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（公益社団法人日本看護協会会長）
日本看護学会学術集会は、1967 年の第 1 回開催から数え、2021 年度で 52 回目を迎えます。1969 年より
領域ごとに開催し、幾度の領域の変更を経て、2014 年度より 7 領域別に開催してきました。そのような状
況の中、専門領域に特化した看護学会が数多く開催されるようになった現状を踏まえ、日本看護協会では、
将来を見据えた日本看護学会学術集会の在り方について検討を重ねてきました。そして、「地域包括ケアシ
ステムの推進」
という社会のニーズに応えるため、あらゆる場で働く看護職が一堂に会し、情報を共有し、様々
な立場から議論を深め、実践に役立つ学会を目指し、2021 年度より日本看護協会主催で領域を一元化した
新たな学術集会を開催することを決定しました。

第 52 回（2021 年度）日本看護学会学術集会のメインテーマは「看護の力で健康な社会を！」です。
これは、この 6 月まで展開されておりました Nursing Now キャンペーンにおける、わが国のメインテー
マと同一です。Nursing Now キャンペーンは、看護職の持つ可能性を最大限に発揮し、看護職が健康課題
に積極的に取り組み、人々の健康の向上に貢献するために行動する世界的なキャンペーンでした。「地域包
括ケアシステムへの転換点」にある日本において、この趣旨は、日本の看護職の活動と合致すると考え、本
会でも積極的に取り組むとともに、新たに開催される学術集会のテーマとしました。
また、2020 年に蔓延した新型コロナウイルス感染症は、人々の生活を大きく変えましたが、同時に、看
護職の活躍と重要性が広く認識され、まさに看護の力が健康な社会の構築に必要とされたといえます。
Nursing Now キャンペーンは、本年 6 月で区切りを迎えましたが、「健康な地域・社会づくりに貢献する」
「変革を推進するために意思決定に参画する」「エビデンス集積に取り組む」
「世界の人々の健康向上に尽力
する」という 4 つの Nursing Now ニッポン宣言を公表しました。日本看護学会学術集会が、この 4 つのニッ
ポン宣言の実践に向け、様々な意見交換の場となることを願っています。

さて、新型コロナウイルス感染症の収束が見えないことから、第 52 回（2021 年度）日本看護学会学術集
会は Web 開催となります。看護の歴史を礎に未来へつなげる特別講演や「Nursing Now」の活動を振り返
りながら将来を考える交流集会等、幅広い講演、演題発表を企画し、9 月 28 日～ 29 日ならびに 11 月 18 日
～ 19 日に LIVE 配信を行います。その後、11 月 26 日からの 1 か月間はオンデマンド配信にて視聴できます。
皆様のご参加をお待ちしております。
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LIVE配信日程表
2021年9月28日（火）

第 1 会場

第 2 会場

第 3 会場

9:30

10:00

10:00〜11:00

【基調講演】

看護の力で健康な社会を！
〜Nursing Nowキャンペーンから
継承するもの〜
講師：福井 トシ子

11:00

11:00〜12:00

【交流集会1】

11:30〜12:30

【特別講演2-1】

12:00

看護の歴史から切り拓く
看護の明日

はじめよう！地域課題の解決に
むけた事例検討会
〜保健師・助産師・看護師が
つながる新たなカタチ〜
講師：岩本 里織・萱間 真美
座長：佐藤 由美

講師：川村 佐和子
座長：田母神 裕美

13:00

【交流集会7】

2040年を見据えた看護職資格の活用基盤の強化
〜20年後も人々の健康を支えるために〜

【教育講演1】

14:00

未来に向かって看護の真価を発揮
〜生涯にわたり専門職の誇りと
自覚を持ち続ける〜

【交流集会4】

多職種協働に向けたDiNQL
データの活用
〜労働と看護の質向上を目指して〜
講師：松本 美保子・佐藤 浩二
座長：叶谷 由佳

13:00〜14:00

13:30〜14:30

11:00〜12:00

講師：秋山 智弥・上田 順子・
習田 由美子
座長：勝又 浜子

13:00〜14:00

【交流集会8】

看護が健康な社会をつくるための
リーダーシップとエビデンス
講師：大田 えりか・町屋 晴美・山本 則子
座長：荒木 暁子

講師：手島 恵
座長：寺口 惠子
14:30〜15:30

【交流集会6】

15:00

15:00〜16:40

【シンポジウム1】

継続教育の形が変わる
〜オンライン教材を活用した
看護実践力の強化〜
講師：西村 礼子・松永 智香
座長：渋谷 美香・太田 真里子

母子が健やかに子育てできる
まちづくりに取組もう！

16:00

講師：佐藤 拓代・津山 美由紀・
本藤 美奈子・猪瀬 紗都子
座長：井本 寛子

16:00〜17:00

【都道府県看護協会公募企画1：千葉県】
地域において看護の力を発揮する
特定行為研修修了者の育成

17:00

17:30
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講師：栗原 サキ子・鈴木 由加・川端 心
座長：渡辺 尚子

14:30〜16:10

【シンポジウム4】

「新型コロナウイルス感染症から学ぶ」
〜保健・医療・介護・福祉の連携を考える〜
講師：松本 珠実・淺香 えみ子・朝野 愛子
座長：鎌田 久美子

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

2021年9月29日（水）

第 1 会場
9:30

10:00

9:30〜10:30

【特別講演1】

2040年を見据えた看護の課題とその対応
講師：井伊 久美子
座長：勝又 浜子

第 2 会場
9:30〜10:30

9:30〜11:10

【シンポジウム3】

2025年に向け、あなたの施設で必要な人財は？
〜「特定行為研修を活用したマネジメント」〜
講師：吉岡 佐知子・新 美保恵・樋口 秋緒
座長：井本 寛子

11:00

【教育講演2】

講師：北岡 有喜
座長：秋山 智弥

12:00

13:00

【教育講演3】

これからの社会に期待される看護の役割
〜看護の力で健康な社会を！〜
講師：大谷 泰夫
座長：吉川 久美子

14:00

講師：廣島 博美・河井 友子・長谷川 陽一
座長：森内 みね子

【交流集会5】

11:30〜12:30

【交流集会2】

看護の力をさらに引き出す
〜看護業務の効率化を進めよう！〜
講師：保坂 明美・馬場﨑 喜美子
座長：山元 恵子

13:00〜14:00

【交流集会3】

知ってトクするナースセンター活用術！
〜仕事探しだけじゃない！
あなたのキャリアをキャリア
コンサルタントが支援します〜

11:00〜12:30

11:00〜12:00

データヘルス改革によって
医療・看護現場がどう変わるか
〜健康寿命の延伸、効果的・効率的な
医療・看護サービスを目指して〜

第 3 会場

13:00〜14:40

【シンポジウム2】

タスク・シフト/シェアの流れに看護は
どう対応していくべきか
〜看護の専門性を発揮する
タスク・シフト/シェア〜

看護の力、新たなアイデアで
健康な社会をつくろう！
〜看護職の地域における活動の場の広がり〜
講師：高橋 弘枝・島袋 富美子・渡邊 カヨ子
座長：橋本 美穂

13:00〜14:00

【都道府県看護協会公募企画2：大阪府】
「看仏連携」、もう一つの在り方
〜「自分らしく生きる」を支える〜
講師：河野 秀一・竹波 純子・
秋田 光彦・井上 從昭
座長：高橋 弘枝

講師：井本 寛子・奥田 悦子・牛島 久美子
座長：齋藤 訓子

14:30〜15:30

【都道府県看護協会公募企画3：東京都】
15:00

15:00〜16:00

【教育講演4】

コロナ禍におけるハラスメント対策
〜看護職をとりまく状況から〜
講師：友納 理緒
座長：齋藤 訓子

15:00〜16:00

【一般公募企画1】
withコロナ時代における
人材育成

東京都看護協会の新型コロナ
対応看護職応援活動報告
講師：山元 恵子・大橋 純江
座長：駒形 朋子

企画代表者：中元 めぐみ

16:00

16:30〜17:30

【一般公募企画2】

17:00

災害対策に対する看護師の
組織形成とその活用
企画代表者：本多 正繁

17:30
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2021年11月18日(木）

LIVE配信日程表

第 1 会場

第 2 会場

第 3 会場

9:30

10:00

10:00〜11:00

【基調講演】

看護の力で健康な社会を！
〜Nursing Nowキャンペーンから
継承するもの〜
講師：福井 トシ子

11:00

11:00〜12:40

【シンポジウム1】

11:30〜12:30

【特別講演2-2】

12:00

ケアイノベーション2021
〜AI時代におけるこれからの看護とは〜
講師：真田 弘美
座長：森内 みね子

母子が健やかに子育てできる
まちづくりに取組もう！

講師：佐藤 拓代・津山 美由紀・
本藤 美奈子・猪瀬 紗都子
座長：井本 寛子

11:00〜12:00

【交流集会4】

多職種協働に向けたDiNQL
データの活用
〜労働と看護の質向上を目指して〜
講師：松本 美保子・佐藤 浩二
座長：叶谷 由佳

12:30〜13:30

【都道府県看護協会公募企画4：愛知県】
地区支部が初動する災害時応援体制
〜医療機関からのSOS情報をキャッチし、
応援体制を整える〜

13:00

講師：髙木 仁美・間瀬 有奈
座長：三浦 昌子
13:30〜14:30

【教育講演3】

14:00

これからの社会に期待される看護の役割
〜看護の力で健康な社会を！〜
講師：大谷 泰夫
座長：吉川 久美子

15:00

【交流集会2】

看護の力をさらに引き出す
〜看護業務の効率化を進めよう！〜
講師：保坂 明美・馬場﨑 喜美子
座長：小坂 晶巳

14:00〜15:00

【都道府県看護協会公募企画5：新潟県】
専門性の高い看護職員の育成に向けて
〜県内の各機関と連携しての取組み〜
講師：小泉 美佐子・杉田 洋子・
海老 菜穂子・帆苅 久美
座長：斎藤 有子

15:00〜16:00

【交流集会3】

知ってトクするナースセンター活用術！
〜仕事探しだけじゃない！
あなたのキャリアをキャリア
コンサルタントが支援します〜

16:00

13:30〜14:30

講師：廣島 博美・河井 友子・長谷川 陽一
座長：森内 みね子

15:00〜16:40

【シンポジウム3】

2025年に向け、あなたの施設で必要な人財は？
〜「特定行為研修を活用したマネジメント」〜
講師：吉岡 佐知子・新 美保恵・樋口 秋緒
座長：井本 寛子

15:30〜16:30

【交流集会6】

継続教育の形が変わる
〜オンライン教材を活用した
看護実践力の強化〜
講師：西村 礼子・松永 智香
座長：渋谷 美香・太田 真里子

16:30〜17:30

【交流集会8】

17:00

看護が健康な社会をつくるための
リーダーシップとエビデンス
講師：大田 えりか・町屋 晴美・山本 則子
座長：荒木 暁子・中野 夕香里

17:00〜18:30

【交流集会9】

コロナ禍の経験から構築する
地域の協働による新人看護職の育成

18:00

18:30
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講師：安土 直輝・川本 利恵子・今西 裕子
座長：木澤 晃代
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2021年11月19日(金）

第 1 会場
9:30

10:00

9:30〜10:30

【教育講演1】

未来に向かって看護の真価を発揮
〜生涯にわたり専門職の誇りと
自覚を持ち続ける〜
講師：手島 恵
座長：斎藤 有子

第 2 会場
9:30〜10:30

【交流集会7】

2040年を見据えた看護職資格の活用基盤の強化
〜20年後も人々の健康を支えるために〜
講師：秋山 智弥・上田 順子・
習田 由美子
座長：勝又 浜子

第 3 会場
9:30〜11:10

【シンポジウム2】

タスク・シフト／シェアの流れに看護は
どう対応していくべきか
〜看護の専門性を発揮する
タスク・シフト／シェア〜

講師：井本 寛子・奥田 悦子・村本 多江子
座長：齋藤 訓子

11:00

11:00〜12:00

【交流集会1】

はじめよう！地域課題の解決に
むけた事例検討会
〜保健師・助産師・看護師が
つながる新たなカタチ〜

12:00

11:00〜12:00

【特別講演1】

2040年を見据えた看護の課題とその対応
講師：井伊 久美子
座長：勝又 浜子

講師：岩本 里織・萱間 真美
座長：佐藤 由美

12:00〜13:00

【教育講演4】

コロナ禍におけるハラスメント対策
〜看護職をとりまく状況から〜
講師：友納 理緒
座長：齋藤 訓子

13:00

13:00〜14:00

【教育講演2】

データヘルス改革によって
医療・看護現場がどう変わるか
〜健康寿命の延伸、効果的・効率的な
医療・看護サービスを目指して〜
講師：北岡 有喜
座長：秋山 智弥

14:00

13:00〜14:30

【交流集会5】

看護の力、新たなアイデアで
健康な社会をつくろう！
〜看護職の地域における活動の場の広がり〜
講師：高橋 弘枝・島袋 富美子・渡邊 カヨ子
座長：橋本 美穂

13:30〜14:30

【都道府県看護協会公募企画6：奈良県】
在宅看護特別教育プログラム
〜看護学生の時から在宅看護実践力を育てる
継続教育プログラム〜
講師：小竹 久実子・伊藤 絹枝・平井 彩夏
座長：飯尾 美和

14:30〜15:30

15:00

【特別講演3】

COVID-19これまで、そしてこれから

15:00〜16:40

講師：尾身 茂
座長：福井 トシ子

【シンポジウム4】

「新型コロナウイルス感染症から学ぶ」
〜保健・医療・介護・福祉の連携を考える〜

16:00

16:00〜17:00

【一般公募企画3】

行政と特定機能病院が連携した
フレイル/オーラルフレイル予防
企画代表者：渡邊 仁美

17:00

講師：松本 珠実・淺香 えみ子・朝野 愛子
座長：鎌田 久美子

16:00〜17:20

【交流集会10】

看護の未来を創る
〜「Nursing Nowニッポン宣言」と
私の目指す看護〜

講師：福井 トシ子
学生代表：山下 涼斗・信田 聖太・
浦 愛香・福林 由依子・平沼 由梨奈・
大字 菜々子・吉田 仁美・東辻 朝彦
座長：小山 眞理子

18:00

18:30
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プログラム
基調講演

目次

9 月 28 日（火）10:00 ～ 11:00 ／ 11 月 18 日（木）10:00 ～ 11:00 

57

看護の力で健康な社会を！
～ Nursing Now キャンペーンから継承するもの～
講

特別講演 1

師：福井 トシ子

日本看護学会学術集会長 / 公益社団法人日本看護協会会長

9 月 29 日（水）9:30 ～ 10:30 ／ 11 月 19 日（金）11:00 ～ 12:00 

61

2040 年を見据えた看護の課題とその対応
講
座

特別講演 2-1

師：井伊 久美子
長：勝又 浜子

公益社団法人日本看護協会副会長
公益社団法人日本看護協会専務理事

9 月 28 日（火）11:30 ～ 12:30 

62

看護の歴史から切り拓く看護の明日
講
座

特別講演 2-2

師：川村 佐和子
長：田母神 裕美

聖隷クリストファー大学大学院看護学研究科教授
公益社団法人日本看護協会常任理事

11 月 18 日（木）11:30 ～ 12:30 

63

ケアイノベーション 2021
〜 AI 時代におけるこれからの看護とは〜
講

座

特別講演 3

師：真田 弘美	東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学 /
創傷看護学分野教授、グローバルナーシングリサーチセンター
センター⻑
長：森内 みね子
公益社団法人日本看護協会常任理事

11 月 19 日（金）14:30 ～ 15:30 

COVID-19 これまで、そしてこれから
講
座

6

師：尾身 茂
長：福井 トシ子

独立行政法人地域医療機能推進機構理事長
日本看護学会学術集会長 / 公益社団法人日本看護協会会長
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教育講演 1

9 月 28 日（火）13:30 ～ 14:30 ／ 11 月 19 日（金）9:30 ～ 10:30 

67

未来に向かって看護の真価を発揮
～生涯にわたり専門職の誇りと自覚を持ち続ける～
講
座

教育講演 2

師：手島 恵
長：寺口 惠子
斎藤 有子

千葉大学大学院看護学研究院看護学研究科・看護学部教授
9月
公益社団法人千葉県看護協会会長
公益社団法人新潟県看護協会会長 11 月

9 月 29 日（水）11:00 ～ 12:00 ／ 11 月 19 日（金）13:00 ～ 14:00 

68

データヘルス改革によって医療・看護現場がどう変わるか
～健康寿命の延伸、効果的・効率的な医療・看護サービスを目指して～
講
座

教育講演 3

師：北岡 有喜	社会医療法人岡本病院（財団）理事・京都岡本記念病院副院長 /
独立行政法人国立病院機構京都医療センター医療情報部顧問
長：秋山 智弥
公益社団法人日本看護協会副会長

9 月 29 日（水）13:00 ～ 14:00 ／ 11 月 18 日（木）13:30 ～ 14:30 

69

これからの社会に期待される看護の役割
～看護の力で健康な社会を！～
講
座

教育講演 4

師：大谷 泰夫
長：吉川 久美子

神奈川県立保健福祉大学理事長
公益社団法人日本看護協会常任理事

9 月 29 日（水）15:00 ～ 16:00 ／ 11 月 19 日（金）12:00 ～ 13:00 

70

コロナ禍におけるハラスメント対策
～看護職をとりまく状況から～
講
座

シンポジウム 1

師：友納 理緒
長：齋藤 訓子

公益社団法人日本看護協会参与 / 看護師 / 弁護士
公益社団法人日本看護協会副会長

9 月 28 日（火）15:00 ～ 16:40 ／ 11 月 18 日（木）11:00 ～ 12:40 

73

母子が健やかに子育てできるまちづくりに取組もう！
講

座

師：佐藤 拓代
公益社団法人母子保健推進会議会長
津山 美由紀	長野県須坂市健康福祉部健康づくり課課長補佐兼母子支援係長
本藤 美奈子	地方独立行政法人長野県立病院機構本部事務局事務局次長 /
公益社団法人長野県看護協会助産師職能理事
猪瀬 紗都子	地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立信州医療センター
看護師長
長：井本 寛子
公益社団法人日本看護協会常任理事

7
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シンポジウム 2

9 月 29 日（水）13:00 ～ 14:40 ／ 11 月 19 日（金）9:30 ～ 11:10 

78

タスク・シフト / シェアの流れに看護はどう対応していくべきか
～看護の専門性を発揮するタスク・シフト / シェア～
講

座

シンポジウム 3

師：井本
奥田
牛島
村本
長：齋藤

寛子
悦子
久美子
多江子
訓子

公益社団法人日本看護協会常任理事
日本赤十字社武蔵野赤十字病院看護部長
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院副看護部長
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院副看護部長
公益社団法人日本看護協会副会長

9月
11 月

9 月 29 日（水）9:30 ～ 11:10 ／ 11 月 18 日（木）15:00 ～ 16:40 

82

2025 年に向け、あなたの施設で必要な人財は？
～「特定行為研修を活用したマネジメント」～
講

座

シンポジウム 4

師：吉岡 佐知子
松江市立病院看護局長
新 美保恵
川崎医科大学総合医療センター看護部長
樋口 秋緒	医療法人北晨会恵み野訪問看護ステーション「はあと」所長 /
NP 教育課程修了者（プライマリケア分野）
長：井本 寛子
公益社団法人日本看護協会常任理事

9 月 28 日（火）14:30 ～ 16:10 ／ 11 月 19 日（金）15:00 ～ 16:40 

86

「新型コロナウイルス感染症から学ぶ」
～保健・医療・介護・福祉の連携を考える～
講

座

交流集会 1

師：松本
淺香
朝野
長：鎌田

珠実
えみ子
愛子
久美子

大阪市健康局健康推進部健康施策課保健主幹
東京医科歯科大学病院病院長補佐兼看護部長
社会福祉法人今山会特別養護老人ホーム寿生苑統括施設長
公益社団法人日本看護協会常任理事

9 月 28 日（火）11:00 ～ 12:00 ／ 11 月 19 日（金）11:00 ～ 12:00 

はじめよう！地域課題の解決にむけた事例検討会
～保健師・助産師・看護師がつながる新たなカタチ～
講
座

8

師：岩本 里織
萱間 真美
長：佐藤 由美

神戸市看護大学看護学部教授
聖路加国際大学大学院看護学研究科教授
群馬大学大学院保健学研究科教授
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交流集会 2

9 月 29 日（水）11:30 ～ 12:30 ／ 11 月 18 日（木）13:30 ～ 14:30 

98

看護の力をさらに引き出す
～看護業務の効率化を進めよう！～
講

座

交流集会 3

師：保坂 明美
株式会社トラントユイット訪問看護ステーションフレンズ管理者
馬場﨑 喜美子	医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院理事長補佐
法人企画部統括看護管理者 / 前広島県厚生農業協同組合連合会
廣島総合病院看護部長
9月
長：山元 恵子
公益社団法人東京都看護協会会長
小坂 晶巳
社会医療法人財団慈泉会相澤病院副院長・看護部部長 11 月

9 月 29 日（水）9:30 ～ 10:30 ／ 11 月 18 日（木）15:00 ～ 16:00 

102

知ってトクするナースセンター活用術！
～仕事探しだけじゃない！あなたのキャリアをキャリアコンサルタントが
支援します～
講

座

交流集会 4

師：廣島 博美
河井 友子
長谷川 陽一
長：森内 みね子

公益社団法人神奈川県看護協会神奈川県ナースセンター課長
公益社団法人静岡県看護協会静岡県ナースセンター所長
公益社団法人日本看護協会労働政策部中央ナースセンター課
公益社団法人日本看護協会常任理事

9 月 28 日（火）11:00 ～ 12:00 ／ 11 月 18 日（木）11:00 ～ 12:00 

106

多職種協働に向けた DiNQL データの活用
～労働と看護の質向上を目指して～
講
座

交流集会 5

師：松本 美保子
佐藤 浩二
長：叶谷 由佳

社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院副看護部長
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院安全環境管理室看護師長
横浜市立大学医学部副医学部長兼看護学科長兼老年看護学教授

9 月 29 日（水）11:00 ～ 12:30 ／ 11 月 19 日（金）13:00 ～ 14:30 

109

看護の力、新たなアイデアで健康な社会をつくろう！
～看護職の地域における活動の場の広がり～
講

座

師：高橋
島袋
渡邊
長：橋本

弘枝
富美子
カヨ子
美穂

公益社団法人大阪府看護協会会長
公益社団法人沖縄県看護協会専務理事
NPO 法人サロンみんなの保健室代表 / 前栃木県看護協会会長
公益社団法人日本看護協会事業局長

9
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交流集会 6

9 月 28 日（火）14:30 ～ 15:30 ／ 11 月 18 日（木）15:30 ～ 16:30 

113

継続教育の形が変わる
～オンライン教材を活用した看護実践力の強化～
講

座

交流集会 7

師：西村 礼子	東京医療保健大学医療保健学部看護学科 / 大学院医療保健学
研究科准教授
松永 智香
高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病院副院長兼看護部長
長：渋谷 美香
公益社団法人日本看護協会神戸研修センター教育研修部長
太田 真里子
公益社団法人日本看護協会看護研修学校教育研究部長

9 月 28 日（火）13:00 ～ 14:00 ／ 11 月 19 日（金）9:30 ～ 10:30 

116

2040 年を見据えた看護職資格の活用基盤の強化
～ 20 年後も人々の健康を支えるために～
講

座

交流集会 8

師：秋山
上田
習田
長：勝又

智弥
順子
由美子
浜子

公益社団法人日本看護協会副会長
公益社団法人北海道看護協会会長
厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室長
公益社団法人日本看護協会専務理事

9 月 28 日（火）13:00 ～ 14:00 ／ 11 月 18 日（木）16:30 ～ 17:30 

120

看護が健康な社会をつくるためのリーダーシップとエビデンス
講

座

交流集会 9

師：大田 えりか
聖路加国際大学大学院看護学研究科国際看護学教授
町屋 晴美
社会福祉法人恩賜財団済生会本部看護室室長
山本 則子	東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻高齢者在宅長期
ケア看護学 / 緩和ケア看護学分野教授 / 一般社団法人日本看護系大
学協議会代表理事
長：荒木 暁子
東邦大学看護学部教授 9 月・11 月
中野 夕香里
公益社団法人日本看護協会国際部長 11 月

11 月 18 日（木）17:00 ～ 18:30 

124

コロナ禍の経験から構築する地域の協働による新人看護職の育成
講

座

10

師：安土 直輝
NHK報道局科学文化部記者
川本 利恵子	湘南医療大学保健医療学部看護学科長 / 看護キャリア開発コアセン
ター長
今西 裕子	社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院院長補佐 /
公益社団法人大阪府看護協会副会長
長：木澤 晃代
公益社団法人日本看護協会常任理事
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交流集会 10

