信を回復で

きるような関わりが必要であることがあげられた。そし

て水墨画が趣味であることを把握し、趣味を継続するよ

う声掛けし、本人ができることを維持できるように支援

した。 

事例11は、リハビリに取組みたいとの要望を持ってお

り、介護予防プランにゲートボールの継続やデイサービ

スで自主訓練の指導を行うことを位置付けた。ゲート

ボールは継続していたが、デイサービス職員は、デイ

サービスの利用が週1回に減少してから気持ちが落ち込

んでいたと評価していた。本人からは「歩行が良くない

と言われても、それをどうすればよいかを誰に相談して

よいかわからなかった」との言葉が聞かれた。本人の不

安に対応することが、本人の取組み意欲の維持に影響す

ることを三職種で共有した。本人が困った時に誰に相談

すればよいかがわかるようにしておくこと、地域包括支

援センター職員が繋ぎ役として対応していくことが大切

であると確認した。 

事例17は、杖なし歩行ができるようにリハビリを続け

たいという要望を持っており、毎朝の喫茶店への散歩を
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介護予防プランに位置付けた。その結果、散歩を自分の

仕事と語り取組みを毎日続けていた。また、デイサービ

ス職員も、取組み状況を把握し本人が続けていることを

ほめる声掛けをしていた。そして運動機能低下を早期発

見できるように、デイサービス職員は、運動機能評価の

結果やデイサービスでの状況や生活状況から評価してい

た。これは、サービス担当者会議で具体的に本人のリハ

ビリ内容や評価方法を話し合って決めたことの効果であ

ると確認した。 

3．事例検討の実施状況と取組みの成果および今後の課題 

1）事例検討の継続実施 

本研究的取組み期間中の平成20年6月から平成21年11

月までの1年4ヶ月間、事例検討は毎週介護保険認定され

る要支援認定者の全件に対して実施した。この取組みを

実践したことで、所属施設の地域包括支援センターに情

報開示される要支援認定者約130人全てが、三職種で情

報共有され事例検討されるようになった。 

2）事例検討の波及効果 

介護保険サービス利用の希望がなく、介護予防プラン

を作成していない事例に対して、介護予防の視点での働

きかけが行われるようになった。事例6の更新申請訪問

にて、担当者は、体調の大きな変化はなかったが、接骨

院への散歩以外はTVを見て寝ていることが多い生活で

あったため、運動機能を高めることを意図して自宅でで

きる体操の資料を用いて運動を促していた。事例14につ

いては、ベランダ菜園のプチトマトの成長や収穫を楽し

みにしている生活が続くことを介護予防として意味づけ

をして、ベランダ菜園を続けることを声掛けしていた。 

3）事例検討を行いよかったことと今後の課題 

1年4ヶ月間事例検討を行ってきたことに関して、三職

種間でよかったことと今後の課題について意見交流した。

よかったことは、出された意見の意味内容で分類した結

果、表4のとおり＜話し合いの機会を意図的に持ったこ

と＞＜事例の情報共有＞＜担当以外の事例の対応がしや

すくなった＞＜他職種に相談しやすい＞＜他職種の視点

やアドバイスが参考になった＞＜三職種の視点を共有す

ることで相乗効果のある支援につながった＞＜一人の視

点ではなく、広い視点でみることの大切さの意識が高

まった＞＜お互いの専門性を理解する機会になった＞の

8項目に分類された。 

今後の課題については、2点あげられた。1点目は、職

種間の遠慮や業務を中断することの遠慮のため事例検討

以外は三職種で話す機会が少ない、という意見であった。

具体的な内容は、「お互いの尊重や遠慮があって聞きに

くいことがある」や「話す機会が少ないから、一人で実

施してしまうことも多いが、一人で責任を背負うのはつ

らい」であった。2点目は、事例検討をした事例を振り

返る機会がないため、半年後くらいに振り返りができる

とよいとの意見が出された。本研究の事例17件に関して

は、介護予防プランの内容や事例の経過、評価を三職種

で話し合い確認した。しかし、それ以外の要支援認定者

については、事例検討で話し合った介護予防プランの評

価の確認までは行っておらず、1年後の介護保険更新認

定結果開示後の事例検討時に、これまでの経過を話し

合っていた。1年後では、事例検討で話し合ったことの

効果がわかりにくいため、半年ごとの期間で振り返った

方がよいとの意見であった。 

Ⅳ．考察 

1．三職種による事例検討の成果 

事例検討やその後の話し合いを重ねて作成した経過や

介護予防プランの評価の内容から、取組みの成果を考察

する。介護予防プラン担当者として、本人・家族の要望

を捉えて、その実現を目指して、身体機能の維持・改善、

日常生活動作の維持、人との交流や社会性の維持、主体

的にできることの維持などを意識して介護予防プランを

作成されていた。そして、これらを介護予防プランに位

置付けたことによって、同じ目標を本人・家族やサービ

ス提供者が共有できるようになり、それぞれが意識的に

継続実施することにつながった。また、介護予防プラン

の実施においては、本人の不安や気がかりに対応するこ

と、サービス提供者の不安や提供方法を確認すること、

運動機能評価や日常生活動作評価をして現状をアセスメ

ントすること、身体状態のアセスメント、疾患管理の支

援をすることが必要であった。本取組みにおいては、運

動機能評価・日常生活動作評価をして現状をアセスメン

トすること、身体状態のアセスメントは実施できたが、

そのアセスメントから事例の疾病や症状を考慮した援助

を提供することは実施できなかった。実施できなかった

理由として、主治医やリハビリ専門職と連携して、本人
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の疾病や疼痛や痺れなどの症状の状況に合った支援方法

を検討することが大切であると考えられる。また本取組

みの事例より、本人が抱く不安や気がかりが、その後の

高齢者の取組みに大きく影響することが明らかとなった。

そのため、本人・家族は困った時、誰に相談するかがわ

かるように確認することが大切であると考えられた。 

事例検討を行いよかったこととして分類された表4の8

項目について、本取組みの経過を踏まえて事例検討の効

果を考察する。取組み前は、三職種お互いどんな事例に

どう関わっているのか分からない状況であった。事例検

討の実施を決めたことで＜話し合いの機会を意図的に持

つ＞ことができ、＜事例の情報共有＞の機会となった。

このように担当以外の事例も把握していることで、＜担

当以外の事例の対応がしやすくなった＞＜他職種に相談

しやすい＞状況となり、三職種間のコミュニケーション

に影響があったと考えられる。そして相談したことで、

＜他職種の視点やアドバイスが参考になった＞、＜三職

種の視点を共有することで相乗効果のある支援につな

がった＞という肯定的な効果を実感していた。実際に相

談できると安心感がある、相談していくことも大切との

言葉も聞かれている。これらの肯定定な実感が、＜一人

の視点ではなく、広い視点でみることの大切さの意識が

高まった＞という意識の変化に影響したと考えられる。

一方、質の高い介護予防プラン作成に関して、野川ら

（2009）は、事例の援助過程、成果を多職種で評価し共

有することが支援方法の資質向上につながると述べてい

る。本研究では、事例検討をきっかけとして、介護予防

プランや支援方法を話し合い、経過や評価を三職種で共

有した。効果として＜相乗効果のある支援につながった

＞と評価していることから、これらの取組みは、質の高

い介護予防プラン作成につながると考えられる。 

2．質の高い介護予防プラン作成に向けた体制づくりの

方法 

チームアプローチを効果的にするには、正式なミー

ティングを定期的に持つ必要がある（Showed，1991）と

報告されている。本取組みにおいても、毎週金曜日に三

表4 事例検討を行いよかったこと 
項目 意見の内容 

話し合いの機会を意図的に持てた 
3人のそれぞれの特性をうまく活用できるよう話し合う機会を、忙しい業務の中で意図的

に持って続けて行ってきたことはよいと思う。 

事例の情報共有ができた 事例検討は職場内での事例の共有のきっかけになっている。 

担当以外の事例の対応がしやすくなった 

情報共有をしているので、事例に関する電話がかかってきた時に、自分の担当事例でな

くても対応しやすいと感じる。 

事例検討時に情報を共有して、その後電話がかかってきた時に本人の声を聞いたり、地域

包括支援センターへ来所され1回会うなどすると、事例をさらに把握でき助言しやすい。 

他職種に相談しやすい 事例検討の場で情報共有しているので、問題があった時に他職種に相談しやすいと思う。

他職種の視点やアドバイスが参考に

なった 

介護職の経験から支援方法のアドバイスをもらい参考になった。 

保健師の健康面からアプローチしていく視点、本人の持っている力を大切にしながら支

援方法を考える発想が参考になった。 

保健師や他の職種に医師意見書をみてもらうことで、多くの既往疾患を総合的に捉え、

疾患から事例の状況を教えてもらえた。 

職種によって関心が異なり、自分の関心の薄いことについてチェックしてもらえてあり

がたい。 

三職種の視点を共有することで相乗効

果のある支援につながった 

事例を3人の見方でみることができ、相乗効果でより良い支援ができる。 

意図的に3人で情報共有してチームでやっていくことで、事例を3人の見方でみることが

できた。 

一人の視点でなく、広い視点でみるこ

との大切さの意識が高まった 

こんなことも出来なくて恥ずかしいなという気持ちもあるかもしれない。どんなベテラ

ンでも不足面はあるはず、それぞれが自覚して相談していくことも大切である。 

なるべく話すようにしており、一人ではやらないようにしている。 

相談できると安心感があるのがいい。 

お互いの専門性を理解する機会になっ

た 
三職種が話し合うことで他職種の専門性を理解する機会となった。 

 



岐阜県立看護大学紀要 第 14 巻 1 号，2014 

― 22 ― 

職種で担当事例について話す機会を決めて1年4ヶ月間継

続実施したことが、事例検討の定着につながったと考え

る。この事例検討は、平成25年8月現在においても継続

して実施されている。 

事例検討の方法については、毎週の事例検討の時間は

30分以内とし、業務に支障をきたさないよう負担を配慮

することは重要であると考える。また、他職種との情報

共有や目標の共有が重要とされている（宮崎ら，2010）。

本取組みにおいては、事例を共有しているので相談しや

すいとの意見があった。このことから、三職種間で事例

の情報共有と支援の方向性の確認をすることは、より活

発な事例検討に影響すると考える。 

介護予防プラン作成にかかわる三職種の共通認識づく

りのために、介護予防プラン作成に関して大切にすべき

こととして共有したことを確認した。そしてさらに、質

の高い介護予防プラン作成のために、本人・家族が望む

生活実現に向けた課題を提起し、三職種で話し合いを重

ねた。その取組みが、介護予防支援に関する認識を深め

ていったと考える。 

他職種間の連携には各分野の職種の特徴を理解するこ

と（谷部，2009）やお互いの考えを素直に出し合う環境

づくり（野川ら，2009）が重要と述べられている。本取

組みにおいては、介護予防プランの方向性について意見

交流したことで、職種によって介護予防プラン作成に特

徴があることや視点や専門性の違いを感じていた。そし

て、お互い異なる視点で意見交換するとよいことの認識

を持っていた。この認識が、意見交流しやすい雰囲気に

つながるものと考える。 

以上のことより、質の高い介護予防プラン作成に向け

た体制づくりの中核には、自分ひとりの視点だけでなく、

他職種からのアドバイスを得るなど広い視点を持って支

援していきたいという意識を持つことが位置付けられる

と考える。その意識づくりのために、①三職種で話し合

う機会を定着させること、②事例の情報や目標を共有す

ること、③介護予防プラン作成に関わる共通認識を図る

こと、④相互の専門性を理解し合うこと、が大切である

と考える。 

3．質の高い介護予防プランづくりのための保健師の役割 

高齢者の要望の実現のためには体調の安定や運動機能

の維持は不可欠で、健康管理への支援や既往を持ちなが

らも運動を継続して取組める支援が課題であった。原因

疾患の他に多くの慢性疾患を抱えている高齢者の身体状

況を的確に捉えた上で、介護予防プランを提案すること

が必要である。そのためには保健師が、既往疾患を持っ

た高齢者の身体面のアセスメントをふまえた疾病管理の

支援を介護予防プランに含めていけるように他の二職種

に働きかけることが大切であると考えられる。また、介

護予防的な取組みを日常生活の中で行っていけるように

提案する際も、身体面および生活面のアセスメントをふ

まえて検討し支援方法を提案していくことも保健師の役

割として大切である。そして、保健師は保健指導という

サービス提供者の役割もある（千葉，2009）ので、状況

によっては事例に対して、保健師が保健指導をしていく

ことも考えられる。本研究において、保健師からの高齢

者に合った清拭方法の助言にてヘルパーが安全に安心し

て支援ができたことから、ヘルパーなどのサービス提供

者に助言をすることも保健師の役割と考えられる。保健

師は、保健医療の専門職として介護予防を推進する役割

（清田，2006；吉田ら，2011）意識を持って、保健・医

療・福祉の包括的な視点で介護予防プラン作成ができる

ように、働きかけていく役割があると考える。 

4．体制づくりのための保健師の役割 

体制づくりのために、保健師が他職種とのコミュニ

ケーションを積極的にとり（鈴木ら，2008）、他職種を

も巻き込んでいくことが大切である。谷部（2009）は、

体制を維持していくためには、検討した内容を実際の援

助に反映したところでの状況を、再度検討することが支

援方針の検証につながり有効であると述べている。本取

組みにおいては、事例検討後も意図的に事例の話題を持

ちかけ、支援経過を三職種で話し合ったことが体制づく

りに効果的であった。今後もこの体制を維持していくた

めには、支援経過の話し合いを継続していくが大切であ

る。 

地域包括支援センターは、地域のネットワークづくり

が求められている（厚生労働省，2006）。保健師は、個

の事例を通して地域の現状をみることから、その地域に

とってより良い事業をつくる働きをしている（岡本，

2009）。介護予防プランを作成している事例から保健師

は地域の課題を見出し、その課題について他職種へ話し

合いを持ちかけていくことも役割であると考えられる。 
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5．本研究の意義と限界及び今後の課題 

本研究での取組みは、三職種で質の高い介護予防プラ

ン作成に向けた体制づくりの方法の提示につながったと

考える。しかし、一施設での取組み結果からの分析であ

るため、データ数を増やし分析していくことが必要であ

ると考える。 
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Establishment of a System for Developing Preventive Care Plans to Attain Lifestyles Preferred 
by Elderly Individuals and their Families 

 

Miho Miyamoto1) and Mitsuko Kitayama2) 

 

1) Faculty of Nursing, School of Health Sciences, Fujita Health University 

2) Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of this study was to clarify the establishment of systems for developing preventive care plans 
(hereinafter, plans) by any one of three professionals, public health nurses, social workers, or chief care managers, at 
comprehensive community support centers, which would enable the attainment of lifestyles preferred by elderly individuals 
and their families. 
Methods: At the comprehensive community support center where the author is employed as a public health nurse, a case 
study was conducted to (1) understand the involvement of the three professionals in developing plans and (2) analyze the 
effectiveness of these plans in helping the concerned elderly individuals and their families. 
Results: Discussions regarding the development of plans were conducted throughout the case study and during the course 
of work duties. Based on a common understanding, plans addressing the demands of elderly individuals and their families 
were developed. These plans included maintaining and improving physical function, continuing activities that elderly 
individuals could independently perform, elderly individuals leading fun and enthusiastic lifestyles, and maintaining 
sociability. Furthermore, these plans enabled elderly individuals, their families, and service providers to have the same 
goals, and each of them then consciously worked toward implementing these plans. The issues faced included the provision 
of support and management of physical conditions during exercises that were influenced by symptoms such as pain and 
disease history. Cooperation among chief physicians and rehabilitation staff was important to resolve these issues. 
Furthermore, continuation of the case study enabled favorable support and advice from other professionals, and the 
professionals stated that they hoped to have a broader perspective regarding provision of support to patients. 
Discussion: The basis for establishing a system for developing high-quality plans is recognizing the necessity of the three 
professionals having broad perspectives and taking advice from individuals from other occupations. Achieving this requires 
(1) discussions, (2) sharing information regarding cases, (3) creating common perceptions regarding the development of 
plans, and (4) aiming to achieve a mutual understanding among individuals from different areas of specialization. 
 

Keywords: comprehensive community support center, public health nurse, long-term care prevention, case study 
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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 

〔原著〕 
看護学士課程における「働くことに関わる」教育の基盤となる考え方の検討 

－ある看護学士課程における現状と意見交換から－ 
 

梅津 美香 

 

A Study on Fundamental Concepts of Nursing Education Focusing on Working; Through the 
Current Situation of a Bachelor’s Program in Nursing and Exchange of Opinions 

 

Mika Umezu 

 

 

要旨 

本研究は、ある看護学士課程における「働くことに関わる」教育の現状を把握し、看護系大学教員との現状を素

材とした意見交換を通じて、看護学士課程における「働くことに関わる」教育の基盤となる考え方を検討すること

を目的とした。 

A看護大学教員14人にインタビューを実施し、「働くことに関わる」教育の内容・時期・方法を整理した。結果を

素材に他の看護系大学の教員3人と意見交換を行った。 

「働くことに関わる」教育は、4つの教育内容【人間にとって働くことの意味】【ケア対象者の健康との関連からみ

た働くこと】【ケア対象者の抱える健康課題・健康障害と働くことに関する支援の必要性と方法】【看護専門職とし

て働くこと】から構成されていた。他の看護系大学の教員からは、対象が働くことを援助することと看護専門職と

して働くことの双方の教育の必要性、【人間にとって働くことの意味】の教育は看護学に限らず学習する内容である

等の指摘があった。 

結果から、基盤となる考え方を下記の通り整理した。 

1．「働くことに関わる」教育は、【人間にとって働くことの意味】【健康との関連からみた働くこと】【健康課題・健

康障害と働くことに関する支援の必要性と方法】【看護専門職として働くこと】から構成され、学習の進展とと

もに各内容が関連して深化する。 

2．働くことを支える制度・しくみの重視、働くことのイメージ化、働く場の理解、看護専門職として働くことへの

適応の促進、以上を意図した教育方法の工夫を行う。 

3．【人間にとって働くことの意味】は、看護専門科目以外の科目においても教育が行われる。 

4．学生が対象の働くことの意味を理解し「働くことに関わる」看護ケアニーズをとらえ援助することと、看護専門

職として働くことを連動して学べることが重要であり、教員には働くという概念を基本にこれらを統合できるよ

うに支援する役割がある。 

 

キーワード：働くこと、教育、看護学士課程 

 

Ⅰ．はじめに 

働くことの意味や価値は一人一人異なるが、その人が

望む生活や生き方の実現には働くことは大きく影響する。

労働に起因する事故や健康障害を予防し安全で健康に働



岐阜県立看護大学紀要 第 14 巻 1 号，2014 

― 26 ― 

くことは、個人にとっても集団にとっても重要である。

また、健康障害による働くことへの影響は様々なところ

に及ぶ。例えば、疾病や治療のために休業した患者の多

くは、復職の困難さ、健康と仕事のバランスの不確かさ

等を経験しており患者自身の判断や努力が適切に行われ

るための支援を必要としている（梅津ら，2002）。しか

し、医療機関の看護職者対象の調査によれば、約7割の

看護職者が患者の復職支援に関心をもち役割だととらえ

ているが、復職支援の具体的援助方法がわからない等の

状況があり実施しているのは2割に過ぎない（梅津ら，

2005）。一方で看護職者も働く一人の人間である。新卒

看護職の3割が「就職前に考えていた看護の仕事との

ギャップが大きい」という悩みを抱えているとの報告が

あり（社団法人日本看護協会中央ナースセンター，

2006）、看護専門職として働くことを就業時には具体的

にイメージできていないことが推測される。さらにこの

報告では、働くことへの適応に関連して心身の健康管理

の重要性について言及している。 

このように、働くという営みを含めた社会的存在とし

ての人間を理解し援助すること、および自らが看護専門

職として働くことをマネジメントすることは、いかなる

看護の領域においても求められている。看護学士課程で

はこのような人材を育成することが期待されており、そ

の教育には多彩で多岐にわたる内容が含まれると考えら

れる。 

看護基礎教育においては、後藤ら（2008）は1年次の

産業看護の授業の結果、学生は働く人の健康を考えたサ

ポート的な役割や企業の発展との関わり等の産業看護の

具体的イメージをもった、逸見（2009）は成人看護学概

論の授業により学生が身体面、心理面、社会面における

働くことに関連する様々な健康問題をとらえていたと述

べている。藤原ら（2008）や上野ら（2002）は、成人看

護や産業看護の授業において、生活や健康と労働の関連

の理解には仕事の見学や働く人へのインタビューは効果

的であったと報告している。吉田ら（2006）は、基礎看

護実習の学生はヘンダーソンの基本的看護の構成要素の

うち「仕事・達成感」のアセスメントは不十分で問題抽

出にいたらなかったと述べているが、矢吹（2008）は、

精神障害者のための就労支援施設での実習では社会参

加・就労に向けた現状と課題の学びとともに労働に対す

る視野の広がりがあったと報告している。産業看護（保

健）実習は、労働者の健康問題や支援方法、労働の場に

おける看護職の役割、労働環境を学ぶ機会になっている

（福岡ら，2009；中谷ら，2010；上平ら，2013；梅津ら，

2007）。ただし鎌田（2012）が行った調査によれば、産

業看護実習は保健師教育機関の約半数しか実施していな

いという現状がある。 

看護専門職として働くことをマネジメントするという

点からは、職業的アイデンティティや看護職イメージは

教育課程の進行とともに形成され、特に実習の影響は大

きい（宮脇ら，2008；岡本ら，2005；山内ら，2009）。

佐居ら（2007）は新卒看護師のリアリティショックを軽

減するための基礎教育における臨地実習に必要な要素を

明らかにしている。また、基礎教育課程での看護職者の

職業性曝露予防教育の実施状況は、一部の危険因子につ

いては十分ではないとの指摘がある（小稗ら，2008；土

屋，2007）。 

以上のような報告はあるものの、働くという営みを人

の生涯の中での営みとして広くとらえ、看護学士課程教

育全体を俯瞰し、働くことに関して何を、いつ、どのよ

うに教育していくのか、といった観点で書かれた研究論

文を見出すことはできず、看護学士課程における「働く

ことに関わる」教育の充実に向けて内容、時期、方法、

組立について基盤となる考え方を整理する必要性がある

と思われた。そのためには、既存の文献等には示されて

いない教育内容等がある程度存在する可能性も考慮し、

実際に看護学士課程で行われている「働くことに関わ

る」教育を新たに把握する必要がある。しかし、多彩で

多岐にわたる「働くことに関わる」内容が各看護系大学

の教育方針や教育課程の特徴に基づいて配置されている

とすれば、複数の大学の教育の現状から共通性等を検討

するよりも、教育課程の特徴を踏まえて体系的に一つの

看護学士課程を対象に教育の現状を把握し、それらを素

材に異なる立場の経験豊富な看護学教育研究者との意見

交換を通じて妥当性を検討することから基盤となる考え

方を整えていくことが重要であると考えた。 

本研究においては、ある看護学士課程における「働く

ことに関わる」教育の現状を教員からの聞き取りにより

把握し、その結果を素材に看護系大学教員と意見交換を

行い「働くことに関わる」教育の基盤となる考え方を検
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討することを目的とした。 

Ⅱ．研究方法 

1．看護学士課程における「働くことに関わる」教育の

現状把握 

1）対象となった看護学士課程の特徴の把握 

教育課程の特徴を踏まえて体系的に「働くことに関わ

る」教育の現状を把握する必要性から、筆者が教員とし

て所属するA看護大学（以下、A大学）の学士課程教育

を対象とした。A大学の教育課程の特徴の把握のために、

「大学案内」「学生便覧」「シラバス」「大学ホームペー

ジ」から教育理念、教育目標、教育課程の構成、教員構

成を確認した。 

2）教員へのインタビュー調査 

看護専門科目について事前にシラバスの記載を確認し

た上で、4領域を代表する各教授に対し個別インタ

ビューを行い、必要があった場合には2人目の教授にイ

ンタビューを実施するという方法をとり結果的に6人の

教授が対象となった。これらのインタビューでは具体的

な教育内容を把握できなかった一部の科目について、科

目の単位認定者である教員7人に追加インタビューした。

インタビューでは当該看護学領域および担当する看護専

門科目において教えている内容と意図、方法を尋ねた。

聞き取った内容は、教育上の意図、教育内容、教育方法

という点から整理し、筆者自身が単位認定している科目

については、上記に準じて記述しデータとした。 

科目ごとに整理した結果をA大学の「働くことに関わ

る」教育の現状の一覧表として作成し、インタビュー対

象の教員14人（筆者自身も含む）にフィードバックの上、

加筆・修正した。 

3）分析 

2）の加筆修正したデータから「働くことに関わる」

教育内容を取り出し、教育内容の意味に沿って分析を進

め、その過程では必要に応じて教育上の意図を確認した。

分析がある程度進んだ段階で「働くことに関わる」教育

という視点で全体を見直し4つに大きく分け（大項目）、

大項目ごとに意味の類似性によって小項目、中項目をま

とめ表題をつけた。内容と時期を照らし合わせ全体の組

み立てを確認した。 

2．他の看護系大学教員との意見交換 

1）対象 

働くという営みを含めた社会的存在としての人間を理

解し援助するという面での看護学領域の一つとして産業

看護学を担当する教員（B氏）、自らが看護専門職として

働くことをマネジメントするという面での看護学領域の

一つとして看護教育学を担当する教員（D氏）、看護学士

課程教育全体から検討するという点から看護学科のカリ

キュラム作成に責任者として携わった経験のある教員

（C氏）の計3人を対象とした。所属大学はいずれも異な

り全員教授職であった。 

2）意見交換の方法 

意見交換は個別に実施した。筆者からA大学の教育課

程の概要を紹介した上で研究計画書に基づき研究の全体

構想を説明し、方法1の結果である「働くことに関わ

る」教育の内容・時期を提示した。提示内容に関する質

疑応答や先方の大学における「働くことに関わる」教育

状況の確認をしつつ、話の流れに応じて筆者から「働く

ことに関わる」教育の中核となる内容、学習の進展など

のテーマを示し意見交換を行った。なお、C氏は意見交

換の数ヶ月前に所属大学を異動したため、前任校での経

験に基づき意見を述べてもらった。意見交換の内容は先

方の了解を得てメモか録音により記録した。 

3）分析 

意見交換の内容の記録から①「働くことに関わる」教

育の内容・時期に対する意見、②「働くことに関わる」

教育についての考えが述べられている部分を抽出し整理

した。抽出した①②は、話しているテーマ（以下、『』

で示す）に沿って整理し対象者ごとに発言内容の概要と

してまとめた。発言内容の概要を各対象者にフィード

バックし確認を求め指摘に応じて加筆修正を行った。 

3．データ収集期間 

平成19年3月～平成20年9月。 

Ⅲ．本研究における働くことに関する言葉について 

人にとって働くことの本来的性質は、生きるために必

要な基本的衣食住を直接的にも間接的にも得ることにあ

る。しかしながら、それのみですべてを表現し得るもの

ではなく、働くことは、生きがいを得る、あるいは成長

発達につながるという価値のある営みである。どのよう
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な側面から、働くことをとらえていくか、そのことその

ものが看護学士課程における「働くことに関わる」教育

の充実に向けて必要な作業であろうと考える。したがっ

て、本研究では、働くことについて、経済性の有無、種

類・性質等の細かい条件設定は行わない。論文中では、

“働くこと”と“仕事”“労働”という言葉は基本的に同

義として扱った。研究課題にある“働くこと”という言

葉で十分な表現が可能なときには原則としてその言葉を

用いたが、文脈の中で日本語表現として使用しづらい場

合には、必要に応じて他の言葉を選択した。 

Ⅳ．倫理的配慮 

研究協力を依頼する際には、研究の目的・主旨および

匿名性の確保、情報の管理と破棄について十分に説明し、

協力を断っても不利益は生じないこと、同意の後に協力

を取り消すことができることを保証した。各対象者に文

書に基づき上記を説明し書面にて了解を得た。 

本研究課題は、岐阜県立看護大学大学院看護学研究科

論文倫理審査部会より承認を受けた（通知番号19-A012-

3）。 

Ⅴ．結果 

1．看護学士課程における「働くことに関わる」教育の

現状把握 

1）対象となった看護大学の教育課程の特徴 

A大学の教育課程の特徴として、家庭や地域に生活の

基盤を持つ人々への看護援助の方法を学習の中核に据え、

看護学の学習科目を大きく4領域（地域基礎看護学、機

能看護学、育成期看護学、成熟期看護学）に分け、その

うち展開的学習科目はライフサイクルで区分した2領域

で構成していることがあった。4年間の学習のプロセス

は、1年次から専門科目、専門関連科目、教養基礎科目

を必修で学び、高学年次においては5・6セメスターで領

域別実習があり、その後教養選択科目および卒業研究に

取り組む。7・8セメスターの卒業研究では、学生自身が

選択した看護学領域で主体的に看護実践を試み、これを

もとに研究報告をまとめる。教員は4つの看護学の各領

域に、医療機関など主として施設内で展開する看護を担

当する臨床系の教員と市町村・在宅・学校・産業の場な

どで展開する看護を担当する保健系の教員の双方が関与

し、教育を行っていた。また、1つの科目を複数の教員

がオムニバス形式および共同で授業展開していることが

多かった。 

2）「働くことに関わる」教育の内容 

教員へのインタビューから把握した教育内容は、4つ

の大項目（以下【 】で示す）、17の中項目（以下

《 》で示す）、37の小項目（以下< >で示す）に分けら

れた（表1～表2）。 

【人間にとって働くことの意味】は3つの中項目を含み、

ライフサイクル、社会、自己実現という側面から意味を

とらえていた（表1）。働くことの側面のひとつである経

済的報酬について、《社会生活への適応・社会との接

点》の小項目〈働くことによる（経済的）自立と安定し

た生活の確保〉では、「労働して対価を得ること・職を

得て自立することの社会的意義」という教育例があった

が、《自己実現につながる営み》の中の〈働くことに伴

う役割・責任・義務〉では、経済的報酬はなくても人の

ために役に立つことも働くことであると教育していた。 

【ケア対象者の健康との関連からみた働くこと】には4

つの中項目が含まれ、健康との関連を本人、家族という

側面からとらえるとともに、支援する制度・仕組み、生

活の営みという側面からも取り上げていた（表1）。 

【ケア対象者の抱える健康課題・健康障害と働くこと

に関する支援の必要性と方法】は、6つの中項目から構

成され、様々な健康課題・健康障害に応じた働くことに

関する支援の必要性と方法を教育していた（表2）。 

【看護専門職として働くこと】は、看護職者として自

らが働くことに焦点が当たり、《看護職者としての成長》

《専門職者としての役割・責任・義務》《専門職者として

の社会貢献》《看護職者としてのセルフマネジメント》

の4つの中項目から構成されていた（表2）。 

3）「働くことに関わる」教育の内容と時期 

教育内容と時期を照合すると、【人間にとって働くこ

との意味】は1～2セメスターでそのほとんどが取り扱わ

れていたが、《自己実現につながる営み》の<自尊心と働

くことの関係>は4セメスターおよび領域別実習中の5･6

セメスターで学習していた（表3）。【ケア対象者の健康

との関連からみた働くこと】は主として前半セメスター

で教育していたが、《生活の営みにおける働くこと》は

後半にも教育が行われていた。【ケア対象者の健康課 
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表1 教育内容・要約例（その1） 

教育内容 教育内容の要約例 

人間にとって働くことの意味  

 

ライフサイクルにおける位置づけ  

 次世代育成と働くこと 父親の育児参加が求められている背景、育児が困難になっている現在の社

会的な背景として、個に帰着するのではなく、社会のシステムの中に人間

が置かれていて、働く場での気兼ねがあるのではないか、働いているとい

うことで関わりたくても関われないということなどがある 

  青壮年期における働くこと 青年期・壮年期の働いている期間の健康と仕事の相互関係 

 
 老年期における働くこと 定年退職後の第2の人生において働きたいという意欲を持って労働も含めて

健康的に生活する 

  生涯発達からみた働くこと 人生の背景、発達には、働いていることが、影響している 

 

 ジェンダーと働くこと 結婚したら働くことを続けるかどうかという質問を女性にはして男性には

しない、それは文化社会的背景、ジェンダーの規範によるものではないか

ということ 

 

社会生活への適応・社会との接点  

 働くことによる（経済的）自立と安定した

生活の確保 

労働して対価を得ること・職を得て自立することの社会的意義 

 
 社会の変遷に伴う働き方の変化とその影響 高度経済成長期に社会情勢の変化と共に働き方が変わり家庭のあり方も変

わってきたこと 

 
 働くことによる社会への貢献と社会からの

還元 

社会の中心として責任を持って働くことの意味 

  現代社会における労働の実状 男女の働き方の違い、労働時間、雇用形態などの日本および諸外国の現状 

  心理・社会的側面のひとつである働くこと 地域で生活する精神疾患患者の社会との接点として、働くことがあること 

 

自己実現につながる営み  

 働くことに伴う役割・責任・義務 経済的報酬を得るという側面でなくても人のために役立つことも広い意味

では働くことであり、家族から認めてもらう、構成員としての役割を果た

すことができるように援助することは自己実現につながる 

 
 自尊心と働くことの関係 高齢者にとって、仕事をしてきたことが、その人にとって重要で価値があ

り、自尊心の核となっている 

ケア対象者の健康との関連からみた働くこと  

 

働くことと健康の関連  

 健康問題による働くことへの影響 一生懸命働いていたが、配属替えをきっかけにやる気を喪失し、うつ病に

なり仕事を休まざるを得なかった人の気持ちを理解する 

 
 労働環境・労働態様に関連する健康障害 VDT作業による健康影響（視機能・筋骨格系・精神神経系）や作業環境・

作業態様による健康障害を予防する対策のひとつとして保護具着用がある 

 
 働くことと健康の維持増進 働くことと心の健康の関連は非常に深く、心の健康づくりには仕事との関

連を理解することが重要である 

 

働くことと家族の健康生活の関連  

 家族の担う介護役割・負担 老化によりセルフケアが十分にできなくなり介護が必要になることは、家

族である介護者にとって家庭内の新たな役割の拡大につながる 

 
  家族内の関係性 家族の中心人物が病気になり同居家族が家業を継いで行くことになったと

きに働くということにどのようにコミットしていくのかということ 

 

働くことを支援する制度･仕組み  

 次世代育成対策 子どもが置かれている状況や、父親や母親がどんなことに困りながら、課

題を持ちながら、働き、子育てをし、家事をしているかという現状に対

し、どのようなサービスが提供されているかということ 

 
 障害者の就労支援 身体障害により働けない、あるいは働くことにより十分な収入が得られな

い場合に活用できる、身体障害者に対する社会制度について理解する 

   産業保健体制（労働衛生管理体制） 職業病、作業関連疾患等の2次予防として行われる特殊健康診断 

 

生活の営みにおける働くこと  

 働くことを含めた生活および生活歴の多様

な側面の理解とアセスメント 

対象をアセスメントする項目として職業があること。心理社会的要素とし

て働くことをとらえアセスメントする 

  コミュニティの一つとしての職場 労働の場というコミュニティの特徴を理解する必要性 
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表2 教育内容・要約例（その2） 
教育内容 教育内容の要約例 

ケア対象者の抱える健康課題・健康障害と働くこと
に関する支援の必要性と方法 

 

 

受診・治療過程における働くことに関わる支援  

 働きながら受診すること・治療を継続する
ことの難しさと支援 

働く人たちが病気になり手術を受けるときには、それまでに、会社の仕事
との調整、壮年期であれば、家庭の中の調整、家族が入院したときの調整
など、非常に多様な調整が必要になる 

 

健康問題・健康障害を抱える人の就労・復職
への支援 

 

 慢性的な健康障害を持ちながら働くことの
難しさと支援 

ストマを持って働くことの大変さを理解し、社会資源を活用して円滑な社
会復帰を援助する 

 
 健康障害からの回復過程と働くことへの適

応への支援 
精神疾患の回復過程で、患者は退院したら元に戻ったように感じ、いろい
ろなことを引き受けたり多すぎる仕事をすることにより再発してしまうこ
とがある 

 
永続的障害を持ちながら働くことの難しさ
と支援 

復職への支援では、生活が維持できるほどの収入を得られる仕事ができる
ようにサポートするとともに、障害があることによる自尊心への影響を重
視して援助する 

 
妊娠・出産の経過における働くことへの適
応の支援 

妊娠期の身体的・精神的負荷の一つとして仕事の状況をとらえ、職場の理
解を得て仕事の調整をはかるように支援する 

 
退職後の支援 精神疾患の壮年期男性の場合、退職後のその人の存在価値、その後の生活

を援助する 

 

療養生活における働くことに関わる支援  

 経済的に安定した療養生活を送るための支援 訪問看護の対象者本人の過去の職業を把握することによって年金額のおお
よその水準を知り家計の経済的基盤を把握する 

 
家族の労働生活への影響を考慮した支援 家業の様子などをかなり詳しくとらえ家族の就労状況を踏まえ、具体的看

護方法を提案する 

 

安全で健康に働くことの支援  

 働くことに起因する健康障害を予防する活動 労働環境・労働態様に起因する健康障害の防止のためには組織的取り組み
が必要であり、組織を活用して看護をすることが重要である 

 
 労働の場における集団的・個別的看護活動 働く人々を対象とした健康維持・増進活動は個別的支援・集団的支援の双

方が関連して発展していく 

 
  働くことと健康の維持増進を支える活動 働く人が労働生活や家庭生活と調和させながらライフスタイルを自ら改善

し健康を維持増進していくための援助 

 

ライフサイクルの変化に応じた働き方の支援  

 更年期の心身の変化に応じた働き方の支援 更年期の女性は、仕事上の責任が重くなり、重要な立場に立つ時期にもあ
り、更年期の体調の変化、症状により辛い思いをしたり家庭との調整に苦
しむことがある 

 

次世代育成と調和した働き方の支援 働いている父親の健康を守るときに、子どもがセルフケア能力を取得して
知識を持ち、それが家族の中で共有され、子どもからの働きかけで父親自
身が健康を守っていくように仕組んでいくという、子どもが子どもなりに
持つ力と、家族の中での役割、父親の父親であるという意識を高め、引き
出して、それがその人自身の健康を改善していくための、ひとつの働きか
けのツールである 

 
思春期における働くことへの準備の支援 慢性疾患を持つ思春期の対象の心理的な大きな揺れをとらえ、社会に巣

立っていく中での集団生活の場でのコントロールを支援する 

 

QWLの向上をめざす支援  

 QWLの向上をめざす支援のあり方 成熟期の働く人のQOLの中で重要な位置を占めるQWLの向上を目的とする
看護のあり方 

看護専門職として働くこと  

 
看護職者としての成長 成人として責任を持ち、自律した人間として自分自身を成長させていくこ

との意味 

 専門職者としての役割・責任・義務 看護職者自身に焦点をあて、看護職者の問題として取り上げ改善・改革する 

 専門職者としての社会貢献 よい看護を提供するための組織・チームの発展への個人の貢献の意味 

  
看護職者としてのセルフマネジメント 看護は感情労働であり、もともと人に尽くす性格で、自分自身に焦点を当

てたり自分を表現しない人が看護師になると、自分の感覚を否認してしま
いバーンアウトしてしまう 
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表3 教育内容と教育時期 

教育内容 
セメスター 

1 2 3 4 5 6 7 8

人間にとって働くことの意味      

 ライフサイクルにおける位置づけ 次世代育成と働くこと ●     

  青壮年期における働くこと ●     

  老年期における働くこと ●     

  生涯発達からみた働くこと ●     

  ジェンダーと働くこと  ●    

 社会生活への適応・社会との接点 働くことによる（経済的）自立と安定した生活の確保 ●     

  社会の変遷に伴う働き方の変化とその影響 ● ●    

  働くことによる社会への貢献と社会からの還元   ●   

  現代社会における労働の実状  ●    

  心理・社会的側面のひとつである働くこと ●  ●   

 自己実現につながる営み 働くことに伴う役割・責任・義務 ●     

  自尊心と働くことの関係    ● ● ●

ケア対象者の健康との関連からみた働くこと      

 働くことと健康の関連 健康問題による働くことへの影響  ●    

  労働環境・労働態様に関連する健康障害 ● ● ●   

  働くことと健康の維持増進    ●  

 働くことと家族の健康生活の関連 家族の担う介護役割・負担 ●   ●  

  家族内の関係性   ●   

 働くことを支援する制度･仕組み 次世代育成対策 ●  ● ●  

  障害者の就労支援  ● ●   

   産業保健体制（労働衛生管理体制）  ●    

 
生活の営みにおける働くこと 
 

「働くこと」を含めた生活および生活歴の多様な側面
の理解とアセスメント  ●  ● ● ● ● ●

  コミュニティの一つとしての職場   ●  ● ● ● ●

ケア対象者の抱える健康課題・健康障害と働くことに関する支援の必要性と方法      

 
受診・治療過程における働くこと
に関わる支援 

働きながら受診すること・治療を継続することの難し
さと支援  ● ● ●  ● ●

 健康問題・健康障害を抱える人の
就労・復職への支援 

慢性的な健康障害を持ちながら働くことの難しさと支援   ● ● ● ● ● ●

 健康障害からの回復過程と働くことへの適応への支援   ●  ● ● ● ●

 永続的障害を持ちながら働くことの難しさと支援   ● ● ● ●

 妊娠・出産の経過における働くことへの適応の支援   ● ●  

 退職後の支援      ● ●

 療養生活における働くことに関わ
る支援 

経済的に安定した療養生活を送るための支援   ●   

 家族の労働生活への影響を考慮した支援   ● ●  ● ●

 安全で健康に働くことの支援 働くことに起因する健康障害を予防する活動  ●    

  労働の場における集団的・個別的看護活動 ● ● ●  ● ● ● ●

   働くことと健康の維持増進を支える活動  ●   ● ● ● ●

 ライフサイクルの変化に応じた働
き方の支援 

更年期の心身の変化に応じた働き方の支援  ●    

 次世代育成と調和した働き方の支援   ●   

 思春期における働くことへの準備の支援    ●  

 QWLの向上をめざす支援 QWLの向上をめざす支援のあり方  ●    

看護専門職として働くこと      

 看護職者としての成長  ●   ●  

 専門職者としての役割・責任・義務     ●   ● ●

 専門職者としての社会貢献        ●

  
看護職者としてのセルフマネジメ
ント 

  
 ●    

＊●印が教育実施セメスターを示す 
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題・健康障害と働くことに関する支援の必要性と方法】

は、2セメスター以降の授業の中で教育が行われ、領域

別実習が行われる5･6セメスター、総合的な実習（卒業

研究）が行われる7･8セメスターの高学年次においても

学習が進められていた。【看護専門職として働くこと】

は1セメスターから8セメスターまで順次教育が進められ

ていた。 

2．他の看護系大学教員との意見交換 

1）「働くことに関わる」教育の内容・時期に対する意見 

『学習の順序性』について、B氏から「現状把握の結果

からは、働くことの意味からアセスメント、援助という

つながりになっており漠然とはイメージに合っている」

との発言があった。 

『対象が働くことを援助することと看護専門職として

働くことの双方の教育の必要性』について、B氏、C氏

が必要があると述べた。 

『「働くことに関わる」教育の中核となる内容』につい

ては、看護大学が専門職業人の教育機関であることから、

D氏は「看護職者として育てることにすべての方向が向

いている」と述べ、B氏からは「学生に働くことを意識

付け、成長につなげていかなくてはならない。自らが看

護専門職として働くことをマネジメントできるように育

てることにより卒業後の適応はよくなるのではないかと

思う」という意見があった。C氏は「働くことによって

なぜ健康障害が起こるのかということを理解することが

教育の中核であると考える。職業病等に限らず、広い意

味で働くことによっておこる健康障害を理解していない

と、健康障害を持ち復職しても再発する危険性があるこ

とや、働く人の生活習慣は労働生活習慣であるというラ

イフスタイルとの関係をとらえる事が出来ない」その中

でも「労働は誰でもがしなければならないことであり権

利でもある。予防的な意味で働くことと健康の関連を理

解することが重要である。働くことを継続できるコミュ

ニティ、働くことで健康を害することのないようコミュ

ニティがフォローすることが求められ、働くことを支え

る制度・しくみを教育することは重要である」と述べた。 

『教員の構成と教育内容の関係』について、B氏は「教

員の構成として保健系と臨床系の教員が各領域に入るこ

とで生活をとらえられる教育になっているのではないか

と感じる」とA大学の教員構成とつなげて述べ、「他大学

においても臨床系の教員がもっと広く対象をとらえ生活

背景も含めて教育をしていくと、学生も集団をとらえる

ことができるようになるのではないか」との考えを示し

た。 

『教育内容』に関する意見は下記の通りであった。【人

間にとって働くことの意味】について、C氏は「働くこ

との価値を教育しているのだと思う。示されている内容

はよくわかり、このような内容でいいのではないかと思

われる」、B氏は「看護学に限らず扱われる内容だと思

う」「【看護専門職として働くこと】の教育内容は、【人

間にとって働くことの意味】の理解ととても関係が深い

のではないかと思われる」と述べた。教育内容と時期に

関し、C氏は「看護専門職として働くことについて、領

域別実習では学生は看護の現場に出ており働いている人

を見ているのに、看護職としての成長や、役割・責任・

義務など、セルフマネジメント的な部分がどこにも入っ

ていないことは不思議である。教員からの聞き取りの結

果がこのようになっているということは、教員がそのこ

とを強く意識していないからではないか」と教員の意識

について述べた。 

また、「統合カリキュラムとして看護師教育と保健師

教育が同時に行われているが、この提示された教育内容

では、働く人という集団をどのようにとらえ理解してい

るのかわかりづらいのではないか」（B氏）、「働くという

ことが、どういうところでどういう構成要素で成り立っ

ているのかということを理解するには、働いている場が

わからなければならない」（C氏）、「【ケア対象者の健康

との関連からみた働くこと】で示されている内容は、働

くことと地域生活あるいはコミュニティ（家族、地域、

職場など）についての内容ではないかと思う。ケア対象

者という表現が、個人に限定している印象を与えている

と思われる」（C氏）という意見があった。 

2）「働くことに関わる」教育についての考えとして述べ

られた意見 

『働くことの具体的イメージ化の難しさと卒業後の適

応』について、B氏は「ほとんどの学生は自分が働いた

ことがなく、親が働いている姿を見ながら育つことも少

なく、働くことのイメージ化ができていない学生が多い

ような気がしている。働くことのイメージ化ができるよ

うに教育していくことにより、ケア対象者が働くことを
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理解するのみではなく、自らも働くことに適応できるよ

うになると思う」と述べた。 

『働くことについての高校までの教育の不足、働くこ

との厳しさ』について、D氏は「人として物心ついて、

大きくなったら何になるという段階から、働きながら生

きる存在としての学びがはじまっている。この学びは小

学校、中学校、高校においても一貫して続けられるべき

ものである。受験準備で、働くことの学びが中断しがち

であり、このため、大学では、人として働きながら生き

ていくという基本的なあり方をしっかり認識するところ

からはじめなければならない。（中略）働くということ

は多少つらいことがあっても、生活がかかっているとい

う思いがはたらく。そのような働くことの厳しさは、看

護でなくても学んでいかないといけないことである」と

述べた。 

『専門職業人として働くことの教育』について、D氏は

「専門職業人教育という点では、学士課程では、カリ

キュラムを専門職自らが主体的に決定して国家試験受験

資格を与えることになる。国家資格があって初めて社会

的に、普通だったら許されないような医療的な処置等を

行うことが許される職業である。そして人の役に立つと

いうことが強いモチベーションになっている。自分で判

断を下し、新しい知識が必要であれば自分で獲得してい

くという生涯学習も必要になってくる。その仕事にかな

りコミットして、打ち込んでいくということになり、同

資格を持つ者は、専門資格を持つ者として互いに尊重し

あい、専門的知識を求めて協働していく。高い倫理性を

求められるという厳しいものである。ここは、やはり基

礎教育で教育すべきことだと思う」と述べた。 

Ⅵ．考察 

1．「働くことに関わる」教育の内容・方法 

教育内容の4つの大項目は、看護学士課程において教

育している働くことの多様な側面を示していると考えら

れる。中核的内容は【看護専門職として働くこと】であ

るとの意見と【ケア対象者の健康との関連からみた働く

こと】という意見があったが、各々の意見には納得でき

る理由があり教育の中核的内容を設定するというよりも

この4つの教育内容の大項目それぞれが必須なものとと

らえることが適切であると考える。 

【人間にとって働くことの意味】は、看護学に限らず

扱われる内容だと思う、初等教育から一貫して続けられ

るべきものであるとの意見があり基本的な概念として働

くことを教育する必要性が示された。Roperら（2000）

は、「働くこと」という活動は多くの側面をもち、本質

に関する議論は必然的に報酬を伴う雇用に焦点を当てる

ことになるが、その言葉にはより広い解釈があることを

忘れるべきではないと述べている。働くことの多様な側

面を理解し、対象が働くことであると意味付けている行

為を広範囲にとらえられるように教育することが重要で

あると考える。 

【ケア対象者の健康との関連からみた働くこと】につ

いては、コミュニティによるフォローの必要性という面

から働くことを支える制度・しくみを教育する重要性の

指摘があり、提示した教育内容では働く人という集団の

理解がわかりづらい、生活背景も含めて教育をしていく

と学生も集団をとらえることができるようになるのでは

ないかとの考えが示された。働くという営みは、基本的

に個人で完結する営みではなく、他者やコミュニティと

の関係があって成立するものであり、働く人という集団

をとらえる視点の育成を充実させていくことは必要不可

欠であると言えよう。関連して「ケア対象者の」という

表現は個人に限定したイメージになりやすいとの指摘が

あり、以後は大項目の表題の表現から削除する。 

【人間にとって働くことの意味】には<働くことに伴う

役割・責任・義務>があり、【看護専門職として働くこ

と】には《専門職者としての役割・責任・義務》がある

という関連が認められた。同様に【人間にとって働くこ

との意味】には<働くことによる社会への貢献と社会か

らの還元>があり、【看護専門職として働くこと】には

《専門職者としての社会貢献》がある。【看護専門職とし

て働くこと】の内容は【人間にとって働くことの意味】

の理解と関係が深いという他大学教員からの指摘もあっ

た。さらに専門職業人教育という点では、働くこと一般

と比し、国家資格の重み、強いモチベーション、生涯学

習、高い倫理性を求められるという意見から、人として

働くことについての教育を基盤に看護専門職として働く

ことの教育が行われる必要性があると考えられた。矢吹

（2008）は、就労支援施設での実習で、学生は「自己を

振り返り、学生自身の持つ偏見や先入観に気づき、社会
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人になろうとする自分の姿勢をも内観していると考えら

れた」と述べている。働く営みに接することで自分自身

が働くことへの思いが至るということは、様々な学習場

面で可能であり積み重ねによって理解が深まることは期

待してよいと考える。教員は、実習等は「働くことに関

わる」看護ケアニーズをとらえ援助することと、自らが

看護専門職者として働くことをマネジメントすることを

学ぶ両方の機会であることを意識して指導することが重

要と思われる。 

【人間にとって働くことの意味】【健康との関連からみ

た働くこと】【健康課題・健康障害と働くことに関する

支援の必要性と方法】という順序性で学習は進み、【看

護専門職として働くこと】は【人間にとって働くことの

意味】と並行して開始している。【健康課題・健康障害

と働くことに関する支援の必要性と方法】は、実習にお

いてさらに学習を深めているものと考えられる。 

2．「働くことに関わる」教育の基盤となる考え方 

「働くことに関わる」教育の基盤となる考え方を下記

の通り整理した。 

看護学士課程における「働くことに関わる」教育の柱

は、【人間にとって働くことの意味】【健康との関連から

みた働くこと】【健康課題・健康障害と働くことに関す

る支援の必要性と方法】【看護専門職として働くこと】

である。4つの教育の柱が学習の進展とともに関連し深

化すること、【人間にとって働くことの意味】を基本に

【健康との関連からみた働くこと】【健康課題・健康障害

と働くことに関する支援の必要性と方法】という順序性

で学習は進み、並行して【看護専門職として働くこと】

の学習も進むことが重要である。 

教育内容については、働くことをコミュニティ、社会

という集団の面からも支えるという点から、働くことを

支える制度・しくみについての教育を重視する。方法に

ついては働くことの具体的なイメージをもつことができ

る、働く場を理解する、卒業後に看護専門職として働く

ことへの適応を促進する、以上を意図して工夫する。 

【人間にとって働くことの意味】は、看護専門科目以

外の科目においても教育が行われる。 

学生が対象の働くことの意味を理解し「働くことに関

わる」看護ケアニーズをとらえ援助することと、看護専

門職として働くことを連動して学べることが重要であり、

教員には働くという概念を基本にこれらを統合できるよ

うに支援する役割がある。 

なお、今回は筆者の所属する大学の教育のみを素材と

したが、各看護系大学教員と所属大学における教育担当

者の立場での具体的な状況に基づいた意見交換を行うこ

とができ、基盤となる考え方を検討する目的に対して有

効であったと言える。ただし、今回の「働くことに関わ

る」教育の基盤となる考え方の検討は、教育の現状と大

学教員との意見交換から行っており教育を担当する側か

らのものである。今後は、ケア対象者の「働くことに関

わる」看護ケアニーズ、卒業者の「働くことに関わる」

看護実践やマネジメントの現状も明らかにし、卒業時到

達レベルを考慮しながら教育方法を吟味し、内容の体系

化を検討し、「働くことに関わる」教育のあり方と意義

を提言していくことが重要である。 

Ⅶ．結論 

ある看護学士課程における「働くことに関わる」教育

の現状について教員からの聞き取りにより把握し、その

結果を素材に看護系大学教員との意見交換を行った。こ

れらを通じて「働くことに関わる」教育の基盤となる考

え方が、下記の通り整理された。 

1．「働くことに関わる」教育は、【人間にとって働くこ

との意味】【健康との関連からみた働くこと】【健康課

題・健康障害と働くことに関する支援の必要性と方法】

【看護専門職として働くこと】から構成され、学習の進

展とともに各内容が関連して深化する。 

2．教育内容・方法として、働くことを支える制度・し

くみについての教育の重視、働くことのイメージ化がで

きる、働く場を理解する、卒業後の看護専門職として働

くことへの適応を促進する、以上を意図した教育方法の

工夫を行う。 

3．【人間にとって働くことの意味】は、看護専門科目以

外の科目においても教育が行われる。 

4．教育においては、学生が対象の働くことの意味を理

解し「働くことに関わる」看護ケアニーズをとらえ援助

することと、看護専門職として働くことを連動して学べ

ることが重要であり、教員には働くという概念を基本に

これらを統合できるように支援する役割がある。 
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なお、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に加筆・修正を加

えたものである。また、平成20年度、平成21年度の日本

看護学教育学会にて一部を発表した。 
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A Study on Fundamental Concepts of Nursing Education Focusing on Working; Through the 
Current Situation of a Bachelor’s Program in Nursing and Exchange of Opinions 

 

Mika Umezu 

 

Nursing of Adults, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

This study was carried out for improving “nursing education focusing on working” in the bachelor’s course in 
nursing by clarifying the current situation of such education through interview on the faculty staff of a nursing college and 
using the results thereof for examining its fundamental concept through exchange of opinions with faculty staffs of another 
nursing college. 

An interview session was conducted on 14 faculty staff members of College of Nursing A to gather information on 
the current situation of “nursing education focusing on working” and the results were sorted out for the contents, periods, 
and methods of such education. Based on those results, opinions were exchanged with three professors of other nursing 
colleges.  

The “education focusing on working” was composed of by four elements of “the meaning of working for human 
being”, “the relation between health and work”, “the necessity and methods of support for health issues/problems and 
working”, and “working as a nursing professional”. The professors of the nursing universities pointed out that the necessity 
of teaching nurses how to support the care recipients to stay on the job and how to work as a nursing professional as well as 
the education on “the meaning of working for human being” are universal subjects not limited to the nursing course.  

Based on the above results, fundamental concepts of nursing education focusing on working were sorted out as 
follows: 
1. Nursing “education focusing on working” consists of “the meaning of working for human being”, “the relation between 
health and work”, “the necessity and methods of support for health issues/problems and working”, and” working as a 
nursing professional” and as the study progresses each of these elements are increasingly co-related to one another..  
2. The education contents and methods are to be devised while taking into consideration an educational focus on 
institutional systems and schemes that support working, visualization of working, understanding on place of work, and 
promoting adaptability for working as a nursing professional after graduation. 
3. “The meaning of working for human being” is not to be limited to a nursing course but to be included in the curriculum 
of other courses. 
4. In the educational scenes, it is important for students to learn both, in conjunction with each other, to understand the 
meaning of working with a view to supporting the nursing care needs of “focusing on working,” and to work as a nursing 
professional, and the faculty staff has the obligation to help the students to integrate both factors on the fundamental 
concept of working. 
 

Keywords: working, education, bachelor’s course in nursing 
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1）東濃看護専門学校 Tono Nursing School 

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

〔原著〕 
2年課程の看護学生の学びの特徴 

－思考力を高めるための試行的な授業における学生の反応から－ 
 

岡田 摩理１）  服部 律子２） 

 

Learning Characteristics of Nursing Students in a Two-Year Course:  
Student Responses in a Trial Class for Enhancing Thinking Ability 

 

Mari Okada1) and Ritsuko Hattori2) 

 

 

要旨 

2年課程の看護学生の思考力を高めるために試行的な授業の工夫を行い、その授業における学生の反応から、2年

課程の学生の学びの特徴を見出し教育方法を検討することを目的とした。 

日常生活援助技術を学ぶ基礎看護学の授業において、学生が科学的な根拠に基づいて援助を考える力をつけるこ

とと自ら調べ主体的に学ぶ力を向上させることを目的として授業の工夫を行った。その授業において教員が観察し

た学生の言動と、毎回の授業終了後に学生が感想や質問等を自由に記載する「授業評価」の記述内容の中から、学

生の学びや学習に関する姿勢・気持ちが書かれた内容を抽出しデータとし、内容から類似するものを分類し分析し

た。 

学生の言動と「授業評価」の記載において、それぞれ7つのカテゴリを見出した。これらのカテゴリから、学生の

学びの特徴を4つ見出し、特徴に合わせた教育方法を検討した。一つ目は、手順を中心に援助方法を考えたり、成果

が得られにくい学習方法が目立つが、学習過程で振り返ることができることであった。入学後初期に考え方の修正

と適切な学習方法の指導が必要である。二つ目は、学習に対して様々な困難を感じることであるが、知識の理解や

活用、言葉の理解や表現などに丁寧に時間をかけて継続的に指導することが必要である。三つ目は、学習の成果を

得ることができ、学習過程で楽しさを感じ、学習への意欲を持つことであり、日常的に活用できるように、より臨

床を意識した教育の工夫が必要である。四つ目は、特定の学習方法に対し、特に学ぶことができたと感じることで

あり、グループ学習や体験学習などによる学びが大きい。2年課程の学生は、働きながら学習する学生が多く、社会

人学生は社会的スキルが高いこともあり、他者からの学びや体験的な教育方法が有効である。 

 

キーワード：2年課程、看護基礎教育、日常生活援助技術、思考力、教育方法 

 

Ⅰ．はじめに 

看護基礎教育は、過去の歴史的経過から多様な養成課

程があるが、近年は高校卒業後4年間の大学教育が主流

となりつつある。しかし、未だ様々な養成課程があり、

准看護師から看護師資格を取得する2年課程も存在して

いる。全国的には、2年課程の看護専門学校は減少して

いるが（日本看護協会, 2012）、平成24年看護師国家試験

の新卒合格者の約1割を占めており（厚生労働省, 2012）、

教育の在り方を考える必要はある。 

2年課程の教育は、准看護師として学んだ内容を踏ま



岐阜県立看護大学紀要 第 14 巻 1 号，2014 

― 38 ― 

え、観察力・判断力・問題解決能力を強化し、臨床で応

用可能なものとして学習することとされている（門脇ら, 

2012a）。そのため、准看護師教育で習得した看護に必要

な知識の上に積み重ねの教育を行うという考え方のもと

に行われている。しかし、実際に2年課程の教育に携わ

り、実習や演習時の学生の看護援助を見ていると、単な

る積み重ねの教育では不十分ではないかと危惧を抱くよ

うになった。入学時の知識・技術の習得度の差が大きい

上に、技術の根拠の理解が不十分で、入学前に身につけ

た自己流の看護援助が目立ち、その考え方の修正が困難

であったためである。学習時には、自分で考える前に教

員に正解を求めたり、対象の状況に合わないパターン的

な看護が度々見られ、一から教えるよりも困難ではない

かと感じることがあった。 

先行文献においても、肥後ら（ 1995）や金城ら

（2003）が、2年課程の学生の技術習得度やアセスメント

力に関しての差が大きいことを述べている。また、鈴木

ら（2001）や松本（2010）は、2年課程の学生は、マ

ニュアル的な手技は出来ても根拠や予測性が不足し、対

象者の状況に応じた技術が難しいという点を指摘してい

る。これらの要因の一つには、准看護師教育の影響が考

えられる。林（2009）は、准看護師教育は、教育時間数

や教育課程の内容の不足から、質・量ともに不十分な教

育であることを指摘している。少人数の教員による短時

間の教育では、看護技術の意味を考えるよりも、技術の

型として覚えざるを得ない。更に、准看護師は、医師、

歯科医師または看護師の指示のもとに業務を行う立場に

あり、准看護師教育では安全、安楽な手順で正確に技術

を実施することが重視されている（門脇ら, 2012b）。そ

のため、知識をもとに技術を工夫したり、患者の状況を

もとに論理的に考え判断をする教育が行われることは少

ない。2年課程の学生が、患者に合わせた看護援助を、

一定の状況に合わせてパターン的に行う傾向にあっても

やむを得ないと思われる。 

また、2年課程昼間定時制の学生は、働きながら学ぶ

学生が多数を占める。職業人と学生という役割を抱えて

の学習は、物理的・心理的な負担も大きいが、知識や技

術を学習する過程においても様々な影響がある。末永

(2011) は、准看護師として現場で求められてきたことが

影響し、実務経験のある学生には自己流の簡略化した看

護ケアがみられることを示している。吉田ら(2009) は、

学校で学ぶ技術と職場で実践する技術を区別している学

生の存在を指摘している。これらの研究では、根拠に基

づいた看護の学習をしていても、日常的に自己流の看護

ケアを行う実務経験を繰り返すことで、学生の学びが阻

害される可能性を示唆しており、実務経験をプラスにす

るような教育の工夫の必要性が述べられている。 

このように2年課程の学生には、准看護師教育や実務

経験が影響し、3年課程とは異なる特有の学びの特徴が

ある。パターン的な看護を脱し、自ら看護を考えていく

力を身につけなければ、准看護師から看護師になること

は難しい。そのためには、准看護師課程で学んだ看護を

裏付ける科学的根拠となる知識を自ら追及し深め、論理

的・多角的に看護を思考する力を高める必要がある。先

行研究では、山内ら（1997）・高井ら（2001）・高橋ら

（2001）が、2年課程の学生の状況を踏まえ、学生の思考

過程に働きかける教育の工夫を報告している。これらの

研究は、2年課程の学生が技術を深く学習し直し、看護

を考える力を育成する教育の工夫であるが、試行的な授

業の工夫に対する評価に留まっており、2年課程の学生

の学びの特徴を明確にして働きかけてはいなかった。思

考力を高めるための教育方法を見出すためには、2年課

程の学生の学びの特徴を捉えることが必要であると考え

た。 

そこで、2年課程の看護学生の思考力を高めるための

試行的な授業を行い、授業における学生の反応として学

生の言動の観察および学生の授業後の記載から、2年課

程の看護学生の学びの特徴を見出し、必要な教育につい

て検討することを目的とした。 

Ⅱ．研究方法 

1．対象者 

A看護専門学校（2年課程昼間定時制3年間履修）の1年

次生37名中、成績確定後に同意を得た37名の学生 

2．思考力を高めるための試行的な授業の対象科目 

入学後初期に日常生活援助技術を学ぶ「基礎看護学方

法論Ⅰ」を対象とした。これは、准看護師課程で学習し

た技術を、根拠を踏まえて学び直す最初の科目であり、

複数の教員が関わって学生の思考過程に働きかける科目

である。そのため、看護基礎教育における2年課程の学
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生の学びの特徴を見出しやすいと考えた。 

3．用語の定義 

「思考力を高める」とは、本研究において、科学的な

根拠を基に看護を考える力と根拠を得るために自ら調べ

主体的に学ぶ力を向上させることとする。これは、看護

を考えていくためには、自主的に文献を調べ、知識を活

用して看護を追及していく学習力が必要であると考える

ためである。 

4．思考力を高めるための試行的な授業の実践方法 

「思考力を高める」ことを意図した授業方法を取り入

れた試行的な授業を計画した。講義とグループワーク及

び時間外の技術練習を担当した教員は2名、演習を担当

した教員は8名である。授業の内容及び構成は表1に示し

た。基礎看護学方法論Ⅰは15回30時間の科目である。全

ての援助項目を学習する時間はないため、実習で学生が

援助する機会の多い活動・運動、環境、清潔・食事の項

目を取り上げた。また、准看護師課程で既習の基本技術

のうち、前記項目に関連する4つの技術の習得度を確認

する演習時間を科目の30時間外で行うこととした。 

1）授業の目標 

科目の目標を「日常生活援助技術を単なる手順として

ではなく、科学的な根拠に基づく技術として理解し行動

化できること」「患者の日常生活を困難にする要因を考

え、個別性のある援助方法を考えること」とした。また、

 

表1 基礎看護学方法論Ⅰ 授業内容 
回数 時間 項目 授業のねらい 授業形態 

1回目 90分 【看護の方法と技術】 
看護技術とは何かを考え、この科目の学習方法を

理解できるようにする 
講義 

2回目 90分 
【効率的で安楽な動きを作り出す

技術】 

力学的な根拠を踏まえてボディメカニクスの技術

ができるようにする 

講義 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

3回目 90分 【活動・運動を援助する技術】

活動運動の意義を理解し、活動運動のニーズをア

セスメントするための視点を理解できるようにす

る 

講義 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

4回目 90分 【ボディメカニクスグループ演習】
力学的根拠に基づいた安全で効率的な体位変換・

車椅子移乗ができるようにする 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習 

5回目 90分 【快適な療養環境を作る技術】

療養環境を整える援助のアセスメントの視点を理

解して、患者の状況に合わせた援助を考えること

ができるようにする 

講義 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

6・7回目 180分 【臥床患者のシーツ交換】 

患者に応じた療養環境整備の一つの援助として、

事例を用いたシーツ交換の実施を行い、記録し振

り返ることができるようにする 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ演習 

8回目 90分 【清潔の援助技術】 

清潔の意義を復習し、清潔のニーズのアセスメン

トの視点がわかり、清潔の援助方法を選択するた

めの考え方が理解できるようにする 

講義 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

9回目 90分 【清潔の援助技術のグループワーク】

事例に合わせた援助方法を自己にて考え、それを

もとにグループで討議し、更に援助を工夫するこ

とができるようにする 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

10・11回目 180分 【臥床患者の背部清拭と寝衣交換】
自分が考えた援助方法を実際に行い、実施結果を

記録、振り返りができるようにする 
技術試験 

12回目 90分 【清潔の援助技術の振り返り】

個人の振り返りをグループで意見交換し、援助方

法を導き出す考え方を再確認し、患者に合わせた

援助の工夫をする考え方を理解できるようにする 

講義 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

13回目 90分 【食事・栄養の援助】 
食事の意義やアセスメントの視点を理解し、事例

に合わせた援助を考えることができるようにする 

講義 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

14回目 90分 【食事・栄養の援助】 
個々で考えてきた援助方法をグループで検討し、

更に援助を工夫することができるようにする 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 

15回目 90分 【試験とまとめ】 
科目全体のまとめとして、考え方を学ぶことがで

きたか確認する 
試験 

科目時間以外に准看護師課程の学習の復習として、「車いす移送」「ベッドメーキング」「足浴と寝衣交換」の基本技術の演習を行った。



岐阜県立看護大学紀要 第 14 巻 1 号，2014 

― 40 ― 

思考力を高めるためには、自ら学習する力を育てること

も必要であることから「主体的な学習方法と基本的な援

助技術の実践能力を身につける」ことも加えた。 

2）授業方法 

(1)准看護師課程の復習を行う中で、基本的な技術の根拠

の理解を深める 

日常生活援助の基本技術は、准看護師課程で既習であ

るが、習得度が様々であるため、毎年習得度確認の演習

を行っている。今回は、この演習に取り組む過程で、技

術の根拠を深めることとした。根拠を理解することが技

術の向上につながることを意識づける指導を練習時に

行った上で、習得度を確認する技術チェック（習得度確

認テスト）を行った。 

(2)援助技術を考える過程を明確にして指導する 

援助を行う際には、基本的な技術の根拠を踏まえると

ともに、事例の状況に応じて援助方法を工夫する必要が

あることは准看護師課程でも意識づけられている。しか

し学生によって学び方が様々であるため、患者状況を把

握する考え方を明確に示し、どの教員も同じ視点で指導

するように共通理解をした。そして、基礎的な知識も理

解できるよう丁寧に説明することとした。 

(3)学生が自ら調べ考えることができるように指導を行う 

授業では、教員が一方的に教授するのでなく、既習の

知識を活用して援助技術を考えるように、自ら調べ考え

る課題、演習、グループワークを取り入れた。練習や演

習の指導場面においても、考えさせる発問や教科書の確

認を一緒に行うなどの学習方法についての指導方法も教

員間で統一して行うようにした。 

3）授業の実施期間 

平成23年4月～10月 

5．データ収集と分析方法 

1）授業内での学生の言動を授業に参加した全教員が観

察し、メモや口頭で筆者に報告されたものを、個人

が特定されない形式で筆者が記録した。記録した言

動の中で、学生の学びに関するものや学習に対する

姿勢や気持ちが表現されたものを筆者が抽出し、一

つの意味内容ごとにデータとし、内容の類似するも

のを分類しカテゴリ化した。 

2）毎回の授業終了後に学生が感想や質問等を自由に記

載する「授業評価」の用紙に書かれた記述内容の中

から、学生の学びに関する内容や学習に対する感

情・考え方・姿勢・意見について書かれた内容を抽

出し、一つの内容ごとにデータとし、内容の類似す

るものを分類しカテゴリ化した。分析の対象にした

「授業評価」は、成績確定後に研究の同意を得られた

37名分である。 

3）1）と2）の結果をもとに、2年課程の看護学生の特徴

を見出した。 

6．倫理的配慮 

本研究は岐阜県立看護大学大学院研究科論文倫理審査

部会で承認を得た（通知番号23-A005-1）。また、所属施

設の管理者に許可を得ると共に全看護教員参加の教務会

議にて承認を得た。 

学生には、成績が確定した時点で、説明文書と口頭で

研究目的・方法・研究の公表および研究協力を断った場

合にも不利益を被ることがないことを説明した。そして

「授業評価」をデータとして使用することと、授業時の

学生の言動は氏名を記載せず記録したため、個人が特定

されることはないことを説明した。文書で同意の意思を

確認し、同意書は、学校内のポストにおいて回収した。

「授業評価」は同意を得られた学生の分を、名前を伏せ

てコピーし、個人が特定されないように研究対象者を

コード化した上でデータを記録して分析した。 

Ⅲ．結果 

1．授業内で教員が観察した学生の言動 

授業に参加した全教員に学生の言動を観察するよう依

頼し、メモや口頭で報告された内容を筆者が記録した。

記録から、学生の学びに関する内容を一つの意味内容ご

とに抽出して文章化しデータとした。抽出したデータは

63個であった。そのデータを分類し表2にまとめた。7つ

のカテゴリと24のサブカテゴリを見出した。カテゴリは

【 】、サブカテゴリは[ ]、観察内容例は「 」で示し、

カテゴリごとに以下に説明する。 

1）【自己の姿勢や技術に対する振り返り】 

これは、今までの技術に対しての姿勢や考え方を学生

が振り返った内容である。学生は、演習や練習場面で

「今まで何も考えずに行っていた」「准看護学校では見た

目にきれいなベッドを作れば良かった」と[今までの姿

勢の振り返り]を行い、「普段自分が行っている技術が、 
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表2 授業内で教員が観察した学生の言動 

カテゴリ サブカテゴリ 
観察内容例 

「 」は学生の発言 （ ）内にどの授業で観察されたか記載

自己の姿勢や技

術に対する振り

返り 

今までの姿勢の振り返り 

「今まで何も考えずに行っていた」（車椅子移送演習・4回目） 

「准看護学校では、見た目にきれいなベッドを作れば良かった」（ベッ

ドメーキング練習） 

自己の技術の不足への気づき 

「普段自分が行っている技術が、まだまだダメだと気付いた」（車椅子

移送演習） 

「自分の技術が不足していることが、よくわかった」（6.7回目） 

手順を中心に援

助方法を考える 

経験からの方法が中心となる援助 
学習した手順だけを思い出して練習（ベッドメーキング練習） 

方法の工夫より段取りに関する記載をする学生がみられた（5回目） 

正解の援助方法を求める 
最初は、正解となる方法だけを質問（ベッドメーキング練習） 

「正解がないから不安」（10.11回目） 

技術を習得する

ために必要な考

え方や練習方法

の理解 

根拠に基づいて技術を行う必要性 
「力学的根拠に基づいて行うと楽にできる」（4回目） 

「根拠を踏まえるときれいにできる」（ベッドメーキング演習） 

技術を行う考え方の理解 

「理由が正しければ、自分が考えたやり方でいいと自信をもてた」（足

浴・寝衣交換演習） 

「患者の状況を考えて配慮すべきことがわかった」（6.7回目） 

適切な練習方法の理解 「練習時に色々な方法を試すことが必要とわかった」（6.7回目） 

学生が学びを得

た学習方法 

体験からの学び 

根拠を確認する体験をしたことで、驚きの声があがった（2回目） 

「患者役を体験したから、よくわかった」（6.7回目） 

「実際にやってみることで納得できた」（足浴・寝衣交換演習） 

他者の意見からの学び 
クラスメイトの意見に感心した声をあげた（3回目） 

積極的に意見を出し合いながら演習を行っていた（4回目） 

教員の支援による学び 
教科書を一緒に読んでいるとポイントを見つけられた（2回目） 

教員が例示して意見を促すと意見を広げることができた（8回目） 

成果が得られに

くい学習方法 

教科書や板書を写すだけの学習 
事前学習は教科書を写すだけで内容が理解できていなかった（4回目）

「板書がないと何を書いたらいいのかわからない」（8回目） 

自己流の方法での技術実施 自分独自の不適切な方法で技術を実施（足浴・寝衣交換演習） 

妥当な根拠を考えることなく、友人

からの伝達を参考 

不適切な技術に「友達が、この方が良いと言ったから」と発言（足

浴・寝衣交換演習） 

友人が妥当だと判断した方法を自分の援助とした（10.11回目） 

不十分な事前学習 
事前学習を促していたが、学習をしていた学生は、半分以下であった

（足浴・寝衣交換） 

学習に対する楽

しさや前向きに

取り組む姿勢 

楽しい気持ち 
「（安楽な体位の工夫を）自分達で考えるのは楽しい」（4回目） 

「できると楽しい」と何度も練習に来た（ベッドメーキング演習） 

出来るようになったことを喜ぶ気持ち
「きれいにできて嬉しい」（ベッドメーキング演習） 

「自分の成長がわかると嬉しい」（ベッドメーキング演習） 

仕事への活用 
「仕事でも気をつけるようになった」（ベッドメーキング演習） 

学んだ技術を就業先の介護職に教えている（ベッドメーキング演習） 

他者に教えたくなる 友人の練習場面で見本を示していた。（ベッドメーキング演習） 

積極的に取り組もうとする 
どのグループも積極的に意見交換を行っていた（6.7回目） 

教科書や講義の内容を参考に詳細な手順書を作成した（9回目） 

学習に対して困

難を感じる気持

ち 

知識の活用方法がわからない 

「（根拠と技術のつながりは）教員の説明で理解できた」（4回目） 

既習知識の活用場面で「皮膚の機能のどこを見たら良いのかわからな

い」と発言（8回目） 

患者に合わせた援助を考えだすこと

の難しさ 

援助の工夫を考えるグループワークでは、複数の学生が「難しい」と

発言（9回目） 

学生同士の援助体験では、患者の状況をイメージした技術ができない

学生が複数いた（6.7回目） 

手順書は一般的な留意事項が多く、患者の状況に合わせた援助の工夫

が少なかった（9回目） 

時間の不足からくる学習不足 
「仕事のために練習時間がとれない」と、練習に来ない学生があった

（ベッドメーキング演習） 

言葉の理解や表現の難しさ 

「記録の書き方がわからない」（5回目） 

言葉の表現方法にこだわり「答え方を教えてほしい」（8回目） 

課題で問われていることの意味が理解できず不適切な回答の学生が複

数あった（9回目） 

知識理解の難しさ 
「力学的な根拠の理解は難しい」と発言（2回目） 

既習の知識が理解できておらず、再度説明した（8回目） 
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まだまだダメだと気付いた」と[自己の技術の不足への

