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Ⅰ．はじめに

看護職は、生涯に亘りその専門性を高めるために学修

し続けることが求められる専門職である。保健師は、個

人及び地域全体の健康の保持増進及び疾病の予防を図る

ための活動を行う（厚生労働省健康局長 ,2013）ために、

その能力の向上が求められる。佐伯（2011）は、保健師

が地区に責任をもつための必要な基礎的能力を 5 つあげ

ており、その一つの、「対人関係構築力」には、個別支
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要旨

保健師間で援助方法を検討できる職場づくりおよび保健師一人ひとりが自身の援助を振り返り、援助を改善でき

るようにすることを目指して、事例検討会を実施し、その成果を明らかにするとともに保健師育成における統括的

な立場の保健師の役割を検討した。

筆頭著者が所属する施設にて、保健師全員の協力を得て以下のとおり取り組んだ。

事例検討の意義を論じた文献を用いて、現在実施している事例検討の意義や進め方について意見交換したところ、

【批判される恐怖や抵抗感がなくなった】【事例提供者を傷つけないように発言することが大切】等があり、これら

も考慮して係長 4 名で事例検討の進行方針をつくった。進行方針に基づいて、係長がファシリテーターとなり、事

例検討を試行（4 事例）し、検討内容を分析した。検討内容を係長間で共有し、進行方針を修正した後、事例検討

を実施（2 事例）し、検討内容を分析し、変化を明らかにした。その結果、【対象の立場で考える体験】【対象への

援助方針・計画づくり】等検討事例への援助方法が増加した。本取組みに関する保健師の意見・感想を質問紙によ

り把握した。その結果、殆どの保健師は、事例への支援についての意見を皆で出し合えるようになったと答え、【事

例提供者が精神的に楽になり、よかったと思える検討会になった】との認識が捉えられ、【事例の支援を振り返り、

支援方法を見直し、支援の方向性を確認できた】等事例検討の効果や意義に関する意見が増えた。また、対象者に

寄り添うことの大切さ等自身の姿勢に関心が向くようになった。

以上から、取組みの成果は、事例提供する保健師に「ありのままを話しても大丈夫」という認識が高まり、保健

師一人ひとりが事例をよりよく支援したいという姿勢をもって個別の事例への援助について検討できるようになり、

事例検討の意義が実感できたことであると考えられた。これにより、各保健師の成長にもつながり、現任教育の意

義も高まったと推察された。また、統括的な立場にある保健師は、組織的に事例検討を実施できるように体制をつ

くる役割があることを確認した。
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支援した内容がこれでよかったかを振り返ることが必要