11 月 19 日（金）16:00 ～ 17:20 

128

看護の未来を創る
～「Nursing Now ニッポン宣言」と私の目指す看護～
講 師：福井 トシ子
日本看護学会学術集会長 / 公益社団法人日本看護協会会長
学生代表：山下 涼斗
専門学校麻生看護大学校 2 年
信田 聖太
大阪府病院協会看護専門学校 2 年
浦 愛香
日本赤十字九州国際看護大学 4 年
福林 由依子
東京都立大学健康福祉学部看護学科 4 年
平沼 由梨奈
三育学院大学看護学部 4 年選択制保健師課程
大字 菜々子
神戸市看護大学大学院修士課程助産学実践コース 2 年
吉田 仁美	聖路加国際大学大学院修士課程上級実践コース 2021 年 3 月修了 /
地方独立行政法人埼玉県立病院機構埼玉県立循環器・呼吸器病セン
ター
東辻 朝彦
千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程 2 年
座 長：小山 眞理子	Nursing Now キャンペーン実行委員会 / 一般社団法人日本看護系
大学協議会常任理事

都道府県看護協会公募企画 1：千葉県

9 月 28 日（火）16:00 ～ 17:00 

131

地域において看護の力を発揮する特定行為研修修了者の育成
講

師：栗原 サキ子	袖ケ浦さつき台病院看護部長 / 看護師特定行為研修センター研修
実施責任者
鈴木 由加
千葉県循環器病センター上席看護師長 / 特定行為研修修了者
川端 心	医療法人弘仁会介護老人保健施設ロータスケアセンター施設長代理 /
特定行為研修修了者
座 長：渡辺 尚子
公益社団法人千葉県看護協会常任理事

都道府県看護協会公募企画 2：大阪府

9 月 29 日（水）13:00 ～ 14:00 

135

「看仏連携」
、もう一つの在り方
～
「自分らしく生きる」を支える～
講

座

師：河野 秀一	看仏連携研究会代表 / 株式会社サフィール代表取締役 / 臨済宗
妙心寺派嵩岳山少林寺第 19 世住職（閑栖）
竹波 純子	医療法人社団愛友会金沢文庫病院主任看護師 / 緩和ケア認定看
護師
秋田 光彦
浄土宗大蓮寺住職 / 浄土宗應典院住職 / パドマ幼稚園園長
井上 從昭
浄土真宗本願寺派深機山妙行寺住職
長：高橋 弘枝
公益社団法人大阪府看護協会会長

都道府県看護協会公募企画 3：東京都

9 月 29 日（水）14:30 ～ 15:30 

140

東京都看護協会の新型コロナ対応看護職応援活動報告
講
座

師：山元 恵子
公益社団法人東京都看護協会会長
大橋 純江
公益社団法人東京都看護協会常務理事
長：駒形 朋子	国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療協力局看
護師

11
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都道府県看護協会公募企画 4：愛知県

11 月 18 日（木）12:30 ～ 13:30 

143

地区支部が初動する災害時応援体制
～医療機関からの SOS 情報をキャッチし、応援体制を整える～
講
座

師：髙木 仁美
公益社団法人愛知県看護協会専務理事
間瀬 有奈
豊橋市民病院副院長兼看護局長
長：三浦 昌子	公益社団法人愛知県看護協会会長

都道府県看護協会公募企画 5：新潟県

11 月 18 日（木）14:00 ～ 15:00

146

専門性の高い看護職員の育成に向けて
～県内の各機関と連携しての取組み～
講

座

師：小泉 美佐子
新潟県立看護大学学長
杉田 洋子
新潟大学医歯学総合病院副病院長・看護部長
海老 菜穂子	社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟病院
皮膚・排泄ケア認定看護師
帆苅 久美	新潟県福祉保健部医師・看護職員確保対策課副参事（看護職員
確保・育成係長）
長：斎藤 有子
公益社団法人新潟県看護協会会長

都道府県看護協会公募企画 6：奈良県

11 月 19 日（金）13:30 ～ 14:30 

151

在宅看護特別教育プログラム
～看護学生の時から在宅看護実践力を育てる継続教育プログラム～
講

座

一般公募企画 1

師：小竹 久実子	奈良県立医科大学医学部看護学科・大学院看護学研究科教授
伊藤 絹枝	公益社団法人奈良県看護協会立訪問看護総合支援センター
センター長
平井 彩夏	公益社団法人奈良県看護協会立橿原訪問看護ステーション /
在宅看護特別教育プログラム 1 期生
長：飯尾 美和	公益社団法人奈良県看護協会会長

9 月 29 日（水）15:00 ～ 16:00 

157

with コロナ時代における人材育成
企画代表者：中元 めぐみ 独立行政法人国立病院機構九州医療センター

一般公募企画 2

9 月 29 日（水）16:30 ～ 17:30 

158

災害対策に対する看護師の組織形成とその活用
企画代表者：本多 正繁

一般公募企画 3

三重大学医学部附属病院

11 月 19 日（金）16:00 ～ 17:00 

行政と特定機能病院が連携したフレイル / オーラルフレイル予防
企画代表者：渡邊 仁美

12

鳥取大学医学部附属病院
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一般演題

口演（幕張）

Ⅰ. 健やかに生まれ育つことへの支援（安全で安心な妊娠・出産）
口演Ⅰ - １

この演題は取下げになりました

Ⅰ. 健やかに生まれ育つことへの支援（子育て包括支援）
口演Ⅰ - ２

NICU に入院した正期産児の母親が産後 1 週間以内に抱く直接授乳への思い 

163

口演Ⅰ - ３

食物アレルギー経口負荷試験後の摂取継続に対する困難感 

164

亀谷 美紀
久保田 紋

福井県
山形県

福井県立病院

山形県立中央病院

Ⅰ. 健やかに生まれ育つことへの支援（障がいを抱える母子への支援）
口演Ⅰ - ４

こどものセルフケアを活かした食事支援
－
「食べる」楽しさを大切にしたかかわり－ 

164

口演Ⅰ - ５

施設入所となった重症心身障害者の高齢の母親が子どものケアを移譲する際の思い 

165

口演Ⅰ - ６

小児急性期病棟でのレスパイトケアに対する看護師の認識
－病棟看護師へのインタビュー調査から－ 

165

杉村 惠子
小山 妙子

河本 宏子

大阪府
徳島県

広島県

社会福祉法人愛徳福祉会大阪発達総合療育センター
徳島赤十字ひのみね総合療育センター

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入市民病院

Ⅰ. 健やかに生まれ育つことへの支援（その他）
口演Ⅰ - ７

乳房の状態の定性化にみる足湯の介入効果 

166

口演Ⅰ - ８

A 病院における新生児初回補足時間・初回補足内容についての検討
－地域周産期母子医療センターの実態調査より－ 

166

口演Ⅰ - ９

NICU に入院した正期産児の母親の母乳育児体験 

167

口演Ⅰ -10

NICU・GCU 看護師の入院した児の父親への関わり方の意識向上に向けた取り組み 

167

口演Ⅰ -11

A 病院 B 病棟看護師の川崎病に対する看護の困難感 

168

小島 德子

大類 祐子
小茶 志織

竹村 友佳子
吉崎 桃子

愛知県

茨城県
千葉県
山口県
広島県

愛知医科大学看護学部看護学科

水戸赤十字病院

亀田医療大学大学院看護学研究科
社会福祉法人恩賜財団山口県済生会下関総合病院
医療法人 JR 広島病院

Ⅱ. 健康に暮らすことへの支援（セルフケア能力の向上）
口演Ⅱ - １

統合失調症患者の症状コントロールのための効果的なかかわりの検討
－
「褒める声がけ」を実施して－ 

168

化学療法患者の口腔ケアに関する行動の変化について
－看護師の口腔ケア指導による患者の行動変化、塩水を使用して－ 

169

ストーマ装具交換パンフレットとチェックシートの評価
－患者目線での写真を用いて－ 

169

高橋 祐子

口演Ⅱ - ２

西村 美紀

口演Ⅱ - ３

高坂 佳那

宮城県

宮崎県

青森県

東北福祉大学せんだんホスピタル

潤和会記念病院

十和田市立中央病院

13
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Ⅱ. 健康に暮らすことへの支援（健康維持・増進）
口演Ⅱ - ４

精神科慢性期閉鎖病棟における内科的疾患を抱えた患者への食事指導 

170

口演Ⅱ - ５

意思疎通や開口が困難な患者への口腔ケア方法の統一に向けての実践 

170

口演Ⅱ - ６

ハンセン病後遺症で知覚障害のある高齢者に対するフットマッサージの快の効果
－予備調査－ 

171

高齢者における手浴後の白色ゴマ油の保湿効果に関する検討
－ 3 種類の保湿剤と比較して－ 

171

河野 志織
河田 萌

平嶺 恭子

口演Ⅱ - ７

木下 龍

宮崎県

医療法人真愛会髙宮病院

富山県

富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

鹿児島県

石川県

国立療養所星塚敬愛園

金沢大学附属病院

Ⅱ. 健康に暮らすことへの支援（その他）
口演Ⅱ - ８

高齢糖尿病患者が生活体験の中で、インスリン管理を日常化するプロセス 

172

口演Ⅱ - ９

A 病院 B 病棟における認知症患者への看護師の対応についての現状分析
－ユマニチュード® の視点から考察する－ 

172

口演Ⅱ -10

小児混合病棟で勤務する看護師のプレパレーション 5 段階における実践状況 

173

口演Ⅱ -11

良性疾患で子宮全摘術を受ける患者のメンタルケアの検討
－術後に面接を実施して－ 

173

坂本 倫基

吉村 志保

笠井 ゆり恵

細川 喜美恵

福岡県

長崎県
石川県

奈良県

福岡大学病院

日本赤十字社長崎原爆諫早病院
公立能登総合病院

大和高田市立病院

Ⅲ. 緊急・重症な状態から回復することへの支援（緊急・重篤な状態の患者の臨床推論と実践）
口演Ⅲ - １

消化器病棟における看護師の急変前の観察視点
－ NEWS を用いた急変兆候の把握－ 
安在 圭太

口演Ⅲ - ２

岡山県

地方独立行政法人岡山県精神科医療センター

175

脊椎の腹臥位術における偶発的低体温の発生率とその関連要因
－異なる手術台の比較－ 

175

笹間 祐太郎

石川県

静岡県

金沢大学附属病院

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院

口演Ⅲ - ５

全身麻酔下で人工股・肩関節置換術を受けた患者の術後悪心嘔吐（PONV）発生の実態調査  176

口演Ⅲ - ６

救命救急センターに入院した認知症高齢者のせん妄発症に影響した要因 

176

口演Ⅲ - ７

初版せん妄アセスメントツール簡略化の実現
－せん妄症状を重症化させないための統一した看護ケアを目指して－ 

177

時森 瑞貴
長野 恭子

白神 百合加

14

174

思春期特発性側弯症患者が脊柱変形矯正固定術を通じて体験した苦痛の様相
－苦痛への看護介入に対する検討－ 
櫛比 七海

口演Ⅲ - ４

東海大学医学部付属八王子病院

精神科救急入院料病棟（精神科スーパー救急病棟）で保護室を利用する患者の入院場面における看護実践
－熟練看護師の視点から－ 
174
口羽 浩之

口演Ⅲ - ３

東京都

静岡県
大分県

神奈川県

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院
大分県立病院

神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院
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Ⅲ. 緊急・重症な状態から回復することへの支援（患者の回復と生活の質の改善）
口演Ⅲ - ８