気づき]も示していた。 

2）【手順を中心に援助方法を考える】 

これは、技術の根拠や患者の状況から援助方法を考え

て技術を行うよりも、自分の経験や他者からの伝達から

判断した正解と思われる手順通りに技術を行おうとする

学生の行動を示した内容である。[経験からの方法が中

心となる援助]には、何故その方法で行うかを考えるこ

となく、自分の記憶からただ手順を思い起して技術実施

をしようとする学生の姿があった。また、環境を整える

課題においても、患者の状況に合わせて工夫するよりも、

物品の準備や順序など段取りに関する記載が多くみられ

た。 [正解の援助方法を求める]では、正解となる方法だ

けを質問したり、正解のデモンストレーションを求めた

り、「正解がないから不安」という発言がきかれた。 

3）【技術を習得するために必要な考え方や練習方法の理

解】 

これは、学生が技術を習得するために必要だと感じた

考え方や習得のために必要だと感じた練習方法を理解し

たことであり [根拠に基づいて技術を行う必要性][技術

を行う考え方の理解] [適切な練習方法の理解]の3つのサ

ブカテゴリがあった。 

4）【学生が学びを得た学習方法】 

これは、学生がどのような学習方法の中で学びを得る

ことができたかをまとめた内容である。 [体験からの学

び]は、演習における技術実施の体験や患者役体験であ

り、[他者の意見からの学び]は、グループワークや授業

内のクラスメイトの意見に対する反応としてみられた。

[教員の支援による学び]としては、教科書を一緒に読む

と理解できたことや意見が出ない時に例示すると意見が

増えたことなどの学生の行動があった。 

5）【成果が得られにくい学習方法】 

これは、教員が学習の成果が得られにくい学習方法と

認識した内容である。[教科書や板書を写すだけの学習]

は、教科書を写すだけで内容が理解できていないことや

「板書がないと何を書いていいのかわからない」という

発言にみられ、[不十分な事前学習]は、指示があっても、

十分な学習ができない状況があった。[自己流の方法で

の技術実施］では「自分独自の不適切な方法で技術を実

施」することが見られ、[妥当な根拠を考えることなく、

友人からの伝達を参考]では、友人からの伝達を吟味す

ることなく参考にして技術実施を行う学生があった。 

6）【学習に対する楽しさや前向きに取り組む姿勢】 

これは、学習に楽しさや喜びを感じ、学習したことを

活用したいと前向きに学習に取り組もうとした内容を示

している。学習することで、[楽しい気持ち] [出来るよ

うになったことを喜ぶ気持ち]を感じ、[仕事への活用] 

をしたり、[他者に教えたくなる] [積極的に取り組もう

とする]という行動があった。 

7）【学習に対して困難を感じる気持ち】 

これは、学生が学習の中で感じる様々な困難感を表現

した内容である。[知識の活用方法がわからない]では、

清潔の援助において、既習の皮膚の機能のどの知識を利

用して考えるべきかがわからない場面や、力学的根拠を

学習しても、技術と結び付けることが難しい場面などが

あった。 [患者に合わせた援助を考えだすことの難しさ]

では、援助の工夫を考える場面で難しいと発言したこと

や、手順記載の課題で「一般的な留意事項が多く、患者

の状況に合わせた援助の工夫が少ない」ことなどに表れ

ていた。[時間の不足からくる学習不足]は、仕事の調整

ができず、練習時間や学習時間が取れない学生の姿が

あった。 [言葉の理解や表現の難しさ]では、記録の書き

方や、発問に対する答え方を教えてほしいと訴えたり、

課題で問われていることの意味が分からず、不適切な記

録内容になったりする学生もあった。 [知識理解の難し

さ]では、活用すべき知識そのものの理解に困難を示す

学生の姿もあった。 

2．毎回の授業後に学生が記載した「授業評価」におけ

る記述内容 

毎回の授業ごとに感想や質問等を学生が自由に記載す

る「授業評価」の用紙の記述内容をまとめ表3に示した。

「授業評価」は、記載された文章から、学生の学びや学

習に対する姿勢・気持ちが書かれた内容を抽出し、内容

の類似するものを分類し、7つのカテゴリと24のサブカ

テゴリを見出した。カテゴリは【 】、サブカテゴリは

[ ]、記述内容例の一部抜粋は〈 〉で示し、カテゴリ

ごとに以下に説明する。 

1）【自己の技術や考え方に対する振り返り】 

これは、自己の技術や考え方を振り返った内容である。

学生は、授業を受けて、[学習前の考え方の振り返り]  
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表3 学生が記載した「授業評価」における記述内容 
カテゴリ サブカテゴリ 記述内容例  （ ）内にどの授業で記述されたかを記載 

自己の技術や

考え方に対す

る振り返り 

学習前の考え方の振り返り 
業務は流れだった（1回目）ただ目的達成していた（1回目） 

患者に合わせて考えていなかった（13.14回目） 

基本技術の見直し 
正しい方法を忘れがち（2回目）忘れていたことを思い出した（4回目） 

変な癖がついていることに気づいた（4回目） 

自己の技術の不足 
観察が不足だった（10.11回目）手技に集中しすぎた（10.11回目） 

手技が未熟だった（10.11回目）配慮が不足していた（10.11回目） 

自己の援助の振り返り 
自分の援助技術の改善点がわかった（12回目） 

改めて援助技術を考えることができた（12回目） 

援助には知識

や根拠の理解

が必要である

こと 

根拠の理解の必要性 
「何故」と考えたい（1回目）目的・根拠を明確にする必要（1回目） 

根拠の理解が大切（2回目）根拠をわかって技術を行うと楽（4回目） 

根拠を踏まえた援助が理解できた 
看護の視点で考える援助方法がわかった（5回目） 

根拠を踏まえる意味がわかった（5回目） 

援助のために知識が必要 
知識のなさを感じた（1回目） 

援助のために関連する知識が必要である（13回目） 

事例に合わせ

た援助の必要

性と援助方法

を見出す考え

方の理解 

事例に合わせた援助が必要 
患者に合った方法を見つけることが大事（4回目） 

個別性に合わせる必要がある（8回目） 

情報を整理し活用する必要性 
情報を収集する必要がある（3回目）情報把握が必要（5回目） 

情報を活用することが大切（9回目） 

アセスメントの必要性と方法 
アセスメントのポイントや視点がわかった（8回目） 

アセスメントは重要（8回目） 

考えることの

大切さについ

ての理解 

考えることの必要性 
考えることが大事（5回目）多側面から考えることが必要（9回目） 

突き詰めて考えることが大切（14回目） 

考えながら練習する効果 
練習によって方法を工夫することができた（10.11回目） 

練習中に考えることが大切（10.11回目） 

学生が学びを

得た学習方法 

グループワークによる学び 

自分では考えられない意見が聞けた（3.5回目） 

意見交換で、良い部分も注意する部分も指摘し合えた（4回目） 

他者の意見で視野が広がった（9回目） 

体験による学び 

実際にやってみるとわかりやすかった（2回目） 

体験してみて患者の怖さがわかった（4回目） 

患者役をやって援助の工夫の効果を実感した（10.11回目） 

指導・助言による学び 
指導によって自分の技術の不足に気づけた（10.11回目） 

先生の助言で改善点を発見することができた（10.11回目） 

学習時に感じ

る楽しさや学

習を活用しよ

うとする意欲 

学習の面白さ・楽しさ 
事例検討は面白い（1回目）色々な考え方が出てきて面白い（3回目） 

自分とは違う考えがあることが興味深く勉強になった（3回目） 

学習できた喜び 
根拠を知ることができて嬉しい（2回目）学べて良かった（2回目） 

自分が学びたいと思っていた内容だった（2回目） 

援助を考える楽しさ 
自分が考えた方法が気持ち良かったと言われ嬉しかった（10.11回目） 

援助を考えるのは難しいが楽しい（12回目） 

仕事・援助への活用と意欲 

仕事に活用したい（1回目）臨床でも役立つ（5回目） 

広い視野を持ちたい（3回目）力を磨きたい（3回目） 

職場でも考えながら試したい（4回目） 

学習時に感じ

る難しさ 

知識理解の難しさ 
技術の原理の理解は難しい（2回目） 

教科書を自分で読むだけでは理解できなかった（13回目） 

言葉の理解や表現の難しさ 
質問に対する自分の意見をまとめることができない（1回目） 

自分で考えて文章にしていくことは難しい（14回目） 

考えることの難しさ 
看護技術を考えることは難しく不安になった（1回目） 

考えが妥当か判断するのが難しかった（5回目） 

事例に応じて援助を工夫することの

難しさ 

事例に合わせた援助の意義を考えることが難しい（8回目） 

個別性のある援助を工夫することは難しい（10.11回目） 

技術実施の難しさ 技術は実際にやってみると難しい（4回目） 
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[基本技術の見直し]をしていた。そして、[自己の技術の

不足]を感じ、 [自己の援助の振り返り]をしていた。 

2）【援助には知識や根拠の理解が必要であること】 

これは、学生が授業を通して、援助には知識や根拠の

理解が必要であることを学習できたという内容である。

技術を行うための[根拠の理解の必要性]がわかり、 [根

拠を踏まえた援助が理解できた]と実施時に根拠を踏ま

えるということの意味を理解し、 [援助のために知識が

必要]では〈援助のために関連する知識が必要である〉

ことが理解できたことを示していた。 

3）【事例に合わせた援助の必要性と援助方法を見出す考

え方の理解】 

これは、事例に合わせた援助を行うために必要なこと

は何かということを学生が理解できたという内容である。

[事例に合わせた援助が必要] では、患者に合った方法の

大切さを理解し、そのために [情報を整理し活用する必

要性]や [アセスメントの必要性と方法]などの援助方法

を見出す考え方を学習できたことを示していた。 

4）【考えることの大切さについての理解】 

これは、学習の過程で考えることの大切さを理解する

ことができたという内容である。[考えることの必要性]

として〈多側面から考えることが必要〉や〈突き詰めて

考えることが大切〉があった。また、[考えながら練習

する効果]も感じていた。  

5）【学生が学びを得た学習方法】 

これは、学生が気づきや学びを得たと記載した学習方

法を示している。 [グループワークによる学び]では、他

者からの意見による視野の広がりなどを感じ、 [体験に

よる学び] では、〈実際にやってみるとわかりやすかっ

た〉〈患者役をやって援助の工夫の効果を実感した〉な

どの学びがあった。演習においては、教員による[指

導・助言による学び]もあった。 

6）【学習時に感じる楽しさや学習を活用しようとする意

欲】 

これは、学生の学習に対する楽しい、面白いなどの気

持ちとそこから発展する学習を活用しようという意欲を

示している。 [学習の面白さ・楽しさ]では、〈色々な考

え方が出てきて面白い〉、[学習できた喜び]では、〈根拠

を知ることができて嬉しい〉などがあった。また [援助

を考える楽しさ]として、〈援助を考えるのは難しいが楽

しい〉があり、 [仕事・援助への活用と意欲]では、〈仕

事に活用したい〉〈臨床でも役立つ〉と考えていた。 

7）【学習時に感じる難しさ】 

これは、学習時に感じる学習の困難さに関する記載を

示している。 [知識理解の難しさ]として〈技術の原理の

理解は難しい〉や〈教科書を自分で読むだけでは理解で

きなかった〉があった。[言葉の理解や表現の難しさ]で

は、質問を理解して自分の意見をまとめることや課題に

おいて自分の考えを文章で表現することなどに困難を示

した。[考えることの難しさ]では、看護技術を考えるこ

とに難しさを感じたり、考えが妥当か判断することに難

しさを示した。[事例に応じて援助を工夫することの難

しさ]では、事例に合わせた援助の意義や個別性のある

援助を考え工夫することに難しさを示し、[技術実施の

難しさ]もあった。 

3．2年課程の学生の学びの特徴 

授業内で教員が観察した学生の言動（以下「言動」と

表記）と学生が記載した「授業評価」における記述内容

（以下「授業評価」と表記）から見出された各7つのカテ

ゴリを関連するものに分類し、そこから2年課程の看護

学生の学びの特徴を4つ見出し、表4にその分類を示した。

以下に特徴ごとに説明をする。 

1）手順を中心に援助方法を考えたり、成果が得られに

くい学習方法が目立つが、学習過程で振り返ること

ができる 

「言動」において【手順を中心に援助方法を考える】

や【成果が得られにくい学習方法】に准看護師課程の教

育に影響を受けた学生の特徴がみられたが、学習の過程

で、自分の考え方や取組みの姿勢などが良くなかったこ

とに気づき、振り返りをする学生の姿が「言動」にも

「授業評価」にもみられたため、振り返りをすることが

できることも学生の特徴とした。 

2）学習に対して様々な困難を感じる 

「言動」にも「授業評価」にも多くの学習時の困難を

示していた。それぞれのサブカテゴリから、知識の理解

と共に活用も困難であること、言葉の理解や表現に対し

ても困難さがあり、援助方法を考え出す場面でも難しさ

があるという特徴が見出された。 

3）学習の成果を得ることができ、学習過程で楽しさを

感じ、学習への意欲を持つ 
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学生は「授業評価」に多くの学びの内容を記述し、

「言動」においても【技術を習得するために必要な考え

方や練習方法の理解】が学びの成果としてみられた。こ

れらの成果を得る過程においては「言動」でも「授業評

価」でも楽しいという気持ちが示され、学習の活用や学

習への前向きな取り組み姿勢がみられた。これらの反応

から、学習への意欲が高まったと考えられたため、それ

を学生の特徴とした。 

4）特定の学習方法に対し、特に学ぶことができたと感

じる 

「言動」においては、体験からの学びや他者の意見や

教員の支援による学びに反応があった。「授業評価」に

おいては、グループでの意見交換や体験演習においての

気づきや学びが繰り返し表現されており、体験や他者の

意見からの学びなど特定の学習方法に、特に関心を示す

学生の特徴がみられた。 

Ⅳ．考察 

試行的な授業の中で得られた2年課程の学生の学びの

特徴を、授業の成果も含めて考察し、2年課程の学生に

必要な教育について検討した。 

1．准看護師課程で身についた考え方や学習姿勢の見直し 

学生の言動や「授業評価」からは、手順を中心に援助

方法を考えたり、成果が得られにくい学習方法をすると

いう特徴があった。しかし、学習によって、手順ばかり

に目が向き技術を実施する際に考えていなかったことを

振り返ることができた。准看護師教育において、短時間

で技術の型を覚える学習をしてきた上に、未熟な技術で

日常的に業務として援助を行っていると、「准看護師と

して現場で求められてきたことが影響し、患者に合わせ

た看護を考えることよりも、業務を確実にこなすことを

優先してしまう」（末永2011）こととなる。しかし、看

護師となるためには、患者の状況から適切な援助方法を

判断することが求められるため、まずは根拠に基づいて

考える必要性を感じ、考える習慣を作ることから始める

必要がある。試行的な授業では、根拠を踏まえて援助技

術を考えていくことの必要性を繰り返し意識づけた。こ

の授業によって、学生は、技術には知識に基づいた根拠

が必要であることを理解し、考えることの必要性に気づ

いていった。看護学校入学後の早い段階に、考えて技術

を行う習慣を身につけられるように働きかけることは2

年課程の学生の思考力を高める教育として重要な点であ

ると考える。但し、学生に考えさせる機会を作っても、

【成果が得られにくい学習方法】に見られたように、経

験や他者の伝達に頼るような学習方法では、思考力を高

めることができない。自ら調べ、理解し、考える学習を

行う必要があると考え、試行的な授業では、考える発問

を行い、教科書を調べるよう促したり、教科書を一緒に

見て考えて学習するように教員が繰り返し指導した。こ

れによって学習姿勢が変化した学生もみられたが、授業

の後半になっても他者の判断に頼る学生もあった。主体

的に調べ考える学習方法が定着するように、自主的に取

表4 授業内で教員が観察した学生の言動と学生が記載した「授業評価」における記述内容から見出した2年課程の看

護学生の学びの特徴 
特徴 授業内で教員が観察した学生の言動 学生が記載した「授業評価」における記述内容 

手順を中心に援助方法を考え

たり、成果が得られにくい学

習方法が目立つが、学習過程

で振り返ることができる 

【自己の姿勢や技術に対する振り返り】 

【手順を中心に援助方法を考える】 

【成果が得られにくい学習方法】 

【自己の技術や考え方に対する振り返り】 

学習に対して様々な困難を感

じる 
【学習に対して困難を感じる気持ち】 【学習時に感じる難しさ】 

学習の成果を得ることがで

き、学習過程で楽しさを感

じ、学習への意欲を持つ 

【技術を習得するために必要な考え方や練

習方法の理解】 

【学習に対する楽しさや前向きに取り組む

姿勢】 

【援助には知識や根拠の理解が必要であること】 

【事例に合わせた援助の必要性と援助方法を見出す

考え方の理解】 

【考えることの大切さについての理解】 

【学習時に感じる楽しさや学習を活用しようとする

意欲】 

特定の学習方法に対し、特に

学ぶことができたと感じる 
【学生が学びを得た学習方法】 【学生が学びを得た学習方法】 
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り組める課題を提示したり、考えながら技術を実施する

練習などを継続的に指導する必要がある。 

2．学習上の困難に対する支援の必要性 

2年課程の学生は様々なことに困難を感じるという特

徴がみられた。学生が感じる学習上の困難には、知識の

理解と活用、言葉の理解と表現、援助を創造的に考え実

施することなどがあった。援助を考え実施することに困

難さがあることは、取組み以前の状況からも予測された

ため、考える過程を明確に示し、よりわかりやすく説明

することを計画した。練習場面では、教科書を一緒に見

ながら技術と根拠の結びつきを説明したり、既習学習を

想起させながら知識の理解を深めるなどの指導を行った。

それでも、知識の活用や文章表現について難しさを訴え

る学生があり、十分な指導ではなかったことがわかった。

今回の取組みで、知識理解のみならず知識の活用や言葉

の理解・表現などにも困難さがあることが明らかとなっ

たため、このような学生には、知識の活用の仕方をより

具体的に示したり、言葉の理解や文章表現などについて

も丁寧にゆっくりと学生の反応を見ながら学習を進める

必要がある。しかし、丁寧な支援には時間を要する。2

年課程のカリキュラムは、准看護師としての知識がある

という前提で組まれているために授業時間数が限られて

いる。そのため、全ての項目を網羅するのではなく、授

業内容を精選し、他の項目にも応用できるような考え方

や学習方法を身につけることを重視する必要がある。 

3．学習意欲を高め、学習を活用できるようにする支援 

3番目の特徴として、学習の成果を得ることができ、

学習過程で楽しさを感じ、学習への意欲を持つことがみ

られた。日常的に看護業務に携わっている2年課程の学

生は、学校での学びが、自分の仕事に即活用できること

が、学習の面白さや楽しさにつながり、学習への意欲を

高め、前向きな姿勢をもつようになっていた。また、今

まで知らなかった知識を理解したことや援助を考えるこ

とそのものに面白さを感じる学生もいた。 

吉田（2009a）は、2年課程の学生は、「職場の実践と

学校における学習内容の乖離と統合という特徴」を示し、

「講義を受けながら、職場における自分の看護を想起さ

せ自己との対話を行う『看護実践の省察』」（吉田ら, 

2009b）を行っていることを述べている。学校での学習

と職場の実践が乖離した場合には、単なる知識に留まり

学校での正答を求めることにもつながるが、乖離せず活

用できると知ることは学習への意欲につながる。そのた

め、2年課程の教育においては、より臨床における看護

実践を意識した教育が必要である。臨床での具体的な活

用方法がイメージできるような技術の教授方法や、学生

が経験する可能性の高い状況を踏まえた事例を取り上げ

るなどの指導方法を工夫することで、学校での学習意欲

が高まると考えられる。 

4．働きながら学ぶ学習者であることを意識した学習方

法の工夫 

学生は特定の学習方法に対し、特に学ぶことができた

と感じる特徴があり、体験や他者からの意見を聞くグ

ループ学習においての気付きや学びが大きいことが繰り

返し表現されていた。グループ学習は、「広い範囲の経

験や知識を集めることができ、問題解決により多くの提

案をすることができる」学習形態である（辰野,1973）

ため、看護基礎教育では、多くの場面でグループ学習が

取り入れられている（芳賀ら,2007）。三木ら（2010）は、

2年課程定時制の学生の研究において、「就労学生は未就

労学生に比べて社会的スキルが高く」他の人の技術や態

度をモデルとして取り入れようとする学習行動と関連し

ていたことを述べている。働きながら学ぶ学生は、日常

的に他者から学ぶ経験も多く、他者からの学びを有用と

する傾向にあることからも、グループでの意見交換や演

習は効果的である。但し、場合によっては、無批判に他

者の意見を取り入れることもあるため、効果的なグルー

プ学習となるように教員の支援が必要である。 

また、体験学習は、学習者の感性に直接に働きかけ、

学習者自身の「気づき」や「興味や関心」を引き起こす

ものである（寺西,2001）。また、実験的な体験学習は技

術学習において有用であり（深井,2010）、授業では、実

際に様々な方法を行って技術の根拠を確かめ、根拠を意

識しながら技術実施をすることの重要性を強調した。こ

の学習を通して、根拠を知っていれば、手順の順序や方

法が異なっていても修正や調整が可能であることを理解

できた学生もあった。更に日常的な業務も学生にとって

は体験であるが、看護の学習に有用な体験であると意識

していないために学習体験とはなりにくい。しかし、技

術を学習する中で、普段の業務を教員と共に省察する機

会を作ることで、技術の意味づけをしたり、振り返りの
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視点がわかるようになると、日常的な体験からの学びも

得られると考えられる。実務を行いながら学ぶ学生であ

ることを意識して、自ら振り返りを行う方法を身につけ

られるように教員が支援していく必要がある。 

Ⅴ．研究の限界と今後の課題 

今回見出した2年課程の学生の学びの特徴は、意図的

に試行した授業の中で見出されたものであり、ある程度

の傾向は見出されたが、2年課程の学生の一般的な学び

の特徴とすることには限界がある。今後は、これらの特

徴を踏まえて、様々な授業において思考力を高めるとい

う視点で教育方法の工夫を行いながら学生の反応を得て

いくことで、より2年課程の学生に適した教育方法が見

出せると考える。 
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Learning Characteristics of Nursing Students in a Two-Year Course:  
Student Responses in a Trial Class for Enhancing Thinking Ability 

 

Mari Okada1) and Ritsuko Hattori2) 

 

1) Tono Nursing School 

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

 

Abstract 

The aims of this study were to identify the learning characteristics of nursing students in a two-year course, and to 
consider education methods by examining the students’ responses in a trial class for enhancing their thinking ability.  

In a basic nursing class that teaches skills for daily life assistance, we prepared some techniques for enhancing the 
independent study and research skills of students and developing their capacity to consider nursing care on the basis of 
scientific evidence. We extracted information on the students’ approach and attitude toward learning and study as reported 
on class evaluation forms, in which the students could freely write down their impressions and questions after each class, 
and as noted by teaching staff who observed the students’ behavior in class. The data were then compiled, categorized by 
similar content, and analyzed.  

We identified seven categories from the information reported on the class evaluation forms and from observations of 
students’ behavior in class. From these categories, we then identified four learning characteristics of the students, and 
considered education methods corresponding to these characteristics.  

The first characteristic is the notable tendency for students to consider nursing care methods with an emphasis on 
the procedures they have experienced and to take approaches to learning that were not effective at achieving good results. 
However, they could also reflect on their learning and experience during their studies. Students therefore require guidance 
on proper study methods and an adjustment to their way of thinking during the initial period after enrollment in the course.  

The second characteristic is that students struggle in various ways in regard to learning. This necessitates continuous 
and careful guidance over time to assist students in comprehending and applying the knowledge acquired in class and in 
understanding terms and expressions.  

The third characteristic is for students to obtain results from learning and to enjoy the process, which motivates them 
to study. Education methods that focus more on clinical work are recommended for students to ensure that they can 
consistently apply this characteristic in their learning. 

The fourth characteristic is for students to use specific study methods, by which they feel that they have studied 
particularly well. Group learning and practical study techniques have a significant impact.  

Many of the nursing students in the two-year course tend to learn actively, and the adult students in this course have 
highly developed social skills. Therefore, effective education methods for these students are learning by observing others 
and learning from firsthand experience. 
 

Keywords: two-year course, basic nursing education, skills for daily life assistance, thinking ability, education methods 
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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〕 
予防的支援を実践する看護職が発揮している予防機能 

 

山田 洋子 

 

Preventive Functions Demonstrated by Nurses Practicing Preventive Approach 
 

Yoko Yamada 

 

 

要旨 

本研究の目的は、多様な場で行われている看護実践活動において看護職が発揮している予防機能を明らかにする

ことである。 

対象者は、行政機関や病院、訪問看護ステーションに勤務する看護職10名であった。予防的支援として成果が

あったと自己評価できる事例をあげてもらい、実践した看護に関する半構造化面接を行った。面接内容から、予防

的支援として実施された援助行為・意図を抽出し「看護職はどのような予防機能を発揮していたか」という観点か

ら意味内容の類似性に基づいて分類整理した。 

看護職が発揮している予防機能は、【対象と看護職との信頼関係形成を基盤に援助を展開する】【将来に向かう時

間的経過をふまえて情報収集し、問題を予測し、支援を行う】【顕在している問題からつながる問題の関連性を判断

し予測する】【対象の生活の変化を想定してよりよい生活を描き、ここに向かって支援する】【対象自身が現在の状

況を理解し、将来の見通しをもてるようにする】【自分自身の生活や健康行動に対する対象の判断・考え方を確認し

それにあわせてかかわる】【対象が主体的に問題解決・発生予防のための生活改善に取り組めるように支援する】

【予防に向けた具体的な支援の方法を工夫し創出する】【対象の特性、看護活動の場の特性に応じて、継続した支援

を行う】【個別支援の経験から所属組織の担うべき予防的支援の必要性を判断する】【予防的支援を行うことのでき

るチームを形成する】【自分自身やチームの予防的支援の能力を高める】等、14に整理された。 

これらの性質を考察し、看護職が発揮している予防機能は「看護の基本となる機能が予防的支援の前提であり基

盤となる」「先を予測し取り組むべき問題を判断する」「予測される問題に対して対象のもてる力を高める」「予測さ

れる問題に対応するための方法・体制を整備・創造する」「予防的支援にかかわる自らの力量を高める」の5つから

構成されると考えられた。 

 

キーワード：予防機能、看護職、予防的支援 

 

Ⅰ．はじめに 

看護は、様々な健康レベル、健康課題をもつ人々が、

地域や施設等の生活の場で、自立した生活を維持・継続

できることを支援するものであり、看護職は、どのよう

な機関・施設に所属していても、その人の自立した生活

に影響を及ぼす健康課題に対して発生予防・進行予防・

再発予防といった予防的支援を行う。しかし、多様な実

践現場で行われている看護実践の実情は、各機関・施設

の考え方や個々の看護職の考え方・方法に拠るところが

大きく、あらゆる場において対象者の生活を豊かにする

方向での一貫性・連続性のある予防的支援が十分に提供

できていないという課題がある（洞内ら, 2009; 山田, 
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2002; 吉田; 2002）。 

筆者は共同研究者の一人として、1980年から2009年の

約25年間の文献検討を行い、地域看護実践における予防

の概念整理を行った（飯野ら, 2010）。その結果、1980年

代は疾病治療や重症化予防といった3次予防、1990年代

は疾病の早期発見や早期治療に結びつくような2次予防

の保健活動、さらに、2000年代は健康状態のよい人が健

康を維持継続したり、生活の質向上を目指したりする1

次予防が中心になっていることが明らかになった。しか

し、2000年以降の近年では、健康を疾病や障害の有無だ

けでなく生活の質も含めて考える傾向があることや、生

活を取り巻く環境の変化が著しいことから、「虐待予防」

「子育て・育児支援」等、1980年代にはあまりなかった

健康課題が潜在している可能性が高いと考えられた。つ

まり、疾病予防という視点だけではなく生活の質向上を

目指したものや、環境の変化に対応するためには、個人

レベルでのものでなく、集団レベル地域レベルで予防を

考えていくことが重要となってくると考えられた。 

これらより、看護職が行う予防は、疾病や障害を防ぐ

という視点とともに、人々の生活の全体像を捉え、生活

の質の向上をめざす方向性をもった支援であることが必

要である。そして、現代の健康課題の多様化・複雑化に

伴う国民の健康ニーズに対応するためには、予防的に対

応する看護の果たすべき役割は一層大きくなると推測さ

れ、このような予防的支援を実践できる能力を身に付け

た看護職を育成することは重要な課題である。 

予防的支援を実践できる看護職の能力とは、予防が必

要な健康問題を判断し必要な支援を行い予防としての成

果を産出することのできる看護実践能力であると考える。

沖ら（2003）は、看護実践能力を、患者の状態に応じた

適切な看護サービスを提供するために豊富な知識と正確

な技術等を統合し、実践する能力であり、それは、看護

ケアの計画立案、実施、評価という機能を共に遂行する

ものである、としている。また、松谷ら（2010）による

と、看護に関するcompetenceまたはcompetencyで表現さ

れる概念を包含する言葉として考えられている。

Competencyの定義は様々ある（Spenser,L.M.ら, 1993）

が、相原（2006）は、それぞれの仕事において、高いパ

フォーマンスにむすびつく行動と定義している。これら

より、看護実践能力は、看護ケアの計画立案、実施、評

価という機能を共に遂行するものであり、高いパフォー

マンスにむすびつく行動、すなわち質の高い看護実践に

つながる看護職の行動として示されるものであると考え

る。 

そこで、予防的支援を実践できる看護職の育成をめざ

すための第一段階として、看護職が健康問題の予防に向

けてどのようなはたらきをしているかという意図をもっ

た行動としてあらわされる予防機能を明らかにし、予防

的支援を実践できる看護職に必要な能力の検討につなげ

る必要があると考えた。 

予防機能については、保健師の実践活動を素材に暮ら

しの場にかかわる予防機能を、発達段階・健康問題に区

分し、発生予防、進行予防、再発予防、家族の再統合と

いった点から整理しているもの（宮本, 2005）や保健師

の予防機能に関して解説しているもの（金川, 2005）は

あるが、いずれも保健師活動を素材に述べられており、

多様な場で実践を行う看護職の活動を統合し、看護職の

予防機能として明示した研究は見当たらない。 

そこで、看護職が発揮している予防機能の枠組みを導

出するために文献検討を行った。前述のとおり予防が必

要となる健康課題は時代によって変化すると考えられる

ため、最近の文献に絞り、何らかの健康問題の予防を目

的として実施された看護実践活動の内容と予防としての

成果が記述されている24文献（阿部ら, 2008; 青砥ら, 

2008; 藤井ら, 2008; 池田, 2008; 猪俣ら, 2009; 石川ら, 

2009; 岩元, 2009; 柄澤ら, 2009; 川上, 2008; 蔵本ら, 

2009; 松田ら, 2009; 松並ら, 2009; 長江, 2008; 中島ら, 

2008; 中村, 2008; 丹羽ら,2008; 齋藤ら, 2008; 菅田ら, 

2008; 鈴木ら, 2008; 冨林ら, 2008; 津崎ら, 2009; 内田直

子ら, 2008; 内田祥子ら, 2008; 横山, 2009）を抽出し検

討した。看護職がどのような予防機能を発揮しているか

を整理した結果、A．予防的支援の必要性を見極めるア

セスメント機能、B．直接的ケア提供により問題の除去

や軽減をはかる支援機能、C．セルフケア力を高める教

育・相談機能、D．予防的支援に必要なケアチーム形成

機能、E．予防的支援を実施できる体制整備機能、が抽

出され予防機能の枠組みが得られた。しかし、文献検討

から得た内容は、予防的支援の実践活動の様相を十分に

説明しているとは言えず、多様な場で実践されている看

護活動を詳細に捉え、看護の機能の一側面である予防機
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能を浮き彫りにする必要があると考えた。 

本研究の目的は、現状の看護実践活動において、看護

職がどのような予防機能を発揮しているかを明らかにす

ることである。 

Ⅱ．用語の定義 

予防的支援：あらゆる健康レベルの人を対象とし、「健

康と安寧を妨げるもの（病気や障害）を防ぐこと」と

「よりよい状態（well-being）に向けて自己管理・自己実

現できるようにすること」、この両者を相互に関連させ

ながら、生活の質を高める方向で支援すること。 

予防機能：何らかの健康問題を予防するために看護職が

発揮する役割であり看護職の意図と行為からあらわされ

る。 

Ⅲ．方法 

1．対象者 

対象者は、本研究における予防的支援の定義に照らし

て、自らの看護実践において予防的支援としての成果が

あったと自己評価できる経験を有する看護職とした。 

2．対象選定方法 

対象選定は、①データベース医中誌を用いて抽出され

た文献に報告されている、何らかの健康問題の予防を目

的として実施された看護実践活動の実践者、②①の文献

以外で、看護実践が記述されている各種報告書や事例集

においてその実践が評価を受けている者、③前述①②で

選定した対象から紹介・推薦を受けた者、④関連領域の

看護学研究者から紹介・推薦を受けた者、以上より行う

こととした。①については、先に述べた24文献の検討に

より、3文献すなわち3事例を選定し、研究協力の了解が

得られた1事例の看護職を対象とした。次いで、筆者が

教育・研究活動において実践活動を把握しており、本研

究の予防的支援の定義に照らして、対象として適切であ

ると判断した者を4名選定した。そのうち2名は各対象者

が著者である報告書から、予防的な視点で看護実践を

行っていることを確認した。他2名は関連領域の看護学

研究者の意見を聴取し推薦を受けた。さらに5名は、関

連領域の看護学研究者に本研究の趣旨等を説明して紹

介・推薦を受けた後、各対象者が公表している文献を読

み、予防的な視点で看護実践を行っていることを確認し

た。 

実践活動の内容は、文献検討の結果から、現在わが国

において予防活動として中心的な課題である「介護予

防」「生活習慣病予防」「児童虐待予防」「感染症予防」

を主題にし、これにかかわる機関・施設の看護職を、行

政保健師、病院看護師、訪問看護師、助産師等、幅広く

選定するように考慮した。また、実践事例における看護

援助の対象者の発達段階も考慮に加えて選定した。 

3．データ収集方法 

半構造化面接を実施した。予防的支援として成果が

あったと自己評価できる看護実践事例をあげてもらい、

その事例における援助意図、実施した援助内容、成果

（対象の変化）、果たした役割、援助・活動上の課題を、

援助のプロセスにそって詳細に聴取した。加えて、対象

者の属性についても回答を得た。面接内容は、対象者の

許可を得てICレコーダーに録音し、逐語録を作成した。 

4．データ収集期間 

平成22年6月～平成23年4月であった。 

5．分析方法 

逐語録を熟読し、対象者が予防的支援として実施した

援助行為・意図を、本研究の予防的支援の定義に照らし

て取り出した。取り出した内容を、意味が明確になるよ

うに前後の文脈を考慮して要約し、その内容を、「看護

職は予防的支援として何をしていたか」を表す簡潔な一

文として表現し、分析データとした。分析データを全10

事例分集約し、「看護職はどのような予防機能を発揮し

ていたか」という観点から意味内容の類似性に基づいて

分類整理した。 

なお、分析過程において、分析結果と面接の逐語録と

の照合を行い、看護学の質的研究に精通した大学院の指

導教員のスーパーバイズを受け、信頼性と妥当性を高め

た。 

6．倫理的配慮 

対象者である看護職に対して、研究目的、方法、具体

的な協力内容、研究協力は自由意思によるものであり参

加を拒否することや中断する権利があること、拒否や中

断によって不利益を被ることはないこと、個人情報の保

護、結果の公表等について、文書と口頭で説明し、書面

を用いて承諾を得た。また、事前に対象者の所属機関の

長に依頼文書を提出し、所属長の了解を得て実施した。
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研究開始前に、岐阜県立看護大学大学院看護学研究科論

文審査部会の承認を得た（通知番号22-A013-1）。 

Ⅳ．結果 

1．対象者の概要 

対象者は表1に示す看護職10名であった。行政機関保

健師は3名であり地域包括支援センター所属2名、保健衛

生部門所属1名であった。病院看護師は6名、訪問看護ス

テーション保健師は1名であった。看護職としての経験

年数は、7～32年で、平均19.6年であった。面接時間は、

48～101分であり、平均70.3分であった。 

2．看護職が発揮している予防機能 

予防的支援として成果があったと対象者が自己評価で

きる実践事例の援助内容から「看護職は予防的支援とし

て何をしていたか」を分析データとして取り出し、全事

例分324件を意味内容の類似性に基づいて分類整理した。

その結果、看護職が発揮している予防機能として、57の

中項目、さらに14の大項目が抽出された（表2）。大項目

を【 】、中項目を〔 〕、具体的内容を「 」を用いて

説明する。 

1）【対象と看護職との信頼関係形成を基盤に援助を展開

する】 

中項目は〔対象と看護職との信頼関係形成を基盤に援

助を展開する〕であった。事例Bの「対象は血圧測定等、

身体面のケアを拒否しているため、対象と看護職との関

係の進展を探りながら、必要な身体面のケアの提供を提

案する」等が含まれた。看護職は先を見越した予防的支

援が必要であると判断している事柄に対して、対象はま

だ問題に直面していないため必要性を認識していないと

いった状況が生じることがあり、そのような場合だから

こそ看護職は、まず関係形成を重視し、たとえ時間がか

かっても援助関係が成立するように、多様な手段で対象

にアプローチをしていた。 

2）【対象を理解するために多面的に情報収集し、総合的

な判断を行う】 

ここには〔対象の健康状態、生活状況、それらに対す

る気持ちを情報収集する〕〔対象の生活歴・生活信条な

ど幅広く情報収集する〕〔身体状態と生活状況について

情報収集し、これらを照合して問題を分析し生活改善の

可能性を判断する〕〔収集した情報を総合して対象の生

活を捉え必要な援助を判断する〕〔必要な情報収集を行

うための方法を工夫する〕〔時間を確保し対象の生活状

況を捉え共有する〕が含まれた。対象を理解するために

収集する情報の具体的な内容や、収集した情報をどのよ

うに分析するか、収集した情報から何を判断するか等の

内容が含まれ、これらは予防的支援を行う前提となるも

のであった。 

3）【将来に向かう時間的経過をふまえて情報収集し、問

題を予測し、支援を行う】 

事例Dの「今回できた褥瘡の処置を行うといった問題

への当面の対処だけでなく、問題の原因を探り再発を予

防する」といった〔問題への当面の対処だけでなく、原

因を探り再発を予防する〕のほか、〔今後の生活の変化

を推測し問題発生の可能性を予測する〕〔対象、家族の 

 

表１ 対象者の概要 
対象 所属施設・立場 予防的支援の事例の内容 

A 市町村（地域包括支援センター）・保健師 要支援高齢者の転倒・閉じこもり予防 

B 市町村（地域包括支援センター）・保健師（係長） 独居高齢者の孤立予防 

C 
病院・看護師長 

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 
脳卒中患者の家族の生活習慣病予防 

D 
訪問看護ステーション・ 

保健師（管理者経験あり） 
（全利用者への看護で予防を意識している） 

E 病院・小児看護専門看護師 先天性心疾患患児や成人した患者の支援（感染症予防等） 

F 病院・看護師 二分脊椎患児と親への支援（虐待予防） 

G 病院・看護師長，慢性疾患看護専門看護師 生活習慣病予防（糖尿病） 

H 病院・看護師長，慢性疾患看護専門看護師 生活習慣病予防（糖尿病） 

I 病院・看護師 生活習慣病予防（糖尿病） 

J 市町村（保健衛生部門）・保健師 生活習慣病予防（特定保健指導） 
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表2 看護職の実践事例から導出した看護職が発揮している予防機能 

大項目 中項目 

1．対象と看護職との信頼関係形成を基

盤に援助を展開する 

①対象と看護職との信頼関係形成を基盤に援助を展開する 

 

2．対象を理解するために多面的に情報

収集し、総合的な判断を行う 

① 対象の健康状態、生活状況、それらに対する気持ちを情報収集する 

② 対象の生活歴・生活信条など幅広く情報収集する 

③ 身体状態と生活状況について情報収集し、これらを照合して問題を分析し生活改善の

可能性を判断する 

④ 収集した情報を総合して対象の生活を捉え必要な援助を判断する 

⑤ 必要な情報収集を行うための方法を工夫する 

⑥ 時間を確保し対象の生活状況を捉え共有する 

3．将来に向かう時間的経過をふまえて

情報収集し、問題を予測し、支援を

行う 

① 問題への当面の対処だけでなく、原因を探り再発を予防する 

② 今後の生活の変化を推測し問題発生の可能性を予測する 

③ 対象、家族の様子から問題発生の可能性を予測し、支援の必要性を判断し支援を行う

④ 初期の情報収集から、問題が潜在化している可能性を予測する 

⑤ 既に得ている情報から発生する可能性があると判断される問題が生じていないかを確

認する 

⑥ 治療中の対象では、治療状況、合併症に関する情報を収集し問題発生の可能性を判断

する 

⑦ 健康・生活上の同じ問題が再度起こらないように必要な支援を判断し行う 

⑧ 発達段階・ライフイベントで生じる身体面・生活面にかかわる疾患固有の課題につい

て、生じやすい時期を推測し、現状を確認しあらかじめ対処できるようにする 

⑨ 対象の特性（年齢、病気への認識等）をふまえて予防的にかかわる 

⑩ 対象と看護職の関係と援助の進展を考慮してかかわる 

⑪ 生命にかかわる問題を優先し強く対処する 

⑫ 将来を見据えて取り組むべき問題の優先度を判断する 

4．顕在している問題からつながる問題

の関連性を判断し予測する 

① 疾患にかかわる体調管理を先を見越してできるようにすることでさらなる問題を予防

する 

② 対象が直面している問題から、今後さらに対応が必要な問題につなげる 

③ 異変をキャッチし問題につながる可能性を判断する 

5．対象の生活の変化を想定してよりよ

い生活を描き、ここに向かって支援

する 

① 対象・家族にとってよりよい生活を描き、対象の思い・考えを基本に据えて援助を展

開する 

② 得られた情報から、対象の生活を予測する 

③ 入院から在宅への移行に伴う健康状態や生活の維持・継続をふまえる 

④ 入院中の生活と自宅での生活の対比という視点で情報収集・問題の分析を行う 

⑤ 生活の変化を具体的に想定し、サービス資源を導入して対応する 

6．対象自身が現在の状況を理解し、将

来の見通しをもてるようにする 

① 対象自身が現在の身体のことや生活をイメージ・理解できるようにする 

② 対象自身が将来の見通しをもてるようにする 

③ 対象自身が将来の身体のことや生活をイメージ・理解できるようにする 

7．自分自身の生活や健康行動に対する

対象の判断・考え方を確認しそれに

あわせてかかわる 

① 対象の判断・考え方を確認しそれにあわせてかかわる 

② 対象の関心・希望にそって生活改善を試み、可能な方法を探っていく 

8．対象が主体的に問題解決・発生予防

のための生活改善に取り組めるよう

に支援する 

① 対象と一緒に対応を考えることにより、問題の発生を予防する 

② 対象自身が取り組む目標を設定できるようにする 

③ セルフケア行動の継続に向けて対象の気持ちを認める・励ます 

④ 対象が生活改善できるための具体的な提案をする 

⑤ 予防のための自己管理に必要な知識・技術を指導する 

⑥ 看護職が直接的に行うケアの機会を活かして自己対処・予防行動への支援を行う 

⑦ 対象が自ら決定し行動できるようにする 

⑧ 対象自身が医師の判断・指導が必要であることを判断し活用できるように促す 

9．予防に向けた具体的な支援の方法を

工夫し創出する 

① 根拠となるデータや研究成果をもとに起こりうる問題への対応を行う 

② 問題発生の予防のために必要なケアを工夫し創っていく 
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様子から問題発生の可能性を予測し、支援の必要性を判

断し支援を行う〕〔初期の情報収集から、問題が潜在化

している可能性を予測する〕〔既に得ている情報から発

生する可能性があると判断される問題が生じていないか

を確認する〕〔治療中の対象では、治療状況、合併症に

関する情報を収集し問題発生の可能性を判断する〕〔健

康・生活上の同じ問題が再度起こらないように必要な支

援を判断し行う〕〔発達段階・ライフイベントで生じる

身体面・生活面にかかわる疾患固有の課題について、生

じやすい時期を推測し、現状を確認しあらかじめ対処で

きるようにする〕〔対象の特性（年齢、病気への認識

等）をふまえて予防的にかかわる〕〔対象と看護職の関

係と援助の進展を考慮してかかわる〕〔生命にかかわる

問題を優先し強く対処する〕〔将来を見据えて取り組む

べき問題の優先度を判断する〕が含まれた。将来に向か

う時間的経過に着目したアセスメントの視点が示された

内容であった。 

4）【顕在している問題からつながる問題の関連性を判断

し予測する】 

事例Fの「親が困っていること、困る可能性があるこ

とに対して、疾患にかかわる体調管理を予防的にできる

ようにすることで、今は問題とは確信していない虐待の

可能性も考え予防する」といった〔疾患にかかわる体調

管理を先を見越してできるようにすることでさらなる問

題を予防する〕、及び〔対象が直面している問題から、

今後さらに対応が必要な問題につなげる〕〔異変を

キャッチし問題につながる可能性を判断する〕が含まれ

た。現在直面している問題から関連する問題の存在を、

可能性も含めて広く予測・検討するというアセスメント

の視点が示された内容であった。 

5）【対象の生活の変化を想定してよりよい生活を描き、

ここに向かって支援する】 

事例Eの「患児の母は、退院の見通しがつかず特別支

援学校への転校を迷っているが、学習習慣をつける必要

性を考え、母を後押しする」といった〔対象・家族に

とってよりよい生活を描き、対象の思い・考えを基本に

据えて援助を展開する〕、及び〔得られた情報から、対

象の生活を予測する〕〔入院から在宅への移行に伴う健

康状態や生活の維持・継続をふまえる〕〔入院中の生活

と自宅での生活の対比という視点で情報収集・問題の分

析を行う〕〔生活の変化を具体的に想定し、サービス資

源を導入して対応する〕が含まれた。対象の生活の変化

に着目し変化の内容を想定するというアセスメントの視

点が示された内容であった。 

表2 看護職の実践事例から導出した看護職が発揮している予防機能 つづき 

大項目 中項目 

10．対象の特性、看護活動の場の特性

に応じて、継続した支援を行う 

① 援助を継続することを優先・重視する 

② 初期の情報収集・予測した問題をもとに援助を実施・評価し、さらに援助を展開して

いく 

③ かかわりの初期に将来にわたって支援することを伝え、時機をみてかかわる 

④ 援助を継続できるように方法を検討・工夫する 

⑤ 対象の特性に応じた援助期間を考慮して対象の変化を判断し援助を行う 

11．対象の問題を予防するために家族

への支援を行う 

① 対象本人と家族との関係を把握し、配慮してかかわる 

② 対象本人のセルフケアを支えるために家族のサポートを得られるようにする 

③ 家族と看護職との直接的な関係形成を重視する 

④ 対象を支える家族に問題が生じる可能性を予測し家族を支援する 

12．個別支援の経験から所属組織の担

うべき予防的支援の必要性を判断す

る 

①個別支援の経験から所属組織の担うべき予防的支援の必要性を判断する 

13．予防的支援を行うことのできる

チームを形成する 

① 支援に必要な専門職・関係者を判断し導入する 

② 援助方針・各々の役割をチームメンバー間で共有・合意してかかわる 

③ 問題発生を予防するための看護職同士の支援体制を整える 

④ 予防的支援を実施できる体制を整える 

14．自分自身やチームの予防的支援の

能力を高める 

①自分自身やチームの予防的支援の能力を高める 
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6）【対象自身が現在の状況を理解し、将来の見通しをも

てるようにする】 

〔対象自身が現在の身体のことや生活をイメージ・理

解できるようにする〕〔対象自身が将来の見通しをもて

るようにする〕〔対象自身が将来の身体のことや生活を

イメージ・理解できるようにする〕が含まれた。対象自

身が将来の見通しをもてるようにすることを重視した内

容であった。 

7）【自分自身の生活や健康行動に対する対象の判断・考

え方を確認しそれにあわせてかかわる】 

〔対象の判断・考え方を確認しそれにあわせてかかわ

る〕〔対象の関心・希望にそって生活改善を試み、可能

な方法を探っていく〕が含まれた。これらは、対象の判

断・考え方にあわせてかかわることを重視する内容で

あった。 

8）【対象が主体的に問題解決・発生予防のための生活改

善に取り組めるように支援する】 

〔対象と一緒に対応を考えることにより、問題の発生

を予防する〕〔対象自身が取り組む目標を設定できるよ

うにする〕〔セルフケア行動の継続に向けて対象の気持

ちを認める・励ます〕〔対象が生活改善できるための具

体的な提案をする〕〔予防のための自己管理に必要な知

識・技術を指導する〕〔看護職が直接的に行うケアの機

会を活かして自己対処・予防行動への支援を行う〕〔対

象が自ら決定し行動できるようにする〕〔対象自身が医

師の判断・指導が必要であることを判断し活用できるよ

うに促す〕が含まれた。対象が主体的に取り組めるよう

にすることを重視した内容であった。 

9）【予防に向けた具体的な支援の方法を工夫し創出す

る】 

〔根拠となるデータや研究成果をもとに起こりうる問

題への対応を行う〕〔問題発生の予防のために必要なケ

アを工夫し創っていく〕が含まれた。マニュアル化され

ている方法では効果が表れず未だ方法が確立していない

ような場合において、看護職が工夫を加えたり方法を編

み出したりして、予防に必要だと判断されるケアを開

発・創出するといった内容であった。 

10）【対象の特性、看護活動の場の特性に応じて、継続

した支援を行う】 

事例Iの「特定保健指導対象者には、まずは対象自身

に目標を立ててもらい、1～2か月間は実施していること

を評価するようにかかわり、その後結果が出ない時には

具体的な改善方法を提案するというように、プロセスに

応じてかかわり方をかえていく」といった〔対象の特性

に応じた援助期間を考慮して対象の変化を判断し援助を

行う〕、及び〔援助を継続することを優先・重視する〕

〔初期の情報収集・予測した問題をもとに援助を実施・

評価し、さらに援助を展開していく〕〔かかわりの初期

に将来にわたって支援することを伝え、時機をみてかか

わる〕〔援助を継続できるように方法を検討・工夫す

る〕が含まれた。対象の状況によって相違はあるが、予

防が必要な問題は長期間のかかわりが必要になることも

あり、その間に対象の発達段階やライフイベントにより

生活が変化したり、対象の健康状態の変化に伴って生活

の場が移行したり、またそれらに関連してかかわる看護

職がかわることを考慮して、予防のために必要な支援が

途切れることなく提供できることを重視している内容で

あった。 

11）【対象の問題を予防するために家族への支援を行

う】 

〔対象本人と家族との関係を把握し、配慮してかかわ

る〕〔対象本人のセルフケアを支えるために家族のサ

ポートを得られるようにする〕〔家族と看護職との直接

的な関係形成を重視する〕〔対象を支える家族に問題が

生じる可能性を予測し家族を支援する〕が含まれた。対

象にとって予防が必要な問題、対象本人のセルフケア力、

家族の状況等により働きかけの具体的方法は異なるが、

対象に予測される問題に対応するために、家族への支援

を行うという内容であった。 

12）【個別支援の経験から所属組織の担うべき予防的支

援の必要性を判断する】 

中項目は〔個別支援の経験から所属組織の担うべき予

防的支援の必要性を判断する〕であり、事例Bの「一事

例のかかわりから、地域全体の孤独死等の高齢者の問題

の予防に向けて、協力者となりうる配達業者の認識を捉

え、協力を得られるようにする」や事例Cの「所属部署

が扱う疾患特有の問題・課題に対して看護としてできる

活動を検討する」等、援助対象個人の問題を予測し支援

を行うだけではなく、その個別支援の経験から、看護職

の所属組織の責務に応じて対象となる、その個人を含む
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集団にかかわる問題を判断し支援につなげるという内容

であった。 

13）【予防的支援を行うことのできるチームを形成す

る】 

〔支援に必要な専門職・関係者を判断し導入する〕〔援

助方針・各々の役割をチームメンバー間で共有・合意し

てかかわる〕〔問題発生を予防するための看護職同士の

支援体制を整える〕〔予防的支援を実施できる体制を整

える〕が含まれた。予測される問題に対応し対象にとっ

て予防の成果を産み出すために、看護職個人で支援する

のではなく、支援に必要な専門職を判断しそれらの人々

とチームを形成し、組織として予防的支援が実施できる

体制を整えるということが行われていた。 

14）【自分自身やチームの予防的支援の能力を高める】 

中項目は〔自分自身やチームで予防的支援の能力を高

める〕であり、事例Hの「対象が受け入れたり拒否した

りする反応をダイレクトに受けて自分の看護を振り返る

経験をする」等、振り返りや勉強会の実施を通して、看

護職が自分自身やチームとしての予防的支援の能力を高

めていくといった内容であった。 

Ⅴ．考察 

予防的支援を実践した経験を有する看護職への面接調

査から、看護職が発揮している予防機能として14の内容

を導出した。これらの内容と文献検討により確認した予

防機能の枠組みとの関連を述べ、14の予防機能の内容が

あらわす性質を考察する。 

1．文献検討から確認した予防機能の枠組みとの関連 

文献検討から確認した予防機能の枠組みのA．予防的

支援の必要性を見極めるアセスメント機能に近接した内

容として、【対象を理解するために多面的に情報収集し、

総合的な判断を行う】【将来に向かう時間的経過をふま

えて情報収集し、問題を予測し、支援を行う】【顕在し

ている問題からつながる問題の関連性を判断し予測す

る】【対象の生活の変化を想定してよりよい生活を描き、

ここに向かって支援する】【個別支援の経験から所属組

織の担うべき予防的支援の必要性を判断する】が導出さ

れた。【予防に向けた具体的な支援の方法を工夫し創出

する】は、B．直接的ケア提供により問題の除去や軽減

をはかる支援機能に含まれる内容であった。【対象自身

が現在の状況を理解し、将来の見通しをもてるようにす

る】【自分自身の生活や健康行動に対する対象の判断・

考え方を確認しそれにあわせてかかわる】【対象が主体

的に問題解決・発生予防のための生活改善に取り組める

ように支援する】は、C．セルフケア力を高める教育・

相談機能に含まれる内容であった。【予防的支援を行う

ことのできるチームを形成する】は、D．予防的支援に

必要なケアチーム形成機能およびE．予防的支援を実施

できる体制整備機能を統合した内容であった。 

【対象と看護職との信頼関係形成を基盤に援助を展開

する】【対象の特性、看護活動の場の特性に応じて継続

した支援を行う】【自分自身やチームの予防的支援の能

力を高める】は、文献から確認した枠組みにはないもの

であった。文献に報告される実践は、焦点を絞って報告

されるため表現されなかった内容があったと推測される。 

今回の結果は、文献から確認した予防機能の枠組みに

含まれるものが多かったが、新たに表現されたものもあ

り、予防機能の様相を具体的に説明できたと考える。特

に、A．予防的支援の必要性を見極めるアセスメント機

能は、予防的支援に向けて、何を情報収集するか、情報

をどのように分析し判断するか等、アセスメントの視点

や方法が具体的に示されたと考える。 

2．予防機能の性質 

1）予防的支援の前提かつ基盤として看護の基本となる

機能が重要である 

援助対象と看護職との関係形成は、看護を展開する上

で基盤となる重要なものであるが、結果に示したように

【対象と看護職との信頼関係形成を基盤に援助を展開す

る】は、単に看護の基本としての信頼関係形成を表して

いるのではなく、問題が顕在化していなかったり援助対

象が予防の必要性を認識していなかったりする状況にお

いて、特に求められる機能であり予防機能として重要な

機能であると考えられた。【対象を理解するために多面

的に情報収集し、総合的な判断を行う】は、予防的支援

に限定した内容ではなく、予防的支援の前提となるもの

であり、看護の基本として重要なものであると言える。

これら2つが示す内容は看護の基本として重要であるが、

予防的支援においては、看護職が予測している問題を対

象は認識していない場合など、対象と看護職が同じ方向

性をもって問題の予防に向かえないといった状況もある
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ことから、これらの基本的な内容がより一層重要になる

ことが強調されていた。これら2つの予防機能が示す看

護の基本は、予防的支援の前提かつ基盤として重要な機

能であると考える。 

2）予防的支援の起点として先を予測し取り組むべき問

題の判断がある 

【将来に向かう時間的経過をふまえて情報収集し、問

題を予測し、支援を行う】【顕在している問題からつな

がる問題の関連性を判断し予測する】【対象の生活の変

化を想定してよりよい生活を描き、ここに向かって支援

する】【個別支援の経験から所属組織の担うべき予防的

支援の必要性を判断する】に示されるように、時間的経

過や問題の関連をふまえて予防的支援の必要な問題を判

断することが重要であると考えられた。問題を判断する

ところから看護職の支援が展開されるため、予防的支援

の起点となるという性質が含まれている。 

【個別支援の経験から所属組織の担うべき予防的支援

の必要性を判断する】にみられるように、取り組むべき

問題の判断は、援助対象の個人に対するものだけではな

く、看護職の所属組織の責務に応じて対象とする、その

個人を含む集団に対しても行うということが確認された。

つまり援助対象の個人と集団の両面から健康問題を捉え

るといった、判断のしかたに特徴がある。これは、ハイ

リスク・ストラテジーとポピュレーション・ストラテ

ジーを組み合わせるという予防医学の考え方・戦略

（Rose, 1992）につながるものである。この予防機能は、

集団を援助の対象とする行政機関の看護職である保健師

の活動において特に重視される機能であると考えられる

が、今回、病院に勤務する看護職の実践活動からも確認

できた。個別支援を行いながら目前で生じている問題を

根本的に予防する必要性と予防のための方策を検討して

いくプロセスにおいて、集団としての問題を判断し、予

防的支援につなげることは、看護活動の場や対象に関係

なく、看護職に共通して発揮することが求められる予防

機能であると考える。 

3）予測される問題に対して対象のもてる力を高める 

【対象自身が現在の状況を理解し、将来の見通しをも

てるようにする】【自分自身の生活や健康行動に対する

対象の判断・考え方を確認しそれにあわせてかかわる】

【対象が主体的に問題解決・発生予防のための生活改善

に取り組めるように支援する】は、対象に対して実際に

予防的支援を展開していく際に発揮される機能である。

これらは全10名の看護職の実践事例から抽出され、多様

な健康問題・課題の予防においてセルフケア力を高める

ことを意図した働きかけを行い成果を産出していること

が確認できた。看護職は「対象自身が将来の見通しをも

てるように」「対象の判断・考え方にあわせて」「対象が

主体的に取り組めるように」というように、対象のもて

る力に主眼を置き、対象のセルフケア力向上を意図した

働きかけを様々な手段で実施しており、予測される問題

に対して対象のもてる力を高めるという機能を発揮して

いると言える。 

4）予測される問題に対応するための方法・体制を整

備・創造する 

【予防に向けた具体的な支援の方法を工夫し創出する】

【対象の特性、看護活動の場の特性に応じて継続した支

援を行う】【対象の問題を予防するために家族への支援

を行う】【予防的支援を行うことのできるチームを形成

する】から、予測される問題に対応するための方法・体

制を整備・創造するという性質があると考えられた。既

存の方法に工夫を加えたり新たな方法を編み出したりし

て、問題を予防するために必要であると判断される具体

的なケアやケア提供の方法・体制を開発・創出するとい

う内容を示している。予防的支援においては、このよう

な創造的に看護活動を展開することが求められると考え

る。 

5）予防的支援にかかわる自らの力量を高めることによ

り、予防機能の質を高める 

【自分自身やチームの予防的支援の能力を高める】か

ら、予防的支援にかかわる自らの力量を高める性質があ

ると考えられた。今回の結果から、看護職は単に予防的

支援を実施するだけでなく、予防的支援として実施した

援助の評価を行い予防的支援に必要な能力を自ら向上さ

せることによって成果を産出していることが確認できた。

これは、服部ら（2009）による看護師が展開する問題解

決支援に関する研究の結果とも共通する内容であり質の

高い看護を提供するために重要な機能である。自らの力

量を高めることは看護職の責務でもある。これは予防的

支援の能力に限定するものではないが、先を予測して起

こりうる問題を判断し対応するという予防的支援におい
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ては、看護職の判断力や対応力によって対象に及ぼす影

響が異なると考えられ、看護職が自分自身やチームとし

ての予防的支援の能力を開発していくいことは求められ

る機能の一つであると言える。予防的支援にかかわる自

らの力量を高めることは、他の予防機能を発揮しやすく

なったりその質が充実することにつながる重要なもので

あると考える。 

Ⅵ．本研究の意義と今後の課題 

本研究は、様々な実践現場で働く看護職が、実際にど

のような予防的支援をしているかを詳細に調べ、看護職

が発揮している予防機能を示した。本研究の意義は、多

様な看護活動の場で行われた看護実践の内容から、包括

的に看護職が発揮している予防機能を明らかにすること

ができた点であると考える。しかし、今回の対象者は10

名に限定されているため、今後さらに多様な場の看護実

践を加え、結果を精錬させる必要がある。 

Ⅶ．結論 

看護職が発揮している予防機能は、信頼関係形成など

看護の基本が前提かつ基盤として重要であり、先を予測

し取り組むべき問題を判断することを起点として、予測

される問題に対して対象のもてる力を高めたり、予測さ

れる問題に対応するための方法・体制を整備・創造した

りするものであった。さらに、自らの力量を高めること

により発揮する予防機能の質を高めることが重要である

と考えられた。 

看護職には、予防機能を発揮して質の高い看護実践を

行うことが求められており、今回明らかになった予防機

能を発揮できるために身に付けるべき能力とはどのよう

なものかを明確にする必要がある。 
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Preventive Functions Demonstrated by Nurses Practicing Preventive Approach 
 

Yoko Yamada 

 

Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

The purpose of this study is to clarify the preventive function that nurses demonstrate when they carry out the 
nursing practices in a variety of fields. 

The subjects of the study were 10 nurses who work in municipalities, hospitals or a home care nursing agency. The 
subjects had a semi-structured interview where they were asked to self-assess their actual nursing practices which they 
think were effective as preventive approach. Based on the content of the interview, nursing activities together with their 
intention that the subject practiced as preventive approach were extracted and classified on the basis of similarity and in 
terms of a question, “What kind of preventive functions do nurses demonstrate?”   

The preventive functions that nurses demonstrate were classified as the following 14 categories: 
1. Develop support based on the formation of a relationship of trust between the nurses and the clients 
2. Collect information from various aspects to better understand the client’s situation and make a comprehensive 

assessment 
3. Collect information, anticipate problems, and provide support the basis of the future time course  
4. Anticipate problems that emerged from the current problems 
5. Depict a better lifestyle and give support toward it, on the assumption that the client will change his/her lifestyle 
6. Ensure that the client him/herself understands the current situation and has a clear view of the future 
7. Confirm the client’s assessment and thinking with regard to his/her own lifestyle and health behavior, and work with 

the client accordingly 
8. Give support to enable the client to take the lead role in working to improve lifestyle in order to resolve the health 

problems and prevent onset 
9. Devise and create specific methods of support aiming for prevention 
10. Provide continuous support according to the special characteristics of the client and the nursing settings 
11. Give support to the family members in order to prevent the health problems of the clients 
12. Assess the necessity of the preventive approach for the organization that the nurses belong based on their experience of 

the individual support 
13. Build a team to implement the preventive support 
14. Enhance the ability of the nurses themselves as well as of the team to better implement the preventive support 

Given the nature of those classified categories, the preventive functions that nurses demonstrate were considered to 
be consisted of the following 5 elements:   
1. Function as a premise for the preventive support and as a basis for the nursing 
2. Function to anticipate and judge the health problems that need to be solved 
3. Function to enhance the potential ability of the nursing subjects to be used against the anticipated problems 
4. Function to prepare and create care and system to deal with the anticipated problems 
5. Function to enhance the competence of their own related to the preventive support 

It is also assumed that nurses should enhance their skills to further demonstrate these preventive functions. 
 

Keywords: preventive function, nurses, preventive approach 
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〔原著〕 
災害対応における看護職が果たす役割・機能と 
役割・機能を発揮するために必要な能力 

 

岩村 龍子 

 

The Role and Function of Nurses and the Competency of Nurses at the Natural Disaster 
 

Ryuko Iwamura 

 

 

要旨 

本研究の目的は、看護職の主要な所属機関である病院、保健所・市町村、訪問看護の3分野の災害対応における実

践活動から、3分野を統合した看護職が果たす役割・機能と必要な能力を明らかにすることである。 

災害対応の実践活動を扱う22文献の記載内容と文献の著者である看護職等11名へのインタビューにより、所属施

設別・災害時期別の「活動方法・内容」と「基盤となった考え・大事にしていること」を整理し、そのまとまりご

とに内容を読み込み、看護職の役割・機能と必要な能力を抽出した。 

災害時期別の看護職の役割・機能を3分野統合し分類した結果、準備期5件、急性期8件、亜急性期～慢性期9件の

総計22件となった。災害対応に必要な能力は、3分野統合の役割・機能の分類別に整理し、その意味内容により127

の能力に分類された。さらにこの能力分類を、役割・機能の枠組みをはずし、内容の類似性により分類した結果、

中分類20、「災害対応における看護職の役割・責任を認識し研鑽や備えに取り組む能力」、「支援ニーズに関わる情報

収集・アセスメントに基づき援助する能力」等の6つの大分類となった。 

災害対応における役割・機能や能力を分野を統合して捉えることで、平常時を含めて看護職が果たすべき多様で

幅広い役割・機能とそのために必要な能力が明らかになり、支援ニーズに応じて役割・機能を開発していく看護の

あり様から、看護の役割・機能の多様性やその発展の可能性を示すことができた。 

また、活動分野に拘らず看護職として必要な能力を明示したことは、基礎教育のあり方の検討に示唆を与えるも

のとなろう。 

 

キーワード：災害看護、役割・機能、能力 

 

Ⅰ．諸言 

近年わが国では自然災害が多発し、2011年3月には、

観測史上最大規模である東日本大震災が東北・関東地方

の広範囲にわたって甚大な被害をもたらした。さらには

今後、東海・東南海・南海連動地震や首都直下型地震等

の大災害発生の可能性が指摘されている状況がある。こ

のような状況の中、保健医療従事者の中でも特に看護職

は災害発生直後から中長期的に広い範囲で活動し、状況

に応じたさまざまな役割を担っている（小原，2008）た

め、その役割を明らかにするとともに、その役割を発揮

するための能力の育成が必要である。 

看護職がこれまで経験的に開発してきた役割・機能は、

病院所属の看護職の役割・機能、保健所や市町村に所属

する保健師の役割・機能というように活動分野ごとに明

らかにされてきている（畑・松田，2011; 奥田，2011; 

宮崎，2005）が、応援や派遣での活動を含め、多様な
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場・状況下で様々な役割・機能の発揮を求められる看護

職にとっては、このような活動分野ごとでなく、これら

を総合した役割・機能を明らかにする必要がある。 

そこで、本研究では、災害時に役割・機能を発揮する

看護職の主要な所属機関として、健康被害者に対する医

療対応を中心に担う病院、行政として地域住民への対応

に責任を持つ立場である保健所・市町村、在宅要援護者

のケアの中核を担う訪問看護の3分野を取り上げ、各分

野の看護職の実践活動から災害対応における看護職が果

たす役割・機能と必要な能力を捉えた上で、3分野を統

合した役割・機能と能力を明らかにすることを目的とす

る。なお、ここでは、災害の中でも特に、広域的な健康

危機となり全住民に対する地域全体での対応が必要とな

る可能性が高く、多様な立場の看護職が関わることとな

る自然災害を取り上げ検討することとする。 

Ⅱ．方法 

1．文献検討 

1）対象 

①病院、②保健所・市町村、③訪問看護ステーショ

ン・医療機関訪問看護部門（以下では訪問看護とする）

に所属する看護職による、自施設での災害対応および災

害への備えの実践活動に関する文献を対象とした。 

文献の選定は、まず、医中誌Web Ver.4 を用いて、会

議録を除く2005～2009年に発表の看護分類の文献から、

上記①～③の所属施設の種類ごとに、①病院は“病院”と

“災害対策”、②保健所・市町村は“保健師”と“災害”また

は“公衆衛生看護”と“災害”、③訪問看護は“訪問看護”と

“災害”をキーワードに検索した。検索で得た文献（病院

259件、保健所・市町村53件、訪問看護32件）のうち、

震災や水害等災害の種類の複数確保を念頭に置いた上で、

看護職である著者の所属施設・地域における災害への対

応・備えの具体的な活動内容の記述がより充実している

ものを選択し分析対象とした。なお、病院の文献数は豊

富であったため、より組織全体の災害対応の実践活動を

検索したいと考え、“災害”の下位語である“災害対

策”を検索語とした。また、より活動内容の把握がしや

すいよう、同一施設から多数の報告があるA病院、B病

院、C病院の文献から選択し、A病院については、看護

部発行の活動記録を分析対象に加えた。災害への備えを

扱う文献は、より災害対応に生かすことができる備えで

あることを保障するため、災害対応経験をもとにした取

組みに限定した。その結果、病院8件、保健所・市町村9

件、訪問看護5件を対象文献とした（表1）。 

2）分析方法 

災害への準備や対応として看護職が実施している（し

た）こと、実施が必要とされていることを抽出し、上記

①～③の所属施設の種類ごとに、「準備期」、「急性期」、

「亜急性期～慢性期」の3つの災害時期別に分類整理し、

活動のまとまりごとに「活動方法・内容」と、その活動

の「基盤となった考え・大事にしていること」を読み

取った。文献の記述には、看護職の実施事項を含む組織

の対応や協働者との取り組み内容があるため、「活動方

法・内容」を読み取る際には、看護職の実施事項を捉え

ることを意識して行った。 

災害の時期は、災害看護の教科書として編集された図

書（酒井・菊池，2010，pp. 22-24; 小原・酒井，2007）

を参考に、「準備期」は被災から復興し次の災害に備え

て準備を行う時期、「急性期」は自然災害発生直後から

48～72時間までの、救急・救命活動や被災者の安全・安

全確保のための緊急対策が必要とされる時期、「亜急性

期～慢性期」は急性期以降の被災者の生活支援や保健予

防対策が重要となってくる時期から中長期的な視野で被

災者の健康・生活の立て直しの支援が必要とされる時期

とした。なお、亜急性期と慢性期の区分が文献から必ず

しも読み取れず、活動内容に共通部分が多いことから、

亜急性期～慢性期を合わせ一つの時期とした。 

2．対象文献著者等への聞き取り調査 

1）対象 

文献への記述内容だけでは捉えきれない現状や背景、

活動に対する思いや考え等を把握するため、研究協力の

同意を得た対象文献の著者に聞き取りを行った。依頼に

あたっては、上記①～③の所属施設の種類ごとに1事例

以上の確保をめざし、できるだけ近年の活動事例となる

よう、また所属の異なる看護職同士の連携を把握できる

可能性を考え、同じ地域・災害での活動事例を優先した。

その結果、表1に＊で示すように、病院看護職3名（文献

3・4の著者である看護部長、副看護部長、教育担当師

長）、市保健師2名（文献12の著者である地域保健部門責

任者と介護予防部門責任者）、保健所保健師1名（文献15 
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表1 分析対象文献一覧 

分

野 

文

献

№ 

タイトル 

（※聞き取り対象者の施設名を含むものは記号化し

て表す） 

著者 

（＊は聞き取り

対象者） 

概要 

病

院 

1 
新潟県における災害看護体験報告 新潟県中越地

震罹災施設の看護管理者として 

A病院 

看護部長 

2004年10月中越大震災の被害を受けた病院の看

護師の活動と課題 

2 
新潟県中越地震の証言 激震地の病院における活

動 命がけで患者を守り通した看護師たち 

A病院 

看護部長 
文献1と同病院・同時期の入院患者の避難活動 

3 台風23号、病院を襲う 床上浸水したB病院※のその時

B病院 看護部

長、副看護部長

3名* 

2004年10月台風23号による水害で被害を受けた

病院の被災後5日間を中心とした活動 

4 
マニュアルだけではわからない災害時に備えてお

きたいナースがやること、できること 

B病院 看護部

長、副看護部

長、師長等* 

文献3と同病院・同時期の多様な部署における

看護師の活動 

5 
新潟県中越地震の証言 基幹災害医療センターの

看護師の活動 院内と避難所での役割 

C病院 

看護師長 

2004年10月中越大震災発生直後の院内活動と避

難所での活動 

6 
新潟県中越大震災に学ぶ 災害時のスムーズな救

護活動 

C病院 医師、

看護部長 

文献5と同病院・同時期の傷病者受入れと救護

活動 

7 
新潟県中越地震被災地の発災直後の病院マネジメ

ント 

C病院 

看護部長 

文献5と同病院の災害への備えが中越大震災時

にどう生かされたか 

8 
2004.10.23土17：56新潟県中越大震災 小千谷総合

病院看護部活動記録 その時、看護は… 
A病院 看護部 看護部発行の活動記録 

保

健

所

・

市

町

村 

9 

保健師が育てる「地域防災力」 県・市町村の取

り組み実践集 日々の保健活動で災害への備えを

滝沢村での周知法 

在宅介護支援セ

ンター 保健師

村健康福祉部基幹型在宅介護支援センターの高

齢者対応を中心とした備えの取組み 

10 

あなたのまちに地震が来たら？ 2度の震災を乗り

越えた新潟に学ぶ震災対応 被災への備え・派遣

への備え「神戸市災害時保健活動マニュアル」を

活用した日頃の保健師活動と災害 

政令市本庁 

保健師 

政令市における災害時保健活動マニュアル作成

とマニュアルに基づく備えの取組み 

11 
自然災害時の保健師活動 災害時要援護者への対応

難病患者 フェイズ0における難病患者への対応 
保健所保健師 

保健所における在宅難病患者に対する災害支援

体制整備の取組み 

12 

自然災害時の保健師活動 災害時要援護者への対

応 高齢者・障害者 福祉避難所・地域包括支援

センターでの対応を中心として 

市保健師2* 
2007年7月中越沖地震時の高齢者・障害者に対

する市保健師の対応 

13 
自然災害時の保健師活動 災害時要援護者への対

応 乳幼児 
市保健師2名 

2007年7月中越沖地震時の乳幼児に対する市保

健師の対応 

14 
自然災害時の保健師活動 刈羽村の対応 小規模

市町村の対応をみる 
村保健師 

2007年7月中越沖地震時の村（人口5000人）保

健師の対応 

15 

あなたのまちに地震が来たら？ 2度の震災を乗り

越えた新潟に学ぶ震災対応 新潟県中越沖地震

現地での実際 保健所の役割 

保健所保健師* 2007年7月中越沖地震時の保健所の対応 

16 

保健師が育てる「地域防災力」 県・市町村の取

り組み実践集 震災の教訓と日ごろの地区活動が

初動対応をスムーズに 洲本市における台風23号

水害での保健活動 

保健所保健師7

名 

2004年10月台風23号による水害への保健所・市

町村保健師の連携した対応 

17 
どう育てる災害対応能力 新潟中越地震における

県地域機関（保健所）の保健師としての経験から 
保健所保健師 

2004年10月中越大震災時の保健所保健師の活動

と課題 

訪

問

看

護 

18 
医療依存度の高い在宅療養者の防災における危機

管理意識の向上 

B病院訪問看護

部門看護師4名*

2004年10月台風23号による水害の被災体験を生

かした、訪問看護師による安全対策の検討 

19 
新潟県中越地震 訪問看護ステーションの状況と

小千谷市総合体育館での健康相談活動 

訪問看護ステー

ション 看護師 

2004年10月中越大震災時の利用者への対応と、

避難所での活動と課題 

20 
昨年の災害を経験して 見附市における豪雨災害

と新潟県中越地震に関する報告 

訪問看護ステー

ション看護師 

2004年7月集中豪雨時の活動の反省を生かし

た、同10月中越大震災時の活動と課題 

21 
昨年の災害を経験して 訪問看護ステーションの

対応と利用者・スタッフの被災状況 

訪問看護ステー

ション看護師 
2004年10月台風23号による水害時の対応と課題

22 
昨年の災害を経験して 被災経験を今後の活動に

つなげるために 

訪問看護ステー

ション看護師 
2004年7月集中豪雨時の活動と課題 
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の著者で、文献12の活動地域の支援担当者）、および病