であるが、できておらず、自身の支援を振り返る必要性

についても、保健師により認識に違いがある。また、A

市の保健師の現任教育は、教育体制・内容が整備されて

いる新任期の 1,2 年目と係長の研修以外は、0JT（on　

the job training）として事例検討会が育成指針の中に位

置づけられているが、実施は、各健康センターに任され

ている。B 健康センターでは、平成 24 年 5 月からは、

毎月 1 回行っている日常業務の連絡・協議の場である保

健師会に取り入れたところである。事例検討会は、その

一部として位置付けられ、毎回変わる保健師会の司会者

が事例検討の進行を担って約 40 分かけて実施している。

事例紹介が中心であり、支援に関する保健師としての判

断が説明されず、質問もほとんど出ない状況である。そ

して、各保健センターで事例検討する機会を持つことが

できるとよいが、各保健師が支援を振り返る必要性を感

じないと事例検討をするまでに至らない。そのため、事

例検討の方法を改善し、事例検討を通じて、各保健師が

援助の見直しの必要性を実感するとともに、保健師間で

援助方針を検討できる職場づくりを行う必要があると考

えた。

Ⅲ．研究目的

本研究は、保健師間で援助方法を検討できる職場づく

りをすることおよび保健師一人ひとりが自身の援助を振

り返り援助を改善できるようにすることを目指して事例

検討会を実施し、その成果を明らかにする。また、本取

組みを通じて統括的な立場の保健師の役割を検討する。

Ⅳ．研究方法

筆頭著者が所属する B 健康センターにて以下の 1 〜 5

に取り組む。研究期間は、平成 24 年 12 月から平成 25

年 11 月である。

1．事例検討の目的の共有と方法の検討

B 健康センターと管轄する保健センターの保健師全員

で、事例検討の意義を論じた文献を用いて、現在実施し

ている事例検討の意義や進め方について意見交換し、意

味内容の類似性にしたがって分類する。この内容を参考

にして、係長間で事例検討の進行方針をつくる。

援の必要な事例は複雑困難な課題を抱えており、状況を

判断してから自分から関係を構築できる対人関係能力が

重要であると述べている。また、保健師は生活に密着し

た健康課題の相談に応じる能力が必要とあり、対象者の

ニーズに即した援助の展開までができる必要がある。こ

の能力は、日々の保健師活動の中で、自身の活動を振り

返り、評価し改善する取り組みを繰り返し実施すること

を通じて高められるものであると考えられ、一人ひとり

の保健師がこのことを認識し、主体的に取組むことが必

須である。

また、上記の取組みを推進するためには、職場におけ

る環境づくり等の現任教育体制の整備も必要である。各

職場における統括的な立場にある保健師は、総合的な能

力をもった地区活動ができる保健師を育成するために、

組織を横断的にまとめることができる役割が求められて

おり、人材育成の風土の醸成、人材育成体制の整備、長

期的な人材育成計画のビジョンを持つ立場にある（佐

伯 ,2011）といわれており、現任教育体制の整備を図る

役割がある。しかしながら、実践現場において、統括的

立場にある保健師が、その役割をどのように発揮するの

かは明確になっていない。

Ⅱ．所属施設の現状と課題

A 市の健康部は保健所と健康増進課、3 か所の健康セ

ンターから成り、筆頭著者はそのうちの B 健康センター

に勤務する。B 健康センターは、3 か所の保健センター

を管轄している。B 健康センターの職員は、所長、保健

師 5 名、管理栄養士他 2 名おり、管轄する 3 か所の保健

センターに所属する保健師 11 名を含めて、総勢 20 名の

職員から成る。保健師数は、B 健康センターと管轄する

保健センターを合わせて 16 名であり、保健師の年齢構

成は、50 代 2 名、40 代 5 名、30 代 4 名、20 代 5 名と幅

広い年齢層である。保健師の係長は 4 名おり、各保健セ

ンターに 1 名ずつ、B 健康センターに 1 名（筆頭著者）

いる。筆頭著者は、B 健康センターおよび 3 か所の保健

センターの統括的立場の保健師として位置づけられてい

る。

保健師の活動の現状をみると、家庭訪問は減少傾向に

あり、援助が必要な世帯に必要な援助ができているかを

点検する必要がある。点検するには、まず保健師自身が
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Ⅴ．倫理的配慮　