保育器の加湿と正期産児の皮膚障害要因の関係性 

177

口演Ⅲ - ９

外傷により予期せぬ下肢切断となった患者への ICU における精神的介入
－半構造化インタビューと SCAT による事例研究－ 

178

多職種カンファレンスに参加する看護師の他職種との意見交換に対する認識
－ ICU 多職種カンファレンスの問題点の検討－ 

178

口演Ⅲ -11

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後の患者が膀胱留置カテーテル挿入中に抱く思い 

179

口演Ⅲ -12

暴言暴力のある脳炎患者のその人らしさを大切にした支援
－強みを活かした関わり－ 

179

口演Ⅲ -13

短期記憶障害のある患者に対する点滴自己抜針予防具の検討 

180

口演Ⅲ -14

心臓血管センターに入院した認知症高齢患者の病棟内デイケア実施に対する看護師の認識 

180

黒瀬 仁子

鈴木 陽介

口演Ⅲ -10

村松 真彩美
近江 翔子

守田 鮎弥

川又 小夏

菅田 法子

栃木県

静岡県

神奈川県
石川県

山口県

茨城県

千葉県

栃木県済生会宇都宮病院

浜松医科大学附属病院

済生会横浜市南部病院
金沢大学附属病院

山口大学医学部附属病院

水戸赤十字病院

船橋市立医療センター

Ⅲ. 緊急・重症な状態から回復することへの支援（治療提供や新たな医療技術における倫理判断と意思決定）
口演Ⅲ -15

救急外来看護師の緊急心臓血管カテーテル検査を受ける患者の家族への看護援助 
田村 和己

静岡県

富士市立中央病院

181

Ⅲ. 緊急・重症な状態から回復することへの支援（その他）
口演Ⅲ -16

精神科一般病床の自殺リスク者に対する夜間巡視時の看護実践 

181

口演Ⅲ -17

下咽頭癌術後の縫合不全により経口摂取再開を延長した患者の食べる価値 

182

口演Ⅲ -18

開心術後合併症による PMI 患者への看護に関する調査
－術後患者の思いを調査し、手術室看護を検討する－ 

182

伊久 美紀子
森下 智世

今水流 彩乃

口演Ⅲ -19

岡山県
静岡県

東京都

岡山県精神科医療センター

浜松医科大学医学部附属病院

公益財団法人心臓血管研究所付属病院

人工呼吸器離脱に向けた集中治療室の熟練看護師のアセスメントに関するインタビュー調査  183
小野寺 尚義

千葉県

船橋市立医療センター

Ⅳ. 住み慣れた地域に戻ることへの支援（円滑な在宅移行支援）
口演Ⅳ - １

小児病棟での退院支援において看護師が抱える困難感 

183

口演Ⅳ - ２

ICF モデルを用いた患者目標の共通認識 

184

口演Ⅳ - ３

へき地医療拠点病院における高齢患者と家族が退院支援に望む情報とタイミング 

184

口演Ⅳ - ４

外来看護師による悪性疾患患者への在宅療養支援スクリーニングの実態 

185

口演Ⅳ - ５

暮らしの場でもケアを継続する為の施設職員との連携
－病棟看護師ができること－ 

185

大河原 真知子 宮崎県
本田 彩華
鮎川 雅子
玉井 定子

林 沙里

栃木県
山梨県
奈良県

静岡県

宮崎県立宮崎病院

国際医療福祉大学塩谷病院
へき地医療拠点病院身延町早川町組合立飯富病院
公益財団法人天理よろづ相談所病院

NTT 東日本伊豆病院

15
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口演Ⅳ - ６

A 病院における退院支援チェックシートの活用状況と意識調査
－円滑な退院支援を目指して－ 

186

回復期リハビリテーション病棟における高次脳機能障害患者の移乗自立に向けた関わり
－協働的パートナーシップを用いた考察－ 

186

回復期リハビリテーション病棟における退院支援の充実
－退院支援合同カンファレンスシートと退院支援計画説明書を活用して－ 

187

前川 桃子

口演Ⅳ - ７

下浦 紀子

口演Ⅳ - ８

佐賀 まどか

長崎県

大阪府

兵庫県

日本赤十字社長崎原爆諌早病院

医療法人医誠会摂津医誠会病院

地方独立行政法人明石市立市民病院

Ⅳ. 住み慣れた地域に戻ることへの支援（退院後の生活の調整）
口演Ⅳ - ９

両親の気持ちに寄り添った在宅移行支援
－臨床的脳死状態に陥った男児の自宅退院を通して－ 

187

日常生活自立度の低い高齢入院患者に対する看護師の在宅退院支援の実践状況と
専門職的自律性の関連性 

188

入院中の抗認知症薬を服薬していない認知症者に対する認知症看護認定看護師の役割
－診療情報の分析からみえてきたこと－ 

188

小枝 美沙希

口演Ⅳ -10

石野 由貴

口演Ⅳ -11

山村 延啓

愛知県

静岡県

愛知県

トヨタ記念病院

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院

医療法人医仁会さくら総合病院

Ⅳ. 住み慣れた地域に戻ることへの支援（訪問看護）
口演Ⅳ -12

小児訪問看護における緊急時の訪問看護師の役割についての検討 

189

口演Ⅳ -13

再入院を繰り返す訪問看護利用者への退院支援の一考察
－自宅退院に向けた病棟看護師との連携－ 

189

小林 瑞穂

幸山 富貴美

千葉県

静岡県

公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を訪問看護ステーションダイジョブ

NTT 東日本伊豆病院

Ⅳ. 住み慣れた地域に戻ることへの支援（その他）
口演Ⅳ -14

身体拘束が退院先変更に及ぼす影響
－入院前の生活の場とは異なる退院先となった事例からみる身体拘束の実態－ 

190

患者の「できる ADL」と「している ADL」の差に対する思いの調査
－回復期リハビリテーション病棟の看護ケアの充実のために－ 

190

鈴木 さち子

口演Ⅳ -15

鈴木 友希

神奈川県

岐阜県

秦野赤十字病院

公益社団法人地域医療振興協会市立恵那病院

Ⅴ. 疾病・障がいとともに暮らすことへの支援（疾病および障がいの重症化予防）
口演Ⅴ - １

外来通院中の高度腎機能障害患者が抱える病気の不確かさへの看護支援の効果 

191

口演Ⅴ - ２

心不全継続看護の標準化による外来看護師の意識の変化 

191

口演Ⅴ - ３

狭心症治療剤の服薬が困難な糖尿病患者に対する看護支援
－慢性疾患看護専門看護師による実践を振り返る－ 

192

乳癌の放射線治療における放射線皮膚炎予防に向けた取り組み
－肌水分測定器を用いて放射線治療中の肌水分量変化を明確にする－ 

192

宗 雅世

三田村 亜希奈 福井県

小川 和美

口演Ⅴ - ４

富樫 悠奈

16

静岡県

長崎県

山形県

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院
福井循環器病院

長崎大学病院

鶴岡市立荘内病院
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口演Ⅴ - ５

間質性肺炎患者におけるサージカルマスク着用時の呼吸および身体への影響
－サージカルマスクの感染予防以外の効果について－ 
小笠原 亮

青森県

八戸赤十字病院

193

Ⅴ. 疾病・障がいとともに暮らすことへの支援（本人と家族の意思尊重、意思決定支援）
口演Ⅴ - ６

入退院センターにおける意思決定支援に関する看護師の関わり
－高齢がん患者の入院前面談の分析から－ 

193

急性白血病の化学療法を受ける強迫性障害を持つ患者の看護
－
「生きたい」を支えた一事例－ 

194

丹野 正江

口演Ⅴ - ７

千葉県

伊五澤 幸子

口演Ⅴ - ８

岩手県

千葉市立青葉病院

岩手県立中央病院

療養場所の選択で家族の意向と相違する壮年期がん患者の意思決定支援における看護師の役割
－
「自宅で過ごしたい」を大切にした看護－ 
194
中村 有里

石川県

金沢大学附属病院

口演Ⅴ - ９

レジメン変更に関わる外来看護師の意識と現状 

195

口演Ⅴ -10

心臓カテーテル検査・治療を受ける患者に対する意思決定支援の取り組み
－心臓カテーテルコーディネーターの役割－ 

195

患者の事前意思と異なる代理意思決定の過程で看護師が抱える葛藤 

196

萩崎 幸恵

宮崎県

石原 由香利

口演Ⅴ -11

髙水 愛梨

東京都
大阪府

一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院

医療法人社団森と海東京東京蒲田病院

地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター

Ⅴ. 疾病・障がいとともに暮らすことへの支援（その他）
口演Ⅴ -12

医療観察法病棟における安全で効果的な初回院外外出プログラム
－プライマリー看護師へのインタビューより－ 

196

口演Ⅴ -13

血液疾患患者初回と２回目以降の化学療法治療に対する心理的変化 

197

口演Ⅴ -14

心不全再入院予防に向けた心不全手帳使用に対する患者の思い 

197

新里 久美
藤田 得也

愛知県
栃木県

弓木野 きよみ 鹿児島県

愛知県精神医療センター

社会福祉法人恩賜財団済生会宇都宮病院
鹿児島市医師会病院

Ⅵ. 穏やかに死を迎えることへの支援（死に関する予測の告知と意思決定支援）
口演Ⅵ - １

終末期医療の意思決定支援に対する経験年数 5 年目以下の病棟看護師の認識の変化
－ ACP 学習会、倫理 4 分割法による事例省察を実施して－ 
志賀 祐子

茨城県

水戸赤十字病院

198

Ⅵ. 穏やかに死を迎えることへの支援（看取りケア）
口演Ⅵ - ２

デスカンファレンスによる看護師の終末期看護への行動及び意識変化の現状と課題 

198

口演Ⅵ - ３

エンゼルケアに対する看護師と家族の思い
－家族に寄り添うケアを目指して－ 

199

田中 睦子

岡元 真理子

広島県

千葉県

総合病院三原赤十字病院

帝京大学ちば総合医療センター

Ⅵ. 穏やかに死を迎えることへの支援（その他）
口演Ⅵ - ４

外来患者のアドバンス・ケア・プランニングの実態調査 
大久保 昌子

青森県

十和田市立中央病院

199

17
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口演Ⅵ - ５

緩和ケア病棟におけるデスカンファレンスの有用性の検討
－ベレルソンの内容分析から－ 

200

緩和ケアの質評価ツール IPOS を使用したことによる看護ケアの変化 

200

岡田 由布子

口演Ⅵ - ６

香坂 絢菜

山口県
埼玉県

医療法人松涛会安岡病院
深谷赤十字病院

Ⅷ. 看護管理（看護の質管理）
口演Ⅷ - １

白色ワセリンを用いた NPPV マスクの MDRPU 予防効果 

201

口演Ⅷ - ２

手指消毒に関する A 病棟看護師の意識と実態調査
－手指消毒の意識づけを目指して－ 

201

口演Ⅷ - ３

初期救急から 3 次救急患者に対応する A 病院救急室看護師が抱える倫理的悩み 

202

口演Ⅷ - ４

関節リウマチ患者に対して看護師が抱く陰性感情への対処行動 

202

口演Ⅷ - ５

共感的コーピングと精神科ケアストレス認知との関連
－総合病院精神科病棟看護師へのアンケート結果から－ 

203

退院支援の質向上を目指した取り組み
－多職種連携による退院支援シートを活用して－ 

203

口演Ⅷ - ７

熟練看護師が心臓血管外科開心術器械出し看護を円滑に行うために大切にしていること 

204

口演Ⅷ - ８

術前説明に焦点をあてた手術室看護の患者満足度調査 

204

口演Ⅷ - ９

糖尿病地域連携パスの療養指導に対する患者満足度調査 

205

木村 梓

秋山 真理

笠原 理絵子
冨澤 絵美

高橋 直美

口演Ⅷ - ６

茨城県

長崎県
山形県
東京都

秋田県

川久保 砂奈江 岐阜県
秋山 早織
三浦 晋悟
藤田 真実

静岡県
青森県
青森県

一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院

日本赤十字社長崎原爆諫早病院
山形県立中央病院

東京都立多摩総合医療センター

市立秋田総合病院

朝日大学病院

富士市立中央病院

十和田市立中央病院
十和田市立中央病院

Ⅷ. 看護管理（医療安全・感染管理）
口演Ⅷ -10

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる病棟となった看護師の思い 

205

口演Ⅷ -11

小児病棟における新型コロナウイルスに対する感染対策の実践報告 

206

口演Ⅷ -12

医療安全における病棟と病院全体の学習会の有効性
－医療安全文化尺度を用いて－ 

206

FIM の自己評価と他者評価の差異と MMSE 評価による転倒の関連性
－患者と看護師の ADL の認識の差－ 

207

口演Ⅷ -14

ライン抜去予防における外科系看護師の身体抑制の実施基準に対する認識 

207

口演Ⅷ -15

小児の皮膚トラブル減少に向けた点滴接続部位の物品選定
－従来品と代替品の物品を用いての比較・検討－ 

208

周手術期患者の口腔ケア状態の実態と課題 

208

関谷 由貴
村上 美奈

阿久津 祐子

口演Ⅷ -13

古舘 美由紀
杉田 亜由美

深水 詩衣奈

口演Ⅷ -16

18

尾崎 李帆

兵庫県
大阪府

北海道

岩手県
山梨県

埼玉県
埼玉県

三田市民病院

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター

北海学園大学大学院経営学研究科

公益財団法人総合花巻病院
山梨県立中央病院

上尾中央総合病院
八潮中央総合病院
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口演Ⅷ -17

ATP 測定法を用いた環境クロスの清拭の検証
－効果的な環境クロスの使用方法－ 
梶河 真広

大阪府

市立ひらかた病院

209

Ⅷ. 看護管理（看護業務）
口演Ⅷ -18

認知症患者に対する身体拘束解除の看護師の認識 

209

口演Ⅷ -19

皮膚・排泄ケア認定看護師として介入した一病棟の褥瘡予防対策
－褥瘡発生の現状と褥瘡発生リスク因子との関連性について－ 

210

水野 宏香

鈴木 里恵

岐阜県

千葉県

口演Ⅷ -20
口演Ⅷ -21

総合病院中津川市民病院

帝京大学ちば総合医療センター

この演題は取下げになりました
育児休業明け看護師とペアを組む看護師の抱く思いと PNS® の課題
－ PNS® マインドに焦点を当てたインタビューを通して－ 

211

口演Ⅷ -22

看護師 2 年課程通信制修了後の看護師の職務内容の変化と教育ニードの関連 

211

口演Ⅷ -23

救急外来における看護師間での情報共有の取り組み
－標準化したチェックリストを導入して－ 

212

地震災害時に一般外来が地域医療の役割を果たすために
－第一報 地震発生時を想定した外来看護師の行動調査から見えた課題－ 

212

笠川 裕子

竹内 千亜紀

横田 千遥

口演Ⅷ -24

寺石 友香

福井県
大阪府

東京都

北海道

福井県立病院

大阪滋慶学園大阪保健福祉専門学校

東京品川病院

札幌徳洲会病院

口演Ⅷ -25 「看護指示」の登録について見直しを行った取り組み
－医事課との連携を通して－ 
木部 由紀

大阪府

医療法人協和会協和会病院

213

Ⅷ. 看護管理（チーム医療・チームケア）
口演Ⅷ -26

新型コロナウイルス感染症専門病院で勤務する看護職のメンタルヘルスの実態調査 

口演Ⅷ -27

 OVID-19 重症患者への対応で ICU と病棟の看護師が行った相互支援による認識の変化とその要因
C
－ ICU 看護師の視点から－ 
214

笠上 しのぶ

小関 英里

口演Ⅷ -28

215

回復期リハビリテーション病棟での身体抑制に対する意識調査
－看護師とセラピストの意識の違いを比較して－ 

215

認知症病棟看護師による食事の見守り
－経験知による見守りの視点の違い－ 

216

摂食嚥下リハビリテーションにおける看護師の認識とケア実施について 

216

名古屋 恵子

口演Ⅷ -32

自衛隊中央病院

急性期病院看護師の多職種連携実践能力に関連する要因
－看護師の多職種連携実践能力の向上に向けて－ 

小島 奈々

口演Ⅷ -31

213

214

岩崎 聡美

口演Ⅷ -30

東京都

大阪市立十三市民病院

チーム医療における専門職間コンフリクトの内容と必要な支援
－効果的なチームビルディングを目指して－ 
永井 真理子

口演Ⅷ -29

大阪府

宮脇 忍弥

東京都

大阪府

岩手県

大阪府
富山県

東京大学医学部附属病院

医療法人医誠会医誠会病院

栃内第二病院

公益財団法人浅香山病院
富山県立中央病院

19

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

口演Ⅷ -33

精神疾患患者の術前カンファレンスの導入
－インタビューによる質的分析－ 

217

A 病院医療観察法病棟における熟練看護師が考えるアソシエイトナースの役割 

217

川崎 恵理子

口演Ⅷ -34

常岡 江利子

大阪府
長崎県

公益財団法人浅香山病院
長崎県精神医療センター

Ⅷ. 看護管理（労務管理）
口演Ⅷ -35

病院内で働く看護補助者を取り巻く職場環境
－パワーハラスメント予防推進活動の効果－ 
小川 圭子

東京都

東京医療学院大学

218

Ⅷ. 看護管理（看護職の確保・定着）
口演Ⅷ -36

新型コロナウイルス感染症専門病院で勤務する助産師の心理的葛藤 
間中 麻衣子

大阪府

地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立十三市民病院

218

Ⅷ. 看護管理（その他）
口演Ⅷ -37

新型コロナウイルス感染症を受け入れる看護師の心理的変化
－メンタルヘルスケア対策に繋げるために－ 

219

口演Ⅷ -38

A 病院に勤務する看護師のストレスの実態について 

219

口演Ⅷ -39

病院看護管理者のマネジメントラダーと PMI 規格の PPPM との整合性の検討
－国際標準のプロジェクトマネジャーのコンピテンシー－ 

220

訪問看護ステーション管理者の「管理上の困難感とコンピテンシー」の関連性
－好業績を上げる訪問看護ステーション管理者の傾向－ 

220

単科病院で働く中高年看護師の職業的キャリア成熟度に関連する要因 

221

齋藤 絵莉子
磯貝 美弥子

三宅 弘惠

口演Ⅷ -40

土井 正子

口演Ⅷ -41

片岸 涼子

山形県
埼玉県

岡山県

北海道
大阪府

口演Ⅷ -42

鶴岡市立荘内病院

獨協医科大学埼玉医療センター

元川崎医療福祉大学大学院医療福祉マネジメント学研究科

一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団
大阪大学歯学部附属病院

この演題は取下げになりました

口演Ⅷ -43

電子システムを用いた看護研究支援システムの構築 

222

口演Ⅷ -44

せん妄発症率と発症起因の探索
－内科系急性期病棟のせん妄発症患者への早期介入を目指して－ 

222

デスカンファレンス参加による終末期看護における困難感の変化 

223

宮㟢 絹子

弘田 あゆみ

口演Ⅷ -45

羽石 智子

大阪府

山口県
東京都

大阪大学医学部附属病院

山口県済生会豊浦病院
多摩南部地域病院

Ⅸ. 看護教育（基礎教育①）
口演Ⅸ - １

新型コロナウイルス感染症による臨地実習での学習方法の違いが学生の社会人基礎力に及ぼす影響  223

口演Ⅸ - ２

コロナ患者受け入れ病棟見学と感染防護演習による学びの様相
－コロナ禍における教育方法の一考察－ 

上野 妙子

大阪府

井ノ上 ルミ子 大阪府

口演Ⅸ - ３

大阪警察病院看護専門学校

224

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大のなかでの母性看護学実習の実習指導に対する
学生の授業評価
－授業評価スケールの活用と自由記載－ 
224
矢野 貴美子

20

ベルランド看護助産大学校

大阪府

前 大阪府医師会看護専門学校
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口演Ⅸ - ４

小児専門病院ハイケア病棟における小児看護学実習での指導の現状と関わり
－フォーカスグループインタビューを通して－ 

225

口演Ⅸ - ５

初めて分娩介助実習を受け入れた病棟助産師の思い 

225

口演Ⅸ - ６

臨地実習を受ける看護学生に対する病棟看護師の意識調査
－実習指導経験のある看護師と指導経験のない看護師の比較検討－ 

226

看護学生の臨地実習指導者への対人不安と適応感
－看護学生と臨地実習指導者の認識の差に着目して－ 

226

看護学生の実習における自己肯定感と満足感に関する検討 

227

大塚 恵梨
田邉 綾子

村井 洋子

口演Ⅸ - ７

土方 郁美

口演Ⅸ - ８

山田 眞子

神奈川県
静岡県

秋田県

栃木県

大阪府

神奈川県立こども医療センター
富士市立中央病院

独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院

筑波大学人間総合科学学術院人間総合科学研究群ヒューマン・ケア科学学位プログラム
ベルランド看護助産大学校

Ⅸ. 看護教育（基礎教育②）
口演Ⅸ - ９

看護師 2 年課程（通信制）の教育方法の一考察
－ A 校修了生評価内容の記述より－ 

227

口演Ⅸ -10

看護学生の高齢者の理解を深める授業研究（報告 1）

228

口演Ⅸ -11

学生の演習に教員が直接介入することによる足浴実技試験結果への効果について 

228

口演Ⅸ -12

基礎看護教育における看護学生の WLB および教授内容についての認識 

229

口演Ⅸ -13

ケアリング能力育成の教育方法についての一考察
－ノディングスのケアリング教育とフロムの愛することの技術の関連から－ 

229

プロジェクト学習を用いた小児看護学概論の学習効果
－テキストマイニングによる子ども観の分析－ 

230

柿原 啓子
関段 奈月

赤堀 貴子

永重 英子

佐藤 聖一

口演Ⅸ -14

菅谷 周子

大阪府
山口県

神奈川県

栃木県

群馬県

千葉県

大阪保健福祉専門学校

特定医療法人茜会昭和病院
厚木看護専門学校

栃木医療センター附属看護学校

国際医療福祉大学医療保健学部看護学科

船橋市立看護専門学校

Ⅸ. 看護教育（新人教育）
口演Ⅸ -15

A 病院の副師長の新人看護師育成における困難感に関する実態調査 
桐生 美和

三重県

地方独立行政法人三重県立総合医療センター

230

Ⅸ. 看護教育（継続教育）
口演Ⅸ -16

小規模病院における特定行為研修修了看護師の学びとその後の行動変化 

231

口演Ⅸ -17

職種とキャリア志向との関連 

231

口演Ⅸ -18

A 病院看護師の継続学習に対する認識と実態、課題についての検討
－育児群・非育児群を比較して－ 

232

口演Ⅸ -19

退院支援看護師研修の実践能力向上に関する効果の検討 

232

口演Ⅸ -20

小児科病棟に入院する患者の家族がポジティブな印象をもつ（理想とする）看護師の姿 

233

古代 照美
佐々木 孝

松尾 真実
入江 みき
田中 杏奈

岐阜県
福岡県

長崎県
福岡県
大阪府

県北西部地域医療センター国保白鳥病院

医療法人社団久英会高良台リハビリテーション病院

日本赤十字社長崎原爆諫早病院

国家公務員共済組合連合会千早病院
大阪急性期・総合医療センター

21
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口演Ⅸ -21

看護師による慢性心不全患者への運動療法
－離床プログラムを活用した実施基準を作成して－ 

233

SOAP のアセスメントとプランを混同している現状について
－病棟看護師の意識調査と指導前後の比較－ 

234

看護師が主導する研究における研究公正の現状
－看護研究論文における研究公正－ 

234

北風 静奈

口演Ⅸ -22

冨樫 志帆

口演Ⅸ -23

東恩納 美樹

奈良県

山形県

沖縄県

大和高田市立病院

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院

琉球大学医学部保健学科

Ⅺ. 災害看護
口演Ⅺ - １

一般外来における新型コロナウイルス感染症に関連した電話相談内容の実態調査 

235

口演Ⅺ - ２

看護管理者の災害時暫定対策本部立ち上げに必要な自己効力感を高める教育の効果と課題 

235

口演Ⅺ - ３

災害時における初期行動に対する、3 分間シミュレーションの効果
－初期行動のイメージ化－ 

236

口演Ⅺ - ４

精神科病院における救護区分に関する予備的研究 

236

口演Ⅺ - ５

精神科アクションカードを用いた防災対策の検討
－行動制限の患者の対応を踏まえた実動訓練における評価－ 

237

楠本 真紀
大山 孝子

天津 由美子
福島 昭彦

南 万智

22

大阪府
岐阜県

埼玉県
埼玉県

東京都

地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター
総合病院中津川市民病院

伊奈病院

順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

東京都立多摩総合医療センター
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一般演題

ポスター（幕張）

Ⅰ. 健やかに生まれ育つことへの支援（安全で安心な妊娠・出産）
ポスターM-Ⅰ-１

妊娠後期の妊婦の生活背景とうつ傾向の現状
－日本語版エジンバラ産後うつ病自己評価票を用いて－ 

241

A病院における産後うつ病予防のための妊娠中からの助産師による介入の効果 

241

坂本 めぐみ

ポスターM-Ⅰ-２

石見 依里

石川県
徳島県

公立小松大学保健医療学部看護学科
徳島県立中央病院

Ⅰ. 健やかに生まれ育つことへの支援（子育て包括支援）
ポスターM-Ⅰ-３ NICU入院中の児を持つ父親の母乳に対する意識調査
－搾乳する母親への支援に焦点をあてて－ 
品川 湖子

東京都

帝京大学医学部附属病院

242

Ⅰ. 健やかに生まれ育つことへの支援（その他）
ポスターM-Ⅰ-４ 長期の身体拘束を余儀なくされている児の看護の検討
－倫理的側面から－ 

242

ポスターM-Ⅰ-５ 小学生に行なう命とがん教育の実際と今後の課題 

243

小林 彩花

鳥取県

三宅 知里

大阪府

鳥取大学医学部附属病院

森ノ宮医療大学

Ⅱ. 健康に暮らすことへの支援（セルフケア能力の向上）
ポスターM-Ⅱ-１ 短期入院でがん化学療法を受ける患者の皮膚乾燥予防への取り組み 
小野 多恵子

長崎県

佐世保共済病院

243

ポスターM-Ⅱ-２ ペアレントトレーニングの手法を応用した看護師の支援技術を開発するための基礎的検討
－精神科看護師の行動分析と言語による肯定的な注目の調査－ 
244
佐藤 利憲

福島県

福島県立医科大学看護学部

Ⅱ. 健康に暮らすことへの支援（健康維持・増進）
ポスターM-Ⅱ-３ 高齢者の主観的幸福感の関連要因:抑うつ・ADL
－文献検討による一考察－ 

244

ポスターM-Ⅱ-４ 持てる力を活用する場コミュニティカフェにおける住民エンパワメント
－公共施設コミュニティカフェ活動報告書より地域看護師の援助の可能性を探る－ 

245

木村 満夫

栗原 里子

奈良県

神奈川県

奈良県立医科大学医学部看護学科

ずっとやりたかったことをやる会

Ⅲ. 緊急・重症な状態から回復することへの支援（緊急・重篤な状態の患者の臨床推論と実践）
ポスターM-Ⅲ-１ NCPR受講後の活用状況の実態調査と課題
－ NICU を持たない施設における小児病棟・産科病棟・手術室スタッフの現状－ 

245

ポスターM-Ⅲ-２ 肺がん患者に関わる看護師の身体拘束ゼロに向けた思いと看護実践 

246

ポスターM-Ⅲ-３ 壮年期術後患者の危機回避に向けた看護介入
－アギュララの危機問題解決モデルを活用して－ 

246

井上 真理子
白石 亜矢乃

猪狩 千鶴

愛知県
青森県

東京都

社会医療法人大雄会総合大雄会病院
青森県立中央病院

社会福祉法人三井記念病院
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Ⅲ. 緊急・重症な状態から回復することへの支援（患者の回復と生活の質の改善）
ポスターM-Ⅲ-４ ICU入室患者の不要な抑制減少に向けた取り組み
－ ICU 抑制評価スケール表導入後における抑制数の動向－ 

247

ポスターM-Ⅲ-５ 集中治療室で治療を受ける患者の美容目的のスキンケアや整容に対する思い 

247

ポスターM-Ⅲ-６ 集中治療後症候群の予防的介入における取り組み
－学習会による看護師の PICS に関する認識・意識の変化－ 

248

ポスターM-Ⅲ-７ せん妄アセスメントシート改良に伴う看護師のケアの意識変容調査 

248

ポスターM-Ⅲ-８ 泌尿器科腰椎麻酔術後の腰痛軽減の取り組み
－スモールチェンジ法による除圧を行って－ 

249

ポスターM-Ⅲ-９ A病棟における大腿骨近位部骨折患者の足部状態の傾向
－フットケアアセスメントスコアシートを用いた評価・分析－ 

249

紀川 知美

広島県

渡邉 結

岡山県

今谷 寿子

山口県

中村 里菜

埼玉県

瀧下 愛

長崎県

金城 杏里

沖縄県

地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
岡山市立市民病院

山口県済生会下関総合病院

医療法人財団献心会川越胃腸病院

国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院

社会医療法人敬愛会中頭病院

Ⅳ. 住み慣れた地域に戻ることへの支援（円滑な在宅移行支援）
ポスターM-Ⅳ-１ 地域包括ケア病棟における事例から退院困難要因を振り返る
－円滑な退院調整に向けて－ 

250

ポスターM-Ⅳ-２ 大腿骨骨折術後3日目に設定する退院時の目標ADL達成に関する実態調査
－早期離床をめざして－ 

250

ポスターM-Ⅳ-３ 整形外科病棟に勤務する看護師の退院支援に関する時間軸に沿ったフロー図の有効性 

251

本馬 真理子

松井 亮

福島県

京都府

前田 美由希

富山県

労働者健康安全機構福島労災病院

洛和会丸太町病院
厚生連滑川病院

Ⅳ. 住み慣れた地域に戻ることへの支援（退院後の生活の調整）
ポスターM-Ⅳ-４ 回復期リハビリテーション病棟に勤務する看護師の退院支援における役割認識
－患者・家族の思いに沿った支援を行うために－ 
井口 可奈子

香川県

かがわ総合リハビリテーションセンター

251

ポスターM-Ⅳ-５ 地域包括ケア病棟における患者と家族の退院支援の現状と退院調整チェックシートの有効性

252
仲野 綾

福岡県

田川市立病院

Ⅳ. 住み慣れた地域に戻ることへの支援（その他）
ポスターM-Ⅳ-６ 地域包括ケア病床を有する病棟看護師の退院支援に関する知識 

252

ポスターM-Ⅳ-７ 地域包括ケアシステムの中における継続看護の現状とACP推進に向けた課題 

253

ポスターM-Ⅳ-８ 外来看護師による高齢者の在宅療養支援の検討
－高齢者側の評価について－ 

253

宮崎 和真
原 磨美

水谷 多恵子

24

京都府
静岡県

東京都

洛和会丸太町病院

一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院

順天堂東京江東高齢者医療センター

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

Ⅴ. 疾病・障がいとともに暮らすことへの支援（疾病および障がいの重症化予防）
ポスターM-Ⅴ-１ パクリタキセルに伴う末梢神経障害予防と悪化予防に圧迫療法が有効であるかの検討
－ニトリルグローブを使用して－ 

254

ポスターM-Ⅴ-２ 在宅療養支援診療所における糖尿病合併症管理料算定と足部重症化予防の介入実態 

254

櫻井 慈実

上野 千代子

茨城県
京都府

水戸赤十字病院

京都先端科学大学健康医療学部看護学科

Ⅴ. 疾病・障がいとともに暮らすことへの支援（ケースのマネジメント）
ポスターM-Ⅴ-３ DELTAプログラムのせん妄アセスメントシート活用による看護師のせん妄ケア実践の変化
－非薬物療法を主としたせん妄ケアに注目して－ 
255
武田 美絵

長野県

川西赤十字病院

Ⅴ. 疾病・障がいとともに暮らすことへの支援（本人と家族の意思尊重、意思決定支援）
ポスターM-Ⅴ-４ 慢性疾患を持つ子どもの疾患に対する思いに関する国内文献レビュー 

255

ポスターM-Ⅴ-５ 成人期の人々のセカンドオピニオンに対する認識 

256

高柳 有希

齊田 菜穂子

北海道
山口県

日本赤十字社北見赤十字病院

山口大学大学院医学系研究科保健学専攻

Ⅴ. 疾病・障がいとともに暮らすことへの支援（その他）
ポスターM-Ⅴ-６ 大都市で生活する軽度認知機能低下を認める一人暮らしへの訪問看護の有用性
－介護支援専門員の視点から訪問看護の利用の比較－ 

256

ポスターM-Ⅴ-７ 化学療法による味覚障害患者へのケアに対する困難感
－消化器内科看護師に焦点をあてて－ 

257

ポスターM-Ⅴ-８ 精神障害者家族に対するリフレクティング面接の実施を目指した取り組み
－ 6 ヶ月間の研修に参加した専門職のインタビュー分析－ 

257

ポスターM-Ⅴ-９ 高次脳機能障害者の就労における家族の捉え方 

258

落合 佳子

中野 佑香

大川 貴子
後藤 則子

ポスターM-Ⅴ-10

栃木県

青森県

福島県
滋賀県

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

青森県立中央病院

福島県立医科大学看護学部看護学科
聖泉大学

慢性疾患をもつ思春期の子どもたちが抱える漠然とした不安に対する看護の在り方について

258
宮崎 裕子

東京都

国立成育医療研究センター

Ⅵ. 穏やかに死を迎えることへの支援（看取りケア）
ポスターM-Ⅵ-１ 介護支援専門員の経験年数や基礎資格の違いによる看取りの実態と意識 

259

ポスターM-Ⅵ-２ 結核病棟における看護師の看取りの困難感について
－一般病棟での看取りとを比較して－ 

259

ポスターM-Ⅵ-３ 高齢患者の看取りにおいて一般病棟看護師が体験する困難 

260

ポスターM-Ⅵ-４ 人生の最終段階における医療の意思表示に対する看護師の認識
－書面記載の経験を通して－ 

260

柴 裕子

松村 圭一郎
岩雲 裕美

古郷 裕日子

岐阜県

長崎県
徳島県

東京都

中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科

日本赤十字社長崎原爆諫早病院
JA 徳島厚生連阿波病院

多摩南部地域病院
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Ⅵ. 穏やかに死を迎えることへの支援（その他）
ポスターM-Ⅵ-５ 終末期患者への緩和ケアチームの早期介入に必要な消化器病棟看護師が提供すべき情報
－医師が求める情報と看護師が提供している情報の比較を通して－ 
261
井上 萌

群馬県

前橋赤十字病院

ポスターM-Ⅵ-６ 緩和ケア病棟に勤務する看護師の困難感に関する実態調査 
上村 朋未

富山県

高岡市民病院

261

Ⅷ. 看護管理（看護の質管理）
ポスターM-Ⅷ-１ A病院病棟役職者に病院併設型訪問看護ステーションでの同行訪問研修を実施した効果
－研修後の在宅療養における意識調査から－ 

262

ポスターM-Ⅷ-２ 施設・在宅系で勤務経験のある病院看護師が発揮している力
－看護管理者への面接調査から－ 

262

ポスターM-Ⅷ-３ 人工股関節全置換術後の患者への退院指導内容の評価
－看護師アンケート調査の結果から－ 

263

ポスターM-Ⅷ-４ A病棟におけるアロマテラピー導入による高齢者の表皮剥離改善の有効性 

263

兵藤 洋子

牛田 貴子

高橋 万貴

井川 しのぶ

群馬県

神奈川県

北海道
沖縄県

医療法人社団善衆会善衆会病院

湘南医療大学保健医療学部看護学科

北海道整形外科記念病院

医療法人はごろも会仲本病院

ポスターM-Ⅷ-５ 精神科看護師の職業経験の質が精神科における療養環境の評価に与える影響（第１報）
－職業経験評価尺度と療養環境評価の分析－ 
264
鈴木 雪乃

愛知県

名古屋女子大学健康科学部看護学科

ポスターM-Ⅷ-６ 新病院移転を経験した看護師の思いから見えてきたもの
－看護師長の役割に着目して－ 
原田 純子

長崎県

重工記念長崎病院

264

Ⅷ. 看護管理（医療安全・感染管理）
ポスターM-Ⅷ-７ 看護職と介護職の手指衛生の意識と組織風土の検討 

265

ポスターM-Ⅷ-８ 感染症患者の看護を通した病棟での取り組み
－ COVID-19 の対応を経験をしての一考察－ 

265

ポスターM-Ⅷ-９ 手術室の看護に携わる看護師が講じている医療事故防止対策 

266

ポスターM-Ⅷ-10 患者から暴力を受けた時の看護師の感情の変化と対処行動 

266

ポスターM-Ⅷ-11 急性期における認知症ケアについて
－認知症ケアカンファレンスを通して－ 

267

藤倉 有李子

仲田 梨絵

中山 登志子
佐藤 郁美

松浦 さやか

埼玉県

千葉県
千葉県
栃木県

千葉県

所沢ロイヤル病院

帝京大学ちば総合医療センター
千葉大学大学院看護学研究院
済生会宇都宮病院

帝京大学ちば総合医療センター

Ⅷ. 看護管理（労務管理）
ポスターM-Ⅷ-12 看護師の職務満足の変化と今後の課題
－ A 病院の 2015 年度と 2020 年度の比較から－ 

267

ポスターM-Ⅷ-13 CCU看護師の腰痛予防に対する行動変容のための腰痛予防策の導入 

268

佐藤 直子
宮本 晃子

26

徳島県
茨城県

JA 徳島厚生連阿波病院

株式会社日立製作所日立総合病院
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ポスターM-Ⅷ-14 未熟児室看護師の２交代夜勤時に漸進的筋弛緩法を取り入れた疲労軽減の取り組み
－仮眠前後の自覚症しらべとアミラーゼ値の評価－ 