院の訪問看護師1名（文献18の著者で訪問看護部門の責

任者）を対象とした。 

また、看護職の活動が看護サービス受給者・協働者に

どのように捉えられていたかを把握するため、上記の対

象者に適任者の紹介を依頼した。その結果、協力の了解

が得られた地区コミュニティ振興協議会主事1名（文献

12の著者と協働した避難所の運営者）、訪問看護利用者

の家族2名とその近隣者1名（文献18の著者の訪問看護を

受け地域での避難訓練にも取り組んだ患者の家族と近隣

者）を対象とした。 

2）調査方法 

2009年9月～12月、個人またはグループへの半構成的

面接を行い、面接内容は対象者の承諾を得て録音し逐語

録を作成した。看護職へは、災害発生時～その後の具体

的な活動方法・内容、活動の基盤となった考え、役割・

機能が発揮できた要因、役割・機能の発揮が困難だった

要因等を尋ね、看護サービス受給者および協働者へは、

災害発生時の状況、困難であったこと、困難の解決方法

と看護職の関与、看護職との災害発生前・発生時・その

後のかかわり、看護職の活動への感想・意見を尋ねた。 

3）分析方法 

まず、文献分析により作成した、所属施設別・時期別

の「活動方法・内容」の枠組みに合わせ、その活動に関

連する聞き取り内容を整理した。その際、発言者の看護

職としての立場が異なる場合や看護職でない場合は文末

に示して区別した。その上で文献の記述内容を含めて総

合的に判断し、文献分析結果の「活動方法・内容」、「基

盤となった考え・大事にしていること」を修正・追記し

た。次に、この「活動方法・内容」、「基盤となった考

え・大事にしていること」のまとまりごとに看護職の役

割・機能を抽出した。役割・機能の抽出過程の一例を表

2に示す。抽出した役割・機能はその意味内容により分

類し所属施設別・災害時期別に整理した後、さらに所属

施設3分野を統合して災害時期別に整理した。 

役割・機能を発揮するために必要な能力は、その役

割・機能を導いた「活動方法・内容」と「基盤となった

考え・大事にしていること」を読み込み、どのような能

力がその活動を可能としたか、もしくはさらに可能とな

るかという視点での解釈を加え抽出した。能力の抽出過

程の一例を表3に示す。抽出した能力は、先に分類した3

分野統合の災害時期別看護職の役割・機能別に整理し能

 
表2 分析過程の一例①（役割・機能の抽出） 

施

設 

時

期 

看護職の活

動から抽出

した役割・

機能 

文献および看護職等への聞き 

取りから捉えた看護職の活動 文献の記述内容 

（文末の数字は表1の文献No） 

看護職等（看護サービス受給

者・協働者を含む）からの 

聞き取り内容 活動方法・

内容 

基盤となった考え・

大事にしていること

病

院 

準

備

期 

組織内での

災害への備

えの検討 

災害への備

えや、教育

システムに

ついて、院

内や看護部

内で議論を

重ねる。 

・水害は予測しやすい

反面、油断も招きが

ちであるが、地震と

同じく万全の備えが

必要である。 

・継続した検討が大

事であり、看護職

から提言していく

必要がある。 

・委員会や定例会議

に位置づけるなど

のシステムをつく

り、継続的に検討

する。 

・災害体験をもとに検

討することで、より

現実的・組織的対応

を可能とする。 

・台風は進路状況もわかり予測しや

すい反面、シーズン中はたびたび

上陸するので油断を招きがちであ

る。台風はしばらくすると過ぎ去

るものという認識があり、地震等

と比べて水の猛威は実感しにくい

が、万全の備えが必要である。4 

・以前より、救命救急センターおよ

び事務部の中間管理者による基幹

災害医療センター運営小委員会

や、看護部による救護員会議が、

それぞれ毎月開催されていた。災

害時に備えた企画や教育システム

などが活発に討論されてきてい

た。7 

・災害体験の教訓から、災害対策が

組織的に機能するために防災委員

会を災害対策委員会と災害対策

チームにわけ、より現実的に対応

できるよう管理部門と現場との連

動を可能にした。8 

・もともとたびたび水害を受

けている地域。移転により

病院の建物は大丈夫になっ

たが、職員の居住地は浸水

するので、水害は身近な問

題であることに変わりがな

い。あまりに頻繁に浸水す

ることは、油断につなが

る。前の水害はまさにそう

だった。 

・今も災害を引き続き検討して

いるのは看護部だけである。

施設面、備品面などは施設課

や管理課がもう大丈夫だと言

うだろう。医療措置に対して

どういう風にするかは医師や

ナースから提言として挙げ、

病院の管理会議に吸い上げら

れて、課長級が出る会議であ

る管理委員会におろして検討

される。 
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力の意味内容により分類した後に、災害時期別、役割・

機能別の枠組みをはずして総体的に能力の分類の内容を

確認し、その類似性により分類整理した。なお、この分

析の過程は、指導教員のスーパーバイズを受けた。 

3．倫理的配慮 

聞き取り対象者には、研究目的・方法、研究協力及び

承諾後の取り消しは自由意思に基づくこと、得た情報は

匿名で扱い個人や施設が特定されないこと等について文

書を用いて説明し書面にて了解を得た。なお、本研究は

岐阜県立看護大学大学院看護学研究科論文倫理審査部会

の承認を得て実施した（通知番号21-A005-2）。 

Ⅲ．結果 

1．災害対応における看護職の役割・機能 

病院所属の看護職の活動では、準備期は「組織内での

災害への備えの検討」等12件、急性期は「個人の状況に

応じた初動体制整備」等21件、亜急性期～慢性期は「他

の病院との連携による患者受け入れ調整」等17件、総計

50件の「役割・機能」が抽出できた。 

保健所・市町村所属の看護職の活動では、準備期は

「地域特性に応じた災害対策の検討推進」等19件、急性

期は「登庁可能な者での初動体制整備」等16件、亜急性

期～慢性期は「派遣保健師はじめ、応援・派遣者を含め

た支援活動体制づくり」等42件、総計77件の「役割・機

能」が抽出できた。 

訪問看護所属の看護職の活動では、準備期は「地域の

災害発生の可能性、準備状況の情報収集」等15件、急性

期は「スタッフの安否確認による稼動力の判断と初動体

制整備」等13件、亜急性期～慢性期は「関係機関の協力

を得た通常の活動システム修正」等13件、総計41件の

「役割・機能」が抽出できた。 

これらの3分野の役割・機能を統合し分類した結果、

準備期には「所属部署・組織の災害対策推進」等5件、

急性期には「初動体制整備」等8件、亜急性期～慢性期

には「他機関・応援者・住民と連携した体制整備」等9

件の総計22件に分類できた（表4）。 

準備期は、まず「1.所属部署・組織の災害対策推進」

や「2.関係機関や住民との連携に基づく災害に備えた体

制整備」、「5.派遣活動の準備」といった、災害発生時の

速やかな活動体制整備を可能とするための備えに関する

役割・機能があった。また、個人や職種集団として、関

係職種・関係機関も含めた組織や地域として「4.災害対

応・準備に関する研鑽」し、災害への対応能力を高める

ことが行われていた。「1.所属部署・組織の災害対策推

進」～「4.災害対応・準備に関する研鑽」は3分野すべ

てにあったが、「5.派遣活動の準備」は、近年の災害発

生時に組織的に大規模な派遣活動が展開されている保健

所・市町村にのみ見られた。 

急性期の「6.初動体制整備」、「7.応援者を含めた活動

体制整備」、「8.被災状況のアセスメントと対応の判断・

検討」は3分野に共通しており、「10.対象者の安否確

認・安全安心確保」、「11.対象者へのケア提供」、「13.緊

急時の医療提供体制整備・医療提供」についても、それ

ぞれの施設のサービス提供方法・内容・対象者等の違い 

表3 分析過程の一例②（看護職の役割・機能別能力の抽出） 

施

設 

時

期 

看護職の活動

から抽出した 

役割・機能 

文献およびその著者である看護職等への聞き取りから捉え

た看護職の活動 看護職の役割・機能を発揮するために 

必要な能力 
活動方法・内容 

基盤となった考え・ 

大事にしていること 

病

院 

準

備

期 

・組織内での

災害への備

えの検討 

・災害への備えや、教

育システムについ

て、院内や看護部内

で議論を重ねる。 

・水害は予測しやすい反面、油断も

招きがちであるが、地震と同じく

万全の備えが必要である。 

・継続した検討が大事であり、看護

職から提言していく必要がある。

・委員会や定例会議に位置づけるな

どのシステムをつくり、継続的に

検討する。 

・災害体験をもとに検討すること

で、より現実的・組織的対応を可

能とする。 

・災害対策の見直しの必要性を理解し、継

続して取り組むことができる。 

・組織の災害対策の現状を評価し課題を明

らかにできる。 

・災害時の活動を評価し、その後の災害対

策に反映できる。 

・看護職・他職種者に災害対策の充実に取

り組むことを働きかけ、組織的な検討を

継続できる。 

・災害の種類に応じた対策が検討できる。

・当該地域・施設に起こり得る災害とその

被害予測の情報を収集し活用できる。 
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表4 3分野を統合した災害時期別看護職の役割・機能の分類 
時

期 
役割・機能の分類 

役割・機能 

病院 保健所・市町村 訪問看護 

準

備

期 

1.所属部署・組織の災害

対策推進 

「組織内での災害への備えの検

討」等7件 

「地域特性に応じた災害対策の

検討推進」等4件 

「地域の災害発生の可能性、

準備状況の情報収集」等7件 

2.関係機関や住民との連

携に基づく災害に備え

た体制整備 

「行政・関係機関との災害対応に

ついての事前検討」 

「地域住民と連携した災害対策

の検討」等6件 

「行政・関係機関・住民と連

携した災害時の要援護者の安

否確認や支援体制づくり」等

4件 

3.対象者の災害時の支援

ニーズ把握と事前指導 

「透析患者等、災害時の医療継続

の困難が生じる可能性がある患者

への対策検討・事前指導」等2件 

「日常活動の中での要援護者の

把握、リスト化」等5件 

「利用者・家族への災害時の

対策の事前指導」等3件 

4.災害対応・準備に関す

る研鑽 

「防災訓練等による、施設・地域

の災害への意識や対応能力向上」

等2件 

「研修・訓練等による保健師集

団・個人および関係職種の災

害への対応能力や準備への意

識の向上」 

「研修・訓練、職員間での検

討や経験の伝達による、災害

への意識や準備・対応の知識

や技術向上」 

5.派遣活動の準備  
「派遣受け入れの事前検討・準

備」等3件 
 

急

性

期 

6.初動体制整備 
「個人の状況に応じた初動体制整

備」等2件 

「登庁可能な者での初動体制整

備」等2件 

「スタッフの安否確認による

稼動力の判断と初動体制整

備」等2件 

7.応援者を含めた活動体

制整備 

「職員間での情報伝達・共有・共

有の体制づくり」等3件 

「保健所・市町村の協働と応援

派遣職員の協力を得た活動体

制整備」 

「応援者の確保」 

8.被災状況のアセスメン

トと対応の判断・検討 

「患者・職員、施設設備の被害状

況の確認、対応の判断」等2件 

「住民の被災状況の情報収集、

対策本部への伝達」等2件 

「被災状況や今後の被害予測

の情報収集」 

9.施設・備品等の被害拡

大予防 

「診療機器・カルテ・医療電算機

等の移動」等2件 
 

「ｽﾃｰｼｮﾝの施設・設備・備品

の安全確認、被害拡大予防」

10.対象者の安否確認・

安全安心確保 
「入院患者の避難誘導」 等5件 

「関係者との連携による災害時

要援護者の安否確認、必要者

への医療の確保」 

「関係者との連携による利用

者の安否確認」等5件 

11.対象者へのケア提供 
「限られた資源での看護ケアの工

夫・実施」 

「避難住民の支援ニーズに基づ

く個別支援」等4件 

「医療機器利用者への必要な

対応の指示」等2件 

12.療養・生活環境整備 

「節電・節水、ごみ処理の方法等

の検討による療養環境の悪化・感

染予防」 

「必要なスタッフ・物資の配

置、避難所運営支援」等3件 
 

13.緊急時の医療提供体

制整備・医療提供 

「救急外来の体制整備、傷病者の

受け入れ準備」等5件 

「医療機関の被災状況・稼動状

況の確認、被災者への情報提

供」等3件  

「利用者の医療継続のための

調整・支援」 

亜
急
性
期
～
慢
性
期 

14.他機関・応援者・住民

と連携した体制整備 

「他の病院との連携による患者受

け入れ調整」等4件 

「派遣保健師はじめ、応援・派

遣者を含めた支援活動体制づ

くり」等12件 

「関係機関の協力を得た通常

の活動システム修正」等2件 

15.対象者の支援ニーズ把

握と健康・生活支援 

「避難生活で困難が予測される通

院患者の支援ニーズ把握、支援」

等5件 

「被災住民の健康調査の企画・

実施・結果分析」等12件 

「利用者・家族の療養・ 生活

に必要な情報収集・提供」等

4件 

16.心のケア 「被災患者の話の傾聴」 
「被災者の話の傾聴による不安

等の受け止め」等4件 

「被災によりダメージを受け

た心身の回復援助」等2件 

17.療養・生活環境改善 「感染予防対策の検討、実施」 「避難所の生活環境改善」  

18.事業・サービスの企

画・調整 
 

「住民が相談しやすい体制づく

り」等3件 
 

19.平常時への回復支援 
「一般外来診療開始に向けた準

備」等3件 

「仮設住宅居住者の生活再建に

向けた支援」等7件 

「利用者・家族の生活再建に

向けた援助」 

20.職員の健康管理・ス

トレスケア 

「スタッフのストレス緩和のため

の休暇調整、継続的なストレス

チェック、グループディスカッ

ション、ワークショップの実施、

参加」 

「職員の健康状態把握、健康相

談体制づくり」等2件 

「スタッフの被災状況に合わ

せた活動体制づくり」等2件 

21.地域での看護活動 
「救護班としての活動、救護所・

避難所等での健康相談対応」 
 

「地域の看護職としての避難

所等での活動参加」 

22. 活動のまとめ・評

価・今後の活動計画

の検討 

「災害時の活動総括、今後の課

題・対応策の検討による災害への

取組み推進」 

「災害時の活動総括、今後の課

題・対応策の検討による災害

への取組み推進」 

「災害時の活動総括、今後の

課題・対応策の検討による災

害への取組み推進」 
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により特徴があるもののすべてに見られた。訪問看護で

は、「12療養・生活環境整備」が見られなかったが、あ

えて記述や語られることがなかったものの、多分に「11.

対象者へのケア提供」に含まれることが想定される。 

亜急性期～慢性期は、「20.職員の健康管理・ストレス

ケア」、「22.活動のまとめ・評価・今後の活動計画の検

討」は3分野共通であった。病院、訪問看護は連携先が

他機関中心であり、対象者もそれぞれのサービス利用者

に限られるのに対し、保健所・保健センターでは応援

者・住民と幅広く連携し、被災住民全体を対象とした支

援と並行して要支援者に個別援助を行うという特徴が見

られたものの、「14.他機関・応援者・住民と連携した体

制整備」、「15. 対象者の支援ニーズ把握と健康・生活支

援」、「16.心のケア」についても3分野ともに役割・機能

があった。このような保健所・保健センターの活動の特

徴から、「18. 事業・サービスの企画・調整」は保健

所・保健センターにのみ見られた。「21.地域での看護活

動」は病院と訪問看護で、自施設利用者への対応が一段

落した後に、外来での健康相談や、救護所や避難所等で

被災者の支援に携わること等、何らかの方法でより多く

の被災者に看護職としての役割・機能を果たそうと、そ

の方法を模索しながら実施しているものであった。「17. 

療養・生活環境改善」に分類されたのは、病院では「感

染予防対策の検討、実施」、保健所・保健センターでは

「避難所の生活環境改善」であり、それぞれの役割に伴

う課題がクローズアップされている。訪問看護ではこれ

に分類されるものはなかったが、急性期の「12療養・生

活環境整備」が「11.対象者へのケア提供」に含まれる

ことが想定されるのと同様に、「15. 対象者の支援ニー

ズ把握と健康・生活支援」に含まれることが想定される。

「19.平常時への回復支援」は、保健所・保健センター、

訪問看護では、対象者が平常時の生活に戻ることを支援

するのに対し、病院は「平常時のサービス提供体制への

復帰準備」であった。 

2．災害対応に必要な看護職の能力 

各分野別に災害時期別、役割・機能別に必要な能力を

抽出した後、それらの能力を「3分野を統合した災害時

期別看護職の役割・機能の分類」（表4）別に整理した結

果、127の能力に分類された。これらは災害時期別の役

割・機能別に必要な能力として示したため、重複や類

似・関連するものが含まれる。したがって、総計127件

の能力の分類を災害時期別や役割・機能別ではなく総体

的に内容を確認しその類似性により分類した結果、中分

類20、さらに「1）災害対応における看護職の役割・責

任を認識し研鑽や備えに取り組む能力」、「2）支援ニー

ズに関わる情報収集・アセスメントに基づき援助する能

力、「3）対象を理解・尊重し、自らが災害に備え被災か

ら回復に向かうことを支援する能力」、「4）平常時のリ

スクマネジメントをもとに災害時に対象の安全を守る能

力」、「5）あらゆる人材に働きかけ連携して活動する能

力」、「6）状況に応じたケアの開発や看護の充実・発展

を図る能力」の6つの大分類となった（表5）。以下では6

つの大分類の能力について、大分類は「」、中分類は＜＞

で示す。 

「1）災害対応における看護職の役割・責任を認識し研

鑽や備えに取り組む能力」では、＜災害対応における看

護職の役割・責任の認識をもとに災害に備えて研鑽でき

る＞ことや、＜災害時の看護職の役割・責任が理解でき

る＞ことが基盤となり、＜災害時の支援課題を理解し事

前検討・準備ができる＞ことが必要とされた。 

「2）支援ニーズに関わる情報収集・アセスメントに基

づき援助する能力」では、＜災害時の混乱状況でも対象

および対象集団の支援ニーズに関わる情報を収集しアセ

スメントに基づいた援助ができる＞ことに加え、＜潜在

ニーズを含めてアセスメントし、予防策がとれる＞こと

が必要とされた。 

「3）対象を理解・尊重し、自らが災害に備え被災から

回復に向かうことを支援する能力」では、平常時の看護

と共通した姿勢であるものの、被災下の状況・課題を理

解した上で、＜被災下での対象のプライバシー保護、人

権擁護ができる＞ことと＜被災者の置かれている状況・

思いを捉え援助関係が形成できる＞ことを基盤に、＜対

象者が主体的に災害という課題に備え、被災しても自ら

助け合って回復に向かうことを支援できる＞ことが必要

とされた。 

「4）平常時のリスクマネジメントをもとに災害時に対

象の安全を守る能力」では、平常時の＜リスクマネジメ

ントが確実に行える＞ことが基盤となり、＜災害急性期

の緊急・救急対応を実践できる＞ことが必要とされた。 

「5）あらゆる人材に働きかけ連携して活動する能力」 
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表5 災害対応に必要な看護職の能力 

大分類 中分類(小分類の件数） 
小分類の例（文末のデータ番号のうち数字は役割・機能の分類番号を、

アルフベットはデータの固有記号を示す） 

災害対応にお

ける看護職の

役割・責任を

認識し研鑽や

備えに取り組

む能力 

災害対応における看護職の役割・責

任の認識をもとに災害に備えて研鑽

できる（7） 

・災害関連の研鑽機会の積極的活用 4e 

・災害への対応能力を高める研修・訓練、教育体制の検討 4f 

・看護職間の災害への意識向上のための研鑽 4d 

災害時の支援課題を理解し事前検

討・準備ができる（5）  

・要援護者の対象特性に応じた災害時の支援ニーズの理解 3b 

・日常活動の中での要援護者情報の把握・管理 3c 

災害時の看護職の役割・責任が理解

できる（2） 

・被災者の安全を守る看護職の役割・責任の理解 10e 

・災害時に地域で看護職としての役割発揮の可能性・必要性やその方法

の理解 21a 

支援ニーズに

関わる情報収

集・アセスメ

ントに基づき

援助する能力 

災害時の混乱状況でも対象および対

象集団の支援ニーズに関わる情報を

収集しアセスメントに基づいた援助

ができる(17) 

・被災状況についての情報収集・アセスメント 8a 

・集団のニーズの把握と対策の検討 14g 

・被災者の支援ニーズ把握と援助 15a 

・時間の経過と共に変化するニーズ把握 15n 

潜在ニーズを含めてアセスメント

し、予防策がとれる(4) 

・健康・生活のアセスメントによる支援ニーズをもとにした健康課題の

発生・拡大予防対策立案 11d 

・避難生活による健康課題発生リスクの予測による予防 17b 

対象を理解・尊

重し、自らが災

害に備え被災か

ら回復に向かう

ことを支援する

能力 

対象者が主体的に災害という課題に

備え、被災しても自ら助け合って回

復に向かうことを支援できる(11) 

・災害時の共助を念頭に置いた平常時からの住民同士の交流や共助の促

進支援 2e 

・住民同士の助け合いを組み込んだ要援護者対策の検討 2g 

・対象者の災害への関心を高め、主体的な準備行動を導く援助 3a 

被災者の置かれている状況・思いを

捉え援助関係が形成できる(6) 

・被災者の体験や思いの傾聴 15o 16a 

・被災者の置かれた状況の理解、援助関係の形成 15p、16b 

被災下での対象のプライバシー保

護、人権擁護ができる(5) 

・個人情報保護 3d、14ｈ 

・非常時での人権・プライバシーへの配慮 13f 

平常時のリスク

マネジメントを

もとに災害時に

対象の安全を守

る能力 

リスクマネジメントが確実に行える

(9) 

・非常時を想定した安全対策の検討 1g 

・医療機器の扱い、停電・不具合発生時の対処 3e 

・自身・家族の安全確保 6b 

災害急性期の緊急・救急対応を実践

できる(5) 

・マニュアル等に基づき自身が取るべき行動の判断 6c 

・医療機器使用患者の状況のアセスメント、緊急対応 11i 

・災害急性期に必要となる救急看護の理解、その技術の実施 13a 

あらゆる人材

に働きかけ連

携して活動す

る能力 

対象の支援ニーズの充足のために、

関係者・関係機関と連携して活動で

きる(12) 

・要医療者を機能している医療機関につなげる支援 13c 

・サービスの充足を図るための協働者との連携 14a 

・専門的なケアの要否の判断、専門職への紹介 16e 

対象の支援ニーズの充足のために、

サービス提供体制を整備できる(10) 

・他職種との協働による体制整備 13b 

・被災者のニーズに応じた医療提供体制の検討 13d 

・患者・家族が相談しやすい体制の検討 15k 

どのような場や状況であってもチー

ム内や組織間で情報を共有し、ケア

の質を保証できる(9) 

・非常時を想定した事前対策の検討 1b 

・組織の災害対策・緊急連絡体制の把握 1f 

・患者情報の簡潔な伝達 10j 

活動チーム内で、協働者の役割発揮

の支援や健康支援、リーダーの役割

がとれる(5) 

・協働者の健康・生活の支援 14d 

・非専門職者を含めたチームでのリーダー役割 19g 

・自身を含めたケア提供者の健康管理・健康支援 20a 

対象の支援ニーズの充足のために、

事業・サービス等の資源を開発・改

善し、これらを活用できる(4) 

・対象者のニーズに応じたサービスの活用支援 15d 

・ニーズに応じたサービスの創設  18b 

・通常の事業再開による被災者支援の継続 19i 

協力者を要請・調整し、これらの人

と連携した活動ができる(4) 

・災害時の応援・派遣活動とその準備の理解 5a 

・他部署・他機関の看護職員の協力要請・活用 7a 

関係者・住民等の災害への意識を高

め、ともに備えに取り組むことがで

きる(2) 

・関係者・住民等への災害対策の推進の働きかけ・協働 2a 

・組織内の関係者への災害対策の推進の働きかけ・協働 1e 

状況に応じたケ

アの開発や看護

の充実・発展を

図る能力 

状況に応じてケアの工夫ができる(4)
・限られた資源や環境でのケアの工夫 11a、13g、15r 

・ライフライン途絶時の課題に対するケアの工夫や早めの対策の検討 12a

看護の充実を図るために必要な情報

を収集し活用できる(3) 

・災害および災害対策関連情報の収集・活用 1c 

・災害対応に必要な情報収集 8d 

実践課題への対策の現状や実践活動

の評価をもとに、看護の充実・発展

を図ることができる(3) 

・災害対策の現状の評価・見直し 1a 

・災害時の活動の振り返り・評価 22a 

・災害時の活動の評価をもとにした災害対応の充実・発展 22b 
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では、対象の支援ニーズの充足のため、関係者・関係機

関と連携した活動や、サービス提供体制の整備、事業・

サービス等の資源の開発・改善ができることや、＜活動

チーム内で、協働者の役割発揮の支援や健康支援、リー

ダーの役割がとれる＞ことなど、平常時にも共通である

能力が多く含まれた。＜関係者・住民等の災害への意識

を高め、ともに備えに取り組むことができる＞のように、

準備期に特化されたものもあった。 

「6）状況に応じたケアの開発や看護の充実・発展を図

る能力」では、被災時の状況に応じたケアができるよう、

＜看護の充実を図るために必要な情報を収集し活用でき

る＞ことや、＜実践課題への対策の現状や実践活動の評

価をもとに、看護の充実・発展を図ることができる＞、

＜状況に応じてケアの工夫ができる＞ことが必要とされ

た。 

Ⅳ．考察 

1．災害対応における看護職の役割・機能 

所属施設の種類別に抽出された災害時期別看護職の役

割・機能は、所属施設のサービス提供方法・内容・対象

の違いや求められる役割・機能の必要度が関係し、内容

や件数に特徴が見られたが、これらを分類した22項目の

うち16項目は3分野ともに役割・機能が抽出された。残

りの6項目のうち「12.療養・生活環境整備」、「17.療養・

生活環境改善」、「21.地域での看護活動」は、挙がらな

かった分野においても他の項目に含有されて抽出されて

いると考えられた。また、「5.派遣活動の準備」、「9.施

設・備品等の被害拡大予防」、「18.事業・サービスの企

画・調整」は、挙がらなかった分野でも必要性があり、

実際、東日本大震災では全国の自治体保健師、「災害支

援ナース」の派遣活動に加え、訪問看護の分野でも「訪

問看護支援ナース」の活動が開始され（上野・宮崎，

2012）、訪問看護に従事するだけでなく、仮設住宅での

「予防訪問看護」の取り組みを企画・調整した報告が見

られている（上野，2012）。 

先行研究（畑・松田， 2011; 奥田， 2011; 宮崎，

2005）との比較により不足と考えられたのは「死者と遺

族のケア」であり、この役割・機能に関連するのは病院

の分析対象文献から「死亡者の尊厳保持」（「13.緊急時

の医療提供体制整備・医療提供」に分類）が抽出された

のみであった。本研究で対象とした災害事例では死亡者

が多くなかったことが影響していると考える。その他に

ついては、分類前の個別の役割・機能を含めるとすべて

挙げられており、看護職の役割・機能として概ね網羅さ

れていると言える。そのため、この役割・機能の分類22

項目は、今回取り上げた看護職の所属施設の3分野を統

合した役割・機能として妥当であると判断し、災害時に

どのような状況下・対象にでも対応を求められる看護職

が果たすべき多様で幅広い役割・機能を示すことができ

たと考える。 

2．災害対応に必要な看護職の能力 

酒井により、災害看護に期待される能力として、①対

象や地域の条件に合った援助方法を創出する能力、②人

的・物的に制限された災害現場で創造的に看護実践を開

発する能力、③援助的な人間関係の基盤を築き、人を尊

重する姿勢や倫理観を養う能力、④災害関係機関と連携

し、他職種と協働して看護の役割を果たす能力が挙げら

れている(酒井・菊池，2010, pp. 112)。筆者が挙げた

「2）支援ニーズに関わる情報収集・アセスメントに基づ

き援助する能力」と「6）状況に応じたケアの開発や看

護の充実・発展を図る能力」は上記①と②に、「5）あら

ゆる人材に働きかけ連携して活動する能力」は上記④に

該当し、「3）対象を理解・尊重し、自らが災害に備え被

災から回復に向かうことを支援する能力」の一部が上記

③に該当すると考える。 

上記の能力は災害発生時の看護に限定されているため、

筆者が挙げた「1）災害対応における看護職の役割・責

任を認識し研鑽や備えに取り組む能力」は該当するもの

はなく、「4）平常時のリスクマネジメントをもとに災害

時に対象の安全を守る能力」のように平常時のリスクマ

ネジメントを意識した能力は見当たらない。病院の看護

部長の災害時のマネジメント能力を追究した先行研究

（高谷，2011）では「災害に備える」、「災害看護の教育

をする」が挙げられているが、本研究では、すべての看

護職の災害対応に必要な能力として、平常時の研鑽や備

え・リスクマネジメントを重要視し、これらを含めて位

置付けている点が特徴であると言える。 

東日本大震災の経験から、これまで以上に平常時から

の体制づくりや備え、人材育成の重要性が明らかになっ

ている（花崎，2012； 尾田，2012; 斉藤，2013）。災害
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時の自助・共助の重要性も多方面から明らかになってお

り（小野，2013; 藤田，2011）、平常時からの自助・共

助を導く取り組みが必要となる。そのため、災害対応に

必要な能力に、平常時からいかに災害を意識して備えて

おけるかといった能力を含めることの意義は大きいと考

える。 

訪問看護分野では、災害対応に求められる能力を追究

している先行研究はまだ見当たらない。保健師や保健所

保健師の役割・能力を検討した先行研究（宮崎,2005; 祝

原,齋藤,2012）との比較では、整理の仕方が異なるもの

の、抽出されている役割・能力の内容や平常時の役割や

能力を位置付けている点は本研究結果と共通性が高い。

ただ、情報収集・分析や連携・体制整備が強調されてお

り、これらが保健師の専門性が高い分野であることが推

察される。このように、看護職が機能する分野によって、

求められる能力のレベルは異なってくるものであろう。 

本研究では、活動分野に拘らず看護職として必要な能

力を明らかにした。このことにより、能力を育成する教

育、特に看護実践能力の基盤を育成する基礎教育のあり

方の検討に示唆を与えるものとなったと考える。 

3．看護職の活動分野を統合した役割・機能と必要な能

力を明示した意義 

前述のとおり、災害対応における看護職の役割・機能

は、あらゆる年代・健康レベルの様々な健康・生活課題

を持つ対象者に対し、生命や安全・健康・生活・尊厳を

守り、不安や苦痛を和らげ回復に向かうことを支援する

とともに、災害に備えることを支援するといった、災害

への準備期から慢性期にわたる多様で幅広いものであっ

た。また、災害時の看護職は自らの就業施設の利用者へ

の対応のみならず、地域の避難所・救護所等の多様な場

で、時に応援・派遣といった活動形態をとりながら個

人・家族・集団・地域を対象とし、関係者と連携を図り

ながら活動しており、看護職に必要な能力として「支援

ニーズに関わる情報収集・アセスメントに基づき援助す

る能力」や「状況に応じたケアの開発や看護の充実・発

展を図る能力」が導かれたように、看護の基本的な役

割・機能を基盤に、捉えたその時々の状況やニーズに応

じて、求められる役割・機能を模索しながら創造してい

ると考えられた。本研究で看護職の活動分野を統合した

役割・機能と必要な能力を明らかにしたことで、上記の

ような、支援ニーズに応じて役割・機能を開発していく

看護のあり様から、看護の役割・機能の多様性やその発

展の可能性を示すことができたと考える。 

4．本研究の限界と今後の課題 

本研究では、病院、保健所・市町村、訪問看護分野に

おける看護職の実践活動を対象としたため、今後はさら

に他の分野の看護職の活動も含め、災害対応における看

護職の能力を検討する必要がある。また、災害対応にお

ける看護職の役割・機能は経験的に開発するものである

ため、これまで類を見ない被害をもたらした東日本大震

災での活動から、新たな役割・機能の検討が必要である。 

Ⅴ．結語 

本研究では、病院や地域の看護職の実践活動から、災

害対応における看護職の役割・機能と能力を総体的に明

らかにした。今後は、「1）災害対応における看護職の役

割・責任を認識し研鑽や備えに取り組む能力」、「2）支

援ニーズに関わる情報収集・アセスメントに基づき援助

する能力」、「3）対象を理解・尊重し、自らが災害に備

え被災から回復に向かうことを支援する能力」、「4）平

常時のリスクマネジメントをもとに災害時に対象の安全

を守る能力」、「5）あらゆる人材に働きかけ連携して活

動する能力」、「6）状況に応じたケアの開発や看護の充

実・発展を図る能力」の6つに大分類された災害対応に

必要な能力の基盤を学士課程教育で育成するために、こ

れらの能力の学士課程における到達目標を定め、その教

育のあり方を検討していきたい。 
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The Role and Function of Nurses and the Competency of Nurses at the Natural Disaster 
 

Ryuko Iwamura 

 

Nursing Collaboration Center, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

The purpose of this study is to clarify the roles, functions, and competencies of nursing professionals integrating 
three areas: 1) hospitals, 2) public health care centers/municipal health centers, and 3) home nursing visits, based on 
activities to cope with disasters in these three areas． 

Based on the description in 22 documents that handled activities to cope with disasters as well as on interviews of 11 
nursing professionals, etc. as authors of the documents, “methods of activities and details” and “ideas that became the 
foundation and what is considered as important” are summarized by facility and timing of the disaster.  And, to read the 
contents of the unity of each activity, followed by extraction of the roles/functions of nursing professionals and their 
necessary competencies. 

As a result of categorizing the roles/functions of nursing professionals by timing of the disaster after integration of 
three areas and categorization, there were a total of 22 cases including five cases in the preparation phase, eight cases in the 
acute phase and nine cases in the sub-acute to chronic phases.  Competencies necessary to cope with disasters were 
summarized in accordance with the categories of roles/functions after integration of three areas, and were categorized into 
127 depending on the meaning.  These categories of competencies were further categorized in accordance with similarity 
of the content by removing the framework of roles/functions, and as a result, there were 20 middle classifications and six 
large classifications including the “competency to recognize roles and responsibilities of nursing professionals to cope with 
disasters and to work on continuing education and preparedness,” “competency to assist in accordance with information 
collection and assessment in relation to support needs,” etc. 

By capturing the roles, functions, and competencies of nursing professionals in disaster response integrating these 
areas, it was possible to demonstrate the extensive roles and functions to be played by nursing professionals as well as 
competencies required for that purpose, including the normal period. From the state of nursing care that developed the 
roles/functions depending on support needs, the variety of the roles/functions of nursing care and their possible 
development were successfully indicated. 

Moreover, clarification of competencies required as a nursing professional irrespective of the activity field will give 
some indication on the whole concept of basic nursing education. 
 

Keywords: disaster nursing, role and function, competency 



岐阜県立看護大学紀要 第 14 巻 1 号，2014 

― 73 ― 
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〔研究報告〕 
セルフケアプログラムを取り入れた教育方法の検討 

 

名和 文香  服部 律子  布原 佳奈  武田 順子  纐纈 なつ子 

 

Study of Educational Method that Takes in the Self-Care Program 
 

Fumika Nawa, Ritsuko Hattori, Kana Nunohara, Junko Takeda and Natsuko Kouketsu 

 

 

要旨 

本研究の目的は、看護大学1年生を対象にした性周期における演習において、自身の身体をセルフモニタリングす

ることにより、セルフケア方法の学びや看護する上で学べたことを明らかにし教育方法を検討することである。 

演習では、講義と並行し各自で基礎体温と日常生活を約3ヶ月間記録した。対象は受講した学生80名のうち調査の

同意が得られた71名であった。調査方法は、講義で使用した演習時のレポートを個人が特定されないようコピーし

研究協力の了解が得られた学生のみコピーを提出してもらった。調査内容は「基礎体温・日常生活の記録の継続に

ついて」「月経時の様子や月経前症候群の状況」「自身の対処方法の変化」「日常生活の特徴の気づき」「記録後に変

化したこと」「自己目標」「看護する上で学べたこと」等であった。選択法の回答は集計を行い自由記述にて得られ

たデータは内容に従い分類した。 

その結果、基礎体温の計測は91.5％、日常生活の記録は94.4％の学生が記録日数の60％以上継続できていた。「月

経時の様子や月経前症候群の状況」では、月経時は【身体的症状】月経前症候群は【精神的症状】が多く「自身の

対処方法の変化」では【身体を温める】【運動を行う】等8つに分類された。「日常生活の特徴の気づき」は【運動に

ついて】【食事について】等8つに分類され「記録後に変化したこと」は【生活の振り返り】【食事に関する改善】等

11に分類された。「自己目標」は【睡眠に関すること】【食事に関すること】等7つに分類された。「看護する上で学

べたこと」は【対象者自身の気づきを促す看護の必要性】【対象者を個別に捉えた看護の必要性】等5つに分類され

た。 

学生は、身体の変化や日常生活の特徴を理解しセルフケアの重要性や看護ケアに必要な視点を考えることができ

ていた。また、1年生の時期に、セルフケアの重要性に気づくことができる取り組みは今後の学習に役立つと考える。 

 

キーワード：性周期、セルフケア、ライフサイクル、基礎体温、日常生活 

 

Ⅰ．はじめに 

女性の身体は、ライフステージに応じた変化や特有の

悩みが生じる。女性ホルモンの影響を大きく受ける性周

期は女性のライフサイクルにおいて重要であり、心身両

面に密接に関係していることから、自身の変化に気づけ

るよう性周期や身体の仕組みについて正しく理解するこ

とが必要である。また、より良い生活を健康に過ごすた

めに、身体の変化を自分で気づき自己の健康管理を行う

能力いわゆるセルフケア能力が望まれる。性周期におけ

るセルフケアでも女性が個々のライフステージに沿った

心身の特徴を知り、対処方法を見つけ実施することが大

切である。 

また、セルフケアにおいては男性も同様であり、身体

の仕組みを知ること、生活習慣等を見直し自身に合った
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対処方法を考えることが重要となる。 

性周期における研究では、看護短期大学部学生の現状

として、9割の学生が月経時の不快症状を有しており3割

の学生が日常生活に支障をきたしていた（池内，2005）。

また、月経随伴症状による悩みを52.7％が有し、35.3％

が症状により日常生活への支障を感じていた（渡邊ら，

2011）。セルフケア行動に関しては、日常生活の中で自

覚的に体調管理を行っている学生は月経痛が軽いという

傾向が認められ（緒方ら，2011，p.7）、月経時の対処行

動とセルフエフィカシーとの関係では、対処方法を取っ

ている学生の方が一般的自己効力感尺度は高かった（服

部ら，2001）。女性にとって性周期に伴う不快症状の気

づきに対応したセルフケアは、快適で健康な生活を送る

上で重要であり、日常生活との関係を理解したセルフケ

アが求められる。 

本大学では、1年生の後期に「女性のライフサイクル

における健康とその評価について、セルフケアの方法を

実践しながら学ぶ」という目的で講義と演習を設けてい

る。この演習は講義と並行し、自身の生活や健康状態、

性周期やそれに伴う変化を約3ヶ月間、実際に記録する

ことにより、現実的に自身の身体を意識しセルフケアの

重要性を考えその方法を学ぶことができるように取り組

んでいる。さらに、看護を行う上で対象者のセルフケア

能力を引きだし看護職が支援することはとても重要であ

り、この演習を通して看護する上での必要な視点につい

ての学びを深めることが課題である。 

そこで、本研究の目的は、自身の身体をセルフモニタ

リングすることによりセルフケア方法についての学びや

看護する上で学んだことを明らかにし、教育方法につい

て検討することである。 

Ⅱ．方法 

1．演習の目的、方法及び内容 

1）演習の目的 

この演習の目的は、約3ヶ月間継続して自分の日常生

活及び健康状態についてセルフモニタリングを行い、自

分の身体を通してセルフケアの方法を学ぶことである。 

2）演習の方法及び内容 

この科目の講義は5回からなり、 初の講義（10月）

で性周期の説明をした後、生殖器系の形態と性機能、生

殖の仕組みと妊娠の成立の講義と並行し、各自で約3ヶ

月間「基礎体温（以下BBTとする）」「日常生活（以下マ

イメモリーとする）」の記録を行った。男子学生におい

ては、BBTに代わる課題を学生が提示し女子学生同様に

毎日取り組んだ。例として、血圧測定、体重測定、食事

内容の記載、トレーニング等、各自が決定する。BBTの

計測と同様、継続し記録することによって自身の特徴を

理解しセルフケア行動を促すことを目的とした。また、

マイメモリーは男女共通とした。 

以上、約3ヶ月間の演習を「セルフケアプログラム」

とし講義時にBBTとマイメモリーの記録方法について説

明した。 後の講義（1月中旬）には、各自が記録した

BBTまたは代替課題、マイメモリーを基にBBTの読み取

り確認と自身の振り返りをまとめの資料（以下セルフケ

アプログラムのまとめレポートとする）に沿いながら

行った。 

マイメモリーでは、食と排泄、活動と休息、生活リズ

ム、学業と余暇活動、メンタルについて意識し、自分に

必要だと考える自己目標（以下私の目標とする）を3つ

立てた。さらに、体調、生活リズム、睡眠状況、運動、

食事バランス、排泄、気分、ストレスについて「良い、

普通、悪い」の三段階で毎日記録し月経中は×印で示し

た。 

セルフケアプログラムのまとめレポートの内容は、

BBTについては「BBTの計測の継続について」「BBTの読

み取り（月経周期、次回の月経開始時期の予測、排卵日、

月経周期の低温期と高温期がわかったかどうか）」「BBT

の計測を実施し気づいたこと」「月経時の様子や月経前

症候群（月経前3～10日ぐらいの黄体期に、イライラ・

のぼせ・下腹部痛・腰痛・乳房痛等の症状が繰り返し現

れ特に症状が強い場合をよぶ：以下PMSとする）の状

況」「対処方法の変化」であった。マイメモリーについ

ては「マイメモリーの記録の継続について」「私の目標」

「日常生活の特徴の気づき」「記録後の変化」であった。

総合的な学びとして「看護する上で学べたこと」であっ

た。記録の継続及び月経周期の理解度については選択法

を用い、それ以外は自由記載とした。 

2．調査対象及び調査方法 

調査対象は、2011年10月～2012年2月に講義を受講し

た1年生80名(男子学生1名)であった。 
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調査方法は、セルフケアプログラムのまとめレポート

を一旦回収した後、個人が特定されないようにコピーし

学生には原本とコピーの両方を返却した。次に研究協力

を依頼し了解が得られた学生のみコピーを提出しても

らった。 

3．調査内容及び調査時期 

セルフケアプログラムのまとめレポートの内容を調査

内容とした。BBTの調査内容は、BBTの計測の継続や読

み取り、自身の気づきとその対処方法を明らかにするた

め「BBTの計測の継続について」「月経周期の低温期と

高温期がわかったかどうか」「BBTの計測を実施し気づ

いたこと」「月経時の様子やPMSの状況」「対処方法の変

化」とした。マイメモリーの調査内容は、マイメモリー

の記録の継続、目標の内容と日常生活における自身の気

づきとその対処方法を明らかにするため「マイメモリー

の記録の継続について」「私の目標」「日常生活の特徴の

気づき」「記録後の変化」とした。さらに、セルフモニ

タリングを通して学んだ看護の視点について「看護する

上で学べたこと」とした。 

なお、男子学生においては、BBTの項目は調査項目に

は入れず、マイメモリーの項目は、BBTの代替として自

身が取り組んだ課題も含めた日常生活における内容であ

るため、調査項目とした。 

回答方法は3項選択法、自由記述法を用いた。調査時

期は2012年7月であった。 

4．分析方法 

分析方法は、選択法の回答は集計を行い、自由記述で

得られた内容は内容に従って一意味一データとした。

データは要約し類似するものを集めサブカテゴリーとし

た。さらに、類似したサブカテゴリーを分類しカテゴ

リーとした。分析過程において研究者間で検討しスー

パーバイズを受けながら妥当性の確保に努めた。本文中

におけるカテゴリーは【 】、サブカテゴリーは[ ]、記

述内容例は『 』で示した。 

5．倫理的配慮 

学生への研究協力の説明や同意を得る時期は成績評価

後とした。学生全員が集合した講義時に研究依頼を行い、

研究への協力は自由意思であること、個人が特定されな

いようにまとめ報告することについて文書を用い説明し

た。その後、個人が特定されないようコピーしたレポー

トを研究協力の了解が得られた学生のみ指定場所に提出

してもらった。コピーの提出により同意の有無を確認し

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

受けた（承認番号0037）。 

Ⅲ．結果 

1．対象の概要 

71名（回答内容から女子学生のみ）からの同意が得ら

れ、有効回答数は71名であった。 

2．BBTについて 

1）BBTの計測の継続について 

BBTの計測の継続については、記録日数の「80％以上

できた」が36名「60％～80％できた」が29名「60％未

満」が6名であり、91.5％の学生が60％以上継続できて

いた。 

2）月経周期の低温期と高温期がわかったかどうか 

月経周期の低温期と高温期がわかったかどうかについ

ては「良くわかった」が8名「大体わかった」が47名

「わからなかった」が16名であり、77.5％の学生が理解

していた。 

3）BBTの計測を実施し気づいたこと 

BBTの計測を実施し気づいたことは【月経周期の理

解】【PMSの理解】の2つのカテゴリーに分類された。

【月経周期の理解】75件では[周期が正常であることが分

かった]29件、次いで[周期が異常であることが分かっ

た]25件が多かった。【PMSの理解】4件についても『月

経前は腰痛や眠気があった』等の記述があった（表1）。 

4）月経時の様子やPMSの状況 

月経時の様子やPMSの状況については、共に【身体的

症状】【精神的症状】に分かれた。月経時の症状では

【身体的症状】として『下腹部痛』44件が も多く、次

いで『腰痛・腰のだるさ』19件であった。【精神的症

状】では『イライラ感』5件等がみられた。 

PMSの症状では【身体的症状】として『下腹部痛』14

件が も多く、次いで『食欲増進』10件であった。【精

神的症状】としては『イライラ感』11件等がみられた

（表2）。 

5）対処方法の変化 

自身の対処方法の変化は【身体を温める】【運動を行 
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う】【内服のコントロールを行う】【食事面で気を付けた

事】【精神面で気を付けた事】【安静を保つ】【生活する

上で気を付けた事】【その他】の8つのカテゴリーに分類

された。 

【身体を温める】50件が も多く[おなかを温めた]が20

件であり『下腹部痛がひどい時はこたつ等で温めた』等

の記述があった。また[カイロを使用した]7件等がみられ

た。 

次いで【運動を行う】19件では[ストレッチをした]7件

[マンスリービクスをした]3件等があり『体操を実践して

みたら効果があった』と講義での説明を実践していた。 

【内服のコントロールを行う】17件では予防的に内服

をしている学生もいた。 

【食事面で気を付けた事】16件は[栄養面に気を付け

た]7件[温かいものを食べる]4件等があった。 

【精神面で気を付けた事】15件は[リラックスするよう

心掛けた]5件等があり、『音楽を聴いたり趣味の時間を

増やしストレスをためないようにした』等の記述がみら

れた。 

【安静を保つ】9件では[横になって休む]8件が多く『眠

気が強くなってきたら少し横になるように対処してい

る』等の記述がみられた（表3）。 

3．マイメモリーについて 

1）マイメモリーの記録の継続について 

マイメモリーの記録の継続については、記録日数の

「80％以上できた」が35名「60％～80％できた」が32名

「60％未満」が4名であり、94.4％の学生が60％以上継続

表1 BBTの計測を実施し気づいたこと n＝71（複数回答） 
カテゴリー

（記述数） 

サブカテゴリー（記述数） 記述内容例 

月経周期の理

解 （75） 

周期が正常（はっきりしている）であること

がわかった （29）

・大体、整っていることが分かった 

・きれいな2相になっていた 

周期が異常（はっきりしていない）であるこ

とがわかった （25）

・生理不順だった 

・思ったよりも周期が長いことに気付いた 

基礎体温の変化に気づいた （10） ・月経になる時、急激に体温が下がっていた 

・低温期と高温期がはっきりしていた 

月経周期の変動の原因について考えた （4） ・焦りやストレスによって変化している 

・身体が疲れていたり忙しいと不規則だった 

月経周期の変動がわかった （3） ・月経周期の日数にばらつきがあった 

排卵日の予測や月経周期の予測ができるよう

になった （3）

・排卵日には基礎体温の変動が激しくなる 

・月経がいつ来るかわかるようになった 

月経中の症状に気づいた （1） ・月経中は、体調を崩すことが多い 

PMSの理解 

 （4） 

PMSの症状に気づくことができた （4） ・月経前は腰痛や眠気があった 

・低温期になるとPMS症状はなくなった 

表2 月経時の様子やPMSの状況 n＝71（複数回答）

カテゴリー 

（記述数） 

記述内容（記述数） 

＜月経の症状＞ 

身体的症状 

 （113） 

 

下腹部痛 （44） 

腰痛・腰のだるさ （19） 

出血量の変化 （15） 

吐き気 （6） 

内服の必要性 （6） 

頭痛 （5） 

貧血症状 （4） 

食欲の増進 （3） 

倦怠感 （3） 

胸の張り （2） 

肩こり （1） 

下肢の浮腫 （1） 

特に問題なし （4） 

精神的症状 （9） 

 

イライラ感 （5） 

やる気が出ない （2） 

情緒が不安定 （2） 

＜PMSの症状＞ 

身体的症状 （58） 

 

下腹部痛 （14） 

食欲増進 （10） 

乳房痛 （5） 

腰痛・腰のだるさ （4） 

便秘 （4） 

眠気 （4） 

腹部膨満感 （3） 

下痢 （2） 

体重増加 （2） 

陰部の腫れ・ 

おりものの増加 （2） 

吹き出物の増加 （2） 

頭痛 （2） 

疲れやすい （1） 

下肢の浮腫 （1） 

倦怠感 （1） 

倒れた （1） 

精神的症状 （14） イライラ感 （11） 

気分不快 （2） 

集中力の低下 （1） 
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できていた。 

2）私の目標 

私の目標のカテゴリーは【睡眠に関すること】【食事

に関すること】【運動に関すること】【精神面に関するこ

と】【セルフケアに関すること】【排便に関すること】

【その他】の7つに分類された。 

【睡眠に関すること】69件は『就寝・起床等の生活の

リズムを整える』31件、『睡眠時間を確保する』29件と

も多かった。【食事に関すること】68件は『バランス

の良い食事をとる』39件、『三食きちんと食べる』14件

であった。【運動に関すること】38件は『運動量を増や

す』25件、【精神面に関すること】13件は『ストレスを

ためない』8件、【セルフケアに関すること】11件は『月

経周期の変化に気づく』5件、【排便に関すること】は2

表3 対処方法の変化 n＝71（複数回答） 
カテゴリー 

（記述数） 

サブカテゴリー（記述数） 記述内容例 

身体を温める 

 （50） 

 

おなかを温めた （20） ・下腹部痛がひどい時は、こたつなどで温めた 

・おなかを冷やさないようにした 

湯船につかる （9） ・お風呂に長めにつかった 

・入浴時、とても楽になった 

カイロを使用した （7） ・カイロを使用すると楽になった 

腹巻を使用した （5） ・腹巻で保温をした 

厚着をし身体を温めた （5） ・長ズボンを履く等、温めたら腹痛がなかった 

腰を温めた （3） ・温めると和らいだ 

湯たんぽの利用 （1） ・腹痛がある時は湯たんぽを使用して寝た 

運動を行う （19） 

 

ストレッチをした （7） ・腰の鈍痛は、ストレッチなどをした 

腹部のマッサージ （5） ・さするなどして痛みを和らげた 

マンスリービクスをした （3） ・体操を実践してみたら効果があった 

腰部のマッサージ （2） ・腰痛がひどい場合はマッサージをしてもらった 

ランニングを始めた （1） ・ランニングを始めたら症状がなくなった 

足のツボ押し （1） ・月経痛が緩和される足のツボを試した 

内服のコントロー

ルを行う （17） 

薬を飲むようにした （16） ・事前に薬を飲んで和らぐことができた 

・ひどい時に内服した 

薬を持ち歩いた （1） ・月経が近づいてきたら薬を持ち歩くようにした 

食事面で気を付け

た事 （16） 

 

栄養面に気を付けた （7） ・貧血にならないよう、栄養に気をつけた 

・月経前には、鉄分を多くとるようにした 

温かいものを食べる （4） ・温かい飲み物を飲むと痛みが軽減した 

・月経中は、温かいものを食べるようにした 

好きなものを食べた （3） ・甘いものを食べたらイライラが収まった 

刺激物を避けた （2） ・コーヒーや刺激物を避けたら症状が和らいだ 

精神面で気を付け

た事 （15） 

 

リラックスするよう心掛けた （5） ・カモミールのアロマを使用した 

・音楽を聴いたり、趣味の時間を増やしストレスをためないよう

にした 

気にしないようにした （3） ・あまり深く考えないようにした 

心の準備をした （2） ・月経前に心の準備をした 

イライラの理由をPMSが 

原因と考えた （2） 

・イライラしている時、PMSだと思うと周りにあたらなくなった 

人と話すようにした （2） ・人と話して気を紛らわしストレスを軽減した 

気を紛らわす方法を考えた （1） ・思いっきり歌を歌うなどして、気を紛らわす方法を考えた 

安静を保つ （9） 横になって休む （8） ・眠気が強くなったら少し横になるように対処する 

・激しい運動はせず、休むようにした 

安静にするようにした （1） ・長時間立ったり、無理をしないようにした 

生活する上で気を

付けた事 （5） 

規則正しい生活を心がけた （3） ・規則正しい生活と起床時間を意識した 

長時間同じ姿勢を避けた （1） ・長時間の姿勢を避けた 

肌の手入れを行った （1） ・吹き出物が悪化しないよう洗顔を念入りに行った 

その他 （4） 特に何もしていない （3） ・特に対処する必要がなかった 

対処法が難しかった （1） ・月経周期が安定しておらず、対処しづらかった 
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件であった（表4）。 

3）日常生活の特徴の気づき 

日常生活の特徴の気づきは【運動について】【食事に

ついて】【睡眠について】【排泄について】【精神面につ

いて】【生活について】【入浴について】【問題なし】の8

つのカテゴリーに分類された。 

【運動について】【食事について】が35件と も多かっ

た。【運動について】は[運動不足]が28件であり『滅多に

運動しない』等の記述があった。【食事について】は[食

事のバランスが悪い]が18件で『バランスが偏ってい

た』という記述がみられた。 

次いで【睡眠について】【排泄について】が26件であ

り、【睡眠について】は[睡眠不足]が12件『テスト前には

極端に睡眠時間が減る』等学生の特徴が反映されていた。

【排泄について】は[便秘気味だった]が10件で[排泄が

整っていた]は8件あった。 

【精神面について】は25件で[ストレスの有無によって

気分が違う]が8件[ストレスはあまりない]が7件であった。

また[ストレスの原因について考えた]5件[ストレスが体

調に影響していた]3件[ストレスの発散方法を考えた]1件

等、ストレスの原因と体調の関係について考えていた。 

【生活について】は22件で[休日の生活リズムが不規

則]9件[生活リズムが崩れやすい]9件であった（表5）。 

4）記録後の変化 

記録後の変化は【生活の振り返り】【食事に関する改

善】【睡眠に関する改善】【運動に関する改善】【排泄に

関する改善】【月経と体調の変化を関連付けて考え、対

応した】【ストレス管理に関する改善】【目標に向け実践

した】【リラックス方法の改善】【サプリメントの利用】

【変化なし】の11のカテゴリーに分類された。 

【生活の振り返り】と【食事に関する改善】が20件と

も多かった。【生活の振り返り】は[生活を振り返り改

善した]16件で『直すべきところを見つけ意識すること

ができた』等の記述がみられた。【食事に関する改善】

は[食事のバランスに気を付けた]17件で『食生活を意識

するようになった』等の記述がみられた。 

【睡眠に関する改善】は16件で[睡眠時間の確保]9件で

は『睡眠時間をできるだけ取るよう心掛けた』等がみら

れた。 

【運動に関する改善】13件では[運動をするようにした]、

【排泄に関する改善】11件では『排便を気にするように

なった』等がみられた。（表6）。 

4．看護する上で学べたこと 

看護する上で学べたことは【対象者自身の気づきを促

す看護の必要性】【対象者を個別に捉えた看護の必要性】

【支援の方法】【アセスメント時の重要な視点】【看護職

者のセルフケア能力】の5つに分類された。 

【対象者自身の気づきを促す看護の必要性】62件が

も多く[自分の身体を知り、関心を持つように促す必要

性]29件[BBTやマイメモリー等の記録を継続できる援助

の必要性]14件[生活習慣が影響することを伝える必要 

 
表4 私の目標（3つ/人） n＝71（複数回答） 

カテゴリー（記述数）  目標の内容 （記述数）

睡眠に関すること 

 （69）

 

就寝・起床などの生活リズ

ムを整える 

（31）

睡眠時間を確保する （29）

早起きをする （4） 

1限に遅れない （2） 

体調を崩さないようにする （2） 

疲れを明日に残さない （1） 

食事に関すること 

 （68）

 

バランスの良い食事をとる （39）

三食きちんと食べる （14）

朝食をとる （8） 

間食を取り過ぎない （5） 

良く噛んで食べる （1） 

水分を取る （1） 

運動に関すること 

 （38）

運動量を増やす （25）

ストレッチをする （9） 

エレベーターを使わない （2） 

家事をする （2） 

精神面に関すること 

 （13）

ストレスをためない （8） 

ポジティブに考える （2） 

お風呂につかるようにする （2） 

リラックスタイムを作る （1） 

セルフケアに関する

こと （11）

月経周期の変化に気づく （5） 

体重コントロールを行う （4） 

セルフケアを行う （1） 

自分の身体を知る （1） 

排便に関すること 

 （2）

排便に気を付ける （2） 

その他 （3） 一日一善 （1） 

予習復習を行う （1） 

日光を浴びる （1） 
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表5 日常生活の特徴の気づき n＝71（複数回答） 
カテゴリー 

（記述数） 

サブカテゴリー（記述数） 記述内容例 

運動について 

 （35） 

運動不足 （28） ・体を動かすことが少ない 

・滅多に運動しない 

運動できている （7） ・運動もできていて健康的だと思う 

・休日は気分も良く、運動量も多い 

食事について 

 （35） 

食事のバランスが悪い （18） ・バランスのとれた食事ができていない 

・バランスが偏っていた 

食事のバランスが良い （9） ・ほぼ毎日3食ともバランス良く摂取できている 

間食が多い （3） ・何もない日は間食が多い 

朝食を食べない （3） ・朝食を食べない日も良くあった 

間食を控えた （1） ・間食をしないようにしている 

食べ過ぎの傾向 （1） ・食べ過ぎていることが多い 

睡眠について 

 （26） 

睡眠不足 （12） ・テスト前は極端に睡眠時間が減る 

・十分に睡眠がとれておらず、平日の方が寝むれていない 

良く眠れている （6） ・睡眠は時間的には十分取れている 

就寝時間が遅い （4） ・寝る時間が遅くなる傾向にあった 

・テスト前は、寝るのが遅くなる 

睡眠によって体調が左右されて

いた （4）

・寝るのが遅いと翌日体調が悪くなった 

・よく寝れた日は、ストレスも少なく、気分が落ち込んだ日も少なかった 

排泄について 

 （26） 

 

便秘気味だった （10） ・排泄が二日に1回しかなかった 

・トイレを我慢することがある 

排泄が整っていた （8） ・ほぼ毎日快便で量や性状も良かった 

トイレの回数が多め （4） ・冬になるにつれて回数が増えた 

排便回数のばらつき （3） ・排便回数に毎日ばらつきがあった 

下痢傾向 （1） ・週に2回は必ず下痢をしていた 

精神面について 

 （25） 

 

ストレスの有無によって気分が

違う （8）

・平日はいつも気分が落ち込み、ストレスを感じていた 

・ストレスと気分良く過ごせるかどうかは関連があったと思う 

ストレスはあまりない （7） ・あまり、日常ストレスを感じていない 

・基本的にストレスもなく元気に過ごせている 

ストレスの原因について考えた

 （5）

・バイトでストレスが溜まっていた 

・休日は睡眠時間もとれ、勉強という負荷がかからないため気分良く過ご

せた 

ストレスが体調に影響していた

 （3）

・ストレスが多い日の後、少し体調を崩す 

ストレス発散方法を考えた （1） ・食べることで発散した 

イライラしていた （1） ・気分良く過ごせずイライラしていた 

生活について 

 （22） 

 

休日の生活リズムが不規則 （9） ・休日は遅くまで寝ていることが多い 

・土日になると生活のリズムが崩れる 

生活リズムが崩れやすい （9） ・バイトやテストがあると睡眠時間が減り、食事、排便、精神面が崩れや

すい 

・月に1回、体調が悪くなる 

規則正しい生活ができている 

 （3）

・生活リズムに問題はなかった 

平日の生活リズムが不規則 

 （1）

・平日の生活リズムが悪い 

入浴について 

 （3） 

お風呂にゆっくり入っていない

 （2）

・シャワーばかりで湯船につからない 

お風呂に入ると良く眠れる 

 （1）

・お風呂に入ると良く眠れたり気分良く過ごせる日が多い 

問題なし （3） 体調良好 （3） ・風邪にも気を付けているので体調は全体的に良かった 
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性]7件等がみられた。記述内容は『日頃から自分の身体

に関心を持つことが大切である』等があった。 

【対象者を個別に捉えた看護の必要性】21件では[個人

の特徴を踏まえた看護の必要性]12件[対象者の生活を理

解し援助することの必要性]8件等がみられた。記述内容

は『個人によって抱える問題が違うため、一人一人に適

した看護を行う必要がある』等があった。 

【支援の方法】17件では[患者の悩みや辛いこと等を理

解し相談に乗る必要性]9件[対象者と一緒に考える必要

性]4件等がみられた。記述内容は『生活の改善が必要な

場合、対象者の立場で考え改善の工夫方法を考えること

が大切である』等があった。 

【アセスメント時の重要な視点】14件では[性周期と健

康を関連させて援助を考える必要性]7件[様々な側面から

健康について考えることの必要性]4件等がみられた。記

述内容は『私たちの身体は様々な影響を受けており原因

も様々な面から考えることが必要である』等があった。 

【看護職者のセルフケア能力】2件では[看護職者が健

康である必要性]がみられ、記述内容としては『支援す

るという立場にいるならば、自分の身体について理解し

健康な状態を保つ必要がある』等があった（表7）。 

 

 

表6 記録後の変化 n＝71（複数回答） 

カテゴリー 

（記述数） 

サブカテゴリー（記述数） 記述内容例 

生活の振り返り 

 （20） 

生活を振り返り改善した 

 （16）

・直すべきところを見つけ意識することができた 

・振り返りにより昨日より良くしようと向上心が持てた 

精神面でなぜすぐれなかったの

かを振り返った （4）

・振り返ることで、考え方などを変えることができた 

・自分が精神的に負担を感じるのはどんな時かわかった 

食事に関する改善 

 （20） 

食事のバランスに気を付 

けた （17）

・バランスを心がけたので体調が良い日が増えた 

・食生活を意識するようになった 

間食を少なくした （2） ・間食の量を気にするようになった 

カロリーコントロール （1） ・体重を見ながらカロリーコントロールをした 

睡眠に関する改善 

 （16） 

睡眠時間の確保 （9） ・睡眠時間をできるだけ取るよう心掛けた 

・一週間の寝不足状況を見て、早めに寝るようにした 

生活リズムを気を付けた 

 （5）

・乱れた生活習慣を整えることができた 

・生活リズム、睡眠を意識するようになった 

早寝早起きを心がけた （2） ・早寝早起きを心がけた 

運動に関する改善 

 （13） 

運動をするようにした （9） ・運動量が少ない日はなるべく動くようにした 

ストレッチをした （4） ・入浴後にストレッチをしたり腹筋をした 

排泄に関する改善 

 （11） 

 ・排便を気にするようになった 

・排便がない時は水分を多くとり、マッサージをした 

月経と体調の変化

を関連付けて考

え、対応した 

 （5） 

 ・月経周期を意識するようになった 

・PMSだと思ったら、気分の落ち込みがあまりなくあまり悩まなくなった 

ストレス管理に関

する改善 （4） 

 ・ストレスが続く時は自分なりに発散するようになった 

・自分の好きなことをする時間を作った 

目標に向け実践し

た （4） 

 ・目標を決めてから、身体を動かそうとエレベーターを使わなくなった 

・続かなかったストレッチが続くようになった 

リラックス方法の

改善 （1） 

 ・記録を始める以前よりもお風呂にゆっくりつかるようになった 

サプリメントの利

用 （1） 

 ・野菜を食べていない日が続く時は、サプリメントを取るなどして、調節

するようになった 

変化なし （9）  ・あまり変化していないと思う 
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Ⅳ．考察 

1．セルフケアプログラムにおける学生の学び 

1）学生のセルフケアプログラムへの取り組み状況と気

づき 

セルフケアプログラムの継続について、BBTの計測は

91.5％、マイメモリーの記録は94.4％の学生が記録日数

の60％以上継続できたと回答したことから、多くの学生

が関心を持ち取り組んでいた。 

月経周期について77.5％の学生が理解していたが、性

周期が明確に表れない場合も多いことを伝え、今後も継

続したBBTの計測を勧める必要がある。 

BBTの計測を実施し気づいたことでは【月経周期の理

表7 看護する上で学べたこと n＝71（複数回答） 
カテゴリー 

（記述数） 

サブカテゴリー（記述数） 記述内容例 

対象者自身の気づ

きを促す看護の必

要性 （62） 

 

自分の身体を知り、関心を持つよう

に促す必要性 （29）

・日頃から自分の身体に関心を持つことが大切である 

・自分の身体に興味を持つと気をつけることができる 

BBTやマイメモリー等の記録を継続

できる援助の必要性 （14）

・記録を続けることで自分の健康について考えることができる 

・毎日記録をすることで自分自身の特徴を理解することができる 

生活習慣が影響することを伝える必

要性 （7）

・体調が悪いのは疾病だけではなく、生活習慣が影響していることを

学んだ 

・生活行動が体調に影響することが分かり、対象者の改善の手助けに

なると思う 

自分の生活を見直し、改善点を考え

る必要性 （4）

・日常生活や月経周期を自分で見直し、改善点を探すことで、より健

康な生活につなげることができる 

・生活を振り返ることで、アセスメントや看護の視点を明確にするこ

とができる 

BBTの記録から月経周期による変化

を知る必要性 （3）

・性周期による変化によって、身体面・精神面の変化が起こりやすい

ため、考慮して援助する必要がある 

月経についての情報提供をし、アド

バイスする必要性 （5）

・月経周期の特徴を理解し、正しい知識が提供でき、支援をすること

が重要である 

・看護職として、月経周期に関する知識など、アドバイスできなけれ

ばならない 

対象者を個別に捉

えた看護の必要性

 （21） 

 

個人の特徴を踏まえた看護の必要性

 （12）

・一人一人の個人差があり、生活に特徴もあるため、個人に合わせた

援助を考えることが大切である 

・個人によって抱える問題が違うため、一人一人に適した看護を行う

必要がある 

対象者の生活を理解し援助すること

の必要性 （8）

・個人のライフスタイルがあるため改善するためであっても、なかな

か変化することは難しい 

・対象者の生活を理解することで体調を管理・改善していく手助けと

なる 

対象者の性格を考慮した看護の必要

性 （1）

・対象者の性格に合わせて継続できるよう支援することが大切である 

支援の方法（17） 

 

患者の悩みや辛いことなどを理解

し、相談に乗る必要性 （9）

・自分の体験を踏まえ対象者に勧めたり相談にのることができる 

・生活の改善が必要な場合、対象者の立場で考え、改善の工夫方法を

考えることが大切である 

対象者と一緒に考える必要性 （4） ・実際に実施してみて、継続することは簡単ではなかったので、対象

者と一緒に考えていくことが必要である 

・継続できなくても責めるのではなく、一緒に行いながら支えること

が大切である 

セルフケアの大切さを伝える必要性

 （3）

・セルフケアが大切であると学んだ 

・セルフケアによって自己管理することが大切である 

簡単に改善できることから提案する

必要性 （1）

・できそうにないことを言うのではなく、簡単に気軽に行えることか

ら提案することが大切 

アセスメント時の

重要な視点（14） 

性周期と健康を関連させて援助を考

える必要性 （7）

・性周期と健康の両方とも観察していくことが大切である 

・性周期と身体の密接なかかわりについて学んだ 

様々な側面から健康について考える

ことの必要性 （4）

・睡眠やストレスが影響しており規則正しいリズムが大切である 

・私達の身体は様々な影響を受けており、原因も様々な面から考える

ことが必要である 

生活習慣の改善を支援する必要性

 （2）

・対象者の生活に沿った目標を設定することが大切であり、具体的な

説明をし理解してもらった上で看護を行うことが必要 

客観的及び主観的データを統合し看

護する必要性 （1）

・看護をする上で、客観的データ及び主観的データのどちらも大切

で、二つを統合して見つめていくことが大切である 

看護職者のセルフ

ケア能力 （2） 

看護職者が健康である必要性 （2） ・支援するという立場にいるならば、自分の身体について理解し、健

康な状態を保つ必要がある 

・看護師自身も健康であることが重要だとわかった 
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解】が多く、自分の性周期が正常か異常かについて気づ

く学生が多かった。BBTの計測を継続することを通して、

自分の月経周期の特徴を理解しながら性周期に伴うBBT

の変化、排卵の時期や有無、次回の月経開始予定等、講

義で習った知識を自身の記録から読み取る学習につな

がっていたと考える。 

月経時の様子やPMSの症状では、ともに【身体的症

状】【精神的症状】の二つに分かれた。月経時では【身

体的症状】の『下腹部痛』『腰痛・腰のだるさ』が多く、

PMSでは【精神的症状】の『イライラ感』『集中力の低

下』等が月経時よりも多かった。森ら（2012）は、PMS

の症状は月経時の症状と比べ精神症状が多いと述べてお

り、小西ら（2011）は、PMS有群と対照群を比較した研

究で、イライラ・怒りっぽくなる・疲れ・根気がない・

気分の変化等がPMS有群において有意に高かったと述べ

ている。緒方ら（2013）は、大学生のPMSと日常生活習

慣及びセルフケア実態の研究で看護学生1年生と4年生を

比較し、PMSの認知度について4年生で69.6％、1年生で

18.6％であったと報告している。1年生の時点ではPMSの

症状について理解している学生が少ないことから、月経

時の症状に対応したセルフケアの必要性や月経前の精神

的変化の症状、その理由を正しく伝えることが大切であ

ると考える。 

月経時及びPMSの症状における自身の対処方法の変化

は【身体を温める】が も多く、 [カイロを使用した]等

があったが、セルフケアプログラムの実施時期が10月～

1月と寒い時期であったことも影響したと考える。細野

ら（2007）は、蒸気温熱シートによる下腹部への温罨法

は月経痛に有効であったと述べている。本研究でも個々

が実践可能な方法で温罨法を行い、下腹部痛及び腰痛対

策に有効であったと考える。次に【運動を行う】が多

かったが [マンスリービクスをした]等があり、セルフケ

アプログラムと並行して行った講義で説明した方法を自

ら実践し効果を実感することができていた。状況に合わ

せた実践方法を実際に行えるよう、効果や方法を説明す

ることが重要である。【内服のコントロールを行う】で

は痛みに合わせて内服する学生が多かったが、予防的に

内服している場合もあった。緒方ら（2011，p.6）が、

鎮痛剤の内服について月経痛がひどい場合とそうでない

場合では、ひどい場合が63.5％内服していたと述べてい

るように、学生は月経時の症状の特徴を知り対処してい

た。その他【食事面で気を付けた事】【精神面で気を付

けた事】等の記述がみられ、多方面からの対処方法を考

え実践できていた。戸部ら（2003）は、女子学生におけ

る月経に対する保健行動のあり方についての研究で、月

経随伴症状に対して、効果的な対処行動を取り入れるこ

とができている学生もできていない学生も保健行動数に

差がなかったが、鎮痛剤の所持は有意に対処行動を取り

入れている学生のほうが高かったと述べている。このよ

うに、学生は月経と日常生活を結びつけて対処すること

ができていた。 

マイメモリーの目標では【睡眠に関すること】が も

多く『就寝・起床等の生活リズムを整える』『睡眠時間

の確保』が多く、講義や試験等の学生生活とアルバイト

との両立が難しい状況が窺えた。目標はセルフケアプロ

グラム開始前に挙げているが【セルフケアに関するこ

と】に関する記述があったことは、講義の目的を理解し

た上でセルフケアプログラムに取り組んだと考える。 

日常生活の特徴の気づきは【運動について】【食事に

ついて】が多く、次いで【睡眠について】【排泄につい

て】であった。この項目は、学生が挙げた目標と類似し

ており、自分が挙げた目標を意識し生活したことがわか

る。セルフケアプログラムの実施時期は試験期間と重

なっていたことから、睡眠不足傾向等の特徴が反映され

た結果となった。 

記録を始めてからの変化は【生活の振り返り】では

『直すべきところを見つけ、意識することができた』と

いう記述から、日頃は意識していなかった生活について

記録を継続しながら振り返り特徴をつかんでいた。【食

事に関する改善】では『食生活を意識するようになっ

た』等、生活の改善に取り組んでいた。 

2）看護する上で学べたこと 

セルフケアプログラム終了後に考察した看護の視点に

ついて【対象者自身の気づきを促す看護の必要性】では

[自分の身体を知り、関心を持つように促す必要性]等が

みられたが、自分の身体を知るために正しい知識を増や

し、関心を向けることの重要性を学ぶことができたと考

える。 

【対象者を個別に捉えた看護の必要性】では[個人の特

徴を踏まえた看護の必要性]等がみられ、対象者を個別
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に捉えた援助は看護する上で重要な視点であり、個人が

抱える問題に合わせた看護の必要性、対象者の生活背景

を理解した上での看護の必要性等、重要な点に気づいて

いた。 

【支援の方法】では[患者の悩みや辛いこと等を理解し、

相談に乗る必要性]等がみられ、対象者の思いを理解す

ること、対象者と共に考える姿勢についても重要な看護

の視点である。対象者の立場になって考えること等、セ

ルフケアプログラムの継続により、その大変さを理解す

ることで対象者への配慮につながると考える。 

【アセスメント時の重要な視点】では [様々な側面か

ら健康について考えることの必要性]等がみられ、対象

者の情報をもとにアセスメントする際、性周期の問題に

終結せず身体は様々な影響を受けていること、原因とな

るものを多方面から考えることが必要であることに気づ

くことができている。 

【看護職者のセルフケア能力】では『支援するという

立場にいるならば、自分の身体について理解し、健康な

状態を保つ必要がある』という記述からもセルフケアプ

ログラムの実施によって改めて自分の身体を知り、セル

フケアを行う必要性を理解したと考えられ、看護者が自

分自身の健康についてセルフケアを行う重要性に気づけ

たことは、常に自己と向き合う姿勢が育つきっかけにな

ると考える。 

2．セルフケアプログラムの演習を取り入れた教育方法

の検討 

講義にて、性周期・生殖器系の形態と性機能・生殖の

仕組みと妊娠の成立について学びながらセルフケアプロ

グラムに取り組んだことにより、性周期がいかに巧妙な

仕組みであるか、日常生活における注意点や対処方法等

について理解することにつながったと考える。また、講

義から学ぶだけでなく、自分自身の身体をモニタリング

することによってより現実的に身をもって理解を深める

ことにつながったと考える。さらに、3ヶ月間のセルフ

ケアプログラムを通して、セルフモニタリングを継続す

ることの重要性や難しさについて気づくことができ、自

身の日常生活を振り返り、性周期や生活習慣等が体調や

その変化に大きく影響していることを学ぶことができて

いた。これより、講義と並行したセルフモニタリングは、

自らのセルフケアを考える良い機会となっており、その

経験によって重要な看護の視点に気づくことができてい

た。 

今回、男子学生の研究参加が得られず女子学生のみの

分析となったが、今後、男子学生のセルフケア行動につ

いても検討していきたい。 

湯本ら（2005）は、「助産学生の月経周期のセルフモ

ニタリングとその教育的効果」という研究で、助産学生

は「看護ケアにあたる際にも個別的な把握をしたうえで

の実践が必要であること」「モニタリングによって得た

自分の体験や人への理解から、自分の言葉を使い現実的

な教育や指導ができたこと」に気づいていたと報告して

いる。さらに、セルフモニタリングを看護基礎教育にお

いて実践することが望ましいと述べている。  

以上から、このセルフケアプログラムを1年生の基礎

教育で実施する意義として、セルフモニタリングを行う

ことは、性周期のみならずあらゆるライフステージでの

セルフケアの重要性、看護する上で重要な対象者のセル

フケア能力向上のための視点について、早期から学ぶこ

とにつながると考える。 

Ⅴ．まとめ 

看護大学1年生の後期に、講義と並行しセルフケアプ

ログラムを約3ヶ月間実施し、記録の読み取りを行いな

がら振り返りの時間を設けた。その結果、学生は自身の

身体の特徴、記録によるセルフケア行動の変化、看護上

の視点等を気づくことができていた。 

基礎教育で培われた知識がその後の専門科目、領域別

実習、卒業研究を進めていく中で、その都度、セルフケ

アの重要性について考え振り返りながら看護に活かすこ

とができるよう、今後も演習方法の改善を検討していき

たい。 
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Study of Educational Method that Takes in the Self-Care Program 
 

Fumika Nawa, Ritsuko Hattori, Kana Nunohara, Junko Takeda and Natsuko Kouketsu 

 

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

 

Abstract 

The purpose of this study is to clarify how much freshmen at nursing college were able to be conscious about their 
body through implementing the self-care program for the estrus cycle and what kind of nursing tips they learned by doing 
it, as well as to examine the educational method.  