研究協力者の個人の人権を擁護するために、研究結果

を論文やその他の方法で公表する際にはプライバシーは

堅く守り、研究協力者の氏名は匿名にし、個人が特定さ

れないように配慮し、個人情報の保護に努める。研究目

的、方法は説明文書を渡して、研究協力者が納得できる

まで説明し、同意を文書で得た。研究協力者には、研究

のいずれの時点でも参加をとりやめることができること

を説明し、研究結果を発表する意図があることを伝えた。

情報の管理としては、研究データは、研究室で鍵のか

かる場所に保管し、録音テープは、必ず研究協力者の同

意を得てから逐語録を作成し、研究者自身が分析し研究

データは、調査結果がまとまり、公表した時点で破棄す

る。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にて倫理審査部会の承認を得た（承

認番号 24A-011-3　平成 24 年 11 月）。

Ⅵ．結果

1．事例検討の目的の共有と方法の検討

1）事例検討会に関する保健師間での意見交換の実施

目的を定めて事例検討を行うための準備として、保健

師会（参加者 10 名）で、文献「なぜ事例検討を行うの

か　自らの体験を振り返って」（米山 ,2009）を保健師

と一緒に読んで、事例検討に関する意見交換を行った。

その結果は表 1 に示すとおりである。以下分類は【　】

で示す。事例検討の場のもち方・雰囲気では、【共感さ

れたり、誉められることが　嬉しく意欲も高まる】【批

2．方針に基づいた事例検討の試行と検討内容の分析

進行方針に基づき、筆頭著者が 1 事例目のファシリ

テーター役をまず担い、2 から 4 事例目は他の係長が順

番に担当し事例検討を実施する。事例検討における検討

内容を分析するために、検討会全てを録音し逐語録を作

成する。事例提供者が事例の状況の報告を終えて、検討

に入った以降の内容について、一つの内容ごとに一つの

単位として抽出し、抽出した内容を意味内容の類似性に

したがって分類する。

3．事例検討の進行方法の修正

試行的に実施した事例検討の内容を係長間で共有し、

進行方針を修正する。

4．修正した方法による事例検討の実施と評価

修正した方針による事例検討を実施（2 事例）し、試

行時と同様に逐語録を作成して検討内容を分析する。修

正した方針による事例検討の評価を行うために、試行時

と検討内容を比較して、その変化を分析する。

5 ．研究方法 1 〜 4 の取組みに関する保健師の意見・

感想の把握

本取組みの成果を明らかにするために、本取組みに協

力が得られた保健師に対して、事例の支援に関する意見

交換の状況、事例検討会についての意見・感想、事例へ

の支援や保健師の役割について考えたことを質問紙で調

査する。また、筆頭著者以外の係長には、今後、係単位

でも充実した事例検討を行うことができるようにするた

めの方法を質問紙で調査する。自由記述による回答は、

意味内容の類似性にしたがって分類する。

表 1　事例検討会に関する意見 分類の（　）は、意見の件数

大分類 分類 意見（例示）

事例検討の
場のもち方・
雰囲気

共感されたり誉められることが嬉
しく意欲も高まる（4）

共感してもらえることが嬉しい。

「……よかったね」といわれ嬉しかったし、事例への関わりをがんばろうと
思った。

批判される恐怖や抵抗感がなく
なった（2）

以前は、なぜできなかったのかを追及され批判が多かったが、事例提供に
抵抗がなくなった

批判される恐怖がなくなった。

事例提供者を傷つけないように発
言することが大切（1）

事例提供者を傷つけてしまうということから、自分だったらという思いを
発言することが大切。

事例検討の
意義・意味

今後どうすればよいかを考える参
考になる（3）

次につながるヒントがもらえた。

次回どうすればよいかの参考になった。

他保健師の援助を追体験できる（1） 他の人から疑似体験でき意味のあることだと思う。

事例検討の
改善点・発
展の方向

事例検討時間を十分とる（4） 時間がなく不消化の時もあった。

時間をもっととれるとよい。今までは事例検討になっていただろうか。

振り返り突き詰めることが必要（1） 新人研修では振り返ってまとめたが、現在は、できていないのでできると
よい。

保健センター単位でも実施する（1） 年代に応じたアドバイスができるのは保健センターだと思うので、本当は
保健センターでできるとよい。
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2．方針に基づいた事例検討の試行と検討内容

事例検討の方針に基づいて 4 事例の検討会を実施し

た。事例①〜④の概要は、表 2 に示すとおりである。事

例①は筆頭著者、事例②〜④は他の係長が順次ファシリ

テーターを務めた。

事例①〜④について検討した内容は、表 3 に示した。

事例検討内容の分類を【　】で示す。検討事例に対する

援助方法は、【対象の立場で考える体験】【対象の生活状

況の把握方法の検討】【対象への援助方針・計画づくり】

の 3 項目と少なかった。ほとんどは他の事例にも共通す

る援助の考え方であり、【保健師間の情報共有の重要性

の確認】【他部署保健師との連携協力の必要性の確認】

など 11 項目あった。

3．事例検討の進行方針の修正

係長会で事例検討内容を共有し、進行方針を修正した。

事例検討前に、係長間で進行方針として 3 項目を決めた

が、その中の 3 つ目の「事例検討後のその後の事例の状

況や援助の経過について報告してもらう」ために、報告

時期を決める必要があったが、実施されていなかったこ

とを確認した。また、援助を振り返り、対象のニーズに

即した援助を実践するためには、事例検討後の援助内容

の共有と評価、今後の方針の検討が重要ではないかと話

し合った。その結果、今後は、検討された支援計画につ

いて、どのような実践を行い、どのような結果となった

かを報告し、今後の援助を話しあうための時期を具体的

にする必要があるので、「ファシリテーターが事例検討

の最後にその時期を確認する」ことにした。さらに、検

討時間を増やすために、事例報告の時間を 10 分弱にす

ること、事例提供者は、できる限り検討したい内容を明

確に説明する必要があることを話し合った。そして、以

下に示すとおりの追加・修正した事例検討方針を保健師

判される恐怖や抵抗感がなくなった】【事例提供者を傷

つけないように発言することが大切】、事例検討の意義・

意味では、【今後どうすればよいかを考える参考になる】

【他保健師の援助を追体験できる】、事例検討の改善点・

発展の方向では、【事例検討時間を十分とる】【振り返り

突き詰めることが必要】【保健センター単位でも実施す

る】に分類できた。

2）係長会での事例検討の進行方針の検討

結果 1.1）の事例検討会に関する保健師の意見を踏ま

え、係長会で、文献「事例検討の開き方　メンバー形成

からフォローアップまでのポイント」（野中 ,2009）を

参考にして、事例検討会の進行方針を話し合った。保健

師から事例検討会に関して【事例提供者を傷つけないよ

うに発言することが大切】という意見があったことから、

担当保健師が責められたと感じないように保健師間で支

え合い、若い保健師を傷つけてモチベーションを低下さ

せることがないようにしたいと話し合った。また、【事

例検討時間を十分とる】という意見が多かったことから、

従来の事例検討会を振り返ったところ、事例を報告する

時間が長く、検討する目的が明らかになっていないこと、

事例について振り返る機会になったかを事例提供者に確

認していないこと、事例検討の評価を今までに行ったこ

とがないということを確認した。以上から、事例検討会

の進行方針として、下記の (1)〜 (3)を決め、ファシリテー

ターとして係長が進行を担当することとした。(1) 今回

の事例検討をする目的は何か、なぜこの事例を選んだの

かを説明してもらう、(2) 事例検討の最後の時間を少し

残し事例提供者に感想を言ってもらう、(3) 事例検討後

のその後の事例の状況や援助の経過について報告しても

らう。

表 2　試行した事例検討の検討時間・参加人数および事例概要

事例
検討時間

(*）
参加
人数

事例概要

① 40 分
(20 分 )