268

ポスターM-Ⅷ-15 「精神科看護師のメンタルヘルス」の概念分析 

269

田中 洋子
川村 道子

長崎県
宮崎県

国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院
宮崎県立看護大学看護学部看護学科

Ⅷ. 看護管理（看護職の確保・定着）
ポスターM-Ⅷ-16 重症心身障害児施設で働く看護師のやりがい 

269

ポスターM-Ⅷ-17 潜在看護師の復職支援に関する文献研究
－日本と海外の比較から検討する潜在看護師支援－ 

270

ポスターM-Ⅷ-18 A病院における師長の承認行為の現状
－スタッフからの評価－ 

270

藤井 麻衣

竹内 久美子

増井 麻佳

香川県

東京都

高知県

かがわ総合リハビリテーションセンター

和洋女子大学看護学部看護学科

第2報

社会医療法人近森会近森病院

ポスターM-Ⅷ-19 A病院に勤務する外来看護師のワークエンゲイジメントの実態調査 
山口 幸子

長崎県

国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院

271

Ⅷ. 看護管理（看護業務）
ポスターM-Ⅷ-20 A病棟看護師が行うオムツ交換の現状と課題 

271

ポスターM-Ⅷ-21 入院患者受け入れ時に看護師が抱える負担の軽減 

272

ポスターM-Ⅷ-22 COVID-19流行時の感染病棟に勤務する看護師のストレス調査 

272

三木 百合子
小林 由美子
田中 優花

徳島県
福岡県
香川県

JA 徳島厚生連阿波病院
田川市立病院

高松市みんなの病院

Ⅷ. 看護管理（チーム医療・チームケア）
ポスターM-Ⅷ-23 一般病棟から感染症病棟に移行したA病棟の看護の実態
－感染症病棟移行から 3 か月を振り返る－ 

273

ポスターM-Ⅷ-24 COVID-19のクラスターと闘ったスタッフを支えるマネジメント
－ナラティブを活用した分析－ 

273

岡崎 智絵

吉村 紀代

兵庫県

埼玉県

地方独立行政法人明石市立市民病院

所沢ロイヤル病院

ポスターM-Ⅷ-25 介護施設での新型コロナウイルス対策
－看護師在中 1 名の中で、介護職員との連携・協働により取り組んだ感染防止対策の報告－

274
大賀 由美子

千葉県

医療法人社団明生会明生苑

ポスターM-Ⅷ-26 認知症ケアチーム活動報告
－身体拘束実施率からみえたこと－ 

274

ポスターM-Ⅷ-27 A病院の認知症ケアチームの活用状況と今後の課題 

275

ポスターM-Ⅷ-28 排尿ケアチームの取り組みと活動報告 

275

ポスターM-Ⅷ-29 免疫関連有害事象の早期発見とアセスメントの質の向上にむけた取り組み
－チェックシートの運用から質の高い問診をめざして－ 

276

須藤 奉久
大木 美穂

吉野 紗也佳

藤本 尚裕

北海道
群馬県
千葉県

京都府

医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院
原町赤十字病院

帝京大学ちば総合医療センター

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院

27
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ポスターM-Ⅷ-30 リハビリテーションセラピストの転倒・転落リスク評価の視点 
藤綱 太郎

兵庫県

276

三田市民病院

ポスターM-Ⅷ-31 多職種ワークショップで見えてきたパッチテスト（皮膚アレルギー検査）の問題点と看護師の役割  277
久野 千枝

愛知県

藤田医科大学医学部

ポスターM-Ⅷ-32 退院支援実践者の専門性を活かし協働できる取り組み
－ 7 割が緊急入院である A 病院独自の退院困難要因調査票を作成して－ 

277

ポスターM-Ⅷ-33 終末期ケアに関わる看護師の肯定的感情を抱く要因 

278

西井 智子
大畑 優衣

石川県
長野県

加賀市医療センター
長野赤十字病院

Ⅸ. 看護教育（基礎教育）
ポスターM-Ⅸ-１ ワールド・カフェ方式での異学年交流が学生間の連携に及ぼす影響
－解剖生理グループワークによる協同学習－ 
百々 直子

大阪府

第3報

社会福祉法人枚方療育園関西看護専門学校

278

ポスターM-Ⅸ-２ 成人看護学実習：慢性期における視聴覚教材を活用したオンライン実習と臨地実習の
目標到達度の比較検討
－質問紙調査による分析－ 

279

ポスターM-Ⅸ-３ 領域別実習における看護学生支援に対する一般病棟看護師の意識調査
－病棟看護師へのインタビューから、実習指導者としての支援の検討－ 

279

ポスターM-Ⅸ-４ 施設入所高齢者がライフストーリーを語る意義について学生が捉えた施設別の特徴
－実習レポートの分析から－ 

280

ポスターM-Ⅸ-５ 在宅看護論実習記録にみる学生の「関心・意欲・態度」の様相の検討
－情意領域に対する評価の検討－ 

280

ポスターM-Ⅸ-６ 看護の組織文化と転職後に看護を学ぶ学生との関係に関する一考察
－
「看護」と「ヒエラルキー」をキーワードとした文献検討より－ 

281

ポスターM-Ⅸ-７ ルーブリック評価表を用いた沐浴演習における学生の学び 

281

青木 郁子

鈴木 有美

吉原 悦子

首藤 八千子

伊東 美智子
小宮 美絵

岐阜県

東京都

福岡県

大分県

兵庫県
群馬県

ポスターM-Ⅸ-8

中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科

東京衛生アドベンチスト病院

西南女学院大学保健福祉学部看護学科

別府大学附属看護専門学校

神戸常盤大学

高崎総合医療センター附属高崎看護学校

この演題は取下げになりました

ポスターM-Ⅸ-９ 統合実習の実習形態の違いが社会人基礎力に与える影響についての調査 

282

ポスターM-Ⅸ-10 A大学看護学生のCOVID-19に関する認識の現状について 

283

遠藤 美穂子
松永 洋子

宮城県
埼玉県

仙台青葉学院短期大学看護学科

国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

Ⅸ. 看護教育（継続教育）
ポスターM-Ⅸ-11

特定行為研修を組み込んでいる認定看護師教育課程への移行に関する調査
－ A 県内の看護師のニーズ－ 

283

特定行為研修を組み込んだ認定看護師教育課程への移行に関する調査
－認定看護師育成に関する看護管理者の意向－ 

284

看護師の「事例レポート」を活用したリフレクション支援の効果
－看護師長からのリフレクション支援－ 

284

橋本 晶子

ポスターM-Ⅸ-12

中込 洋美

ポスターM-Ⅸ-13

下野 広美

28

山梨県

山梨県

石川県

山梨県立大学看護学部看護学科

山梨県立大学看護学部看護学科

金沢医科大学病院
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ポスターM-Ⅸ-14 化学療法を受ける患者に対する退院指導の実態
－看護師を対象に学習会前後のアンケート調査を実施して－ 

285

ポスターM-Ⅸ-15 緩和ケア病棟に勤務する看護師の緩和ケアへの継続要因に関する研究
－緩和ケアを続けるための具体的支援構築を目指して－ 

285

ポスターM-Ⅸ-16 法人看護教育委員会の取り組み
－実践報告会の効果－ 

286

吉岡 恵美子

須貝 淑子

伊藤 都

徳島県

埼玉県

大阪府

吉野川医療センター

吉川中央総合病院

医療法人協和会協和会病院

Ⅸ. 看護教育（その他）
ポスターM-Ⅸ-17

褥瘡関連文書入力および登録忘れ防止に向けたチェックリストの有効性 

村田 光平

東京都

東京逓信病院

286

ポスターM-Ⅸ-18 術後脱臼予防の指導に関する現状調査
－パンフレット改訂前後の比較から－ 

287

ポスターM-Ⅸ-19 効果的な吸入指導技術の獲得方法の検討
－動画と冊子による技術指導を比較して－ 

287

鳩山 由香

上野 理恵子

福岡県

鹿児島県

田川市立病院

いまきいれ総合病院

Ⅺ. 災害看護
ポスターM-Ⅺ-１ 御嶽山火山噴火災害発生後の急性期に重軽傷者のケアに関わった看護師の判断と実践 
牛山 陽介

長野県

松本短期大学看護学科

288

29

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

一般演題

ポスター（朱鷺）

Ⅰ. 健やかに生まれ育つことへの支援（安全で安心な妊娠・出産）
ポスターT-Ⅰ-１
ポスターT-Ⅰ-２

初めての分娩後における産後１ヶ月の父親の心理 

291

 のサポート量が経産婦のメンタルヘルスに及ぼす影響
夫
－今後の助産師に求められる関わり－ 

291

長谷川 みなみ 福島県

葛西 優衣

埼玉県

一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院

越谷市立病院

Ⅰ. 健やかに生まれ育つことへの支援（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）
ポスターT-Ⅰ-３

月経周期を整える為の生活行動についての実態調査 

倉林 梢

群馬県

上武大学看護学部看護学科

292

Ⅰ. 健やかに生まれ育つことへの支援（子育て包括支援）
ポスターT-Ⅰ-４
ポスターT-Ⅰ-５

夫・配偶者の育児サポートと産後うつの研究の動向と課題 

292

 病院の産後２週間健診における効果の実態と今後の課題
A
－初産・経産婦の比較から－ 

293

在宅移行に向けた医療的ケア児の効果的な退院指導方法 

293

神薗 洋子

小山 直子

ポスターT-Ⅰ-６

山口 菜摘

宮崎県

千葉県
福井県

宮崎県立看護大学別科助産専攻

東千葉メディカルセンター
福井県立病院

Ⅰ. 健やかに生まれ育つことへの支援（障がいを抱える母子への支援）
ポスターT-Ⅰ-７
ポスターT-Ⅰ-８
ポスターT-Ⅰ-９

NICUにおけるファミリーセンタードケアに基づいた看護の現状 

294

ダウン症児の出生から学童期までの日常生活上の母親の取り組み 

294

重症心身障がい児メディカルショートステイ受け入れの準備
－小児科病棟を含む急性期混合病棟での実践報告－ 

295

障がい児とそのきょうだいを持つ母親のきょうだいへの思い 

295

 理的危機を回避できた母親との関わりで見えてきたもの
心
－巨大色素性母斑を持って生まれた児の家族への危機モデルを用いた分析－ 

296

 身麻酔で予定された手術を受ける子どもに同伴入室を行う母親に対する
全
手術室看護師の支援行動 

296

河村 享子
市村 路子

永山 真希

ポスターT-Ⅰ-10
ポスターT-Ⅰ-11

山内 翔子

河野 和子

ポスターT-Ⅰ-12

小原 美里

岐阜県
群馬県

奈良県
東京都

宮崎県

福井県

岐阜大学医学部附属病院

上武大学看護学部看護学科

大和高田市立病院

東京都立北療育医療センター

宮崎県立日南病院

福井大学大学院医学系研究科

Ⅱ. 健康に暮らすことへの支援（セルフケア能力の向上）
ポスターT-Ⅱ-１
ポスターT-Ⅱ-２

高齢白内障手術後患者における退院後の療養生活の実態 

297

回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者のFIM「問題解決」に
焦点を当てた病棟訓練導入
－FIMの向上を図り在宅復帰へ繋げる－ 

297

河野 志保

市園 敏

30

山形県

宮崎県

山形県立新庄病院

一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院
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ポスターT-Ⅱ-３

 疎地域で高齢化する透析導入期患者のセルフケア確立への取り組み
過
－透析導入時指導パンフレットの改善と指導方法を検討する－ 

298

多職種間で意識とケアの統一を図った排泄支援 

298

中途視覚障害をもつ高齢患者が尿路ストーマケアを習得するために介入した１症例 

299

術前から退院後にかけて積極的に骨盤底筋体操を継続してもらうための看護介入 

299

造血器腫瘍患者の感染予防に対する思い 

300

免疫チェックポイント阻害薬治療を受ける肺がん患者の自覚症状出現時の受診行動に
関連する要因 

300

リンパ節廓清術を受けた婦人科悪性腫瘍患者のリンパ浮腫に対する思い 

301

 ピオイドを使用しているがん患者の排便コントロールに向けた取り組み
オ
－排便日誌を活用して－ 

301

 神科デイケア利用者の生活機能の1年後の変化と影響する背景因子
精
－精神科デイケア利用者と外来患者の比較から－ 

302

A精神科病院へ通院する統合失調症患者の再入院に影響する要因分析 

302

心不全看護外来における継続支援
－再入院の可能性が高いと推測された患者との関わり－ 

303

河本 鈴蘭

ポスターT-Ⅱ-４
ポスターT-Ⅱ-５
ポスターT-Ⅱ-６
ポスターT-Ⅱ-７
ポスターT-Ⅱ-８

石川県

鮫島 大輔

東京都

岩本 祥子

神奈川県

岡本 知花

埼玉県

山下 由美子

前川 忍

ポスターT-Ⅱ-９
ポスターT-Ⅱ-10

北海道

緒方 恵

熊本県

伊佐 優子

ポスターT-Ⅱ-11

新潟県

齋藤 深雪

ポスターT-Ⅱ-12
ポスターT-Ⅱ-13

福島県

山形県

齊藤 公子

山梨県

福田 恵

神奈川県

公立宇出津総合病院

一般社団法人巨樹の会蒲田リハビリテーション病院
川崎市立川崎病院

社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院

独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院

新潟厚生連中央綜合病院

山形大学医学部看護学科

地方独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立北病院

社会法人恩賜財団済生会神奈川県病院

ポスターT-Ⅱ-14

循環器疾患をもつ患者に対する看護師の服薬管理方法を決定する時に確認している内容  303

ポスターT-Ⅱ-15

骨粗鬆症治療薬テリパラチド（フォルテオ®)自己注射を導入する患者の思い 

大久保 拓哉
鈴木 美幸

北海道
山形県

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院
山形県立中央病院

304

Ⅱ. 健康に暮らすことへの支援（健康維持・増進）
ポスターT-Ⅱ-16
ポスターT-Ⅱ-17

退院後の高齢在宅療養者の内服管理方法の実態について 

304

 Tバランスチャート®を活用した食支援
K
－誤嚥性肺炎患者に食支援を行った事例についてフレイルの視点を合わせた考察－ 

305

嚥下障害患者に対する食支援の取り組み報告
－指導ができる看護師の育成と実践－ 

305

 復期病棟における経管栄養患者の口腔内改善に向けて
回
－口腔ケアカードを用いて手技の統一を図る－ 

306

在宅療養者の口腔ケアに対する訪問看護師の認識と取り組み 

306

村井 遥介

森口 愛与

ポスターT-Ⅱ-18

井上 有加理

ポスターT-Ⅱ-19

児玉 菜穂

ポスターT-Ⅱ-20

田仲 淑江

富山県

徳島県

鳥取県

東京都
島根県

かみいち総合病院

徳島県立三好病院

鳥取大学医学部附属病院

一般社団法人巨樹の会赤羽リハビリテーション病院
公益社団法人島根県看護協会訪問看護ステーションいずも
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ポスターT-Ⅱ-21

 倒ハイリスク状態の慢性期統合失調症患者に関する転倒予防の取り組み
転
－ロコモ体操による認識や移動能力の変化に注目して－ 

307

２型糖尿病患者が病気を抱えたことに伴い家族に抱く思い 

307

 尿病性腎症に関連した看護研究の動向
糖
－テキストマイニングを用いた論文タイトルの分析－ 

308

長期臥床治療を要する化膿性脊椎炎患者の苦痛に対する看護師の認識 

308

 護師による尿管結石患者への退院指導に関する実態調査
看
－効果的な退院指導にむけて－ 

309

介護付き有料老人ホーム入居中の認知症高齢者に対する
コミュニケーションロボット活用の効果 

309

Aセンターレディース検診受診者の特徴及び検診への評価 

310

Aセンターレディース検診受診者がレディース検診受診を選択する要因 

310

20-30歳代の保健指導はHbA1c悪化を抑制する
－保健指導前後の健康診断結果の比較－ 

311

女性看護師の下肢むくみに対するメドマーの有効性 

311

看護師のレジリエンス促進および高さに関連した要因 

312

家庭用浄水器から流水する水の細菌発生の実態 

312

 ルコール飲料による手指消毒の有効性について
ア
－アルコール飲料の消毒効果、手荒れなどの使用感の検証－ 

313

新田 雄貴

ポスターT-Ⅱ-22
ポスターT-Ⅱ-23

高橋 郁美

河崎 薫

ポスターT-Ⅱ-24
ポスターT-Ⅱ-25

奥田 葵

田中 智子

ポスターT-Ⅱ-26

横島 啓子

ポスターT-Ⅱ-27
ポスターT-Ⅱ-28
ポスターT-Ⅱ-29

ポスターT-Ⅱ-31
ポスターT-Ⅱ-32
ポスターT-Ⅱ-33

福島県

富山県
広島県

長崎県

神奈川県

八十島 裕美子 富山県
泉 孝子

米澤 夕紀

ポスターT-Ⅱ-30

福井県

松永 由美子
井田 伸人
岡川 寛

岡 美由紀

富山県

埼玉県
山口県
群馬県
兵庫県

奈良県

福井県立病院

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

厚生連滑川病院

医療法人 JR 広島病院

日本赤十字社長崎原爆病院

国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科
かみいち総合病院
かみいち総合病院

医療法人社団愛友会上尾中央総合病院
医療法人社団宇部興産中央病院

高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科
千里金蘭大学看護学部

大和高田市訪問看護ステーション

Ⅱ. 健康に暮らすことへの支援（健康危機管理）
ポスターT-Ⅱ-34
ポスターT-Ⅱ-35
ポスターT-Ⅱ-36

ICタグを用いた病院面会者に手指衛生行動に関する観察研究 

313

慢性維持透析患者の感染予防対策に関する意識調査 

314

 尿病性舞踏病を発症した２型糖尿病患者への看護師の関わり
糖
－不随意運動による転倒事例からの学び－ 

314

大杉 拓矢

大松 由香子

宮良 富子

福井県
石川県

沖縄県

福井大学医学部附属病院
公立能登総合病院

医療法人緑水会宜野湾記念病院

Ⅲ. 緊急・重症な症状から回復することへの支援（緊急・重篤な状態の患者の臨床推論と実践）
ポスターT-Ⅲ-１

 骨動脈穿刺による心臓カテーテル術後の腫脹対応（第２報）
橈
－簡易化した腫脹対応プロトコール使用の効果－ 

若松 美智代

32

福島県

いわき市医療センター
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ポスターT-Ⅲ-２

 来の背板とJRC蘇生ガイドライン2015推奨の背板を用いた胸骨圧迫の質の検証
従
－パイロットスタディ－ 

315

救急初療で外来看護師が実践する看護ケア 

316

救急外来リーダー看護師の臨床判断の実態と手がかり 

316

 AM－ICUを用いたHCUでのせん妄評価の考察
C
－CAM-ICU陰性と評価した後に陽性となった１例－ 

317

ICDSCを用いた集中治療部におけるせん妄発症の実態とその要因 

317

熟練看護師におけるせん妄予防ケアの実態調査
－必要性の判断要因とケアに焦点をあてて－ 

318

NICU熟練看護師の暗黙知
－気管挿管された早産児のハンドリング場面の分析から－ 

318

t-PA治療中に待機する患者の家族に対する熟練看護師の看護実践 

319

八田 圭司

ポスターT-Ⅲ-３
ポスターT-Ⅲ-４
ポスターT-Ⅲ-５

若林 妙子
高安 真矢

塩崎 史起

ポスターT-Ⅲ-６
ポスターT-Ⅲ-７

吉田 佐織

安東 由依

ポスターT-Ⅲ-８

青木 絵里香

ポスターT-Ⅲ-９

石川 太朗

兵庫県
富山県

神奈川県

茨城県
青森県

大分県

東京都
愛知県

市立ひらかた病院

佐久大学大学院看護学研究科
国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院

筑波大学附属病院

独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院

大分赤十字病院

東京都立大塚病院
碧南市民病院

Ⅲ. 緊急・重症な症状から回復することへの支援（患者の回復と質の改善①）
ポスターT-Ⅲ-10

経カテーテル大動脈弁植え込み術（TAVI）を受けたA氏の経過の振り返りから
外来看護を考える 

319

上部消化管癌患者の術前の栄養状態、フレイル・サルコペニアの実態 

320

顎間固定術に対する患者参加型パンフレットの作成と検証 

320

 位補助クッション使用による下肢手術患者の腓骨神経麻痺予防
体
－下肢の外旋予防に焦点をあてて－ 

321

 術室内における口角の水分量の経時的変化
手
－滅菌オリーブワセリン塗布による保湿効果の検討－ 

321

整形外科における看護師の術後せん妄の認識に関する実態調査 

322

高齢消化器外科手術患者に対するパンフレットを活用した見当識訓練による
術後せん妄予防及び改善効果 

322

ICUでの早期離床に対する看護師の意識変化
－離床フローシートを作成して－ 

323

術後患者の早期離床が行えた事例から離床を促進した要因を振り返る 

323

人工股関節置換術後の自主リハビリテーションにやる気ボードを活用した効果 

324

石原 めぐみ

ポスターT-Ⅲ-11
ポスターT-Ⅲ-12
ポスターT-Ⅲ-13

渦原 晋子
伊波 千尋

豊住 泰之

ポスターT-Ⅲ-14

井田 瞳

ポスターT-Ⅲ-15
ポスターT-Ⅲ-16

髙橋 麻衣子

熊谷 正範

ポスターT-Ⅲ-17

今野 泉

ポスターT-Ⅲ-18
ポスターT-Ⅲ-19

藤原 美奈

佐藤 亜耶子

東京都
兵庫県
東京都

熊本県

新潟県
北海道

東京都

山形県
愛知県
岩手県

三井記念病院

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院
東京都立多摩総合医療センター

熊本リハビリテーション病院

新潟大学医歯学総合病院
北海道整形外科記念病院

東京都立墨東病院

山形県立新庄病院
碧南市民病院
盛岡市立病院

33
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ポスターT-Ⅲ-20

 IEPの術後安静中に患者が感じる苦痛
D
－苦痛緩和につながる看護の実現に向けて－ 

324

胸腔鏡下で呼吸器外科手術を受けた患者の肩痛に有効な対処方法の検討 

325

 後疼痛を訴える患者を観察する看護師の着目点
術
－鎮痛薬を使用の有無で比較して－ 

325

消化器外科手術後に合併症を発症した患者・家族に対する看護師の思いと行動 

326

術後高齢患者の援助に葛藤を抱える病棟看護師への支援
－副師長の役割と課題－ 

326

術後腸管運動促進に向けての取り組み
－チューイングガム咀嚼を取り入れて－ 

327

肩関節鏡手術を受けた患者が抱える術後および退院後の不安・疑問の実態調査 

327

岸 愛実

ポスターT-Ⅲ-21
ポスターT-Ⅲ-22

吉田 七美

堀 達哉

ポスターT-Ⅲ-23
ポスターT-Ⅲ-24

福田 美穂

江坂 奈美

ポスターT-Ⅲ-25

東山 知佳

ポスターT-Ⅲ-26

黒木 明寿香

群馬県
北海道

石川県
富山県

大阪府

福岡県
大阪府

前橋赤十字病院

NTT 東日本札幌病院

公立能登総合病院
富山赤十字病院

地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター

福岡大学筑紫病院

大阪済生会野江病院

Ⅲ. 緊急・重症な症状から回復することへの支援（患者の回復と質の改善②）
ポスターT-Ⅲ-27
ポスターT-Ⅲ-28

A病棟におけるCOVID-19患者の早期リハビリテーション介入の効果 

328

 神科病院における特定行為実践
精
－COVID-19クラスターで発生した褥瘡患者の実際－ 

328

COVID-19陽性の高齢患者に対する摂食嚥下機能回復に向けた取り組み 

329

救命救急センターにおけるCOVID-19に伴う面会制限中の看護師の思いと対応 

329

面会が出来ない状況下で、長期入院となっている患者の家族支援
－マッカバンの二重ABCXモデルを用いて看護介入を振り返る－ 

330

吉田 順子

高橋 歩

ポスターT-Ⅲ-29
ポスターT-Ⅲ-30
ポスターT-Ⅲ-31

岩崎 せりな
橋本 裕子

清水 千晶

埼玉県

東京都
香川県
東京都

大分県

ポスターT-Ⅲ-32
ポスターT-Ⅲ-33
ポスターT-Ⅲ-34
ポスターT-Ⅲ-35

東京都立松沢病院

香川大学医学部附属病院
武蔵野赤十字病院

大分県立病院

この演題は取下げになりました
排尿障害リスクアセスメントシート活用による排尿ケアチームの活動評価 

331

重症患者のせん妄と排便状況の現状調査 

331

A病院地域包括ケア病棟におけるデイケアの効果
－せん妄症状への効果－ 

332

後藤 憂香

西﨑 由里子

松下 侑太

青森県
長野県

京都府

青森県立中央病院

信州大学医学部附属病院

三菱京都病院

ポスターT-Ⅲ-36 「口から食べたい！」を叶えた看護
 
－摂食嚥下障害のある超高齢者への多職種協働による食支援－ 

332

ポスターT-Ⅲ-37

急性期病棟における高齢者へのレクリエーション導入によるQOLの変化 

333

 養病棟におけるミトン装着患者の拘束解除への援助
療
－生活の質の向上への取り組み－ 

333

千葉 梨沙

ポスターT-Ⅲ-38

吉田 綾

丸元 枝里子

34

さいたま赤十字病院

宮城県

神奈川県

岡山県

日本赤十字社石巻赤十字病院
東海大学医学部付属大磯病院

社会福祉法人岡山博愛会病院
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Ⅲ. 緊急・重症な症状から回復することへの支援（治療提供や新たな医療技術における倫理判断と意思決定）
ポスターT-Ⅲ-39
ポスターT-Ⅲ-40