In the self-care program, along with lectures the subject recorded their basal body temperature and daily living for 
about 3 months. The subjects were 71 nursing students out of 80, who attended the lecture and also agreed to participate in 
the study.  

The survey method, students understanding of research cooperation was obtained only were asked to submit a copy 
of report. 

The studied items were “whether the subjects could continue the basal body temperature and daily living ,”“state of 
menstrual period and premenstrual syndrome,”“change in coping method,”“characteristics of daily living,” “change since 
the recording has started,”“my target,”“nursing tips that the subjects learned,”and etc. The obtained data were classified by 
the contents. 

The result showed that 91.5% subjects for the basal body temperature and 94.4% subjects for the daily living were 
able to continue the recordings for more than 60%. For “state of menstrual period and premenstrual syndrome ,” many 
subjects had [physical symptoms] for menstrual period and [mental symptoms] for premenstrual syndrome. “change in 
coping method” was classified into 8 categories such as [warm the body] and [do the exercise]. “characteristics of daily 
living” was classified into 8 categories such as [exercises] and [diet], and “change since the recording has started” was 
classified into 11 categories such as [reflection on living] and [diet improvement]. “my target” was classified into 7 
categories, with [sleep] and [diet] categories being the highest number. “nursing tips that the subjects learned” was 
classified into the following 5 categories: 
[necessity for nursing to promote the awareness of the nursing subjects] [necessity for nursing to accommodate the 
individuality of the nursing subjects][supporting method][important viewpoints upon an assessment][self-care competence 
of nursing professionals] 

The students successfully understood the change in body system and characteristics of daily living, realized the 
importance of the self-care, and nurtured the perspectives necessary for the nursing care. Also, the opportunity like this 
study, by which the students can become aware of the importance of the self-care during their first year at school, will be 
useful to their future learning. 
 

Keywords: estrus cycle, self-care, lifecycle, basal body temperature, daily living 
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〔研究報告〕 
患者と協働して看護計画を立案できる看護実践能力の育成 

 

古澤 幸江１）  小西 美智子２） 

 

The Cultivation of Practical Nursing Ability that Enables Patients  
to Plan a Nursing Plan in Collaboration 

 

Yukie Furuzawa1) and Michiko Konishi2) 

 

 

要旨 

本研究の目的は、病棟看護師が患者が主体的に健康回復に取り組めるように患者と協働して看護計画を立案でき

る看護実践能力を育成する方法と看護師長の役割を明らかにすることである。 

研究対象は、A病院a病棟の看護師28名のうち同意が得られた者、研究期間内に入院しコミュニケーションが可能

で研究同意が得られ、主治医の許可が得られた患者とした。また筆者は、A病院a病棟の病棟師長であり看護師とと

もに本研究の看護実践を試みる。 

方法は、患者と協働して立案する看護計画の進め方についての事前学習会、患者と協働して看護計画を立案する

際の課題を検討し、その対策を共有するための課題学習会及び協働立案した看護計画を活用した事例学習会を開催

した。また学習会と連動させ、看護師は患者と協働で看護計画を立案し、看護実践を行なった。看護師の思い・気

づき・学びを確認するために研究終了時に看護師に質問紙調査を実施した。 

その結果、看護師は患者と協働で看護計画を立案したことで「患者に深く関わる看護ができた」と実感でき、患

者は療養生活に前向きな姿勢となった。 

これは看護計画に患者の生活を支援する視点を取り入れ、患者の意欲を引き出す支援を行なったこと、さらに事

前学習会・課題学習会・事例学習会を循環させ、学習会が実践の課題を見出し共有し、事例を活用し目指す看護を

問うことで看護師自身の看護を再考する機会となり、看護を実感できることに繋がったと考えられた。そして看護

師長が看護師に看護を問い、意図的な介入を行なうことでその効果を相乗させ、それが看護実践能力の育成につな

がったと考える。 

 

キーワード：協働、看護計画、学習会、看護実践能力の育成、看護師長の役割 

 

Ⅰ．はじめに 

平成17年頃から患者を尊重した看護の方法として、患

者と共に看護計画を立案する動きが見られた。その看護

計画の立案方法を平山（2008）は「患者がどのようにな

りたいか、どのような治療や看護を希望されるか相談し、

計画を立案する。実践は、目標達成のために、お互いが

具体的に行動する。看護の評価は、行動した結果が実現

できたかどうかを患者と看護師が話し合う」と述べ、看

護計画を立案する過程で患者と看護師が相談し話し合い

をもち進められていた。関谷（2005）は「患者と計画の

修正を幾度となく行うことで患者のニードを引き出し意

欲的に取り組むことができる。この過程を行っていく上
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で、患者との計画立案、開示は有効であり、かつ必要な

ものであると考える」と看護計画の立案に患者が参加す

ることは患者の意欲的な取り組みにつながる、計画の修

正の過程を患者と行うことは必要なことであると述べて

いる。 

また日本看護協会の看護記録および診療情報の取り扱

いに関する指針（2005）では、看護計画とは「看護を必

要とする人の問題を解決するための個別的なケアの計画

を記載したものである。看護計画は、患者に説明し、患

者・家族の同意を得ていることを記録する」とある。し

かし筆者の所属する病棟では、看護計画を看護師が主体

で立案し、患者・家族の同意を十分に得ることはできて

いない現状であった。そのため患者がどのような生活を

したいか、どのような治療や看護を希望されるかではな

く、患者の症状や検査のみに関わる看護になりがちで、

患者の生活に着目するのではなく、病態に伴う治療や処

置に関する副作用・症状のみに着目する傾向があった。

例えば検査が目的の入院患者においては、身体的な副作

用や精神的な訴え、検査の実施に関する看護記録はある

が生活に関するアセスメント記録がないため、患者の生

活への支援が欠けていた。 

筆者は看護計画とは、看護師が患者と共に患者の生活

をアセスメントし患者の大切にしていることや生活にお

ける役割を取り入れ、健康回復に向け両者が実行可能な

内容を目標設定し、具体的な看護ケアをするために活用

するものであると考えた。そのため病棟師長として、看

護計画の中に患者の生活を支援する視点を取り入れ、さ

らに患者の意欲を引き出す支援の方法として、患者と協

働して看護計画を立案し、看護実践ができる看護師の育

成が必要と考えた。 

本研究では、患者が自分の疾患状況と生活の関連性を

理解して主体的に健康回復に取り組めるように、病棟看

護師が患者と協働して看護計画を立案できる看護実践能

力を育成する方法と、看護師長として支援する役割・機

能を明らかにすることを目的とした。 

Ⅱ．研究方法 

1．研究対象 

1）A病院a病棟の看護師28名のうち同意が得られた26名 

2）研究期間内に入院しコミュニケーションが可能で研

究同意が得られ、主治医の許可が得られた患者9名 

2．研究期間 

平成20年6月5日～平成21年9月3日 

3．実施方法 

1）学習会の開催 

（1）患者と協働して立案する看護計画の進め方につい

て事前学習会を行う。 

（2）患者と協働して看護計画を立案する際の課題を検

討し、その対策を共有するための課題学習会、及び

協働立案した看護計画を活用した事例学習会を行う。 

2）患者と協働で立案する看護計画の実施 

看護師は同意が得られた患者と協働で看護計画を立案

し、看護実践を行う。 

3）看護師への質問紙調査 

研究終了時に、研究に参加しての気づきや良かったこ

とを自由記載で求める。 

4．分析方法 

学習会の発言内容、看護計画の内容、質問紙調査の回

答内容を帰納的に整理し成果を検討する。 

5．用語の定義 

本研究において、協働及び合意の目標を以下のように

定義する。 

1）協働：Gottlieb（2007）の文献を基盤にし、「協働と

は、ケアサービス利用者とその家族が掲げる健康に

関する目標を理解し、看護師としての専門知識や技

術を提供し、目標を達成するために力を合わせるこ

と」と操作的定義した。 

2）合意の目標：患者と看護師がお互いの合意に基づき

設定した目標。 

6．倫理的配慮 

所属施設の倫理審査委員会の承認を得た後、研究対象

者に研究目的、方法、匿名性の保証、参加による不利益

がないこと、データ分析迄は参加が撤回可能なこと、参

加しない場合でも何ら不利益はないことを文書で説明し

同意を得た。なお本研究は、岐阜県立看護大学大学院看

護学研究科論文倫理審査部会の承認を得た（承認番号

20-A009-2）。 
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Ⅲ．結果 

1．学習会の概要 

学習会は計14回開催した。1，2回目は事前学習会、3，

4，6，10，11，12回目は課題学習会、5，7，8，9，13，

14回目は事例学習会として実施した。開催日時、テーマ

およびねらい、企画・運営者等、話し合った内容および

看護師の発言は表1に示した。そのうち主な学習内容を

述べる。 

第1回は事前学習会である。看護師長である筆者が病

棟目標の「患者と協働し、個別性を尊重した看護を提供

する」について看護師間で共通理解するために提案し、

患者主体のケアについて意見交換した。企画・運営は、

病棟目標の推進担当である看護師と学習会の事前準備を

行い、学習会の進行はリーダー業務を行っている看護師

が実施した。｢各自の生きがいは多様である｣「生きがい

は普段の患者との会話の中でみえてくるもの」「生きが

いはその人が輝くもの」等生きがいについての発言が

あった。看護師各自が目指す看護について「患者の生き

がいや大切にしていることを看護の中で大切にしていき

たい」「入院生活について患者と話しあっていきたい」

「患者が病気を治したいということを引き出す看護がし

たい」「その人の生きがいや何を大切にしているのかを

看護の中で大切にしていける看護がしたい」等の発言が

あった。 

第3回は課題学習会であり、第1回と連動させ症状や検

査中心の目標設定の現状から目標設定に関する問題点や

疑問点について検討し、目標設定時の要点を病棟内で共

通理解することを目的に開催した。「現在の患者をみて

から判断する」「看護師としてどうするか考え設定す

る」等の発言があった。 

第4回の課題学習会においては患者目標・看護目標設

定の際の現状の問題点・疑問点の検討、第6回では患者

目標・看護目標・合意の目標の設定の際の要点の理解と

意見交換、第10回では事例を通して目標設定の実際を検

討し、目標設定の要点を看護師間で共通理解し意識統一

を図った。 

第7回と第8回の事例学習会においては、コミュニケー

ションの上手くいかなかった事例を通して、コミュニ

ケーションの持ち方について「心と心のやりとりをす

る」「相手に話させる質問をする」「意図的な話題へ導

く」等の発言があった。また最終の第14回では患者と目

標設定するためのコミュニケーションの方法について事

例を活用し、課題として「看護師主体の対応」「意図的

なコミュニケーションの不足」「具体的な返答の不足」

等の発言があり、解決策として「思いを引き出す質問で

患者の思いを広げる」「患者に語らせる」「具体的な説明

を増やす」等の現在の看護に対する振り返りの発言が

あった。 

2．患者と協働した看護計画の内容 

研究の同意が得られた9事例について、看護師と患者

が協働で看護計画を立案できた。看護計画には、患者目

標、看護目標、合意の目標を設定した。目標設定の内容

を患者の生活を支援する看護を行うために①病態・治

療：病態や治療の内容を捉えることができているか、②

闘病意欲：患者自身が健康回復に向け取り組むために病

気と闘う姿勢が喚起されているか、③患者の生活：患者

の生活を捉えることができているか、にすることを病棟

看護師全体で合意した。目標の中にこれらの内容が含ま

れている場合はその欄に○印を付けた（表2参照）。病棟

の看護の変化を示す目的で3事例を選択し表2-1～表2-3

に示した。表2-1は本研究の最初の事例で合意の目標の

設定に至らなかった事例1、表2-2は患者の状態が変化す

ることに対応できるようになった事例4、表2-3は看護師

の支援が退院後の生活にも対応できるようになった事例

9である。 

1）事例1：合意の目標に至らなかった看護計画（表2-1） 

研究開始直後の50代男性の早期胃癌、手術前検査のた

め入院した事例である。また第5回学習会の事例でもあ

る。患者目標2項目、看護目標3項目は設定できたが合意

の目標に至らなかった。看護計画は、パターン化された

電子カルテシステムから得られた内容で、②闘病意欲に

関する記載がなかった。 

2）事例4：患者の状態に対応した看護計画（表2-2） 

研究開始6ヶ月後の60代男性の肝癌、腹水貯留を認め

入院した事例である。患者目標と看護目標の設定と計画

が患者の病態とADLに応じて変更されていた。初回の患

者目標は表2-2に示した2項目、看護目標は1項目であり、

患者の病状が悪化しADLが低下したことにより目標設定

の内容は患者目標3項目、看護目標を2項目となった。ま

た患者と看護師が話し合い共に取り組む目標として合意 
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表1 事前学習会・課題学習会・事例学習会の開催状況 
開催日・所要時間・参加人数 テーマおよびねらい、企画運営者等 話し合った内容および看護師の発言 

第1回 

事前学習会 

H20年6月5日 

35分間 20名 

病棟目標である「患者と協働し、個別性

を尊重した看護を提供する」についての

共通理解、自分と患者の生きがいについ

て検討 

生きがいについて：｢各自の生きがいは多様である｣、｢生きがいは普段の患

者との会話の中でみえてくるもの｣、｢生きがいはその人が輝くもの｣、それ

ぞれが大切にしているものなど 

目指す看護について：｢患者の生きがいや大切にしていることを看護の中で

大切にしていきたい｣、｢入院生活について患者と話しあっていきたい｣、

｢患者が病気を治したいということを引き出す看護がしたい｣、｢その人の生

きがいや何を大切にしているのかを看護の中で大切にしていける看護がし

たい｣など 

活用資料:｢人生の価値(飯田,2003)｣、｢人生の意味と価値(萩野,1998)」｢人生

の価値を考える極限状況における人間(武田,1998)｣ 

リーダー業務を行なっている看護師 

病棟目標の推進担当である看護師 

第2回 

事前学習会 

H20年8月7日 

30分間 14名 

看護計画立案までの過程の確認 

研究協力者間で統一した看護記録の確認

看護計画票に患者目標・看護目標を記入する方法と経過記録への記録の方

法について説明 

活 用 資 料 ： ｢ The Nursing Process Assessing, Planning, Implementing, 

Evaluating(2版)(Yura, H.,Walsh, M., 2000)｣ プライマリナース 

第3回 

課題学習会 

H20年8月20日 

45分間 14名 

患者目標と看護目標の設定における現状

の問題点・疑問点の検討 

｢現在の患者をみてから判断する｣、｢看護師としてどうするか考え設定す

る｣、患者目標と看護目標は一緒のものにならない、患者の思いと混同して

はいけない、実現可能な目標にすることが大切であるなど リーダー業務を行なっている看護師病棟

目標の推進担当である看護師 

第4回 

課題学習会 

H20年9月4日 

30分間 22名 

患者目標と看護目標の設定における現状

の問題点・疑問点の検討 

患者が入院してすぐには設定できない、患者の状況によって目標は変化し

ていく、患者目標は患者を主体で設定する、患者目標も看護目標も一緒で

ある  

問題：目標設定の時期・内容について見解が統一されていない 
病棟目標の推進担当である看護師 

第5回 

事例学習会 

H20年9月17日 

45分間 12名 

事例1を通して看護問題・患者目標・看

護目標・合意の目標・看護計画を学ぶ 

看護師として患者に必要な情報提供、仕事と休息の関係の対処方法を伝え

る、患者自身が環境調整できるようにサポート、患者目標と看護目標の方

向性の違いをなくする、｢看護師として患者へアドバイスする｣、｢患者・看

護師の意見を合致させる｣、患者の病期に合わせて看護師として対応など プライマリナース 

第6回 

課題学習会 

H20年10月2日 

20分間 19名 

患者目標設定の際の要点および合意の目

標の設定の際の要点の理解 

患者目標は、患者が目指している生活、患者が望んでいる状態、患者が望

んでいる、健康管理を表現する。合意の目標は、患者と取り組む内容を決

めてと設定する 

活用資料:｢Nursing case management a practical guide to success in managed 

care(Powell,1996)」 病棟目標の推進担当である看護師 

第7回 

事例学習会 

H20年10月15日 

55分間 14名 

事例2を通して看護目標の設定の理解、

合意の目標の設定の理解とその際のコ

ミュニケーションの持ち方について意見

交換 

患者の希望を聞く、患者への提案、患者の自分でやりたいという思い、｢コ

ミュニケーションは心と心のやりとり｣、｢相手に話させる質問をする｣、信

頼とコミュニケーションの関係、情報交換が大切、｢患者への思いが信頼関

係につながる｣、｢意図的な話題に導く｣など 

リーダー業務を行なっている看護師 

第8回 

事例学習会 

H20年11月6日 

45分間 19名 

事例2を通して患者目標・看護目標設定

の根拠について学ぶ、合意の目標の設定

の際のコミュニケーションの持ち方につ

いて意見交換 

意図的に病気のことを聞きながら家族の話題や自分の楽しみの方へ話題へ

導く、患者の言葉と表情の観察、情報の重要性を見極める、患者の意思決

定を大事にしたコミュニケーションなど 

リーダー業務を行なっている看護師 

第9回 

事例学習会 

H20年11月19日 

50分間 10名 

事例3を通して目標の設定内容を検討す

る、合意の目標の設定の際の話し合いの

持ち方を検討 

患者の望みを設定、看護師主導の目標設定、患者の生活・考え方、疾患か

らの予測、重要度をアセスメントしアドバイス、｢患者の言葉から生活・生

き方を探る｣、患者の言葉から生き方を決定、看護師の役割が重要、患者の

望みなど プライマリナース 

第10回 

課題学習会 

H20年12月4日 

50分間 20名 

各自がプライマリ患者と関わった事例を

通してどのようなことを大切にして患者

目標・看護目標を設定しているのか意見

交換し共有 

患者がしたいことを捉える、患者が退院したい理由、患者の生活をみる、

退院後の生活を見据えた目標、生活習慣を捉え本人と相談の上で目標設

定、患者が価値をおくことを掘下げる、患者の人生観、患者と看護師の折

り合いを目標設定、看護の専門職としての情熱など 

リーダー業務を行なっている看護師 

病棟目標の推進担当である看護師 

第11回 

課題学習会 

H20年12月17日 

45分間 14名 

患者と協働することの必要性について検

討（どういうことが協働であるのか） 
協働はいい看護を提供するために必要、患者と取り組むことは大事、協働

は患者も頑張ることが必要、患者も参加することが協働など 

課題：協働とはどういうことなのか看護師間で認識が統一されていない 病棟目標の推進担当である看護師 

第12回 

課題学習会 

H21年1月21日 

40分間 13名 

患者の生きがい・生活の中で大切にして

いること・患者の背景を聞くことが看護

とどのように関係しているのか理解、患

者からどのような情報を聞き、どのよう

に活用しているのか意見交換 

患者と相談しながら進めていくことで患者が自分のやりたいことをしなが

ら治療ができるということがわかる、｢患者と取り組むことが必要｣｢患者の

生活を聞くことで看護師が熱心に指導できた｣、患者の大切にしていること

を知らなかったら術前検査のみの関わりだった、患者の話を聞くことで看

護が発展、目標設定することで患者が意欲的になるなど 

病棟目標の推進担当である看護師 

第13回 

事例学習会 

H21年3月18日 

50分間 15名 

患者と協働した事例を通して患者に参加

をすすめる上でのポイントをつかむ、患

者と実施する上での課題をスタッフ間で

意見交換し解決策を導く 

課題：患者目標が設定できない、患者のやりたいことが把握できないなど

対策：看護目標を焦点化する、合意の目標の設定後患者に提示する、看護

記録には患者の言葉と医療従事者と患者とのやりとりを残す、患者教育が

大切である、問題点を患者に見せて説明し患者の意見を取り入れるなど 
プライマリナース 

第14回 

事例学習会 

H21年5月20日 

30分間 12名 

事例8を通して患者への看護師の対応が

キャッチボールできていないこと課題の

解決策を導く 

課題：｢看護師主体の対応｣、｢意図的なコミュニケーションの不足｣、｢具体的

な返答の不足｣、患者の生活の振り返りの不足、患者に我慢させる対応など 

解決策：｢思いを引き出す質問で患者の思いを広げる｣、患者の生活を聞

く、｢患者に語らせる｣、｢具体的な説明を増やす｣など リーダー業務を行なっている看護師 

註1）各学習会の目的 註2)「」は本文で引用した語句 
事前学習会：看護師間で研究の目的・意義・方法および実践について共通理解する 
課題学習会：研究の過程で生じた課題を検討し共有する 
事例学習会：事例を活用し課題の明確化・解決を行なう 
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の目標が2項目設定できた。合意の目標を達成するため

に患者と話し合い実現可能な実践計画を2項目立案した。 

3）事例9：退院後の生活を支援した看護計画（表2-3） 

60代女性のC型慢性肝炎の抗ウイルス治療4回目の事

例である。本研究の最後の事例であり、看護師が患者と

共に患者の生活をアセスメントし、入院生活および退院

後の生活を支援した看護に繋がった看護計画となった。

目標設定は表2-3に示した患者目標2項目、看護目標3項

目から合意の目標2項目となった。この目標を達成する

ために、患者と話し合い、入院中から取り組む実践計画

は「1．食事の後、30分は横になる」等4項目を計画立案

した。また退院後に取り組むこととして「5.定期的に受

診する」等10項目が挙がり、患者自身が入院中から退院

後自宅で実施できる内容になった。また外泊の際に患者

が取り組む内容（看護計画の内容）を「約束事項」とし

て紙媒体にまとめ患者に渡した。患者は退院後に｢約束

事項｣の用紙を毎日目に触れる場所に貼り、生活の中で

実行した。 

患者から「治療以外のことも看護師と話し合いができ

た」「いろいろな方向からサポートされ満足している」

「今までは看護師は注射を実施し副作用ないですかと聞

いて帰ってしまうが、今回は以前の入院の時と違った」

と患者自身の満足と看護師の対応の変化が聞かれた。 

表2-1 事例1：合意の目標に至らなかった看護計画（50代男性の早期胃癌の事例） 

患者目標、看護目標、合意の目標 

目標設定の内容 

①病態

治療 

②闘病

意欲

③患者

の生活

患者 

目標 

1.早く病気を治して、早く退院して、退院した時にすぐに仕事ができる ○  ○ 

2.治療の選択肢を与えてほしい。そしたら自分の生活や保険、家族、経済状態、ペースに

合わせて考えたい 
  ○ 

看護 

目標 

1.患者が納得できる説明を行い、（手術への）不安を最小限にし、○月○日に退院できる ○  ○ 

2.自宅で現在の状態が維持できるように援助する   ○ 

3.患者が意思決定できるように援助する   ○ 

合意の 

目標 
（合意の目標に至らなかった） ― ― ― 

 

表2-2 事例4：患者の状態に対応した看護計画（60代男性の肝癌の事例） 

患者目標、看護目標、合意の目標 

目標設定の内容 

①病態

治療 

②闘病

意欲

③患者

の生活

患者 

目標 

初

回 

1.腹水が軽減し、ベッドからトイレまでの距離を一人で歩きたい ○  ○ 

2.正月は自宅で迎えたい   ○ 

変

更 

1.腹水が軽減し、ベッドからトイレまでの距離を一人で歩きたい ○  ○ 

2.できる限りこれからの時間を自宅で過ごしたい   ○ 

3.できる限り自分でトイレに行ける時間を長くしたい   ○ 

看護 

目標 

初

回 
1.転倒・転落がないよう援助することができる ○   

変

更 

1.今後の自宅での生活について患者にとってもっとも生活しやすい環境・状態について

共に考えることができる 
  ○ 

2.生活面（現在の活動量の現状維持のための）と精神面（治療・病状についての不安）

のサポートができる 
  ○ 

合意の 

目標 

1.退院日までにベッドからトイレまでの距離（約5ｍ）を一人で歩けるようになる   ○ 

2.正月には家に帰る   ○ 

患者と話し合った合意の実践計画 

1.ベッド上で毎日10分間運動（手足）を実施する 

2.トイレの時は、移動は介助、歩行は見守る 
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3．看護師長の関わり 

学習会の開催にあたり、課題や問題の検討内容が循環

することと部署の看護師の育成を狙い、リーダー業務を

行なっている看護師、プライマリーナースに学習会運営

の役割を与えた。また多くの看護師が自身の看護の振り

返りができるよう、「何を大切に看護したか」「患者のど

のような状態を目指したか」等の疑問をなげかけた。14

回の学習会には全て出席し、参加者が患者と協働した看

護計画の内容として①病態・治療、②闘病意欲、③患者

の生活について考えられるよう助言した。 

患者と協働して看護計画を立案することは病棟として

初めての関わりであったので患者への協力の説明と患者

選択は本研究の担当として筆者が行ない、全ての事例に

ついてプライマリーナースと一緒に看護計画の立案を行

なった。またプライマリーナースである担当看護師が患

者の生活に視点をあてることが意識できるよう患者を含

め看護師と話し合い、看護計画を立案するための相談役

となった。そしてプライマリーナースが不在の場合は患

者の生活指導を行い、その計画を看護記録に記載すると

同時にプライマリーナースに口頭で伝えた。 

4．質問紙調査から得られた看護師の気づき 

研究終了時に「協働で看護計画を立案する過程を経験

したことによる気づき」に関して、質問紙に自由記載で

求めた。質問紙は研究開始時より継続して参加した看護

師17名に配布し13名から回答を得た。看護師の記述内容

は31あり、そこから23の要約にまとめ、その要約から帰

納的に4つのカテゴリーを抽出し表3に示した。カテゴ

リーを【】、要約は<>で示し、看護師の気づきの過程を

説明する。 

患者と協働して看護計画を立案する過程を経験するこ

とで【看護の振り返り】として<患者の思いを聞くこと

を意識した> <過去の看護実践を反省した>等の4項が挙

表2-3 事例9：退院後の生活を支援した看護計画（60代女性のC型慢性肝炎の事例） 

患者目標、看護目標、合意の目標 

目標設定の内容 

①病態

治療 

②闘病

意欲

③患者

の生活

患者 

目標 

1.4回目のインターフェロン療法で効果があらわれればいい ○   

2.夫と歳の差があるのでまだまだ長生きしたい  ○ ○ 

看護 

目標 

1.インターフェロン療法の前の肝生検がスムーズに行く ○   

2.副作用の出現時に対処できる ○   

3.自宅に帰ってからも、前向きに治療が続けられるよう援助する  ○ ○ 

合意の 

目標 

1.72週間の治療を継続する ○ ○  

2.自宅での役割（家事・炊事・畑仕事）と趣味（花育て：シンピジュ―ム）を継続しなが

ら、病気が治ることへ向けた生活を送る 
○ ○ ○ 

患者と話し合った合意の実践計画 

入院中から取り組むこと 

1.食事の後、30分は横になる 

2.家事・炊事・運動の後は、30分横になる。 

3.感染予防に努める（外出時はマスクを着用する、外出から戻った時は手洗い・うがいを

する） 

4.歯ブラシは、柔らかいものを使用する 

退院後に追加となること 

5.定期的に受診する（1週間に1回金曜日に注射を実施） 

6.毎日、抗ウイルス剤を確実に内服する 

7.家族間で歯ブラシを共有しない 

8.家庭でできる傷の手当は自分で行なう 

9.傷をして絆創膏を貼ったら、その上からフィルムシートを貼り血がにじまないようにする 

10.眠気がある時は、自動車に乗らない 

11.朝食後の降圧剤を確実に内服する 

12.毎日9時に血圧測定を行いメモする 

13.畑仕事は、1週間に2回･1回1時間程度とする、仕事の後30分横になる 

14.花育ては、続ける 
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がっていた。 

この【看護の振り返り】により、<身体面プラス精神

面・社会面のケアができた> <患者の思いに沿ったケア

ができた><患者の価値観を理解してケアできた><退院後

の生活へのケアができた><患者の意欲を喚起できた><患

者の希望・意見を取り入れてケアができた>等の11項が

抽出され【看護実践の向上】につながった。看護記録に

おいては<患者像が把握できる記録ができた><具体的な

記録になった >の2項の記述があり【看護記録の改善】

につながった。また本研究で初めての取り組みであった

看護師と患者が協働で看護計画を立案する過程は、<お

互いの看護観に触れる場になった><患者と看護師が取り

組む学びができた><スタッフ間で検討することの学びが

できた>等の5項の記述があり、看護師の【学習の場】と

なった。 

Ⅳ．考察 

1．看護実践能力の育成 

看護実践能力として、患者が主体的に健康回復に取り

組めるように、看護師と患者が協働して看護計画を立案

し、それを実践することができるように看護活動を通し

て、育成する方法を検討した。 

表1に示したように、14回の学習会を実施した。学習

会の取り組みは、病棟目標の共通理解から始まり、4回

の学習会で患者目標、看護目標の設定を学んだが、最初

の事例（表2-1）は合意の目標が立案できなかった。そ

の後に、事例学習会を重ねながら、同時に各自の担当す

る事例を通しての問題事項を話し合う中で、事例4（表

2-2）では合意の目標と目標を達成するために実施する

看護ケアについて確認することができた。そして学習会

開始から1年後には事例9（表2-3）のように、退院後も

在宅で療養生活が主体的で継続的に実践できる具体的な

内容を立案できるようになった。具体的には看護師の発

言として、第5回の事例学習会では“看護師として患者へ

アドバイスする”“患者・看護師の意見を合致させる”で

あり、第7回の事例学習会は“コミュニケーションは心と

心のやりとり”“患者への思いが信頼関係につながる”と

発言している。第9回では“患者の言葉から生活・生き方

を探る”であり、第12回では“患者と取り組むことが必

要”“患者の生活を聞くことで看護師が熱心に指導でき

た”と発言し、第14回では“思いを引き出す質問で患者の

思いを広げる”“患者に語らせる”など計14回の学習会の

発言内容が変化してきている。すなわち、看護師は当初

は患者と意見を合わせ何かをサポートする、アドバイス

することに着目していたものが研究中期には患者と心と

心のやりとりするものに変化し、研究終了頃には患者の

言葉から生活を探り、“患者の生活を聞くことで看護師

が熱心に指導できた”と発言した。このことは看護師が

患者の生活・生き方を引き出す力量ができたと共に傾聴

する看護を見出したと言える。 

これは学習会が実践の課題を見出し共有し、事例を活

用し目指す看護を問うことで看護師自身の看護を再考す

る機会となり、効果的に実施されたことの成果であると

考える。橋本(2010)は「カンファレンスが効果的に実施

されれば、メンバー個々の成長を生み、チームの看護の

レベルアップに繋がる。それが患者の満足度の向上に繋

がり、スタッフのやりがい感を生む」と述べている。こ

のように学習会と患者と協働で看護計画を立案する実践

活動の循環を通して自身の看護を振り返るきっかけとな

りそれが各自の看護を考え、やりがいを感じることにつ

表3 協働で看護計画を立案する過程を経験したことに

よる気づき 

カテゴリー 看護師からの回答の要約 

看護の振り

返り 

患者の思いを聞くことを意識した 

自分を磨く努力を続ける 

過去の看護実践を整理した 

過去の看護実践を反省した 

看護実践の

向上 

身体面プラス精神面・社会面のケアができた

患者の思いに沿ったケアができた 

患者の価値観を理解してケアできた 

退院後の生活へのケアができた 

患者の意欲を喚起できた 

患者の全体を捉えたケアができた 

患者の希望・意見を取り入れてケアができた

個別性を生かした看護計画を立案できた 

患者の思いを理解し目標設定できた 

患者と深く関わる看護ができた 

看護師の役割を伝える機会となった 

看護記録の

改善 

患者像が把握できる記録ができた 

具体的な記録になった 

学習の場 

お互いの看護観に触れる場になった 

患者と看護師が取り組む学びができた 

情報に関する学びができた 

スタッフ間で検討することの学びができた 

コミュニケーションが学べた 
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ながり、それらを積み重ねることが自身で考え看護を実

践できる人材育成に繋がったと考える。関（2005）は

「人材育成は、きっかけを与えることは重要だ」とある

ように、看護の現場においても日々決められた業務を行

なうだけでなく、日常の看護実践のあらゆる場面できっ

かけを与えることで看護師自身が振り返ったり、考えた

りする機会となり、それが個人の能力を引き出し成長に

繋がると考えた。 

事例1（表2-1）で示した目標設定の内容が①病態・治

療と③患者の生活に関しての内容が中心に設定され闘病

意欲に関する内容に欠けていたが、事例9（表2-3）では

①病態・治療と③患者の生活に加え②闘病意欲に関する

内容が包含されるようになった。これは看護目標を設定

する際に看護師が患者の疾病や治療だけでなく、患者が

疾病と立ち向かう姿勢、闘病意欲をもつことが健康回復

に向け患者が主体的に取り組むために重要なことが認識

されたためと考える。実際に事例9の患者は退院後に自

身の健康回復に向け積極的に取り組んでいた。この結果

から目標設定の内容には、この3つの看護の機能の①病

態・治療、②闘病意欲、③患者の生活が重要であること

が明確になった。特に②闘病意欲についてGottliebら

（2007）は「人々は、他人が設定した目標よりも自分が

設定した目標に熱心に取り組む可能性が高い。また、他

人が下した決定よりも自分が下した決定に対して責任あ

る行動をとることが多い」と述べており、患者と看護師

が協働の過程で、看護師が患者の思いや希望を患者の意

思として尊重し位置づけ、患者の闘病意欲に視点をおい

たことは患者の実効性を高めることに繋がったと考える。 

患者と協働し看護計画を立案する過程と学習会を通し

て、看護師が患者の生活に視点をあて、生活を支援する

看護へ変化した。最終的には看護師は表3に示すように、

看護実践の向上として患者主体の看護ケア項目を挙げて

いることは、看護実践能力の育成に繋がったと考える。 

2．看護師長の役割 

病棟師長である筆者は、プライマリーナースと共に協

働で看護計画の立案を行うことを通して、看護師が患者

とのやりとりや学習会を活用して自身の看護を見つめ疑

問をもつように“患者はなぜそのようなことを言ったと

思うか”“自分はなぜそれを支援しようと思ったのか”

“ケアでよかったのは何か”“どうすることが患者に必要

だったのか”等を看護師に問いを投げかけ意図的に働き

かけた。このことが表3に示したように病棟看護師が看

護を振り返る機会となった。 

学習会や看護計画立案の過程において看護師に看護を

問うこと、また自らも患者と協働し看護計画を立案する

ことに参加し、看護師の実践モデルとなるという意図的

な介入を行なうことで部署の看護師の看護実践能力の向

上となる。小川（2009）は「まずは師長から学ぶ、看護

師長が理解しなければ現場の教育はできないということ

である」、川村（2009）は「看護師長は、スタッフの

ロールモデルであることを忘れてはならない」と述べて

いるように看護師長自ら学び看護師の実践モデルとなる

べきである。 

また増子（1998）は「婦長の大切な役割は、看護婦自

身が現実の自己の状態を適切にとらえる能力、すなわち

自己教育力を高めていく働きかけである。」と述べてい

る。看護師長が自身の役割として学習会や日々の実践の

場において、看護師が看護を再考できるよう意図的なか

かわりを行なうことで自分で考え看護を実践する看護師

の育成となる。具体的には3つの学習会（事前学習会、

課題学習会、事例学習会）を循環させ、そこに看護計画

と看護実践を連動させること、看護師長が看護師に看護

を問うこと、学習会で意図的に看護師に役割を与え活用

することが看護師長としての実践であった。その働きか

けが①看護計画が患者の生活に視点をあて具体的になる、

②看護実践が患者に視点をあてた実践に変化する、③看

護師が看護の振り返りをするようになる、④看護師の看

護に対する考えが明確になるという成果を生んだと考え

る。 
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The Cultivation of Practical Nursing Ability that Enables Patients  
to Plan a Nursing Plan in Collaboration 

 

Yukie Furuzawa1) and Michiko Konishi2) 

 

1) Hashima Municipal Hospital 

2) Management in Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

The objective of this study was to investigate a method to assist nursing staff in cultivating the ability to create 
nursing care plans where patients are encouraged to take a more proactive role in their own recovery, in a collaborative 
nurse-patient setting, and also to outline the role of the chief nurse. 

The subjects involved in this study were, among a group of 28 nurses who had consented to participate in the study, 
and the participating patients were those who, with permission from their attending physicians, were capable of 
communicating with the staff, and had given their consent to willingly participate for the duration of the study. The author 
of this study, also the chief nurse took part in this trial as well. 

The method of this study was primarily the holding of a series of conferences whereby nursing care plans were 
discussed prior to their implementation, and then evaluated to determine issues needing to be addressed in a cooperative 
nurse-patient effort. Nurses then proceeded to implement the methods being learned from the conferences, and created 
nursing care plans along with the patients. Nurses participating in the study completed questionnaires at the conclusion of 
the study where they were asked to comment about “thoughts,” “points that they became aware of” and “what they 
learned” during the study.  

As a result of the study, by cooperating with patients in a collaborative effort to create nursing care plans, nurses felt 
that they were able to provide a “deeper level of care” to patients. Patients became more optimistic about their treatment 
and recovery as well. 

This study afforded the participating nurses an opportunity to incorporate into nursing care plans, the idea of helping 
patients to take interest in their own health and well being. The conferences that were held prior to and after creating the 
nursing plans also gave the nurses a chance to re-examine their own approaches to nursing care, and provided meaning 
insight about the nature of nursing care itself. The role of the chief nurse in challenging nurses to think about the nature of 
nursing and making interventions as necessary was highly effective, and is believed to facilitate the cultivation of practical 
nursing ability. 
 

Keywords: collaboration, nursing care plan, conference, cultivation of practical nursing ability, a chief nurse's role 
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〔研究報告〕 
低出生体重児の出生時から退院後における 

保健師と医療機関との連携による育児支援の検討 
 

大井 靖子 

 

Cooperation between Medical Institutions and Public Health Nurses for Childrearing Support  
from Low-Birth-Weight Infant’s Birth to after Leaving the Hospital 

 

Yasuko Ohi 

 

 

要旨 

本研究の目的は、出生時、入院中、退院後の各時期の育児状況と母親の思いを捉え必要な支援を明らかにし、低

出生体重児と家族に対する、医療機関と保健師が連携した育児支援のあり方を検討することである。 

対象は、未熟児訪問指導事業にて保健師が訪問し、調査協力の同意が得られた母親3名である。調査は半構成的面

接法を用い、児の出生時から現在に至るまでの①母子の健康状態および生活状況、②母親の不安や思いと母が対処

したこと、③医療機関看護職および自治体保健師から受けたと母が認識する支援内容と支援に対する受け止めにつ

いて、時期を区切って聞き取り記述した。記述内容から各時期に必要な支援を抽出し類似する内容ごとに分類した。 

分析の結果、各時期に必要な支援は、出生前後では「妊娠中の安静を確保し早産を防ぐための支援」を含む4項目、

出生後から母退院時まででは「児の生命・成長に対する不安への対応」を含む4項目、母退院後から児の入院中では

「児への思いを受け止め、児への愛着を促す支援」を含む5項目、児の退院が近くなった頃では「退院後の生活をイ

メージでき、個々の児の身体症状や特徴を踏まえた育児方法を獲得できるための支援」を含む5項目、児退院後から

現在まででは「児の成長や身体症状に対する不安を軽減し母自身が成長を判断できるための支援」を含む6項目が見

出された。 

以上の結果より、保健師は、妊娠・出産・育児に関する母子に必要な支援を一連の流れとして捉えた上で、低出

生体重児と家族に対する支援体制を検討すべきであり、低出生体重児と家族に対して医療機関と保健師が連携して

育児支援を行うにあたっては、児の退院後も継続して各自の役割を果たし、退院時に保健師へ支援を“つなぐ”と

いうよりは、むしろ両者が“並行して”支援を提供していく考えが重要であるとの示唆を得た。 

 

キーワード：低出生体重児、育児支援、医療機関と保健師の連携、保健師 

 

Ⅰ．はじめに 

わが国の出生数が減少する中、出生体重2,500g未満の

低出生体重児の出生割合は、1980年は出生全体の5.2％

であったのに対し、2007年では9.7％と増加している

（板橋，2010）。低出生体重児の看護課題の特徴として、

発達の遅れや長期母子分離・親子愛着形成不全に伴う育

児困難・育児不安が強くなることが挙げられ、長期にわ

たる発達フォローと親子関係を促すための援助が必要と

されている（渡辺，2010）。特に児の出生から退院後に

ついては、母親は早産による喪失感、児の状態や成長発

達への不安、児の退院による生活の変化への不安等の思

いをもつとされ（佐藤，2012，p.19）母親が児の状態や
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成長発達を理解し、退院後の生活にうまく適応し心安ら

かに育児ができるよう支援する必要がある。 

低出生体重児をもつ母親へ保健師が行う育児支援には、

医療機関から児の退院連絡を受けて保健師が家庭訪問を

行う未熟児訪問指導事業がある。この事業は、これまで

都道府県並びに保健所設置市及び特別区が実施していた

が、地域主権改革により母子保健法が改正され、平成25

年4月から低体重児の届出（第18条）、未熟児の訪問指導

（第19条）、養育医療（第20条）に係る実施権限が、市町

村へ移譲されたところである。すでに市町村では、妊娠

期から新生児期、乳幼児期の母子に対し、妊娠の届出、

母子健康手帳交付、新生児訪問、乳幼児健康診査等の母

子保健事業を実施しているが、これに養育医療や未熟児

訪問指導事業が加わることで低出生体重児も含めて一貫

した母子保健サービスを推進していくこととなり、今後

さらに医療機関と連携した育児支援が求められる。 

退院した低出生体重児への育児支援に関する先行研究

では、未熟児新生児医療や低出生体重児に関する保健師

の知識不足（野村ら，2004；田中，2006）、退院後早期

に保健師訪問を行う必要性（渡部ら，2006；田中，

2006）といった保健師との連携の課題があり、医療機関

と保健師が緊密に情報交換をする必要性が指摘されてい

る。また、阿部ら（2002）は、臨床で児の治療に携わる

看護師と家庭での生活における指導を行う保健師とでは

視点に違いがあると述べている。保健師が専門職として

知識をもつことは当然ではあるが、医療機関と保健師が

お互いの役割を踏まえ、各々が担うべき支援を明らかに

する必要がある。 

入院中の母子は医療管理下にあるため、保健師に母子

にどのような支援が必要か直接捉えにくい期間である。

低出生体重児の場合は入院が長期になるため正常児より

もさらに期間が長くなる。この期間にある母子がどのよ

うなケアを受け、どのような思いを持ちながら過ごして

きたか、母子の状況と母親の育児不安を十分に把握し、

どのような育児支援が必要なのか、母子が医療管理下に

あっても、保健師の立場から確実に捉えることが重要で

あろう。その上で保健師は低出生体重児も含めた母子保

健活動を展開し、医療機関に所属する専門職または所属

組織と互いに連絡をとり協力しながら育児支援ができる

と考える。 

そこで本研究では、出生時、入院中、退院後の各時期

の育児状況と母親の思いを捉え必要な支援内容を明らか

にし、医療機関と保健師が連携した低出生体重児の母親

への育児支援のあり方を検討することを目的とする。 

Ⅱ．研究方法 

1．調査対象 

A保健所の未熟児訪問指導事業に該当し（在胎週数32

週未満または出生時体重2000g未満）、平成24年10月以降

に保健師の家庭訪問を受けた児および母親とした。医療

依存度が高い（酸素持続投与を受けている等）児は対象

から除外した。 

調査対象に該当し、かつ調査協力に支障がないと判断

できる者を保健師が選定し、保健師からの説明により調

査協力の内諾が得られた者について紹介を受けた。管内

にNICU医療機関を有するA保健所に調査協力を依頼した。 

2．調査方法 

筆者が家庭訪問し、半構成的面接法にて母親と面接し

た。調査後に聞き取り内容を調査票に記述した。記録内

容の確認をする目的で調査対象者の了解を得て録音を

行った。調査回数は各1回、調査時間は60分以内を予定

した。調査時期は、平成24年11月～平成25年3月とした。 

調査項目および手順であるが、まず出生時週数、出生

時体重、入院期間、家族構成について確認した。その後、

「出生前後」「出生後から母退院時まで」「母退院後から児

の入院中」「児の退院が近くなった頃」「児退院後から現

在まで」の時期の順に、次の3項目について聞き取った。 

①母子の健康状態および生活状況 

②母親の不安や思いと母親が対処したこと 

③医療機関看護職および保健師から受けたと母親が認

識する支援内容と支援に対する受け止め 

3．分析方法 

本研究は計画段階から1名で実施した研究である。研

究結果の真実性を担保するために、分析方法を第三者が

分析作業の経過がたどれるよう、以下、分析方法を具体

的に記述する。 

聞き取った内容は、「出生前後」「出生後から母親の退

院時まで」「母親の退院後から児の入院中」「児の退院が

近くなった頃」「児の退院後から現在まで」の時期ごと

に、事実や状況が明確になるよう、録音内容を確認し逐
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語録を作成した。次に「育児支援の必要性を示す状況」

が記されている箇所を筆者が判断し、状況がわかるよう

前後の文章も含めて抽出した。抽出した一つ一つの「育

児支援の必要性を示す状況」について、その状況に対応

するために筆者が必要と判断した支援内容を「必要な支

援」として記述した。そしてすべての調査対象者の「必

要な支援」を合わせ、時期ごとに内容の類似性にそって

分類し、カテゴリを作成した。この作業は筆者1名によ

り繰り返し確認を行いながら実施した。 

4．倫理的配慮 

対象者には、本研究の目的と調査方法を書面および口

頭にて説明し同意を得た。また、調査で得られた情報は

個人が特定されないように管理すること、対象者の了解

を得ずに保健師に情報を伝えることはないことも説明し

た。児に対しては代理として母親から同意を得た。 

調査対象を紹介する保健師と直属上司に対して、研究

目的・方法、対象の選定方法、筆者へ対象者を紹介する

方法、個人情報の保護と管理方法について、書面及び口

頭で説明し、打ち合わせを行った後、保健所長あてに保

健師へ調査協力を依頼する文書を送付し、調査協力の了

解を得た。 

本研究は岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の承認を

得て実施した（承認番号0055）。 

Ⅲ．結果 

調査期間中、保健師から紹介された事例は3組であっ

た。保健師の訪問後9～15日後に訪問し、面接所要時間

は50～65分であった。対象者の概要を表1に示す。以下、

必要な支援のカテゴリを【 】、サブカテゴリを＜＞で

示す。 

1．出生前後に必要な支援 

9つの支援があり、4つに分類された（表2）。 

【妊娠中の安静を確保し早産を防ぐための支援】およ

び【妊娠・出産・胎児に対する不安への対応】では、出

生前から母体・児の異常が確認されており、早産を防ぐ

ための支援や、妊娠出産や児に対する不安への対応が必

要であった。 

【緊急または予定より早く入院となった妊婦がすみや

かに安心して入院・出産の準備ができるための支援】で

は、予定よりも早く急な出産となり準備ができておらず、

すみやかに安心して入院・出産に臨めるよう支援する必

要があった。 

【妊娠中の管理、出産時期に関する病院の判断に対す

る疑問や納得できない思いへの対応】では、出産前の安

静度や出産日程に関する病院の判断に対して疑問や納得

できない気持ちが生じ、現在まで納得できない気持ちが

残っていたため、母親の疑問や納得できない気持ちへの

対応が必要であった。 

2．出生後から母退院時までに必要な支援 

9つの支援があり、4つに分類された（表3）。 

【母が安心して入院生活を送り十分に母体が回復でき

るための支援】および【児の生命・成長に対する不安へ

の対応】では、出生直後は、まず母体の十分な回復と児

が無事に生きて育っているか児の生命成長に対する母親

の不安に対応する必要があった。 

【児と離れ授乳できない母のつらい思いを受け止め支

えるための支援】では、児はNICUに入り直接授乳がで

きない状態のため、他の母親と同じように児と過ごし授

乳できないつらさや寂しい気持ちを受け止める支援が必

要であった。 

 
表1 調査対象者の概要 

 事例A 事例B 事例C 

母親の年代 40歳代 20歳代 20歳代 

分娩時の状況 前置胎盤早期剥離による帝王切開 胎児発育不全による帝王切開 胎児発育不全による帝王切開 

在胎週数 31週 34週 37週 

出生時体重 2000g代 1200g代 1800g代 

児の出生順位 第2子 第1子 第1子 

母の入院日数 産前21日 産後19日 産後6日 産後7日 

児の入院日数 42日 41日 15日 

調査時の児の月齢 1ヵ月29日 2ヵ月5日 1ヵ月14日 
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表2 出生前後に必要な支援 
カテゴリ サブカテゴリ 育児支援の必要性を示す状況（要約） 

妊娠中の安静を確保し早産を防

ぐための支援 

早産兆候があり入院している妊婦の

安静を確保する 

前置胎盤により出血したため、緊急入院し安静にしな

くてはならなかった 

早産予防のための受診行動がとれる

ようにする 

母親は胎動がないことをおかしいと感じて、すみやか

に受診できていた 

妊娠・出産・胎児に対する不安

への対応 

前置胎盤ではないかという不安に対

応する 

母親は前置胎盤ではないかという不安を繰り返し医師

に訴えていた 

帝王切開となることへの不安に対応

する 

母親は帝王切開を勧められた際、おなかを切ることの

不安が大きくリスクなど自分でも調べていた 

受診後すぐに帝王切開となり心の準備ができおらず不

安が強かったが、児のためにやるしかないと思った 

胎児の成長の不安に対応する 
医師から胎児が小さいと言われて不安だった 

胎児発育不全といわれ、無事に育つか不安だった 

緊急または予定より早く入院と

なった妊婦がすみやかに安心し

て入院・出産の準備ができるた

めの支援 

緊急早く入院となった妊婦がすみや

かに安心して入院・出産の準備がで

きるようにする 

緊急入院につき準備ができていないままの入院になっ

てしまって戸惑った母親の思いがあった 

予定より早く入院となった妊婦がす

みやかに安心して入院・出産の準備

ができるようにする 

母親は予定よりも早まった出産の準備に忙しい思いを

した 

妊娠中の管理、出産時期に関す

る病院の判断に対する疑問や納

得できない思いへの対応 

妊娠中の管理に関する病院の判断に

対する疑問に対応する 

安静の指示がきちんとあれば、出産が早まることがな

かったのではないかという母親の思いがあった 

出産時期に関する病院の判断に対す

る納得できない思いに対応する 

病院の判断で早く分娩することになったが、おなかの

中にいたほうが児が大きくなるのではという期待が母

親にあり、納得できなかった 

 

表3 出生後から母親の退院時までに必要な支援 
カテゴリ サブカテゴリ 育児支援の必要性を示す状況（要約） 

母が安心して入院生活を送り十分

に母体が回復できるための支援 

母体の十分な休養と回復を促す 

悪露も続いており退院すれば第一子の世話などで無理

するため入院を延期したことで、母親は十分に休むこ

とができた 

母が安心して入院できるよう家事や第

一子の養育が整えられるようにする 

第一子が保育園に入り、父が家事や第一子の世話をよ

くしてくれたことで母親は安心できていた 

児の生命・成長に対する不安へ

の対応 

児が順調であることを伝え母親を安

心させる 

助産師が、児がよく飲みよく便が出ることを説明し、

心配になるようなことは一切いわなかったので母親は

安心できた 

児が無事に生きているかの不安に対

応する 

医師や看護師がみてくれるから大丈夫だとわかってい

ても児が無事に生きているか心配だった 

児の状態を肯定的に捉えられるよう

にする 

心疾患もないし、他の入院児と比べると、うちは小さ

いだけなんだとわかり、母親は安心した 

児と離れ授乳できない母のつら

い思いを受け止め支えるための

支援 

児と離れ授乳させてあげあれないつ

らさ・寂しさに対応する 

児はNICUにいるので授乳させてあげたかったができず

授乳室で他の母子をみるのがつらく、病室で他の児の

声が聞こえると寂しい思いになった。 

母乳を搾乳し児に届けるという母自

身が考えた自らの役割を支える 

搾乳して母乳を届けることが自分にできる役割だと思

うようにした 

普通の出産ができなかったこと

に対する思いを受け止める 

母が思っていた普通の出産ができな

かった思いを受け止め、それでよ

かったと母の考えを支える 

普通に産み、立会出産するものだと思っていたが、児

が元気でいるからいいか、と思うようにしている 

予定より早い出産となり、おなかの

中で児を大きくしてあげたかった思

いを受け止める 

実際に児の体重が小さかったので早めに出産してよかっ

たのかなと思うようになったが、やはりおなかの中で大

きくしてあげたかったという気持ちが続いている 
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【普通の出産ができなかったことに対する思いを受け

止める】では、母親が思い描いていた出産にならず普通

に産みたかった、おなかの中で児を大きくしてあげた

かったという思いが生じており、現在まで続く思いとし

て語られており、普通の出産ができなかったことに対す

る母親の思いを受け止める必要があった。 

3．母退院後から児の入院中に必要な支援 

8つの支援があり、5つに分類された（表4）。 

【児の生命・成長に対する不安への対応】では、母親

の退院後も児が無事に成長しているか不安に対応する必

要があり、NICUからGCUへ移床する等のケアの節目で

無事に成長していることを感じられるようにする必要が

あった。 

【児への思いを受け止め、児への愛着を促す支援】で

は、児への面会時間が限られていたことから、母親は児

に会いたくても会えない思いを抱えており、短い面会時

間でも母親が児に触れかわいいと感じられるよう児への

愛着を促す支援が必要であった。 

【母親の育児をサポートする養育環境の把握】では、2

事例は母親が自由に自家用車を使うことができず、母親

が児に面会できるか把握する必要があった。2事例とも

主に母親の両親が病院まで毎日送迎しており、母親の気

持ちを理解する存在でもあったことから、家族状況など

母親をサポートする環境を把握する必要があった。 

【自宅での搾乳と乳房トラブルに対応できるための支

援】では、3事例とも母親は自宅で母乳を搾乳し入院中

の児へ届けていたが、1事例は乳房トラブルを抱えてい

たことから、自宅での搾乳と乳房トラブルに母親が対応

できるよう支援する必要があった。 

【保健医療サービスを利用できるための支援】では、

母親が退院する頃は未熟児養育医療の申請をする時期で

あり、児の入院費の助成を受けられる保健医療サービス

を確実に利用できるよう支援する必要があった。 

4．児の退院が近くなった頃に必要な支援 

7つの支援があり、5つに分類された（表5）。 

【児の成長や身体症状を理解でき、安心して退院でき

るための支援】では、3事例ともGCUに移床した後、医

師から退院の説明があった頃の時期について語っており、

退院のおよそ2週間前であった。児の体重や授乳量が増

え無呼吸発作も少なくなる等、児の成長や症状の説明を

受け、無事に退院できることを理解して安心して退院で

きるようにする必要があった。 

【退院後の生活をイメージでき、個々の児の身体症状

や特徴を踏まえた育児方法を獲得できるための支援】お

 
表4 母親の退院後から児の入院中に必要な支援 
カテゴリ サブカテゴリ 育児支援の必要性を示す状況（要約） 

児の生命・成長に対する不安

への対応 

児が無事に生きているかどうか

の不安に対応する 
児が無事に生きているか、母が退院後もずっと心配だった 

ケアの節目に児が無事に成長し

ていることを感じられるように

する 

保育器から出られた時、GCU移床した時、直母できた時、うれ

しさに感動して泣いた。看護師がよかったねと気持ちをわ

かってくれてうれしかった 

児への思いを受け止め、児へ

の愛着を促す支援 

児に会いたくても会えない思い

を受け止める 
日中は会いにいきたくても会えないもどかしさがあった 

面会時間に母が児に十分に触れ

かわいいと感じられるよう促す 

児に会えばかわいいと感じることができた。短い時間でも触

れていたかった。 

母親の育児をサポートする養

育環境の把握 

母親が面会に来れるか把握する 

家族は仕事があり、自分は車が運転できないので、夕方の面会

時間しか面会に行けなかった。バスも調べたが不便だった。 

両親の仕事の都合に合わせて車を出してもらった。無理な時

は義理親に頼んで毎日面会した。 

母親の気持ちを理解している家

族がいるか把握する 

自分の母親に、いろいろ気持ちをきいてもらった 

大変なのは母親だからちゃんと病院に連れて行かなあかん

よ、と母親の両親が話しているのを聞いた 

自宅での搾乳と乳房トラブル

に対応できるための支援 

自宅で搾乳でき、乳房トラブル

にも対応できるようにする 

退院後は電動搾乳機を使い、乳首トラブルもあったが、第一

子の経験からあり対処できていた。 

保健医療サービスを利用でき

るための支援 
未熟児養育医療の利用を促す 

養育医療の制度についてわからなったことを教えてくれたこ

とがすごくよかった。助かった 
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よび【母の育児経験を踏まえた育児指導】では、母親は

児への面会時に授乳方法などの育児方法について指導を

受け、担当助産師が日頃行っている方法、授乳に時間が

かかるという児の特徴に合わせた授乳方法、無呼吸発作

の対応方法など、児の身体症状や特徴に合わせた育児方

法を学び対応できるようにする必要があった。また母子

同室入院の体験から夜間も含めた退院後の生活を具体的

にイメージできるようにする必要があった。これまでの

母親の経験から基本的な育児方法をすでに知っていたこ

とから、母親の育児経験を踏まえた育児指導が必要で

あった。 

【保健医療サービスを利用できるための支援】では、

退院後の保健師訪問については説明があった時点で訪問

を希望しており、保健サービス利用を促す支援が必要で

あった。 

【母と離れ情緒不安定になっている同胞に関する不安

の対応】では、事例Aには母親が突然入院し長い間離れ

ていたことから第一子が情緒不安定となり、児が退院し

た後に第一子がどう反応するか不安を抱いており、この

不安に対応する必要があった。 

 

5．児の退院後に必要な支援 

児の退院から調査時までの期間は、事例Aが17日間、

事例Bは24日間、事例Cは29日間、平均23.3日間の期間で

あった。16の支援があり、6つに分類された（表6）。 

【児の成長や身体症状に対する不安を軽減し母自身が

成長を判断し対応できるための支援】では、母親は訪問

時の体重測定がうれしかったと述べ、児の体重増加を確

認し安心できるようにすること、今後の体重増加の目安

について説明を受けることで今後の体重増加が適切であ

るか判断できるようにする支援があった。退院後の児の

身体症状として、無呼吸発作、陰嚢水腫、鼻づまりと

いった不安に対応する必要があり、母親自身が観察し対

応できるようにする必要があった。 

【母が自立して授乳ができるための支援】では、母親

は、退院前は助産師の指導により直母授乳ができていた

が、退院後は一人でうまく児に母乳を吸わせることがで

きず戸惑っており、自宅でも母親が授乳できるようにす

る必要があった。ミルクを足す量が多いのではと心配し

たり、乳首が切れやすい等の問題があったが、健診で助

産師に相談したり、乳頭保護器を使うなど、母親が授乳

に困ったときに自ら相談できる必要があった。夜間授乳

表5 児の退院が近くなった頃に必要な支援 
カテゴリ サブカテゴリ 育児支援の必要性を示す状況（要約） 

児の成長や身体症状を理解で

き、安心して退院できるための

支援 

退院時の児の成長や身体症状を把

握し、無事に退院できることを理

解できるようにする 

児の体重が増え、授乳量が増え、無呼吸発作も少なく

なったので退院できるようになった 

体重が2500gくらいになったら退院と説明があった 

退院後の生活をイメージでき、

個々の児の身体症状や特徴を踏

まえた育児方法を獲得できるた

めの支援 

退院後の生活をイメージできるよ

うにする 

退院前に1泊2日の母子同室を体験し、夜間授乳の方法、

哺乳量の見方など、退院後の生活を具体的にイメージで

きた 

個々の児の特徴に合わせた育児方

法を学べるようにする 

助産師に、児の生活リズム、授乳間隔など、入院中にど

のような方法でやっていたか質問し、児に合わせた方法

を知ることができた 

助産師が、ゆっくり飲む子だから授乳に時間がかかると

いう児の性格を教えてくれたので、授乳時間がかかって

もこの子の特徴だからいいと思うことができた 

無呼吸発作の対応ができるように

する 
無呼吸発作の観察と対応方法を教えてくれた 

母の育児経験を踏まえた育児指

導 

母の育児経験を踏まえて育児指導

を行う 

第二子でありすでに育児経験がある母であり、基本的な

育児方法は理解していた。 

妹の子を世話した経験から育児方法に不安なかった 

保健医療サービスを利用できる

ための支援 
保健師訪問の利用を促す 

保健師の訪問を紹介され、すぐに希望した 

保健師の訪問があることを教えてくれてよかった 

母と離れ情緒不安定になってい

る同胞に関する不安の対応 

母と離れ情緒不安定になっている

第一子に関する不安に対応する 
児が退院した後の第一子がどう反応するか不安 
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につらさを感じていたが、母親は頑張って続けており、

母親の頑張りを認め励ます必要があった。 

【保健医療サービスの利用の支援】では、児の体重や

身体症状、授乳に関する問題に対して母親自ら相談でき

るようにすること、児の身体症状に関しては定期的な受

診を続けること、近医の情報を得るなどして必要な医療

を受けられるようにすること、また必要時に利用できる

母乳相談先の情報提供、これから開始する予防接種を受

表6 児の退院後に必要な支援 
カテゴリ サブカテゴリ 育児支援の必要性を示す状況（要約） 

児の成長や身体症状に対する不

安を軽減し母自身が成長を判断

し対応できるための支援 

児の体重を母親と確認し安心でき

るようにする 

訪問で体重が増えていることが確認でき安心した 

体重を測ってもらえたのが一番うれしかった 

保健師の訪問で体重を測ってくれたことで児が成長して

いることが確認できて安心した 

体重増加の目安を知ることで、今

後の体重増加が適切であるか判断

できるようにする 

保健師が体重増加の目安がわかるグラフをもってきてく

れた 

児の身体症状に対する不安に対応

し、母親自身が対応できるように

する 

児の陰嚢水腫がわかり、気になっていろいろ調べたりした

児の鼻づまりなど小さなことでも重症化につながるので

はないかと不安になる。 

無呼吸発作は退院後から少なくなってきたが、最近また

みられたので気になる 

児を観察しつつ無呼吸発作の対応

ができるようにする 

授乳でむせて発作が起こりやすいが、最近はむせないよ

うに飲めるようになってきた 

母親が自立して授乳ができるた

めの支援 

母親が自宅でも授乳ができるよう

にする 

入院中はできていた授乳が母一人ではうまく吸わせるこ

とができなくて戸惑った 

授乳に困ったときに相談した自立

して対応できるようにする 

ミルクを足す量が多いのではと心配で1ヶ月健診で助産師

に相談し安心できた 

乳首が切れやすいが、保湿クリームと保護器をつけて対

応している 

夜間授乳の頑張りを認め励ます 
夜間に起きて授乳するのがつらいが母は頑張って続けて

いる 

保健医療サービスを利用できる

ための支援 

保健サービスを自ら活用できるよ

う促す 

体重を確認するため保健師に2回目の訪問を依頼した 

ミルクを足す量が多いのではと心配で1ヶ月健診で助産師

に相談し安心できた 

必要な医療を継続して受けること

を促す 
児の陰嚢水腫がわかり、病院で経過を見ていく 

予防接種を受けられるようにする 実家での滞在が長引くときの予防接種の受け方を知りたい

医療機関や相談できる機関の情報

を提供する 

自宅近くで見てくれる医療機関の情報を知りたい 

保健師から母乳について相談できる所のリストをもらっ

た。このような情報があるとよい 

母親と離れていた同胞へ適切に

対応できるための支援 

母と離れていた第一子の情緒不安

定への不安に対応する 

母親の長期入院のため、第一子が情緒不安定で、甘えた

り登園を嫌がったりしている 

第一子の変化を成長のひとつと受

け止められるよう促す 

母親の入院中は、第一子なりに状況を理解し甘えるのを

我慢して頑張っていた。すごく成長したなと思う 

母親の育児をサポートする養育

環境の把握 

母親の育児をサポートする家族が

いるか把握する 

母の実家に住み、夫も来るので、入浴などのサポートを

受けられている 

実家から自宅に戻っても夫両親と同居しており頼りにで

きるので安心している。 

母親の育児をサポートする友人が

いるか把握する 

最近ぐずぐず泣くことが多くなったが、子育てしている

友人から、こんなもんだよと話を聞いて安心できた。 

里帰り先から自宅へ戻る際の支援
里帰りから自宅に戻る際の不安へ

の対応 

実家から自宅に帰ってから、夫がいないときに母一人で

育児することに自信がない。 
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けられるようにすることといった、保健医療サービス利

用の支援が必要であった。 

【母親と離れていた同胞へ適切に対応できるための支

援】は、情緒不安定な第一子に関する不安を抱えつつも、

第一子の変化を成長の一つとして受け止められていたこ

とから、母親と離れていた同胞へ適切に対応できるよう

支援することが必要であった。 

【母親の育児をサポートする養育環境の把握】では、

夫、母親の両親、夫の両親といった家族の存在、子育て

経験がある友人の存在が確認できたことから、母親をサ

ポートする環境を把握する必要があった。 

【里帰り先から自宅へ戻る際の支援】では、今後に向

けての不安として、現在滞在している実家から自宅へ戻

る際、母親一人で育児をしなくてはならず、里帰り先か

ら自宅へ戻る際の支援が必要であった。 

Ⅳ．考察 

1．出生前後から退院後に必要な支援 

児の出生前後から退院後までを通じて必要な支援を挙

げ、保健師および医療機関が担うべき支援について考察

する。 

1）児の成長発達や身体症状に対する母親の不安軽減 

低出生体重児の中には、胎児期から発育が遅れる児も

あり、妊婦健診にて医師から指摘された時から母親は児

の成長に対する不安を抱えており＜胎児の成長の不安に

対応する＞ことが必要である。出生直後は児が無事に生

きているか強い不安をもっており、【児の生命・成長に

対する不安への対応】が必要である。やがて児が無事に

成長するにつれ成長への不安は低減し【児の成長や身体

症状を理解でき、安心して退院できるための支援】によ

り安心して退院を迎えることができる。入院中、

NICU/GCUの看護職による＜児が順調であることを伝え

母親を安心させる＞＜ケアの節目に児が無事に成長して

いることを感じられるようにする＞支援は、退院後の保

健師による＜児の体重を母親と確認し安心できるように

する＞支援に引き継がれている。退院後も継続的に児の

成長発達の状況が伝えられ、日々確実に成長しているこ

とを母親が認識し安心できるようにすることは、低出生

体重児をもつ母親への育児支援として重要である。木暮

ら（2005）は、医療機関からの情報を基に体重測定や成

長・発達状況の確認を行うことは母親の安心につながる

と述べており、入院中からの児の成長発達や身体症状に

関する情報を保健師に提供することが必要である。 

また、無呼吸発作など出生時から継続している症状や、

退院後あらたに現れる症状を観察し、母親自身で適切な

対応ができるよう支援したり、必要時医師の診察を受け

るよう支援することも重要である。これらは、入院中は

NICU/GCUの看護職、退院後は外来看護師および地域の

保健師が、常に意図して行うべき支援である。 

2）授乳方法を主とした、基本的な育児方法を獲得する

ための支援 

低出生体重児は、吸啜・嚥下・呼吸の調整機能の未熟

性により、出生後はしばらく経口授乳ができないことが

多い。そのため母親は自身で授乳できない辛さを抱えな

がら育児をスタートさせることになり【児と離れ授乳で

きない母のつらい思いを受け止め支えるための支援】が

必要である。母乳の場合、母親は児の入院中毎日搾乳し

児に母乳を届けることが、母親としてできる役割だと捉

え努力しており【自宅での搾乳と乳房トラブルに対応で

きるための支援】が必要である。児の退院が近づく頃に

は直接授乳も始まり、沐浴などの退院に向けた育児指導

を受け【退院後の生活をイメージでき、個々の児の身体

症状や特徴を踏まえた育児方法を獲得できるための支

援】【母の育児経験を踏まえた育児指導】が必要である。

退院後は【母親が自立して授乳ができるための支援】が

必要である。 

医療機関においては、児の成長発達の段階、個々の児

の特徴に合わせた授乳方法・育児方法を母親が獲得でき

るように支援することが重要である。特に入院中におい

ては、母親は児の状況を熟知しているNICU看護師をサ

ポート源として頼りにしており（田中，2006）、24時間

の児の状態を把握しているからこそ、個々にあった育児

方法を母親に伝えることができ、NICU/GCUの看護職に

しかできない支援である。退院後は常に児を看ている看

護職はいなくなるが、退院後すみやかに保健師が訪問し、

入院中に受けた育児指導を家庭でも母親が自立してでき

ているか、家庭の環境に合わせて育児ができているか確

認し、必要に応じて育児指導を行うことで、入院中に受

けた支援が退院後も継続されることになる。よって医療

機関から保健師への情報提供の内容には、児の成長発達
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や身体症状の他に、助産師または看護師が母親に対して

どのような育児方法の指導を行ったか具体的な情報を盛

り込むとよいと考える。 

3）保健医療サービス利用の支援 

低出生体重児が利用できる主な保健医療サービスには、

児の入院中に申請する養育医療、退院後の未熟児訪問指

導、外来での定期受診があり、通常の予防接種の他にRS

ウイルス感染症重症化を防ぐ注射も行われる。いずれも

必要なサービスであり、確実に利用できるよう支援する

必要がある。 

養育医療や未熟児訪問指導は、行政が実施主体である

が、実際に対象者へ紹介し利用を勧めるのは医療機関の

医師・看護師である。よって、医療機関側が保健医療

サービスの目的や内容を理解した上で紹介し、利用につ

ながるよう促す支援が必要である。中澤（2008）は、母

親が困ったときにはいつでも相談できる窓口の存在と周

知の必要性、相談内容に応じた適切な情報提供の必要性

を述べていた。保健師であれば、低体重で生まれた場合

に利用できるサービスを妊娠届出時など出生前から周知

し利用を促すことができる。母親が必要なときに自ら利

用できるようサービスの情報提供を行うことは、母親が

安心して育児ができることにつながるといえる。 

4）母親の育児をサポートする養育環境の把握 

本研究での調査対象者は3事例とも不安な気持ちを抱

えつつも、落ち着いて育児ができている母親であった。

これには母親をサポートする家族の存在が影響している

と考えられる。調査では事実は確認できなかったが、母

親が緊急または予定外に入院となったときに、入院・出

産の準備を整えるためには家族のサポートもあったもの

と推察される。また【母と離れ情緒不安定になっている

同胞に関する不安の対応】が必要であり、家族に関する

状況が退院後の育児不安に大きく影響すると考えられる。 

医療機関では、母親や他の家族が面会に来たときに家

族の状況を把握することが可能である。しかし家族が面

会に来なかったり、面会に来てもゆっくり話ができない

場合もある。養育環境の把握を行うには、医療機関側で

の把握だけではなく、保健師側も養育医療申請時の面接

や家庭訪問等の方法で把握することができる。養育環境

に何らかの問題があると判断されれば、情報を共有し速

やかに対策を検討することができるよう、医療機関と保

健師の連携体制を整えておく必要がある。 

低出生体重児は、授乳がうまくいかないなどの育てに

くさ、障害の発生頻度が高いこと等から養育上の問題が

生じやすく、家族の状態をアセスメントすることは虐待

予防の観点からも重要である（佐藤，2012，pp20）。母

子が安心して生活・育児ができる環境であるかどうか、

早期に家族状況などの養育環境を把握することが重要で

ある。 

5）思い描いていた妊娠出産とならなかった母親の思い

を捉える 

児の出生前後および出生後から【妊娠中の管理、出産

時期に関する病院の判断に対する疑問や納得できない思

いへの対応】が必要であり、母親にとっては現在まで残

る思いとして語られていた。低出生体重児をもつ母親は

何らかの罪悪感や挫折感をもち不安で自信がないといわ

れている（吉田ら，2012）。調査対象の母親は、家族の

サポートを受け落ち着いて楽しく育児をしているように

見受けられたが、思い描いていた妊娠出産ができなかっ

た体験から、罪悪感や挫折感とも解釈できる思いを心の

中にくすぶらせながら育児していることがわかった。佐

藤（2012，pp19）は、低出生体重児の母親は、自責の念

や罪悪感から自分自身の気持ちの表出をためらい支援を

求められないことがあり、母親と信頼関係を築くことが

重要と指摘している。医療機関看護職・保健師の双方に

対して、母親に寄り添い思いを捉え受け止める支援が求

められる。 

2．低出生体重児と母親を支援するための保健師の活動 

家族などの養育環境を把握し出産後の母親の思いを捉

えるには、母親との信頼関係を築きながら情報収集する

必要がある。中澤（2008）の調査によると、NICU退院

児の母親は退院後の保健師訪問から徐々に保健師との関

係を構築していったとあるが、保健師は児の退院よりも

早期に母親との関わりを開始する必要がある。虐待予防

の観点はもちろんであるが、児の退院後の保健師の支援

において、これまで母親がどのような体験をし、どのよ

うな思いをもって現在の児との生活に至ったのか保健師

自身が把握しておくことで、個々の児の特徴や母親の気

持ちに寄り添った育児支援を行うことができるのではな

いか。 

児の退院前に保健師が母子に関わる方法としては、養
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育医療の申請時に母親か家族と面接し保健師が相談対応

する方法が挙げられる。親の同意を得て医療機関から連

絡があった児を対象に訪問するのとは異なり、養育医療

の申請は育児支援を要する母子を保健師が把握し支援に

つなげる重要な機会であり、必ず行うべきである。他の

方法として、保健師がNICUに訪問し退院前の母子や医

療従事者と面接し早期に保健師が関わる取り組みが報告

されている（千葉ら，2001；竹園，2010）。また、渡部

ら（2006）の調査によると、母親が退院した時期に求め

る支援は退院後の育児知識の提供や気持ちの傾聴であり、

母親は家庭でじっくり話を聞いてほしいと希望していた。

可能であれば家庭訪問を行い、児の退院前に養育環境と

母親の思いを捉えるようにすべきである。 

市町村で行われる母子保健サービスは、すでに妊娠か

ら乳幼児期までの母子のライフサイクルにそった一連の

流れでサービスが提供されるように体制が整えられてい

る。保健師は、妊娠・出産・育児に関する低出生体重児

と母親に必要な支援を一連の流れとして捉え、すでにあ

る支援の流れに組み込み、低出生体重児と家族に必要な

支援を提供すべきである。 

3．医療機関と保健師の連携のあり方 

考察1より、児の成長発達や身体症状に関する母親の

不安への対応と、授乳方法を主とした基本的育児方法の

獲得支援については、医療機関で行われた支援が児の退

院後に保健師によって引き継がれて実施される支援であ

り、保健医療サービス利用支援、養育環境の把握、母親

の思いを捉える支援については、医療機関と保健師が並

行して両者が共に行う支援であるようにみえる。 

しかし、低出生体重児の成長発達については専門医療

機関での長期フォローアップが必要であり、また必要性

に応じて医療機関看護職による授乳指導や育児指導は退

院後も継続して行われることが望ましいことを考えると、

本研究で明らかにした低出生体重児への育児支援は、医

療機関と保健師が児の退院後も継続かつ並行して実施さ

れるものである。 

NICU退院児への継続看護に関する報告（中澤，

2008；酒井，2003）では、保健師を継続看護の提供者と

して位置づけているが、粟津ら（2007）は、保健師が行

う継続看護では地域と病院をつなぐ広域的ネットワーク

を構築することと述べている。保健師は個別支援の提供

者でもあるが、個別支援を積み重ねながら対象全体への

支援体制を構築することもねらいとしている。医療機関

と保健師が、お互いの役割を具体的に理解しあい、それ

ぞれの支援を行うことで、低出生体重児と母親の必要に

応じた育児支援を提供することができると考える。 

よって、退院時に医療機関から保健師へ支援を“つな

ぐ”というよりは、むしろ退院後も“並行して”両者の

支援が継続するという連携のイメージをもつことが、低

出生体重児と母親に対して医療機関と保健師が連携して

育児支援を行う際の考え方のひとつであろう。 

Ⅴ．今後の課題 

本研究の対象者は、保健師が調査協力に支障がないと

判断した者であり、調査協力の受け入れもよく、落ち着

いて育児ができている母親であった。今後は在宅医療が

必要な児や養育環境に問題があるなどの事例も含めて連

携のあり方を検討したい。今回は対象者が認識した範囲

で看護職から受けた支援内容を聴取したが、今後は実際

に行っている支援ついて看護職から情報収集し、低出生

体重児への育児支援の課題と現状をより明らかにしたい。 

文献 

阿部美由紀, 加藤里佳, 鈴木登紀子, ほか. (2002). 未熟児出生

連絡票に関するNICU看護師・保健所保健師の意識の相違につ

いて. 日本新生児看護学会講演集, 86-87.  