9 名 1 歳 6 か月児育児教室からの関わり。教室で言語発達の遅れを指摘されたが母親は心配しておらず、
数回親子教室にきて、就園の相談時に障害児認定を勧められて以後、母親は周りの支援者を拒否。

② 42 分
(15 分）

14 名 警察署から、統合失調症のある 50 歳代男性の父親が、息子が怖いので家に帰ることができないと訴え、
健康センターに相談があった。健康センター保健師と、その母親に援助している保健センター保健師
と訪問。

③ 30 分
(10 分）

14 名 肥満の妊婦が母子健康手帳をもらいに健康センターに来所。妊婦健診を専門医療機関にて受診してい
ると記載があったが、その理由を聞くことができなかったが、パパママ学級をきっかけにつながりが
できた。

④ 30 分
(15 分）

13 名 特定保健指導で訪問している対象者は、以前アルコール中毒で前任の保健師が担当していた。以前は
父親から虐待を受けていたが、現在は父親に対する虐待の疑いがある。

* は事例説明時間の再掲を示す。
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計画づくり】【対象の病気に関する意識の検討】【家族の

状況・健康についての検討】の 5 項目、他の事例にも共

通する援助の考え方は、【受け持ち地域全体を視野に入

れる必要性の確認】など 2 項目であった。

2）事例検討内容の比較分析結果

試行的に実施した 4 事例の検討内容と比較したとこ

ろ、表 6 に示すとおり、事例⑤⑥では、検討事例に対す

る援助方法が殆どであり、【対象の立場で考える体験】【対

象への援助方針・計画づくり】の件数が増加したり、新

たに【対象者の病気に対する意識の検討】【家族の状況・

健康についての検討】がなされていた。他の事例にも共

通する援助の考え方はごく僅かになっていた。

5．本取組みに関する保健師の意見・感想　

13 名中 10 名から回答が得られた。

1）事例の支援に関する意見交換の状況について

事例への支援についての意見を皆が出し合えるように

なったと思うかを聞いたところ、思うは 8 名、思わない

に伝えた。(1) 今回の事例検討をする目的は何か、なぜ

この事例を選んだのかを説明してもらう。追加内容とし

て、できる限り検討したい内容を明確に説明する、事例

報告を 10 分弱で行う、(2) 事例検討の最後の時間を少し

残し事例提供者に感想を言ってもらう、(3) 事例検討後

のその後の事例の状況や援助の経過について報告しても

らう。追加内容として、支援した結果について、報告す

る時期を具体的に決める。

4．修正した方針に基づく事例検討の実施と評価

修正した進行方針により、2 事例について、係長がファ

シリテーターとなって検討を実施した（表 4）。事例の

報告時間が 10 分程度に減り、検討時間が増え、30 分程

度もつことができた。

1）事例検討の内容

事例検討の内容は、表 5 に示すとおりであり、検討事

例に対する援助方法は、【対象の立場で考える体験】【対

象の生活状況の把握方法の検討】【対象への援助方針・

表 3　事例①〜④の検討内容

大分類 分類 事例検討内容（例示）　　* 最後の No は事例 No.