小児集中治療科の治験の同意を判断する際の母親の思い 

中本 貴之

東京都

東京都立小児総合医療センター

334

IVR科外来でのインフォームドコンセントにおいて患者が同席看護師に求めている看護  334

岸本 千幸

大阪府

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター

Ⅳ. 住み慣れた地域に戻ることへの支援（円滑な在宅移行支援）
ポスターT-Ⅳ-１
ポスターT-Ⅳ-２

精神科救急病棟の措置入院患者の現状分析 

335

 経難病の子どもを持つ親の在宅療養選択に影響した要因
神
－発作を繰り返し長期入院していたミトコンドリア脳筋症患児の１例－ 

335

TAVI後高齢患者と家族が自宅退院を実現させた事例 

336

高齢者の身体抑制に対する患者の家族の思い 

336

地域包括ケア病棟から自宅に退院する認知症高齢患者の家族が担う内服管理の実態調査
－退院時と退院１か月後を比較して－ 

337

在宅酸素機器を初回導入した慢性呼吸不全患者の在宅療養生活の実態調査
－患者１人１人の生活に沿った退院指導に向けて－ 

337

急性期病棟に勤務する看護師の退院支援の実態 

338

地域包括ケア病棟看護師が抱える介護支援専門員との連携における現状と課題 

338

地域包括ケア病床における病棟看護師の退院支援・退院調整実践能力の現状 

339

 病棟から円滑に在宅へ移行するために
B
－ケアマネジャーへのアンケート調査を通して－ 

339

 棟看護師が担う退院支援への役割に対する認識とその課題
病
－患者が安心して地域で療養出来るために－ 

340

退院支援時の多職種連携における看護師の役割
－患者と家族で退院の意向に相違があった１事例を通して－ 

340

終末期がん患者の在宅移行を支える病棟看護師の役割と今後の課題 

341

地域包括ケア病棟の退院支援における受け持ち看護師役割の意識と変化 

341

ICUから病棟へ繋ぐ退院支援とはなにか
－関連職種への半構成的面接を実施して－ 

342

 知症患者に対する入院前カンファレンス実施の後の変化
認
－経験年数別による看護師の態度と行動の変化－ 

342

馬場 俊輔

矢島 はるか

ポスターT-Ⅳ-３
ポスターT-Ⅳ-４
ポスターT-Ⅳ-５

後藤 みどり
冨永 久美

木下 暢子

ポスターT-Ⅳ-６

藤木 千穂

ポスターT-Ⅳ-７
ポスターT-Ⅳ-８
ポスターT-Ⅳ-９
ポスターT-Ⅳ-10

吉川 みゆき
小林 麻衣
水野 奈美

早坂 恵理

ポスターT-Ⅳ-11

米田 和子

ポスターT-Ⅳ-12

宮本 晴加

ポスターT-Ⅳ-13
ポスターT-Ⅳ-14
ポスターT-Ⅳ-15

郡司 沙季
安達 祐子

中原 萌花

ポスターT-Ⅳ-16

野﨑 茜

佐賀県

東京都

北海道
岡山県

石川県

福井県

鳥取県
群馬県
富山県

栃木県

宮城県

富山県
大阪府
島根県

京都府

千葉県

独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター

東京都立神経病院

社会医療法人社団愛心館愛心メモリアル病院
岡山市立せのお病院

公立能登総合病院

福井県立病院

労働者健康安全機構山陰労災病院
原町赤十字病院

かみいち総合病院

社会医療法人博愛会菅間記念病院

公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院

かみいち総合病院

地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター
島根県済生会江津総合病院

健康会新京都南病院

日本医科大学千葉北総病院
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ポスターT-Ⅳ-17

 続看護に必要な情報提供を目指して
継
－看護サマリーの充実に向けての取り組み－ 

343

病院外来における在宅療養支援を促進する看護管理 

343

 院外来における在宅療養支援進展に向けた課題への対応
病
－病院看護管理者への聞き取り調査から－ 

344

A県内の退院支援・調整活動の推進における病院看護管理者が認識する課題 

344

小畑 文

ポスターT-Ⅳ-18
ポスターT-Ⅳ-19

宮崎県

滝下 幸栄

中津 みつる

ポスターT-Ⅳ-20

高橋 晶

京都府

京都府
奈良県

潤和会記念病院

京都府立医科大学医学部看護学科

公益社団法人京都府看護協会

天理医療大学医療学部看護学科

Ⅳ. 住み慣れた地域に戻ることへの支援（退院後の生活の調整）
ポスターT-Ⅳ-21

退院調整部門が介入した脳神経外科緊急入院患者の実態 

345

患者家族が幸せと安心を感じる地域生活を送るために
－患者家族、B病棟 看護師へのアンケート調査を通して－ 

345

ポスターT-Ⅳ-23 「病棟看護師の退院支援における包括的評価指標」を用いたA病院病棟看護師の
 
退院支援の実態調査
－退院支援の重要性の認識に着目－ 

346

ポスターT-Ⅳ-24

A病院地域包括ケア病棟に於ける退院支援リンクナース制度の課題 

346

 任退院支援看護師の成長に関連する経験
新
－病棟看護師との関係に焦点をあてて－ 

347

 任退院支援看護師の成長に関連する経験
新
－退院支援部門への配属直後に感じる困難に焦点を当てて－ 

347

 域連携を推進するための「ケアマネジャー・訪問看護師直通電話」の
地
設置に関する報告 

348

急性期病棟に入院する患者への退院前自宅訪問の効果 

348

新病院移転に伴う外来・入退院支援部門の継続看護の取り組み 

349

ポスターT-Ⅳ-22

瀧本 久美子

大野 恵美

山根 果林

ポスターT-Ⅳ-25

山本 彩香

前田 朝子

ポスターT-Ⅳ-26

立崎 恵美子

ポスターT-Ⅳ-27

千石 千鶴

ポスターT-Ⅳ-28
ポスターT-Ⅳ-29

武井 千草
石渡 未来

鳥取県

栃木県

徳島県
愛媛県

北海道

北海道

神奈川県
群馬県

神奈川県

独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院

社会医療法人博愛会菅間記念病院

徳島県立三好病院

医療法人千寿会道後温泉病院

天使大学看護栄養学部看護学科

医療法人エム・ティー・エヌ北海道泌尿器科記念病院

恩賜財団済生会横浜市南部病院

独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院
横浜市立市民病院

Ⅳ. 住み慣れた地域に戻ることへの支援（訪問看護）
ポスターT-Ⅳ-30
ポスターT-Ⅳ-31
ポスターT-Ⅳ-32
ポスターT-Ⅳ-33

終末期における在宅療養者と家族との看取り 

349

医療処置が必要となった療養者、家族の在宅での実施状況と課題 

350

A訪問看護ステーションの新規訪問看護介入者における24時間緊急連絡電話の実態 

350

高橋 研

林 ありさ
坂口 美香

富山県
長野県

JA 秋田厚生連雄勝中央病院
厚生連高岡訪問看護ステーション
長野赤十字訪問看護ステーション

訪問看護師の褥瘡ケアに関する調査
－病院と訪問看護ステーションの連携強化による褥瘡ケアの充実と再発予防を目指して－  351

滋野 幸絵
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秋田県

東京都

公立阿伎留医療センター
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ポスターT-Ⅳ-34

皮膚・排泄ケア認定特定看護師が在宅で特定行為を実施した実践報告 

大山 瞳

茨城県

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

351

Ⅴ. 疾病・障がいとともに暮らすことへの支援（疾病および障がいの重症化予防）
ポスターT-Ⅴ-１

 児1型糖尿病初発患者への患者教育の検討
小
－入院中と退院後の患者のセルフケアの比較－ 

352

A病院外来に通院している高齢インスリン治療患者の実態と課題 

352

口腔汚染が著明な患者に対する誤嚥性肺炎予防を目的とした介入の考察 

353

 汎子宮全摘出術後に補助療法を受ける患者の排尿障害に対する思いの変化と
広
対処行動についての質的研究 

353

ストーマセルフケアに患者と家族の目線を取り入れたDVD視聴と目標達成シートを
用いた効果 

354

傍ストーマヘルニアを併発した高齢がん末期患者の訪問看護
－便漏れにより様々な苦痛が生じた事例への関わり－ 

354

定期的な内服カンファレンスの導入
－脳血管疾患患者の内服自己管理移行率の向上に向けて－ 

355

失語症患者との関わりで重要な要素となる傾聴について分析
－症例から信頼関係を構築する過程を検討－ 

355

在宅で過ごす前頭側頭型認知症者の行動変容を導いた多職種の連携した取り組み 

356

認知高齢者の転倒予防に向けての取り組み 

356

神経精神科病棟看護師における認知症者への術前期のケア 

357

訪問看護を軸にしたアルコール依存のあるホームレス経験者の地域生活定着支援 

357

統合失調症患者の睡眠に関する文献レビュー 

358

精神科医療における緩下剤処方の実態 

358

平山 翔子

ポスターT-Ⅴ-２
ポスターT-Ⅴ-３
ポスターT-Ⅴ-４

石川 真弓
加藤 修人

鷲田 明子

ポスターT-Ⅴ-５

林 玲奈

ポスターT-Ⅴ-６

福島 香織

ポスターT-Ⅴ-７

兼田 祥子

ポスターT-Ⅴ-８

平田 沙織

ポスターT-Ⅴ-９
ポスターT-Ⅴ-10
ポスターT-Ⅴ-11
ポスターT-Ⅴ-12
ポスターT-Ⅴ-13
ポスターT-Ⅴ-14

坂井 純子

松永 佳澄弥
中山 和昭
水谷 聖子

村田 ひとみ
岸 美智子

大阪府
新潟県
茨城県

石川県

福島県

静岡県

兵庫県

静岡県
長野県
熊本県
富山県

愛知県

埼玉県
岡山県

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター
社会医療法人桑名恵風会桑名病院
筑波大学附属病院

金沢大学附属病院

いわき市医療センター

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会訪問看護ステーションしずおか

西宮渡辺心臓脳血管センター

焼津市立総合病院

社会医療法人健和会健和会病院
医療法人起生会表参道吉田病院
かみいち総合病院

日本福祉大学看護学部看護学科

大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科
地方独立行政法人岡山県精神科医療センター

Ⅴ. 疾病・障がいとともに暮らすことへの支援（療養と就業の両立）
ポスターT-Ⅴ-15

在宅療養中がん終末期利用者への就労支援についての看護師の関わり
－仕事の悩みから派生するスピリチュアルペインへの支援－ 

大友 ゆきえ

東京都

在宅療養支援ステーション楓の風世田谷サテライト

359

Ⅴ. 疾病・障がいとともに暮らすことへの支援（本人と家族の意思尊重、意思決定支援）
ポスターT-Ⅴ-16

A病院で外来化学療法をうける患者と家族の食事に対する思いの考察 

山田 静香

沖縄県

沖縄県立中部病院

359
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ポスターT-Ⅴ-17
ポスターT-Ⅴ-18
ポスターT-Ⅴ-19
ポスターT-Ⅴ-20
ポスターT-Ⅴ-21
ポスターT-Ⅴ-22
ポスターT-Ⅴ-23
ポスターT-Ⅴ-24
ポスターT-Ⅴ-25
ポスターT-Ⅴ-26
ポスターT-Ⅴ-27
ポスターT-Ⅴ-28
ポスターT-Ⅴ-29

化学療法を受けているがん患者が治療継続に対して抱く思い 

360

化学療法曝露対策で着用する個人防護用具の説明方法で患者が受ける印象の違い 

360

肺癌手術終了後に患者の家族が抱く思い 

361

若年婦人科がん患者を支えるパートナーの体験 

361

有料個室に入院する患者が抱く不安と他の患者との交流に対する希望 

362

退院決定の判断における患者・家族間の意思決定についての現状と課題 

362

新型コロナウイルス感染症患者・家族の意思決定支援の現状 

363

救急看護師のCOVID-19患者に対する看護実践 

363

新型コロナウイルス感染症患者の意思決定支援につながる思いへの看護実践 

364

神経筋難病患者と家族との関わりの中で看護師が感じる陰性感情 

364

意思の伝達が困難な患者の「その人らしさ」と「その人らしさ」を踏まえたケア 

365

認知症患者の自分史を聞き取る関わりが看護師に与えた影響 

365

遠藤 仁美

金築 冬摘如
若狭 莉子
高野 和美
國分 佳代
平山 英子
兒島 育穂

村尾 めぐみ
宮本 朋子
相澤 舞

矢崎 綾乃
河嶋 有美

ポスターT-Ⅴ-31

秋田県
東京都
福島県
青森県
奈良県
大阪府
奈良県
新潟県
長野県
富山県

島根県立中央病院

JA 秋田厚生連大曲厚生医療センター
がん・感染症センター東京都立駒込病院
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院
つがる西北五広域連合つがる総合病院
奈良県立医科大学附属病院
市立ひらかた病院

奈良県立医科大学附属病院

独立行政法人国立病院機構新潟病院
健和会病院

公立学校共済組合北陸中央病院

福岡県

飯塚病院

366

脳卒中患者の思いが語られる清潔ケアにおける看護師の関わり 

366

 思決定支援の質向上に向けた取り組み
意
－アドバンス・ケア・プランニングに関する認知調査－ 

367

 SSDM（共有型看護相談モデル）を用いたがん患者の事例検討会が病棟看護師の
N
意思決定支援にあたえる影響 

367

木本 沙織里

小谷 夏來

ポスターT-Ⅴ-32

島根県

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

「トイレで排泄したい」と希望する高齢の多発性骨髄腫患者へのケアで生じた看護師の
 
倫理的ジレンマ 
上田 紋子

ポスターT-Ⅴ-30

福島県

福岡 優花

福島県

奈良県

東京都

一般財団法人太田綜合病院附属西ノ内病院

大和高田市立病院

公立阿伎留医療センター

Ⅵ. 穏やかに死を迎えることへの支援（苦痛と不安の緩和）
ポスターT-Ⅵ-１
ポスターT-Ⅵ-２
ポスターT-Ⅵ-３
ポスターT-Ⅵ-４

がん看護に携わる病棟看護師の臨死期患者へのレスキュードーズ使用に対するジレンマ  368
山田 友里奈

東京都立多摩総合医療センター

終末期慢性呼吸器疾患患者のオピオイド導入時に看護師が大切にしていること 

368

中小規模病院看護師のがん疼痛ケア実践力の実態 

369

がん患者へアロマセラピーを取り入れた足湯の効果
－がん関連倦怠感をCFSとNRSで評価して－ 

369

古谷 愛子
辻 ちよ美

佐野 明世

38

東京都
富山県

神奈川県

石川県

富山赤十字病院

湘陽かしわ台病院

金沢医科大学病院
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Ⅵ. 穏やかに死を迎えることへの支援（死に関する予測の告知と意思決定支援）
ポスターT-Ⅵ-５
ポスターT-Ⅵ-６
ポスターT-Ⅵ-７

心不全ステージB・C患者の死生観を明らかにする 

370

家族のサポートが見込めない終末期患者の意思決定支援に関する現状と課題 

370

 化器外科病棟におけるがん終末期患者の療養先決定のタイミングの違いによる
消
療養先移行の実態 

371

急性期A病院のがん看護における意思決定支援の現状とACPの認識 

371

血液がん患者に対するアドバンス・ケア・プランニングの実践 

372

 病院療養病棟看護師が考える患者家族へのアドバンス・ケア・プランニングの
A
働きかけ 

372

築山 悠

石川県

井手 径子

竹嶋 佳織

ポスターT-Ⅵ-８
ポスターT-Ⅵ-９
ポスターT-Ⅵ-10

阪本 祐子

茂垣 さくら

戸田 直子

滋賀県

滋賀県

岡山県
東京都

富山県

公立能登総合病院

国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院

大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程
地方独立行政法人岡山市立総合医療センター
東京都立多摩総合医療センター

公立学校共済組合北陸中央病院

Ⅵ. 穏やかに死を迎えることへの支援（看取りケア）
ポスターT-Ⅵ-11

 県における在宅看取りを希望する訪問看護利用者の最期に関する実態調査
A
－情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイドライン策定後－ 

清水 民枝

ポスターT-Ⅵ-12

ポスターT-Ⅵ-14
ポスターT-Ⅵ-15

ポスターT-Ⅵ-17
ポスターT-Ⅵ-18
ポスターT-Ⅵ-19

ポスターT-Ⅵ-21

373

神経難病患者の看取りにかかわる看護師の思い 

374

 域包括ケア病棟看護師のがん看護に対する困難感
地
－アンケート結果から見えた課題－ 

375

一般病棟での終末期肺がん患者とのコミュニケーション場面における困難 

375

医療型療養病棟看護職が夜間帯に抱える不安についての考察 

376

透析室における事前指示書導入による看護師の終末期医療に対する意識の変化 

376

 CUの看取りの環境について
H
－患者家族のインタビューからみえてきたこと－ 

377

終末期がん患者において家族が本人らしく最期を迎えられたと思えた要因とは何か 

377

節目に合わせて送付するグリーフカードの評価
－受け取る遺族の思いに関する調査から－ 

378

 和ケア病棟における予後予測スケールの効果
緩
－多職種からみた看護ケアの向上－ 

378

長田 祥子

田中 麗菜
青山 陽一

中島 智香子

浅賀 未来

吉田 千華

ポスターT-Ⅵ-22

東京都立多摩総合医療センター

374

内山 志穂里

ポスターT-Ⅵ-20

東京都

373

婦人科悪性疾患の終末期患者のケアに携わる看護師の思い 

佐藤 牧子

小野 詩穂

ポスターT-Ⅵ-16

公益社団法人新潟県看護協会訪問看護ステーションみつけ

“第1波”A病院におけるCOVID-19患者の看取り
 
－感染管理と患者の尊厳の狭間で大切にしたこと－ 
高木 悦子

ポスターT-Ⅵ-13

新潟県

大石 真紀子

静岡県
熊本県

茨城県

福井県
群馬県

富山県

長野県

静岡県

福島県

大阪府

焼津市立総合病院

医療法人清和会水前寺とうや病院

公益社団法人地域医療振興協会石岡第一病院
福井赤十字病院
原町赤十字病院

黒部市民病院

健和会病院

NTT 東日本伊豆病院

いわき市医療センター

公益財団法人浅香山病院

39
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ポスターT-Ⅵ-23
ポスターT-Ⅵ-24

内科病棟の看護師が緩和ケアチームへの介入依頼を困難に感じている要因 

379

 療の限界を理解し退院を望んだ末期心不全患者の退院支援
治
－患者・家族の本意に沿って希望を叶えたチームの協働－ 

379

 齢者施設での看取りにおける看護職の役割と期待
高
－高齢者施設職員のアンケート結果から－ 

380

片貝 友奈

吉田 敦子

ポスターT-Ⅵ-25

千葉 由美子

群馬県

原町赤十字病院

新潟県

社会医療法人桑名恵風会桑名病院

宮城県

栗原市在宅医療・介護連携支援センター

Ⅷ. 看護管理（看護の質管理①）
ポスターT-Ⅷ-１

COVID-19を受け入れたA病院における看護師のストレス
－手探りで対応した第一波－ 

380

コロナ感染症に対応する救急看護師の心理負担 

381

COVID-19流行下における新人看護師のストレスとストレスコーピングの実際 

381

新型コロナウイルス感染症対応による看護師の体験 

382

新型コロナウイルス感染症患者の受け入れを行った看護師の感情変化の傾向 

382

新型コロナウイルス感染症患者の看護を経験した看護師の職業認識 

383

COVID-19病棟で働く看護師の不安項目と支援時期の検証
－産業カウンセラーによる面談を通して－ 

383

COVID-19 病棟におけるやりがい感を高める職場環境構築のための管理者の役割 

384

河合 真由

ポスターT-Ⅷ-２
ポスターT-Ⅷ-３
ポスターT-Ⅷ-４
ポスターT-Ⅷ-５
ポスターT-Ⅷ-６
ポスターT-Ⅷ-７

前田 晃史
半谷 翔平
岡田 直子
永井 亜湖
森 章恵

堀込 克代

ポスターT-Ⅷ-８
ポスターT-Ⅷ-９
ポスターT-Ⅷ-10
ポスターT-Ⅷ-11

穂積 智子

岩田 江利子

東京都
岐阜県
埼玉県

静岡県
東京都

東京都立多摩総合医療センター

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院
公益社団法人地域医療振興協会市立恵那病院
深谷赤十字病院

順天堂大学医学部附属静岡病院

がん感染症センター都立駒込病院

東京都

公立阿伎留医療センター

福岡県

北海道

385

社会医療法人財団池友会新行橋病院

A地域センター病院のCOVID-19病棟における看護実践報告
－看護師の経験と看護の実践－ 

第１報

砂川市立病院

385

 地域センター病院のCOVID-19病棟における看護実践報告 第２報
A
－COVID-19専用病棟に従事する看護師が感じる学習に関するニーズ－ 

386

 地域センター病院のCOVID-19病棟における看護実践報告
A
－看護に対する患者評価－ 

第３報

386

 地域センター病院のCOVID-19病棟における看護実践報告
A
－病棟管理者の管理実践と今後の課題－ 

第４報

島本 真純

ポスターT-Ⅷ-14

東京都

市立ひらかた病院

感染に特化した看護事業継続計画運用で得た効果と課題 

森谷 麻紗代

飯尾 里美

ポスターT-Ⅷ-13

大阪府

川崎市立川崎病院

新型コロナウイルス感染症患者受け入れ準備と運営にあたった病棟管理者の経験の把握  384

大井 裕美子

ポスターT-Ⅷ-12

神奈川県

細海 加代子

北海道

北海道

北海道

砂川市立病院

砂川市立病院

砂川市立病院

387

Ⅷ. 看護管理（看護の質管理②）
ポスターT-Ⅷ-15

40

病院経営マネジメントツールを使用した看護管理の実際 

森木 妙子

高知県

高知大学医学部看護学科

387
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ポスターT-Ⅷ-16
ポスターT-Ⅷ-17
ポスターT-Ⅷ-18
ポスターT-Ⅷ-19