粟津昌枝, 八木弘美, 石井英子, ほか. (2007). 行政保健師にお

ける継続看護の状況分析. 保健師ジャーナル, 63(3), 274-279. 

千葉力, 神尾卓哉, 池田保彦, ほか. (2001). 保健所との連携に

よるNICU退院児への育児支援. 青森市民病院医誌, 11(1), 9-

12.  

板橋家頭夫. (2010). 低出生体重児の現状と長期予後. 地域保健, 

41(5), 16-23. 

木暮真美, 長谷川喜代美, 大澤真奈美, ほか. (2005). 未熟児支

援における関係機関との連携. 群馬県立医療短期大学紀要, 12, 

69-81.  

中澤貴代. (2008). NICU退院児の継続看護に対するニーズの検討.

日本新生児看護学会誌, 14(2), 15-23. 

野村真二, 林谷道子, 中田裕, ほか. (2004). 地域の保健師との

連携によるNICU退院児の育児支援. 広島医学, 57(6), 556-560.  

佐藤拓代. (2012). 低出生体重児保健指導マニュアル. 大阪府立



岐阜県立看護大学紀要 第 14 巻 1 号，2014 

― 107 ― 

母子保健総合医療センター.  

酒井枝津子. (2003). 地域保健師との連携ですすめる未熟児・ハ

イリスク新生児の継続看護. 日本新生児看護学会講演集, 13, 

106-107. 

竹園利恵. (2010). 医療機関、保健所、保健師の“お互いが近く

なった”支援の発展. 地域保健, 41(5), 46-53. 

田中美樹. (2006). NICU退院児と母親への継続的育児支援に関す

る研究. 日本新生児看護学会誌, 13(1), 15-21. 

吉田穂波, 横山徹爾, 加藤則子. (2012). 出生時体重の低下は何

が問題か. 保健師ジャーナル, 68(11), 948-955. 

渡部朋, 白畑範子, 田村晃, ほか. (2006). 極低出生体重児の現

状と支援に関する研究. 岩手県立大学看護学部紀要, 8, 19-29. 

渡辺とよ子. (2010). 低出生体重児の地域で求められる支援 極

低出生体重児を中心に. 地域保健, 41(5), 24-29. 

 

（受稿日 平成25年 9月 2日） 

（採用日 平成26年 2月 6日） 

 

 



岐阜県立看護大学紀要 第 14 巻 1 号，2014 

― 108 ― 

 

Cooperation between Medical Institutions and Public Health Nurses for Childrearing Support 
from Low-Birth-Weight Infant’s Birth to after Leaving the Hospital 

 

Yasuko Ohi 

 

Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

The purpose of this study was to clarify the nursing care for mothers who have infants with low birth weights from 
birth to after leaving the hospital. In addition, the study considered the ideal method of cooperation between medical 
institutions and public health nurses (PHNs) for providing childrearing support. 

The subjects comprised three mothers of low-birth-weight infants, who received home visiting services from PHNs. 
Data were collected through semi-structured interviews. The mothers were interviewed about their living and childrearing 
situation, uneasiness and thoughts on living and childrearing experiences as well as coping mechanisms for uneasiness, and 
the content of nursing care received as well as their thoughts on care received from giving birth to after leaving the 
hospital. Nursing care for mothers were extracted from the interview record description, and these were then classified 
according to similar content.  
As a result of the analysis, the nursing care for mothers were as follows: 

Before and after birth: There were four items including “securing the rest under pregnancy and preventing a 
premature delivery.” 

During a mother's hospitalization after the birth: There were four items including “uneasiness about her child's life 
and growth.” 

During infant's hospitalization after the mother had been discharged from the hospital: There were five items 
including “support which responds to the thought to a child and to which it urges the attachment to a child.” 

Just before being discharged from hospital：There were five items including “support for acquiring child-care 
arrangements, which was a visualization of life after leaving the hospital and was based on the somatic symptoms and 
characteristics of the child.” 

After being discharged from the hospital：There were six items including “support to reduce uneasiness about the 
child's growth or somatic symptoms, and for the mother to evaluate herself.” 

PHNs should be aware of the nursing care for low-birth-weight infants and their mothers from pregnancy to delivery 
and child-rearing and consider the support system that should be offered to them. In the cooperation between medical 
institutions and PHNs in the provision of childrearing support for low-birth-weight infants and their mothers, it is important 
to for each group to play their roles continuously even after leaving the hospital, and to ensure that support is not 
“connected” with PHNs , but rather, it offered “in parallel” with PHNs when leaving the hospital. 
 

Keywords: low-birth-weight infants, childrearing support, cooperation of medical institutions and public health nurses, 
public health nurse 
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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〕 
利用者ニーズを基盤とした退院支援の質向上に向けた人材育成モデルの開発（第1報） 

－退院支援の課題解決に向けた看護職者への人材育成の方策の検討－ 
 

藤澤 まこと  黒江 ゆり子  原田 めぐみ  髙橋 智子 

 

The Development for the Model of Human Resource Cultivation for Improving the Quality of Discharge  
Support which is Based on User’s Needs Part1: Clarify Measures for Solving Issues of Discharge  

Support and the Model of Human Resource of Discharge Support 
 

Makoto Fujisawa, Yuriko Kuroe, Megumi Harada and Tomoko Takahashi 

 

 

要旨 

医療機関利用者の退院後の療養生活の充実に向けた支援が円滑に推進できるよう、A医療圏域（以下圏域と示す）

の医療機関の退院支援の課題を明確化し、退院支援に関する利用者ニーズに対応できる看護職者の人材育成の方策

の検討を目的とする。 

A圏域の8つの医療機関の看護職者へのインタビュー調査より、看護職者が捉えた退院支援に関する利用者ニー

ズ・対応、自施設の退院支援充実に向けた取り組み等を分析する。調査結果をワークショップで共有し圏域の退院

支援の課題を明確化する。それらを踏まえて人材育成の方策の検討を行う。 

対象医療機関の入院患者は高齢者が多く、独居・高齢者世帯のため在宅療養が困難な状況があった。利用者ニー

ズへの対応として【患者・家族の希望に沿った説明・支援を行う】【多職種参加の定期的な退院支援カンファレンス

を開催する】等が示された。 

看護職者の自施設での退院支援の充実に向けた取り組みは【入院時から退院に向けたアセスメントの実施を目指

す】【院内多職種が協働で退院に向けて取り組む】【退院支援に関する意識・知識の向上を図る】等であった。ワー

クショップ参加者との現状の共有・意見交換より、圏域の退院支援の課題として【入院時からの退院支援の取り組

みが必要】【多職種による連携が重要】【病棟看護師の知識・意識の向上が重要】が抽出された。 

A圏域の退院支援の課題解決には、退院後の生活を視野に入れた入院時アセスメントの実施、退院後の療養生活状

況把握、看護職者の意識改革に向けた教育支援等に取り組む必要等がある。今後は入院時から計画的支援が実践で

きる看護職者育成に向けた退院支援研修プログラム（講義・ワークショップ、訪問看護ステーションでの実施研修、

退院支援担当部署での実施研修、退院支援の取り組み・事例検討、リフレクションを含む）を試行し、利用者ニー

ズを基盤とした退院支援の質向上に向けた人材育成モデルの開発を目指す。 

 

キーワード：退院支援、利用者ニーズ、人材育成 

 

Ⅰ．背景 

わが国では、急速な少子高齢化のなかで、医療提供体

制のあり方が見直され、医療制度改革により、在院日数

の短縮化や、療養病床の再編やスリム化による病床数の

削減、医療機関の機能分化と連携の推進などの政策がと

られるようになった。そのため、患者は医療依存度が高
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いままの退院となり、退院後の生活に向けた準備や生活

調整が不十分な状態で在宅療養へと移行している（カー

ンほか，2007）。先行研究における患者・家族のニーズ

に基づく退院支援の必要性において、患者・家族の退院

に関する療養生活の不安をとらえた面接調査では、身体

的な症状に対する不安、日常生活上の不安、社会生活上

の不安、介護に関する不安、急変に遭遇することの不安

などが示されており（平松ほか，2010）、退院後2週間目

の患者・家族への訪問調査では、退院支援に必要な要素

として「病棟内での支援（日常ケア、患者・家族への指

導）」、「在宅に向けてのコーディネーション（公的サー

ビス紹介、病院内指導の確認・再調整など）」、「つなぎ

（病棟スタッフ、支援部署スタッフ、在宅ケア提供者の

連携）」が示されている（戸村ほか，2009）。したがって、

在院日数が短縮された中での医療サービス利用者のニー

ズとは、自身の意向に沿った退院後の療養生活の実現に

向けて、入院時から計画的な準備と支援が得られること

であるといえる。その利用者ニーズに対応するためには、

退院支援に必要な知識・技術を修得し、多職種と連携し

ながら支援方法を構築していく能力をもつ看護職者の育

成が求められ、そのニーズに応えることが社会的責務で

あるといえる。 

A県においては、退院支援が看護の質向上のための重

要課題として取り上げられ、県の健康福祉部医療整備課、

県内16医療機関の退院調整看護師、県立看護大学教員が

検討メンバーとなって、2004年度から2008年度までの5

年間「退院調整と地域連携推進事業」に取り組んだ。そ

の中で2006年度から2008年度までの3年間は「退院調整

看護師育成のための研修」が開催され、県内の95 人の

看護職者が参加した（安藤ほか，2006）。全国的にみて

も、県内全体の看護職者を対象とした退院支援の研修開

催の報告はみられないことより、県の事業として実地研

修を含めた研修を3年間継続して企画・開催してきたA県

を退院支援推進における先駆的事例と捉えることができ

る。しかし、2009年度以降はA県においても退院支援の

人材育成に関する研修は開催されておらず、今後利用者

ニーズを基盤とした退院支援の質向上に向け、人材育成

の方策を検討し取り組む必要がある。 

 

Ⅱ．目的 

本研究では、立地条件が共通する二次医療圏（以下圏

域と示す）を、利用者の安心した療養生活を保障するた

めの課題の共有や多職種間の連携が可能な区域であると

捉え、圏域における医療サービス利用者の退院後の療養

生活の充実に向けた支援が円滑に推進できるよう、利用

者のニーズを基盤とした退院支援の質向上に向けた人材

育成モデルの開発を目指す。その第一段階として、A圏

域をモデル圏域と設定し、A圏域の医療機関の退院支援

の現状・課題を明確化し、退院支援に関する利用者ニー

ズに対応できる看護職者の人材育成の方策を検討する。 

Ⅲ．研究方法 

1．A圏域の8医療機関の退院支援担当の看護職者へのイ

ンタビュー調査を実施する。 

1）インタビュー調査方法・内容 

2012年10月に、8医療機関の退院支援担当の看護職者

11人に60～90分の半構成型インタビューを実施する。イ

ンタビュー内容は、(1)医療機関の概要、(2)自施設の医

療サービス利用者の退院支援に関するニーズ、(3)退院支

援に関する利用者ニーズへの対応、(4)自施設での退院支

援の充実に向けた取り組等である。また、同時に看護職

者の教育支援の方策としての「退院支援研修プログラム

（大学での講義・ワークショップ、訪問看護ステーショ

ンでの実施研修、退院支援担当部署での実施研修、退院

支援の取り組み・事例検討、リフレクションを含む）」

の試案を提示し、看護職者の意見を聴き取る。 

この「退院支援研修プログラム」の目的は利用者ニー

ズを基盤とした退院支援の質向上に向けた看護職者の人

材育成である。筆者が先行研究において検討した「退院

支援の発展に向けた方策」（藤澤，2013）の実現に向け、

先述の「退院調整看護師育成のための研修」の研修内容

を参考に考案した。具体的には、大学における講義にお

いて退院支援の意義、看護職者の役割・機能、退院支援

のプロセス等の知識を修得し、ワークショップにおいて

自施設の退院支援の現状・課題を検討する。訪問看護ス

テーションでの実地研修では、訪問看護師との同行訪問

により在宅療養での利用者の生活状況を把握するととも

に、地域で活動する多職種との連携の必要性を理解する。

また退院支援担当部署での実地研修において退院支援活
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動の実際を体験することにより、退院支援に関わる看護

職者の役割の重要性を認識する。そして、実地研修を踏

まえて自部署での退院支援に取り組み、定期的な事例検

討を行う。すべての取り組み終了後にリフレクションの

機会を持ち、自身の退院支援の取り組みを省察すること

で、利用者ニーズを基盤とした退院支援の必要性と看護

職者の役割を提言する（図1）。 

2）分析方法 

インタビュー時には許可を得て録音し逐語録を作成し、

記載内容を意味内容ごとの文脈に分けて意味内容を示す

ように要約し、要約内容を意味ごとに分類する。 

2．A圏域の看護職者（病棟看護師、訪問看護師）を対

象にインタビュー結果を共有し、圏域の退院支援の

質向上に向けて検討するためのワークショップを開

催する。 

1）ワークショップでの検討 

インタビュー結果を報告し看護職者間で共有し、A圏

域での退院支援の現状と課題について意見交換を行う。

それを踏まえて、看護職者の教育支援の方策としての

「退院支援研修プログラム」の試案を提示し意見交換を

行う。 

2）分析方法 

上記の意見交換内容は許可を得て録音し逐語録を作成

し、記載内容を意味内容ごとの文脈に分けて意味内容を

示すように要約し、要約内容を意味ごとに分類する。 

3．倫理的配慮 

研究対象者には研究目的・方法等を文書を用いて説明

し、文書による研究協力の同意を得る。研究協力は個人

の自由意思によるものとし、強制力がかからないことを

保障する。研究協力が得られる場合、匿名性に配慮し、

個人情報の保護を遵守する。また研究データおよび結果

は研究の目的以外に用いることは一切なく、許可を得て

録音したデータは逐語録を作成して分析し、調査結果の

公表を終えた時点で消去・破棄する。なお本研究は岐阜

県立看護大学研究倫理審査部会の承認を得た（承認番号

0059）。 

Ⅳ．結果 

1．A圏域の看護職者へのインタビュー調査の実施 

A圏域の退院支援の質向上を目指し、圏域の退院支援

の現状・課題を把握するために医療機関8施設へのイン

タビュー調査を実施した。 

1）インタビュー調査の概要 

2012年10月4日～30日に、A医療圏域の約100床以上の8

つの医療機関（A～H）の看護部長にインタビュー調査

を依頼し、看護部長より紹介を受けた退院支援を担当す

る看護職者11人（1医療機関1～2名、2名の場合は同席し

て行う）に、教員2人による60～90分の半構成型インタ

ビューを実施した。 

インタビュー内容は、①医療機関の概要、②自施設の

医療サービス利用者の退院支援に関するニーズ、③退院

支援に関する利用者ニーズへの対応、④自施設での退院

支援の充実に向けた取り組み等であり、「退院支援研修

プログラム」の試案についての意見も聴き取った。イン

タビュー内容は逐語録を作成し、記載内容を意味内容ご

との文脈に分け意味内容を示すように要約し、要約内容

を意味ごとに分類した。そしてインタビュー調査結果は

A医療圏域のワークショップの際に資料として用いた。 

2）インタビュー調査結果 

上記インタビュー内容に沿って聴き取った看護職者へ

のインタビュー内容の分析結果を以下に示す。 

(1)医療機関の概要 

医療圏域でインタビュー対象となった8つの医療機関

は、一般病床のみが3施設、一般病床と療養病床を併せ

持つ施設は2施設、療養病床のみが1施設、精神病床（単

科）が2施設である。病床数は、100床未満が2施設、100

～199床が2施設、200～299床が2施設、300～399床が2施

設、400床以上が1施設であった。看護配置は、一般病床

 

図1 退院支援研修プログラム 
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では7対1が3施設、10対1が2施設、療養病床は20対1が2

施設であった。精神病床では15対1が2施設等であった。

平均在院日数は、一般病床では14日以内が2施設、15～

20日が3施設であった。療養病床では276日から483日と

時期による変化が大きく、精神病床では220日、440日で

あった（表1）。 

(2)医療機関全体の退院支援体制の現状 

8つの医療機関の退院支援体制の現状では、退院支援

の部署が設置されているところは7施設、退院支援部署

を設置していないところは1施設であった。そのうち、

退院支援担当部署に看護職者が配置されているところは

6施設であった。また退院支援に関する委員会組織のあ

る医療機関は3施設であった（表1）。 

(3)医療サービス利用者の退院支援に関するニーズ 

①医療サービス利用者の特徴 

A圏域は過疎地域であり、高齢化率は30％以上である。

圏域の医療機関の利用者の退院支援に関するニーズとし

て、看護職者に聴き取った医療機関の入院患者の特徴は、

年齢は80歳代以上が多く、入院患者の疾患は、一般病床

では脳神経疾患、心疾患、誤嚥性肺炎等が多く、精神病

床では認知症、統合失調症等の患者が多かった。家族背

景では高齢者世帯、独居者が多く、介護状況は介護者が

高齢であり、配偶者以外の家族に介護の協力が得られな

い状況があった。患者の退院先は、在宅療養が5～6割の

医療機関もあり、施設入所か在宅療養かの調整が難しい

ことも示された。入院期間は、内科病棟では2週間以内

であり、患者・家族への教育が必要でも入院期間が延ば

せない現状があった。精神病床では30年以上の長期入院

もあれば、急性期病棟の短期入院もあり、機能分化され

ていた。 

②患者・家族の退院に向けた現状・希望 

医療圏域の利用者の退院支援に関するニーズとして示

された患者・家族の退院に向けた現状・希望を意味内容

ごとに分類し以下の表2に示す。なお以下【 】は分類

を＜ ＞は小分類を示す。 

患者・家族の退院に向けた現状・希望は、【患者は自

宅に帰りたい思いが強いが難しい状況がある】【入所施

設が限られており施設に入所できない】【施設入所待ち

の期間の家族の対応は様々である】等の5つに分類され

た。 

さらに【患者は自宅に帰りたい思いが強いが難しい状

況がある】には＜患者は自宅へ帰りたい気持ちが強いが

家族は施設を希望する＞等の6つがあった。【入所施設が

限られており施設に入所できない】には＜入所施設が限

られており満床で入所できない＞等の3つがあり、【施設

入所待ちの期間の家族の対応は様々である】には＜施設

入所になると病院にお任せになる人が多い＞等の2つが

あった（表2）。 

 

表1 医療機関の概要 
医療機関 A B C D E F G H 

病床の特徴 一般病床 一般病床 一般病床 一般病床・療

養病床 

一般病床・療

養病床 

療養病床 精神病床 精神病床 

病床数（床） 255 395 307 99 91 100 143 311 

看護配置 7対1 7対1 7対1 10対1 一般：10対1

療養：20対1

医療療養： 

20対1 

15対1 15対1 

平均在院日数

（日） 

13.7 12.4 15.1 20 16.7 276 440.5 220 

退院支援部署

（部門） 

地域連携室 医療社会事業

部・退院調整

課 

医療介護セン

ター（地域連

携室） 

地域連携室 地域連携室 地域連携室 部署はない 医療福祉相談

室 

部署（部門）の

担当職種（人） 

看護師（1）

MSW（1） 

看護師（2） 

MSW（3） 

看護師（1）

保健師（1）

MSW（1） 

看護師（1）

MSW（1） 

看護師（2） 保健師（1） PSW（4） PSW（3） 

部署（部門）の

位置づけ 

診療部門 医療社会事業

部門 

看護部門 地域連携・相

談部門 

事務部門 看護部門   診療部門 

部署（部門）の

開設年度 

2003年

（H15） 

2000年

（H12） 

1997年

（H9） 

2012年

（H24） 

2006年

（H18） 

2002年

（H14） 

  30年以上前 

委員会組織 継続看護委員

会 

地域連携検討

委員会 

継続看護検討

会 

なし なし なし なし なし 
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(4)退院支援に関する利用者ニーズへの対応 

圏域の利用者の退院支援に関するニーズへの対応とし

て聴き取った内容を意味ごとに分類し、効果的な支援と

対応する上での課題に分けて以下の表3に示す。 

まず退院支援に関するニーズへの対応の中で、効果的

な支援として、【患者・家族の希望に沿った説明・支援

を行う】【入院中の安楽な生活・看取りへの支援を行う】

【病棟看護師が主体となって退院支援を経験することで

支援方法を充実させる】【退院支援部署担当者が主に支

援する】【退院前カンファレンスを開催し家族の不安に

対処する】等の8つに分類された。 

さらに【患者・家族の希望に沿った説明・支援を行

う】には＜情報提供をして家族の意思決定を促す＞等の

5つがあった。【入院中の安楽な生活・看取りへの支援を

行う】には＜落ち着いて入院療養できるようにする＞等

の5つがあった。【病棟看護師が主体となって退院支援を

経験することで支援方法を充実させる】には＜病棟看護

師も面談に同席して話し合う＞等の6つがあった。【退院

支援部署担当者が主に支援する】＜退院支援部署担当者

が意思決定支援から全て行う＞等の4つがあった。そし

て【退院前カンファレンスを開催し家族の不安に対処す

る】には＜退院前カンファレンスには患者・家族多職種

が参加して退院後に向けた助言・退院日の決定を行う＞

等の3つがあった。 

次に、退院支援に関するニーズへの対応の中での課題

として示された内容は、【医師との連携が難しい】【医療

依存度が高い場合は施設入所も困難となる】【施設から

入院する高齢者の退院が困難となる】等の4つに分類さ

れた。さらに【医師との連携が難しい】には＜早期より

関わり退院に向けて支援したいが医師との連携が難しい

＞等の3つがあり、【医療依存度が高い場合は施設入所も

困難となる】には＜胃瘻や鼻注の枠が決まっており施設

に入れない＞等の3つがあった。そして【施設から入院

する高齢者の退院が困難となる】には＜施設から入院す

る高齢者は点滴が必要になると入所できなくなる＞等の

4つがあった（表3）。 

(5)自施設の退院支援の充実に向けた取り組み 

医療圏域の看護職者に、自施設での退院支援の充実に

向けた取り組みについて聴き取り、その聴き取り内容を

意味ごとに分類し、以下の表4に示す。 

自施設での退院支援の充実に向けた取り組み内容とし

て【入院時から退院に向けたアセスメントの実施を目指

す】【患者・家族の意思決定を支援する】【在宅での看取

りに向けて支援する】【病棟における定期的なカンファ

レンスを開催する】【多職種参加の退院前カンファレン

スを開催する】【院内多職種が協働で退院に向けて取り

組む】【病棟、外来、在宅の多職種が連携し継続的に支

援する】【院内の退院支援体制の構築に取り組む】【退院

支援に関する委員会組織の取り組みを充実させる】【退

院支援に関する意識・知識の向上を図る】【利用者ニー

表2 自施設の医療サービス利用者の退院支援に関するニーズ 

分類 小分類 

患者は自宅に帰りたい思いが強いが難しい状況がある 患者は自宅に帰りたい思いが強いが家族は施設を希望する 

入院すると患者の居場所がなくなる 

患者は自宅へは帰りたいが子どもの家に行くのは嫌である 

近隣の子どもだけでは支援しきれない 

家族に本人に関りを持ってもらうよう働きかけている 

5割の患者は転院・施設入所となる 

入所施設が限られており施設に入所できない 入所施設が限られており満床で入所できない 

入所施設が少ない 

冬は施設の短期入所が多くなり施設の受け入れがなくなる 

施設入所待ちの期間の家族の対応は様々である 施設入所になると病院にお任せになる人が多い 

施設入所までの期間自宅で介護を頑張る人もいる 

在宅ではサービスを利用することが多い 

最期までの入院を希望する人が多い 
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ズの変化に対応する】と、取り組み困難な内容として

【定期的なカンファレンスの開催が難しい】の12に分類

された。 

さらに【入院時から退院に向けたアセスメントの実

施を目指す】には＜入院時から退院時のゴールを見極

める＞等の4つがあり、【患者・家族の意思決定を支援

する】には＜医師の治療に関する説明が患者・家族に

理解できるよう十分に説明する＞等の3つがあり、【在

宅での看取りに向けて支援する】には＜胃瘻はほとん

ど造設せず看取る方向となる＞等の4つがあった。 

表3 退院支援に対する利用者ニーズへの対応 
分類 小分類 

退院支援の利用者ニーズに対応するうえでの効果的な支援 

患者・家族の希望に沿った

説明・支援を行う 

情報提供をして家族の意思決定を促す 

病棟看護師が患者の思いを聞いて代弁し施設入所までの在宅療養も踏まえて家族とともに考える 

面談により退院に向けた方向性を決める 

介護保険等のパンフレットを見せながらサービスについて説明する 

転院希望、在宅療養希望、施設入所希望それぞれに応じた対応をする 

入院中の安楽な生活・看取

りへの支援を行う 

落ち着いて入院療養できるようにする 

患者が苦痛を感じずに穏やかに過ごし旅立っていけるようなケアにシフトしている 

死亡退院数が年々増加する 

在宅に戻った患者もショートステイで毎月10日ほど入院する 

病棟看護師が主体となって

退院支援を経験することで

支援方法を充実させる 

病棟看護師も面談に同席して話し合う 

事例への退院支援を経験することで支援方法が学べる 

病棟看護師・ケアマネジャーが面談に参加することで入院前の生活状況が把握できる 

地域連携室への依存から在宅に向けた視点へと変化した 

外科系・ターミナルの患者の退院後の生活に向けて早く対応する 

緩和病棟では病棟看護師と訪問看護師が一緒に退院に向けて調整している 

退院支援部署担当者が主に

支援する 

退院支援部署担当者が意思決定支援から全て行う 

病棟看護師に担当してもらいたいが知識に個人差がある 

退院支援部署担当者が病棟を担当して支援する 

MSW、ケアマネジャーに、ケア内容は病棟の看護師に聞くように促す 

退院前カンファレンスを開

催し家族の不安に対処する 

退院前カンファレンスには患者・家族多職種が参加して退院後に向けた助言・退院日の決定を行う 

退院前カンファレンスで退院に向けた指導の日程を決め家族の不安に対処する 

入院中に容態が変わった人は必ず退院前カンファレンスを行う 

多職種参加の定期的な退院支援カンファレンスを開催する 

病棟看護師が在宅療養に向け介護力の判断を行う 

医師と協働し長期入院の患者への退院支援を促す 

退院支援の利用者ニーズに対応するうえでの課題 

医師との連携が難しい 早期より関わり退院に向けて支援したいが医師との連携が難しい 

直接話ができない医師等もおり連携が難しい 

医師間の意思統一が難しい 

医療依存度が高い場合は施

設入所も困難となる 

胃瘻や鼻注の枠が決まっており施設に入れない 

医療依存度が高い場合は療養病床への入院か遠方の老健への入所になる 

老健は3か月で退所となりその後入院となることもある 

施設から入院する高齢者の

退院が困難となる 

施設から入院する高齢者は点滴が必要になると入所できなくなる 

吸引が必要になると施設に戻れない 

老健では3か月を過ぎると戻れなくなるが、1ヶ月以内の延長であれば対応してもらえる 

胃瘻造設しないと決断した患者を受けてもらえる施設もある 

往診医の不足により在宅での看取りは難しい 
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また【病棟における定期的なカンファレンスを開催す

る】には＜毎日のカンファレンスで受け持ち看護師が看

護計画を発表し短時間の検討会を行う＞等の4つがあっ

た。【多職種参加の退院前カンファレンスを開催する】

には＜退院前カンファレンスに地域の開業医の参加を促

す＞等の6つがあり、【院内多職種が協働で退院に向けて

取り組む】には＜患者・家族よりの相談に師長・受け持

ち看護師・MSWが協働で対応する＞等の6つがあった。

【病棟、外来、在宅の多職種が連携し継続的に支援す

る】には＜病棟、外来、在宅がつながっている＞等の7

つがあった。 

そして【院内の退院支援体制の構築に取り組む】には

＜各病棟に退院支援担当者を配置し退院支援推進のコア

メンバーも活動する＞等の4つがあり、【退院支援に関す

る委員会組織の取り組みを充実させる】には＜退院支援

に関する委員会では各部署から一人ずつ参加する＞等の

6つがあった。また【退院支援に関する意識・知識の向

上を図る】には＜看護職は患者の先の人生を共に考える

立場にあることを意識する＞等の5つがあり、【利用者

ニーズの変化に対応する】には＜リハビリ対象者から介

護困難者へと入院のニーズ変化する＞等の4つがあった。

取り組み困難な【定期的なカンファレンスの開催が難し

い】には＜病棟看護師が少なくカンファレンスが開催で

きない＞等の5つがあった（表4）。 

(6)「退院支援研修プログラム」の試案についての意見 

「退院支援研修プログラム」の試案について退院支援

担当の看護職者に説明し、意見を聴き取った。そして示

された内容を意味ごとに分類し、表5に示した。 

その意見は、【訪問看護ステーションでの研修は必要

である】【訪問看護を経験することによりメリットがあ

る】【退院調整室での研修は必要である】の3つに分類さ

れた。 

さらに【訪問看護ステーションでの研修は必要であ

る】には＜訪問看護ステーションでの研修を行った方が

よい＞等の3つがあり、【訪問看護を経験することにより

メリットがある】には＜在宅での生活を知ることで退院

に向けた視点で考えられる＞等の3つがあり、そして

【退院調整室での研修は必要である】には＜退院支援担

当者の支援内容が分かり連携・協働が可能になる＞の2

つがあった（表5）。 

2．A圏域におけるワークショップの開催 

A圏域の退院支援の現状・課題の明確化、看護職者へ

の教育支援の方策の検討のために、圏域の看護職者を対

象としたワークショップを開催した。その内容について

以下に示す。 

1）ワークショップの概要 

2012年11月28日(水)、A圏域の看護職者（医療機関の

看護師、訪問看護師、保健師）を対象に、圏域の医療機

関内の多目的ホールで約2時間のワークショップ研修を

開催し、看護職者25人の参加を得た。 

ワークショップでは、A圏域8施設の退院支援担当の看

護職者へのインタビュー結果より得られたA圏域の退院

支援の現状（上記表1～5）を報告し、「A圏域での退院支

援の課題」、「退院支援研修プログラムの試行」について

意見交換を行った。 

2）退院支援の課題の明確化 

A圏域での退院支援の課題をテーマとして意見交換を

行い、意見を意味内容ごとに分類した結果、意見は【入

院時からの退院支援の取り組みが必要である】【多職種

による連携が重要である】【病棟看護師の知識・意識の

向上が重要である】の3つに分類された。 

さらに【入院時からの退院支援の取り組みが必要であ

る】には＜入院前の情報提供をもとに入院早期より退院

の目途を立て退院支援に取り組む必要がある＞等の9つ

があり、【多職種による連携が重要である】には＜患

者・家族の望みを聞きケアマネジャーと連携してサービ

ス利用を検討する＞等が10あり、【病棟看護師の知識・

意識の向上が重要である】には＜退院支援が不可欠な病

院では病棟看護師の情報収集・アセスメント・展開能力

を向上させることが大事である＞等の3つがあった（表

6）。 

3）「退院支援研修プログラム」試案への意見 

「退院支援研修プログラム」の試行の可能性について

の意見として、訪問看護師より「訪問看護ステーション

としては1日程度ということであれば実際に研修をやっ

てもらえることは有難い」との意見があり、病棟看護師

より「患者が自宅へ帰った時にどういう状態かがよく分

かるので訪問看護の研修はあったほうがよい」等の意見

があり賛同が得られた。 
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表4 自施設の退院支援の充実に向けた取り組み 
分類 小分類 

退院支援の充実に向けた取り組み内容 

入院時から退院に向けたアセ
スメントの実施を目指す 

入院時から退院時のゴールを見極める 

スクリーニングシートを活用し入院時から退院に向けた支援を意識づける 

退院に向けて同じようなアセスメントができるように病棟スタッフへの教育をする 

看護師は入院時から退院について考えるが療養計画書の退院の期限は見直されない 

患者・家族の意思決定を支援
する 

医師の治療に関する説明が患者・家族に理解できるよう十分に説明する 

患者・家族が言いたいことを言える関係になる 

病棟で意思決定支援に取り組めるとよい 

在宅での看取りに向けて支援
する 

胃瘻はほとんど造設せず看取る方向となる 

在宅での看取りに向けた症状コントロールができている 

退院後は医師が往診し訪問看護師が関わり在宅で難しくなると入院し病棟で関わる 

緩和ケアは認定看護師が関わり往診にも行く 

病棟における定期的なカン
ファレンスを開催する 

毎日のカンファレンスで受け持ち看護師が看護計画を発表し短時間の検討会を行う 

病状の変化がない患者でもカンファレンスを行い看護計画の評価を行う 

看護助手より生活上の情報を得る 

患者のできるところを評価すると患者とのコンタクトがとれてよい 

多職種参加の退院前カンファ
レンスを開催する 

退院前カンファレンスに地域の開業医の参加を促す 

患者・家族の安心のため地域の専門職との話し合いの機会をもつ 

多職種参加の退院前カンファレンスの開催に向けて段階を踏んで準備する 

入院時・半年に1回多職種参加の面談を行い家族に意向確認をする 

退院促進のための多職種参加のカンファレンスは必要時開催される 

施設の担当者や訪問看護師が病棟に来て治療・ケアの実際を把握しその継続を図る 

院内多職種が協働で退院に向
けて取り組む 

患者・家族よりの相談に師長・受け持ち看護師・MSWが協働で対応する 

リハビリスタッフと連携してリハビリ内容をケアに生かす 

病棟に退院支援者が配置され医師・PSWも含めたチームで取り組む 

多職種間で融通が利くことがメリットである 

栄養面は栄養士が薬は薬剤師が説明し多職種が関わっている 

誤嚥性肺炎の場合嚥下パスによる嚥下訓練や、歯科医・歯科衛生士による口腔ケアも行う 

病棟、外来、在宅の多職種が
連携し継続的に支援する 

病棟、外来、在宅がつながっている 

退院後の生活への支援としてケアマネジャーと連携しケアプランを立ててもらう 

外来看護師との連携はあまりないが病棟と外来との壁はない 

病棟看護師も退院前訪問を行う 

退院促進事業による支援を行う 

合併症を持つ患者は他院に転院しても自施設に戻ってから退院に向けて支援する 

合併症のある患者は施設入所に向けて支援する 

院内の退院支援体制の構築に
取り組む 

各病棟に退院支援担当者を配置し退院支援推進のコアメンバーも活動する 

病棟の退院支援担当者の役割を明確にし病棟主体で取り組む  

退院支援部門中心から病棟主体の退院支援に移行する 

退院支援担当者が交代しても発展させていけるベースを作る 

退院支援に関する委員会組織
の取り組みを充実させる 

退院支援に関する委員会では各部署から一人ずつ参加する 

地域の多職種参加の連携会議の企画・運営を担う 

退院支援に関する委員会において事例検討を行う 

院内の看護職を対象とした退院支援の事例検討会を企画・開催する 

地域の連携会議で多職種によるケア内容の検討・共有を図る 

今行っている退院支援の取り組みを充実させる 

退院支援に関する意識・知識
の向上を図る 

看護職は患者の先の人生を共に考える立場にあることを意識する 

患者・家族への支援は点でなく線・サークルとなって継続されることを意識する 

患者の退院の可能性を意識して支援する 

看護師は院外の研修には参加できている 

退院支援の事例検討や院内スタッフ・委員会メンバーを対象にした学習会を行う 

利用者ニーズの変化に対応す
る 

リハビリ対象者から介護困難者へと入院のニーズ変化する 

地域に求められて医療依存度や介護度の高い人を受け入れる 

医療区分で重症の患者の入院を増やす 

外来患者・入院患者も増加し病床管理が求められる 

取り組み困難な内容 

定期的なカンファレンスの開
催が難しい 

病棟看護師が少なくカンファレンスが開催できない 

カンファレンスの開催は定期的に決めていないとできない 

医師と退院に向けた検討ができない 

医師も参加するケースカンファレンスが朝に開催できればよい 

多職種参加のカンファレンスの開催は難しい 
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Ⅴ．考察 

本研究では、圏域を利用者の安心した療養生活を保障

するために多職種間の連携が可能な区域と捉えた。そし

てモデルとしたA圏域の看護職者が捉える医療サービス

利用者の退院支援のニーズ、自施設での退院支援の充実

に向けた取り組み等を聴き取り、それらをワークショッ

プで共有し、A圏域の退院支援の課題を検討した。それ

らの結果よりA圏域の退院支援の課題を明確にし、その

課題解決に向け利用者ニーズを基盤とした退院支援の質

向上に向けた看護職者の人材育成の方策を検討する。 

表5 退院支援研修プログラムについての意見 

分類 小分類 

訪問看護ステーションでの研修は必要である 訪問看護ステーションでの研修を行った方がよい 

訪問看護の経験のない人への訪問看護研修を復活させるとよい 

訪問看護ステーションでの研修が短期間ならよい 

訪問看護を経験することによりメリットがある 在宅での生活を知ることで退院に向けた視点で考えられる 

看護師のモチベーションが上がり自信になる 

在宅の様子を見ると在宅生活の印象が変わる 

退院支援担当部署での研修は必要である 退院支援担当者の支援内容が分かり連携・協働が可能になる 

退院支援を担当する上でも研修は必要である 

 

表6 A圏域の退院支援の課題 

分類 小分類 

入院時からの退院支援の取

り組みが必要である 

入院前の情報提供をもとに入院早期より退院の目途を立て退院支援に取り組む必要がある 

入院時からの退院に向けた取り組みや連携が必要となる 

地域の多職種とも連携がとれているが一旦入院すると在宅復帰が難しい 

地域の専門職と協働して家族の不安に対応できる調整力が必要である 

入院患者の運動レベルは入院前より低下するので家族への関わり等の退院支援が必要となる 

施設より入院した患者の退院を、多職種と連携し、地域の課題として考えていく必要がある 

高齢化が進み施設入所も難しくなるのでケアマネジャーの入院時早期からの調整が必要となる 

施設から入院の患者は入院時から多職種が連携して施設に戻れるよう支援する必要がある 

多職種による連携が重要で

ある 

患者・家族の望みを聞きケアマネジャーと連携してサービス利用を検討する 

利用者を中心とした病院、施設の連携、顔が見える関わりが重要である 

長期入院の患者は社会生活に多くの不安があり病院・保健所・行政も含めた多職種チームによる支

援が必要となる 

多職種による詳細な情報共有が必要である 

地域の多職種がカンファレンスを行い調整できた患者の再入院は少なくなる 

サマリーに統一した書式も必要ではあるが退院前カンファレンス等での顔の見える連携が大切である 

地域の連携会議で作成した共有シートを病棟の退院支援・多施設との連携に活用できればよい 

病院間の連携に向けて積極的に情報をキャッチして関係を構築する 

訪問看護師が患者の退院後の生活を病棟看護師と退院調整看護師に報告する 

退院調整看護師、病棟看護師ともに豊富な経験により退院後を見据えた支援・多職種との連携がと

れる 

病棟看護師の知識・意識の

向上が重要である 

退院支援が不可欠な病院では病棟看護師の情報収集・アセスメント・展開能力を向上させることが

大事である 

意思決定支援や退院における専門的な指導を病棟看護師が主体となってできるよう意識の向上から

取り組む必要がある 

病棟看護師の意識の向上に向けて退院支援担当者が支持できるとよい 
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1．A圏域の退院支援の課題の明確化 

1）看護職者が捉えた利用者の退院支援のニーズ 

A圏域の高齢化率は30％以上であり、入院患者にも独

居高齢者や高齢者世帯が多いことにより、【患者は自宅

に帰りたい思いが強いが難しい状況がある】と示される

ように、老々介護における介護力の問題で在宅療養が難

しい場合が多くある（表2より）。そのような状況下で

【入所施設が限られており施設に入所できない】等施設

入所も難しく、医療依存度が高い場合の施設入所の困難

さも示されており、入院患者の退院先は約5割が在宅療

養への移行となっている現状がある。そのため独居や老

老介護の状況で医療処置が必要であっても、在宅療養が

できるよう支援体制を整備することが求められている。

看護職者の患者のニーズへの対応として【患者・家族の

希望に沿った説明・支援を行う】等があり、家族の不安

への対応として【退院前カンファレンスを開催し家族の

不安に対処する】等が示された。退院支援においては、

患者・家族が退院後の生活の場を意思決定できるように

必要な情報を提供しながら伴走することが必要であるが

（山田，2010）、A圏域の看護職者も患者・家族の意向に

沿った退院後の生活に向けた支援や、在宅療養での不安

を軽減するための支援を行っていた。また、意思決定に

沿った退院支援では、医療処置が必要な状態を作ってか

ら退院可能な場を探すのではなく退院後の生活の場に合

わせて治療方針を決定していくというプロセスへの転換

が求められている（山田，2010）が、A圏域では医師と

の連携の難しさが課題として示されており、医師も含め

た多職種参加のカンファレンスを開催し、治療方針・退

院時目標を共有し、多職種の協働による支援を行う体制

を整備する必要があると考える。 

2）A圏域の退院支援の課題 

(1)退院支援の充実に向けた取り組みから把握された退院

支援の課題 

筆者は先行研究により、退院支援の発展に向けた方策

として「退院後の生活を視野に入れた入院時アセスメン

トの実施」「退院後の生活のための多職種参加のカン

ファレンスの企画・開催」「退院後の療養生活把握のた

めの取り組みの実施（家庭訪問・外来との連携・地域の

専門職との連携）」「退院支援に対する看護師の意識の把

握・意見交換の実施」「看護職者の意識改革に向けた教

育支援の実施」「病棟内での退院支援の組織的体制の構

築」「医療機関全体の退院支援の組織的体制の構築」の7

つがあり、これらの方策を活用して取り組むことは、退

院支援の質向上に向けて効果的であることを検証した

（藤澤，2013）。本研究でのA圏域の退院支援の充実に向

けた取り組み（表4より）を上記の方策と照合してみる

と、「退院後の生活のための多職種参加のカンファレン

スの企画・開催」の方策では【定期的なカンファレンス

の企画・開催が難しい】があり、「病棟内での退院支援

の組織的体制の構築」「医療機関全体の退院支援の組織

的体制の構築」の方策では【院内の退院支援体制の構築

に取り組む】等があり、また「看護職者の意識改革に向

けた教育支援の実施」は【退院支援に関する知識・意識

の向上を図る】にあるように必要性が理解され取り組み

始めた段階といえる。また「退院後の生活を視野に入れ

た入院時アセスメントの実施」では【入院時から退院に

向けたアセスメントの実施を目指す】等意識付けや教育

が必要な段階であり、「退院後の療養生活把握のための

取り組みの実施」の方策については取り組みに含まれて

いなかった。 

そこでA圏域の退院支援の取り組みとして「退院後の

生活を視野に入れた入院時アセスメントの実施」「退院

後の療養生活状況把握のための取り組みの実施」「看護

職者の意識改革に向けた教育支援の実施」が必要であり、

それらが退院支援の課題であると考える。 

(2)看護職者の検討による退院支援の課題 

A圏域のワークショップで検討された退院支援の課題

は、①入院時からの退院支援の取り組みが必要である、

②多職種による連携が重要である、③病棟看護師の知

識・意識の向上が重要である、の3点であった（表6よ

り）。①の課題に関しては、患者の意向を実現すること

も難しく、施設入所も困難な状況にある中で、入院時早

期から入院前の生活を把握し、退院後の生活を視野に入

れて、退院の目途を立てて多職種が協働で支援を行うこ

とが重要になると考えられたといえる。②では、在宅で

の療養生活を保障するためには、患者・家族を中心とし

た院内多職種、地域の専門職の連携が不可欠となる。実

際に各医療機関では多職種の円滑な連携に向けて、地域

の多職種で考案した共通の情報収集シートの活用を促進

するなどの取り組みが進められており、医療圏全体の看
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護職者のネットワーク、多職種間のネットワークの必要

性が示された。そして、③病棟看護師の知識・意識の向

上では、退院支援担当部署に依頼するだけでなく、病棟

看護師が主体となって退院支援を進めることや、アセス

メント能力や支援方法の向上を目指す必要性が示され、

各医療機関における退院支援の質向上に向けた人材育成

の方策の必要性が示唆された。 

したがって上記(1)(2)よりA圏域の退院支援の課題は、

①退院後の生活を視野に入れた入院時からの退院支援の

取り組みが必要、②多職種による連携が重要、③看護職

者の意識改革に向けた教育支援が必要、④退院後の療養

生活状況把握が必要、の4点であると考える。 

2．利用者ニーズに対応できる看護職者育成のための人

材育成の方策の検討 

筆者が看護職者に提案した「退院支援研修プログラ

ム」試案は講義・ワークショップ、訪問看護ステーショ

ンでの実地研修、退院支援担当部署での実地研修、退院

支援の取り組み・事例検討、リフレクションを含み、入

院時から計画的支援が実践できる看護職者を育成するた

めの教育プログラムである。その試行がA圏域の退院支

援の課題解決につながるかを検討すると、講義は退院支

援の基礎知識として退院支援の意義・役割、医療・介護

福祉制度と社会資源、退院支援プロセス・多職種連携等

の知識習得が可能となり、ワークショップでは退院支援

の現状と課題を客観的に捉える機会となる。そして訪問

看護ステーションでの同行訪問の研修では、患者・家族

の退院後の生活状況の把握の機会となり、自身の退院支

援を振り返る機会ともなる。そして訪問看護の役割・機

能の理解にもつながると同時に、意識の向上につながる

と考える。また退院支援担当部署での研修により、退院

支援の必要性の理解や多職種との連携方法、社会資源の

活用方法等が修得できる。そして実地研修ののち実際に

退院支援に取り組み・事例検討を行うことで、退院支援

のプロセスや多職種連携の実践能力が修得できる。そし

てリフレクションの機会をもち支援内容を省察すること

によって、利用者ニーズを基盤とした退院支援の必要性

と看護職者の役割が提言できると考える。したがって

「退院支援研修プログラム」の試行によりA圏域の4点の

退院支援の課題解決に効果的であると考える。 

Ⅵ．まとめ 

A圏域の退院支援の課題として、①退院後の生活を視

野に入れた入院時からの退院支援の取り組みが必要、②

多職種による連携が重要、③看護職者の意識改革に向け

た教育支援が必要、④退院後の療養生活状況把握が必要、

の4点であると考える。今後はA圏域のモデル医療機関に

おいて「退院支援研修プログラム」を試行し、圏域の退

院支援の課題解決に「退院支援研修プログラム」の施行

が有効であるかどうかを検証し、改善点も考慮しながら

利用者ニーズを基盤とした退院支援の質向上に向けた人

材育成モデルの開発を目指す。 
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The Development for the Model of Human Resource Cultivation for Improving the Quality of  
Discharge Support which is Based on User’s Needs Part1: Clarify Measures for Solving Issues of  

Discharge Support and the Model of Human Resource of Discharge Support 
 

Makoto Fujisawa, Yuriko Kuroe, Megumi Harada and Tomoko Takahashi 

 

Community-based Fundamental Nursing, Gifu College of Nursing 

 

Abstract 

The purpose of this study was to identify issues that affect discharge planning at health care facilities in hospital 
region A (hereafter, region A) to establish strategies for training nurses to fulfill the discharge planning needs of health care 
users. The study results will hopefully ensure streamlined implementation of interventions that will assist these users to 
lead a satisfactory life during recuperation after discharge from a hospital. 

Interview surveys were conducted with nurses at eight health care facilities in region A to analyze (a) users’ needs 
during discharge as perceived by nurses, (b) response to those needs, and (c) efforts undertaken by each facility to ensure 
satisfactory discharge planning. Survey results were presented at a workshop to identify the issues with discharge planning 
in the region and to implement various educational strategies on the basis of identified issues.  

Many inpatients at the surveyed health care facilities were elderly. Thus, it was difficult for them to receive care at 
home because they either lived alone or with an elderly partner. Suggested strategies to meet the users’ needs included 
“explaining the situation and providing assistance according to the wishes of the patient and the family” and “holding 
regular interdisciplinary conferences regarding discharge planning.” 

Efforts undertaken by each facility to ensure satisfactory discharge planning included “attempting to conduct 
assessments at admission for discharge planning,” “having hospital staff collaborate across disciplines to work toward 
discharge,” and “working to improve awareness and knowledge relating to discharge planning.” Through discussions 
involving workshop participants, the need for “a strategy for discharge planning on admission,” “interdisciplinary 
collaboration,” and “improved knowledge and awareness of ward nurses” were identified as the issues with discharge 
planning in the region. 

To resolve the issues with discharge planning in region A, facilities must perform the following: conduct 
assessments on admission taking into consideration the patient’s life after discharge, understand the patient’s condition 
during recuperation after discharge, and provide educational support to nurses to improve their awareness of these issues. 
In future, a trial run of a training program for discharge planning will be conducted with the goal of developing an 
educational program for nurses that would improve the quality of discharge planning based on the users’ needs. The 
training program will be designed to train nurses to systematically support patients from the time of admission and will 
include lectures, workshops, practical training at home nursing stations and the department in charge of discharge planning, 
study of discharge planning strategies and examples, and reflection. 
 

Keywords: discharge planning, users’ needs, professional development 
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医療療養病床における看護活動の現状と課題および教育支援のあり方 
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Present Conditions and Problems of Nursing Care Activities at Long-term Care wards, 
and The Way of Education Support 

 

Naomi Furukawa1), Keiko Tsuboi2), Eri Asai1), Rika Usami1), Minako Okumura1), 

Mika Umezu1), Naoko Kitamura1), Masae Tamura1), Sayuri Furuta3) and Sachiko Ono4) 

 

 

要旨 

本研究の目的は、A県における医療保険適用の療養病床（以下、医療療養病床）の看護活動の現状と課題を明らか

にし、教育支援のあり方を検討することである。 

A県全ての医療療養病床51施設のうち、調査の了承を得られた48施設の看護職を対象に、平成19年から21年にかけ

て、面接及び自記式質問紙調査を実施した。調査内容は、対象の属性、施設の背景、利用者の背景、看護活動であ

り、看護活動については、45項目の看護行為のうち、「日常的に実践している看護行為」「大切だと思う看護行為」

「より充実（良く）したい看護行為」を多肢選択法で回答を求めた。 

医療療養病床に勤務する462名の看護職の回答を分析した結果、「日常的に実践している看護行為」では、『食事の

援助』、『吸引・吸入など』、『体位変換』、『病状観察、情報収集』、『歯磨き・口腔清拭』、『排泄の援助』が上位の項

目であり、日常生活の援助に看護職は多く関わっていた。 

「大切だと思う看護行為」では、『家族との連携・家族支援』、『療養指導・相談』、『社会資源の活用などの調整・

介護機器アドバイス』、『生活場面での機能訓練』、『生活のリズムの把握・調整』、『死の看取り』などが上位の項目

であった。 

「より充実（良く）したい看護行為」では、『緊急時の対応や指示』、『感染症の予防・処置』、『病状観察・情報収

集』、『療養指導・相談』、『歯磨き・口腔清拭』、『家族との連携・家族支援』、『入所時の看護記録、問題リスト、看

護計画、経過記録、体温表、サマリー』、『カンファレンス』が上位の項目に挙げられた。 

看護職への教育支援として、大切だと思う看護行為や、より充実したい看護行為の項目に焦点をあてるなど、研

修内容の工夫が必要である。また、多職種間での情報共有や連携の強化も示唆されたことから、情報共有や他職種

との関係作りについて経験的に学ぶなど研修方法の工夫も必要である。 

 

キーワード：医療保険適用の療養病床、看護活動、教育支援 
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Ⅰ．はじめに 

2000（平成12）年の公的介護保険制度施行時に、療養

型病床群は介護保険適用の療養病床（以下、介護療養病

床とする）と医療保険適用の療養病床（以下、医療療養

病床とする）に分かれ、2001（平成13）年の第4次医療

法改正において、療養病床が創設された。しかし、2005

（平成17）年度の慢性期入院医療実態調査において、医

療療養病床と介護療養病床で提供されているサービス内

容には大差なく、医療療養病床には医療の必要性が必ず

しも高くない患者が長期入院している現状が指摘され、

平成23年度末までに療養病床が再編成されることになっ

た。 

療養病床の再編成では、医療の必要性が高い高齢者に

対しては、医療療養病床において必要な医療サービスを

提供し、医療サービスの必要性が低い高齢者に対しては、

療養病床を、より居住環境の良い老人保健施設等に転換

して対応する方針が出された。つまり、医療療養病床を

25万床から15万床に削減し、介護療養病床を廃止する方

針が出されたのである（厚生労働省，2007）。そして、

2006（平成18）年度診療報酬改定において、医療療養病

床における医療の必要性の低い患者の診療報酬の評価が

引き下げられ、医療区分、ADL区分に基づく患者分類を

用いた評価が導入された（平成22年の診療報酬改定にお

いて療養病棟入院基本料の見直しがされた）。それによ

り、病院の収益を上げるのであれば、医療区分やADL区

分の高い患者、すなわち医療の必要性が高く、日常生活

上の援助を必要とする高齢者を受け入れなければならな

いことになった。また、一般病床では在院日数短縮化を

図っていることもあるため、後方病院である医療療養病

床が、医療の必要性の高い高齢患者を受け入れている現

状があることも推察される。このような入院患者の変化

が考えられるが、医療法に基づく療養病床の看護職の人

員配置基準は4：1であり、決して多くはない。人員が十

分でない中、医療療養病床に勤務する看護職には、身体

機能が低下している等高齢者の特性を踏まえた、質の高

い看護実践が求められている。 

看護系大学の教員の役割の一つに看護職への支援が挙

げられる。筆者らはこれまで、高齢者ケア施設における

看護活動の充実をめざした教育支援として、看護実践研

究指導事業を実施してきた（小野，2003；小野，2004；

坪井，2006；坪井，2009）。この事業は、教員がA県内5

圏域の全施設に、個別訪問面接研修を行い、その結果か

ら圏域ごとに共通する看護活動上の課題を見出し、それ

をテーマにワークショップを実施するものである。 

個別訪問面接研修では、調査票を使用して各施設の看

護職1～数名に面接を行い、面接ができなかった看護職

には調査票への回答・返送を依頼し、施設に勤務する全

看護職の回答から看護活動上の課題を見出した。そして、

ワークショップでは、個別訪問面接研修の結果をまとめ、

報告し、調査票の質問の一つである「より充実（良く）

したい看護行為」の回答として上位に挙げられた内容を

テーマにしてグループ討議を行った。ワークショップ終

了後には自施設の看護活動の一助となるように、討議内

容をまとめ参加施設に送付した。事業は、平成13年度よ

り、介護保険施設である介護老人福祉施設（特別養護老

人ホーム、以下特養と記す）及び介護老人保健施設を対

象に実施してきたが、平成19年度からは、療養病床再編

成の影響を受けている医療療養病床を対象とし、医療制

度の変革の中で看護活動を行っている看護職の支援を

行った。事業は圏域ごとに実施し、個別訪問面接研修の

結果も圏域別にまとめたため、A県における医療療養病

床の看護活動の全容として整理していない。また、医療

療養病床における看護活動や課題については、医療療養

病床と介護療養病床の区分が明確になった後の看護業務

の実態調査（横島，2003；横島，2004）や、平成18年度

の療養病床再編成の方針が出された後の看護業務の変化

の実態調査がされている（益，2010a；益，2010b）もの

の、施設に勤務する全看護職の、看護活動に対する認識

を詳細に捉えたものはない。平成23年度末とされていた

療養病床の転換は進まず、平成29年度末まで転換期限は

猶予されている現状があり、施設としての方針が定まら

ない中、看護活動に取り組んでいる看護職への更なる支

援に向けて、医療療養病床における看護活動の現状と課

題を明らかにして、教育支援を検討することは意義があ

るであろう。 

そこで、本研究では、A県における医療療養病床の看

護活動の現状と課題を明らかにした上で教育支援のあり

方を検討することを目的とする。 
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Ⅱ．方法 

1．対象 

A県の医療療養病床を有する病院51施設のうち、調査

の了承を得られた48施設に勤務する看護職である。 

2．調査方法 

上記施設の看護職を対象に個別訪問による面接を実施

した。訪問当日面接可能な看護職には調査票を配布して

設問毎に説明し回答を得た。可能な限り多くの看護職と

面接し、看護活動の実態と認識を把握したいと考えたが、

各施設とも看護職全員の面接は困難であったため、面接

できなかった看護職には、面接した看護職から、面接で

用いた調査票及び返信用封筒の配布・回答要領の説明を

してもらい、文書にて調査票への記入・返送を依頼した。 

3．調査内容 

対象の属性として、年齢、性別、所有資格、職位、現

職場での経験年数、通算経験年数を、施設の背景として、

設置主体、設置年、定床数、併設の施設・サービス、看

護職の雇用形態などを、利用者の背景として、年齢、性

別、認知症の有無と程度、要介護度、外出・外泊状況、

面会状況をたずねた。施設の背景、利用者の背景につい

ては、各施設の看護の代表者に記入を依頼した。 

看護活動は、45項目の看護行為に対して、「日常的に

実践している看護行為」、「大切だと思う看護行為」、「よ

り充実（良く）したい看護行為」を多肢選択法で回答を

求めた。45項目の看護行為は、調査票作成時に最初に対

象施設とした特養（平成13年度～17年度に調査を実施）

の看護活動を明示した文献を見出すことができなかった

ため、特養が生活の場としての機能をもつことから訪問

看護実態調査（厚生省大臣官房統計情報部，1998）を参

考に設定したもので、当初は44項目であった。調査を重

ねる中で改訂を行い、医療療養病床での調査では、【療

養上の世話】22項目、【医療的な処置】16項目、【記録・

報告・連携】7項目の総計45項目を設定した。 

4．調査時期 

平成19年6月～8月、平成20年6月～7月、平成21年 

7月～8月。 

5．分析方法 

回答は、平成19年度は面接19名、質問紙返送184名、

平成20年度は面接16名、質問紙返送129名、平成21年度

は面接18名、質問紙返送161名の、計527名より得られた。

その内、調査内容の看護活動として焦点をあてた「日常

的に実践している看護行為」、「大切だと思う看護行為」、

「より充実（良く）したい看護行為」及び属性に回答し

た医療療養病床に勤務する462名の看護職を分析対象に、

対象の属性、施設の背景、利用者の背景は各々単純集計

し、看護活動は、各々単純集計するとともに、上位10位

を整理し、それらの傾向をみた。 

6．倫理的配慮 

施設長に電話及び文書にて、調査の趣旨・方法および

回答内容は施設名と個人が特定されないよう記号化・集

計すること等を説明して了解を得た。次に、施設長より

看護職を紹介してもらい、同様に看護職に電話で説明し

て了解を得、訪問面接日として看護業務上、支障のない

日時の調整をした。また、訪問当日、再度文書と口頭で

面接の趣旨・方法および答えたくない項目の拒否の保障

等を説明して了解を得た。当日面接できなかった看護職

については、回答の返送をもって同意を得たこととした。

なお本研究は、A県内5圏域を3か年にわたって行う事業

として、平成19年度に岐阜県立看護大学研究倫理審査部

会の承認（通知番号1932）を得ている。 

Ⅲ．結果 

1．対象者の属性 

表1に示すように、年齢は20歳代～70歳代と幅広く、

40歳代が最も多く約3割であった。性別は女性が多く、

男性は少数であった。所有資格では、看護師と准看護師

の占める割合はほぼ同数であった。職位は、看護スタッ

フが約8割であった。現職場での経験年数は、1年以上3

年未満が最も多く、平均は7.8（±4.9）年であった。通

算経験年数は、5年未満が約1割、20年以上が約4割で

あった。 

2．施設の背景 

表2に示すように、設置主体は、約6割が医療法人で

あった。定床数としては、50床未満が約6割であった。

併設施設・サービスでは、約7割が病院、6割弱が居宅介

護支援事業所、4割強が訪問看護ステーションであった。

看護職の雇用形態は、専任看護師のみの施設はなく、6

割の施設が、パートの看護師やパートの准看護師を雇用

していた。 
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3．利用者の背景 

表3に示すように、利用者の年齢は、75歳以上が約7割

を占めていた。認知症の有無と程度については、把握で

きた人数は500名ではあるが、そのうち約8割以上が認知

症を有し、約3割は重度の認知症を有していた。医療療

養病床は介護保険の適用ではないが、要介護度について

は771名把握でき、そのうち要介護4以上が約7割を占め

た。外出・外泊については、ほとんどない者が8割強で

あり、定期的に面会のある者は、5割弱であった。 

4．医療療養病床の看護職が日常的に実践している看護

行為 

日常的に実践している看護行為については表4に示す。

上位10位までの項目は、【療養上の世話】において7項目

あり、最も多く日常的に実践されている看護行為は『食

事の援助』で、約9割であった。次いで多く実践されて

いる看護行為は、【医療的な処置】の『吸引・吸入な

ど』で、約9割であった。 

【療養上の世話】において、8割以上の看護職が日常的

に実践していると回答した看護行為は、『病状観察・情

報収集』、『服薬管理』、『食事の援助』、『歯磨き・口腔清

拭』、『清潔の援助：入浴介助』、『清潔の援助：清拭』、

『整容・衣服の着脱の援助』、『排泄の援助：おむつ交

換』、『排泄の援助：トイレ誘導・介助』、『体位変換』で

あった。5割未満の看護行為は『療養指導・相談（本

人・家族）』、『社会資源の活用などの調整・介護機器ア

ドバイス』、『生活場面での機能訓練』、『アクティビティ

ケア・余暇活動支援』であった。 

【医療的な処置】において、8割以上の看護職が日常的

に実践していると回答した看護行為は、『点滴の管理』、

『経管栄養』、『褥瘡の処置』、『吸引・吸入など』、『浣

腸・摘便』であった。『透析』、『レスピレーター(人工呼

吸器)の管理』については、2割に満たなかった。 

【記録・連携】においては、『入所時の看護記録、問題

リスト、看護計画、経過記録、体温表、サマリー』が8

割弱で最も多く、『施設外の保健医療福祉従事者との連

携』は2割弱と少なかった。 

5．医療療養病床の看護職が大切だと思う看護行為 

大切だと思う看護行為についても表4に示す。全項目

において4割～6割の看護職が回答していたが、最も多く

回答されていたのは、【記録・連携】の『家族との連

携・家族支援』で68.7％であった。次いで、【療養上の

世話】の『死の看取り』が66.9％、『療養指導・相談

（本人・家族）』が65.8％であった。他の上位10位までの

項目は、【療養上の世話】の『環境整備』、『療養指導・

相談（本人・家族）』、『社会資源の活用などの調整・介

護機器アドバイス』、『生活のリズムの把握・調整』、『緊

急時の対応や指示』、『生活場面での機能訓練』、【記録・

連携】の『カンファレンス』、『看護師間・介護者との申

し送り・連絡』で、6割の看護職が回答していた。 

表1 対象者の属性 
    n=462

属性 人数 ％ 

年齢   

20歳代 56 12.1%

30歳代 123 26.6%

40歳代 146 31.6%

50歳代 109 23.6%

60歳代 12 2.6%

70歳代 6 1.3%

無回答 10 2.2%

性別   

女性 452 97.8%

男性 9 1.9%

無回答 1 0.2%

所有資格   

看護師 230 49.8%

准看護師 228 49.4%

無回答 4 0.9%

職位   

管理職 76 16.5%

看護スタッフ 375 81.2%

その他 4 0.9%

無回答 7 1.5%

現職場での経

験年数 

  

1年未満 82 17.7%

1年以上3年未満 118 25.5%

3年以上5年未満 86 18.6%

5年以上7年未満 97 21.0%

7年以上10年未満 38 8.2%

10年以上20年未満 14 3.0%

20年以上30年未満 10 2.2%

無回答 17 3.7%

通算経験年数   

1年未満 9 1.9%

1年以上3年未満 15 3.2%

3年以上5年未満 29 6.3%

5年以上7年未満 59 12.8%

7年以上10年未満 78 16.9%

10年以上20年未満 74 16.0%

20年以上30年未満 135 29.2%

30年以上40年未満 46 10.0%

40年以上 10 2.2%

無回答 7 1.5%
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6．医療療養病床の看護職がより充実（良く）したい看

護行為 

より充実（良く）したい看護行為についても表4に示

す。最も多く回答されていたのは、【療養上の世話】の

『感染症の予防・処置』で40.1％であった。次いで、【記

録・連携】の『入所時の看護記録、問題リスト、看護計

画、経過記録、体温表、サマリー』で39.3％であった。

他の上位10位までの項目は、【療養上の世話】の『病状

観察・情報収集』、『療養指導・相談（本人・家族）』、

『緊急時の対応や指示』、『歯磨き・口腔清拭』、【医療的

な処置】の『褥瘡の処置』、【記録・連携】の『カンファ

レンス』、『看護師間・介護者との申し送り・連絡』、『家

族との連携・家族支援』であった。 

Ⅳ．考察 

1．医療療養病床の看護職が日常的に実践している看護

行為、大切だと思う看護行為、より充実（良く）し

たい看護行為の現状からみた課題 

医療療養病床の看護職が「日常的に実践している看護

行為」について上位の項目を見ると、【療養上の世話】

の『食事の援助』や『排泄の援助』、『歯磨き・口腔清

拭』といった頻度の高い生活行為に日常的に関与してい

ることがわかる。介護保険施設と比べ介護職が少ないた

め、【療養上の世話】に看護職も関わる必要がある（横

島，2003）が、ADL区分や医療区分の高さにより、介護

職だけでは実施が困難であることや、患者に安全なケア 

表2 施設の背景 n=48 
項目 施設数 ％ 

設置主体   

 医療法人 30 62.5%

 協同組合 3 6.3%

 広域連合 0 0.0%

 市立・町立 9 18.8%

 その他 6 12.5%

設置年  

 1980年以前 4 8.3%

 1980年代 1 2.1%

 1990年代 12 25.0%

 2000-2004年 22 45.8%

 2005年以降 7 14.6%

 無回答 2 4.2%

定床数  

 50床未満 29 60.4%

 50-69床 14 29.2%

 70-89床 2 4.2%

 90-109床 1 2.1%

 110床以上 1 2.1%

 無回答 1 2.1%

併設の施設・サービス（複数回答）  

 居宅介護支援事業所 27 56.3%

 ケアハウス 2 4.2%

 グループホーム 5 10.4%

 特別養護老人ホーム 6 12.5%

 訪問看護ステーション 21 43.8%

 老人保健施設 11 22.9%

 病院 33 68.8%

 その他の施設 7 14.6%

 通所リハビリテーション 17 35.4%

 通所介護 0 0.0%

看護職の雇用形態  

 専任看護師 0 0.0%

 専任看護師＋専任准看護師 12 25.0%

 専任看護師＋専任とパート准看護師 6 12.5%

 専任とパート看護師＋専任とパート准看護師 18 37.5%

 専任とパート看護師＋専任准看護師 5 10.4%

 専任とパート准看護師 0 0.0%

 専任准看護師 0 0.0%

 パート准看護師 0 0.0%

 その他 7 14.6%

 無回答 0 0.0%

 

表3 利用者の背景 
項目 人数 ％ 

年齢    n=1884  

 65歳未満 173 9.2%

 65歳以上～75歳未満 324 17.2%

 75歳以上～85歳未満 694 36.8%

 85歳以上～90歳未満 384 20.4%

 90歳以上～95歳未満 219 11.6%

 95歳以上～100歳未満 81 4.3%

 100歳以上 9 0.5%

性別  n=1884  

 女性 1153 61.2%

 男性 731 38.8%

認知症の有無と程度 n=500  

 認知症なし 83 16.6%

 軽度 122 24.4%

 中等度 144 28.8%

 重度 151 30.2%

要介護度  n=771  

 要支援 0 0.0%

 要支援1 8 1.0%

 要支援 2 22 2.9%

 要介護 1 34 4.4%

 要介護 2 71 9.2%

 要介護 3 93 12.1%

 要介護 4 158 20.5%

 要介護 5 385 49.9%

外出・外泊状況 n=1391  

 定期的にあり 45 3.2%

 不定期にあり 125 9.0%

 ほとんどなし 1180 84.8%

 不明 41 2.9%

面会状況  n=1283  

 定期的にあり 602 46.9%

 不定期にあり 509 39.7%

 ほとんどなし 157 12.2%

 不明 15 1.2%
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表4 日常的に実践している看護行為・大切だと思う看護行為・より充実（良く）したい看護行為 

看護行為 

日常的に実践している 
看護行為 

大切だと思う看護行為  
より充実(良く)したい 

看護行為 

    n=453     n=447      n=387 

順位 人数 ％ 順位 人数 ％  順位 人数 ％ 

【
療
養
上
の
世
話
】 

病状観察・情報収集 5 401 88.5% 12 260 58.2%  9 123 31.8% 
服薬管理 13 377 83.2% 12 260 58.2%  23 78 20.2% 

環境整備 22 314 69.3% 7 270 60.4%  21 79 20.4% 

療養指導･相談（本人･家族） 36 166 36.6% 3 294 65.8%  7 128 33.1% 
社会資源の活用などの調整･ 

介護機器アドバイス 
39 89 19.6% 4 271 60.6%  14 93 24.0% 

生活のリズムの把握･調整 29 275 60.7% 4 271 60.6%  28 66 17.1% 

死の看取り 33 229 50.6% 2 299 66.9%  11 98 25.3% 

緊急時の対応や指示 30 251 55.4% 7 270 60.4%  3 151 39.0% 
感染症の予防・処置 20 332 73.3% 11 262 58.6%  1 155 40.1% 
移動の援助（通院、施設内

を含む） 
24 296 65.3% 34 191 42.7%  36 44 11.4% 

食事の援助 1 414 91.4% 24 223 49.9%  18 81 20.9% 

歯磨き・口腔清拭 6 400 88.3% 16 252 56.4%  6 129 33.3% 
清潔の援助：入浴介助 14 376 83.0% 23 224 50.1%  24 72 18.6% 

清潔の援助：清拭 12 378 83.4% 25 222 49.7%  26 68 17.6% 

整容・衣服の着脱の援助 10 391 86.3% 30 206 46.1%  34 45 11.6% 

排泄の援助：おむつ交換 3 407 89.8% 28 212 47.4%  31 56 14.5% 

排泄の援助：トイレ誘導･介助 7 397 87.6% 25 222 49.7%  26 68 17.6% 

生活場面での機能訓練 35 200 44.2% 4 271 60.6%  12 96 24.8% 

アクティビティケア･余暇活

動支援 
38 129 28.5% 19 239 53.5%  18 81 20.9% 

体位変換 4 402 88.7% 20 233 52.1%  13 95 24.5% 

特異（問題）行動のケア 26 287 63.4% 17 244 54.6%  18 81 20.9% 

その他(療養上の世話） 43 7 1.5% 43 6 1.3%  43 5 1.3% 

【
医
療
的
な
処
置
】 

診察･検査補助 23 310 68.4% 39 185 41.4%  42 30 7.8% 

点滴の管理 15 375 82.8% 27 217 48.5%  33 48 12.4% 

中心静脈栄養 32 236 52.1% 40 183 40.9%  37 40 10.3% 

透析 42 69 15.2% 42 142 31.8%  41 33 8.5% 

ストーマ（人工肛門）の処置 34 216 47.7% 38 186 41.6%  39 37 9.6% 

酸素療法 18 342 75.5% 36 189 42.3%  38 38 9.8% 

レスピレーター（人工呼吸

器）の管理 
41 75 16.6% 41 161 36.0%  25 70 18.1% 

気管切開の処置 26 287 63.4% 36 189 42.3%  34 45 11.6% 

疼痛の看護 28 283 62.5% 21 231 51.7%  17 87 22.5% 

経管栄養 7 397 87.6% 32 204 45.6%  21 79 20.4% 

モニター測定（心拍･血圧･

SpO2など） 
21 324 71.5% 32 204 45.6%  29 60 15.5% 

褥瘡の処置 9 392 86.5% 22 226 50.6%  7 128 33.1% 
カテーテル管理 17 355 78.4% 31 205 45.9%  32 50 12.9% 

吸引・吸入など 2 409 90.3% 29 211 47.2%  30 58 15.0% 

浣腸・摘便 11 386 85.2% 35 190 42.5%  40 34 8.8% 

その他（医療的な処置） 45 1 0.2% 44 4 0.9%  44 4 1.0% 

【
記
録
・
連
携
】 

入所時の看護記録、問題リ

スト、看護計画、経過記

録、体温表、サマリー 

16 356 78.6% 18 240 53.7%  2 152 39.3% 

カンファレンス 25 290 64.0% 10 269 60.2%  5 139 35.9% 
看護師間・介護者との申し

送り･連絡 
19 335 74.0% 7 270 60.4%  10 118 30.5% 

家族との連携･家族支援 31 243 53.6% 1 307 68.7%  4 147 38.0% 
施設内の他の保健医療福祉

従事者との連携 
37 136 30.0% 14 255 57.0%  16 90 23.3% 

施設外の保健医療福祉従事

者との連携 
40 85 18.8% 14 255 57.0%  15 91 23.5% 

その他（記録・連携） 44 2 0.4% 45 3 0.7%  45 1 0.3% 

 上位10位の看護行為はゴシック体で示す
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を提供するには、看護職が積極的に関わる必要があるこ

とが考えられる。【医療的な処置】の『吸引・吸入な

ど』も日常的に実践されている行為として上位であった。

『気管切開の処置』は約6割と高いが、それ以外にも食事

時の注意が必要で、口腔ケアを充実させる必要のある、

誤嚥及び誤嚥性肺炎の恐れのある高齢者が多いことも推

察され、日常のケアを充実させ、状態の悪化を予防する

必要があると考えられる。【医療的な処置】では、『点滴

の管理』や『酸素療法』、『経管栄養』、『カテーテル管

理』等の割合が高く、診療報酬改定により、医療の必要

性の高い患者が増えていると考えられた。他に、『褥瘡

の処置』や『体位変換』が上位の項目であることからも、

褥瘡予防のため、体位変換を実施している状況があると

思われ、日常の予防的関わりの重要性がいえよう。 

また、下位の項目を見ると、『生活場面での機能訓

練』や『アクティビティケア・余暇活動支援』といった

活動の支援や、『社会資源の活用などの調整・介護機器

のアドバイス』といった教育的な関わり、『施設内の他

の保健医療福祉従事者との連携』、『施設外の保健医療福

祉従事者との連携』といった施設内外の多職種との連携

が、日常的に実践できていない状況があると考えられ、

強化が必要であろう。 

「大切だと思う看護行為」の上位の項目は【療養上の

世話】に多く、看護職は療養上の世話を第一義的に考え

ている様子がうかがえた。しかし、『社会資源の活用な

どの調整・介護機器のアドバイス』や『療養指導・相談

（本人・家族）』等、大切だと思う上位の項目であっても

日常的に実践しているとは限らず、大切に思っていても

実践できていない現状があると考えられる。大切だと

思っていても実践できていない状況は、看護の不全感に

繋がる可能性もあり、大切だと思っていることを実践で

きるような支援が必要である。 

「より充実（良く）したい看護行為」では、『緊急時の

対応や指示』、『感染症の予防・処置』が上位の項目で

あった。高齢者の、急変しやすく、変化があった場合に

おいても身体的徴候を捉えにくく、免疫能力の低下から

感染症を発症しやすいといった特徴や、集団生活により

感染症を発症しやすいことを反映してのものであると考

えられる。このような高齢者の特徴や施設の状況を踏ま

えた対応を充実させる必要がある。対応するためには、

情報を収集して的確にアセスメントすることが必要であ

るため、『病状観察・情報収集』も強化したい。 

また、【記録・連携】に上位の項目が多かった。これ

らの項目は、大切だと思う看護行為でも上位にあった。

医療療養病床では、日常生活のケアを実施している介護

職と看護職間の連携が必要・大切であり、日常的に連携

してはいるが、十分ではなく、充実させたい看護行為で

あると考えられる。情報共有やケア方針・方法の統一の

手段として、『看護師間・介護者との申し送り』、『入所

時の看護記録、問題リスト、看護計画、経過記録、体温

表、サマリー』、『カンファレンス』等の情報共有に関す

る看護行為の充実が求められる。調査対象の施設におい

ては、看護職の所有資格が看護師と准看護師の占める割

合が半々で、同じ職種でも所有資格が異なる現状に加え、

介護職は所有資格も教育背景も多様である。充実したい

看護行為として【記録・連携】に関する看護行為が上位

に挙げられたことは、同じ職種、介護職などの他職種と

の間で情報を共有し、連携してケアを実践することの困

難さを反映していると考える。 

『家族との連携・家族支援』も、大切だと思う看護行

為であるが、日常的な実践は十分ではなく、より充実し

たい看護行為であった。入院患者は、外出・外泊がほと

んどなく、定期的な面会が多いとはいえない状況がある

ため、入院患者と家族の関係性を保てるよう支援が必要

であったり、緊急時に対応できるよう家族の意向を確認

したりする必要があろう。大切に思う看護行為として

『死の看取り』も上位であったが、どのように患者を看

取るか家族と相談したり、家族に見守られて患者が死を

迎えることができるよう、家族を支える役割を看護職と

して担う必要も感じているかもしれない。また、居宅介

護支援事業所や訪問看護ステーションを併設している施

設の割合も比較的高かったことから、在宅に向けての支

援を行っていることも考えられ、様々な面から、『家族

との連携・家族支援』を強化する必要がある。 

2．看護活動の課題からみた医療療養病床の看護職への

教育支援のあり方 

医療療養病床の看護職への教育支援としては、大切だ

と思っていたり、充実したいと思っていたりするが、日

常的に実践できていない看護行為に焦点を当てる等、研

修内容の工夫が必要である。高齢者ケア施設の看護職の



岐阜県立看護大学紀要 第 14 巻 1 号，2014 

― 128 ― 

実態調査において、希望の研修内容がないことを理由に

研修に参加しない実態から、研修内容の見直しの必要性

が言われている（公益社団法人日本看護協会，2013）が、

研修を実施する際には、医療の必要性が高い高齢者が多

く入院している医療療養病床の状況にあった、看護職が

関心をもてる内容を設定することが必要である。そして、

施設において必要とされる看護実践能力や看護職の役割

を明確にし、その修得ができるよう研修内容を考慮した

い。 

調査の結果から鑑みるに、医療療養病床の課題として、

高齢者が機能を維持できるよう活動を支援することや、

療養指導等教育的関わりを強化し、高齢者の【療養上の

世話】を充実させ、日常的な看護活動を通して状態悪化

や感染症の予防をすることが挙げられる。そのためにも、

高齢者の特徴を踏まえたアセスメント能力向上に関する

教育支援が求められる。療養病床の看護職には、対象の

変化を適切に判断し、病状の重篤化を防ぐため適時的に

対応できるよう高い観察力・洞察力・判断力が求められ

る（高橋，2012）といわれているが、高齢者の特徴や高

齢者に生じやすい疾患等の知識を獲得する研修を行い、

適切に『病状観察・情報収集』を行い、判断する力を強

化したい。また、看護職として健康を守る役割があるこ

とを再認識し、日常のケアの中で、どのように予防を図

るか、機能維持を日常のケアの中にどう組み込むか、検

討するのもよいかもしれない。 

施設内外の多職種間の連携についても強化が必要であ

る。在宅に向けての支援等で『家族との連携・家族支

援』を行う上でも、多職種間で連携して進めていくこと

が望ましい。多職種間で連携するには、情報や方針を共

有し、各自が役割を認識して活動できることが大切であ

る。『入所時の看護記録、問題リスト、看護計画、経過

記録、体温表、サマリー』、『看護師間・介護者との申し

送り・連絡』、『カンファレンス』等の情報に関する看護

行為が充実したい看護行為として挙がっていたが、ケア

の充実に向け、収集すべき情報は何か、得た情報をどう

共有し、どう活用していくのか、日々の実践を振り返る

中で、課題を明確にし、実践に活かせる改善策を検討で

きるとよいかもしれない。また、研修の際には情報共有

の方法や困難さを解決する方法、他職種との関係づくり

などを経験的に学ぶことができるようグループワークを

行うなど、研修方法の工夫が必要と考える。 

3．本研究の限界と今後の課題 

本研究は、すべての施設を対象とした悉皆調査である

ことから、医療療養病床に勤務する看護職の看護の課題

を考える基礎的資料の一助になると考える。しかし、対

象者が1県の看護職に限定されているため、限界はある。

今後は、本研究で得られた知見をもとに、看護職個々の

資質の向上ができるような支援のあり方を検討していき

たいと考える。 
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Abstract 

The purpose of this study was to assess the present condition and problems in nursing care activities at long-term 
care wards covered by medical insurance (hereinafter referred to as a “long-term care wards”) in A prefecture, and to 
examine the way of education support. 