検討事例
に対する
援助方法

対象の立場で考える体験 援助を拒否している理由を、母親が障害児と認めたくないのではと母親の
立場に立って考えた①

対象の生活状況の把握方法の検討 対象者の生活状況を把握して、どのように父親のことを聞き出せるか検討
した④

対象への援助方針・計画づくり 保健師の訪問の受け入れが良い事例のため、父親について踏み込んだ質問
をしてよいのではという意見が出た④

他の事例
にも共通
する援助
の考え方

保健師間の情報共有の重要性の確認 保健師間の情報共有があったからこそ援助を継続できたことを確認した①

他部署保健師との連携協力の必要性の
確認

保健センターと保健所保健師との連携で支援を成功させた事例を共有した
②

他機関・他職種との連携から保健師の
役割を確認

包括支援センターとの関わりや、精神保健福祉士の相談の受け方などから、
あらためて保健センター、保健師の役割を検討した②

他機関・他職種との連携の意義・方法
の検討

相談支援事業所と健康センター間で連携会議を実施したことが支援につな
がったことを確認した②

事例と事例をつなぐことの大切さを確
認

センター保健師の気付きについて、参加者間でつなぐことの大切さを確認
した①

受け持ち地域全体を視野に入れる必要
性の確認

個、家族、地域という視点で考えることの大切さを確認した④

家族単位の援助の意義の認識 家族単位に支援をするという保健師活動の特徴を改めて確認した②　

個の関わりから家族へのつながりを確
認

個の関わりから家族へのつながりを感じた事例について確認した③

1 事例に丁寧に関わる必要性の確認 1 回の機会を大事にして普段からアンテナを張っていけるとよいと話し合っ
た③

記録は誰にでも伝わることが大事であ
ることを確認

記録について誰にでも伝わることが大事であることを共有した③

他保健師の援助経験の共有 同様の課題を抱える他の事例への援助経験を共有した①

表 4　修正した方法で実施した事例検討の時間・参加人数および事例概要

事例
検討時間

(*）
参加
人数

事例概要

⑤ 40 分
(10分）

10人 母は精神疾患治療中、父は慢性白血病、小学 1 年生、2 歳 6 か月児の 4 人家族。母は、精神的に不安
定になると、子どもに大声を出す、叩くなどあり。訪問を約束しても直前にキャンセルされ、電話の
みで支援している。

⑥ 47 分
(8分）

14人 父母、1 歳 3 カ月の児の 3 人家族。官舎に暮らす。母親より、10 か月児健診時多くの質問があり、地
区担当保健師が関わりをもった。電話や訪問にて、母同士のもめごとや父親のとりとめもない話を聞
いている。訪問は 1 回あたり 2 時間かけている。

* は事例説明時間の再掲を示す
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ター）、参加者それぞれの立場を体験して、思ったこと

や考えたことは、9 名から回答があり、表 7 に示したと

おり、【事例の支援を振り返り、支援方法を見直し、支

は 0 名、どちらともいえないは 2 名であった。

2）事例検討会についての意見・感想

事例検討会で、事例提供者、司会者（ファシリテー

表 6　事例検討内容の分類別にみた件数

大分類 分類
事例
①

事例
②

事例
③

事例
④

事例
⑤

事例
⑥

検討事例に対
する援助方法

対象の立場で考える体験 1 6

対象の生活状況の把握方法の検討 2 1 1

対象への援助方針・計画づくり 1 1 3 6 7

対象者の病気に対する意識の検討 2 2

家族の状況・健康についての検討 2 1

他の事例にも
共通する援助
の考え方

保健師間の情報共有の重要性の確認 1 4

他部署保健師との連携協力の必要性の確認 2

他機関・他職種との連携から保健師の役割を確認 1

他機関・他職種との連携の意義・方法の検討 2 1

事例と事例をつなぐことの大切さを確認 1

受け持ち地域全体を視野に入れる必要性の確認 3 1

家族単位の援助の意義の確認 1

個の関わりから家族へのつながりを確認 1

1 事例に丁寧に関わる必要性の確認 3

記録は誰にでも伝わることが大事であることを確認 1

他保健師の援助経験の共有 1 1

事例検討内容数  5 7 9 9  11 19

表 7　事例検討会を実施して思ったことや考えたこと（9 名） 分類の（　）は意見の件数

大分類 分類 意見（例示）

事例検討の
効果

事例の支援を振り返り、支援方法を見直
し、支援の方向性を確認できた（3）

検討後は、支援を振り返って整理することができたことや支援の方向性
を確認することができたこと等、有益だと思いました。

事例の支援を追体験し支援の幅が広がっ
た（3）

参加者として、いろいろなケースを疑似体験することができ、今後の支
援の幅が広がったように思います。

先輩保健師の意見を聞き、自分にない視
点があることを知り、研鑚を重ねたい（1）

今後の支援について考えに至らず、発言はできなかったが、先輩方、係
長さん方の話は、自分にない視点がたくさんあり、短い時間でも判断の
できる保健師になりたいと思った。

事例検討の
意義

多角的に事例を見て、多様な意見を出し
合うことに意味がある（2）

事例検討は、「正解」があるわけでなく、いろいろな人がいろいろ
な角度から事例をみて意見を出し合うことに意味がある。

事例検討の
変化

事例提供者が精神的に楽になり、よかっ
たと思える検討会になった（2）

（事例提供者として）共有したことで楽になりました。

事例提供者が出してよかったと思える検討会になってきている。

検討するに適した事例が出されるように
なってきた（1）

提供される事例も検討するに値する良い事例が出されるようになってき
たと思う。

事例検討方
法の提案

事例提供者は、事例への支援の要点をわ
かりやすく整理し、検討してほしいこと
を明確に提示すると検討しやすい（3）

事例提供者として、簡潔に伝えていくことも大切だと思いました。事例
の要点を整理し話し合ってほしい点を明確にしておく必要があると思い
ました。提供者から着地点（ここを検討してほしい）を明確にされると
より意見を出しやすいと思います。

話しやすい雰囲気を作ることが大切（1） 話しがしやすい雰囲気を作ることが日ごろの関係も含めて大切だなと思
いました。

表 5　事例⑤⑥の検討内容

大分類 分類 事例検討内容（例示）　　　　　* 最後の No は事例 No.