スタッフのコスト管理意識を高め、算定漏れを減少させる試み 

388

ペアを組んで看護業務を実践することが新人看護師実践能力向上に及ぼす効果 

388

PNS®導入前後における看護の質的な変化と看護師の負担軽減の検証 

389

外来看護師における役割の再認識と今後の課題
－定期的なケースカンファレンス実施により見えたこと－ 

389

指定管理者制度に基づき大学が管理する地域医療を担う病院に異動した看護師の
役割意識の変化 

390

 性期病棟における退院支援の業務内容に関する調査・退院支援専従の役割を担う
急
病棟看護師の導入を目指して 

390

急性期病棟における多職種デスカンファレンスによる看護師の現状と効果について 

391

LGBTQ当事者対応において医療機関が求める支援
－A県A地域の調査より－ 

391

A病院における整形外科外来の待ち時間に対する取り組み
－患者サービスの向上に向けた待ち時間の提示－ 

392

中山 美里

田中 ひとみ
深田 陽介

中山 千里

ポスターT-Ⅷ-20

松岡 賢吾

ポスターT-Ⅷ-21

荻原 香瑞誉

ポスターT-Ⅷ-22
ポスターT-Ⅷ-23

高橋 江里奈

林 久美子

ポスターT-Ⅷ-24

野崎 真子

大阪府
静岡県
大阪府

岡山県

宮崎県

長野県
埼玉県

岐阜県

岩手県

社会福祉法人愛徳福祉会大阪発達総合療育センター
順天堂大学医学部附属静岡病院

地方独立行政法人市立東大阪医療センター

天和会松田病院

宮崎大学医学部附属病院コミュニティ・メディカルセンター

安曇野赤十字病院

医療法人社団伊奈病院

中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科

栃内病院

Ⅷ. 看護管理（看護の質管理③）
ポスターT-Ⅷ-25
ポスターT-Ⅷ-26
ポスターT-Ⅷ-27
ポスターT-Ⅷ-28

臨床看護師のキャリア別にみたジェネレーションギャップ 

392

臨床経験年数３年目の看護師が抱いている感情とその要因に関する考察 

393

ICUにおけるメンバーシップの育成過程からみえた現場教育課題 

393

 任看護師がとらえた理想の「臨床教育看護師」像とは
主
－１年間のワーキンググループ活動に取り組んで－ 

394

看護師長が求める副看護師長の姿 

394

中間看護管理者の職務遂行上の困難と関連する要因の検討
－新任期と新任期以降の中間看護管理者の比較－ 

395

地域病院における病棟看護師長の役割に関する認識 

395

中規模病院におけるコンピテンシー実践支援を主とした学習会の効果の検証 

396

A大学医学部附属病院における看護師の看護研究に関するニーズ調査 

396

看護管理者における看護マネジメントリフレクションの成果 

397

今川 萌子
牛山 陽介
田村 梨圭

上原 香織

ポスターT-Ⅷ-29
ポスターT-Ⅷ-30

小野 恵

戸部 理絵

ポスターT-Ⅷ-31
ポスターT-Ⅷ-32
ポスターT-Ⅷ-33
ポスターT-Ⅷ-34

名越 恵美
山本 美子
内田 幸子

中西 真由美

岡山県
長野県
愛知県

埼玉県
宮城県

長野県
岡山県
福岡県
大分県
北海道

川崎医科大学附属病院
松本短期大学看護学科

社会医療法人杏嶺会一宮西病院

埼玉石心会病院
大崎市民病院

信州大学医学部附属病院

岡山県立大学大学院保健福祉学研究科看護学専攻
国家公務員共済組合連合会千早病院
大分大学医学部附属病院
JA 網走厚生病院

41

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

ポスターT-Ⅷ-35

 NAラダーに他職種ラダーを組み入れ、統一ラダーに活かす試み
J
－２職種団体のラダーで再構築した多職種連携－ 

簗瀬 哲治

栃木県

医療法人報徳会宇都宮病院

397

Ⅷ. 看護管理（看護の質管理④）
ポスターT-Ⅷ-36

精神科病院の看護職者の倫理的行動の実態と関連要因
－第１報－ 

398

 性期病院の看護師が体験した倫理的事例の分析
急
－臨床倫理コンサルテーションの導入を目指して－ 

398

 員対象として倫理的問題の取り組みから見えてきた課題
職
－Jonsen臨床倫理４分割表を導入して－ 

399

看護師が行動制限を行う際に感じる葛藤やジレンマの特徴
－行動制限の最少化に向けて－ 

399

身体抑制の現状と現場看護師の葛藤（第１報） 

400

身体抑制の現状と現場看護師の葛藤（第２報） 

400

混合病棟に勤務する看護師の身体抑制に対する看護実践
－身体抑制患者への看護の質向上に向けて看護実践知を明らかにする－ 

401

A病院看護部倫理委員会における身体拘束減少の取り組みとその成果と課題 

401

急性期病院における身体拘束実施に対する中間管理者としての課題
－看護師のジレンマからの考察－ 

402

 棟管理者が行った身体拘束低減に向けた現状分析
病
－看護師の身体拘束の判断に影響を与える因子に着目して－ 

402

井村 紀代子

ポスターT-Ⅷ-37

酒井 富美

ポスターT-Ⅷ-38

梅原 美香

ポスターT-Ⅷ-39

早田 陽子

ポスターT-Ⅷ-40
ポスターT-Ⅷ-41
ポスターT-Ⅷ-42

中平 葉月
松下 公平

中西 千晶

ポスターT-Ⅷ-43
ポスターT-Ⅷ-44

佐藤 晶子

古屋 曜子

ポスターT-Ⅷ-45

鈴木 英子

新潟県

愛媛県

大阪府

富山県
高知県
高知県

大阪府
静岡県

静岡県

静岡県

医療法人青松会松浜病院

松山赤十字病院

医療法人春秋会城山病院

不二越病院

高知県立幡多けんみん病院
高知県立幡多けんみん病院

市立ひらかた病院
聖隷三方原病院

順天堂大学医学部附属静岡病院

順天堂大学医学部附属静岡病院

Ⅷ. 看護管理（看護の質管理⑤）
ポスターT-Ⅷ-46

 人科外来における内診を受けた患者の印象に対する年齢別相違について
婦
－受診しやすい婦人科外来を目指して－ 

403

ERCP検査体位における腹臥位と半腹臥位の体圧の比較と苦痛の比較 

403

寺内 久美子

ポスターT-Ⅷ-47
ポスターT-Ⅷ-48

家原 奈津子

ポスターT-Ⅷ-50
ポスターT-Ⅷ-51

42

島根県

公立豊岡病院組合立公立豊岡病院
島根県立中央病院

３
 ～６歳の幼児後期の子どもに対する採血時のアセスメント・アルゴリズムを用いた事例検討
－小児科病棟でのアルゴリズムを使用した関わりを通して－ 
404
山口 由依

ポスターT-Ⅷ-49

兵庫県

福岡県

福岡大学筑紫病院

病棟看護師の栄養に関する観察の現状調査 

404

B病棟看護師の糖尿病看護に対する意識調査 

405

萩田 悠

吉田 美香

長崎県
徳島県

医療法人重工記念長崎病院
徳島赤十字病院

超音波検査の画像情報がもたらす一般病棟看護師のアセスメントに関わる思考への影響  405
加藤 智香

岐阜県

公益社団法人地域医療振興協会市立恵那病院
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ポスターT-Ⅷ-52
ポスターT-Ⅷ-53

脳卒中患者に対し長時間挿入されている尿道留置カテーテル抜去への取り組み 

406

 知症看護認定看護師の夜勤帯における横断的活動に関する一報告
認
－認知症高齢者に対し夜勤看護師が抱く心の余裕の支援に向けて－ 

406

 ん妄ハイリスク患者のせん妄予防に対する取り組み（第１報）
せ
－看護師のせん妄状態の理解度とチェックリストの活用－ 

407

せん妄ハイリスク患者のせん妄予防に対する取り組み（第２報）
－せん妄ハイリスク因子の確認と予防行動－ 

407

手術決定をする外来からの介入の必要な項目を検証 

408

 前訪問記録の見直し
術
－術前訪問用紙の標準化に向けて－ 

408

 灯時間延長がもたらす効果
消
－追加眠剤・転倒転落統計、看護師・患者へのアンケートを通して－ 

409

精神科看護師が考える精神科療養環境の特性（第３報）
－患者のプライバシーや人権に関わる療養環境評価と看護職の属性の分析－ 

409

八島 薫

松高 ゆり

ポスターT-Ⅷ-54

櫻木 真由

ポスターT-Ⅷ-55

西内 美奈

ポスターT-Ⅷ-56
ポスターT-Ⅷ-57

山口 礼

林恵

ポスターT-Ⅷ-58

石川 蓮太朗

ポスターT-Ⅷ-59

鈴木 雪乃

富山県

高知県

高知県

高知県
静岡県

京都府

千葉県

愛知県

富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院

高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病院

高知県立幡多けんみん病院

高知県立幡多けんみん病院

順天堂大学医学部附属静岡病院

新京都南病院

成田赤十字病院

名古屋女子大学健康科学部看護学科

Ⅷ. 看護管理（医療安全 ・感染管理①）
ポスターT-Ⅷ-60
ポスターT-Ⅷ-61
ポスターT-Ⅷ-62

面会禁止時における終末期患者・家族に対する看護師長の方針 

410

COVID-19対象病棟での看護実践を通して経験した学びに関する研究 

410

 OVID19の患児を含めた家族対応
C
－感染症病棟と小児病棟との協働－ 

411

新型コロナウイルス感染症擬似症例受け入れ病棟における看護
－クラスターを経験して得た教訓－ 

411

石関 美那子
井手 厚平

井上 真理子

ポスターT-Ⅷ-63

高木 聡

ポスターT-Ⅷ-64

ポスターT-Ⅷ-66

ポスターT-Ⅷ-68

愛知県

神奈川県

東京都立広尾病院

社会医療法人大雄会総合大雄会病院

日本医科大学武蔵小杉病院

富山県

富山市立富山市民病院

メディカルスタッフへの個人防護具着脱方法教育介入と効果の検証 

412

 ーグル装着に対する反復学習による手術室外回り業務を担当する看護師の
ゴ
ゴーグル装着率の変化
－間接的観察法を用いた評価－ 

413

医療用PHSの汚染状況を明らかにする 

413

手指衛生の実態調査及び遵守率向上と定着への課題 

414

上村 麗子

原田 麻里

ポスターT-Ⅷ-67

東京都

深谷赤十字病院

 病院精神科病棟における精神疾患患者の新型コロナウイルス陽性者受け入れ体制構築から
A
実動までの検証 
412
岡崎 博樹

ポスターT-Ⅷ-65

埼玉県

渡辺 啓示

小岩井 春香

鹿児島県

愛知県
山梨県
長野県

鹿児島県立薩南病院

碧南市民病院
市立甲府病院

長野寿光会上山田病院

43

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

ポスターT-Ⅷ-69
ポスターT-Ⅷ-70

化粧水の細菌汚染状況の実態 

414

医療廃棄物の分別への介入による看護職員の行動変容 

415

生駒 妙香
山西 恵子

大阪府
山口県

千里金蘭大学看護学部看護学科
山陽小野田市民病院

Ⅷ. 看護管理（医療安全 ・感染管理②）
ポスターT-Ⅷ-71
ポスターT-Ⅷ-72

脳神経外科疾患を持つ患者の転倒した要因の分析 

415

転倒転落に対する看護師の行動と意識の変化
－回復期リハビリテーション病棟における取組の効果－ 

416

 児転倒・転落アセスメントツールとビデオスライドによる看護師と付添い者の
小
意識の変化 

416

混合病棟における小児の点滴管理に対する看護師の意識変化
－チェックリストを作成・使用して－ 

417

A病棟における循環器疾患のチューブ類の自己抜去発生の特徴について 

417

２施設間におけるインシデントレポート報告率と属人風土との関連 

418

6R一人双方向型薬剤確認方法の導入に関する認知度と気持ちの変化 

418

 域包括ケア病棟看護師の体動センサー使用に対する意識の変化
地
－体動センサー使用時のチェックリスト・カンファレンスを導入して－ 

419

介護事業所における暴力・ハラスメントの実態調査と取り組み 

419

看護師の医療安全管理者が役割を遂行していく中で感じる醍醐味 

420

長尾 陽菜

西牟田 龍二

ポスターT-Ⅷ-73

永岡 美穂

ポスターT-Ⅷ-74

五十嵐 衛

ポスターT-Ⅷ-75
ポスターT-Ⅷ-76
ポスターT-Ⅷ-77
ポスターT-Ⅷ-78

福田 拓也
小泉 麻美
川上 將

松尾 文

ポスターT-Ⅷ-79
ポスターT-Ⅷ-80

助迫 幸子
井刈 二三

香川県

福岡県

山口県

山形県
山形県
東京都
愛知県

長崎県
広島県
長野県

独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター

飯塚市立病院

山口県済生会下関総合病院

県立新庄病院

山形県立新庄病院

労働者健康安全機構東京労災病院
総合病院南生協病院

日本赤十字社長崎原爆病院

訪問看護ステーションこばたけ
松本協立病院

Ⅷ. 看護管理（労務管理）
ポスターT-Ⅷ-81

 型コロナウイルス協力機関病院における看護師のストレスと対処
新
－コロナ患者の受け入れと対応チーム結成の経験からみえた課題－ 

420

X県における看護職の夜勤・交代勤務における実態調査第２報
－夜勤に焦点をあてて－ 

421

看護師の深夜前の勤務体制別にみた深夜勤務後の疲労度の検討 

421

菊地 恵美

ポスターT-Ⅷ-82

田中 珠実

ポスターT-Ⅷ-83
ポスターT-Ⅷ-84
ポスターT-Ⅷ-85

川村 浩介

青森県

公益社団法人青森県看護協会看護労働環境対策委員会
青森県立中央病院

山梨県

山梨県立大学看護学部

 県内の病院における「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」の
A
準拠状況に影響する要因 

422

A県内病院に勤務する看護師長の認識する「看護職の夜勤・交代勤務ガイドライン」と
ワークエンゲージメントとの関連 

423

山田 光子

44

青森県

公益社団法人地域医療振興協会石岡第一病院

A県における看護師長の「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」の理解度  422

芳賀 了

望月 優子

ポスターT-Ⅷ-86

茨城県

山梨県

山梨県

公益社団法人山梨県看護協会社会経済福祉委員会

山梨県立大学看護学部看護学科
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ポスターT-Ⅷ-87

 性期病院で働いている看護職の原動力
急
－ワーク・ライフ・バランスの視点から－ 

423

A病院職員の時間外労働と私生活に対する満足感の実態 

424

働き続きたいと思う職場を目指して
－明日も職場に行きたいと思えるポジティブワード－ 

424

 施設のモジュール型継続受け持ち方式の検討
自
－時間外労働削減に取り組んだ業務改善の効果－ 

425

固定チームナーシング導入施設における勤務表作成の現状と看護管理の課題 

425

熊野 由奈

ポスターT-Ⅷ-88
ポスターT-Ⅷ-89

渡邉 歩美

富山県
福島県

敦賀谷 小百合 神奈川県

ポスターT-Ⅷ-90

佐藤 幸子

ポスターT-Ⅷ-91

佐藤 廣行

秋田県
長崎県

富山赤十字病院

一般財団法人太田綜合病院附属熱海病院

川崎市立井田病院

独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院
聖フランシスコ病院

Ⅷ. 看護管理（看護職の確保・定着）
ポスターT-Ⅷ-92
ポスターT-Ⅷ-93

精神科看護師の仕事の負担感と仕事上で求める支援に関する実態 

426

 中治療室で３年間職務継続できた要因
集
－卒後４年目へのフォーカスグループインタビューより－ 

426

中堅看護師の職業継続意思に影響を与える要因 

427

 性期病院における２交替制勤務導入に伴った育児中看護師のワークライフバランスの
急
変化 

427

企業立病院における夜勤看護師・フルタイム看護師確保への取り組みに向けて 

428

 日も行きたいと思う職場を目指して
明
－SOAR分析によるポジティブ効果－ 

428

松坂 朋佳

宮野 陽子

ポスターT-Ⅷ-94
ポスターT-Ⅷ-95

藤谷 淳子

小林 慈子

ポスターT-Ⅷ-96
ポスターT-Ⅷ-97

坂田 貴代

柳井田 恭子

山形県

兵庫県
大阪府

富山県
東京都

神奈川県

山形大学医学部看護学科

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院
社会医療法人景岳会南大阪病院

黒部市民病院

NTT 東日本関東病院

川崎市立井田病院

Ⅷ. 看護管理（看護業務①）
ポスターT-Ⅷ-98

 OVID-19患者のケアを行う看護師が、感染対策と患者へケアを行う間で感じた
C
ジレンマ 

429

がん専門病院におけるCOVID-19病棟での感染対策の標準化 

429

面会制限の中、看護師だから出来ること
－定期的な電話面談を入院患者の家族に行って－ 

430

環境整備に対するB病棟看護師の意識調査 

430

複数回転倒した患者の実態及び特徴 

431

病棟看護師のスキンテアに対する認識 

431

真崎 涼子

ポスターT-Ⅷ-99
ポスターT-Ⅷ-100

那須 雅子

今 方美

ポスターT-Ⅷ-101
ポスターT-Ⅷ-102
ポスターT-Ⅷ-103

水野 なつみ
松本 綾子
池田 倫子

東京都
東京都

神奈川県
岡山県
福島県
広島県

東京都立多摩総合医療センター

研究開発法人国立がん研究センター中央病院

医療法人社団愛友会金沢文庫病院
川崎医科大学付属病院

一般財団法人太田綜合病院附属熱海病院
JR 広島病院
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ポスターT-Ⅷ-104

 身麻酔下の呼吸器手術患者に対する術前オリエンテーション
全
－ESWATの５因子に沿ったパンフレットを用いて－ 

432

看護師のおむつ交換スキルの現状
－ベッドサイドケア充実に向けて－ 

432

この演題は取下げになりました
 形外科病棟看護師の多重課題に対する困難感と対処法
整
－経験年数10年以上の看護師を対象にして－ 

433

A病院外来の問診票の評価 

434

外来での骨粗鬆症治療週２回テリパラチド製剤の自己注射導入からみえた課題と対策 

434

眞部 尚明

ポスターT-Ⅷ-105

土井 淳詩

ポスターT-Ⅷ-106
ポスターT-Ⅷ-107

南本 悠貴

ポスターT-Ⅷ-108
ポスターT-Ⅷ-109

大橋 宏美
梶田 和恵

福島県

富山県

奈良県
福島県
北海道

竹田綜合病院

かみいち総合病院

済生会奈良病院

一般財団法人太田綜合病院附属熱海病院
医療法人徳洲会札幌徳洲会病院

Ⅷ. 看護管理（看護業務②）
ポスターT-Ⅷ-110
ポスターT-Ⅷ-111
ポスターT-Ⅷ-112

外来看護師の看護実践に関する調査研究 

435

病棟-外来のローテーション勤務を経験した看護師がとらえる困難とその効果 

435

 散型看護方式導入による患者ケアの変化
分
－看護師の主観的比較による調査分析－ 

436

ペアリング（日勤帯のみの二人一組の看護業務）導入後の意識調査 

436

A病棟におけるPNS®定着推進の取り組み 

437

看護師が仕事中に感じるゆとり 

437

橋本 由佳
東谷 朗子

土田 亜紀

ポスターT-Ⅷ-113
ポスターT-Ⅷ-114
ポスターT-Ⅷ-115
ポスターT-Ⅷ-116
ポスターT-Ⅷ-117
ポスターT-Ⅷ-118

冨岡 千春

佐々木 利奈
高橋 佳織

北海道
秋田県
東京都

神奈川県

手稲渓仁会病院

NTT 東日本札幌病院

秋田大学医学部附属病院

公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院
地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立足柄上病院

富山県

黒部市民病院

病棟クラーク導入による時間外労働短縮の取り組み 

438

看護師が自律的にITを活用し業務変革を考える時
－デジタルの民主化－ 

439

総合病院精神科病棟における行動制限アセスメントシートの導入
－行動制限カンファレンスでの活用に向けた取り組み－ 

439

 域包括ケア病棟で患者情報共有を行った結果
地
－医療用ピクトグラムを利用して－ 

440

宮野 祐貴

鴇田 百合子

ポスターT-Ⅷ-120

北海道

吉野川医療センター

深夜入り看護師の記録時間を勤務時間内に確保した時間外勤務や疲労感への効果の検討  438

五十嵐 真実

篠原 光江

ポスターT-Ⅷ-119

徳島県

佐伯 裕香

富山県

栃木県

宮城県

兵庫県

富山県済生会富山病院

医療法人報徳会宇都宮病院

東北大学病院

明石市立市民病院

Ⅷ. 看護管理（チーム医療・チームケア①）
ポスターT-Ⅷ-121
ポスターT-Ⅷ-122

一般病棟から精神科病棟に配置転換した看護師が抱く陰性感情とその対処行動 

440

精神科病院ストレスケア病棟の看護師が体験しているストレッサーとストレスへの
対処に関する研究 

441

毛利 誠

山本 由紀
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富山県

京都府

富山県厚生連滑川病院

長岡病院
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ポスターT-Ⅷ-123

 アミックス型病院における回復期病棟へ異動した看護師が抱えるジレンマ
ケ
－インタビューの結果から－ 

441

A病院における大腿骨近位部骨折へのリエゾンサービスに対する看護師の思い 

442

中堅看護師が抱えるリーダー業務における役割遂行の困難と求める支援 

442

A病院の看護補助者の業務内容実態調査 

443

感染リンク助手活動についての考察 

443

病棟看護師の退院支援・退院調整の実践能力の実態調査 

444

専門・認定看護師の介入に関する実態調査 第２弾
－複数分野の専門・認定看護師が介入する条件とは－ 

444

IVR領域における多職種のチームアプローチに対する認識と実践能力 

445

脳死肝移植待機患者一事例における移植前に必要な支援の検討 

445

治療完遂のために病棟看護師・チーム・多職種と連携して関わった一例 

446

宮内 ひかる

ポスターT-Ⅷ-124
ポスターT-Ⅷ-125
ポスターT-Ⅷ-126
ポスターT-Ⅷ-127
ポスターT-Ⅷ-128
ポスターT-Ⅷ-129

富永 恵美

畦田 知左子
増田 あすか
恒松 愛

北尾 有理

松本 奈緒美

ポスターT-Ⅷ-130
ポスターT-Ⅷ-131
ポスターT-Ⅷ-132

今井 駿

田原 里奈
平歩

宮崎県
新潟県
岡山県
東京都
島根県
山口県

大阪府

神奈川県
鹿児島県
奈良県

一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院
新潟県立十日町病院
岡山市民病院

東京都立多摩総合医療センター
社会福祉法人恩賜財団島根県済生会江津総合病院
山陽小野田市民病院

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院
鹿児島大学病院

天理よろづ相談所病院

Ⅷ. 看護管理（チーム医療・チームケア②）
ポスターT-Ⅷ-133
ポスターT-Ⅷ-134
ポスターT-Ⅷ-135

外科病棟看護師が抱えるゆらぎの表出の場としてのチームカンファレンスの現状と課題  446
長田 尚美

447

 来の新たな取り組み
外
－ケアカンファレンスで得られた効果－ 

447

 体拘束に関するカンファレンスを継続することで得られた効果
身
－副効果として得られたインシデント報告数の低減の一考察を踏まえて－ 

448

身体抑制のない看護の実現に向けた急性期病院A病棟看護師の具体的行動 

448

急性期病棟における認知症患者の尊厳を守る実践を通して看護師が得た学び 

449

 性期病院における高齢患者のせん妄ケアに関するケアチーム看護師の実践
急
－病棟看護師との協働に焦点を当てて－ 

449

ICDSC導入、早期介入の効果
－A病棟における科別のせん妄有病率の実際－ 

450

A病院Open ICUでの人工呼吸器離脱プロトコールの運用と課題 

450

東京都

滋賀県

小河原 みゆき 兵庫県

ポスターT-Ⅷ-137
ポスターT-Ⅷ-138
ポスターT-Ⅷ-139

小平 雄希
藤永 加奈

藤井 惇子

ポスターT-Ⅷ-140

豊島 龍海

ポスターT-Ⅷ-141

原町赤十字病院

A病棟におけるニアミスカンファンレンスに対するスタッフの意識調査 

林 愛菜

渡邉 英恵

ポスターT-Ⅷ-136

群馬県

飯島 雄希

群馬県
徳島県

岡山県

大阪府

茨城県

三井記念病院

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院

関西国際大学保健医療学部
伊勢崎市民病院
徳島赤十字病院

川崎医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健看護学専攻

社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会泉尾病院
医療法人社団筑波記念会筑波記念病院
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ポスターT-Ⅷ-142

 二次救急医療機関の役割を担う病院職員の救急対応に対する意識改革の
第
取り組みの成果 

451

夜間帯を想定した看護師と介護士の協働による急変時シミュレーション研修の効果 

451

特定行為研修修了後の後期研修（修練期間）のシステム構築 

452

DPNSで働く看護師が質の高い看護を提供するためにペア看護師と実施した良い連携 

452

PNS®の年間パートナー選出にエゴグラムを使用したことによる影響 

453

伊原 暁子

ポスターT-Ⅷ-143
ポスターT-Ⅷ-144
ポスターT-Ⅷ-145
ポスターT-Ⅷ-146

秋元 恵子
小楠 香織
北村 晴美

宇井 はるな

埼玉県
富山県
愛知県
群馬県
愛知県

越谷誠和病院

公立学校共済組合北陸中央病院
名古屋大学医学部附属病院
前橋赤十字病院
碧南市民病院

Ⅸ. 看護教育（基礎教育①）
ポスターT-Ⅸ-１
ポスターT-Ⅸ-２

A大学３年次看護学生が領域別実習に抱える不安 

453

基礎看護学実習Ⅰにおけるリフレクションから得られる気づきの変化
－ペアリフレクションの有用性の検討－ 

454

学内での成人看護学実習（慢性期看護）において患者指導演習を実施した学生の学び 

454

学内での成人看護学実習（慢性期看護）における看護学生の学び 

455

成人看護学実習における看護学生のストレスに関する文献検討
－成人看護学実習におけるストレスとストレス・コーピングの現状－ 

455

老年看護学実習において実習場面の振り返りにグループ模擬実演を取り入れた効果 

456

地方大学病院一般病棟におけるペア実習の効果
－臨地実習指導者の視点による検討－ 

456

老年看護学実習におけるシミュレーション教育導入の検討と課題
－臨床判断と多職種連携を取り入れた実習を通して－ 

457

精神看護学実習における患者
－学生関係に関する患者の視点からの文献検討－ 

457

精神看護学におけるシミュレーション教育と臨地実習での学び
－コミュニケーションにおける学生の学びの検討－ 

458

後藤 理香

早崎 聖子

ポスターT-Ⅸ-３
ポスターT-Ⅸ-４
ポスターT-Ⅸ-５

柘野 浩子
飯田 尚美

青木 郁子

ポスターT-Ⅸ-６
ポスターT-Ⅸ-７

八木 美恵子

赤栩 絢

ポスターT-Ⅸ-８

小泉 結香

ポスターT-Ⅸ-９

夫 博美

ポスターT-Ⅸ-10

平澤 由希子

ポスターT-Ⅸ-11

48

岡山県
岡山県

岐阜県
福島県

香川県

東京都

大阪府

福島県

首都医校看護学部高度専門士看護学科

吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科
吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科