Semi-structured interview or self-report questionnaire survey was performed in nursing professionals who agreed to 
participate in the study in 48 of all 51 institutions in A prefecture between 2007 and 2009. The contents of the survey were 
subject attributes, key characteristics of the institution, client attributes, and nursing care activities. For nursing care 
activities, the subjects were asked the following items of 45 items of nursing actions by multiple-choice: "Nursing actions 
which you have provided routinely"; "Nursing actions which you think as important"; "Nursing actions which you want to 
improve more". 

The responses obtained from 462 nursing professionals who worked for long-term care wards were analyzed and the 
results were as follows. For "Nursing actions which you have provided routinely", the superior items were [Support of 
eating], [Suction/Inhalation], [Change of position], [Observation of disease condition/Information collection], [Oral care], 
and [Support of urination and defecation], which indicated that nursing professionals were mostly involved in support of 
daily activities. 

For "Nursing actions which you think as important", the superior items were [Collaboration with family/Support of 
family], [Consultation of long-term care], [Arrangement including utilizations of social resource/Advice related to care 
equipment], [Functional training in daily life setting], [Assessment and adjustment of life rhythm], and [End-of-life care]. 

For "Nursing actions which you want to improve more", the superior items were [Actions and instructions in an 
emergency], [Prevention/treatment of infection], [Observation of disease condition/Information collection], [Consultation 
of long-term care], [Oral care], [Collaboration with family/Support of family], [Nurse's record at admission/Problem 
list/Nursing care plan/Progress note/flow sheet/Summary], and [Conference]. 

As education support for nursing professionals, it is required to improve the contents of training by focusing on the 
items of "Nursing actions which you think as important" and "Nursing actions which you want to improve more". In 
addition, the result of analysis also suggested information sharing within multidisciplinary teams and enhancement of 
collaboration. Therefore it is necessary to improve the training method which allows nursing professionals to learn 
experientially the way of information sharing and of relation-building within multidisciplinary teams. 
 

Keywords: long-term care wards covered by medical insurance, nursing care activities, education support 
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Ⅰ．はじめに 

わが国の精神医療は施設中心から地域を中心としたケ

アへと舵を切り、患者の退院や地域生活への移行を支援

するための様々な取り組みがなされているところである。

しかし、平成22年病院報告によると、全国の精神科病院

における平均在院日数は301.0日、岐阜県においても

306.7日であり、僅かであるが全国平均を上回っている

（厚生労働省，2008）。また、平成20年患者調査を基にし

た「受け入れが整えば退院可能」な入院患者数の推計は、

全国で62,000人とされ、岐阜県のそれは800人と報告さ

れている（精神保健福祉白書編集委員会，2012）。これ

らについて、前回調査の平成19年病院調査および平成17

年の患者調査の結果と比べると、在院日数は微減し、社

会的入院の患者数も減少している。しかしながら、依然

として社会的入院を余儀なくされている長期入院患者が

多く存在していることも事実であり、これらの患者の地

域生活移行を支援することは、わが国の精神医療の主た

る課題の一つであり、岐阜県下においても同様である。 

そこで、岐阜県内複数の精神科病院の看護職者と岐阜

県立看護大学の教員とが協力して、県内の長期入院患者

の退院支援に向けた看護の充実を図ることを目指した取

り組みを開始した。 

本稿では、この取り組みのなかで長期入院患者への退

院支援を行った看護実践事例を素材として、長期入院患

者への退院支援に有用な看護について検討することを目

的とする。 

 

Ⅱ．研究方法 

1．取り組み全体の概要 

平成22年～24年度の3年間に、本研究の趣旨に賛同し

た県内の複数の精神科病院（平成22年度8施設、平成23、

24年度7施設）の看護職者（以下、現地メンバー）と、

岐阜県立看護大学の教員（以下、大学メンバー）が協力

して実施した。 

各施設は、長期入院患者の退院支援に関する自施設の

課題を施設ごとに検討して、その課題解決に向けて看護

研究計画を立案して実施した。各施設の計画には、退院

支援に焦点を当てた看護の実践、退院支援マニュアルの

作成、患者グループを対象とした活動の実施、看護師の

意識改革を目的とした勉強会の開催、看護師を対象とし

たアンケート調査など施設の課題に応じて様々な内容が

含まれていた。 

そして、年度ごとに約2ヶ月に1回（計5回）研究会を

開催し、各施設の取り組みの進捗状況について資料を用

いて報告し、意見交換を行った。研究会で出された意見

やアドバイスは、その後の看護実践の改善、研究の推進

等に活用した。研究会の開催場所は各施設持ち回りとし、

毎回の会議録を作成した。各回の参加者数は19～29名で、

現地メンバーと大学メンバーの他に退院支援を行う際に

協働する地域の保健師、精神保健福祉士（以下、PSW）、

退院調整認定看護師などにも可能な範囲で参加を依頼し、

多角的な視点で検討できるように考慮した。 

年度ごとの参加メンバー数を表1に示す。 
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2．分析対象とデータ収集方法 

本稿では退院支援における有用な看護を検討すること

を目的としている。そこで、今回は第一段階として、退

院支援に焦点を当てた看護実践事例12事例のうち、問題

解決に至らなかった事例を除き有用な結果が得られた事

例に焦点を当てることとした。そのため、援助対象者で

ある入院患者に何らかの効果的な変化が見られ、かつ実

施した看護の具体的内容が報告資料から読み取れる8事

例を分析対象とした。データは、研究会で各施設が報告

する際に用いた資料から収集し、会議録および研究者の

メモから得た情報をデータ解釈時の補足のデータとして

活用した。なお、報告資料の作成に関しては、研究課題

が施設によって様々であったため定型のフォーマットは

使用しなかった。退院支援に焦点を当てた看護実践事例

の場合は、当該研究会までの間に行った看護と患者の状

態・状況の経過について個人情報保護に留意して記載す

ることと当該研究会で検討したい課題を含めることを事

前に申し合わせていた。しかし、実際の資料のなかには、

具体的な看護の記載が不十分な場合も少なからずあり、

その場合は口頭での補足説明をメモとして残した。 

3．データ分析方法 

報告資料に記載された内容を事例毎に熟読し、長期入

院患者への退院支援のために実践された看護を抽出し、

意味内容を損なわないように要約したものをコードとし

た。すべての事例のコードを併せて、内容が類似するも

のをグルーピングし、カテゴリ化する作業を行った。意

味内容を確認する際には、前後の文脈を確認したり、議

事録や研究者のメモ書きの内容を参照するようにした。

後に、カテゴリに示された看護内容は誰に対するアプ

ローチであったかという視点から分類した。 

なお、上記の分析作業は精神科看護の経験、質的研究

の経験をもつ者を含めて3名で行い、 終的な分析結果

については更に2名の研究者を加えて確認した。 

4．倫理的配慮 

現地メンバーが行う看護実践・研究に関しては、対象

者である患者と家族にその趣旨、方法、研究者の義務で

ある倫理的配慮として研究参加の自由意思の尊重、拒否

する権利や中途拒否の権利の保証、拒否による不利益を

被らないこと、研究会での看護実践の報告の方法、研究

成果の公表方法、匿名性と守秘の保証などについて、口

頭と文書にて十分な説明を行い、同意書へのサインを

以って承諾を得て実施した。その際、強制力が働かない

ように十分に配慮した。 

研究会では、守秘義務を厳守し、個人が特定されるよ

うな記述や発表を避けて資料や会議録を作成・報告する

など匿名性に配慮した。また、当日用いた資料は毎研究

会終了時に回収し、枚数を確認した上で、施設ごとに専

用ファイルを用いて厳重に保管した。 

なお、本研究は岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の

承認を得て実施した（承認番号2204）。 

Ⅲ．結果 

1．看護実践事例の概要 

分析対象とした看護実践8事例の概要を表2に示す。 

援助対象者である患者は男性6名、女性2名の合計8名

で、年齢は30歳代1名、40歳代2名、50歳代3名、60歳代1

名、70歳代1名であった。全員が統合失調症の診断を受

けており、入院期間は1年以上であった。 

退院支援開始時の家族の状況は、いずれも患者との関

係が疎遠であったり、退院に対して抵抗を示したりして

いたが、支援後はなんらかの前向きな変化が確認できた。

また、退院支援開始時の患者の状況は、全員が日常生活

上のセルフケアはほぼ自立しており、病状は安定もしく

は症状があってもトラブルなどはない状態であったが、

明確な退院希望があったのは4名であった。支援を通し

て実際に退院した者は2名、行動制限・代理行為が縮小

して生活行動が拡大した者が4名、退院に向けた前向き

な言動が確認できた者が2名であった。その一方で、支

表1 年度毎の参加メンバー数 
年度 参加メンバー 

平成22年度 

8病院から現地メンバー31名 

（うち管理職8名） 

大学メンバー6名 

 合計37名 

平成23年度 

7病院から現地メンバー25名 

（うち管理職7名） 

大学メンバー6名 

 合計31名 

平成24年度 

7病院から現地メンバー26名 

（うち管理職7名） 

大学メンバー4名 

 合計30名 
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援途中で身体状態や精神状態が一時的に悪化した者も3

名あった。 

2．長期入院患者の退院支援のための看護 

分析の結果、187コードから53サブカテゴリ、17カテ

ゴリを析出し、それらは患者に対するアプローチ、家族

に対するアプローチ、専門職に対するアプローチに大別

することができた（表3）。以下に、それぞれに含まれる

看護の内容について、【カテゴリ】と[サブカテゴリ]を用

いて説明する。 

1）患者に対するアプローチ 

【患者の気持ちやペースに合わせた関わり】には、現

状の[入院治療に関する思いを聴く][患者の気持ちやペー

スに合わせる]が含まれており、これらは長期間の入院

を余儀なくされてきた患者の気持ちに配慮し、患者を焦

せらせないようにするケアであった。 

【患者の希望を把握し現状を鑑みて後押し】には、患

者からは具体的な退院の要望がなくてもまずは退院の希

望や今後の夢、やってみたいことなど[これから先の希

望について聴く]、その希望が実現するように[励まして

患者の希望を後押しする]が含まれていた。その一方、

看護師は患者の述べる希望をそのまま後押しするのでは

なく、患者を取り巻く現状を踏まえて[退院を現実的に

考えられるように働きかける]ケアも行っていた。 

【患者と共に目標設定・実施・評価】には、[目標設定

を一緒に行い、患者の取り組みを後押しする][外出・外

泊の様子や目標の達成度について話を聴く]が含まれて

おり、これらは長期の入院生活のなかで安定した生活を

送ってきた患者が、退院に向けた新たな目標に主体的に

取り組み、変化を実感できるよう支えるケアであった。 

【患者の強みや変化に合わせて徐々に活動を拡大】に

は、[患者の趣味や楽しみなど健康的な部分に働きかけ

活動できるように働きかける][病棟外への関心の拡大の

ため散歩をすすめる][外泊をすすめる]が含まれており、

これらは退院を目指して、長期入院や慢性期症状によっ

て活動範囲が狭まっている患者の活動や視野を拡大する

ケアであった。 

【患者の力量に合わせてセルフマネジメントを強化】

には、[内服の自己管理を導入する][自己管理が上手くい

かないことがあってもそれに気づけたことを評価す

る][能力にあったソーシャル・スキルス・トレーニング

（社会生活技能訓練）を導入する]といった薬物療法の自

己管理に関連する支援を少しずつ進めることや、[現金 

表2 対象とした看護実践8事例の概要 

性別 男性6名   女性2名 

年齢 30歳代1名 40歳代2名 50歳代3名 60歳代1名 70歳代1名 

診断名 統合失調症8名 

入院期間 

1年以上～2年未満：2名 

5年以上10年未満：3名 

10年以上（ 長22年）：3名 

支援開始時の家族（キー

パーソン）の状況 

外出は可能だが外泊・退院には反対（両親）：1名 

外泊は可能だが退院には反対（妻、母親）：2名 

患者以外の家族員に障害・身体的不調があり世話が必要なため退院に反対（父親・母親・両親）：3名

音信不通（母親）：1名、遠方で疎遠（兄夫婦）：1名 

支援後の家族の変化 

退院に賛成：2名 

退院について考える：1名 

家族と患者・医療者との関係性が良い方向に変化：3名 

外出の受け入れ：2名 

支援開始時の患者の状況 

基本的日常生活上のセルフケアはほぼ自立、病状は安定もしくは症状があってもトラブルはなし：

8名全員 

退院を希望：4名 

このままが良いと希望：3名 

退院を希望するが病院に居た方が良いとも思う：1名 

支援後の患者の変化 

退院：2名 

行動制限・代理行為の縮小：4名 

退院に向けての前向きな言動：2名 
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表3 長期在院患者の退院支援のための看護  （※表中の数字は事例数を示す） 
アプロー

チの対象 

看護の内容 

カテゴリ サブカテゴリ 

患
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

患者の気持ちやペースに合わ

せた関わり 

・入院治療に関する思いを聴く（2） 

・患者の気持ちやペースに合わせる（4） 

患者の希望を把握し現状を鑑

みて後押し 

・これから先の希望について聴く（4） 

・励まして患者の希望を後押しする（3） 

・退院を現実的に考えられるように働きかける（1） 

患者と共に目標設定・実施・

評価 

・目標設定を一緒に行い、患者が取り組みを後押しする（3） 

・外出・外泊の様子や目標の達成度について話を聴く（3） 

患者の強みや変化に合わせて

徐々に活動を拡大 

・患者の趣味や楽しみなど健康的な部分に働きかけ活動できるように働きかける（2）

・病棟外への関心の拡大のため散歩をすすめる（2） 

・外泊をすすめる（2） 

患者の力量に合わせてセルフ

マネジメントを強化 

・内服の自己管理を導入する（2） 

・自己管理がうまくいかないことがあってもそれに気付けたことを評価する（1） 

・能力にあったソーシャル・スキルス・トレーニングを導入する（1） 

・現金や私物の自己管理ができるよう能力に合わせて枠組みを設定する（3） 

・物品の購入の制限を解除する（1） 

・洗濯を自分で行うよう提案する（1） 

・外泊中に自分で調理ができるよう本人と家族に伝える（1） 

退院後の生活を支えるために

必要な社会資源の利用を調整 

・退院後に利用可能な社会資源をすすめる（3） 

・退院後に利用可能な社会資源の体験ができるよう調整する（3） 

・退院後の生活を支えるための資源を活用できるよう引き継ぐ（1） 

病状悪化時は病状改善のため

のケアを優先 

・状態悪化時のケアを行う（3） 

・多飲水防止のための管理・見守りを行う（1） 

・睡眠状況を改善するケアを行う（1） 

家
族
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

家族と直接話せる機会を設定 
・家族と会う機会を設定し家族の話を聞く（3） 

・次回の面接の日程調整をする（2） 

家族の負担感に配慮 

・退院に関連する家族の心配や希望等の状況について聴く（3） 

・家族に圧力をかけないように配慮し受容的に接する（3） 

・家族を労う（2） 

・家族の体調や大変さを理解し、配慮して無理強いしない（4） 

患者に対する支援の方向性を

家族に提示 

・患者の退院支援をしていく旨を家族に伝える（4） 

・患者の希望にそって外泊をすすめていくことを家族に提案する（1） 

患者の状況や思いを家族と一

緒に確認 

・入院中の患者の様子や生活場所を説明・案内する（2） 

・患者の良い変化を家族と一緒に確認する（1） 

・患者と家族の双方が自分の思いを伝えられるよう間を取り持つ（3） 

家族ができる範囲でケアに参

加できるよう後押し 

・外泊中の過ごし方について家族に説明する（1） 

・外泊中の患者の様子を家族から聞く（1） 

・他の家族の協力を得る（2） 

・家族に薬の重要性を伝える（1） 

家族の状況に配慮して社会資

源の利用を調整 

・様々な福祉サービスを家族に知ってもらう（2） 

・患者が利用すると良いサービスを検討し、家族に具体的に提案する（3） 

・社会資源の利用に際して家族の不安や意向に配慮する（2） 

専
門
職
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ 

多専門職間で情報を共有し、

支援の方向性について検討 

・多職種間で退院支援をすすめていくことを確認する（1） 

・他職種と話し合う場（カンファレンス、支援会議など）を設定する（5） 

・他職種と患者・家族の状況に関する情報交換・共有をする（3） 

・多職種間で今後のケアの方向性について検討する（5） 

他専門職と協働してケアを実施 

・それぞれの専門性を考慮して必要なケアを依頼する（4） 

・PSWと一緒に家族面談を行う（2） 

・PSWと協力して退院前訪問を実施する（3） 

・退院後の支援が継続できるよう他職種と協力する（2） 

看護チーム内で協力して病棟

のケアを実施 

・看護チーム内で患者の状況、支援の経過等の情報を共有する（3） 

・看護師チーム内でケアの方向性や方法について検討する（2） 

医師との連携上の困難への対処 
・退院支援に協力してもらえるよう医師に患者の状態や状況の変化を伝える（2） 

・医師との連携がうまくいかないため、他職種に相談したり介入してもらう（2） 
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や私物の自己管理ができるよう能力に合わせて枠組みを

設定する][物品の購入の制限を解除する]など長期入院に

伴う医療者管理によって失われた自己管理の機会を提供

することが含まれていた。また、[洗濯を自分で行うよ

う提案する][外泊中に自分で調理ができるよう本人と家

族に伝える]といった、地域生活のなかで必要となるラ

イフスキルを身につけていくためのケアも含まれていた。 

【退院後の生活を支えるために必要な社会資源の利用

を調整】には、[退院後に利用可能な社会資源をすすめ

る][退院後に利用可能な社会資源の体験ができるよう調

整する][退院後の生活を支えるための資源を活用できる

よう引き継ぐ]が含まれており、これらは、住む場所、

経済面、日中の過ごし方など退院支援が進むなかで浮上

してきた様々な課題に対応するものであった。 

【病状悪化時は病状改善のためのケアを優先】には、

[状態悪化時のケアを行う][多飲水防止のための管理・見

守りを行う][睡眠状況を改善するためのケアを行う]が含

まれていた。退院支援をすすめるプロセスにおいて、患

者の精神状態や身体状態が一時的に悪化するケースが

あったが、そのような場合に、看護師は退院に関する具

体的な支援はひとまず中断し、病状改善を 優先にケア

していた。 

2）家族に対するアプローチ 

【家族と直接話せる機会を設定】には、[家族と会う機

会を設定し家族の話を聴く][次回の面会の日程調整をす

る]が含まれていた。これらは長期入院によって患者と

家族が疎遠になっていたり、様々な事情からなかなか面

会に来られない家族が多いことから、まずは家族との接

点を作り、家族の状況を把握すると共に退院を含め今後

の支援の方向性について話すための機会を作るケアで

あった。 

【家族の負担感に配慮】には、[退院に関連する家族の

心配や希望の状況について聴く][家族に圧力をかけない

ように配慮し受容的に接する][家族を労う][家族の体調

や大変さを理解し無理強いしない]が含まれていた。こ

れらは、長期入院によって家族の状況が大きく変化して

いることや家族の気持ちや負担等に配慮するケアであっ

た。 

【患者に対する支援の方向性を家族に提示】には、[患

者の退院支援をしていく旨を家族に伝える][患者の希望

にそって外泊をすすめていくことを家族に提案する]が

含まれており、今後の支援の方向性について看護師とし

て家族に明確に示すことであった。 

【患者の状況や思いを家族と一緒に確認】には、[入院

中の患者の様子や生活場所を説明・案内する][患者の良

い変化を家族と一緒に確認する][患者と家族の双方が自

分の思いを伝えられるよう間を取り持つ]が含まれてい

た。これらは、長期入院によって関係が疎遠になってい

たり、退院に関して意見の齟齬が生じている家族が歩み

寄るきっかけを作るケアであった。 

【家族ができる範囲でケアに参加できるよう後押し】

には、[外泊中の過ごし方について家族に説明する][外泊

中の患者の様子を家族から聞く][他の家族の協力を得

る][家族に薬の重要性を伝える]が含まれていた。これら

は、家族にケアを押し付けるのではなく、可能な範囲の

なかで家族でも負担なくできることを提示し協力を得る

働きかけであった。 

【家族の状況に配慮して社会資源の利用を調整】には、

[様々な福祉サービスを家族に知ってもらう][患者が利用

すると良いサービスを検討し家族に具体的に提案す

る][社会資源の利用に際して家族の不安や意向に配慮す

る]が含まれた。患者が地域生活を送るために社会資源

を利用できるよう家族に説明したり提案することは、家

族自身の負担感の軽減や安心につながるケアであった。 

3）専門職に対するアプローチ 

【多職種間で情報を共有し支援の方向性について検

討】には、[多職種間で退院支援をすすめていくことを

確認する][他職種と話し合う場を設定する][他職種と患

者・家族の状況に関する情報交換・共有をする][多職種

間で今後のケアの方向性について検討する]が含まれた。

患者を取り巻く専門職間で患者に関する情報を共有し、

今後の方針や具体的な支援のすすめ方について検討する

ものであった。 

【他専門職と協働してケアを実施】には、[それぞれの

専門性を考慮して必要なケアを依頼する][PSWと一緒に

家族面談を行う][PSWと協力して退院前訪問を実施す

る][退院後の支援が継続できるよう他職種と協力する]が

含まれ、これらは、退院支援の過程で看護師が他の専門

職と役割分担をしたり、一緒にケアを実施したりするこ

とであった。 
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【看護チーム内で協力して病棟のケアを実施】には、

[看護チーム内で患者の状況、支援の経過等の情報を共

有する][看護師チーム内でケアの方向性や方法について

検討する]が含まれた。長期入院患者の退院支援には受

け持ち看護師が責任をもって中心的に取り組んでいたが、

看護チームのなかで目標や方向性、実際のケアの内容等

について共通理解を得て、チームの協力を得て実施して

いた。 

【医師との連携上の困難への対処】には、[退院支援に

協力してもらえるよう医師に患者の状態や状況の変化を

伝える][医師との連携がうまくいかないため他職種に相

談したり介入してもらう]が含まれていた。退院支援を

すすめる際に医師との間で意見の対立があったり、医師

との連携がうまくいかず支援が中断するケースもあり、

これらはその際の対処や工夫であった。 

Ⅳ．考察 

本研究で得られた長期入院患者への退院支援のための

看護について、その有用性と課題を検討する。 

1．患者のストレングスへの焦点化 

患者に対するアプローチでは、患者の希望を把握する

こと、趣味や楽しみなど健康的な部分に働きかけること、

ライフスキルやセルフマネジメント能力など患者の持て

る力を生かしたり促進したりすることに焦点が当てられ

ていた。これらは、患者のストレングス（強み）に着目

したケアとして捉えることができる。近年では、患者の

対処能力のなさなど患者の欠陥や問題に焦点を当てるこ

との問題が指摘され、ダメージモデルからストレングス

モデルへのシフトチェンジに関心が高まっている（Rapp

ら，2006）。特に、長期入院患者の場合は、長期間精神

科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（奥村

ら，2005）、退院後の生活に対する自己効力感が退院率

に影響すること（安西，2009）が指摘されており、患者

のストレングスに焦点を当てることは退院支援の観点か

らも有用であると考える。 

また、支援開始時に明確な退院希望を述べていた者は

4名であったが、退院希望を言語化するか否かには、患

者と医療者の信頼関係が影響することが示唆されるため

（石川，2011）、本研究で示された患者のペースや気持ち

に合わせるケアは、患者との信頼関係構築のための努力

として長期的に継続していく必要がある。 

さらに、長期入院の統合失調症患者は、時間の経過と

共に環境の変化を受け入れるなかでいつしか慣れた病棟

生活となり（小出水ら，2006）、入院が長期化するなか

で患者は入院生活に適応せざるを得ない（石川，2011）

ことから、長期入院患者のライフスキルやセルフマネジ

メントを促進することは退院支援において極めて重要で

ある。しかしながら、本研究では患者自身が自分の病い

とつきあっていくためのスキルの獲得に関連するケアは

薬物療法の自己管理に限定されており、今後の課題であ

ると考える。 

2．患者と家族の揺れや負担感への配慮 

これまでの長期間の入院のなかで安定した生活を送っ

てきた患者にとって、退院は新たな挑戦であり大きな不

安や負担を伴うものにもなりうる。長期入院患者は、退

院できるという自己感覚と退院後の生活への不安の間で

心理的葛藤を体験しており（石川，2011）、看護師の体

験からは退院に対する患者のためらいが長期入院患者の

退院支援の困難要因の一つとして明らかとなっている

（石川ら，2013）。特に長期入院患者の退院支援は長期間

に亘ることが予測されるため、今回の看護実践事例にも

あったように退院という変化への不安から身体状態や精

神状態に変調をきたす場合もあるだろう。そのため、支

援プロセスの中での一時的な状態悪化の可能性も念頭に

おいて関わることと、これらの変調を否定的に捉えて退

院支援を中断してしまうのではなく、患者が退院を現実

的に考えている時期として捉えて腰を据えて関わる姿勢

も重要である。 

同様に、家族にとっても長期に亘る入院の間に患者不

在の状態で家庭内が安定していたりすると、退院は大き

なストレスになりうる。長期入院患者の家族の多くは高

齢で体力的にも精神的にも、また経済的にも患者を支え

る余力を残しておらず、両親の死去により保護者がきょ

うだいに代替わりしている場合も少なくない（坂田，

2004）。長期入院患者の退院支援の困難や障壁として、

退院に対する様々な家族の抵抗、家族と接点がもてない

状況、家族との敵対関係（石川ら，2013）や、キーパー

ソンへの不安（吉村，2013）が看護師の視点から示され

ている。一方で、長期入院患者の退院を家族が受け入れ
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るプロセスでは、不安をほぐしてくれる専門家の存在が

家族の退院の意思決定に影響を与えている（香川ら，

2009）。これらを踏まえると、本研究で実践されていた

ような、家族と直接話せる機会を設定し、家族の負担に

配慮した上で家族ができる範囲でケアに参加できるよう

に後押しするケアを通して、家族の退院に対する抵抗感

を和らげることができれば患者の地域生活移行を促進す

る一助となるのではないかと考える。また、ソーシャル

サポートと家族の不安・抑うつとQOLには因果関係があ

る（國方，2005）ことから、社会資源の利用を調整する

支援は家族の精神的負担とQOLの維持・向上にも有用で

あることが示唆される。 

3．多職種連携の推進 

先行研究では、長期入院患者の退院支援において、看

護師は同僚の看護師、医師からの反対に遭遇するとそれ

以上は退院支援を進めることを躊躇し、支援を諦めたり

中断せざるを得ない状況を体験していた（石川ら，

2013）。また、退院促進支援事業に関する調査では、支

援者の認識の差、チーム内協働の難しさなど連携上の問

題が指摘されている（中添ら，2007）。これらの問題に

関連して、専門職連携上の障壁として、組織の連結程度、

専門職間の権力格差、ジェンダー格差、専門職間の価値

や行動の違い、連携に関する知識の欠如が明らかにされ

ていること（松岡，2000）から、精神科病棟においては、

閉鎖的な空間のなかでかつての収容主義の名残りや職種

間のヒエラルキーなど、日本の精神医療現場特有の風土

や文化が未だに影響していることが推察される。本研究

で示された専門職に対するアプローチの内容は、これら

専門職連携上の課題への対処として活用可能な内容では

ないかと思われる。しかしながら、具体的な連携は、他

専門職へのケアの依頼などいわゆる役割分担にとどまっ

ていたり、連携の相手がPSWなど特定の職種に限定され

ている場合もあり、多専門職チームとして継続的に退院

を支援する体制は未だ不十分であると思われる。特に医

師との連携においては苦慮している現状が示されており

大きな課題となっていた。多専門職チームで円滑に連

携・協働して退院支援をすすめていくためには、専門職

連携に必要なスキルを各自が身につけていくことと、古

い体制を組織的に改革していく取り組みが急務であると

考える。 

Ⅴ．おわりに 

本研究では、退院支援に焦点を当てた看護実践事例か

ら看護実践の内容を抽出し、その有用性と課題について

検討したものである。抽出された看護の内容は、検討会

で用いた報告資料の記載内容をデータとしているため、

看護師が実際に行った全ての看護を網羅しているとは言

えないが、現地メンバーが試行錯誤しながら取り組んで

きた成果の一部を可視化することはできたと考える。今

後も事例を積み重ねて検討を続けていくこと、できるだ

け具体的で詳細なデータを収集する方法を工夫すること

が課題である。一方で、長期入院患者の退院支援をすす

める上での障壁も少なからず存在するため、今回は対象

としなかった効果的な変化がすぐには生じない事例や、

支援途中で困難が生じた事例などから課題を抽出して打

開策を模索していくことも必要である。そのため、今後

も県内の複数施設の看護職が協力して知恵を出し合い、

ケアを工夫し改善しながら患者の地域生活移行を支援す

る体制づくりをすすめていくことが重要である。 
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養護教諭の資質能力向上・成長の規定要因の検討 

 

世一 和子１）  松本 訓枝２）  小澤 和弘３） 

 

Examination of the Rule Factor of Nature Ability Improvement and the Growth of Yogo-Teacher 
 

Kazuko Yoichi1), Kunie Matsumoto2) and Kazuhiro Ozawa3) 

 

 

Ⅰ．はじめに 

養護教諭の資質能力向上・成長での課題は、学校内に

専門職としての養護教諭が一人しかいないため初任の段

階から一人で執務をし、身近に養護教諭のモデルがなく、

同職種からの日常的な指導を受けられない、観て学ぶこ

とができないことと考える。このことに加えて、自分に

厳しくするのも、自分に甘くするのも本人次第である。

一人の配置がゆえに外からは見えにくい部分がある。ま

た、中堅以降では一人の配置がゆえに自分の職務内容に

ついて、学校内の同職種の養護教諭に対して指導する機

会がない。人によっては児童生徒の健康観察や保健指導、

生徒指導・教育相談に関して学校内の担任等他職種に指

導していることはあるが、同職種の養護教諭への指導は

複数配置や教育実習生の担当ではない限りすることはな

いという現実である。このように、養護教諭が自身の資

質能力を向上させ、成長するためには、勤務校での体制

で指導する機会の有無や養護教諭自身の勤務環境や状況

等に委ねられている部分が大きいと思われる。 

養護教諭の資質能力向上・成長について、大谷ら

（1984）、小林（1996）、山道ら（2002）によって研究さ

れて、「仕事が好きである」等の仕事への生きがいが自

己成長の源泉となり実践につながっていくことや、自己

研修が養護教諭の成長と最も関係していることが明らか

になっている。そして、新任期には学校や教師の文化を

学び他校の経験ある養護教諭から執務についての伝承が

なされていて、中堅期には研修への参加によって成長し

ていることが示されている。また、小林（1997）の研究

では成長の諸契機の体験や思い出を分析しており、「成

長カーブ」として初任時をゼロとし主観的に自身の成長

を、10段階に評価し自由に作成した折れ線グラフから成

長型のタイプ別にして20名に個別面接している。その結

果から、新任期に顕著に成長した者は、新任期には良い

思い出を次々と話し幸運な出発（よい指導者との出会い

等）が成長に影響を与えていることが明らかになってい

る。また、中堅期は新任期の出発の時期とは違い、養護

教諭の活動や力量形成に影響を与える出来事の出会いの

時期であることが明らかになっている。 

しかし、地域によって勤務体制等（校種間の異動の有

無、同一校での勤続年数、研修制度、採用状況など）が

違うため、本研究ではA県内の小中学校の養護教諭が、

どのようにして資質能力を向上させ、成長しているのか

を質問紙調査から量的・質的な分析によって明らかにし、

その規定要因を抽出した上で、先行研究で明らかになっ

ている養護教諭の資質能力向上・成長の規定要因と同様

な傾向であるのかを検討することを目的とした。 

Ⅱ．研究方法 

1．調査対象 

A県内の12年目研修を終了した13年以上経験の小中学

校の養護教諭（常勤・非常勤講師期間を含めない）を対

象とした。常勤・非常勤講師とは正式に採用されていな

い雇用であり、短期間で異動や退職することがある。ま
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た、常勤・非常勤講師は12年目研修の対象ではなく、研

修を受けていない。常勤・非常勤講師の期間においても

資質能力向上・成長は当然みられるものの、本研究では

継続的な資質能力向上・成長についての調査を12年目研

修の終了した養護教諭を対象に行いたいと考えたため、

常勤・非常勤講師の期間を含めないこととした。 

2．調査方法 

本調査の主旨やプライバシーに関する説明、13年以上

経験の小中学校の養護教諭が調査対象であることなどを

明記した研究説明書、自由意思によって回答できるよう

にした無記名による質問紙、切手が貼付された返信用封

筒を同封したものを、配付時は配付先養護教諭の経験年

数は不明であるためA県内全小中学校の養護教諭583名へ

配付して回答を返送してもらった。 

3．調査期間 

2012年3～10月に調査を実施した。3月に質問紙を郵送

にて配付し5月末の締め切りにしたが回収率が悪かった

ため、6月末に開催されたA県内養護教諭代議員会に参加

している郡市代表の養護教諭に、それ以後行われる各郡

市の部会の参加者全体に向けて調査協力の呼びかけを依

頼した。締め切りは10月末とした。 

4．調査内容及び分析方法 

1）個人属性 

初任校からこれまで勤務した学校の勤務年数（常勤・

非常勤講師期間を含めない）を記入してもらい、経験年

数を算出した。山道ら（2002）等の「教員の成長」に関

する先行研究の多くは、対象者の経験年数区分を10年未

満、10～19年、20～29年、30年以上という10年間隔のグ

ループ化にしている。今回の研究ではA県において必修

研修としては最後の12年目研修を終えた養護教諭を対象

としたため、13年目から定年までの26年間を8～9年間隔

となる「13～20年」「21～28年」「29年以上」の3群に分

類した。 

2）成長型のタイプ 

小林（1997）の研究で用いられた「成長カーブ」（図

1）を用いて、初任時をゼロとし主観的に自身の成長を

10段階に評価した折れ線グラフを自由に作成してもらっ

た。それを小林（1997）の作成した8つの型（1年目で急

上昇、1年目でやや上昇、3年目までで急上昇、5-7年目

まで急上昇、3年目から急上昇、8年目から急上昇、12-

14年目から急上昇、その他）を参考に、調査対象の経験

年数が13年目以上であることや、新任期と中堅期の成長

に着目しその時期の成長を浮き彫りにしたいと考え3タ

イプで分類した。それらのタイプは1年目から6年目が終

了するまでにある程度の（急）上昇したカーブをⅠ型、

7年目から13年目に（急）上昇したカーブをⅡ型、1年目

から13年目までに特徴的な上昇がみられないなど、いず

れの型にも属さないⅢ型とした。 

3）成長に役立ったこと 

(1)新任から現在までの実践や学び等について、「勤務し

た各校での実践・努力や苦心したこと」「学び・身に

付けた力」の2項目の問いについてそれぞれ記述して

もらった。これらの記述内容を意味内容が分かる単位

で区切って要約しコード化した後、さらに内容の類似

性により分類し、カテゴリー化した。 

(2)教育実践や教育に対する考え方に影響を及ぼし、変化

を生み出したと思われる事柄の有用度を調査した。質

問項目は17項目で、山道ら（2002）の研究で用いられ

た「成長に役立ったこと」の項目を参考に作成した。

内容は、「教育実践上の経験（特定の子どもとの出会

い、関わりでの出来事など）」「学校外でのすぐれた人

物（養護教諭仲間、友人など）との出会い」「学校内

図1 「成長カーブ」記入例 

Ⅰ型 



岐阜県立看護大学紀要 第 14 巻 1 号，2014 

― 141 ― 

でのすぐれた人物（先輩・後輩・同僚・管理職など）

との出会い」「自分自身の意欲や努力」「学校外での研

究活動（内地留学・各種講習会・学会・研究会など）」

「個人及び家庭生活における変化（疾病体験、重要他

者の死、結婚、子どもの誕生、宗教など）」「すぐれた

書物との出会い」「職能団体（県・市町村の養護教諭

部会や組合など）での活動」「養護教諭養成教育時代

の学び・経験」「学校内での研究活動」「新任地の研

修」「社会問題や政治情勢への関心・理解」「教育界・

教育行政の動向への関心・理解」「社会活動（ボラン

ティア活動・スポーツなど）」「地域と学校への着目

（地域の健康・教育課題発見）」「職務上の役割の変化

（保健主事登用、教科保健担当、指導主事など）」「養

護教諭実習生の指導や後輩への指導」である。これら

の項目について「非常に役に立った」「少し役に立っ

た」「あまり役に立たなかった」「全く役に立たなかっ

た」の4件法で実施した。これらの回答を項目ごとに

経験年数別と成長型のタイプ別に4件の割合を算出し

た。また、成長型のタイプ、および経験年数と「成長

に役立ったこと」の関係について、「非常に役に立っ

た」を4、「少し役に立った」を3、「あまり役に立たな

かった」を2、「全く役に立たなかった」を1で点数化

してKruskal-Wallis 検定、およびMann-Whitney のU検

定を用いたBonferroni法による多重比較を行った。 

なお、統計分析にはIBM SPSS Statistics 20を使用し、

有意水準は0.05を用いた。ただし、多重比較では、

Bonferroni法により調整した有意水準0.05/3=0.017を用

いた。 

5．倫理的配慮 

対象となるA県内の小中学校の養護教諭への説明書に

は、13年以上経験の小中学校の養護教諭が調査対象であ

ること、研究への参加は自由意思であること、養護教諭

の勤務評定には影響がないこと、協力の得られない場合

には不利益を被らないことを明記した。対象の養護教諭

に、本研究の説明書と調査用紙と封筒を配付し、その配

付した封筒にて記入した調査用紙の返送をもって研究に

同意・協力が得られたものとし、分析にあたってデータ

はすべて統計的に処理し、個人が特定されることはない

こと、個人のプライバシーを守秘することに努めた。ま

た、13年以上経験の養護教諭以外から回答が送付された

場合はデータとして扱わないこととし、研究の報告等の

公表の際にこのことを記載することとした。 

本研究は、岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の承認

（承認番号0036）を受けて行った。 

Ⅲ．結果 

A県内全小中学校の養護教諭（583名）へ質問紙を配付

し回答を返送してもらった。全回収数は110名（回収率

18.9%）で、すべてが13年以上経験者であった。この110

名のうち「成長カーブ」と「成長に役立ったこと」の記

述も含め全てに回答した109名を有効回答とし分析対象

とした。 

1．対象の経験年数別数 

経験年数の平均値は、26.7（SD=6.9）年であり、最小

値13年、最大値40年であった。また、13～20年目が21名

（19.2%）、21～28年が38名（34.9%）、29年以上が50名

（45.9%）であった。 

2．成長型のタイプ 

Ⅰ型が58名（53.2%）、Ⅱ型が36名（33.0%）、Ⅲ型が15

名（13.8%）であった。 

これら経験年数と成長型のタイプの対象数のクロスを

表1に示した。経験年数別に成長型のタイプの割合に有

意差があるかカイ二乗検定を行った結果、有意差はみら

れなかった。 

 

表1 経験年数と成長型のタイプの対象数クロス表 

経験年数 
人数（％） 

Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型 計 

13～20年 10 （47.6） 9 （42.9） 2 （ 9.5） 21 （100.0） 

21～28年 20 （52.6） 11 （28.9） 7 （18.4） 38 （100.0） 

29年以上 28 （56.0） 16 （32.0） 6 （12.0） 50 （100.0） 

計 58 （53.2） 36 （33.0） 15 （13.8） 109 （100.0） 

χ2（4）=2.01  P=.734 
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3．成長に役立ったこと 

1）「勤務した各校での実践・努力や苦心したこと」につ

いて 

データから972のコードを抽出し質的な内容分析を行

い、4つのカテゴリーと11のサブカテゴリーが抽出され

た。【子どもの健康課題への対応】では＜健康教育の推

進を工夫＞＜特定な子どもへの関わり・対応＞＜組織と

しての活動に関すること＞＜養護教諭の執務に関するこ

と＞＜研究への取り組み＞、【教員としての関わり・対

応】では＜勤務体制によるもの＞＜教育職としてのこと

＞、【自身の気持ちや生活のこと】では＜自身の意欲等

の気持ちの面＞＜自身の私生活＞、【仲間の養護教諭と

の協働】では＜役割・立場によるもの＞＜近隣の養護教

諭の力を借りる＞であった。 

2）「学び・身に付けた力」について 

データから613のコードを抽出し質的な内容分析を行

い、5つのカテゴリーと14のサブカテゴリーが抽出され

た。【専門的な力】では＜健康教育の推進＞＜組織とし

て活動＞＜養護教諭の基本的な執務＞＜研究＞＜養護教

諭としてのスタンス＞、【子どもと関わる力】では＜子

どもに寄り添う＞＜特定な子どもに関わる＞＜子どもを

多面的に捉える＞＜保護者対応＞＜生徒指導＞、【内面

の力】では＜意欲をもつ＞、【教育面の力】では＜教育

職員として＞＜校務分掌の中で＞、【養護教諭仲間とし

ての力】では＜仲間との協働＞であった。 

3）教育実践や教育の考え方に影響し、変化を生み出し

た事柄について 

（1）質問項目毎の回答全数（109名）の結果 

「非常に役に立った」と回答した割合が高かったのは、

「教育実践上の経験」（86.2%）、「学校内でのすぐれた人

物との出会い」（82.6%）、「学校外でのすぐれた人物との

出会い」（78.0%）であった。 

また、「非常に役に立った」と「少し役に立った」の

回答を合わせると90％以上であった項目は、「学校外で

のすぐれた人物との出会い」（98.2%）、「学校内でのすぐ

れた人物との出会い」（98.2%）、「教育実践上の経験」

（97.2%）、「自分自身の意欲や努力」（94.5%）、「学校外で

の研究活動」（91.8%）であった。 

「全く役に立たなかった」と「あまり役に立たなかっ

た」の回答を合わせると30％以上であった項目は、「社

会活動」（37.6%）、「養護教諭養成教育時代の学び・経

験」（32.1%）、「学校内での研究活動」（31.2%）であった。 

（2）経験年数別と成長型のタイプ別の結果 

①経験年数別の結果 

「非常に役に立った」と回答した割合が経験年数別で

差があったのは、「すぐれた書物との出会い」で、13～

20年経験者が14.3%、29年以上の経験者が28.0%、「職能団

体での活動」で、13～20年経験者が28.6%、21～28年経

験者が50.0%であり、他は大きな差が見られなかった。 

また、「非常に役に立った」から「全く役に立たな

かった」を4から1で点数化し、経験年数と各項目との関

連をKruskal-Wallis 検定およびBonferroni法を用いて

Mann-Whitney のU検定による多重比較を行った結果、

全ての項目で有意差はみられなかった。 

②成長型のタイプ別の結果 

「非常に役に立った」と回答した割合が成長型のタイ

プ別で差があったのは、「自分自身の意欲や努力」でⅡ

型68.6%、Ⅲ型20.0%、「職能団体での活動」でⅡ型52.8%、

Ⅲ型13.3%、「地域と学校への着目」でⅡ型22.2%、Ⅲ型

6.7%、「養護教諭実習生の指導や後輩への指導」でⅡ型

33.3%、Ⅲ型6.7%であった。「学校内での研究活動」「新任

地の研修」「社会問題や政治情勢への関心・理解」「教育

界・教育行政の動向への関心・理解」で「非常に役に

立った」とする回答はⅢ型が0%であった。 

また、「非常に役に立った」から「全く役に立たな

かった」を4から1で点数化し、成長型と各項目との関連

をKruskal-Wallis 検定で分析した結果、「教育実践上の経

験」（p=.0006）、「学校内でのすぐれた人物との出会い」

（p=.030）、「自分自身の意欲や努力」（p=.0009）、「学校外

での研究活動」（ p=.042）、「学校内での研究活動」

（p=.001）「地域と学校への着目」（p=.016）の項目につい

て有意差がみられた。 

さらに、Bonferroni法により有意水準を0.0167として

Mann-Whitney のU検定で多重比較を行った結果、「教育

実践上の経験」では、Ⅰ型とⅢ型（p=.004）、Ⅱ型とⅢ

型（p=.0004）に有意差があり、「学校内での研究活動」

においても、 Ⅰ 型と Ⅲ型（ p=.004 ）、 Ⅱ 型とⅢ型

（p=.0004）に有意差があり、両項目ともⅠ型とⅡ型がⅢ

型より有意に高かった。「自分自身の意欲や努力」では、

Ⅰ型とⅡ型（p=.003）、Ⅱ型とⅢ型（p=.001）に有意差が
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あり、Ⅱ型がⅠ型及びⅢ型より有意に高かった。また、

「学校内でのすぐれた人物」ではⅡ型がⅢ型より有意に

高く（p=.007）、「地域と学校への着目」においても、Ⅱ

型がⅢ型より有意に高かった（p=.006）。「学校外での研

究活動」ではⅡ型がⅠ型より有意に高かった（p=.011）。 

Ⅳ．考察 

質問紙調査から養護教諭の資質能力向上・成長の規定

要因には、「教育実践上の経験」等を意味付ける『日々

の実践』、外部からの影響を大切にする『学校外のネッ

トワーク』、自身の意欲を高める『自己啓発』が示唆さ

れた。以下、具体的に述べる。 

1．『日々の実践』に関して 

成長に役立ったことで「非常に役に立った」と回答し

た割合が高かった項目「教育実践上の経験」（86.2%）、

「学校内でのすぐれた人物との出会い」（82.6%）は毎日

の執務や実践においての内容と捉えられる。つまり

『日々の実践』に関しての経験が大きく影響し、その実

践の過程で養護教諭としての成長を遂げていることが推

察された。『日々の実践』の中で、特定の子どもとの出

会い、関わりでの出来事などの「教育実践上の経験」を、

いかに自分の学びや実践につなげ、位置付け価値付ける

ことができるかが、養護教諭だけでなく教員の資質能力

向上・成長にとって重要なことである。また、山道ら

（2002）の研究結果でも資質向上には同僚との協働・組

織活動からの影響があると述べているように、管理職や

同僚等から教育の本質や生徒指導、教育相談等の教育

観・子ども観について学び得たことを、いかに自分の学

びとして位置付け価値付けられるかが、養護教諭の資質

能力向上・成長にとって大切であると考えられる。すな

わち、校内での他職種との出会いをどう捉えるかが重要

であろう。養護教諭の力量形成の出発点は、まず子ども

一人一人の問題や発達課題を周りの教職員と共に豊かに

深く理解することで学校全体の子どもを見る力が高まる 

表2 教育実践や教育に対する考え方に影響を及ぼし、変化を生み出したと思われる事柄の認識度（全体） 

項  目 

人数（％）   n=109 

非常に 

役に立った 

少し 

役に立った 

あまり役に 

立たなかった

全く役に 

立たなかった 
無回答 

教育実践上の経験（特定の子どもとの

出会い、関わりでの出来事など） 
94 （86.2） 12 （11.0） 1 （ 0.9） 0 （ 0.0） 2 （ 1.8）

学校外でのすぐれた人物（養護教諭仲

間、友人など）との出会い 
85 （78.0） 22 （20.2） 1 （ 0.9） 0 （ 0.0） 1 （ 0.9）

学校内でのすぐれた人物（先輩・後

輩・同僚・管理職など）との出会い 
90 （82.6） 17 （15.6） 2 （ 1.8） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0）

自分自身の意欲や努力 49 （45.0） 54 （49.5） 5 （ 4.6） 0 （ 0.0） 1 （ 0.9）

学校外での研究活動（内地留学・各種

講習会・学会・研究会など） 
51 （46.8） 49 （45.0） 8 （ 7.3） 1 （ 0.9） 0 （ 0.9）

個人及び家庭生活における変化（疾病

体験、重要他者の死、結婚、子どもの

誕生、宗教など） 

59 （54.1） 39 （35.8） 10 （ 9.2） 1 （ 0.9） 0 （ 0.9）

すぐれた書物との出会い 27 （24.8） 61 （56.0） 19 （17.4） 1 （ 0.9） 1 （ 0.9）

職能団体（県・市町村の養護教諭部会

や組合など）での活動 
47 （43.1） 42 （38.5） 16 （14.7） 3 （ 2.8） 1 （ 0.9）

養護教諭養成教育時代の学び・経験 11 （10.1） 63 （57.8） 29 （26.6） 6 （ 5.5） 0 （ 0.9）

学校内での研究活動 17 （15.6） 56 （51.4） 31 （28.4） 3 （ 2.8） 2 （ 1.8）

新任地の研修 13 （11.9） 60 （55.0） 28 （25.7） 3 （ 2.8） 5 （ 4.6）

社会問題や政治情勢への関心・理解 10 （ 9.2） 67 （61.5） 27 （24.8） 3 （ 2.8） 2 （ 1.8）

教育界・教育行政の動向への関心・理解 8 （ 7.3） 73 （67.0） 24 （22.0） 3 （ 2.8） 1 （ 0.9）

社会活動（ボランティア活動・スポー

ツなど） 
14 （12.8） 53 （48.6） 34 （31.2） 7 （ 6.4） 1 （ 0.9）

地域と学校への着目（地域の健康・教

育課題発見） 
17 （15.6） 61 （56.0） 30 （27.5） 1 （ 0.9） 0 （ 0.9）

職務上の役割の変化（保健主事登用、

教科保健担当、指導主事など） 
23 （21.1） 57 （52.3） 23 （21.1） 3 （ 2.8） 3 （ 2.8）

養護教諭実習生の指導や後輩への指導 23 （21.1） 61 （56.0） 23 （21.1） 0 （ 0.0） 2 （ 1.8）
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 表3 経験年数別の成長に役立ったことの有用度 
経験年数 Kruskal-Wallis 検定a) 

項 目 
 

①13～20年 
n=21 

②21～28年 
n=38 

③29年以上 
n=50 多重比較a),b) 

人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 

教育実践上の経験（特定の子ども
との出会い、関わりでの出来事な
ど） 
  

非常に役に立った 19 （90.5） 33 （86.8） 42 （84.0） 
p=.843 

少し役に立った 1 （ 4.8） 4 （10.5） 7 （14.0） 
あまり役に立たなかった 1 （ 4.8） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ①＞②, p=.927 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ①＞③, p=.643 
無回答 0 （ 0.0） 1 （ 2.6） 1 （ 2.0） ②＞③, p=.635 

学校外でのすぐれた人物（養護教
諭仲間、友人など）との出会い 
  

非常に役に立った 16 （76.2） 29 （76.3） 40 （80.0） 
p=.772 

少し役に立った 4 （19.0） 9 （23.7） 9 （18.0） 
あまり役に立たなかった 1 （ 4.8） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ①＜②, p=.915 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ①＜③, p=.548 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 1 （ 2.0） ②＜③, p=.546 

学校内でのすぐれた人物（先輩・
後輩・同僚・管理職など）との出
会い 

非常に役に立った 20 （95.2） 33 （86.8） 37 （74.0） 
p=.074 

少し役に立った 1 （ 4.8） 4 （10.5） 12 （24.0） 
あまり役に立たなかった 0 （ 0.0） 1 （ 2.6） 1 （ 2.0） ①＞②, p=.304 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ①＞③, p=.041 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ②＞③, p=.156 

自分自身の意欲や努力 非常に役に立った 10 （47.6） 18 （47.4） 21 （42.0） 
p=.880 

少し役に立った 11 （52.4） 17 （44.7） 26 （52.0） 
あまり役に立たなかった 0 （ 0.0） 3 （ 7.9） 2 （ 4.0） ①＞②, p=.755 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ①＞③, p=.603 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 1 （ 2.0） ②＞③, p=.847 

学校外での研究活動（内地留学・
各種講習会・学会・研究会など） 

非常に役に立った 9 （42.9） 18 （47.4） 24 （48.0） 
p=.986 

少し役に立った 11 （52.4） 17 （44.7） 21 （42.0） 
あまり役に立たなかった 1 （ 4.8） 2 （ 5.3） 5 （10.0） ①＜②, p=.866 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 1 （ 2.6） 0 （ 0.0） ①＜③, p=.889 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ②＞③, p=.981 

個人及び家庭生活における変化
（疾病体験、重要他者の死、結婚、
子どもの誕生、宗教など） 

非常に役に立った 14 （66.7） 17 （44.7） 28 （56.0） 
p=.306 

少し役に立った 4 （19.0） 16 （42.1） 19 （38.0） 
あまり役に立たなかった 3 （14.3） 4 （10.5） 3 （ 6.0） ①＞②, p=.188 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 1 （ 2.6） 0 （ 0.0） ①＞③, p=.628 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ②＜③, p=.215 

すぐれた書物との出会い 非常に役に立った 3 （14.3） 10 （26.3） 14 （28.0） 
p=.840 

少し役に立った 14 （66.6） 20 （52.6） 27 （54.0） 
あまり役に立たなかった 3 （14.3） 8 （21.1） 8 （16.0） ①＜②, p=.753 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 1 （ 2.0） ①＜③, p=.546 
無回答 1 （ 4.8） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ②＜③, p=.780 

職能団体（県・市町村の養護教諭
部会や組合など）での活動 

非常に役に立った 6 （28.6） 19 （50.0） 22 （44.0） 
p=.105 

少し役に立った 8 （38.1） 14 （36.8） 20 （40.0） 
あまり役に立たなかった 6 （28.6） 2 （ 5.2） 8 （16.0） ①＜②, p=.042 
全く役に立たなかった 1 （ 4.8） 2 （ 5.2） 0 （ 0.0） ①＜③, p=.097 
無回答 0 （ 0.0） 1 （ 2.6） 0 （ 0.0） ②＞③, p=.475 

養護教諭養成教育時代の学び・経験 非常に役に立った 1 （ 4.8） 3 （ 7.9） 7 （14.0） 
p=.887 

少し役に立った 13 （61.9） 23 （60.5） 27 （54.0） 
あまり役に立たなかった 7 （33.3） 9 （23.7） 13 （26.0） ①＜②, p=.935 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 3 （ 7.9） 3 （ 6.0） ①＜③, p=.688 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ②＜③, p=.692 

学校内での研究活動 非常に役に立った 5 （23.8） 6 （15.8） 6 （12.0） 
p=.163 

少し役に立った 12 （57.1） 15 （39.5） 29 （58.0） 
あまり役に立たなかった 4 （19.0） 16 （42.1） 11 （22.0） ①＞②, p=.070 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 1 （ 2.6） 2 （ 4.0） ①＞③, p=.230 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 2 （ 4.0） ②＜③, p=.301 

新任地の研修 非常に役に立った 3 （14.3） 4 （10.5） 6 （12.0） 
p=.294 

少し役に立った 15 （71.4） 19 （50.0） 26 （52.0） 
あまり役に立たなかった 3 （14.3） 12 （31.6） 13 （26.0） ①＞②, p=.119 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 1 （ 2.6） 2 （ 4.0） ①＞③, p=.203 
無回答 0 （ 0.0） 2 （ 5.2） 3 （ 6.0） ②＜③, p=.721 

社会問題や政治情勢への関心・理解 非常に役に立った 2 （ 9.5） 5 （13.2） 3 （ 6.0） 
p=.512 

少し役に立った 12 （57.1） 19 （50.0） 36 （72.0） 
あまり役に立たなかった 7 （33.3） 12 （31.6） 8 （16.0） ①＞②, p=.861 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 2 （ 5.3） 1 （ 2.0） ①＜③, p=.401 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 2 （ 4.0） ②＜③, p=.281 

教育界・教育行政の動向への関
心・理解 

非常に役に立った 2 （ 9.5） 2 （ 5.3） 4 （ 8.0） 
p=.278 

少し役に立った 10 （47.6） 27 （71.1） 36 （72.0） 
あまり役に立たなかった 9 （42.9） 8 （21.1） 7 （14.0） ①＜②, p=.308 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 1 （ 2.6） 2 （ 4.0） ①＜③, p=.123 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 1 （ 2.0） ②＜③, p=.492 

社会活動（ボランティア活動・ス
ポーツなど） 

非常に役に立った 3 （14.3） 4 （10.5） 7 （14.0） 
p=.430 

少し役に立った 7 （33.3） 20 （52.6） 26 （52.0） 
あまり役に立たなかった 9 （42.9） 11 （28.9） 14 （28.0） ①＜②, p=.459 
全く役に立たなかった 2 （ 9.5） 3 （ 7.9） 2 （ 4.0） ①＜③, p=.203 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 1 （ 2.0） ②＜③, p=.528 

地域と学校への着目（地域の健
康・教育課題発見） 

非常に役に立った 3 （14.3） 6 （15.8） 8 （16.0） 
p=.857 

少し役に立った 11 （52.4） 21 （55.3） 29 （58.0） 
あまり役に立たなかった 7 （33.3） 10 （26.3） 13 （26.0） ①＜②, p=.786 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 1 （ 2.6） 0 （ 0.0） ①＜③, p=.582 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ②＜③, p=.766 

職務上の役割の変化（保健主事登
用、教科保健担当、指導主事など） 

非常に役に立った 4 （19.0） 8 （21.1） 11 （22.0） 
p=.473 

少し役に立った 10 （47.6） 16 （42.1） 31 （62.0） 
あまり役に立たなかった 4 （19.0） 13 （34.2） 6 （12.0） ①＞②, p=.758 
全く役に立たなかった 1 （ 4.8） 0 （ 0.0） 2 （ 4.0） ①＜③, p=.532 
無回答 2 （ 9.5） 1 （ 2.6） 0 （ 0.0） ②＜③, p=.225 

養護教諭実習生の指導や後輩への
指導 

非常に役に立った 4 （20.0） 9 （23.7） 10 （20.0） 
p=.703 

少し役に立った 14 （70.0） 18 （47.4） 29 （58.0） 
あまり役に立たなかった 2 （10.0） 11 （28.9） 10 （20.0） ①＞②, p=.413 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） ①＞③, p=.550 
無回答 1 （ 4.8） 0 （ 0.0） 1 （ 2.0） ②＜③, p=.712 

 

a): 「非常に役に立った」から「全く役に立たなかった」を4から1で点数化して分析した。ただし、無回答は分析対象外とした。 

b): Mann-WhitneyのU検定による多重比較の結果であり、有意水準はBonferroni法で調整した0.05/3=0.017を用いた。また、①②③はそれぞれ「13～20年」

「21～28年」「29年以上」を表し、不等号は平均順位の大小関係を表す。 
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 表4 成長型によるタイプ別の成長に役立ったことの有用度 
    成長型タイプ Kruskal-Wallis 検定a) 

項 目  
Ⅰ型 
n=58 

Ⅱ型 
n=36 

Ⅲ型 
n=15 多重比較a),b) 

人数 （％） 人数 （％） 人数 （％） 

教育実践上の経験（特定の子ども
との出会い、関わりでの出来事な
ど） 
  

非常に役に立った 51 （87.9） 35 （97.2） 8 （53.3） 
p=.0006 

少し役に立った 6 （10.3） 0 （ 0.0） 6 （40.0） 
あまり役に立たなかった 0 （ 0.0） 1 （ 2.8） 0 （ 0.0） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.187 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.004 
無回答 1 （ 1.7） 0 （ 0.0） 1 （ 6.7） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.0004 

学校外でのすぐれた人物（養護教
諭仲間、友人など）との出会い 
  
 

非常に役に立った 44 （75.9） 30 （83.3） 11 （73.3） 
p=.666 

少し役に立った 12 （20.7） 6 （16.7） 4 （26.7） 
あまり役に立たなかった 1 （ 1.7） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.457 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.785 
無回答 1 （ 1.7） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.417 

学校内でのすぐれた人物（先輩・
後輩・同僚・管理職など）との出
会い 
 

非常に役に立った 48 （82.8） 33 （91.7） 9 （60.0） 
p=.030 

少し役に立った 8 （13.8） 3 （ 8.3） 6 （40.0） 
あまり役に立たなかった 2 （ 3.4） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.212 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.077 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.007 

自分自身の意欲や努力 
  
  
 

非常に役に立った 22 （37.9） 24 （68.6） 3 （20.0） 
p=.0009 

少し役に立った 33 （56.9） 11 （31.4） 10 （66.7） 
あまり役に立たなかった 3 （ 5.2） 0 （ 0.0） 2 （13.3） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.003 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.132 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.001 

学校外での研究活動（内地留学・
各種講習会・学会・研究会など） 
 
 

非常に役に立った 22 （37.9） 22 （61.1） 7 （46.7） 
p=.042 

少し役に立った 29 （50.0） 14 （38.9） 6 （40.0） 
あまり役に立たなかった 6 （10.3） 0 （ 0.0） 2 （13.3） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.011 
全く役に立たなかった 1 （ 1.7） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅰ型＜Ⅲ型, p=.641 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.208 

個人及び家庭生活における変化
（疾病体験、重要他者の死、結婚、
子どもの誕生、宗教など） 
 

非常に役に立った 32 （55.2） 22 （61.1） 5 （33.3） 
p=.176 

少し役に立った 23 （39.7） 9 （25.0） 7 （46.7） 
あまり役に立たなかった 2 （ 3.4） 5 （13.9） 3 （20.0） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.856 
全く役に立たなかった 1 （ 1.7） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.073 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.104 

すぐれた書物との出会い 
  
  
 

非常に役に立った 14 （24.1） 11 （30.6） 2 （13.3） 
p=.096 

少し役に立った 31 （53.4） 22 （61.1） 8 （53.3） 
あまり役に立たなかった 12 （20.7） 3 （ 8.3） 4 （26.7） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.192 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 1 （ 6.7） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.201 
無回答 1 （ 1.7） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.033 

職能団体（県・市町村の養護教諭
部会や組合など）での活動 
  
  

非常に役に立った 26 （44.8） 19 （52.8） 2 （13.3） 
p=.093 

少し役に立った 20 （34.5） 13 （36.1） 9 （60.0） 
あまり役に立たなかった 10 （17.2） 3 （ 8.3） 3 （20.0） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.314 
全く役に立たなかった 2 （ 3.4） 1 （ 2.8） 0 （ 0.0） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.139 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 1 （ 6.7） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.022 

養護教諭養成教育時代の学び・経験 
  
 
 

非常に役に立った 7 （12.1） 3 （ 8.3） 1 （ 6.7） 
p=.347 

少し役に立った 32 （55.2） 24 （66.7） 7 （46.7） 
あまり役に立たなかった 16 （27.6） 8 （22.2） 5 （33.3） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.664 
全く役に立たなかった 3 （ 5.2） 1 （ 2.8） 2 （13.3） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.243 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.138 

学校内での研究活動 
  
  
 

非常に役に立った 8 （13.8） 9 （25.0） 0 （ 0.0） 
p=.001 

少し役に立った 32 （55.2） 20 （55.6） 4 （26.7） 
あまり役に立たなかった 15 （25.9） 7 （19.4） 9 （60.0） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.119 
全く役に立たなかった 2 （ 3.4） 0 （ 0.0） 1 （ 6.7） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.004 
無回答 1 （ 1.7） 0 （ 0.0） 1 （ 6.7） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.0004 

新任地の研修 
  
  
 

非常に役に立った 6 （10.3） 7 （19.4） 0 （ 0.0） 
p=.342 

少し役に立った 31 （53.4） 20 （55.6） 9 （60.0） 
あまり役に立たなかった 17 （29.3） 7 （19.4） 4 （26.7） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.383 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 2 （ 5.6） 1 （ 6.7） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.372 
無回答 4 （ 6.9） 0 （ 0.0） 1 （ 6.7） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.159 

社会問題や政治情勢への関心・理解 
  
  
 

非常に役に立った 5 （ 8.6） 5 （13.9） 0 （ 0.0） 
p=.127 

少し役に立った 34 （58.6） 24 （66.7） 9 （60.0） 
あまり役に立たなかった 15 （25.9） 7 （19.4） 5 （33.3） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.185 
全く役に立たなかった 2 （ 3.4） 0 （ 0.0） 1 （ 6.7） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.288 
無回答 2 （ 3.4） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.046 

教育界・教育行政の動向への関
心・理解 
  
  

非常に役に立った 5 （ 8.6） 3 （ 8.3） 0 （ 0.0） 
p=.062 

少し役に立った 38 （65.5） 27 （75.0） 8 （53.3） 
あまり役に立たなかった 13 （22.4） 5 （13.9） 6 （40.0） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.516 
全く役に立たなかった 1 （ 1.7） 1 （ 2.8） 1 （ 6.7） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.054 
無回答 1 （ 1.7） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.019 

社会活動（ボランティア活動・ス
ポーツなど） 
  
  

非常に役に立った 8 （13.8） 5 （13.9） 1 （ 6.7） 
p=.347 

少し役に立った 27 （46.6） 20 （55.6） 6 （40.0） 
あまり役に立たなかった 20 （34.5） 7 （19.4） 7 （46.7） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.487 
全く役に立たなかった 3 （ 5.2） 3 （ 8.3） 1 （ 6.7） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.305 
無回答 0 （ 0.0） 1 （ 2.8） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.145 

地域と学校への着目（地域の健
康・教育課題発見） 
 
 

非常に役に立った 8 （13.8） 8 （22.2） 1 （ 6.7） 
p=.016 

少し役に立った 32 （55.2） 23 （63.9） 6 （40.0） 
あまり役に立たなかった 17 （29.3） 5 （13.9） 8 （53.3） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.056 
全く役に立たなかった 1 （ 1.7） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.127 
無回答 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.006 

職務上の役割の変化（保健主事登
用、教科保健担当、指導主事など） 
 
 

非常に役に立った 10 （17.9） 10 （27.8） 3 （20.0） 
p=.261 

少し役に立った 32 （57.1） 19 （52.8） 6 （40.0） 
あまり役に立たなかった 13 （23.2） 5 （13.9） 5 （33.3） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.210 
全く役に立たなかった 1 （ 1.8） 1 （ 2.8） 1 （ 6.7） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.447 
無回答 0 （ 0.0） 1 （ 2.8） 0 （ 0.0） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.158 

養護教諭実習生の指導や後輩への
指導 
  
  

非常に役に立った 10 （17.2） 12 （33.3） 1 （ 6.7） 
p=.076 

少し役に立った 36 （62.1） 17 （47.2） 8 （53.3） 
あまり役に立たなかった 12 （20.7） 6 （16.7） 5 （33.3） Ⅰ型＜Ⅱ型, p=.137 
全く役に立たなかった 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） 0 （ 0.0） Ⅰ型＞Ⅲ型, p=.174 
無回答 0 （ 0.0） 1 （ 2.8） 1 （ 6.7） Ⅱ型＞Ⅲ型, p=.040 

 

a):「非常に役に立った」から「全く役に立たなかった」を4から1で点数化して分析した。ただし、無回答は分析対象外とした。 

b): Mann-WhitneyのU検定による多重比較の結果であり、有意水準はBonferroni法で調整した0.05/3=0.017を用いた。また、不等号は平均順位の大小関係

を表す。 
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と同時に、養護教諭の実践の質もさらに高くなると考え

られ、仲間や同僚、子どもから学ぶことが大切である。

また、本調査結果から「勤務した各校での実践・努力や

苦心したこと」として抽出されたカテゴリー【子どもの

健康課題への対応】【教員としての関わり・対応】や、

「学び・身に付けた力」として抽出されたカテゴリー

【専門的な力】【子どもと関わる力】【教育面の力】は

『日々の実践』に関係したことである。「多くの児童の多

くの事例により、様々な面で力を付けることができ

た。」という記述からも、何のためにするのか、このこ

とを通して子どものどんなことをつかもうとするのか、

子どもの何が問題でそれをどのように変えたいと願って

いるかなど、子どもを中心に実践を据えた時、仕事の質

が変わり、力量形成は実践からの学びにある（宍戸，

2000）。よって『日々の実践』において、いかに実践を

捉えるか、実践の意味付け、実践の問い直し、実践する

ことの教育的価値を問い直していく関係の中で力量を形

成し向上させていくのである（萩野ら, 2002）。『日々の

実践』を振り返ることの積み重ねが重要なことと考えら

れる。 

そして、成長型のタイプ別で差がみられた「教育実践

上の経験」で「非常に役に立った」がⅡ型97.2%、Ⅲ型

53.3%、「学校内でのすぐれた人物との出会い」で「非常

に役に立った」がⅡ型91.7%、Ⅲ型60.0%という結果や、

成長型別の多重比較により「教育実践上の経験」と「学

校内での研究活動」では、Ⅰ型とⅡ型がⅢ型より高く、

「学校内でのすぐれた人物」ではⅡ型がⅢ型より高かっ

た。これらのことはⅢ型が1年目から13年目までに特徴

的な上昇がみられないなど、いずれの型にも属さないと

いう型であることから、一つ一つの実践上での子ども・

教職員との出会いを意味あるもののとして捉え、より良

くしていくためにどうあるべきかすべきか・いかに研鑽

を積むかという姿勢が低いことによるものと推察される。

これらから、『日々の実践』を自身の資質能力の向上・

成長に役立つとして意味付けすることが重要と捉えられ

た。 

2．『学校外のネットワーク』に関して 

成長に役立ったことで「非常に役に立った」と「少し

役に立った」の回答を合わせて割合が高かった項目は、

「学校外でのすぐれた人物との出会い」（98.2%）、「学校

外での研究活動」（ 91.8%）、「職能団体での活動」

（81.6%）は『学校外のネットワーク』に関する内容と捉

えられる。本調査結果から「勤務した各校での実践・努

力や苦心したこと」として抽出されたカテゴリー【仲間

の養護教諭との協働】や、「学び・身に付けた力」とし

て抽出されたカテゴリー【養護教諭仲間としての力】は

『学校外のネットワーク』に関係したことである。「養護

教諭部会におけるグループ研究や研修に参加して多くの

ことを学んだと思う。グループ研究や研修がなかったら

やらなかった仕事も多くあると思う。」という記述から

も、養護教諭の成長には養護教諭仲間や研修会での指導

者等外部からの影響が関係していることも明らかになっ

た。 

養護教諭は学校内に一人の配置であり日常的に自己の

実践を振り返る機会がなかなかないが、同職種である他

校の養護教諭との交流の中で自分の実践を振り返り、よ

り良いものにするためのヒントを得て、自己評価の機会

を得ていると推測され（山道ら，2002）、仲間から学ぶ

機会を自分自身で作り出していくことが必要（宍

戸,1996）であると言える。また、成長型別の多重比較

により「学校外での研究活動」ではⅡ型がⅠ型より高

かったことから、新任期からの6年間ほどはまだまだ外

に目が向かないことが伺える。 

3．『自己啓発』に関して 

資質能力向上・成長には環境や他者からの影響のみで

なく、養護教諭自身の姿勢・モチベーションも規定要因

と考えられる。「非常に役に立った」と「少し役に立っ

た」の回答を合わせて94.5%あった「自分自身の意欲や

努力」は『自己啓発』に関する内容と思われた。また、

本調査結果から「勤務した各校での実践・努力や苦心し

たこと」として抽出されたカテゴリー【自身の気持ちや

生活のこと】や、「学び・身に付けた力」として抽出さ

れたカテゴリー【内面の力】は『自己啓発』に関係した

ことである。「養護教諭は一校一人であり孤独感を感じ

ることが多かった。良い意味で頼れない（頼らない）…

という気持ちを持つことを意識し、自分でまず頑張って

みた。」という記述からも、自己のモチベーションを高

めることが大切であると言える。 

浅野（2013）はHackman Oldmanの理想職務の特性モ

デルを用いて、自分を成長させるための要因について、
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「スキルの多様性、職務の主体性、課題の重要性、自律

性、フィードバック」、それらに加えて媒介変数として

「成長欲求の強さ」をあげ、このように成長には意欲が

カギとなると述べている。このことや「非常に役に立っ

た」と回答した割合が成長型のタイプ別で差があった

「自分自身の意欲や努力」でⅡ型68.6%、Ⅲ型20.0%という

結果から、Ⅲ型は1年目から13年目までに特徴的な上昇

がみられないなどいずれの型にも属さないという型で、

Ⅲ型は『自己啓発』が低いため特徴的な成長が遂げられ

にくかったのではないかと思われる。自らの実践から学

ぶ自己学習と、実践に対し仲間から評価、理解され、仲

間と共に学ぶ対話的学習の両者の関係のなかで、資質能

力の発達のレベルが左右される（萩野ら, 2002）という

点では、より自己理解を深め自己受容していく『自己啓

発』が、資質能力を向上・成長させる要因になっている

と思われる。 

これらから『日々の実践』『学校外のネットワーク』

の成長型のタイプ別の結果と同様に『自己啓発』におい

ても、資質能力向上・成長では中堅期が大切と思われる。 
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6基礎自治体における保健師の行政評価への取り組みと保健師活動評価の実施状況 
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Ⅰ．目的 