検討事例
に対する
援助方法

対象の立場で考える体験 母の家事、子育て状況について家事は苦手であるが一生懸命取り組んでい
るとの担当保健師の判断を参加者と共有した⑥

対象の生活状況の把握方法の検討 母の受療状況や医療費負担、年金について把握する必要があることを確認
した⑤

対象への援助方針・計画づくり 母に、保健師について理解してもらうには、関わり始めたきっかけに立ち
返って役割修正した方がよいという意見が出て話し合った⑥

対象者の病気に対する意識の検討 母は、精神科疾患治療について受け止めができず、服薬管理ができていな
いために、どうしたらよいか話し合った⑤

家族の状況・健康についての検討 父方祖父母の健康状態について質問があり、把握することの必要性を共有
した⑤

他の事例
にも共通
する援助
の考え方

受け持ち地域全体を視野に入れる必要
性の確認

参加者から、事例提供者が住まいの周りの状況をよくつかんでいることに
ついて認める意見があった⑥

他保健師の援助経験の共有 同様のケース対応で困った経験はないかの司会者からの質問から、地域の
ボランティアのトラブルの相談にのる場合の方法に関する報告があった⑥
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単位の事例検討も考えを整理するのに必要】【係員の支

援記録を読んで気になった点を投げかける】【自身の支

援経験を係員に話す】各 1 件の意見があった。

Ⅶ．考察

1．事例検討会の成果と意義

保健師間で援助方法を検討できる職場づくりという点

における成果としては、以下のことが考えられる。

表 1 に示したとおり、本取組み開始時点での保健師の

認識は、誉められることが嬉しい、批判される恐怖がな

くなった、傷つけないように発言するといった意見が多

くあったが、終了時点では、表 7 に示したとおり、精神

的に楽になりよかったと思えるようになったという意見

があり、事例検討に対する保健師の反応・受け止めに変

化がみられた。保健師自身が楽な気持ちで事例提供する

ことができるようになってきているのは、「ありのまま

を話しても大丈夫」という感覚がもてるようになり、他

の保健師への信頼感が強化されたといえる。

また、表 8 に示したとおり、事例への支援について考

えたこととして、係内の保健師間で情報を共有し話し合

うことが挙げられていたり、係長は、係単位で充実した

事例検討を行うための方法について、日常的に事例検討

する時間を設けたり、自身の支援経験を係員の保健師に

話す等具体的な対策を挙げており、本取組みは、係単位

での事例検討の実施につながる基盤をつくった点におい

ても意味があったといえる。

援の方向性を確認できた】【事例の支援を追体験し支援

の幅が広がった】等事例検討の効果に関する意見が 7 件

と多かった。また、【多角的に事例を見て、多様な意見

を出し合うことに意味がある】という事例検討の意義に

関わる意見、【事例提供者が精神的に楽になり、よかっ

たと思える検討会になった】【支援を検討するに適した

事例が出されるようになってきた】という事例検討の変

化に関する意見もあった。さらに、【事例提供者は、事

例への支援の要点をわかりやすく整理し、検討してほし

いことを明確に提示すると検討しやすい】【話しやすい

雰囲気を作ることが大切】という事例検討方法の提案も

あった。

3）事例への支援や保健師の役割について考えたこと

表 8 に示すとおり、【係内の保健師間で情報共有し話

し合う】【関係機関・者や家族と協力する】【支援目的に

立ち返り保健師としての役割を確認】という保健師とし

ての姿勢に関わることと【対象者に寄り添う】【事例の

今後の見通しを立てて支援方法を考える】という対象者

への向き合い方に関わることについての意見があった。

4）今後、係単位でも充実した事例検討を行うことがで

きるようにするための方法

筆頭著者以外の係長 3 名に対して、今後、係単位で充

実した事例検討を行うための方法を尋ねた。その結果、

全員から回答が得られ、【日常的に事例について共有し

検討する時間を設ける】2 件、係単位でも事例を共有す

るよう心がけているが、人数が少ないので【健康センター

表 8　事例検討会を通じて、事例への支援や保健師の役割について考えたこと（10 名） 分類の（　）は意見の件数

大分類 分類 意見

保健師とし
ての姿勢

係内の保健師間で情報を
共有し話し合う (3)

情報共有して広く意見をもらうことは大切だと感じました。また、話しをすることで
気持ちも楽になると思います

ふれあい内でケースの共有をすることは大切。話を聞いてもらうことで、気持ちが楽
になる。よりよい支援に結び付けられる

自分一人で考えていても良い関わりはできないと思うので今後も係内での話し合いを
続けていきたいと思った

関係機関・者や家族と協
力する (3)