中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科
いわき市医療センター看護専門学校

香川大学医学部附属病院

慈恵第三看護専門学校

大阪信愛学院短期大学看護学科

いわき市医療センター看護専門学校

神奈川県

聖マリアンナ医科大学看護専門学校

 婦人科外来での妊娠期の看護を学ぶ看護実習における看護学生の学びに関する研究
産
－KJ法による実習記録内容の構造化から－ 

459

統合実習「複数受け持ち実習代替案」を経験した看護学生の学び 

459

佐藤 良子

ポスターT-Ⅸ-13

東京都

元日本医療大学保健医療学部

 宅看護論実習に向けた積み上げ型学習を効果的にするための演習方略の検討（第２報）
在
－テキストマイニングを用いた実習終了後の学びからの分析－ 
458

山下 淳也

ポスターT-Ⅸ-12

北海道

高橋 和恵

石川県
埼玉県

元金沢看護専門学校

春日部市立看護専門学校
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ポスターT-Ⅸ-14
ポスターT-Ⅸ-15

学内実習として取り組んだ４年次の統合実習（老年）における学修成果 

460

コロナ禍における実習形態の変化が学生の技術修得に及ぼす影響
－卒業時看護技術到達度と自信度の評価－ 

460

新型コロナウイルス感染予防対策下でのオンライン実習の取り組み 

461

臨地実習指導者の役割葛藤と属性・実習指導体制・処遇との関連 

461

重久 加代子

中安 ゆかり

ポスターT-Ⅸ-16
ポスターT-Ⅸ-17

田中 美葉子
山口 恵子

宮崎県

埼玉県
鳥取県
石川県

宮崎県立看護大学看護学部看護学科

学校法人明星学園浦和学院専門学校
鳥取大学医学部附属病院
金沢看護専門学校

Ⅸ. 看護教育（基礎教育②）
ポスターT-Ⅸ-18

 全な患者移送への意識改善
安
－疑似体験を通して検証する－ 

462

患者体験型フィジカルアセスメント演習における学生の学びの特徴
－授業最終レポートのテキストマイニング分析から－ 

462

看護基礎教育における講義・演習で学生が学んだことに関する文献検討 

463

看護系大学における糖尿病患者へのフットケア教育に関する教授内容の検討 

463

ジグゾー法を基礎看護技術演習「導尿」に導入した教育効果 

464

教員が患者役を演じたロールプレイングによる学生の学び
－コロナ禍の臨地実習困難に伴う精神看護学学内実習において－ 

464

ロールプレイをもちいた訪問看護演習の教育的効果 

465

精神看護学の授業の前に精神病院見学を行うことの意義 

465

インシデントの情報共有が看護学生の安全意識に及ぼす影響
－学年進行による医療安全意識の検討第２報－ 

466

異学年交流が人間関係や学習意欲に及ぼす影響第４報
－解剖生理グループワークによる協同学習－ 

466

 護学教員が講義の授業設計の過程で困難と感じやすい活動
看
－教育経験年数による比較－ 

467

田中 佑季

ポスターT-Ⅸ-19

佐藤 聖一

ポスターT-Ⅸ-20
ポスターT-Ⅸ-21
ポスターT-Ⅸ-22
ポスターT-Ⅸ-23

川島 良子

城光寺 志保
奥山 幸子

鈴木 弘子

ポスターT-Ⅸ-24
ポスターT-Ⅸ-25
ポスターT-Ⅸ-26

樋口 キエ子
西岡 俊雄

前川 昌代

ポスターT-Ⅸ-27

百々 直子

ポスターT-Ⅸ-28

高橋 裕子

ポスターT-Ⅸ-29

新潟県
富山県
京都府

栃木県
東京都
兵庫県

大阪府

大阪府

群馬県

国際医療福祉大学医療保健学部看護学科
新潟県立看護大学

医療法人社団睦心会あさなぎ病院
大和大学保健医療学部看護学科

報徳看護専門学校

前群馬医療福祉大学看護学部
丹波市立看護専門学校

専門学校ベルランド看護助産大学校

社会福祉法人枚方療育園関西看護専門学校

群馬県立県民健康科学大学看護学部

神奈川県

横浜創英大学看護学部看護学科

新型コロナウイルス感染拡大による看護師等教育機関への影響と対応に関する調査（第二報）
－管理者が求める行政からのサポート－ 
468

増田 信代

ポスターT-Ⅸ-31

群馬県

医療法人大医会日進おりど病院

 型コロナウイルス感染拡大による看護師等教育機関への影響と対応に関する調査（第一報）
新
－看護師養成機関の管理者が感じた不安や課題－ 
467

山下 麻実

ポスターT-Ⅸ-30

愛知県

神奈川県

茅ヶ崎看護専門学校

コロナ禍の看護師国家試験対策における学生の意識と支援の検討 

臼田 成之

岐阜県

平成医療短期大学看護学科

468
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ポスターT-Ⅸ-32

 生の不安軽減につながる新型コロナウイルス対応ガイドラインとは
学
－評価における記述データの分析から－ 

469

看護系大学生のストレッサーとストレス反応について 

469

親の養育態度と看護学生の自己効力感との関連 

470

平野 美樹子

ポスターT-Ⅸ-33
ポスターT-Ⅸ-34

東野 和馬
中島 清美

新潟県
奈良県
石川県

長岡赤十字看護専門学校

摂南大学大学院看護学研究科
金沢看護専門学校

Ⅸ. 看護教育（新人教育）
ポスターT-Ⅸ-35
ポスターT-Ⅸ-36

地域包括ケア病棟で勤務する卒後２年以内の看護師が退院支援で抱く困難感 

470

 科病棟新人看護師が先輩看護師に求める指導や支援
外
－二年目看護師の調査より－ 

471

 卒看護師の職場適応を支援する要素の抽出
新
－職場適応過程で抱いた新卒看護師の思いから－ 

471

プリセプターが捉えた新人看護師の成長 

472

新人看護師を指導・支援するエルダー看護師のストレス要因
－内容分析によるカテゴリー化を通して－ 

472

新人教育体制の現状と課題
－チーム支援型教育体制を導入して－ 

473

 場内教育体制の統一
職
－看護職員全員で新人を育てる仕組みづくり－ 

473

新型コロナウイルス感染症専門病院で勤務する新人看護職員の体験と
職務継続に至った要因 

474

コロナ禍における新人看護師教育の考察と課題 

474

コロナ禍における新入職員のメンタルサポート＆リフレッシュ研修の効果 

475

藤本 あゆみ

稲垣 有美

ポスターT-Ⅸ-37

前田 律子

ポスターT-Ⅸ-38
ポスターT-Ⅸ-39

齋藤 亜有

米田 安希子

ポスターT-Ⅸ-40

根本 幸代

ポスターT-Ⅸ-41

古賀 幸代

ポスターT-Ⅸ-42

小林 恭子

ポスターT-Ⅸ-43
ポスターT-Ⅸ-44

斎藤 美智子

高知県

群馬県

東京都
高知県

山口県

茨城県

福岡県

大阪府
兵庫県

井ノ上 まどか 神奈川県

社会医療法人仁生会細木病院

群馬大学医学部附属病院

早稲田速記医療福祉専門学校看護学科
土佐市立土佐市民病院

医療法人宇部興産中央病院

東京医科大学茨城医療センター

地方独立行政法人大牟田市立病院

地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立十三市民病院
神戸市立医療センター西市民病院
医療法人社団愛友会金沢文庫病院

Ⅸ. 看護教育（継続教育①）
ポスターT-Ⅸ-45

急性期混合病棟で働く若手看護師の自己課題の明確化
－フォーカスグループインタビューを通して－ 

475

 院支援に関わる看護師の質向上に向けた教育プログラムの開発と成果
退
－ラダーレベルに応じた専門知識の習得を目指して－ 

476

中山 瞳

ポスターT-Ⅸ-46

宇崎 真由子

東京都

大阪府

東京都立多摩総合医療センター

社会医療法人景岳会南大阪病院

ポスターT-Ⅸ-47 「現場ですぐできる10のこと」の導入２年後の看護師の家族との関わりにおける
 
実践と課題 
河原 紀子

50

岡山県

岡山医療生活協同組合岡山東中央病院
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ポスターT-Ⅸ-48

 内ファシリテーター養成研修の現状と課題
院
－４年間の受講生のアンケートから見えてきたもの－ 

477

 育指導担当者への教育支援プログラムの評価
教
－経時的変化の分析を通して－ 

477

パンデミック禍におけるオンライン看護研究計画書研修会の実施と評価 

478

松本 修一

ポスターT-Ⅸ-49

中山 由美

ポスターT-Ⅸ-50
ポスターT-Ⅸ-51
ポスターT-Ⅸ-52
ポスターT-Ⅸ-53
ポスターT-Ⅸ-54
ポスターT-Ⅸ-55
ポスターT-Ⅸ-56

吉田 和樹
服部 聖子

福島県

梅花女子大学看護保健学部看護学科
医療創生大学看護学部看護学科

滋賀県

滋賀医科大学医学部附属病院

病院勤務する看護職の職業キャリア成熟の特性 

479

ベテラン看護師のキャリアアップ支援の課題 

479

A総合病院における看護補助者・クラーク研修における課題の検討 

480

A県内医療施設における人材育成システム導入・活用状況 

480

 カンドレベル研修の調査時期別による看護管理者コンピテンシーの縦断研究
セ
－NACASを使った評価－ 

481

 定行為研修を組み込んだ認定看護師教育課程への移行に関する調査
特
－認定看護師教育機関の現状と課題－ 

481

 定行為研修を修了した看護師に求められる役割と課題
特
－共通科目演習のディスカッションを通して－ 

482

西田 千春

小柳 優美子
山田 弘美
笹谷 孝子

狩野 英美

ポスターT-Ⅸ-58

大阪府

滋賀県立総合病院

が
 ん看護研修における専門・認定看護師とがん看護ジェネラリストとの協働計画の成果  478

谷川 幸弘

ポスターT-Ⅸ-57

滋賀県

謝 瑛子

兵庫県
宮崎県
静岡県
大阪府

長野県

山梨県

愛知県

公立豊岡病院組合立公立豊岡病院
一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院
聖隷三方原病院

大手前大学国際看護学部

公益社団法人長野県看護協会

公立大学法人山梨県立大学看護実践開発研究センター

名古屋大学医学部附属病院

Ⅸ. 看護教育（継続教育②）
ポスターT-Ⅸ-59
ポスターT-Ⅸ-60
ポスターT-Ⅸ-61
ポスターT-Ⅸ-62
ポスターT-Ⅸ-63
ポスターT-Ⅸ-64
ポスターT-Ⅸ-65

慢性期病院に勤務するスタッフのBLSコース受講後の急変時対応に関する認識の変化 

482

救急カートを活用し、急変時の初期対応を行う練習の効果 

483

我が国におけるSBARの教育および活用に関する文献レビュー 

483

内シャント造設患者に対する術中看護の質の向上 

484

チューイングガム咀嚼法に対する看護師の現状 

484

二次救急外来看護師が記載する記録から、皮膚状態観察の取組み状況を考察する 

485

 一した水準の褥瘡予防ケアの確立
統
－体位変換技術チェックリストを使用して－ 

485

尿路ストーマケアにおける看護師の困難感 

486

がん看護に携わる看護師の困難感 

486

安永 貴政
鈴木 宏昌

北村 真由美
梶山 綾子
高橋 奈々

阿部 裕美子

萬谷 篤

ポスターT-Ⅸ-66
ポスターT-Ⅸ-67

福士 里沙子
村松 恵

福岡県
愛知県
岐阜県
山口県
山形県
東京都

東京都

青森県
山梨県

北九州若杉病院
豊橋市民病院

朝日大学保健医療学部看護学科
山口県済生会下関総合病院
山形県立中央病院
東京都立墨東病院

東京都立多摩総合医療センター
青森県立中央病院
市立甲府病院
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ポスターT-Ⅸ-68

 病院におけるせん妄患者に関わる看護師の認識
A
－アンケートによる実態調査－ 

487

ADDIEモデルを使用した退院後訪問における理解度向上に向けての取り組み 

487

病棟看護師における薬剤への認識
－アンケート調査の結果から－ 

488

 護師のコミュニケーションスキルの変化
看
－看護コミュニケーション尺度CSN1、CSN2を使用した効果－ 

488

兼田 幸典

ポスターT-Ⅸ-69
ポスターT-Ⅸ-70

藤川 翼

小笠原 木綿

ポスターT-Ⅸ-71

髙木 香奈子

滋賀県
富山県

高知県

福島県

滋賀医科大学医学部附属病院
富山県リハビリテーション病院・こども支援センター

高知大学教育研究部医療学系看護学部門

いわき市医療センター

Ⅺ. 災害看護
ポスターT-Ⅺ-１

困難から立ち直る原動力に関する質的研究
－被災後の地域住民に焦点をあてて－ 

489

透析室看護師の停電時初期対応における認識調査
－シミュレーション訓練をおこなって－ 

489

安田 真奈美

ポスターT-Ⅺ-２

松永 つかさ
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千葉県

長崎県

医療創生大学国際看護学部看護学科

公益社団法人地域医療振興協会市立大村市民病院

特別企画
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基調講演
9 月 28 日（火）10:00 ～ 11:00 ／ 11 月 18 日（木）10:00 ～ 11:00

看護の力で健康な社会を！
～ Nursing Now キャンペーンから継承するもの～
講師：福井

トシ子（日本看護学会学術集会長 / 公益社団法人日本看護協会会長）
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基調講演
看護の力で健康な社会を！
～ Nursing Now キャンペーンから継承するもの～
講師

福井 トシ子

日本看護学会学術集会長 / 公益社団法人日本看護協会会長

2020 年は、
「看護の将来ビジョン」実現に向けた取組み（2016 ～ 2025 年）の中間地点であった。中間評
価では、①ビジョン実現に向けた各取組み状況の把握、②ビジョン公表（2015 年 6 月）以降の政策動向等
を踏まえ、各取組みにおける 2025 年に向けてのアクションプランの立案、③ 2025 年に最終評価をする際の
達成目標（評価指標）の設定を通し、ビジョン実現に向けた各取組みの確度を高め、実効性が確保されるよ
う洗練した。また多発する自然災害や新型コロナウイルス感染症の拡大・蔓延など、地域における危機管理
体制の強化が喫緊の課題であるため中間評価を機に危機管理体制に関し計画的に取組みを進めることとし
た。これら中間評価は、年度ごとの各事業計画へ反映するとともに、ビジョン達成に向けた後半の 5 年間を
かけて着実に推進し、看護の力で健康な社会への貢献をしていく。
また、2019 年から 2 年間に渡り世界 117 か国で取り組んだ Nursing Now キャンペーンの日本での取り組
みは、2021 年 6 月末をもって終了し、Nursing Now の理念に基づく今後の取組み方針として「Nursing
Now ニッポン宣言」を公表した。
看護職には医療機関での看護、地域住民の保健活動などに加え、地域で暮らす全ての人々を支える健康な
社会の醸成にも力を発揮することが求められている。これは、平常時だけでなく、社会が自然災害や今回の
新型コロナウイルス感染症パンデミックなど、危機的な試練に直面した際により強く求められる。現在、新
型コロナウイルス感染症は、世界に大きな試練をもたらしているが、図らずもナイチンゲールから引き継が
れた看護の力、看護の価値に光があてられている。「Nursing Now ニッポン宣言」に看護職と関係する多く
の人々と共に取組み、看護の未来を創るため、前進していきたい。
Nursing Now キャンペーンは終了したが、これまでの実績を、「Nursing Now ニッポン宣言」を通じた持
続可能な開発目標 SDGs（Sustainable Development Goals）実現への取組み、ナイチンゲール・チャレンジ
による若手看護職のリーダーシップ育成への取組みに継承する。
新型コロナウイルス感染症の流行による経験から、人々は日常的な健康管理の重要性、そしてそれら人々
の健康を支える看護の役割をこれまで以上に認識するようになった。2021 年度は“人々の健康を支援する
看護”を柱に据えて、関連する重点事業を展開している。
講演では、Nursing Now キャンペーンから継承する取り組みとして「看護の力で健康な社会へ」の貢献
について述べる。

プロフィール

日本看護協会会長。1982 年東京女子医科大学看護短期大学専攻科、
1983 年福島県立総合衛生学院保健学科修了後、東京女子医科大学病院に勤務。
1988 年厚生省看護研修研究センター看護教員養成課程助産婦養成所教員専攻修了。
1991 年杏林大学医学部付属病院師長，2003 年杏林大学医学部付属病院看護部長。
2010 年 7 月日本看護協会常任理事（医療制度，診療報酬，医療機能評価，医療安全，助産事業，
ICM 担当），2011 年～ 2015 年中央社会保険医療協議会専門委員。
2017 年 6 月より現職。診療情報管理士，経営情報学修士 .MBA，保健医療学博士 Ph.D.
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特別講演
特別講演 1
9 月 29 日（水）9:30 ～ 10:30 ／ 11 月 19 日（金）11:00 ～ 12:00

2040 年を見据えた看護の課題とその対応
講師：井伊

久美子（公益社団法人日本看護協会副会長）
座長：勝又 浜子（公益社団法人日本看護協会専務理事）

特別講演 2-1
9 月 28 日（火）11:30 ～ 12:30

看護の歴史から切り拓く看護の明日
講師：川村

佐和子（聖隷クリストファー大学大学院看護学研究科教授）
座長：田母神 裕美（公益社団法人日本看護協会常任理事）

特別講演 2-2
11 月 18 日（木）11:30 ～ 12:30

ケアイノベーション 2021
〜 AI 時代におけるこれからの看護とは〜
講師：真田

弘美（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学 / 創傷看護学
分野教授、グローバルナーシングリサーチセンターセンター⻑）

座長：森内

みね子（公益社団法人日本看護協会常任理事）

特別講演 3
11 月 19 日（金）14:30 ～ 15:30

COVID-19 これまで、そしてこれから
講師：尾身

茂（独立行政法人地域医療機能推進機構理事長）
座長：福井 トシ子（日本看護学会学術集会長 / 公益社団法人日本看護協会会長）
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特別講演 1
2040 年を見据えた看護の課題とその対応
講師

井伊 久美子

公益社団法人日本看護協会副会長

団塊の世代のすべてが 75 歳以上を迎える 2025 年を数年後に控えた今、医療提供体制の三位一体改革（地
域医療構想、医師・医療従事者の働き方改革、医師偏在対策）は大詰めの時期を迎えている。一方、次なる
局面となる 2040 年問題にも、想定される課題を捉え、布石となる政策に着手していくことが求められている。
2040 年問題とは、生産年齢人口の急減と高齢者総数のピーク、高齢者のさらなる高齢化（高齢者の約 3
割が 85 歳以上）等の人口構造上の変化が同時に生じることによる、様々な社会問題を意味する。具体的には、
社会保障における支え手の不足、都市と地域の格差、医療・介護ニーズの複雑多様化、財政面のアンバラン
スなど、その影響は多岐にわたる。そのような状況下において、医療・看護提供体制に直接的な負荷が増大
することは明白であり、同時に看護の担い手不足も見込まれることから、2040 年を迎えてもなお安定的に
医療や看護を提供できるよう、その準備に着手することは未来への責任でもある。国においても近年、「人
生 100 年時代」
「全世代型社会保障」といった政策方針が打ち出されているが、それらは 2040 年問題をどの
ように乗り越えるかという観点から講じられている。
そこでまず、2040 年頃に日本の社会はどのように変化するのか、その構造的な問題から派生する諸課題
について認識したうえで、将来、看護が直面する可能性のある問題に照準を合わせ、その解決に向けて現段
階から取組むべきことを考えていく必要がある。
現在、看護の対象者は従来の枠組みを超えて多様化しており、医療的ケア児、生活困窮者およびその世帯
等への支援、若年・壮年期からのヘルスリテラシーの醸成、未知の新興感染症への対応など、医療に留まら
ず社会的な課題とされている領域でも看護に対する新たなニーズは年々増加の一途を辿っている。また対象
の拡大とともに看護提供の場も広がっており、介護領域、学校や企業等での看護提供体制の強化も必要となっ
ている。さらには地域で、年齢や疾患・障害の有無等にかかわらず、全ての人々が安心・安全に暮らしてい
くまちづくり、共生社会の推進にも役割を果たすことが期待されている。
それらを踏まえ、2040 年の社会状況下において看護にはどのような活躍が期待され、また人々のために
いかにその能力を発揮できるか、人々を支える大きな存在である看護の未来に向けて、それらを実現してい
くための課題や取組みに関する共通認識を図りたい。

プロフィール

兵庫県立看護大学大学院博士後期課程修了。日本赤十字社医療センター成人保健部、横浜市港北保健
所、兵庫県立大学教授を経て、日本看護協会専務理事。
2018 年より副会長（現職）、香川県立保健医療大学学長（現職）。
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特別講演 2-1
看護の歴史から切り拓く看護の明日
講師

川村 佐和子

聖隷クリストファー大学大学院看護学研究科教授

社会の変化に応じて医療・看護も変化する。近年の我が国の変化は、1987 年に出された「国民医療総合
対策本部報告」に遡ることができる。報告書では、老人医療費の高騰化に対して、老人の生活の場を病院で
はなく、老人にふさわしい生活の場を確立し、医療と生活の専門分化を図ろうとしていた。看護職には医療
施設内で医療の質向上に貢献するとともに、生活の場において、在宅看護（訪問看護や高齢者施設内看護）
での支援や地域ケアの推進役を求められていた。
1992 年に「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が制定され、看護職の高学歴化が促進された。当
時の看護系大学数は 10 大学程度であったが、この法律による財政の後押しを得て､ 現在の大学数は 300 を
数えるほどになり、大学院課程の設置も増加した。同時に医療法の改正により、看護師等は医師 ･ 歯科医師
･ 薬剤師と共に医療提供者の一員であること、また医療の場として「医療を受ける者の居宅」が明記され、
医療施設外で行う看護が法的な根拠を得ることとなった。看護師の副院長も多数配置されるようになり、
1994 年に医療保険法の改正、2000 年に介護保険法の制定によって、訪問看護は独立した訪問看護事業所の
管理者として看護報酬によって、事業所を運営できることを認められた。2003 年には、「新たな看護の在り
方に関する検討会」が設置され、「看護師等は患者の生活の質向上を目指し、療養生活支援の専門家として、
その知識と技術を高め、的確な看護判断を行い、適切な看護技術を提供していく」とし、療養上の世話は医
師の指示を必要としない看護師等が主体的に行う業務であることが医政局長から発出された。2009 年には
内閣府が進める日本新成長戦略の中で、チーム医療の推進がうたわれ、医師主導の医療からチームで行う医
療への転換が始まり、職種間でのタスクシフティング、タスクシェアリングを促進する一環として、2015
年に保健師助産師看護師法が改正され、看護師による特定行為研修制度が創設された。
この半世紀における看護職の社会的位置付けは目覚ましく強化され、社会からの期待が大きいことをひし
ひしと感じる。この背景を自覚したうえで、看護職の近未来の在り方について、療養生活を支援する専門家
としての在り方を論じる予定である。

プロフィール

1961 年東京大学医学部衛生看護学科卒業。横浜市戸塚保健所・三鷹市役所（保健師）、東京大学保健
学科疫学教室（助手）、東京都立府中病院 ･ 都立神経病院（訪問看護師）、都立神経科学総合研究所（副
参事研究員）、東京医科歯科大学・都立保健科学大学 ･ 青森県立保健大学（教授）を経て、現職。
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特別講演 2 -2
ケアイノベーション 2021
～ AI 時代におけるこれからの看護とは～
講師

真田 弘美

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻老年看護学 /
創傷看護学分野教授、グローバルナーシングリサーチセンターセンター⻑