保健師活動の評価の必要性は指摘されており、活動の

発展過程という視点からの評価方法（砂山ほか，2006）、

成果を映し出すツールとしての評価手順（中板，2009）

など数少ないが評価方法開発の取り組みが報告されてい

る。しかし、それらの報告における評価の視点はさまざ

まであり、活動評価の方法が確立されているとは言えな

い現状にある。 

一方、基礎自治体である市町村では、行政改革の一環

として行政評価の導入が進んできた。行政評価も多様な

視点があるが、自治体内部の評価の手法として普及して

いる事務事業評価システムは、事務事業や施策の目的、

目標や指標が挙げられ、それらに対する到達度を評価す

る、市町村の総合計画と連動し、総合計画の進捗管理の

一環としても活用されているなどの特徴がある（南島，

2010）。市町村保健師の活動は、行政の活動の一部であ

り、行政評価の対象となる活動である。また、保健師は

市町村職員であり、総合計画や行政評価にかかわってい

ると考えられる。保健師が行政職員として実施している

行政評価と保健師活動評価の関連については、行政評価

シートを保健師活動評価に活用する試みが報告されてい

る（大野ほか，2006）。 

筆者らは、市町村保健師が日常活動の中で実施でき、

その後の活動の充実や改善と保健師の実践能力向上につ

ながる活動評価方法を開発することを目指している。市

町村保健師の活動は、行政の活動であり看護活動である

こと、また、評価作業の負担軽減のためにも、行政評価

と保健師活動評価の関係を整理し､連動させて実施可能

であるかを検討する必要があると考えた。しかし、市町

村保健師の行政評価へのかかわりの現状や保健師自身が

行政評価をどう捉えているかは明確ではない。そこで、

本調査は、市町村保健師への面接聞き取り調査により、

基礎自治体である市町村に所属する保健師の行政評価へ

の取り組みと保健師活動評価の実施状況を明らかにする

ことを目的とした。 

Ⅱ．方法 

1．対象 

了解が得られた6か所の基礎自治体（以下自治体）の

保健師である。3か所は同一県内、他はそれぞれ異なる

県にある。いずれも、行政評価への取り組み先進地とし

て当該地域で挙げられたり、書籍で紹介されたりしてい

る自治体である。 

2．情報収集方法 

研究者2名で対象者の所属機関に出向き、面接を行っ

た。調査対象者の了解を得て、テープ録音を行った。聞

き取った内容は、記述記録に作成し、調査項目に沿って

内容を整理した。作成した記述記録は、対象者に郵送し、

内容の確認を行った。 
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3．調査内容 

聞き取り項目は、1）行政評価の実施状況、2）行政評

価への保健師のかかわり、3）保健師活動評価の実施状

況、4）市町村の総合計画や各種保健計画と保健師活動

計画との関連についての考えと取り組み、5）行政評価

と保健師活動評価の関連についての考えと取り組み、

6）取り組みについて困難と感じていること、改善した

いと考えていることである。また、対象保健師の保健師

経験年数、職位、所属自治体の保健師数と保健師配置部

署、保健部門の保健師の活動体制についても把握した。 

4．分析方法 

聞き取り項目では行政評価としたが、行政評価は自治

体の総合計画の進捗管理の一環として実施されているこ

とから、行政評価は、行政評価と総合計画の両者に関す

る内容を含むものとして、聞き取った内容を整理した。 

聞き取り項目1）行政評価の実施状況は、行政評価の

方法および行政評価と予算の関係について、聞き取った

内容を整理した。2）行政評価への保健師のかかわりは、

行政評価と総合計画の策定・実施において保健師が実施

していることを整理し、共通する内容を確認した。さら

に、具体的なかかわりの内容について自治体ごとに記述

を整理した。3）保健師活動評価の実施状況は、保健師

活動評価として実施している取り組みの共通する内容を

整理した。4）市町村の総合計画や各種保健計画と保健

師活動計画との関連についての考えと取り組み、6）取

り組みについて困難と感じていること、改善したいと考

えていることについては、記録を読み、意味内容のまと

まりで文章を切り、それぞれに要約をつけ自治体ごとに

まとめた。5）行政評価と保健師活動評価の関連につい

ての考えと取り組みは、4）6）と同様に要約を作成して

整理し、さらに、行政評価の保健師の捉え方について、

聞き取った内容を自治体ごとにまとめた。 

5．倫理的配慮 

対象保健師にまず電話にて依頼し、了解が得られたら、

所属機関あての依頼文書を郵送した。調査当日に、改め

て、対象保健師に、書面と口頭で、研究目的、方法、倫

理的配慮について説明し、了解を得られたら調査を行っ

た。本研究の計画は、岐阜県立看護大学研究倫理審査部

会の審査を受け、承認を得た（承認番号：0016）。 

Ⅲ．結果 

1．調査対象自治体と聞き取り対象者 

6自治体は、表1に示すようにすべて市であり、1か所

は中核市であった。人口規模は、約10万人が1か所、約

12万人が2か所、約15万人が1か所、約27万人が1か所、

約45万人が1か所であった。 

対象保健師は、保健部門に所属する管理的立場にある

保健師である。1か所は3名、1か所は2名、他4か所は1名

の保健師から聞き取りを行った。保健師の職位は、主任

主査級4名、係長級2名、課長級4名であった。保健師経

験年数は、19年～33年であった。各自治体における保健

師の総数は、20名～78名であった。いずれの自治体も、

保健部門以外の部門にも保健師が配置されていた。保健

部門の保健師の活動体制は、全自治体が業務担当制と地

 

表1 調査対象とした自治体の概要 
自治体 A B C D E F 

自治体区分 

人口 

市 

約12万人 

市 

約10万人 

市 

約15万人 

市 

約27万人 

市 

約12万人 

中核市 

約45万人 

対象保健師数 

職位 

3名 

全員主任主査級 

1名 

主任主査級 

1名 

係長級 

1名 

課長級 

2名 

2名とも課長級 

1名 

係長級 

常勤保健師総数(含管

理職) 

21名 20名 22名 51名 56名 78名 

保健師の配置部門 保健､高齢福祉 保健､高齢福祉

生涯学習 

保健､高齢福祉

障害福祉､子育

て支援､職員管

理 

保健､高齢福祉

障害福祉､子育て

支援､国民健康保

険､職員管理､学

校給食､その他 

保健､高齢福祉 

障害福祉､子育

て支援､発達支

援､市民病院 

保健､国民健康

保険､職員管理

保健部門の保健師の

活動体制 

業務担当制と地

区担当制の併用 

業務担当制と地

区担当制の併用

業務担当制と地

区担当制の併用

業務担当制と地

区担当制の併用

業務担当制と地

区担当制の併用 

保健所は業務担

当制、保健セン

ターは地区担当

制と業務担当制

併用 
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区担当制の併用であった。 

2．行政評価の実施状況と保健師のかかわり 

1）行政評価の実施状況 

聞き取りの中で把握できた行政評価の方法と予算との

関係は、表2に示した。6か所中5か所で総合計画の推進

と連動して事務事業評価を行っていた。1か所は総合計

画の年度ごとの評価は今後実施であった。部局の方針を

立てて評価を行う自治体が2か所、財政担当課による評

価が1か所、各職員の目標管理への取り組みが3か所、行

政評価の中で他課との業務の調整も行われる自治体が1

か所、行政改革、あるいは行政評価として第3者委員会

や市民、学識経験者が加わり事業を検討する自治体が3

か所であった。 

行政評価と予算の関係は、A、B、D市は総合計画の管

理に財政関係課が関わる、E、F市は事務事業評価や計

画は予算とかかわる、C市は保健事業のまとめが予算資

料になるという状況であった。 

2）総合計画や行政評価への保健師のかかわり 

総合計画や行政評価において保健師が実施していると

確認できたことは、表3、表4に示した。計画作成や目標

値の設定にかかわる自治体が3か所、計画の修正にかか

わるが1か所、各事業に関する計画や評価シートの作成

にかかわるが5か所、評価結果への対応にかかわるが3か

所、個人の目標管理への取り組みを通して各事業の計画

や評価にかかわるが2か所であった。保健師のかかわり

の具体的な内容は、計画作成、目標値の設定では、D市

は係内で話し合って計画作成や目標値の設定、E市は事

業担当者が計画作成、F市は目標値設定のための調査の

調整などを行っていた。各事業に関する計画や評価シー

トの作成では、A、B、C市の3か所は係長などリーダー

が記載、E、F市の2か所は担当者が記載し係内で話し

合っていた。評価結果への対応では、B市は課長、係長

が質問に対応し、担当者に結果を伝える、F市はヒアリ

ングに対応して事業担当者が必要な資料をさらに作成し

ていた。 

3．保健師活動評価の方法 

保健師活動評価として実施していると把握できた方法

は、表5に示した。年度ごとの報告書の作成がF市以外の

5か所、行政評価とは別に保健師としての事業評価シー

トを作成して活用がF市1か所、担当係内でまとめの話し

合いがA、D市2か所、日常的な事業改善の取り組みがA

市1か所、担当地区での地区活動を評価するためのシー

トを作成して活用がD、F市の2か所、保健師の育成ガイ

ドラインを活用して評価がE市1か所であった。 

4．市の総合計画や各種保健計画と保健師活動計画の関連 

市の総合計画や各種保健計画と保健師活動計画の関連

についての考えと取り組み内容は、表6に示した。6か所

すべての保健師が、計画間の関連を意識するという考え

を述べていた。 

A市は、計画間の連動は必要であるが、保健師個々が

個人目標を立てる際に、総合計画等を意識しているかは

保健師によって異なると述べた。C市は、話し合うこと

 

表2 把握できた行政評価の方法と予算との関係 
自治体 A B C D E F 

行
政
評
価
の
方
法 

1.総合計画推進の事業計

画・評価(事務事業評価） 

〇 〇 〇 今後実施 〇 〇 

2.部局の方針の作成・評価       〇 〇   

3.財政評価   〇         

4.職員の目標管理 〇     〇 〇   

5.他課との調整   〇         

6.第 3 者委員会による行政

改革としての事業の検討 

〇 〇 

行政評価も 

含む検討 

      〇 

行政評価の 

中での検討 

行政評価と予算の関係 総合計画は、

事業の必要予

算 4 年間分も

出す。財政の

担当と予算を

決める 

総合計画と連

動。財政評価

も提出し、次

年度予算に反

映させる。各

事 業 の 必 要

性、成果を問

われる 

保健事業のま

とめが予算査

定、予算請求

の資料となる

総合計画は、

実施計画の管

理についても

政策調整課と

財政課が関係

している 

事務事業計画

書のヒアリン

グは、次年度

の予算査定に

反映する 

評価のヒアリ

ングでは、決

算から人件費

の削減状況、

予算執行状況

も 確 認 さ れ

る。 
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で計画を見直し、保健計画の目標値は国や県、市の計画 

に合わせて策定していた。D市は、同時期に複数の計画

を作成したので、連動させて捉えることができた、市の

総合計画と保健師が計画する内容は重なっていると述べ

た。E市は、市の計画も保健師の計画も行政の計画であ

ると考えており、市の基本構想の項目と事務事業計画の

目標に挙がる項目は関連していると述べた。計画間の関

連を意識する取り組みとして、B市は総合計画の下位目

標と係単位で作成する保健活動の重点活動を連動させる、

F市では総合計画のどこに該当するか確認するという取

り組みを行っていた。 

5．行政評価と保健師活動評価の関連についての考えと

取り組み 

行政評価についての保健師の捉え方を確認できた4自

治体の内容は、表7に示した。 

A市は、総合計画の進捗管理と行政改革のための評価

を区別しており、また、リーダーの保健師が対応するた

めに、スタッフ保健師は内容を知らないかもしれないと

表3 総合計画作成や行政評価において保健師が実施していると確認できたこと 
自治体 A B C D E F 

1.計画作成、目標値の設定    〇 〇 〇 

2.計画の修正 〇      

3.各事業に関する計画や評価シートの作成 〇 〇 〇  〇 〇 

4.評価結果への対応  〇    〇 

5.個人の目標管理への取り組み    〇 〇  

 

表4 行政評価への保健師のかかわりの具体的内容 
項目 聞き取った内容（自治体） 

1.計画作成、目標値の設定 総合計画担当部署が立案した大きな目標、方向性に沿って実施計画、数値目標等施策を示す。成人、

母子各担当係内で話し合い、計画、数値目標を挙げる（D) 

事務事業計画・評価シートでは、事業担当者が事業単位で計画書(5年単位の指標を出す)を作成し、事

業の評価をし、予算にも反映させる（E) 

全ての計画に数値目標を挙げる。健診等日々の業務で行っているアンケートと計画評価のための市民

アンケートの内容は似ており、これから調整していく（F) 

2.各事業に関する計画や評

価シートの作成 

総合計画の推進としての評価は、年2回、事業実施方法、予算についての照会に回答する。係のリー

ダーが回答する。事業担当者に確認する場合もある。行政改革としての評価では、行政改革の担当部

署が検討する事業を決める。照会があったら今年度の事業について回答する（A) 

係長が作成。事業担当者が作成した業務報告書から必要な情報をとる。必要であれば事業担当者に

データ提出を指示。事業担当者は、係長の指示を受ければ行政評価に何を求められているか理解で

き、また、行政評価の結果についても意識している。係長が作成したシートを課長が確認する（B) 

年2回、その年度の業務実施計画を作成。取り上げるのは重点施策のみである。係長が記入し、課長

に提出。その段階で総合計画担当課のヒアリングが入る。確認調整の後に、部長に提出する（C) 

事業担当者が作成し、担当グループで確認する（E) 

事業担当者が記入し、係長が確認、係で話し合い作成。その後、課長、参与、所長、総務局長とあ

げ、総合計画担当部署がとりまとめる。参与以上には、課長と事業担当者がヒアリングを受けて説明

し、内容が他者に理解できるように修正していく（F) 

3.評価結果への対応 評価結果は、課長と係長が結果の報告と質問を受ける。その後、事業担当者に結果を伝える（B) 

一般市民や学識経験者も参加した仕分け・棚卸作業がある。シート記載内容から、必要か効率的か

チェックされ、必要でないとされた事業がヒアリング対象となる。市民と学識経験者のチームから事

業担当課がヒアリングを受ける。一般市民に理解してもらうための資料が必要。今年度実績、昨年度

予算執行状況、人件費削減状況も確認される。急遽必要となる資料も事業担当者が作成（F) 

 

表5 把握できた保健師活動評価の方法 
自治体 A B C D E F 

1.報告書の作成 〇 〇 〇 〇 〇  

2.保健師としての事業評価シート      〇 

3.担当係内でのまとめ 〇   〇   

4.日常的な改善への取り組み 〇      

5.地区活動用の評価シート    〇  〇 

6.保健師の育成ガイドラインによる評価     〇  
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述べた。B市は、総合計画に基づいて、行政改革として

実施しており、評価結果の指摘が厳しいと捉えていた。

D市は、総合計画よりも部の方針のほうが身近であると

捉えていた。F市は、活動評価シートの作成は大変であ

るが、予算との関連で重要である、保健師活動を理解し

てもらう機会と捉えていた。 

行政評価と保健師活動評価の関連についての考えと取

り組みの現状は、5自治体について表8に示した。B、C

市は、行政評価は保健師活動を振り返る機会である、F

市は保健師活動を理解してもらう機会であると捉えてい

た。E市では、保健師活動は行政活動であり行政評価で

保健師活動は評価できると捉えていた。また、F市では、

保健師活動を振り返るための評価シートも事務職員にわ

かるようにする必要があると考えていた。 

6．取り組みについて困難と感じていること、改善した

いと考えていること 

取り組みについて困難と感じていること、改善したい

と考えていることについて把握できた5自治体の内容は、

表9に示した。 

A市は、保健師の活動と行政の計画や評価を連動させ

表6 市の総合計画や各種保健計画との関連についての考えと取り組み 
自治体 要約 聞き取った内容 

A 

計画間の関連への意識は保健師個々

で異なる 

 

所長が作成する重点目標に基づき、係の課題、目標を立て、個人目標を立て評価す

る。担当業務の評価となる。この個人目標を立てるときに、総合計画等を意識して

いるかは、保健師個々で異なる 

総合計画を見ながら事業をしている

とはいえない 

総合計画には法的位置づけのある事業は含まないため、総合計画を見ながら事業を

しているとは言えない 

市の計画と保健師活動の連動は必要

であるが、十分に認識されていない 

総合計画を保健師活動と連動させ、活動の方向性は知っておかないといけない。市

の計画と保健師活動の関連の共通認識は大切である。リーダー以上の保健師は総合

計画と保健計画を確認しているが、若い保健師には伝わっていない。若い保健師

は、総合計画と保健計画がつながっていないと思う。計画のことを知らなくても業

務ができる状況 

各種計画は関連がある 同じ目標であれば計画を重ねることはある。プランを重ねた計画書もある 

B 計画間の関連を意識する 総合計画の下位目標と係単位で出す保健活動の重点活動は連動させている 

C 

計画間の関連を意識する 母子保健計画は目標値を国や県、市の計画に合わせて策定している 

各種計画との関連がある 母子保健計画(5年計画)の子育て支援や学校教育の項目と関連している 

話し合うことで計画を見直す 事業については話し合いの機会を持つようにしている。話し合いの中で疑問に思っ

たことは発言し、計画の見直しができるようにしている 

D 

計画間の関連を意識する 市の総合計画と保健師が計画する部の方針、健康日本21等は重なっている 

同時に計画を作成したため連動させ

て捉えられた 

今年度は、総合計画評価と次期計画作成、市長マニフェスト作成、健康日本21計画

中間評価が重なったため、大変ではあったが、それぞれの計画を連動させて捉える

ことができ良かった。個人また係や課として、計画立案、評価することで、計画と

事業及び保健師活動の連動性を認識できた 

E 

計画間の関連を意識する 市の基本構想の項目と事務事業計画の目標に掲げる項目は関連している 

市の計画と保健師の計画はいずれも

行政の計画である 

市の計画と保健師の計画はどちらも行政のものである。行政の取り組みを保健師の

技術をもって行うことが、保健師の活動である。保健師以外の職種であっても、同

じ目的で取り組むことができれば良い 

F 計画間の関連を意識する 総合計画のどこに該当するか、確認している 

 

表7 行政評価の保健師の捉え方 
自治体 聞き取った内容 

A 

・行政改革として事業のスリム化を目指す評価と市の総合計画の推進としての評価がある 

・総合計画推進としての評価の照会には係ごとのやり方で回答。係のリーダーが回答し、スタッフ保健師は照会・回答の内

容をほとんど知らない、また、総合計画を身近に感じていないと思われる 

・行政改革としての評価は、廃止や委託する事業がある。事業の無駄を省く視点で取り組む 

B 
・総合計画に基づき、市政改革プランにより行政評価を推進している 

・評価結果で受ける指摘はかなり厳しく、事業担当者が落ち込まないようフォローする必要がある 

D 

・総合計画、市長マニフェスト、総合計画と連動した部の方針、個々の職員の目標管理がある。部の方針、個々の職員の目

標管理の評価は毎年度実施。総合計画の評価は今後実施予定である 

・毎年作成する部の方針は、総合計画と連動し、かつ、その年度の新規事業等の独自計画も含む。毎年度作成、評価するた

め、総合計画よりも身近な計画である 

F 

・行政評価シートの作成は大変な作業であるが、現場の仕事を理解してもらう機会となっている。膨大な作業量で時間もか

かるが、予算を管理する立場としてはやらなければならないと考える 

・市民、学識経験者によるヒアリングは事務職も同席するため、職員と市民の両方に保健師活動をアピールし理解してもら

う機会となる 
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る、保健師として地域の実態を捉え活動することや計画

することができていない、市の計画と担当業務の関連を

保健師全員が意識しているとは言えない、評価指標作成

にかかわりたいであった。B市は、費用対効果の評価が

苦手、D市は、数値で表せない保健師活動を地区活動評

価用のシートによって表現する、保健師の活動と行政の

計画や評価を連動させる、保健師の想いや考えを引き出

す地区活動の評価方法をつくるであった。E市は、保健

師活動を評価したい、保健師活動とは何かが各保健師に

明確になる、保健師として地域の実態を捉え活動するこ

とができていない、F市は、ポピュレーションアプロー

チなど見えにくい保健師活動を表現する、評価の重なり

がわかるようにし、個別支援と集団支援を合わせて評価

できるようにするであった。 

Ⅳ．考察 

1．保健師の総合計画、行政評価への取り組みと保健師

活動評価の実施状況 

いずれの自治体も保健師が総合計画や行政評価に何ら

かのかかわりを持っていた。特に各事業に関する計画や

評価シートの作成は、それぞれが担当業務を通じて作業

を行っていた。行政評価は総合計画推進のために取り組

まれており、評価だけでなく、総合計画の作成にもかか

わっている自治体があった。具体的なかかわり方は、係

長などのリーダー的保健師が主となって対応する場合と、

事業担当者が直接計画や評価を記載した後に係内で話し

合う場合があった。今回、作業の方法はその部署の管理

者の指示か、自治体の方針かを確認しなかったが、行政

評価における各担当部署内での役割分担は、その部署の

表8 行政評価と保健師活動評価の関連についての考えと取り組み 
自治体 要約 聞き取った内容 

A 

総合計画や行政評価と保健師の活動

評価は、同じ方向を向く、整合性を

はかる 

行政評価(上位評価)と保健師の活動評価は同じ項目が入っている。目指すところは

同じなので同じ方向を向いているようにしている。総合計画や市長マニュフェスト

と保健師の活動評価の整合性を図っている 

評価に追われている いろんな評価があり、評価に追われている。同じ項目があると、同じ評価になる項

目もある。課題も同じものがあり、評価、課題が関連するものもあればそうでない

ものもある 

B 

行政評価への対応は、保健師活動の

振り返りの機会である 

毎年「保健活動のまとめ」を作成し活動を見直すが、行政評価（財政評価）により

事業の根拠を問われた際、保健師は当然やるべきと考えていた事業の根拠が抜けて

いたことに気づかされた。行政評価で受けた指摘は、始めは何も知らないのにと抵

抗を感じたが、保健師活動の根拠を問われていることに気づき、振り返るきっかけ

となった。これまで事業の方法しか検討してこなかったことに気づくことができた

C 

各種計画への対応は、保健師活動の

振り返りの機会である 

母子保健計画や母子保健事業のまとめは、保健師の活動を振り返るきっかけになっ

ていると思う。母子保健計画を作成したことで、健診の見直し等、改善の取り組み

が実施されており、以前とくらべて課題が見えるようになり、改善できるように

なった 

D 

評価につながる目標値は、各所属の

計画(次世代育成計画等)と総合計画は

関連させている 

各所属の計画(次世代育成計画等)と総合計画を関連させている。保健センターでは

健康日本21計画と関係所属の計画を関連させている。目標数値の掲載の仕方は異な

るが取組みの方向性は同じ。健康日本21は国の計画指標と連動させ、また市民等に

わかりやすい表現にしている 

E 

それぞれの保健事業は、重点施策や

部の方針を達成するための手段だと

思う 

課長が課の目標を設定し、スタッフは個人で目標を立てる。評価シートの内容は、

事業評価と人事評価を併せた様式であり、事業が何のためにあるのかという点に視

点を置いたシートになっている。それぞれの保健事業は、重点施策や部の方針を達

成するための手段だと思う 

事務事業計画・評価とスタッフ個人

の評価の各シートは連動していると

は言えない 

事務事業計画・評価と個人の評価、両方の評価を実施しているが、この2つのシー

トは連動しているとは言えない 

行政評価は保健師活動評価であり、

事務事業評価によって保健師活動は

評価できる 

行政の中で働く保健師にとっては、行政評価が保健師の評価と言えるのではない

か。事務事業計画書の評価項目で、事業の評価を細かく記載できるので、保健師の

活動評価はこの事務事業計画書で足りていると思う 

F 

行政評価と保健師活動評価は事業で

みていくと十分つながる 

行政評価と保健師活動の評価はつながっている。事業でみていくと十分につながる

保健師活動を振り返るため事務事業

評価とは異なるシートを作成した

が、事務職にもわかるようにする必

要がある 

保健師活動評価は、自分たちの活動を振り返る目的で作成した。きちんと必要な人

をフォローできているか、保健師業務の評価は自分たちで行う必要がある。以前は

保健師が自由に評価していたが、今は事務職にもわかるようにする必要がでてきた

行政評価は、保健師活動をアピール

する機会である 

行政評価を保健師の活動をアピールする機会とし、保健師活動の評価項目は、行政

評価と共通する項目を確認して作成した。各課で職員の定数削減の要求が来てお

り、保健師の必要性を説明できるようにする 
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自主性に任せられるのが普通との指摘がある（金井，

2010）。管理者が変わると、具体的なかかわり方は変わ

る可能性がある。 

また、行政評価を実施する一方で、保健事業のまとめ

として報告書を作成しており、さらに、保健師活動を評

価するために別の評価シートを工夫している自治体も

あった。 

2．総合計画、行政評価と保健師活動評価の関連性と課題 

今回の聞き取りでは、行政評価と保健師活動評価の関

連について、行政評価は保健師活動の改善や行政内や住

民に理解してもらうための機会ととらえる意見があった。

これは、行政評価の導入目的である成果を目指した改善

サイクルの確立、住民への説明責任を果たすこと（稲沢，

2008）と一致するが、行政内に対しても保健師活動を理

解してもらうことを目指しており、専門職の活動でもあ

る保健師活動の特徴とも考えられる。また、行政評価の

事務事業評価が保健師活動評価となると述べた自治体と、

行政評価だけでは保健師活動の評価には不十分と考え、

保健師活動を振り返るための事業評価シートや地区活動

の評価シートを作成している自治体があった。これも、

行政の活動であり、専門職の活動でもあるという2面性

の反映と考えられる。 

総合計画等については、保健師活動も行政の活動であ

り関連を意識する必要があると全自治体の保健師が考え

ていた。しかし、係長などリーダー的立場の保健師は、

総合計画等との関連を意識しているが、若い保健師は知

らないかもしれないと述べる自治体もあった。これは1

か所の意見であったが、今回は管理的立場にある保健師

表9 取り組みについて困難と感じていること、改善したいと考えていること 
自治体 要約 聞き取った内容 

A 

保健師の活動と行政の計画や評価を

連動させる 

保健師の技術面(日々の活動)は総合計画には出てこないことなので、保健師の技術

(日々の活動)をどのように計画と連動させるか課題 

保健師として地域の実態を捉え活動

すること、計画することができてい

ない 

本来は保健師の活動計画が定められていて、その中から重要な施策を総合計画に挙

げていくべきだが実際にはできていない。総合計画の目標だけでなく日々の活動か

ら課題を見つけ取り組んでいくことが大切 

市の計画と担当業務の関連を保健師

全員が意識しているとは言えない 

計画に沿って事業を行っている感覚ではなく作業として実施状況の照会に回答して

いる。計画のこの部分を取り組んでいるということが伝えられていない。評価して

いることも知らない保健師もいるかもしれない 

評価指標作成にかかわりたい 評価指標については、保健センター以外の職員が作るのではなく、担当課で考えら

れると良い 

B 

費用対効果の評価が苦手 保健師はお金に換算して評価すること(費用対効果)が苦手。データを集め検証する

機会が少ないように思う。費用対効果は、係長が意図的に中堅保健師や担当の保健

師を巻き込み、見ることができるようにしている 

D 

数値で表せない保健師活動を地区活

動評価用のシートによって表現する 

総合計画、市長マニフェスト、健康日本21計画、職員の個人目標では、評価におい

て数値で評価することが求められる。数値であらわせない活動(保健師活動)につい

て、地区活動目標シートで表現できると良い 

保健師の活動と行政の計画や評価を

連動させる 

地区活動目標シートに挙げる地区の活動の積み重ねが、今後、個人目標に反映でき

るようになると良い 

保健師の想いや考えを引出す地区活

動の評価方法をつくる 

保健師の地区での活動をどのように地区活動目標シートに表現するかが課題。ま

た、管理職者が保健師の思いや考えを引き出し気づきにつながるようにしなければ

ならない。地区活動目標シートを改善していきたい 

E 

保健師活動を評価したい 何等かのツールを使って保健師活動を評価したいと考えているが、日々の業務に追

われて評価できていない。今後は、評価を行っていきたい 

保健師活動とは何かが各保健師に明

確になる 

行政評価、保健師の活動評価も大切なことであると思うが「保健師の活動って

何？」「保健師の専門性って何？」という部分が各保健師の中できちんと押さえら

れていないと保健師の能力評価はできないのではないか 

保健師として地域の実態を捉え活動

することができていない 

地域の健康課題への取り組み 市町村合併後十分取り組めていないため、課題であ

る。合併後、地域が広くなり、すべてを把握できていない状況であるため、地域を

把握し活動につなげていくことが課題 

F 

ポピュレーションアプローチなど見

えにくい保健師活動を表現する 

成人保健活動は特定健診が分断されて説明しにくい。健診に来る人は健康に関心が

ある人といえるが、その他多くの人を対象の健康づくりは何をしているかわかりに

くく事業の棚おろし対象にされてしまう。健康教育・教室が切られてしまう。ポ

ピュレーションアプローチの必要性が理解されにくい。現在、市民の健康への関心

度に応じたアプローチ方法を整理中。成人の健康づくりも母子・高齢者とつなげて

の説明を試行中 

評価の重なりがわかるようにし、個

別支援と集団支援を合わせて評価で

きるようにする 

保健師の地区活動の評価、活動体制ごとの評価、それぞれに評価しているが、それ

らの重なりがわかるようにすること、個別支援と集団支援も合わせて評価できるよ

うにしたい 
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から聞き取ったため、より行政全体の動きを意識する立

場からの意見を把握した可能性がある。 

3．市町村保健師の活動評価方法に求められる視点 

今回、行政評価によって保健師活動は評価できると述

べた自治体もあったが、同じ自治体から保健師活動を評

価したいとの意見も聞かれた。保健師活動の評価のため

のシートを作成している自治体もあり、行政評価と保健

師活動評価は完全に一致するものではないと考えられた。 

保健師活動評価のために地区活動の評価シートを作成

していた2自治体は、保健師の思いや考えを引き出した

い、ポピュレーションアプローチなど見えにくい保健師

活動を表現したい、個別支援と集団支援のつながりを示

したいなどの考えがあった。また、それらの評価と行政

評価の重なりやつながりを説明したいと考えていた。ま

た、保健師活動を振り返るためには行政評価と異なる

シートが必要と考えて事業評価シートを作成した場合も、

事務職員にも理解できることが必要と考えていた。これ

らから、地域生活集団を対象とした看護活動を行う保健

師が専門職として地域生活集団をどのように捉え、判断

し、活動しているかを他者に伝わるよう表現することを

目指していると考えられる。また、活動の振り返りを行

うには、行政評価シートでは内容が不十分との認識で

あった。 

行政官の活動結果の評価基準として、適法性、有効性、

効率性という3つの視点が指摘されている（森田，2012）。

行政改革、総合計画の推進を目指す行政評価は、特に有

効性や効率性を重視した評価と考えられる。有効性は成

果評価につながり、保健師活動がどのような成果を地域

にもたらしたかという評価の視点である。市町村保健師

の活動評価方法に求められる視点には、成果の確認だけ

でなく、地域の現状をどのように捉えて判断したか、計

画したか、実施したかという専門職としての判断や実践

を振り返ること、事務職員や地域住民に活動を説明でき

ることも重要と考えられる。 

また、いずれの自治体も、総合計画と保健師活動の連

動は必要と考えており、行政の活動としての位置づけを

保健師が確認できることも必要と考える。 

 

（本調査は、科学研究費補助金(基盤研究（C）課題番号

23593388の助成を受けて実施したものである。) 
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黒江 ゆり子  北山 三津子 

 

Significance and Possibility of Nursing Practice Research  Part1 
 

Yuriko Kuroe and Mitsuko Kitayama 

 

 

Ⅰ．はじめに 

看護学においては、量的研究や質的研究、あるいは混

合型研究などの多様な研究が可能である。そして、看護

実践の質向上が第一義的であるときには、実践改革の視

点をもった看護実践研究をすすめることができる。看護

実践研究に重要なことは、保健医療福祉利用者中心の視

点で看護実践を考えることであり、また、その研究的取

組みを継続することのできる組織体制の変革という方向

性と看護実践改革者としての認識をもった人材の育成と

いう方向性を同時に有していることである。 

本学は平成12年の開学時から看護実践の改革に向けて

機能することのできる人材育成を目指している。それは、

看護学科においても、また看護学研究科においても共通

した理念となっており、本学の教育内容に広く深く反映

されている。開学から13年、大学院開設から9年を経過

した現時点において、私たちは看護実践に基盤をおく研

究を追究し、実践し、その成果の確認を積み重ねてきた

ことを基盤とし、このような方向性をもつ研究の重要性

と看護学における意義を認識するに至っている。そこで、

地域基礎看護学領域における筆者らの経験にもとづき、

看護実践に基盤をおく看護実践研究の基本的な考え方と

方法を確認するとともに、その意義と今後の課題につい

て検討する機会としたいと思う。 

Ⅱ．看護実践研究の基本的考え方とプロセス 

1．看護実践研究の基本的な考え方 

1）看護実践研究とは 

私たちが実績を重ねてきた看護実践研究は、看護実践

を基盤とした看護学研究方法の一つである。この研究方

法は、看護実践現場において、その現場で看護を実践し

ている看護職者が、自施設あるいは自部署の実践上の課

題を明確にして、その課題を解決するための方策を考案

し、方策に取組み、その成果を明確にするものである。

同時に、現場の看護職者によるチームでの協働的取組み

を経て組織的取組みとなることを目指している。これに

より、今後どのような取組みが可能で、かつ継続的に効

果が得られるかを明確にすることができ、実践に対する

看護職者の認識は一層深く広いものとなる。 

2）看護事象の特性をふまえた看護実践研究の重要点 

（1）保健医療福祉利用者ニーズに立脚した看護実践上の

課題に目を向ける 

看護事象の特性の一つは、利用者ニーズを中核として

実践が構成されることである。そのため、看護実践研究

における重要点の第一は、自施設の課題あるいは自部署

の課題を明確にする場合に、自施設・自部署の利用者

ニーズをふまえて考える視点をもつことである。看護学

は、実践を基盤に構築される学問であり、利用者ニーズ

を明確にすることは最も基本的なことであることを考え

れば、その基本に立ち戻ることであるとも言える。また、

各施設はそれぞれの設立趣旨のもとで活動が行われてい

ることから、利用者ニーズを明確に把握するためには、

自施設の理念あるいは社会的使命が何であるか、組織運

営体制はどのようであるか、および利用者の動向等につ

いての綿密な分析の上に把握することが重要となる。 
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（2）実践改革を目指す継続的かつ発展的な取組みを創生

する 

看護事象は利用者ニーズを中核とすることから、継続

的かつ発展的な質向上が必然となる。そのため、第二の

重要点は、看護実践研究として取り組む活動は、発展的

に継続されることが期待されていることである。看護学

における研究の必要性は、それらの研究を行うことに

よって、あるいは研究から得られる知見によって、看護

実践の質が向上することにある。研究そのものの目的は

学問体系によって異なるであろうが、実践科学における

研究は、その実践における質の向上や質の探求を目指し

ている。そのように考えると、研究的に取組んだ看護実

践を継続することができる環境を創り出すことは極めて

重要であり、そこには長期的視野と時間が必要となる。 

看護実践の現場において個人の研究が発展的に継続さ

れることは、それほど多くはないであろう。それは、多

くの研究が研究者個人の興味や関心に大きく帰属するた

めであり、自施設の課題をふまえて取り組む探究とは少

し異なっているためである。研究者自身の興味・関心は

重要であるが、実践改革を目的とする研究においてはさ

らなる視点が必要となる。それは、利用者ニーズを基盤

とした自施設・自部署の課題に基づき、実践者かつ研究

者がチームの実践者と協働して取り組むという視点であ

る。すなわち、利用者ニーズを基盤とした自施設・自部

署の課題の明確化は、実践者であり研究者であるチーム

によって共有される必要があり、課題に対応する方法の

考案も、実践者かつ研究者チームとして考案することが

重要になる。これらによって、看護実践研究は、個人の

研究者による取り組みではなく、自施設・自部署に拡が

りをもつものとなる。 

2．看護実践研究のプロセス 

それでは、具体的にどのようなプロセスで研究をすす

めることができるのかを筆者らの経験から説明しようと

思う。看護実践研究のプロセスは大きく3つの段階に分

けて考えることができる。第1段階は、自施設・自部署

の実態を把握し（現状分析）、看護実践上の課題を焦点

化する段階である。焦点化された看護実践上の課題の明

確化を図り、看護実践を改革するための方法を考案する。

この段階では研究計画書の作成および倫理審査の受審が

含まれる。第2段階は、考案した研究方法を実施する段

階であり、取組み内容とその結果を詳細に記述する。第

3段階は、考案した研究方法の実施による成果を把握し、

今後の課題を明確にする段階である。ここでは、研究の

全プロセスを報告書あるいは論文として著すことが含ま

れる。第3の段階で今後の課題を明確にすることは、看

護実践はどのような状況においても継続するものであり、

看護実践の改革には終焉がないことを意味している。看

護実践改革は試行錯誤を繰り返しながら続いていくこと

に意味があると考えられる。第1段階から第3段階まで、

具体的な進め方は次のようである。 

1）第1段階：自施設・自部署の実態の把握および看護実

践上の課題についての焦点化 

看護実践研究は、研究者自らが所属している施設ある

いは部署の実態を多側面（各種データ）から確認するこ

とから出発する。この現状分析からすでに保健医療福祉

利用者中心の視点が求められる。自施設・自部署の現状

を明らかにしていくが、これは容易なようでなかなか困

難である。自施設・自部署のことは、そこに所属してい

る自分達は知っているように感じていることが多いため

である。しかしながら、自施設・自部署にどのくらいの

人数の専門職者がおり、どのような利用者の傾向があり、

どのような実践活動を日々行っていて、実践活動のため

の組織運営構造がどのようになっているのか等について

よく知らないことも多い。そのため、自施設・自部署に

所属している自分達が知っているはずの現状を利用可能

な各種データを用いながら詳細に把握し、取組むべき課

題を焦点化するのである。 

看護実践課題が焦点化された時点で、それらの課題を

明確に把握し、解決し、質の高い実践を導くための方策

を考案する。自施設・自部署で取組むべき方策を「考案

する」ことは重要である。それは、自施設・自部署に必

要な取組み方法は、他施設における取組み方法そのもの

が効果的であることはほとんどないであろうし、他施設

の取組みを参考にすることはあっても、そのままを活用

することはできないことが多いためである。それゆえ、

自施設あるいは自部署で実践できる具体的な方法を自ら

考えることが求められる。プロセスは以下のように進め

られる。 

■プロセス1-1：自施設・自部署の実態について、各種

データにもとづき分析することで的確に把握する（現状
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分析）。現状分析の結果にもとづき、自施設・自部署の

看護実践における課題の焦点化を試みる。 

■プロセス1-2：焦点化された看護実践課題について、

同業他施設の状況を確認する。 

焦点化された課題について同業他施設はどのような状

況であるのかについて、他施設の看護職者に相談し情報

を収集すると同時に体系的に文献を調べることによって、

看護実践研究の実施者は自施設・自部署の課題について

一層明確に考えることができ、かつ捉えることができる。

また、ここでいう同業他施設とは、同様な規模あるいは

同様の設立趣旨をもった施設を意味する。 

■プロセス1-3：焦点化された看護実践課題を解決・探

究するための研究計画を策定する。 

取り組む目的を明らかにし、取り組む方法を考案する。

研究計画の策定は、研究に求められる倫理原則にもとづ

き行われる。 

2）第2段階：研究計画に基づく取組みの実施と結果の把

握 

研究計画にもとづいて取組みを実施し、結果を把握す

る。取組み内容と結果については、詳細な記述をすすめ

る。さらに、看護実践研究の実施者は、この取組みを自

施設における自分たちの立場において自らが中核となっ

て進めながら、自施設全体の組織的な取組みへと拡げて

いく。 

■プロセス2-1：自施設・自部署の改善に向けて考案・

開発した方法を実施し、結果の確認を通して、一層効果

的な方法に発展させる。 

■プロセス2-2：考案・開発した取組み方法を組織的な

取組みに発展させる。 

看護ケアに関わる人々が広く研究に参加・協力し、率

直に話をしてくれるように働きかける。そのため、看護

実践課題に関する自分たちの認識を多くの組織メンバー

に伝え、組織メンバーと協働して効果的な課題解決に向

けて取り組む。 

3）第3段階：取組みの成果の把握および看護のあり方の

検討 

取組みの成果を把握し、どのような看護実践を継続す

る必要があるかを明確にするとともに看護のあり方を熟

考する。看護実践研究の実施者は取組み成果をふまえて

熟考することで、看護の在り方について深くかつ広い洞

察に到達するとともに、看護実践に関する新たな提言が

可能となる。 

■プロセス3-1：看護実践課題の解決・探究のための一

連の取組み結果を確認し、成果を明確にする。 

研究計画にもとづき実施した取組みの成果を把握する。

これには、どのような看護実践が提供されるようになっ

たか、看護職者はどのような認識のもとで実践活動を

行っているのかなどを把握するとともに、取組みに関

わった人々あるいは取組みによってケア提供を受けた

人々の意見を把握すること等が含まれる。利用者ニーズ

に即した実践になっているかを確認することが求められ

る。 

■プロセス3-2：研究成果をふまえ、今後の課題を明確

にし、将来的な対応を含めて報告書等にまとめる。さら

に、看護のあり方についての洞察を深め、看護実践に関

する新たな提言を行う。 

視点として必要なのは、看護実践研究として取り組ん

だ活動を組織的かつ継続的な実践活動にするには、どの

ようにあればよいかという視点である。さらに、成果を

踏まえて考えられる本取組みの意義・意味を見極める。 

Ⅲ．大学院教育における看護実践研究の実際 

看護実践研究の実際として、本学大学院博士前期課程

の地域基礎看護学領域において取組まれた研究から紹介

する。 

1．訪問看護への移行の充実を目指した研究 

訪問看護ステーションの看護師の立場として、同系列

の病院からの訪問看護の依頼が少なく、自施設の入院患

者の訪問看護依頼が施設外から連絡が来ることに焦点を

あて、病棟看護から訪問看護に繋げる方策の構築を目指

した研究である。 

この研究は、まず、入院患者がどのような状況にある

場合に訪問看護に繋げる必要があるかを明確にするため

に、自施設の退院時スクリーニングシートを作成し、当

該スクリーニングシートを用いて、訪問看護を受けてい

る利用者がどのような状況にあるのかを明らかにしなが

ら、Ver.1からVer.6まで、スクリーニングシートの改善

を図ったものである。同時に研究者は、訪問看護師とし

て病棟訪問を開始し、病棟看護師に自ら声をかけること

を続けたところ、次第に入院患者の在宅療養について相
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談を受けるようになっていった。 

スクリーニングシートが作成された時点で、自施設全

体で共有することによって、当該スクリーニングシート

を用いながら病棟看護師から訪問看護師に看護ケアが繋

がる体制が構築されるようになった。同時に、社会的支

援等の退院支援に必要な知識に関わる学習会を開催し、

退院後の療養生活に目を向けて、入院中の看護を実践で

きる人材育成を継続的に実施することとなった。 

病棟看護師および訪問看護師が連携をとりながら、退

院後の生活という視野をもった入院中のケアを発展的に

可能にしたものである。その成果把握は、退院して在宅

療養を続ける本人と家族への聞き取りを含めて行ってい

る。家族はそれぞれが異なる思いを抱いており、障害の

ために麻痺を伴う父親の現実をなかなか見ることができ

なかった娘が、在宅療養ができるようになったプロセス

を経ることで、父親への新たな思いを持つことができた

などの意見は重要な意味をもたらしている（加藤, 2013）。

研究の概要を示すと表1のようである。 

2．地域健康危機における住民ニーズへの保健師の支援

に関する研究 

保健所保健師として健康危機に対するには、平常時か

らどのような取組みや準備をしておくべきかを、自然災

害発生を例にして具体的に明らかにすることを目指した

研究である。研究を進めるにあたっては、災害発生時に

おける地域住民ニーズを基点として考えている。保健師

としての活動実績と、人工呼吸器装着中の在宅療養患者

への援助実績から、災害発生時の一般住民および在宅療

養患者の援助ニーズを明らかにしている。さらに、保健

所管内市町村の災害対策に関する現状把握および被災時

に備えた住民や市町村職員などへの普及啓発を通じ、必

要な支援を検討した。その結果、被災地住民の援助ニー

ズは、身体面・精神面・生活面・総合的な援助ニーズに

分類され、災害等により引き起こされた独自の健康問題

もあるが、日々の生活状況を反映している課題もみられ

た。 

また、在宅要援助者の予測された援助ニーズは、人工

呼吸器の内蔵バッテリーの持続時間内に早急に入院受け

入れ先が確保され搬送されること、入院にむけての緊急

連絡を円滑にしたい等であった。さらに、住民・市町村

職員等への普及啓発の結果、地域には慢性疾患療養者が

少なくないにも関わらず、保健師等の参加者は、健康危

機管理を自分たちの問題として捉えることができていな

いことを課題とし、要援助者対策の必要性や日々の活動

での地域の実態把握の必要性を認識していた。 

これらより、地域健康危機時の住民ニーズは、管轄地

域の住民の状況を把握することにより予測可能であるこ

 

表1 看護実践研究の実際1 

研究課題 併設病院から訪問看護ステーションへの移行に関する支援の開発 

研究者の立場等 訪問看護ステーション看護師、取組み期間：3年間 

研究の背景：看護実践上

の課題の焦点化 

1.入院患者のうちで退院後に訪問看護が必要となる患者が把握されていない 

2.在宅療養に向けた退院支援が十分でなく、また支援内容が明らかでない。 

3.入院から退院までの支援の流れが明確にされていない。 

研究目的 1.併設病院入院患者で訪問看護が必要な患者を早期に把握し、訪問看護につながる方法を明らかにする。

2.在宅療養に向けた支援内容の明確化、併設病院での退院支援の流れの確立、支援体制の変革の検討

を目的とする。 

研究方法 1.病棟訪問による訪問看護を必要とする患者の把握 

2.退院支援に関わるスクリーニングシートの提案と活用の促進 

3.在宅療養に向けた退院支援と患者・家族からの評価に関するデータ収集・分析 

4.病棟と訪問看護ステーションの連携に関する病院体制変革への働きかけ 

研究成果 自施設で活用できる退院支援スクリーニングシートの作成と共有 

患者・家族が退院準備に要望することの内容の把握と共有 

訪問看護導入患者の退院支援のながれの構築と自施設全体での共有 

病棟訪問を続けることで在宅療養についての相談を受けるようになったこと 

研究協力者 患者・家族、病棟看護師、訪問看護師、病棟師長、医師、施設長 

考察の焦点 在宅療養に向けた必要な支援 

退院支援の流れの確立と退院支援体制の変革 
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と、保健師には、具体的な災害準備の取組みの推進、平

常時からの要援助者の把握と個別の療養状況に応じた準

備および関係機関との連携、住民同士の支えあい機能の

強化等の役割があること、保健所保健師には、管内市町

村の準備状況に応じた働きかけ、他職種への災害時の保

健活動に関する理解の促進等の役割があることが明らか

にされた（篠田, 2013）。研究の概要を示すと表2のよう

である。 

Ⅳ．考察 

1．看護実践研究の意義 

筆者らが地域基礎看護学領域において実績を重ねてき

た看護実践研究は、外部の第三者が客観的に事象をとら

えて研究を行うものではなく、内部の第一者が事象を客

観的かつ主観的な見方で捉えるあるいは外的かつ内的な

見方から捉える複眼的アプローチと言えるであろう。看

護実践研究を実施することによって、研究者は自施設・

自部署の現状をそれまで以上に把握することができ、看

護実践上の課題を捉えることができる。その場合、実践

者である研究者は利用者ニーズに立ち戻ることから、こ

れまで気づかなかったニーズに直面することもある。 

このような研究プロセスは、研究者自身の実践者とし

ての内省を導き、看護とは何かあるいは看護の社会的使

命は何かという問いに研究者自身があらためて積極的に

アプローチする機会となる。また、課題解決のために考

案した実践活動を試行錯誤的に繰り返すことによって、

自施設・自部署の環境において最適の取組み方法を見出

す機会が得られる。看護実践研究の開始時点においては、

研究者個人が取組み始めることもあるが、看護チームお

よび組織メンバーなどの実践者が参加することによって、

その取組みは組織的かつ継続的な取組みとなり、当該施

設・部署において不可欠な取組みの一つともなる。それ

は、研究者自身のみならず、取組みに参加する多くの実

践者の認識が変化することをも意味している。 

実践現場で行う研究の重要性について、S.Kemmisらは

次のように指摘している。まず、実践について、「実践

的理性は、目的と手段を両方とも不確定なものとして扱

うが、しかしながら、実践は客観的あるいは外的に与え

られるおよび主観的あるいは内的に理解されて解釈され

る側面の両方をもつものと理解することができる」とし、

「実践的研究は、当事者を社会的変容にかかわる共同的

過程に従事させると同時に、その過程を通して、彼らが

変容過程について学び、その従事の在り方を変えていく

という意味で再帰的である。この見解に基づく研究は、

研究の意味や目的について、‘開放的’立場をとる。そ

こでは、共同参加者たちは、自分たちの実践をやり直し

たり改善しながら、歪曲、混乱、矛盾、不公正に打ち勝

とうとする。人々は研究過程を自分達の実践、実践につ

 

表2 看護実践研究の実際2 

研究課題 地域健康危機における住民ニーズへの保健師の支援 

研究者の立場等 保健所保健師、取組み期間：3年間 

研究の背景：看護実践上

の課題の焦点化 

保健所保健師として地域健康危機に対応する準備および発生時の対応方法が明確にされていない状況

がある。 

研究目的 保健所保健師として地域健康危機に対応するには平常時からどのような取組みや準備をしておくべき

かを、近年身近な課題となっている自然災害発生を例にして具体的に明らかにする。実践的かつ具体

的な方法を提示するため、研究を進めるにあたり、災害発生時における地域住民ニーズを起点として

考える。 

研究方法 1.派遣保健師の立場で被災地域での全戸家庭訪問による個別支援活動記録からの住民ニーズの把握 

2.在宅要援助者の家庭訪問による援助ニーズの把握と関係機関との連携の実施、援助実績の分析 

3.災害に備えた保健活動として可能な取組みを保健所保健師の立場で管内市町村、保健所職員等への

働きかけ及び管内地域住民への働きかけ、成果の整理・分析 

研究成果 地域健康危機時における住民の援助ニーズの把握 

在宅療養者・要援助者の状況の明確化 

健康危機管理を自分達の問題として捉えることができていないことを保健師が認識することができた。 

研究協力者 患者・家族、保健所難病担当保健師、保健所主査保健師、保健所長、管内市町村保健師、住民 

考察の焦点 災害時の住民ニーズ 

平常時の支援のあり方 
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いての自分達の理解、実践の置かれている状況を共同で

変容させる一つの方法として構築する」（Kemmis, 2000）

と述べている。S.Kemmisらは参加型アクションリサーチ

の重要性を指摘しており、本稿で紹介した看護実践研究

とS.Kemmisらによる参加型アクションリサーチの考え方

は、実践を基盤におく研究の重要性について示している

点と実践者が研究者となることで実践者である研究者お

よびその研究に参加する人々の認識が変化することを指

摘している点に共通の特性がみられる。看護実践研究と

参加型アクションリサーチの概要をとらえてみると表3

のようになる。 

これらを踏まえて看護実践研究の意義を考えてみると、

a.現場の実践者が研究者として内的・外的視点をもって

取組むことによって、自分たちの実践をやり直したり改

善しながら、新たな実践を導くことが可能であること、

b.実践者である研究者と共同参加者は、研究過程を、自

分達の実践、実践についての自分達の理解、実践の置か

れている状況を共同で変容させる一つの方法として発展

的に構築することができること、およびc.実践者である

研究者と共同参加者が見出す新たな実践は、その実践の

中心に位置する人々のニーズを基盤に成り立つ実践とし

て構築されること、があげられるであろう。 

2．看護実践研究における今後の課題 

本領域における看護実践研究の取組みは、今年度で10

年目を迎える。これまでの10年は、看護実践研究の考え

方および取組みのプロセスとその可能性等について、そ

のひとつ一つを自分たちの中で納得のいくものにするた

めの10年であった。しかしながら、そこには常に、“利

用者ニーズ”という考え方と“看護実践改革”という考え

方が確実に存在していた。これまでの10年を経ることで

蓄積してきたものを、これからは広く公表を続けること

によって、多様な側面から検証していくことが必要と考

える。 

看護実践研究の実際を報告することによって、方法論

的にさらに確実なものとなるであろうし、内在している

意義もさらに明確になるであろう。「実践そのものを、

実践の理解の仕方を、実践が遂行される状況を変革しよ

うとしている研究アプローチがあることを私たちは認識

すべきである。そのような研究は、人々に、自分たち自

身が他者に影響を及ぼす客観的な力であると同時に、他

者とともに意図や責任を共有する主体であると理解する

ことを促す。」と指摘するS.Kemmisらの思索などもふま

え、継続性かつ発展性のある研究の可能性について今後

も検討していきたいと考える。 

Ⅴ．おわりに 

本学が取組んでいる看護実践研究について、地域基礎

看護学領域における筆者らの取組みをふまえ、その考え

 

表3 看護実践研究と参加型アクションリサーチ 

項目 看護実践研究 参加型アクションリサーチ 

目的 看護実践の質の向上 

看護実践改革 

参加者たちは研究が進んでいく中で自ら変化を生み出

し、そこから学んでいく。 

プロセス 看護実践の課題の明確化 

課題を解決する方法の考案・実施 

考案した方法の成果の把握 

看護実践の改革における意義あるいは意味の明

確化 

計画 

行為と観察 

内省 

計画 

行為と観察 

内省 

（アクションリサーチのらせん） 

研究の場 看護実践の場 実践の場 

研究者 実践者 実践者 

研究に用いるデータ 質的データ 

量的データ 

主に質的データ 

特性 看護実践上の課題を把握し、方策を考案し、試

行錯誤的に取り組む。 

看護実践に関する自分の認識を見直し、新たな

認識を生成する。 

人々が自分たちのコミュニケーション、生産、社会的

組織化の実践を探究し、自分たちの相互行為やそれを

構成している行為を変えることによって、どのように

改善できるかについて追究しようとする過程である。 
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方および研究プロセスについて確認し、看護実践研究の

意義について検討を加えた。実践を基盤とする看護学が

独自の学問として成り立ち発展を続けるためには、多様

な研究方法による着実な研究の積み重ねが必要であり、

それによって学術的質が高まると考える。看護実践の質

の向上を目指した看護実践研究の意義と考え方、および

その方法をより的確に説明することができるように今後

の探求を続けたいと思う。 
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〔資料〕 
公立小学校に通う外国人児童の健康実態 

─児童と保護者の生活実態調査からの検討─ 
 

松本 訓枝１）  鈴木 里美１）  世一 和子２） 

 

The Health Situations of Foreign Students in a Japanese Public Elementary School 
—Based on Surveys on Students and Their Parents — 

 

Kunie Matsumoto1), Satomi Suzuki1) and Kazuko Yoichi2) 

 

 

Ⅰ．目的 

1990年の「出入国管理および難民認定法」改正により、

日本国内において日系人を中心に外国人が増加した。こ

の動向に合わせるように、岐阜県においても出稼ぎ目的

で来日する外国人が増加し、その子ども達が岐阜県内の

公立小中学校に通っている。岐阜県内の公立小中学校に

在籍する外国人児童生徒は、平成23年度は小学校で

1,194人、中学校で571人である（岐阜県, 2011）。近年の

特徴は、南米国籍の子ども達に加えて中国やフィリピン

の子ども達も増加し多国籍化の様相を呈し、グローバリ

ゼーションの進展に伴い、今後外国人の子ども達の人数

は増加することが見込まれている。 

こうした中、岐阜県は、教育基本法第17条に規定の教

育振興基本計画として策定した2009年度から2013年度に

かけての5年計画の「岐阜県教育ビジョン」のもとで、

課題の一つに外国人児童生徒が就学しやすい、学びやす

い環境の整備を掲げている（岐阜県教育ビジョン, 2008）。

日本の学校文化において外国人の子ども達が直面する問

題は進路形成の点で大きな課題を有し（児島, 2006）、本

ビジョンが目指す外国人児童生徒の学習環境を早急に整

備していく必要がある。 

ただし、学習環境を整備するためにはそれに関わる児

童生徒の実態把握が急務である。児童生徒の学力と学習

環境、健康面に関わる生活習慣との相関は種々の調査か

ら明らかであり（隂山, 2006；苅谷, 2007）、実態把握の

一つとして児童生徒の健康面に焦点化して現状と課題を

明らかにすることが求められる。加えて、研究上では近

年に来日した外国人の健康課題に関する研究は成人を対

象とし（長谷川ほか, 2002；大塚ほか, 2007；田代ほか, 

2005）、その子ども達を対象にした健康実態が十分に明

らかにされていない点においても、外国人児童生徒の健

康実態を明らかにすることが求められる。とりわけ小学

生期は生涯に渡り健康的な生活を過ごす基盤を培う時期

にあり、外国人児童生徒の健康的な生活に向けての基盤

づくりのためにも、外国人児童達の健康実態を把握する

必要がある。 

そこで本研究では、岐阜県X市A小学校で外国人児童

とその保護者を対象に生活実態調査を実施し、児童の健

康実態を明らかにすることを目的とする。 

Ⅱ．方法 

1．生活実態調査の実施 

1）調査方法 

A小学校は、全校児童数が400～500人規模の学校で、

校区内には工場群が立地している。全校児童の約3%を他

国籍の児童が占め、岐阜県において外国人児童への取り

組みの拠点校として日本語指導教室を設置し、外国人児

童生徒への指導を積極的に推進している。日本語指導教

室には、日本語の習得を目的に原学級を離れて主に国語

と算数の授業を受けるためにブラジル、ペルー、コロン
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ビア、アメリカ合衆国、中国籍を有する児童達が通級し

ている。授業は、日本語指導教室の教諭（以下、日本語

指導教諭と略す）2名が行っている。 

本研究は、日本語指導教室に通級の外国人児童の健康

課題を析出し、A小学校の日本語指導教諭、養護教諭と

ともに健康課題解決に向けた取り組みを実施してきた2

年間の共同研究の一部である。 

調査は、児童の健康課題について家庭生活を含めて明

らかにするために、児童とその保護者を対象にした。日

本語の理解度を考慮し、日本語指導教室に通級の2年生

以上の児童を対象としてその保護者19名に日本語指導教

諭が児童を介して封入した研究説明書と同意書を配付し

た。 

児童の健康実態把握のための調査は、2011年度に日本

語指導教室に通級の2年生以上の児童とその児童の保護

者、2012年度に新しく日本語指導教室に通級の2年生以

上の児童とその児童の保護者を対象とした。2011年度は、

保護者15名のうち11名から同意を得て12名の児童とその

保護者11名（うち保護者1名は子どもが2名）に、2012年

度は、保護者4名のうち2名から同意を得て3名の児童と

その保護者2名（うち保護者1名は子どもが2名）に調査

を実施し、合計で児童15名（男子8名、女子7名）とその

児童の保護者13名に調査を実施した。児童の国籍は、ブ

ラジル10名、ペルー1名、コロンビア1名、アメリカ合衆

国1名、中国2名であり、南米国籍の児童が多い。 

① 児童の面接調査 

児童対象の面接調査は、日本語で構成的面接によって、

筆者ら大学教員がA小学校の日本語指導教室で学校の昼

休み時間に児童14名には約30～45分の面接を1回、1名の

児童には日本語理解に困難があったため調査に時間を要

し、45分の面接を日を変えて2回実施した。 

② 保護者の質問紙調査 

保護者対象の質問紙調査は、すべて母国語註1）に翻訳

した質問紙調査票を日本語指導教諭が児童を介し封入し

て配付し、回答を児童から日本語指導教諭が受け取る手

順で実施した。記述回答については、質問紙調査票の翻

訳を依頼した通訳者に母国語から日本語への翻訳を依頼

した。 

2）調査時期 

児童調査は、2011年10月28日～12月6日、及び2012年

11月7日～12月21日に実施した。保護者調査は、質問紙

調査票を一斉に配付し回収までに要した期間を含めて、

2011年10月19日～12月6日、及び2012年10月25日～12月

18日に実施した。 

3）調査内容 

児童対象の調査では、児童の健康実態を生活習慣（食

生活、起床・就寝時間、排便習慣）とストレス症状（身

体症状、学校生活の充実度）から捉えた註2）。とりわけ

食生活は、生命の維持と健康的な生活のために重要であ

り、文化的な差異が顕在化することが多いと考えられ、

食生活を中心に健康実態を把握した。また、日本の生活

への親和性をみるために児童のストレス症状を把握した。

保護者対象の調査では、児童の健康実態に関わる家庭生

活を把握した。以下が具体的な調査項目である。 

① 児童の調査項目 

児童の基本属性（出生国、来日時の年齢、母国と日本

の行き来の有無）、起床・就寝時間、就寝時間が遅い理

由、食べ物の好き嫌いの有無と食べ物の好き嫌いの種類、

朝食摂取の有無と朝食内容、朝食の摂り方、朝食を「ひ

とり」で食している児童の保護者の朝食時の状況、外食

の頻度、インスタント食品を食べる頻度、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

いと思ったことの有無とその理由、学校生活で困ったこ

との有無とその内容、身体症状（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）の程度を尋ねた。 

② 保護者の調査項目 

保護者の基本属性（児童との続柄、年齢、勤務形態、

来日の目的と来日年数、家庭での使用言語、日常会話の

程度と文章読解の程度）、児童の医療保険加入の有無、

医療機関で困ったことの有無とその内容、日常生活で

困ったことの有無とその内容、緊急時の援助者の有無を

尋ねた。 

2．分析方法 

調査項目ごとに記述統計による分析を行った。加えて、

児童の健康実態の中で関連があると推測される項目につ

いては内容を詳細に捉えた。具体的には、就寝時間が遅

い「22時30分以降」に就寝した児童については保護者の

勤務形態を、また児童の学校生活で困った内容別に身体

症状の出現についてみた。児童が学校をここ1年間で欠
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席したいと思った理由と学校生活で困った内容、保護者

が日常生活で困った内容については、記述内容を分類し

て分析し、本文でカテゴリーを [   ]、回答例を

『  』で示した。 

3．倫理的配慮 

保護者への研究説明書と同意書、保護者対象の質問紙

調査票は、すべて母国語に翻訳した。また、記述回答は、

質問紙調査票の翻訳を依頼した通訳者に回答内容を守秘

することを依頼し承諾を得た上で母国語から日本語への

翻訳を依頼した。保護者には研究の目的と方法、研究へ

の参加は自由意思であること、児童の成績評価に影響が

ないこと、調査内容のプライバシー保護に留意すること、

研究への協力が得られない場合に不利益を被らないこと

を明記した研究説明書により説明し、研究への同意・協

力を得た。保護者の研究への同意・協力の得られた児童

から研究への同意・協力を得る際には、児童にわかりや

すい内容と表現で記述した研究説明書をもとに日本語に

より口頭で目的と方法、調査協力は自由意思であること、

保護者が研究に同意していたとしても調査を拒否するこ

とができること、成績評価に関係しないこと、面接内容

についてプライバシー保護に努めることを説明し、児童

の同意を得た上で面接調査を実施した。面接調査実施時

には、聴き取った内容を守秘することに努めるため、面

接場所の日本語指導教室には面接対象児童と筆者ら大学

教員を除いては立ち入らないようにした。 

生活実態調査票の作成時には、倫理に関係する面と児

童と保護者にわかりやすい質問内容とするために、共同

研究者のA小学校の日本語指導教諭と養護教諭、並びに

校長の意見を聴き、調査項目の内容について慎重に検討

を重ねた。 

本研究は、岐阜県立看護大学研究倫理審査部会から研

究実施の承認を得て行った（承認番号0031）。 

Ⅲ．結果 

1．対象者の特徴 

1）児童（15名）の基本属性 

児童15名のうち「日本生まれ」が6名、「母国で生まれ

来日」した児童9名のうち「3歳までに来日」が5名、児

童15名のうち「母国と日本を行き来」している児童が3

名であった。 

2）保護者（母親13名）の基本属性 

母親13名の年齢は、「20歳代」が1名、「30歳代」が8名、

「40歳代」が2名、「50歳代」が1名、「無回答」が1名で

あった。「仕事のため」の来日が10名、「家族について来

た」が2名、「酪農研修のため」が1名であり、保護者5名

（父母のいずれかまたは両親）が夜勤あるいは早朝出勤

にあり、父親が無職2名、両親が無職1名であった。来日

年数は、「5～10年未満」が5名、「10年以上20年未満」が

7名、「20年以上25年未満」が1名であった。 

家庭での使用言語は、「すべて母語註1）」が4名、「母語

と日本語半分ずつ」が8名、「母語と日本語、その他の言

語」が1名であった。保護者の日本語の会話力は、「流暢

に話せる」が2名、「日常会話が話せる」が5名、「簡単な

日常会話が話せる」が2名、「ほとんど話せない」が3名、

「まったく話せない」が1名であり、保護者の日本語の読

解力は、「漫画や絵本が読める」が3名、「商品名が読め

る」が7名、「ほとんど読めない」が3名であった。 

2．児童の健康実態 

1）児童調査からみた健康実態 

15名全員が「7時まで」に起床していたが、就寝時間

では児童3名が「22時30分以降」に就寝し（表1）、「22時

30分以降」に就寝する理由（回答者2名）には「テレビ

の視聴」（2名）、「宿題が終わらない」（1名）があがった。

「22時30分以降」就寝の児童3名の保護者の勤務形態をみ

ると、父母が夜勤あるいは母親か父親が夜勤の勤務に

あった。 

朝食を「ひとり」で食べている児童が9名、朝食内容

は「パンと飲み物」が9名、「飲み物のみ」が1名であっ

た。朝食の欠食は2名であった。朝食を「ひとり」で食

べている児童9名のうち7名の保護者は、児童の朝食時に

 

表1 児童の起床・就寝時間（児童15名） 

起床時間 5時30分～6時 1名 

6時～6時30分 9名 

  6時30分～7時 5名 

就寝時間 19時～21時 3名 

21時～21時30分 2名 

21時30分～22時 6名 

22時～22時30分 1名 

22時30分～23時 1名 

  23時～23時30分 2名 
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夜勤やすでに出勤していたり、家事に忙しい、あるいは

就寝していた（表2）。 

好きな食べ物では、「果物」が7名、「カレーライス」

が5名、「甘い物（アイスクリーム、チョコレートな

ど）」が4名、嫌いな食べ物では、「魚類」が10名、次い

で「野菜」が4名、外食の頻度、インスタント食品を食

べる頻度ともに「1週間に1～2回ほど」が各9名であった

（表2）。 

排便の頻度は、「1週間に1回」が2名、「3～4日に1回」

が4名であった（表3）。 

学校生活が「とても楽しい」「楽しい」を合わせて14

名、学校をここ1年間で欠席したいと思ったことが「有

り」の児童が7名、学校生活で困ったことが「有り」の

児童が10名であった（表4）。学校をここ1年間で欠席し

たいと思った児童7名の理由は、[友人関係]（3名）では

『遊びたいから入れてと言うと、外人だからと言われた』、

[眠い]（3名）では『眠くて、朝起きるのが辛い時』、[先

生との関係]（1名）では『忘れ物が続いて、先生に怒ら

れた』、[授業がわからない]（1名）では『国語の授業が

嫌で』、[その他] （1名）では『夜中の1時までトイレと

お風呂場の掃除をして、朝起きるのが辛い時に』であっ

た（表5）。また、学校生活で困ったことを有する児童10

名の困った内容は、[クラスでの授業がわからないこと]

（6名）では『国語、算数で日本語の意味がわからない。

問題の意味がわからない』、[宿題のこと]（5名）では

『算数は文章問題の意味が難しく読み取れないので、宿

題ができない』、[友人関係のこと]（4名）では『同じク

ラスの子に<デブ>と言われる。最近は、母国語で<バカ>

とかいろいろ言われる」であった（表6）。 

15名の児童のうち14名が身体症状を呈し、「よくある」

「時々ある」を合わせて「集中できない」が7名、「だる

い」が6名、「目が疲れる」「お腹が痛い」が各5名、「夜

眠れない」「気になることがある」「頭が痛い」が各4名

であった（表7）。表8では、表7の児童の身体症状「よく

ある」「時々ある」の回答を合わせて該当の身体症状

「あり」とし、学校生活で困った内容別に身体症状の出

現についてみた。その結果、[クラスでの授業がわから

ないこと]においては、「気になることがある」4名のう

ち4名、「目が疲れる」5名のうち4名、「夜眠れない」4名

のうち3名、「集中できない」7名のうち5名、「だるい」6

名のうち3名が該当した。 

2）保護者調査からみた健康実態 

児童は医療保険に15名全員が加入していた。医療機関

で困ったことが「有り」の保護者は2名で、困った内容

に「日本語で記入する時」（1名）、「質問に答える時」（1

名）、「子どもの症状を100％説明できない時」（1名）を

あげた（表9）。 

日常生活で困ったことが「有り」の保護者は9名で

（表9）、困った内容は、[子どもの健康]（5名）では『子

どもが少し肥満気味なのが心配です』、[子どもの学習と

生活態度]（5名）では『漢字の覚え方がちょっと遅いで

す』、[言語、コミュニケーション]では（4名）では『日

本語の理解不足』、[子どもの友人関係] （2名）では『友

達とのトラブルが気になります』、[孤独と偏見] （1名）

では『孤独と偏見』であった（表10）。 

緊急時の援助者が「無い」保護者は、「病気の時」が7

名、「経済的に困った時」が9名、「子どもの世話」が6名、

また上記いずれの時も援助者がいない保護者が6名いた

（表11）。 

Ⅳ．考察 

1．児童の健康実態と家庭生活 

日本の小学生対象の調査結果では、学校給食で嫌いな

料理では、「野菜類」「サラダ」が18.7％、次いで「魚介

類」が 14.3 ％であった（日本スポーツ振興セン

ター,2011）。本研究の対象児童数が少ないので一般化し

て考察することはできないが、児童15名の中で嫌いな食

べ物に「魚類」をあげた児童が10名と多かったことは特

徴として捉えられる。この背景には、外国人児童達が日

常生活で魚を食べる機会があまりないことが考えられる。

本研究で大半を占める南米国籍の児童の場合、家庭料理

は油脂を使用した肉料理が中心となり（濵井, 2006）、魚

を食べる習慣がそうないことによるものと思われる。 

本研究の児童15名のうち「3～4日に1回」（4名）、「1週

間に1回」（2名）を合わせて6名が便秘傾向にあった。日

本学校保健会が実施した日本の小学生対象の調査結果で

は、排便が「ときどきないことがある」「数日ないこと

がある」を合わせて約28～45％であり（日本学校保健会, 

2008）、本研究の便秘傾向の児童達は日本の小学生対象

の調査結果のほぼ範囲内にある。 
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表2 児童の食生活（児童15名） 
好きな食べ物の有無 有り 15名 

 無し ─ 

好きな食べ物の種類 

（複数回答） 

果物（いちご、バナナ、ぶどう、メロンなど）  7名 

カレーライス  5名 

甘い物（アイスクリーム、チョコレートなど）  4名 

油っこい物（ラーメン、唐揚げなど）  2名 

ハンバーグ  2名 

野菜サラダ  2名 

炒飯  1名 

納豆  1名 

焼き魚  1名 

嫌いな食べ物の有無 有り 13名 

  無し  2名 

嫌いな食べ物の種類 

（複数回答） 

  

魚類（生魚、白身魚など） 10名 

野菜（人参、ピーマン、なすなど）  4名 

果物（柿、パイナップルなど）  3名 

きのこ類（しいたけなど）  1名 

納豆  1名 

朝食摂取の有無 

  

有り 13名 

無し（欠食）  2名 

朝食内容 

  

パンと飲み物  9名 

ご飯と焼き玉子、飲み物  3名 

飲み物のみ  1名 

非該当（欠食）  2名 

朝食の摂り方 

  

ひとり  9名 

母親と一緒  1名 

家族全員  3名 

非該当（欠食）  2名 

朝食を「ひとり」で食している児童9名の

保護者の朝食時の状況 

父母ともに夜勤、あるいは母親夜勤  2名 

父親出勤・母親家事  1名 

母親家事  1名 

父親就寝・母親家事  2名 

父母就寝  1名 

無回答  2名 

外食の頻度 1週間に1～2回ほど  9名 

2週間に1回ほど  2名 

ほとんど食べない  2名 

まったく食べない  2名 

インスタント食品を食べる頻度 1週間に1～2回ほど 

2週間に1回ほど 

 9名 

 1名 

ほとんど食べない  2名 

まったく食べない  3名 

 

表3 児童の排便頻度（児童15名） 
1週間に1回  2名 

3～4日に1回  4名 

1～2日に1回  2名 

毎日  7名 

合計 15名 

 

表5 学校をここ1年間で欠席したいと思った理由（児童7名） 複数回答 
カテゴリ（該当人数） 回答例 

友人関係（3名） ・遊びたいから入れてと言うと、外人だからと言われた 

  ・嫌な人がいた時に、自分の国に戻りたくなる 

眠い（3名） ・眠くて、朝起きるのが辛い時 

先生との関係（1名） ・忘れ物が続いて、先生に怒られた 

授業がわからない（1名） ・国語の授業が嫌 

その他（1名） ・夜中の1時までトイレとお風呂場の掃除をして、朝起きるのが辛い時 

表4 児童の学校生活への認識（児童15名） 
学校生活の楽しさの程度 

 

 

とても楽しい 

楽しい 

あまり楽しくない 

 7名 

 7名 

 1名 

学校をここ1年間で欠席したいと

思ったことの有無 

有り 

無し 

 7名 

 8名 

学校生活で困ったことの有無 

 

有り 

無し 

10名 

 5名 
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表6 学校生活で困った内容（児童10名） 複数回答

カテゴリ（該当人数） 回答例 

クラスでの授業がわからないこと（6名） ・国語、算数で日本語の意味がわからない。問題の意味がわからない 

・国語が一番わからない 

・何を言っているかわからない 

宿題のこと（5名） ・算数は文書問題の意味が難しく読み取れないので、宿題ができない 

  ・国語と算数の問題の意味がわからない。わからないから進まない 

友人関係のこと（4名） ・同じクラスの子に「デブ」と言われる。最近は、母国語で「バカ」とかいろいろ言われる

・クラスの女子から睨まれて、「遊ぼうよ」と言うと、「無理」と言われた 

 

表7 児童の身体症状（児童15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 2名 4名 1名 8名 ─ 

夜眠れない 2名 2名 2名 9名 ─ 

目が疲れる ─ 5名 2名 8名 ─ 

気になることがある 1名 3名 1名 9名 1名 

集中できない 4名 3名 ─ 8名 ─ 

息苦しい ─ ─ 4名 10名 1名 

頭が痛い 1名 3名 4名 7名 ─ 

お腹が痛い ─ 5名 5名 5名 ─ 

 

表8 学校生活で困った内容別にみた児童の身体症状 
   学校生活で困った内容

（複数回答）

身体症状 

（該当人数） 

クラスでの授業が 

わからないこと 
宿題のこと 友人関係のこと 

非該当 

（困ったこと無し） 

だるい       （6名） 3名 3名 3名 1名 

夜眠れない     （4名） 3名 3名 2名 ─ 

目が疲れる     （5名） 4名 1名 2名 1名 

気になることがある （4名） 4名 1名 3名 ─ 

集中できない    （7名） 5名 3名 2名 1名 

頭が痛い      （4名） 1名 1名 2名 1名 

お腹が痛い     （5名） 2名 ─ 2名 2名 

表9 保護者が医療機関・日常生活で困った

ことの有無（保護者13名） 
医療機関で困ったことの

有無 

有り 2名 

無し 9名 

無回答 2名 

日常生活で困ったことの

有無 

有り 

無し 

9名 

4名 

表10 保護者が日常生活で困った内容（保護者9名） 複数回答

カテゴリ（該当人数） 回答例 

子どもの健康（5名） 

・子どもが少し肥満気味なのが心配です 

・喘息性気管支炎、アレルギーがあること 

・ストレス 

子どもの学習と生活態度

（5名） 

・漢字の覚え方がちょっと遅いです 

・学習面でもっと努力が必要だということに

気づいています 

・親への敬意や自尊心 

・どうすれば子どもが義務や責任を果たすよ

うになるのか 

言 語、 コミ ュニ ケー

ション（4名） 

・日本語の理解不足 

・子どもが幼稚園に入ってから、先生方が何

を持って来てほしいと頼んでいるのかわか

らなかったです。幼稚園には通訳がいませ

んでした 

子どもの友人関係（2名） ・友達とのトラブルが気になります 

孤独と偏見（1名） ・孤独と偏見 

表11 緊急時の援助者の有無（保護者13名） 
病気の時の援助者 有り 6名 

無し 7名 

経済的に困った時の援助者 有り 4名 

無し 9名 

子どもの世話が必要な時

の援助者 

有り 7名 

無し 6名 
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日本の小学生対象の調査結果では、朝食時の孤食率は