保健師だけで解決しようとするのではなくキーパーソンや社会資源を視野に入れるこ
とで対象にとって必要な支援にできる

医師連絡や家族との調整等本人だけでなく、取り巻く支援者や関係者との関わりをし
ていくと、支援の幅が出てくる可能性もある　

自分一人でケース対応を抱え込むのではなく、他の職員や他機関と情報共有すること
がよりよい支援へとつながると思った

支援目的に基づき保健師
としての役割を確認 (1)

支援の目的に立ち返り、保健師としての役割を確認することで支援が明確になり、住
民にとってよりよい支援につながると思った

対象者への
向き合い方

対象者に寄り添う (2) 広い視野を持ちながらケースに寄り添うことが大切

ケースが求めていることと支援する側にズレはないか、保健師のあるべき姿を求める
のでなく寄り添う支援になることが大切

事例の今後の見通しを立
てて支援方法を考える (2)

ケースの今後の見通しを立てて支援方法を考えることが大切で一人だけで考えず、共
有することが重要

事例の事実をふまえて今後について想像力を働かせた検討をしていくことが大切だと
再認識しました
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て、方針を意識した検討ができるようになってきた。ま

た、係長がファシリテーターとして、事例検討の進行を

担ったことにより、参加者の状況に即して進行方法を工

夫する経験を積み、事例検討の方法を作ることができた

と考える。さらに、係長が率先して実施したことによっ

て、係員である保健師に事例検討の方針が共有され、浸

透しやすかったと考えられる。また、今後係単位でも充

実した事例検討を行う方法として、日常的に検討する時

間をもつことや支援記録を介して気になった点を投げか

けたり、係長の援助経験を話すといった個別的な指導方

法が挙がっており、「プロフェッショナルは後輩の育成

にも責任をもつというアイデンティティをもたない限

り、組織内でのプロの拡大生産は望めないことを自覚し

なければならない」（中板 ,2011）とのとおり、係長の

後輩育成に関する認識が、保健師の現任教育としての事

例検討会の充実につながったと考えられる。

3．統括的な立場の保健師としての役割

筆頭著者は、B 健康センターと管轄する保健センター

の統括的な立場の保健師であるため、保健師の育成を意

識して取り組んだ。筆頭著者が中心となり、係長間で事

例検討の進行について学びの機会を作り、係長間で進行

方法を考えた。進行は、まず筆頭著者が取組み、順番に

係長間で取組み、進行についての振り返りをした。その

結果、事例提供者は精神的に楽になり、よかったと思え

る検討会になったという意見に変化し、係長は、日常的

に事例検討する時間をもつこと、自身の支援経験を係員

の保健師に話す等係単位で事例検討を行うための具体的

な方法を表明するようになった。以上から、リーダーの

役割をもつ保健師と協力して、経験年数にかかわらず保

健師同士が自主的に意見を言うことができる職場の雰囲

気づくりやリーダー保健師の後輩を育成する意識や意欲

を高めることに統括的な立場の保健師の役割があると考

える。

4．今後の課題

修正した事例検討の方針の 3 つ目に、支援した結果に

ついて、次回の報告する時期を具体的に決めることをあ

げている。野中（2009）は「地域で事例検討が必要とな

る事例は、継続的なケアマネジメントの支援が求められ

ることが多いので、あらかじめ数か月後のモニタリング

会議や評価会議を設定しておくべきであろう。」と述べ

次に、保健師一人ひとりが自身の援助を振り返り、援

助を改善できるようにするという点における成果として

は、以下のことが考えられる。

試行的に実施した事例検討会での検討内容と進行方針

修正後の事例検討会での検討内容を比較すると、後者は、

検討事例に対する援助方法が殆どを占めるようになり、

抽出できた検討内容の分類および件数が増加しており、

援助に関して幅広い視点から多くの意見が出されるよう

になった。このことから、事例検討は、事例を報告し共

有するだけではなく、多角的な視野から必要な支援がで

きているかを振り返ったり、今後の支援を具体的に検討

する場に変化してきていることが確認できる。

また、取組み開始前は、事例提供する保健師は、他の

保健師に何を言われるのか気にして事例検討に臨んでい

たが、取組み終了時は、対象者に寄り添うことの大切さ

等自身の姿勢に関心が向いており、保健師一人ひとりが、

事例をよりよく支援したいという姿勢を強くもつことが

できるようになったと考える。

さらに、表 7 に示したとおり、終了時点では、事例検

討の効果や意義に関わる意見が殆どとなり、多くの保健

師は、事例検討会の目的を実感することができたと考え

られる。

以上から、自施設の事例検討会は、米山（2009）が述

べている「事例提供者は、事例を振り返るのみならず、

自己の振り返りから成長のチャンスを得ることができ

る」という意義をもつようになってきているといえる。

また、中板（2011）は、人材育成に事例検討会を位置づ

けるメリットは、「状況判断力、事態対応力を養うこと

や援助の幅・サービス選択肢の幅が広がる点である」と

述べており、自施設で行った事例検討会は、現任教育と

しての意義をもつようになったと考える。

2．成果が得られた要因

事例検討会において、ありのままを話しても大丈夫と

いう保健師間の認識の変化は、参加者一人ひとりの援助

に向き合おうとする姿勢が強化され、参加者の相互作用

の結果であると考える。このプロセスの促進には、係長

が事例検討の方針をつくり進行を担ったことおよび係長

の後輩育成の認識が大きく影響していたと考える。

筆頭著者を含めて係長 4 人が話し合い、事例検討の方

針づくり、また修正した方針づくりを行ったことによっ
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ている。今回行った事例検討のうち、事例⑤⑥の事例検

討会では、3 か月後に援助の結果を報告してもらうこと

によって、事例検討内容の評価ができると考え計画した。

これは、取組み期間内では実施できなかった。今後はこ

れまで検討した事例の援助結果を報告することを事例検

討会の中に位置付けていきたいと考える。

今回の取組みでは、保健師一人ひとりが、実践活動を

自己評価した後に改善できるようになったかを、確認す

るには至らなかった。事例提供者自身の関わりの振り返

り、新たな事例の見方、保健師の役割について振り返り、

自己評価は概ねできていたが、「改善」まではこの取組

みでは確認できていない。今後は、事例検討を重ねる中

で、改善ができたかどうかを確認できるようにしていき

たいと考える。

中板（2011）は、「人材育成は保健師という特化した

仲間内の構築ではなく、組織力でカバーされる必要があ

る。（中略）人の成長に即効性はなく、だからこそ組織

的に粘り強く、ぶれることのない人材育成ビジョンと仕

組みを築いていく必要がある」と述べている。A 市の健

康部としての人材育成マニュアルはあるが、現任教育は

実質的には各健康センターに任されている。そこで、保

健師の異動があっても有効な事例検討を継続するために

は、まず、各健康センターの統括的な立場の保健師、健

康センター長や保健所の現任教育担当者と、自施設での

事例検討の取組みを共有したいと考える。
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Career Development of Public Health Nurses Who can Look Back and Improve Their Own 
Nursing Care; A Project that Explores the Progress of the Case Discussion Method
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Abstract
In this practical study, the researchers utilized case discussion meetings. The goals for case discussion were to 

develop a working environment wherein Public Health Nurses (PHNs) could reflect on nursing care collaboratively and 
provide a forum where each PHN could look back and enhance their own nursing care. The purpose of this research study 
was to clarify the outcomes of the case discussion method and explore the role of PHNs who supervise staff PHNs in their 
career development. 

At a community health center facility at which the first author is employed, the following activities were conducted 
in cooperation with all PHNs; 

1) A discussion of the importance and the procedures for a case discussion were identified utilizing literature that 
identified the importance of case discussion. From this discussion, several perspectives were uncovered including “reducing 
the fear and antipathy of constructive criticism,” and “the importance of having a discussion that does not hurt the person 
who is presenting the case.” Four PHN managers referred to these perspectives to create useful and effective guidelines.  

2) PHN managers facilitated four case discussions and analyzed the outcomes of the discussions. After the managers 
shared (conveyed) the outcomes of the case discussions and revised the guidelines, another two case discussions were 
carried out. These outcomes were further clarified with improvements. As a result, some nursing care methods were 
enhanced. One example involved a “greater understanding of the client experience from the client’s point of view,” and 
“setting goals and planning nursing care for the client.” 

3) In addition, PHNs’ perspectives and thoughts about this project were obtained via questionnaire.  Most PHNs 
reported that they were able to draw out perspectives and viewpoints from every participant. The understanding of the case 
discussion method was changed positively. “The case discussion method allowed case presenters to feel relief in the process 
and it was a good experience for them.” Positive outcomes and significance of the case discussion method were identified 
through such statements as, “We could look back at the nursing care of clients, reconsider care methods, and confirm the 
goal of the care.” The interest of nursing care for the clients was increased, such as “to be with client’s feeling.”

 The practice of case discussion helped to identify positive outcomes that emerged as a result of this research study. 
One such outcome was, that “it is okay to state the truth as the case is” for the PHN who presented the case. Each PHN was 
better able to discuss nursing care of individual cases with the attitude that they want to improve nursing care and recognize 
the importance of case discussion. These results contributed to career development for each PHN and enhanced professional 
career development. Furthermore, as a result of this study, we identified that PHN supervisors have a responsibility to use 
the case discussion method systematically.

Key words: Case Discussion meetings, Career Development of Public Health Nurses, PHN supervisors