15.3％、22時30分以降に約20％が就寝していた（日本ス

ポーツ振興センター, 2011）。この結果と比較すると、本

研究の児童達は朝食時に孤食である者が多く、朝食を

「ひとり」で食している児童9名の保護者は朝食時に夜勤

や家事に忙しいなどの状況があった。また、「22時30分

以降」就寝の児童3名の保護者は夜勤労働にあった。こ

れら児童3名のうち2名が「22時30分以降」に就寝した理

由としてテレビの視聴や宿題が終わらないことを直接的

な理由にあげたが、これら児童の健康実態には、保護者

の就労環境・就労状況を含む生活実態が関連している可

能性がある。日系ブラジル人対象の労働調査では、電機

や自動車関連の生産・加工に従事している人が多く、一

日の労働時間は10時間以上が過半数を占め、夜勤に就い

ている人はおおよそ過半数に及んでいる（小内, 2001）。

この結果と照合すると、本研究の保護者は、「仕事のた

め」の来日が10名であり、保護者5名は父母のいずれか

または両親が夜勤あるいは早朝出勤にあり、先の日系ブ

ラジル人対象の労働調査と同様の傾向を示している。懸

命に日夜労働し少しでも経済的なゆとりを得ることが、

保護者にとって優先事項となり、子どもがこうした生活

から影響を受けている可能性がある。しかし、本研究の

対象は児童15名と保護者13名であり、対象者数が少ない

ため今後さらに詳細に実態把握をし検討していく必要が

ある。 

保護者達は日常生活で困ったことに子どもの[健康][学

習と生活態度][友人関係]をあげ、子どもの健康や学校の

ことを心配していた。また、病気の時、経済的に困った

時、子どもの世話が必要な時という緊急時にいずれの援

助も6名の保護者が持ち合わせず、家族のみで対処して

いることがわかった。子どものみならず保護者を巻き込

んで健康教育を推進すること、保護者達に必要時に保

健・医療・福祉に関する情報を発信していくこと、保護

者達が日常で苦慮していることを気軽に相談することが

できる体制を整えることが、まずは必要であるだろう。 

2．言語習得の障壁と身体症状 

児童が学校生活で困った内容では、[クラスでの授業

がわからないこと][宿題のこと][友人関係のこと]があ

がった。また、児童15名のうち14名が身体症状を呈して

いた。本調査項目と若干相違するが、日本の小学生対象

の身体症状に関しての調査結果では、「しばしばある」

「ときどきある」が、「イライラする」で36.5％と最も多

く、次いで「身体のだるさや疲れやすさ」で33.2％、

「何もやる気がおこらない」で24.7％であった（日本ス

ポーツ振興センター, 2011）。本研究の対象児童数が少な

いので一般化して考察することはできないが、これらの

結果と比較すると、本研究の外国人児童達の身体症状に

関係した訴えは多く、筆者らの公立B小学校に通うブラ

ジル人児童対象に実施した生活実態調査結果（松本ほか, 

2011）においても同様に認められた。 

本研究で児童の学校生活で困った内容別に身体症状の

出現についてみたところ、身体症状で半数以上の回答が

[クラスでの授業がわからないこと]で多く、「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」があがった。[クラスでの授業がわからな

いこと]では『国語、算数で日本語の意味がわからない。

問題の意味がわからない』といった授業時の日本語理解

の課題が浮かび上がった。先行研究では、身体症状の出

現と日本語の習得の程度が関連し、日本の学校生活に適

応するためには日本語の習得が重要である（掛札 , 

2004）ことが指摘されている。外国人児童達の身体症状

を解消するには日本語の習得が大きく左右すると考えら

れる。また、幼少時に来日した場合、母語の習得が不十

分なために、日常生活で使用する言語（生活言語）に支

障はなくとも、日本語の背景知識が問われ、日本語で論

理的に考えることが必要な授業や試験などで使用される

学習言語を習得することが困難となる傾向にある（宮島, 

1999）。母語の習得が第二言語を習得する際に、とりわ

け学習言語を習得する際に重要な役割を果たしている。

日本語の習得には母語の習得が欠かせない。本研究の児

童達は「日本生まれ」が6名、「母国で生まれ3歳までに

来日」が5名であり、日本生まれあるいは幼少時に来日

した児童が大半を占めることから、母語の習得が不十分

な児童が多いことが想像される。母語の習得の不十分さ

は学習言語習得の困難を生じさせ、[クラスでの授業が

わからないこと]につながり、それが身体症状となって

表れている可能性がある。ただし、対象児童数が少ない

ため、一つの可能性として今後さらに検討していかなけ

ればならない。 

なお、日本の小学生対象の調査結果（日本学校保健
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会,2008日本スポーツ振興センター, 2011）と比較すると、

本研究の外国人児童達は日本の小学生に比べ、朝食時の

孤食と嫌いな食べ物に「魚類」をあげ、身体症状の訴え

が多かったが、大きな健康課題はみられなかった。また、

本研究の外国人児童達は、B小学校のブラジル人児童達

と比較すると同様の身体症状が多く表れていたが、その

他の大きな課題は認められなかった。筆者らがB小学校

のブラジル人児童を対象に実施した生活実態調査結果

（松本ほか, 2011）では、22時30分以降の就寝、便秘傾向、

油脂を使用した食べ物を好んで食する児童が半数、甘い

食べ物をよく食している児童が大部分であった。この点

については、A小学校での何らかの実践が効果的に作用

している可能性を含めた検討を要すると考える。 

Ⅴ．まとめ 

朝食時の孤食と嫌いな食べ物に「魚類」をあげた児童、

身体症状の訴えが多い児童が多く、学習言語習得に課題

のある児童がいた。嫌いな食べ物に「魚類」をあげた児

童が半数以上に上ったのは南米国籍の児童が大半を占め、

食生活では油脂を使用した肉料理が中心になり、魚を食

べる習慣がないことによると思われる。児童の身体症状

の訴えは多く、筆者らの公立B小学校に通うブラジル人

児童対象に実施した生活実態調査結果（松本ほか , 

2011）においても同様に多く認められた。児童の朝食時

の孤食、そして就寝時間の遅さという健康実態には保護

者の就労環境・就労状況を含む生活実態が、児童の身体

症状には学習言語習得の課題やその課題を克服するため

の母語の習得の課題が、関連している可能性がある。 

今後は、対象者数が少ないため対象者数を確保し、さ

らに詳細に児童の健康実態を生活環境との関連から検討

していきたい。 

 

付記 

本研究は、2011～2012年度に岐阜県立看護大学共同研

究事業において経費の助成を受けて実施した（共同研究

番号111）。 
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註1） 幼児に母親などから自然な状態で習得する言語を

「母語」、それに国家意識が加わったものを「母国

語」（広辞苑,2008）とし区別して使用する。 

註2） 健康を「身体的、精神的、社会的な視座から、広

義の生活環境との関連性において総合的に論じら

れるものであり、より良く生きるための活動性を

包括した流動的な状態であること、及びライフス

テージによる年齢的変化をも考慮する」（高

石,2011）と捉え、主に生活環境の点から食生活

を中心に健康実態を把握した。 
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岐阜県立看護大学 育成期看護学領域 Nursing in Children and Child Rearing Families, Gifu College of Nursing 

〔資料〕 
実習時間が短縮となった小児科外来実習での学生の学び 

 

谷口 惠美子 

 

Learning of the Student from Child Nursing Practice at Outpatient Department  
After Practice Time was Shortened 

 

Emiko Taniguchi 

 

 

Ⅰ．はじめに 

少子化に加え、入院日数の短縮化・入院患児の重症化

で、小児看護学実習では、受けもち患児の選定が困難な

状況にまでなっている。そのため外来単独の病院実習を

取り入れる教育機関もあり（宮谷ほか，2010）、小児科

外来実習は幅広い学習が可能であると考えられている

（大見ほか，2007）。本学の小児看護学実習では平成17年

度から、医療施設の実習の中に小児科外来実習を1日間

行ってきた。しかしA施設では、経緯があり平成23年度

から3時間実習となり、病棟実習の進行や外来実習につ

いてのカンファレンス時間を考慮した結果、平成24年度

は2.5時間の実習となった。実習時間の減少と実習内容

の変更により、学生の学習成果は変わってくると考えら

れ、不足している部分があれば補う必要がある。 

A施設で小児科外来実習が1日間であった平成18年度の

学習効果が長谷川ほか（2007）によって明らかにされて

いるため、それを参考にしながら、今回2.5時間になっ

た外来実習での学生の学びを明らかにし、1日間の実習

時間であった学生の学びと照らし合わせ、今後の外来実

習の指導内容を検討したい。 

Ⅱ．小児科外来実習の概要 

1．小児科外来実習の方法 

本学3年次生が履修する小児看護学実習では、病児を

対象とした医療施設での実習を、2週間（10日間）行っ

ている。小児科外来実習（以下、外来実習）は、「外来

での小児の看護の実際を理解する」を目標として組まれ

ており、2週目に実施することが多い。実習時間は実習

施設によって異なり（1日実習の実習施設もあれば、半

日実習、あるいは1時間実習のところもある）、教員と外

来実習指導者間で実習施設の現状を踏まえて検討し、決

定している。 

今回研究対象としたA施設での外来実習は、同日の午

前と午後のどちらかで2.5時間を行う。一度に実習する

学生数は2，3名である。外来看護師が指導者としてつき、

診療や処置室で行われている看護を学生が交代して見学

できるように、調整している。学生が自分で判断し看護

を行うことはないが、看護師の指導のもとで採血時に子

どもの身体を支える等の介助をしている。 

教員は約1時間ごとにラウンドし、常に学生のそばで

指導していることはない。ラウンド時の教員の関わりと

しては、学生が処置や診療の場を遠巻きに見ていれば場

面を観察しやすい位置を示す、立ったままで対応してい

るようであれば受診者に対する目線の高さに気付かせる、

受診者に対して学生の立場でできることを示す（子ども

に語りかける、付き添いのために荷物を持つ、ドアの開

閉を手伝う）などのアドバイスを行っている。また処置

が行われておらず何を見学してよいのか学生が困ってい

る場合には、外来に置いてある物品に気付かせ、その意

味を問うなど、学生が主体的に観察したり疑問を持てる

ような促しも行っている。 

小児科外来内でカンファレンスは行っていないが、学

生は疑問を指導者に質問し解決して実習を終了している。

すべての学生の外来実習が終了したあと、見学した内容



岐阜県立看護大学紀要 第 14 巻 1 号，2014 

― 176 ― 

や指導者から得た回答などを共有する機会とするカン

ファレンスを病棟で行っている。これには病棟の実習指

導者が参加しており、学生の外来実習での学びに対して

病棟の看護師の視点からのコメントを依頼している。 

2．外来実習の記録用紙 

記録用紙は2種類ある。看護師が関わる処置を2、3場

面取り上げ、主に処置室での子どもと家族の状況・反応

とそれに対する看護師の関わりについて、その解釈を記

載する記録用紙（以下、「処置場面記録用紙」）と、それ

らの処置や医師の診察などの見学を通して外来実習での

学びを記述する記録用紙（以下、「学びの記録用紙」）が

あり、いずれもA4サイズで1枚ずつである。今回の研究

対象としたのは、外来実習を通しての学びを記録する

「学びの記録用紙」である。 

3．平成18年度外来実習からの実習方法の変更点 

長谷川ほか（2007）の研究対象であった平成18年度外

来実習の実習方法から平成24年度の実習方法で変更して

いる部分は、実習時間（1日間から2.5時間）のほかに、

“一組の受診する子どもと家族の外来受診後から会計を

済ませるまでに付き添う”という課題を、実習時間の短

縮に伴い割愛したことである。 

他にA施設に限らず、全ての実習施設の外来実習で、

記録用紙を「学びの記録用紙」のみから、「処置場面記

録用紙」を加え2種類にしたことである。 

Ⅲ．方法 

1．研究対象とデータ収集時期 

平成18年度の研究（以下、前研究）の対象となったA

施設で、平成24年度に小児看護学実習を行った学生27名

中、研究同意の得られた20名の外来実習の「学びの記録

用紙」の複写である。そのうち、複写が不鮮明で内容の

判読が不能だった2名分を除いた18名分が、今回の研究

対象である。 

学びが記述された時期は平成24年5月から11月である。

データ収集は、科目成績確定後の翌年2月である。 

2．分析方法 

「学びの記録用紙」から、ひとつの学びのまとまりを

一データとなるように文章を分け、要約した。内容の類

似するものを集めてサブカテゴリとした。さらに類似し

たサブカテゴリをカテゴリとして整理した。次にサブカ

テゴリが前研究のサブカテゴリや記述内容の要約例のな

かにあるかを確認した。作業は筆者が行った。 

当初、実習時間が短縮される前の学びと比較するため

に、前研究で得られたカテゴリやサブカテゴリに分類す

ることも試みたが、前研究者が類似と判断する視点に不

明な個所があり、分類が不可能だった。 

さらに前研究で課題として挙げられていた項目につい

て、今回の結果の中に該当する学びの記述がないかを照

らし合わせた。 

3．倫理的配慮 

小児看護学実習終了後に研究参加依頼を紙面と口頭で

学生に行った。学籍番号と氏名を除いた「学びの記録用

紙」の複写を行い、これを実習記録に綴じて、当該科目

成績確定後の実習記録返却時に学生に渡した。複写の提

出をもって同意とした。複写には学籍番号と氏名を除い

ているため提出後の取り消しはできないことを説明した。

研究説明と複写の提出に時間差があり学生が研究依頼を

忘れていることが考えられるため、実習記録返却時にも

研究説明を再度行った。 

なお本研究は岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の承

認を受けた（承認番号0023）。 

Ⅳ．結果 

128のデータが抽出された。これらは27のサブカテゴ

リに分類され、さらに《子どもへの発達段階を考慮した

関わり》《家族への関わり》《看護技術》《外来運営》《在

宅療養への支援》の5つのカテゴリに分けられた。以後、

カテゴリは《》、サブカテゴリは〈〉で示す。また記述

内容例の一部抜粋は「」で示す。結果は表1に示した。 

1．外来実習での学生の学び 

1）子どもへの発達段階を考慮した関わり 

《子どもへの発達段階を考慮した関わり》は26の学び

の記述があり、6サブカテゴリに分けられた。 

処置を受ける子どもに対する関わりについて、「会話

が成立する子どもならば、これから何をするのか分かり

やすく説明し、理解してもらおうとする努力が必要であ

る」といった、処置の内容を子どもの〈理解できる言葉

で説明する〉こと、「処置時は少しでも子どもの希望を

取り入れ、子どもも一緒に頑張ることができるようにす

る」といった、〈子どもの参加を促す〉こと、そして終 
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表1 小児科外来実習での学生の学び 
カテゴリ サブカテゴリ 記述内容の要約例 

子どもへの発達

段階を考慮した

関わり 

理解できる言葉で説明す

る 

会話が成立する子どもならば、これから何をするのか分かりやすく説明し、理解し

てもらおうとする努力が必要である。 

子どもの参加を促す 
処置時は少しでも子どもの希望を取り入れ、子どもも一緒に頑張ることができるよ

うにする。 

努力を認める 子どもの頑張りをほめ、頑張ってくれたことに感謝する。 

言葉がわからなくても声

をかける 

まだ言葉が分からない子どもやコミュニケーションをとるのが難しい子どもに対し

ても、常に言葉をかける。 

発達に合った方法を選択

する 
経口薬の場合、その子どもにとって服用しやすい形態のものを選択する。 

キャリーオーバーについ

て理解する 

子どもは成人まで継続して受診することもあり、疾患だけでなく仕事や生活におけ

る問題も抱えている。 

家族への関わり 保護者の参加は子どもの

安心につながる 

処置中、家族に子どもの手を握ってもらったり、目隠しをしてもらったり協力を得

ることで、子どもに苦痛を少なく実施できる。 

倫理的に配慮する 待ち時間の長さや処置にかかる時間について、謝ったり理由を説明するなど、保護

者に対して気を配る。 

  やむを得ず抑制する場合は、家族にその目的を伝え、協力を得る。 

家族は日常生活を送るう

えで不安がある 

家族は子どもの症状だけでなく、運動や予防接種など関連する日常の様々な不安や

疑問を持っている。 

相談しやすい姿勢でかか

わる 
保護者が質問しやすいような雰囲気作りが必要である。 

次に繋がる情報提供をす

る 

今必要な処置を行うだけでなく、次にしなければならないことを説明したり、他に

も必要な情報を提供したりする役割がある。 

  家庭や学校で過ごすための質問が多かったことから、生活に合わせた説明が必要で

ある。 

予定入院の場合は、家族が入院のイメージがつき、スムーズに入院の準備ができる

ようにする。 

子どもの成長を伝える 計測値は保護者に伝え成長を伝えていた。 

受診のために家族は生活

の調整をしている 
保護者は生活の時間の一部を使って病院に来ている。 

困っている状況を理解す

る 

乳児を連れてきている場合、保護者の両手がふさがっていることが多く、移動が楽

にできるように援助することも必要である。 

きょうだいに配慮する 付き添いで一緒に来ているきょうだいにも気を配る。 

看護技術 事故防止のために確認す

る 

多くの患児が来るところだからこそ、忙しくてもダブルチェックを行い、患者間違

いがないようにしていた。 

患者数の多さに圧倒されたが、これだけ多くの人に処置するからこそ、ミスを防ぐ

ためのダブルチェックが必要になる。 

子どもの不意な動きによ

る事故を防止する 

安全を確保するためにしっかりと 小限の固定を行う。 

複数で対応し事故防止を第一に考える。 

子どもを保護者の膝に乗せて、保護者にも体を押さえてもらって採血するなど、安

全に行えるように、保護者の協力を得る。 

正確・迅速な技術が必要

である 

計測で一瞬でも子どもが静止し、正しい値が出るように、子どもの注意を引くため

に鈴を鳴らすなど工夫がある。 

計測や処置など素早く終わらせるために確かな技術が必要である。 

瞬時で情報収集しアセス

メントする 

短時間で必要な情報を得て、瞬時にアセスメントして迅速に対応していくかが重要

である。 

外来運営 子どもに適した雰囲気に

する 

壁に絵を貼り楽しい雰囲気を作るほかに、子どもの目線の位置にキャラクターを貼

るなど、子どもの緊張をほぐす環境をつくる。 

プライバシーに配慮する 処置室は一つであっても、カーテンなどでプライバシーの配慮をする。 

スムーズに進むように調

整する 

外来の全体の状況を見て、医師や受付と連携をとりながら、スムーズに受診できる

ようにする。 

診療内容の理解 
医師は、長期に服薬管理する必要のある疾患のある子どもの母親に、これからの治

療方針や今後の経過をわかりやすく伝えていた。 

感染を防止する 
感染症の子どもが入った部屋は、20分間の空気の入れ替えとシーツ交換を行うな

ど、感染防止に努めていた。 

在宅療養への支

援 
対象の理解を深める 

在宅療養をしている子どもの家での生活を考えたり、1か月分の物品をもらっての通

院の大変さを知りたかった。 

家族が実施できるように

支援を行う 
在宅での管理が家族が不安なく安全に行えるように継続した支援を行う。 

在宅療養に必要な制度を

知る 

在宅療養を継続するために必要な福祉や医療の制度について熟知している必要があ

る。 
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了後に「子どもの頑張りをほめ、頑張ってくれたことに

感謝する」といった〈努力を認める〉行動が大切である

ことについての記述があった。 

ほかに乳児やコミュニケーションが取りにくい子ども

にも言葉かけが必要であるといった〈言葉がわからなく

ても声をかける〉ことや、同じ経口薬でも、その子ども

にとって適した方法を選択する必要があるといった〈発

達に合った方法を選択する〉ことを記述していた。 

そして、小児看護の対象の多くは中学生までであるが、

「成人まで継続して受診することもあり、疾患だけでな

く仕事や生活における問題も抱えている」といった、

〈キャリーオーバーについて理解する〉ことについての

記述があった。 

2）家族への関わり 

《家族への関わり》は37の学びの記述があり、9サブカ

テゴリに分けられた。 

処置に家族が参加する場面から、「子どもの手を握っ

ていてもらう、本の読み聞かせをしてもらうなど、親の

協力を得ることは子どもの苦痛を軽減させるだけでなく、

スムーズに処置をすすめることができる」といった、

〈保護者の参加は子どもの安心につながる〉ことについ

ての記述があった。また子どもの処置は時間を要したり、

場合によっては抑制も必要になるため、処置において

〈倫理的に配慮する〉ことについての記述があった。 

家族の気持ちに関しては「家族は子どもの症状だけで

なく、運動や予防接種など関連する日常の様々な不安や

疑問を持っている」といった、〈家族は日常生活を送る

うえで不安がある〉という記述があった。そして不安が

表出しやすいように、〈相談しやすい姿勢でかかわる〉

ことについての記述があった。 

相談に対する情報提供は、「次にしなければならない

ことを説明したり、他にも必要な情報を提供したりする

役割がある」「家族が入院のイメージがつき、スムーズ

に入院の準備ができるようにする」「家庭や学校で過ご

すための質問が多かったことから、生活に合わせた説明

が必要である」といった、現時点にとどまらず〈次に繋

がる情報提供をする〉ことについての記述があった。 

計測の場面では「計測値は保護者に伝え成長を伝えて

いた」といった、〈子どもの成長を伝える〉ことについ

ての記述があった。 

子どもの受診に付き添う家族については、「保護者は

生活の時間の一部を使って病院に来ている」という、

〈受診のために家族は生活の調整をしている〉ことにつ

いての記述があった。そして荷物の多い家族の姿に気づ

き、「乳児を連れてきている場合、保護者の両手がふさ

がっていることが多く、移動が楽にできるように援助す

ることも必要である」という、〈困っている状況を理解

する〉ことについての記述があった。また一緒に来院し

ている〈きょうだいに配慮する〉ことについての記述が

あった。 

3）看護技術 

《看護技術》は31の学びの記述があり、4サブカテゴリ

に分けられた。 

事故防止については、「多くの患児が来るところだか

らこそ、忙しくてもダブルチェックを行い、患者間違い

がないようにしていた」といった、医療事故を防止する

ための基本である〈事故防止のために確認する〉ことに

ついての記述があった。 

また小児看護では子どもの安全を第一に考えるが、

〈子どもの不意な動きによる事故を防止する〉ことにつ

いての記述があった。この内容は、「子どもを保護者の

膝に乗せて、保護者にも体を押さえてもらって採血する

など、安全に行えるように、保護者の協力を得る」と

いった具体的な方法の記述のほかに、「安全に行うため

には、時間をかけていくことも大切である」といった、

効率化だけでなく、時間をかけた確実な安全確保も必要

であるという記述があった。 

身体計測は子どもの成長・発達を評価するための重要

な値であるが、「計測で一瞬でも子どもが静止し、正し

い値が出るように」工夫が必要であったり、「計測や処

置など素早く終わらせるために確かな技術が必要であ

る」といった、〈正確・迅速な技術が必要である〉こと

についての記述があった。ほかに「短時間で必要な情報

を得て、瞬時にアセスメントして迅速に対応していく」

といった、〈瞬時で情報収集しアセスメントする〉こと

についての記述があった。 

4）外来運営 

《外来運営》は28の学びの記述があり、5サブカテゴリ

に分けられた。 

外来の環境については、外来の壁に絵を貼ったり、処
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置室で子どもの目線が来る位置にキャラクターの絵を貼

るなど〈子どもに適した雰囲気にする〉といった記述が

あった。また処置室は一つであるが、「カーテンなどで

プライバシーの配慮をする」といった、〈プライバシー

に配慮する〉ことについての記述があった。 

診療に関することでは、診療や処置室の状況をみて医

師や受付と連携をとりながら、受診が〈スムーズに進む

ように調整する〉ことについての記述があった。また医

師から家族への説明内容や子どもへのかかわりなど〈診

療内容の理解〉についての記述があった。 

また感染症患者が受診した時の部屋の扱いを学んだこ

とから、〈感染を防止する〉ことについての記述があっ

た。 

5）在宅療養への支援 

《在宅療養への支援》は6の学びの記述があり、3サブ

カテゴリに分けられた。 

対象理解として、「在宅療養をしている子どもの家で

の生活を考えたり、1か月分の物品をもらっての通院の

大変さを知りたかった」といった、〈対象の理解を深め

る〉ことについての記述があった。「在宅での管理が家

族が不安なく安全に行えるように継続した支援を行う」

といった、〈家族が実施できるように支援を行う〉こと

についての記述があった。また福祉や医療に関する〈在

宅療養に必要な制度を知る〉必要性についての記述が

あった。 

2．前研究との比較 

今回のサブカテゴリが、前研究のサブカテゴリや記述

内容の要約例にあるかを確認した。今回は該当する学び

の記述がなかった前研究のサブカテゴリと、今回は得ら

れたが前研究にはなかったサブカテゴリを抽出した。ま

た前研究で課題として考察されていた項目についても確

認した。前研究のカテゴリとサブカテゴリを表2に示し

た。 

1）今回得られなかった前研究のサブカテゴリ 

今回のデータには、前研究の『処置に対する子どもの

反応』『家族の子どもに対する反応』『家族の希望』『学

生のコミュニケーション』『受診に至った過程の理解』

という6つのサブカテゴリに該当する記述がなかった。

前研究の『処置に対する子どもの反応』『家族の子ども

に対する反応』では要約例に、「子どもが静かにできな

いので検査は中止になった」「家族は子どもが頑張った

ことをほめた」といった、子どもや家族の行動の記述が

分類されていた。しかし今回は子どもの行動からどのよ

うな学びがあり、どのような看護が必要かという内容ま

で記述されており、子どもの行動のみの記述はなかった。 

また前研究では、『待ち合いの場などの環境に対する

安全』と、『トリアージ』にかかわる記述がなかったこ

とが、課題として考察されていた。これらの課題につい

ては、今回のデータにも学びの記述がなかった（前研究

のサブカテゴリ、および課題として考察されていた項目

を『』で示した）。 

2）今回は得られたが前研究には見当たらなかったサブ

カテゴリ 

今回のデータには記述され前研究のデータでは記述さ

れなかった学びは、《子どもへの発達段階を考慮した関

わり》では〈理解できる言葉で説明する〉〈子どもの参

表2 平成18年度小児科外来実習で学生の学びから抽出

されたカテゴリ 
カテゴリ サブカテゴリ 

子どもの理解 成長・発達にかかわる子どもの理解 

処置に対する子どもの反応 

その他の子どもの理解 

家族の理解 家族の心配や安心にかかわる内容 

家族の子どもに対する対応 

家族の受診に向けての調整 

家族の医療者への確認内容 

家族の困難 

家族の希望 

その他の家族の理解 

看護活動の理解 処置にかかわる内容 

子どもにかかわる内容 

家族にかかわる内容 

外来運営 

診察にかかわる内容 

対象にあわせた援助 

その他の看護活動の理解 

外来の理解 外来環境にかかわる内容 

受診にかかわる内容 

外来看護にかかわる内容 

その他の看護活動の理解 

医療者の理解 

（看護師を除く） 

医師の役割 

対象に合わせた対応 

その他の医療者の理解 

その他の理解 在宅生活にかかわる内容 

学生のコミュニケーション 

家族と医療者の良好な関係形成 

受診に至った過程の理解 
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加を促す〉〈言葉がわからなくても声をかける〉の3サブ

カテゴリ、《家族への関わり》では〈保護者の参加は子

どもの安心につながる〉〈倫理的に配慮する〉〈次に繋が

る情報提供をする〉〈きょうだいに配慮する〉の4サブカ

テゴリ、《看護技術》では〈事故防止のために確認する〉

〈正確・迅速な技術が必要である〉の2サブカテゴリ、

《在宅療養への支援》では〈在宅に必要な制度を知る〉

の1サブカテゴリであった。 

Ⅴ．考察 

1．今回の外来実習による学びの特徴 

大見ほか（2007）が行った14大学を対象とした調査に

よると、小児看護学の外来実習日数は、0.5日が も多

いという結果が得られている。これは約3時間前後の実

習時間であると考えられ、A施設での2.5時間という実習

時間が特別短いわけではないことがわかる。0.5日実習

を行っているという学校の研究でも、小児看護技術体験

が増えた（平元ほか，1999）、継続看護に向けての外来

看護の実際を知った（糸井ほか，2013）等の学びが得ら

れることが確認されている。 

今回、2.5時間の外来実習であったが、《子どもへの発

達段階を考慮した関わり》《家族への関わり》《看護技

術》《外来運営》《在宅療養への支援》と、対象への関わ

り方や看護師の行う技術だけでなく、外来の業務の流れ

や在宅療養患者への支援についても学ぶことができてい

た。外来実習の概要で説明したように、子どもや家族の

様子については他の記録用紙に記載されているため、子

どもや家族の理解が記述されていなかったからといって、

時間短縮により理解できなかったとは考えにくい。また

1日間の実習では得られなかった〈理解できる言葉で説

明する〉〈子どもの参加を促す〉〈言葉がわからなくても

声をかける〉〈保護者の参加は子どもの安心につながる〉

〈倫理的に配慮する〉〈次に繋がる情報提供をする〉

〈きょうだいに配慮する〉〈事故防止のために確認する〉

〈正確・迅速な技術が必要である〉〈在宅に必要な制度を

知る〉といった記述があったことは、興味深い。 

《子どもへの発達段階を考慮した関わり》では〈理解

できる言葉で説明する〉〈子どもの参加を促す〉〈言葉が

わからなくても声をかける〉が新しくあがっていた。こ

れらは小児看護の基本であり、前研究での対象実習で行

われなかったとは考えにくいのだが、学生が記述すると

いうことは、前研究の時より外来で看護師の子どもへの

関わりが積極的になって、学生に認識されやすくなった

のではないだろうか。《家族への関わり》の〈保護者の

参加は子どもの安心につながる〉といった、保護者が処

置に参加する、あるいは保護者の参加が子どもの安心に

つながるといった内容や、抑制することについて家族に

説明し理解を得てから行うなど〈倫理的に配慮する〉内

容については、前研究の記述内容の要約例を丹念にみて

も皆無である。これらは決して前研究の時に家族参加や

倫理的配慮が行われていなかったから学生が記述しな

かったのではなく、行われていたが今回の研究対象と

なった年度の実習ではより積極的に行われていたために、

学生に見えやすくなったのではないだろうか。 

学生の学びは実習時間の変化だけでなく、実習施設の

看護体制や看護方針にも左右されると考えられる。一外

来の看護師数は少ないため、一人二人の異動であっても、

看護業務への影響は大きいと思われる。各々の看護師が

大切にしたいと考える看護行為によって、学生が学びと

して捉える看護の見え方は変わってくるのではないだろ

うか。そのように考えると学生の学習効果は、単に時間

数や見学件数、患者数だけでなく、その場で接する看護

師の考え方や行動に大きく影響されるため、外来実習の

計画は、その年の外来の状況の変化に応じて変更する必

要があり、そのためにはスタッフが力を入れて取り組ん

でいる看護や工夫を積極的に学生に見せるなど、外来指

導者と十分な実習内容の検討を行っていくことが、学生

の学習効果を高めることにつながると考える。 

2．今回得られなかった学びの内容について 

今回の研究結果である学びの内容には、前研究で抽出

された『処置に対する子どもの反応』『家族の子どもに

対する反応』『家族の希望』『学生とのコミュニケーショ

ン』『受診に至った過程の理解』というサブカテゴリに

該当するデータが、なかった。これは子どもと家族の行

動や反応とその解釈を記載する記録用紙を、学びを記述

する記録用紙と分けたことと、実習内容から“一組の受

診する子どもと家族の外来受診後から会計を済ませるま

でに付き添う”という課題を割愛したためだと考えられ

る。 

まず記録用紙は「学びの記録用紙」と「処置場面記録
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用紙」の2種類を使っているが、「処置場面記録用紙」は、

“子どもと家族の状況・反応とそれに対する看護師の関

わりについて、その解釈を記載する”ことを課題として

いる。「処置場面記録用紙」は、処置室への入室からの

子どもの言葉や態度、家族の反応やかかわり、看護師の

言葉かけやそれに対する子どもや家族の反応、そしてそ

れらのアセスメントまでを記載しているため、「学びの

記録用紙」には、改めて学びとしては記載されず、今回

の研究結果では『処置に対する子どもの反応』『家族の

子どもに対する反応』に該当するデータがなかったのだ

と思われる。 

そして、“一組の受診する子どもと家族の外来受診後

から会計を済ませるまでに付き添う”という課題を実施

する時は、その家族とともに待ち合いで過ごしながら、

受診に至った過程や現在の思いを尋ねるため、『受診に

至った過程の理解』することができる。しかし今回はそ

の機会がなかったため、意識して受診までの経過に着目

することができなかったのだと考える。また初対面の家

族と話すという経験もなかったため、学生のコミュニ

ケーションに関する記述がなかったのだと考える。 

2.5時間の実習のなかで、一組に付き添う実習を設け

ることも不可能ではないかもしれないが、限られた時間

の中では受診から会計までを完結することは難しい。ま

た見学実習の時間を設けることができなくなることも考

えられる。病棟実習の視点から見ると、病棟実習で受け

もっている子どもは、必ず小児科外来を経由している。

『受診に至った過程の理解』は外来で初対面の状況で尋

ねるよりも、学生が関係性を構築できた病棟の受けもち

の家族を対象にしたほうが、より詳しく尋ねることがで

きる状況だといえる。そのように考えると、“一組の受

診する子どもと家族の外来受診後から会計を済ませるま

でに付き添う”という課題から得られるであろう、受診

に至った経過の理解や受診時の子どもや家族の気持ちと

いった学びを病棟実習で補完することも可能かもしれず、

今後検討していきたい。 

『家族の希望』に関しては、前研究の記述内容の要約

例をみても、「診察中に、下の子どもを見てくれる場を

希望していた」「家族は、発熱が続くので検査を希望し

ていた」という内容で、たまたまそのような家族に出会

わなかったという偶発的なものであって、関連があると

すれば実習時間の短縮による一つの影響かもしれない。 

前研究で、『待ち合いの場などの環境に対する安全』

と『トリアージ』にかかわる学びの記述がなかったこと

が問題に挙がっていたが、今回の結果でも待ち合いに関

係する記述がなかった。現在の実習では診察室と処置室

にしか学生はおらず、待ち合いに対する認識が低くなる

ことが考えられる。待ち合いは通路に面しており、学生

も当然通る空間ではあるのだが、学生はそれに意識する

ことがないのだと思う。先行研究（石井ほか，1996）

（宮谷ほか，2010）（上山，2011）（糸井ほか，2013）で

も待ち合いに関する学生の学びの結果はなく、これらの

理解のためには教員・指導者間で指導方法を検討してい

く必要があると考える。 

待ち合いという場に気づかせるためには、教員や指導

者が待ち合いとそこにいる子どもと家族に着目すること

を意識的に行わなければいけないのだと再認識した。ま

た、外来看護師が行っているトリアージは、それを目的

に処置室あるいは診察室から待ち合いに出向くというよ

りも、処置室を出たついでに行うことも多い。そのため、

「今、用事があって処置室の外に出るが、待ち合いを通

りながら子どもと家族の様子を観察している」というこ

とを、言葉で学生に示さなければ学生は理解することが

できない。他にも外来看護師が当然の業務として意識せ

ずに行っている看護活動は、学生には見えにくい内容で

あることが考えられる。教員は、そういった学生には見

えにくい看護活動について、外来看護師から学生に対し

て意識的に説明することを依頼し、実習の調整をする必

要がある。 

3．研究の限界 

外来実習時間の短縮により、学生の学びにどのような

違いがあり、それに合わせて今後の外来実習指導の内容

を検討したいと考えた。しかし分析者が異なるため、カ

テゴリ化の作業で前研究での類似と判断する視点に不明

な個所があった。また記録用紙が変更になっているなど、

前回と条件が一致していなかった。 

実習指導体制や学生や教員の置かれている状況は、常

に変化しており一定ではない。実習の学習成果を過去と

比較検討し、それを今後の実習指導に役立てようと考え

る場合、それらの条件の変化をどのように考え反映させ

て考えるのかが、この研究の課題だと考える。 
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Ⅵ．まとめ 

外来実習の実習時間短縮により、学生の学びがどのよ

うなものであるかを調べたところ、27のサブカテゴリに

分類され、《子どもへの発達段階を考慮した関わり》《家

族への関わり》《看護技術》《外来運営》《在宅療養への

支援》の5つのカテゴリに分けられた。実習時間の短縮

によって記述されなかった学びがあったが、病棟実習で

補っていくことを考えたい。学生の学びは実習時間の変

化だけでなく、実習施設の看護体制や看護方針、スタッ

フの異動などによって大きく異なってくることも考えら

れ、特に少人数のスタッフで看護が行われている外来実

習ではその影響は大きいと思われる。外来実習を計画す

るときには、外来の現状に合わせて、スタッフが力を入

れて取り組んでいる看護や工夫を積極的に学生に見せる、

学生には見えにくい看護活動について外来看護師から学

生に対して意識的に説明するなど、指導者と実習方法の

十分な検討を行い実習の調整をする必要がある。 
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〔資料〕 
病棟における目標管理を推進するためのリーダーの育成 

－小グループ活動でのリーダーとしての役割を振り返って－ 
 

鈴木 里美１）  田辺 満子２）  廣瀬 五十子３）  伏屋 洋子３） 

 

Training of Leader to Promote Management by Objective in a Ward 
Reflecting on Leader’s Role in Small-sized Group Work 

 

Satomi Suzuki1), Michiko Tanabe2), Itsuko Hirose3) and Yoko Fuseya3) 

 

 

Ⅰ．はじめに 

近年、医療を取り巻く環境の変化は質の高い医療の提

供とともに組織力を高めていくことが重視され目標管理

が導入されている。目標管理は、組織目標を達成するた

めに組織員が担う役割と責任（職務・職責）に基づき、

期初に目標を設定し期末に目標の達成度合いの評価を行

い（河野, 2010）、病院においては、スタッフが自己目標

を達成することで病棟の目標達成、さらに病院の理念や

使命の具現化のための貢献につながっている（原, 2011）。 

A病院では目標管理が実践され、組織の方針と目標か

ら抽出された課題が各部門に伝達され、看護部では独自

の組織重点目標が設定された。B病棟では看護部の重点

目標を受け看護実践能力の向上を目標に、病棟の看護実

践課題に即して6つの小グループが構成され、その課題

解決に向け取り組んでいくことで目標管理を推進してい

くことが決定された。当該病棟では勤務経験3年以下の

者が半数を占めていることから、小グループのリーダー

にはメンバーへの指導を実施していくことが求められた。

しかし、リーダーとなる者も病棟勤務経験3年以下の者

が3分の2を占め、リーダーの育成が急務と捉えられてい

た。 

その状況を知った筆者等は看護部長及び病棟師長と話

し合い、大学教員との共同研究としてリーダーの育成に

取り組むことにした。そこで、既存のリーダー会を活用

し小グループ活動でリーダーが取り組んだ実践を振り

返ってもらい、共同研究者間でリーダーとして実践して

いることを把握し、リーダーの役割を明らかにしたいと

考えた。 

Ⅱ．共同研究開始前のB病棟での取り組み 

B病棟は2チームで編成され、各チームには1名のチー

ムリーダーが配置されている。1チームは看護実践課題

毎に3グループに分かれ、1名のグループリーダーと3名

のメンバーで構成されている（以下、小グループとす

る）。チームリーダー（以下、Tリーダーとする）は、小

グループの3名のグループリーダー（以下、Gリーダー

とする）の活動を支援している。リーダー会は師長、副

師長、Tリーダー2名、Gリーダー6名の計10名で構成さ

れている。リーダー会は師長が開催責任者で、Tリー

ダーとGリーダー（以降、TリーダーとGリーダーを総称

してリーダーと記述する）が参加し、毎月1回定例開催

されている。リーダー会の司会は師長、副師長は書記と

進行の補佐を担っている。平成24年4月のリーダー会に

おいて、リーダーが互いの小グループ活動の状況を把握

し協働してメンバーを指導していけるように、実践での

悩みや課題をリーダー会で話し合い解決していくことが

確認された。その後、リーダーが考えるリーダー像につ

いて師長が質問紙調査を実施し、その結果から職場環
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境・人間関係の調整ができる人、指導力を発揮し責任が

もてる人、中心・中核的存在になれる人等がリーダー像

として捉えられていた。 

Ⅲ．研究目的 

目標管理を推進する上で看護実践能力の向上に向け、

課題解決のため小グループ活動を行う。小グループ活動

の進捗状況をリーダー会で意見交換し共有した後、各自

が自己のリーダーとしての実践を振り返り記述する。こ

の過程を通して、リーダーとしての役割を明らかにする

ことを目的とする。 

Ⅳ．研究方法 

1．対象 

リーダー会参加者のTリーダー2名とGリーダー6名の

うち同意が得られた者 

2．方法 

1）教員は共同研究者の現地看護職者と目標管理におけ

る看護部の方針、病棟の取り組み状況を確認し課題

を共有する。 

2）リーダー会では、小グループ活動の報告と課題解決

のための効果的な取り組みについて意見交換を行う。

リーダー会の開催および司会進行は現地看護職者が

担当する。 

3）教員はリーダー会に参加しリーダーの小グループ活

動の報告を聞き、リーダーが果たしている役割につ

いてリーダー会の一員として意見交換する。 

4）リーダー会での小グループ活動の報告と意見交換の

内容は、現地看護職者と教員でメモをとり、後日、

共同研究者間で記録内容の照合と発言の意味内容の

確認を行う。 

5）リーダー会終了後に毎回意見・感想シートを配付し、

1週間以内に回収用封筒に入れ封をして回収箱で回収

する。意見・感想シートには自己のリーダーとして

の実践を振り返り記述を依頼する。意見・感想シー

トの内容は、①リーダーとして実践してきたこと・

困っていること、②リーダー会で検討した内容から

課題の解決方法についてどのように考えたか、③

リーダー会への意見・感想・要望である。 

6）意見・感想シートの分析は教員が担当し、記述内容

からリーダーの役割行動と判断した記述を類似性に

より分類し、リーダー役割について2名の教員で合意

が得られるまで検討を重ねる。分析結果を共同研究

者間で共有し、リーダーの役割について意見交換を

行う。 

3．研究期間 

平成24年9月12日から平成25年3月31日である。 

4．倫理的配慮 

リーダー会において教員がリーダー会に参加すること

の了解を得た。研究参加者に研究の目的、方法、研究へ

の参加は自由意思であること、リーダー会の意見交換の

内容はメモを取り個人が特定されないようデータ化する

こと、意見・感想シートの記述は無記名で個人が特定さ

れないようにまとめること、研究成果を公表することに

ついて口頭と文書で説明し同意を得た。また、メンバー

にリーダーが小グループ活動の取り組み状況をリーダー

会において報告すること、その内容をデータとして使用

することについて文書と口頭で説明し同意を得た。本研

究は、岐阜県立看護大学研究倫理審査部会の承認を得て

実施した（承認番号0054）。 

Ⅴ．結果 

1．病棟における目標管理の取り組み状況と課題の共有 

平成24年5月に看護部から7項目の組織重点目標が提示

され、B病棟では看護実践能力の向上を目指し、リー

ダーがメンバーと課題について話し合った。6つの看護

実践課題に即して小グループ名を課題名にし（図1）、活

動計画を作成した。9月のリーダー会開始前に共同研究

者間で病棟目標と小グループの課題、目標、活動計画を

共有した。看護実践課題は、①病棟特有の転倒・転落を

防止すること、②煩雑な業務の中で口腔ケアを改善する

こと、③褥瘡リスクのある患者のケアを改善すること、

④見やすくわかりやすい移植パンフレットを作成するこ

と、⑤看護記録が正しく記載できるよう改善すること、

⑥心電図の理解ができるよう学習することの6つが挙が

り、リーダー会において小グループの課題、目標、活動

計画を共有した。 

2．リーダー会での小グループ活動の報告と意見交換の

内容 

リーダー会参加者は師長、副師長、Tリーダー2名、G



岐阜県立看護大学紀要 第 14 巻 1 号，2014 

― 185 ― 

リーダー6名、教員2名である。10月に他病棟からの異動

によりGリーダーと同等の役割を担う立場の1名が加わ

り、リーダー会参加者は13名になった。教員は毎回参加

した。 

小グループ活動についてリーダー会で進捗状況を報告

し、課題解決のための効果的な取り組み方法について検

討した。リーダー会は、平成24年9月から12月まで4回開

催した。9月は口腔ケア改善、褥瘡ケア改善、転倒・転

落防止、10月は転倒・転落防止、移植パンフレット作成、

11月は褥瘡ケア改善、記録改善、心電図学習、12月は6

グループの活動の振り返りと評価を行った。開催時間は

60分から35分であった（表1）。グループ毎の意見交換内

容の概要を以下に記す。 

1）小グループ活動について話し合われた内容 

（1）転倒・転落防止グループ 

転倒・転落防止では、患者が転倒・転落に注意を払い

ながら安全・安楽に入院生活が送れることを目標に現状

把握を行った。9月に平成23年度転倒・転落レポートを

見直し解決方法を考えていくことが提案され、10月に結

果から防止対策の検討を行った。12月には転倒の原因が

明確になったことで、早期に離床センサーの装着を行い

発熱患者の訪室回数を増やす等、転倒・転落防止の援助

が実施できた。 

（2）口腔ケア改善グループ 

口腔ケア改善では、セルフケアができない患者の口腔

ケアを行い二次的な感染予防に努めることを目標に患者

を選定し実施した。9月にチームメンバーへの口腔ケア

を実施する前の評価や基準等の説明が不十分であったこ

とから、カンファレンスで説明し情報共有していくこと

が提案された。12月には提案された活動を実施したこと

で早期に口腔ケアの対応が行え、今後、対象患者の個別

性を考え方法を見直すことになった。 

（3）褥瘡ケア改善グループ 

褥瘡ケア改善では、褥瘡のリスクのある患者に対しマ

ニュアルに基づいた方法で早期より適切な対応ができる

ことを目標に活動していた。9月に栄養アセスメントの

図1 B病棟の小グループ活動図 

Aチーム 

Tリーダー 1名 

Bチーム 
Tリーダー 1名 

転倒・転落防止 

グループ 

Gリーダー1名 

メンバー3名 

口腔ケア改善 

グループ 

Gリーダー1名 

メンバー3名 

記録改善 

グループ 

Gリーダー1名

メンバー3名

移植パンフレット

作成グループ

Gリーダー1名

メンバー3名

褥瘡ケア改善 

グループ 

Gリーダー1名 

メンバー3名 

心電図学習 

グループ 

Gリーダー1名

メンバー3名

 

表1 リーダー会開催状況 

月(時間) 9月（60分） 10月（40分） 11月（45分） 12月（35分） 

参加者 

Tリーダー1名 

Gリーダー6名 

師長、副師長、教員2名 

Tリーダー2名 

Gリーダー5名 

師長、副師長、教員1名 

Tリーダー2名 

Gリーダー6名 

師長、副師長、教員2名 

Tリーダー2名 

Gリーダー7名 

師長、副師長、教員2名 

話し合いの

テーマ 

口腔ケア改善、褥瘡ケア

改善、転倒・転落防止 

転倒・転落防止  

移植パンフレット作成 

褥瘡ケア改善、記録改善 

心電図学習 

小グループ活動の振り返

りと評価 

話し合われ

た内容 

・口腔ケアを浸透させる

ための方法 

・褥瘡診療計画書の記入

漏れ改善、褥瘡リスク

患者を把握する方法 

・病棟特有の転倒・転落

を予防する方法 

・平成23年度転倒・転落

患者の結果から防止対

策の検討 

・移植パンフレットの作

成過程と今後の予定 

 

・褥瘡診療計画書の記入

漏れ改善のための勉強

会 

・記録のアンケート結

果、記録監査、記録の

個人指導の現状 

・心電図学習の現状と今

後の方向性の検討 

・転倒・転落防止、口腔

ケア改善、褥瘡ケア改

善グループは活動計画

通りの進捗 

・その他のグループは年

度末に向け強化するこ

とを確認 

その他 学習会：リフレクション  
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記入漏れを改善するため、アルブミンが低値であれば問

題リストを作成することが決定された。褥瘡診療計画書

の記入漏れについては、11月に病棟全体で勉強会を開催

したことで12月には記入漏れが減少し、発赤があれば皮

膚科依頼を行う等対応が改善した。 

（4）移植パンフレット作成グループ 

移植パンフレット作成では、見やすくわかりやすいパ

ンフレットに改善することを目標に問題点と修正点を抽

出した。10月にパンフレットを使用した患者の意見から

移植の流れや移植後の副作用について理解できる内容に

修正し、平成24年度末の完成を目指し取り組んでいる。 

（5）記録改善グループ 

記録改善では、看護記録が正しく記載できることを目

標にした。11月にグループメンバー対象に実施した記録

のアンケート結果、記録監査の結果が報告された。アセ

スメントの記載、問題リストに適した記録・評価等がで

きていないため、その都度指導していくことが確認され

た。 

（6）心電図学習グループ 

心電図学習では、グループメンバーが心電図を理解で

き緊急時に12誘導心電図をとることができることを目標

に学習した。11月に心電図に対して興味が持てるよう関

わり、他病棟の循環器勉強会に参加していくことが提案

された。今後、12誘導心電図の勉強会を病棟で開催し、

次年度には院内勉強会に参加することを計画している。 

2）小グループ活動の振り返りと評価 

各グループとも年度目標達成に向けグループ内での取

り組みが報告される中、具体的な対応策の提案や活動を

チームや病棟全体に周知し、実践していくようにするこ

とが話し合われた。転倒・転落防止、口腔ケア改善、褥

瘡ケア改善グループは活動計画通り進捗できたが、その

他のグループは年度末に向け強化することが確認された。

師長から、リーダーシップが発揮され小グループ活動の

目標達成に繋がっていることが評価された。 

3．意見・感想シートでの実践の振り返りから抽出した

リーダーの役割 

意見・感想シートは、毎回リーダー会終了後に配付し

1週間後に回収した。リーダー会欠席者も①リーダーと

して実践してきたこと・困っていることについては記述

し提出していた。意見・感想シートは、毎月Tリーダー2

名とGリーダー6名、10月からは7名のGリーダー全員か

ら提出され、9月は8枚、10･11･12月は9枚、計35枚の提

出があった。 

意見・感想シートの設問項目毎の主な記述内容につい

て、リーダーの役割行動を類似性により分類し表2から

表5に示した。以下、その概要を設問項目にそって分類

ごとに抽出した具体的役割と記述内容例を記す。文中、

分類は【 】、具体的役割である中分類は[ ]、記述内容

例は＜ ＞で記す。 

1）リーダーとして実践してきたこと 

リーダーとして実践してきたことは32記述で、【意見

交換を行い共有する】【実践できるよう助言・指導する】

【決定した援助方法を周知徹底する】【TリーダーはG

リーダー支援を行う】の4つに分類した（表2）。 

【意見交換を行い共有する】は11件で最も多く、[主体

的な活動参加を促進するため意見交換する]等、3つの具

体的役割を抽出した。10月にはリーダーはメンバーとと

もに＜目標を達成するために取り組みの現状と今後につ

いて話し合う＞ことで、12月には＜半年間の目標の達成

度をメンバーと情報共有した＞と記述していた。 

【実践できるよう助言・指導する】は8件で、[場の状

況に応じて直接助言・指導する][学習会を開催する]の2

つの具体的役割を抽出した。10月にはリーダーは＜足り

ない言葉、文章の表現の仕方をその都度指導する＞こと

を行い、11月には＜指導したことで意識づけに効果が

あった＞と学習会による成果もみられた。 

【決定した援助方法を周知徹底する】は7件で、[検討

した援助方法をチームや病棟全体に周知徹底する]とい

う具体的役割を抽出し、10月には＜チームメンバーに目

的、方法等を個別に伝えた＞、12月には＜勉強会の内容

を病棟全体に伝達する＞等の記述がみられた。 

【TリーダーはGリーダー支援を行う】は6件で、[T

リーダーはGリーダーを支援する]という具体的役割を抽

出し、9月には＜目標を達成するためGリーダーに声か

けをして現状把握をしてきた＞ことを記述していた。 

2）リーダーとして実践し困っていること 

リーダーとして実践し困っていることは22記述であっ

た。困っていることはリーダーとして実践する中で生じ

た困りごとであるため、リーダーとして実践してきたこ

とと同じ【意見交換を行い共有する】【実践できるよう
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助言・指導する】【TリーダーはGリーダー支援を行う】

という標記分類に加えた。しかし、【活動の停滞に適切

な対応をする】という新たな分類が必要であった（表3）。 

【意見交換を行い共有する】は11件で最も多く、[話し

合いの場を作ることは困難であるが調整する必要がある] 

等、3つの具体的役割を抽出した。12月には＜目標を立

て取り組んできたが全員で集まることは難しかった＞と

困難さを訴えていた。 

【活動の停滞に適切な対応をする】は2件で、[活動の

停滞を察知した場合はあせらず対処する]という具体的

役割を抽出した。11月には＜活動が思うように進まずア

ドバイスを受け具体策を話し合う＞と記述していた。 

3）リーダー会で検討した内容から課題の解決方法につ

いて考えたこと 

リーダー会で検討した内容から課題の解決方法につい

て考えたことは34記述で、リーダーとして実践してきた

ことと共通した3つの分類と新たに【意見交換と動機づ

けを行い課題解決する】【リーダー同士で意見交換す

る】の2つの分類を加えた（表4）。 

共通した分類である【決定した援助方法を周知徹底す

る】は、[解決方法を共有し病棟全体で取り組めるよう

働きかける]という1つの具体的役割を加えた。 

【意見交換と動機づけを行い課題解決する】は、[課題

解決のために具体的な解決方法を検討する][意識向上の

ための動機づけを行う] の2つの具体的役割を抽出した。

9月には＜実際に行っていけそうなケア内容を検討する＞

と記述していた。 

【リーダー同士で意見交換する】は、[リーダーは相互

に意見交換を行う] という具体的役割で、12月には＜話

し合いで意見を出しあい解決に向かっていく＞と捉えて

いた。 

4）リーダー会への意見・感想・要望 

リーダー会への意見・感想・要望は24記述で、【効果

的にリーダー会を開催する】【主体的にリーダー会に参

加する】【リーダー会の検討内容を小グループ活動に活

かす】の3つに分類した（表5）。 

【効果的にリーダー会を開催する】ために、リーダー

は[効果的なリーダー会の開催を支援する] [意見交換や

対策の考案のために資料の提示を行う]等の4つの具体的

役割を捉えていた。 

5）意見・感想シートでの実践の振り返りから抽出した

リーダーの役割 

中分類として抽出したリーダーの具体的役割は、リー

ダーとして実践してきたことから〔話し合いの場を調整

する〕〔主体的な活動参加を促進するため意見交換する〕

〔自分の意見を述べることで理解と協力を得る〕〔場の状

況に応じて直接助言・指導する〕〔学習会を開催する〕

〔検討した援助方法をチームや病棟全体に周知徹底する〕

〔TリーダーはGリーダーを支援する〕の7項目、実践し

てきたことと共通する役割を除き実践し困っていること

から[活動の停滞を察知した場合はあせらず対処する]の1

項目、リーダー会で検討した内容から課題の解決方法に

ついて考えたことから〔課題解決のために具体的な解決

方法を検討する〕〔意識向上のための動機づけを行う〕

〔解決方法を共有し病棟全体で取り組めるよう働きかけ

る〕[リーダーは相互に意見交換を行う]の4項目、リー

ダー会への意見・感想・要望から〔効果的なリーダー会

の開催を支援する〕〔意見交換や対策の考案のために資

料の提示を行う〕〔司会を決めて会議を進める〕〔予定時

間内で会議を進める〕〔発言しやすい雰囲気を作る〕〔前

もって議題を出し事前準備をする〕〔リーダー会の検討

内容をチームで意見交換する〕〔リーダー会で意見交換

することでリーダーの役割を自覚する〕の8項目、計20

項目であった。なお、20項目は表2から表5の中分類をゴ

シック体で示した。 

Ⅵ．考察 

1．病棟で実践しているリーダーとしての役割行動 

リーダーは、リーダー会で目標達成に向けた活動の進

捗状況を報告し具体的な対応策を検討することで、行っ

ていけそうなケアを小グループに持ち帰っていた。さら

に具体的な解決方法を話し合うことで、メンバーの意識

向上のための動機づけを行うことを考えていた。実際に

リーダーは、メンバーとの話し合いの場を調整し主体的

な活動参加を促進するために話し合うよう努力していた。

メンバーとの話し合いの場を調整することに困難さを感

じていたが、リーダーとしての自分の意見を伝えメン

バーの理解と協力を求めていた。このようにリーダーは

小グループ活動を進めるためにメンバーに対し、【意見

交換と動機づけを行い課題解決する】ことを考え、【意 
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表2 リーダーとして実践してきたこと（9月～12月） 記述数32
分類 中分類 件数 記述内容の抜粋 

意見交換を行

い共有する 

（11件） 

話し合いの場を調整

する（1件） 
 9月1件 

・リーダーが小グループ活動を浸透させるための場を昼の時間で調整する 

（9月） 

主体的な活動参加を

促進するため意見交

換する 

（9件） 

 9月4件 ・リーダーとしてメンバーと一緒に現在行っているケアの内容でよいか振り返

り、提案や意見を出し合い、実行していけるか話し合いながら進めてきた

（9月） 

10月4件 ・リーダーとして小グループ目標を達成するために、メンバーとケアの取り組

みの現状と今後について話し合った（10月） 

12月1件 ・リーダーとして半年間のグループ目標の達成度を月間別に比較し、メンバー

と情報を共有した（12月） 

自分の意見を述べる

ことで理解と協力を

得る（1件） 

 9月1件 
・相手に伝えたい、わかってもらいたい時には、リーダーとしてしっかり自分

の意見を述べることで理解し協力してもらえる（9月） 

実践できるよ

う助言・指導

する 

（8件） 

場の状況に応じて直

接助言・指導する 

（5件） 

 9月1件 ・リーダーとしてメンバーにケアの現状を情報収集することを助言し自分も調

べた（9月） 

10月1件 ・リーダーとして指導されたことを改善しようと努力するメンバーに対して、

足りない言葉、文章の表現の仕方をその都度指導している（10月） 

11月2件 

12月1件 

・リーダーとしてグループ以外のメンバーからもアセスメントをみてほしいと

言われるようになり、意識してくれる人もでてきた（11月） 

学習会を開催する 

（3件） 

11月3件 ・リーダーとして病棟全体で勉強会を開催し、書類の記入ミスや漏れが多い部

分にポイントを置き指導したことで、意識づけに効果があった（11月） 

決定した援助

方法を周知徹

底する 

（7件） 

検討した援助方法を

チームや病棟全体に

周知徹底する 

（7件） 

9月1件 

10月2件 

・リーダーとしてケア計画の実施に協力してもらえるようチームメンバーに目

的、方法等を個別に伝えた（10月） 

11月2件 

12月2件 

・リーダーとして勉強会の内容を病棟全体に伝達し、ケースカンファレンス時

の問題立案、観察項目が挙げられているか、確認を継続していく（12月） 

TリーダーはG

リーダー支援

を行う 

（6件） 

Tリーダーは Gリー

ダーを支援する 

（6件） 

 9月3件 ・Tリーダーとして各グループが取り組んでいる課題の目標を達成するため

に、Gリーダーに声かけをして現状把握をしてきた（9月） 

11月3件 ・Tリーダーとして年令が高いメンバーを持つGリーダーは、積極的に相談に

持ちこめず、若いGリーダーには協調性をもって目標を達成するよう注意し

て見ている（11月） 

表3 リーダーとして実践し困っていること（9月～12月） 記述数22
分類 中分類 件数 記述内容の抜粋 

意見交換を行

い共有する 

（11件） 

話し合いの場を作ることは困難

であるが調整する必要がある 

（7件） 

 9月4件

10月1件

12月2件

・リーダーとしてメンバーと勤務の状況が違うため、今後の進め方に

ついてコンタクトがとれない（10月） 

・リーダーとしてグループで目標を立て取り組んできたが、グループ

全員で集まることは難しかった（12月） 

主体的な活動参加を促進する

ための意見交換の場づくりが

必要である 

（3件） 

 9月1件 ・リーダーとしてメンバーに小グループ活動でやりたいことを質問し

たが、意見は出ず積極性はみられない（9月） 

10月1件

12月1件

・リーダーとしてメンバーからのケアの意見が全く聞かれず、関心が

薄いと不安である（10月） 

自分の意見を述べ理解と協力

を求める努力が必要である 

（1件） 

 9月1件
・自分のリーダーとしての発言力や行動上の問題があり、リーダーと

しての責任を果たせなかった（9月） 

実践できるよ

う助言・指導

する 

（7件） 

場の状況に応じて直接助言・

指導を行うことが必要である 

（7件） 

 9月1件

10月3件

・リーダーとしてメンバーに繰り返し指導し、同じことばかり言って

いるが忘れてしまう（9月） 

11月1件

12月2件

・リーダーとしてメンバーへの指導をしているが、うまく書けないた

め今後も指導していく必要がある（12月） 

活動の停滞に

適切な対応を

する 

（2件） 

活動の停滞を察知した場合は

あせらず対処する 

（2件）  

11月1件 ・リーダーとして活動が思うように進まず、今後は先輩にも意見を聞

き、アドバイスを受けてから具体策を話し合う（11月） 

12月1件 ・リーダーとしてメンバーへの声かけが出来ず、進め方がゆっくりに

なってしまった（12月） 

TリーダーはG

リーダー支援

を行う（2件） 

TリーダーはGリーダーを支

援するよう心がける 

（2件） 

12月2件

・Tリーダーとして立場や年令が上、なかなか動けないメンバーを持って

いるGリーダーの手助けができるよう若いGリーダーに声をかけたが、

均等に分担するのは本人の姿勢がみられない限り難しい（12月） 
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表5 リーダー会への意見・感想・要望 （9月～12月） 記述数24
分類 中分類 件数 記述内容の抜粋 

効果的にリー

ダー会を開催

する 

（12件） 

効果的なリーダー会の開催を

支援する（4件） 

 9月2件

10月2件

・リーダー会で話し合うにあたり、問題とするところ、何について意見

や助言をもらえるといいのか等をリーダーと一緒に考えた（10月） 

意見交換や対策の考案のため

に資料の提示を行う（3件） 

 9月1件

10月2件
・データ分析してわかりやすく表示され、対策が考えやすい（10月） 

司会を決めて会議を進める 

（3件） 

9･10･

11月1件
・師長がうまく進め、今の進め方でよい（11月） 

予定時間内で会議を進める 

（2件） 
12月2件

・指名制で話せる場があり、まとめの段階の会議としては、決められ

た時間の中で終われる方法としてよかった（12月） 

主体的にリー

ダー会に参加

する  

（10件） 

発言しやすい雰囲気を作る 

（7件） 

 9月1件 ・リラックスしながら意見が言えていた（10月） 

10月2件

12月4件

・大学の共同研究者の参加で緊張もし、意見を頂けたことはとてもあ

りがたく感じた（12月） 

前もって議題を出し事前準備

をする（3件） 

10月2件

12月1件

・その場で解決策までもっていくことは困難で、前もって議題を出

し、リーダー会までに考えてくる方法でないと内容が深まらない

（12月） 

リーダー会の

検討内容を小

グループ活動

に活かす 

（2件） 

リーダー会の検討内容をチー

ムで意見交換する（1件） 
10月1件

・チームで検討する時に掘り下げられるか、意見が出るか心配である 

（10月） 

リーダー会で意見交換するこ

とでリーダーの役割を自覚す

る（1件） 

12月1件
・チームの総リーダーとしての役割を考えることができ、今後の参考

にしていきたい（12月） 

 

表4 リーダー会で検討した内容から課題の解決方法について考えたこと（9月～12月） 記述数34
分類 中分類 件数 記述内容の抜粋 

意見交換と動

機づけを行い

課題解決する

（9件） 

課題解決のために具体的な解

決方法を検討する 

（6件）  

 9月3件 ・リーダーとしてリーダー会の意見で実際に行っていけそうなケア内

容を小グループで検討し、全体へ降ろし実践していく（9月） 

10月3件 ・リーダーとして小グループ活動はメンバーの問題解決方法だけでな

く、リーダー会の意見で、より深い内容で解決策が見つかる（10月）

意識向上のための動機づけを

行う（3件） 

10月2件

11月1件

・リーダーとして本人の意識を向上させないと何も進んでいかず、意

識づけをすることが必要である（11月） 

実践できるよ

う助言・指導

する  

（4件） 

場の状況に応じて直接助言・

指導する（3件） 

9･11・

12月1件

・リーダーとしてメンバーが基礎を学べ、苦手意識が芽生えないよ

う、少しでも違いが分かるよう指導する（11月） 

学習会を開催する 

（1件）  
11月1件

・今回の課題（心電図の理解）は、専門的知識が必要になるため難し

い。チームだけの問題ではなく病棟全体の勉強会が必要であり、ア

セスメントすることができるように意識づけしていく（11月） 

決定した援助

方法を周知徹

底する  

（12件） 

検討した援助方法をチームや

病棟全体に周知徹底する 

（8件） 

 9月2件

10月1件

11月2件

12月3件

・リーダーとしてチームメンバーに浸透するように声かけする（10月）

・リーダーとして今後のケアの課題は、指導後のメンバーの変化、記

入ミスや漏れの減少などを継続してみていく。実践したことについ

ていい方向にいっていると評価を受けたので、このまま継続してい

けるよう頑張りたい（11月） 

解決方法を共有し病棟全体で

取り組めるよう働きかける

（4件）  

9･11月

2件 

・リーダーとして各グループの活動を全体の活動に広げ、進めていく

ことは有意義である（11月） 

リーダー同士

で意見交換す

る 

（4件） 

リーダーは相互に意見交換を

行う 
（4件） 

 9月1件

10月1件

・リーダーとして小グループ活動の進行具合や内容を聞き、皆それぞ

れ頑張っていると感じ、解決方法に対する意見も出てよい（11月） 

11月1件

12月1件

・リーダーとして話し合いで意見を出しあい解決に向かっていくの

で、一人で考えこむよりもよい（12月） 

TリーダーはG

リーダー支援

を行う 

（5件） 

TリーダーはGリーダーを支

援する 

（5件） 

11月2件 ・Tリーダーとしてメンバーが記録をどう直したらいいのかを明らかに

し、記録、計画に目を向けることの意識づけのためにも個人指導は

効果がある。（11月） 

12月3件 ・Tリーダーとして、Gリーダーと協力しチームと協調性を保つことが

問題解決には重要である（12月） 
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見交換を行い共有する】という行動をとりリーダーとし

ての役割を果たしていた。リーダーとはビジョンを示し

自らの意識改革をはかること、スタッフの強い意思をつ

くりコミュニケーションスキルを駆使すること（江

幡,2011）が重要と言われている。目標を達成するため

に自分の意見をしっかり述べることは、ビジョンを示す

ことに繋がりメンバーに活動への理解を深めることがで

きる。コミュニケーションスキルを駆使することで、メ

ンバーとの話し合いの場を調整し主体的な活動参加を促

すことができると考える。 

次にリーダーは、小グループ活動を発展させるために

メンバーが実践できるよう助言・指導を行い、学習会を

開催すること、検討した援助方法をチームや病棟全体に

周知し、解決方法を共有し病棟全体で取り組めるよう働

きかける行動をとっていた。具体的には、リーダーがメ

ンバーにケアの現状について情報収集することの助言や

文章表現を指導することで、グループ以外のメンバーに

も記録への関心が高まった。一方、メンバーによっては

個人差がみられ繰り返し指導しても効果がみられないと

の記述が多くみられたことから、リーダーとしてつまず

いている様子が伺えた。そして、活動が思うように進行

せず停滞を察知しても対処できないことに困っていた。

このように小グループ活動をグループ内の活動からチー

ム、病棟全体に拡大する過程において、【実践できるよ

う助言・指導する】【決定した援助方法を周知徹底する】

【活動の停滞に適切な対応をする】というリーダーの役

割が明らかにされた。 

リーダーはスタッフの成長を考慮しながら指導を行い、

指導の効果がみられなくても繰り返し行うことが必要と

考える。今回課題となった褥瘡ケアの改善方法等は、実

践現場における学習会の開催により看護師の知識や行動

が変化し効果が現れる（森本ら,2010；高津ら,2006）と

言われている。また、山品ら（2006）はリーダー役割を

担う看護師の行動の特徴として、メンバーへの学習機会

提供とメンバーからの学習機会受理があり、メンバーの

経験や能力に応じ必要な学習機会を提供することは必要

不可欠であると言っている。この現場でも、その場の直

接指導から全体学習会と現場での助言・実地指導をする

ことで積極的にリーダー役割を果たしていたと考える。 

リーダーはリーダー会で小グループ活動の現状を共有

することで、一人で考えこむのでなく問題を把握し解決

策を導くことができていた。リーダーの役割として、

【リーダー同士で意見交換する】ことの必要性が確認で

きた。また、【効果的にリーダー会を開催する】【主体的

にリーダー会に参加する】【リーダー会の検討内容を小

グループ活動に活かす】というリーダーの役割が小グ

ループ活動の活性化に繋がっていたことから、リーダー

会への参加姿勢が、その後のリーダーとしての実践行動

に与える影響は大きいと考える。 

平成24年4月のリーダー会で導き出されたリーダー像

は、指導力を発揮し責任がもて中核的存在になれる人等、

抽象的表現で捉えられていた。今回、明らかにしたリー

ダー役割20項目は、課題解決のために小グループ活動の

取り組みから抽出された行動レベルのリーダー役割であ

り具体的である。役割とは、一定の地位を占めるその人

に義務づけされた行為の期待内容であり、この役割を遂

行しなければその特定の所属体系内で安定性を得ること

ができない（塩原ら,1993）ことから、リーダーにこれ

を示すことで自身の役割を自覚し責任を果たしていくこ

とが期待される。 

2．病棟でのリーダーの育成方法 

リーダーは小グループ活動開始にあたり、年度内の達

成目標を設定し具体的な方法をメンバーと話し合い計画

を立てた。メンバーとともに計画した方法を実行しリー

ダー同士が看護実践を振り返り意見交換を行い、さらに

意見・感想シートで自身の実践を振り返った。そして、

意見交換での助言や自身の実践の振り返りからメンバー

と話し合い、必要に応じて計画を修正し活動を展開した。

このようにリーダーは、煩雑な日常業務の中で自身の

行った看護実践を振り返ることが難しい状況にある中で、

目標管理を推進するために小グループ活動の課題解決の

ための取り組みを行い、マネジメントサイクルを実践し

ていたと言える。 

リーダーは実践を振り返ることで小グループ活動が円

滑に進んでいるのか、滞っているのか判断することがで

き、停滞した場合には解決方法を自ら見出していた。そ

して、リーダー会で他のリーダーと意見交換することが

励みになっていた。武口（2011）は実践におけるリフレ

クションにより、中堅看護師の主体的な行動への変化が

見出されると述べているが、今回の振り返りの過程にお
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いてもリーダー自身が実践を意味づけることができ、病

棟目標を推進するために実施・評価・修正を繰り返しな

がら小グループ活動を進めていくことができていたと考

える。リーダー会は新人やメンバーの指導方法を改善す

るために開催されてきたが、小グループ活動の進捗状況

を報告し意見交換したことで、リーダーの役割を自覚す

ることに繋がったと考える。 

萩原ら（2012）は目標管理における個人目標の達成へ

の影響要因として、明確な目標を自己決定し自己管理で

きる能力とそのための上司の支援および組織風土がある

と述べているが、本研究でもリーダー会の運営にあたっ

ては、共同研究者の師長が司会を担当することでリー

ダーの意見を引き出し効率のよい会議進行が行えたと考

える。また、リーダーも発言しやすい雰囲気を作り、事

前に検討課題について準備を進めることの重要性を認識

していた。 

多忙な中でリーダーの実践を客観視することが難しい

状況であったが、教員が関わったことで実践内容を可視

化することができ、師長と副師長の共同研究者としての

関わりにより同じ視点で進捗状況の検討が行え、師長と

副師長は病棟管理者としての役割認識が高まった。 

Ⅶ．おわりに  

リーダー会で活動の進捗状況を意見交換した後、自身

の実践を振り返ることはリーダーの看護実践の意味づけ

になり効果的であり、リーダーとして20項目の具体的役

割を自覚する機会となった。そして、グループ内活動を

チームや病棟全体に周知徹底することで課題解決に繋

がっていく様子を実感を持って共有できるようになった

と考える。さらに、互いの実践内容を可視化することで

自身の行動に反映され、互いに認め励まし合うようにな

り、効果的であったと考える。 
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本研究は、平成24年度岐阜県立看護大学共同研究事業

の研究課題「病棟における目標管理を推進するための

リーダーの育成」で行った調査の一部に加筆・修正した

ものである。 

また、第17回日本看護管理学会学術集会に調査の一部

を発表した。 
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（採用日 平成26年 2月 6日） 
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岐阜県立看護大学紀要 投稿規定 

1. 投稿資格 

1）本学教員であること 

2） 共同研究の場合は、本学教員が筆頭著者であること。 

3） 本学大学院修了者であること（ただし、修士論文であり、本学教員との共著であること）。 

4） その他、紀要編集委員会が認めた者。 

2. 論文の内容 

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

2） その他、紀要編集委員会が認めたもの。 

3. 論文の種類 

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

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

3） 研究報告：研究結果の意義が大きく、発表の価値が認められるもの 

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

4. 論文の採否 

査読者の意見をもとに、紀要編集委員会が最終的に決定する。 

5. 投稿締切 

紀要編集委員会にて年度初めに決定する。 

6. 投稿要領 

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

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

3） 邦文の場合は、1 頁につき 40 字×40 行＝1600 字、文字ポイント 10.5 で作成する。英文の場合は、1 頁につき縦 55 行で 900 words

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

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

記載しない。また、空白文字は文字数には含めないものとする。 
 

論文の種類 邦文 英文 

1）総説 18,000 字 5,000 words 

2）原著 18,000 字 5,000 words 

3）研究報告 16,000 字 4,000 words 

4）資料 14,000 字 4,000 words 
 

5） 原著および研究報告の場合は、800 字以内の和文抄録および 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（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。 
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8） 文献は、本文中に著者名、発行年次を括弧表示し、本文の最後に一括して著者姓のアルファベット順に列記する。但し、著者

名は 3 名まで表記する。また、本文中の引用箇所は下記の例示 1・2 のように著者名と出版年によって表示する。 

＜例 1＞ 羽島（2013）は、･･･を○○と△△に分類している。 

＜例 2＞ ･･･は○○と△△に分類される（羽島，2013）。 

 

（1）雑誌掲載論文 

著者名. (発行年次). 論文題名. 雑誌名, 巻(号), 頁-頁. 

＜例＞ 

岐阜花子, 羽島太郎. (2000). 岐阜県立看護大学の教育・研究内容. 岐阜県立看護大学紀要, 1(1), 1-10. 

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

（2）単行本 

同一書籍からの本文引用が1箇所の場合は、下記①②の書式を使用する。 

①著者名. (発行年次). 書名(版数)(pp.頁-頁). 発行元. 

＜例＞ 

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

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

＜例＞ 

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

学出版会. 

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

を記載する。 

＜例＞ 

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

（3）翻訳書 

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

＜例＞ 

アメリカ心理学会. (2010/2011). 前田樹海, 江藤裕之, 田中建彦(訳), APA 論文作成マニュアル(第2版)(pp.192-193). 医

学書院. 

（4）電子文献 

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

＜例＞ 

岐阜県立看護大学紀要委員会.(2001). 紀要投稿マニュアル. 2013-4-1. http://www.gifu-cn.ac.jp/journl/manual.html 

9） 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。 

10） 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。 

11） その他の執筆上の留意点については、執筆要領（※3）に従う。 

7. 著作権 

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

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

る。 

8. 提出先 

〒501-6295 岐阜県羽島市江吉良町3047-1 

公立大学法人岐阜県立看護大学 紀要編集委員会 事務局 宛 

「簡易書留郵便」または「直接持参」により提出する。 
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9. 査読 

投稿原稿は全て査読する。査読者は、紀要編集委員会が任命する。 

10. 掲載決定後の入稿原稿提出 

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

提出原稿は紀要編集委員会が指定するフォーマット（※4）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。 

 

※1～4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25年3月改正） 



編集後記 

今年度もようやく第14巻の紀要が出来上がりました。今年度から紀要のデザインを変えており

ます。表紙を一新して目次を配置したことで、より内容が分かりやすく目を通していただきやす

くなったかと思います。今年度の紀要の論文も例年同様、共同研究や教育実践研究など本学なら

ではの研究内容が掲載されております。また昨年度より大学院修了生の論文も受けつけることと

なり、看護実践研究の発表の場として、紀要が位置づけられることとなりました。今年度も5本の

論文が掲載されることとなりました。実践上の課題に研究的に取り組むことの新しさと重要性

が、今後の看護学でさらに注目されることを期待しています。本学では、看護実践の改善や改革

を大学の教育理念に掲げ、教育研究を行ってまいりましたが、我々教員がますます力をあわせ、

看護実践研究の遂行と指導に当たっていかなければならない責任を感じています。来年度は本学

開学15年目となります。本学紀要のますますの充実が図れますように、ご指導ご鞭撻のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

（服部 律子） 
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