我々看護師は、少子超高齢社会といわれ、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年には高齢者をケアする
人口が減少し、他国からの移民政策、あるいは AI やロボットをつかった介護など、様々な新しい取り組み
の必要性に迫られ、その方法を模索してきた。しかし、2020 年初頭、世界はある日を境にして、COVID-19
というウイルスとの戦いを強いられることとなった。この感染症を予防するには、人が接触しないこと、つ
まり人流を必要最低限まで減らすことが必要で、それはある意味、各国を機能不全に陥らせて、地球に危機
状況をもたらした。
致死率の高いこの感染症の初期の対応は、医療では予防接種もなく、治療薬もなく、ロックダウンが最善
策であった。今まで、我々が最も Identify をもち行ってきた、24 時間の療養上の世話、診療の補助行為自
体が感染源となり、従来の看護を大きく変革しなければ対処できない状況まで追い込まれたことは事実であ
る。
すなわち、看て、触れて、寄り添うことが看護の基本であったのが、これから、物理的に触れる、寄り添
うことができない、新しい看護の在り方を模索すること、これも将来にそなえていかなければならない。一
人も取り残さない素晴らしい国民皆保険と介護保険のもと、我々看護師は、今後の看護に向けて、物理的に
触れることなく、寄り添うことなく、療養者の安心をどのように提供するのか、ぜひ、皆で考えてみたい。
医療の安全は徹底的にテクノロジーが行うこと、これは鉄則である。ECMP にしても、高度な技術、多
数の医療者がいなくても、使える機器の開発は喫緊の課題となろう。一方、安全は人の心がきめることであ
り、この看護は、まずは療養者自身の自立と自律への支援ではないかと考えている。
ここでは、人が、幸せにつまり幸福寿命をどのように全うできるような看護が提供できるのか、AI、ロボッ
ト、アバターとどのように共存し自立（Independent）するか、そしてどのように人として社会で自律
（Autonomy）するか、新しい看護のコンセプトに触れてみたい。この講義が、次世代の看護を考える機会
となるなら、演者冥利に尽きるといっても過言ではない。

プロフィール

東京大学大学院医学系研究科健康科学 ･ 看護学専攻老年看護学 / 創傷看護学分野教授、博士 ( 医学 )。
1979 年
聖路加看護大学卒業
1987 年
クリーブランドクリニック聖路加分校 ET スクール修了
1989-90 年 イリノイ大学大学院看護学部にて研修
1987-97 年 金沢大学医学部研究生 博士 ( 医学 )
1998 年
金沢大学医学部保健学科教授
2003 年	東京大学大学院医学系研究科健康科学 ･ 看護学専攻老年看護学分野教授、2006 年より現
職。2017 年より東京大学大学院医学系研究科附属グローバルナーシングリサーチセンター
センター長兼任。
2019 年	American Academy of Nursing (FAAN) Fellow, Curtin University (Australia)
Adjunct Professor。
2021 年
Sigma Tau Pio Chapter Member。
1999 年より WOC 看護認定看護師（現皮膚・排泄ケア認定看護師）。日本看護協会 前副会長（2011-2017）、
国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会 理事長、日本褥瘡学会 前理事長（2011-2015）
・
前監事（2015-2021）
・現評議員、日本創傷・オストミー・失禁管理学会 前理事長（2008-2017）
・現監事、
看護理工学会 前理事長（2013-2019）・現監事、日本看護科学学会 前理事長（2019-2021）・現代議員、
また多数の学会で理事を担っている。
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特別講演 3
COVID-19 これまで、そしてこれから
講師

尾身 茂

独立行政法人地域医療機能推進機構理事長
自治医科大学名誉教授
NPO 法人「全世代」代表理事
新型インフルエンザ等対策推進会議議長
新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会分科会長
新型インフルエンザ等対策推進会議新型コロナウイルス感染症対策分科会分科会長

新型コロナ感染症対策分科会会長として、１年以上新型コロナウイルス感染症に携わってきた。分科会会
長として政府への提言や対策に深く関与してきた者として、COVID-19 のこれまで、そしてこれからについ
て述べさせていただきます。

プロフィール

1978 年
自治医科大学卒業。卒業後、東京都立墨東病院研修医、伊豆七島勤務医等。
1990 年
WHO 西太平洋地域事務局に勤務。
1999 年
第 5 代 WHO 西太平洋地域事務局長。
2009 年
WHO 執行理事。
2012 年	独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構（RFO）理事長、内閣官房新型インフ
ルエンザ等対策有識者会議の長。
2014 年より独立行政法人地域医療機能推進機構理事長 現職。
2015 年 9 月 NPO 法人「全世代」を設立。
2020 年 2 月より新型コロナ感染症専門家会議、副座長。
2021 年 4 月より新型インフルエンザ等対策推進会議基本的対処方針分科会会長。
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教育講演
教育講演 1
9 月 28 日（火）13:30 ～ 14:30 ／ 11 月 19 日（金）9:30 ～ 10:30

未来に向かって看護の真価を発揮
～生涯にわたり専門職の誇りと自覚を持ち続ける～
講師：手島

恵（千葉大学大学院看護学研究院看護学研究科・看護学部教授）
座長：寺口 惠子（公益社団法人千葉県看護協会会長） 9 月
斎藤 有子（公益社団法人新潟県看護協会会長） 11 月

教育講演 2
9 月 29 日（水）11:00 ～ 12:00 ／ 11 月 19 日（金）13:00 ～ 14:00

データヘルス改革によって医療・看護現場がどう変わるか
～健康寿命の延伸、効果的・効率的な
医療・看護サービスを目指して～
講師：北岡

有喜（社会医療法人岡本病院（財団）理事・京都岡本記念病院副院長 /
独立行政法人国立病院機構京都医療センター医療情報部顧問）

座長：秋山

智弥（公益社団法人日本看護協会副会長）

教育講演 3
9 月 29 日（水）13:00 ～ 14:00 ／ 11 月 18 日（木）13:30 ～ 14:30

これからの社会に期待される看護の役割
～看護の力で健康な社会を！～
講師：大谷

泰夫（神奈川県立保健福祉大学理事長）
座長：吉川 久美子（公益社団法人日本看護協会常任理事）

教育講演 4
9 月 29 日（水）15:00 ～ 16:00 ／ 11 月 19 日（金）12:00 ～ 13:00

コロナ禍におけるハラスメント対策
～看護職をとりまく状況から～
講師：友納

理緒（公益社団法人日本看護協会参与 / 看護師 / 弁護士）
座長：齋藤 訓子（公益社団法人日本看護協会副会長）
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教育講演 1
未来に向かって看護の真価を発揮
～生涯にわたり専門職の誇りと自覚を持ち続ける～
講師

手島 恵

千葉大学大学院看護学研究院看護学研究科・看護学部教授

2020 年は、WHO により看護と助産の年と定められ、ナイチンゲール生誕 200 年を祝い、盛大に未来に向
かっての看護を社会にアピールするための行事が世界中で予定されていました。ところが、2020 年 1 月か
ら COVID-19 感染症が世界中に拡大したことにより、当初予定されていた行事どころではなくなり、感染
拡大防止と人々が健康的に暮らせるように看護職は総力をあげて取り組んできました。このことは、私たち
に大きな試練を与え続けていますが、一方で、新たな看護職としての可能性や重要性を社会の中に位置づけ
る機会を与えてくれたと考えています。
日本看護協会は、2021 年 3 月に看護職の倫理綱領を改訂して公表しました。改訂に際し、看護職の活躍
の場の拡がりをふまえた内容になっています。多くの看護職のみならず、看護を学ぶ人たちも、手がかりと
なるよう、より平易な表現が用いられています。
ギャラップ社は、年に一度、米国のどの職業が国民から倫理的に信頼されているかを調査しています。看
護師については、1999 年からデータが収集されており、2001 年に一度、トップを消防士にゆずったものの、
20 年の長きにわたり、1 位を続けています。2020 年の調査では、2019 年の 85％からさらに 4％増加し、こ
れまで最も高いスコアを示しました。看護師が米国で国民の信頼を最も得ている職業という調査結果に関心
を持ち、アメリカ看護協会の人権と倫理センター副部長をつとめる Martha Tuner にたずねたところ、看護
師は、医師や他の保健医療職にくらべ、患者にかかわる頻度や時間や機会が多いからではないかということ
でした。日本でも療養の場が地域へと拡がり、看護職が地域住民や患者とかかわる機会が増えています。日
本でこのような調査が行われても、同じような結果になるよう、国民に信頼をされる職業になる努力を重ね
ていきたいと思います。

プロフィール

徳島大学教育学部特別教科（看護）教員養成課程卒業の後、千葉大学大学院看護学研究科で修士課程
を修了。
臨床を経て聖路加看護大学（当時）で教育・研究に 7 年間従事。
1993 年よりミネソタ大学客員研究員を経て、同大学院博士課程の単位取得。
帰国後、医療法人東札幌病院副看護部長として着任、2001 年より千葉大学教授。
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教育講演 2
データヘルス改革によって医療・看護現場がどう変わるか
～健康寿命の延伸、効果的・効率的な医療・看護サービスを目指して～
講師

北岡 有喜

社会医療法人岡本病院（財団）理事・京都岡本記念病院副院長 /
独立行政法人国立病院機構京都医療センター医療情報部顧問

「データヘルス」とは、特定検診制度やレセプト（診療報酬明細書）等の電子化によってデジタル化され
たビッグデータを分析し、健康増進や疾病予防に活用しようとする取り組みの総称である。政府が推し進め
る「日本再興戦略」の重要施策の一つに“国民の健康寿命の延伸”があり、データを活用して健康寿命を延
ばすことにより、増大する医療費の抑止が期待されている。
2018 年 10 月 22 日開催の未来投資会議（第 20 回）で厚生労働大臣は、「2040 年を展望し、誰もがより長
く元気に活躍できる社会の実現」を目指して、データヘルス改革の取組みの全体像についてプレゼンした。
団塊ジュニア世代が高齢者となる 2040 年を見通すと、現役世代 ( 担い手 ) の減少が最大の課題である。一
方、近年、高齢者の「若返り」が見られ、就業率が上昇するなど高齢者像が大きく変化している。そこで、
国民誰もがより長く元気に活躍できるよう、全世代型社会保障の構築に向けて、厚生労働省に「2040 年を
展望した社会保障・働き方改革本部」
（本部長：厚生労働大臣）を立ち上げ、引き続き、給付と負担の見直
し等による社会保障の持続可能性の確保を進めるとともに、① 雇用・年金制度改革等、② 健康寿命延伸プ
ラン、③ 医療・福祉サービス改革プラン、の取組を推進し、改革プランの一つとして「データヘルス改革」
が 2025 年までの工程表に組み込まれた。
データヘルス改革の目的は、① 国民の健康寿命の更なる延伸、② 効果的・効率的な医療・介護サービス
の提供（生産性の向上）であり、その基盤構築として、被保険者番号の個人単位化と、オンライン資格確認
システムの導入により、
・ビッグデータの連結、保健医療記録共有の際の ID としての活用等
・資格情報・特定健診情報等について個人単位での一元的集約を可能とし、
Ⅰ最適な保健医療サービスの提供、
Ⅱ健康・医療・介護のビッグデータの連結・活用、PHR、Ⅲ科学的介護の実現、Ⅳがんゲノム情報の活用等、
Ⅴ審査支払機関改革の実現を目指すことである。
本講演では、国が推進するデータヘルス改革によって、私たちの現場がどのように変わるか？演者が考案・
開発した個人向け生涯健康医療福祉介護履歴管理サービス「ポケットカルテ ®」等の PHR（Personal
Health Record）システムの普及・展開を中心に、データヘルス改革の概説と期待される社会の変化を紹介し、
将来における看護職の活躍について考える機会としたい。

プロフィール

医師。
1985 年 三重大学医学部卒業。
1995 年 京都大学大学院医学研究科修了、医学博士。
大津市民病院副医長等を経て 1995 年京都医療センターへ。
2003 年から医療情報部長。
2014 年 同志社大学大学院総合政策科学研究科（政策科学・公共政策コース）修了、政策科学博士。
2014 年より、地方公共団体情報システム機構経営審議委員会委員も務める。
2015 年 PHR サービス「ポケットカルテ ®」を考案・運用を開始し、地域情報化大賞／総務大臣賞を
受賞。
2020 年度より、日本看護協会「労働と看護の質向上のためのデータベース（DiNQL）事業の推進に
関する検討委員会」委員長。
2021 年 9 月より、社会医療法人岡本病院（財団）理事・京都岡本記念病院副院長。
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教育講演 3
これからの社会に期待される看護の役割
～看護の力で健康な社会を！～
講師

大谷 泰夫

神奈川県立保健福祉大学理事長

我が国は戦後の高度経済成長を経て短期間に世界の先進国入りを果たしたが、その後長期停滞に陥り、経
済社会の脆弱化が止まらない。保健医療提供体制と医療保険制度も、これと軌を一にして戦後瞬く間に世界
最高水準に到達したが、同じく大きな曲がり角にある。コロナ禍でもその優れた対応力を示したものの、同
時に限界と課題を露呈したように思う。
こうした転換期に、保健医療の根幹を成す看護についても、揺らぐ足元を踏み固めながら将来に向けて構
想し、
時代を先取りしていくことが大切である。日本看護協会は、２０１５年には２０２５年を見据えた「看
護の将来ビジョン」を打ち出し、その先を睨んで昨春には「２０４０年を見据えた看護のあり方検討委員会」
を設置、本年 3 月に答申を得た。筆者はこの検討委員会に参画した一人だが、今回の講演では、この検討会
に臨んだ際の問題意識、答申に含まれる画期的な指摘や提案などを素材に、看護の近未来の姿を語ってみた
い。
2040 年頃の超少子高齢社会の状況を想定する時、慣行や固定観念から離れ、マインドセットを切り換え
て改革に臨まねばならない。保健医療における主体は医療関係者で受益者は客体という枠組でよいのか、サー
ビス供給側の主役やリーダーはいつも医師なのか、「治療偏重」のままで社会変動を乗り切れるのか、既成
の臨床系の医療関係施設以外に看護の活躍の場はないのか等の多様な問題提起がある。これらは等しく看護
のこれからの役割への問いかけでもある。
この答申では、改革の大きな方向性について、看護界がこれまで主として追求してきた専門性や需給確保
の流れを総称して「深化」と呼び、新たな発想に基づく場面展開や能力拡大の方向を「拡張」と呼んでいる。
「深化」については主として「看護の将来ビジョン」の延長線上で引き続き展開されることになろうが、答
申では専ら「拡張」の方向性に新味と力点がある。「療養上の世話」という看護の役割の現代的再評価、保
健師助産師看護師の活動分野の再整理、新しい活躍分野の創出、コミュニティー支援や健康リテラシーの醸
成などがここでの課題である。併せて、看護がこのような拡大エリアで主役を張るための資質と能力は何か、
その人材養成と確保方策をどう図っていくかも視野に入れて準備せねばなるまい。
全体をカバーする大きな改革理念として「ヒューマンサービス」と「イノベーション」をキーワードに据
えて、将来構想に一石を投じてみたい。

プロフィール

1953 年生まれ。1976 年厚生省に入省。厚生労働省大臣官房長、厚生労働省医政局長、厚生労働審議
官などを務める。
2014 年から 16 年に内閣官房参与、15 年から 17 年まで国立研究開発法人日本医療研究開発機構理事
などを歴任。
18 年 4 月に現職に就任。「未病」の考え方の普及や、ヘルスイノベーションの推進に努力する。現在
は日本保育協会、健康マスター検定協会にて理事長。
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教育講演 4
コロナ禍におけるハラスメント対策
～看護職をとりまく状況から～
講師

友納 理緒

公益社団法人日本看護協会参与 / 看護師 / 弁護士

現在、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、医療者やその家族に対し，不当な差別、偏見，中傷（以
下、
「医療者等に対する不当な差別等」という。）がなされていることが報告されている。また、医療者間に
おいても、新型コロナウイルスに感染した医療者が復職後、同僚から無視をされたり、嫌がらせを受けるこ
とがあり、このような行為は、モラル（精神的な）・ハラスメント（嫌がらせ）に該当する。
ハラスメントは、看護職を取り巻く業務上の危険のうち、心理・社会的要因といわれるものの１つとして
あげられる。このような業務上の危険を放置することは、看護職の精神的苦痛や仕事に対する不満を増大し、
離職等につながる等看護職の労働力問題に重大な悪影響をもたらすことになる。また、これらの業務上の危
険から看護職を守ることは，看護の質を向上させ，個々の看護職だけでなく、患者や家族、さらには社会全
体に対し、良好な影響をもたらすことになる。
また、法的観点からみても、事業者は、労働者が就労するにあたり、労働者の生命や健康を危険から保護
するように配慮すべき義務、いわゆる安全配慮義務を負っており、これに違反した場合には、労働者から損
害賠償請求を受ける可能性がある。
したがって、現在のコロナ禍において、医療機関等におけるハラスメント対策は急務である。具体的には、
医療者等に対する不当な差別等については、相談窓口の設置や社会に対する理解醸成のためのアプローチが
重要となる。また、職場におけるハラスメントについては、第 198 回通常国会において、「女性の職業生活
における活躍の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、これにより労働施策総合推進法が改
正され（令和 2 年 6 月 1 日施行）
、職場におけるパワーハラスメントに防止対策が事業主に義務付けられた
が（法第 30 条の 2（雇用管理上の措置等）
）
、同法の改正を受けて厚生労働省から公表された「職場におけ
るパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました！ ～セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・
育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします～」における対策が参考となるので、ご
紹介させていただく。

プロフィール

2003 年東京医科歯科大学医学部保健衛生学科卒業（看護師，保健師免許取得）。2005 年東京医科歯科
大学大学院保健衛生学研究科に進学し，交代制勤務と疲労，リスクマネジメント等の研究に従事。医
療現場を経験するなかで，医療事故が発生したときに看護職をはじめとする医療者の力になりたいと
考え，弁護士を志す。
2008 年早稲田大学大学院法務研究科修了。2011 年弁護士登録（第二東京弁護士会）。都内法律事務所
勤務を経て，土肥法律事務所を設立。その後、3 年間、衆議院議員政策担当秘書を兼務。
2015 年公益社団法人日本看護科学学会研究倫理審査委員会委員に就任。
2017 年公益財団法人日本尊厳死協会理事に就任。
2019 年一般社団法人日本看護学校協議会共済会顧問弁護士に就任。
2020 年公益社団法人日本看護協会参与に就任。

70

シンポジウム
シンポジウム 1
9 月 28 日（火）15:00 ～ 16:40 ／ 11 月 18 日（木）11:00 ～ 12:40

母子が健やかに子育てできるまちづくりに取組もう！
講師：佐藤

拓代（公益社団法人母子保健推進会議会長）
津山 美由紀（長野県須坂市健康福祉部健康づくり課課長補佐兼母子支援係長）
本藤 美奈子（地方独立行政法人長野県立病院機構本部事務局事務局次長 / 公益社団法人長野県看護協
会助産師職能理事）

猪瀬 紗都子（地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立信州医療センター看護師長）
座長：井本 寛子（公益社団法人日本看護協会常任理事）

シンポジウム 2
9 月 29 日（水）13:00 ～ 14:40 ／ 11 月 19 日（金）9:30 ～ 11:10

タスク・シフト / シェアの流れに看護はどう対応していくべきか
～看護の専門性を発揮するタスク・シフト / シェア～
講師：井本

奥田
牛島
村本
座長：齋藤

寛子（公益社団法人日本看護協会常任理事）
悦子（日本赤十字社武蔵野赤十字病院看護部長）
久美子（社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院副看護部長）
多江子（社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院副看護部長）
訓子（公益社団法人日本看護協会副会長）

9月
11 月

シンポジウム 3
9 月 29 日（水）9:30 ～ 11:10 ／ 11 月 18 日（木）15:00 ～ 16:40

2025 年に向け、あなたの施設で必要な人財は？
～「特定行為研修を活用したマネジメント」～
講師：吉岡

佐知子（松江市立病院看護局長）
新 美保恵（川崎医科大学総合医療センター看護部長）
樋口 秋緒（医療法人北晨会恵み野訪問看護ステーション「はあと」所長 /NP 教育課程修了者（プライ
マリケア分野）
）

座長：井本

寛子（公益社団法人日本看護協会常任理事）
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シンポジウム 4
9 月 28 日（火）14:30 ～ 16:10 ／ 11 月 19 日（金）15:00 ～ 16:40

「新型コロナウイルス感染症から学ぶ」
～保健・医療・介護・福祉の連携を考える～
講師：松本

珠実（大阪市健康局健康推進部健康施策課保健主幹）
淺香 えみ子（東京医科歯科大学病院病院長補佐兼看護部長）
朝野 愛子（社会福祉法人今山会特別養護老人ホーム寿生苑統括施設長）
座長：鎌田 久美子（公益社団法人日本看護協会常任理事）
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要

母子が健やかに子育てできるまちづくりに取組もう！

旨
座長

井本 寛子

公益社団法人日本看護協会常任理事

我が国では、出生数が減少し続けているにもかかわらず、児童相談所相談対応件数は増加の一途を辿って
おり、主な加害者が母親である事例が多く報告されている。
母親による虐待の背景には、貧困やサポート不足など社会的要因のほか、妊娠・育児期は、母親が様々な
心理的危機に陥りやすい時期であることが考えられる。
国は、乳児家庭全戸訪問事業、産婦健康診査事業、診療報酬改定等を通じて拡充を図っている。また、本
会では、
「母子のための地域包括ケア病棟（仮称）モデル事業」を実施し、医療機関における安心安全な出
産環境の整備や、地域包括ケアシステムの実現を支える看護機能連携システムの構築に向けた事業を行って
きた。
しかし、現在、妊娠・育児期の母親に対して、妊婦健康診査等を定期的に実施し、身体面での支援が行わ
れているものの、メンタルヘルスケアは、十分ではない。結果、母親が児への愛着形成を損ねてしまい、不
適切な養育や虐待などにつながりかねず、かねてより妊娠・育児期の母親に対して、身体面だけでなく精神
面からも、妊娠期から切れ目のない支援が求められていた。
こうした状況を受け、長野県須坂市では、2013 年から、助産師、保健師、産婦人科医、精神科医などが
連携して、妊娠早期から支援が必要な母親を発見し、産後の母親のメンタルヘルスを向上させる多職種連携
地域母子保健システム体制（「須坂モデル」）を提唱している。この「須坂モデル」の特徴として、①行政と
医療機関の共通指標として、エジンバラ産後うつ病質問票の導入、②母子健康手帳交付時に面接の実施、③
多職種による事例検討会議の実施、④母子保健コーディネーターと地区担当保健師による支援、が挙げられ
る。
全国の自治体・医療機関においては、妊娠期から切れ目のない支援体制の構築に向け、地域住民の特性を
活かし、対策を講じていると考えられる。そのうえで、妊娠・育児期の母親に対して、精神面からも支援を
行っている「須坂モデル」は、各自治体・医療機関の取り組みをより一層推進する際の参考となり得ると考
えられる。
そこで、本シンポジウムでは、母子保健関連の課題解決のため、「須坂モデル」を好例として取り上げる
ことで、妊娠・育児期の母親に対するメンタルヘルスケアの向上に関する意見交換、及び他の自治体でも同
様の体制構築に向けた検討を促すことを目的とする。

プロフィール

1991 年 姫路赤十字看護専門学校卒業。1992 年日本赤十字社助産師学校卒業。2004 年 文京学院大学
大学院経営学研究科（医療管理学）修了。
1992 年 4 月～ 日本赤十字社医療センター。1994 年 4 月～ 柏原赤十字病院。
1996 年 4 月～ 日本赤十字社医療センター。2006 年 4 月～ 同看護師長。
2010 年 4 月～ 同看護副部長。
2017 年 4 月～ 同周産母子小児センター副センター長。
2018 年 5 月～ 公益社団法人日本看護協会常任理事。
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今求められる母子が健やかに子育てできるまちづくり
〜母子保健と次世代育成の施策〜
講師

佐藤 拓代

公益社団法人母子保健推進会議会長

我が国では、どこの市町村にも専門職（保健師など）がいて、乳幼児健診等で保健指導がなされ、医療へ
のアクセスと質もよく、世界トップレベルに低い乳児死亡率となった。しかし、日々の子育ては保健や医療
だけではなく、育てにくさへの対処や子育ての負担といった日々変動することへの支援が必要である。健診
等での「点」におけるハイリスクアプローチに加え、地域で生活する親子への「面」によるポピュレーショ
ンアプローチが必要であり、平成 29（2017）年施行の改正母子保健法による子育て世代包括支援センター（以
下「センター」
）は、まさしくポピュレーションアプローチに舵を切ったものといえる。
センターは、平成 28（2016）年改正の母子保健法において設置が市区町村の努力義務である母子健康包
括支援センターであるが、法律公布日の通知「児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について」で子育
て世代包括支援センターとされ、子育ての最悪の事態である子どもの虐待を予防するため、母子保健にとど
まらず包括的に妊娠期から切れ目なく子育てを支援することが明確に示された。先に類似した名称の子育て
支援センター事業が子育て支援担当部署では実施されており、妊娠期から子育て期にわたるまでの様々な
ニーズに対して総合的相談支援をワンストップで提供する拠点として、子育て支援と母子保健がお互いに歩
み寄って取り組む、自治体の内部の連携が要となっている取り組みと言える。
また、出産後まもなくはもっとも心配事が多い時期であるが、母子保健法での新生児訪問は 4 人に一人しか
行われておらず、産後まもなくの支援として平成 26（2014）年から開始されていた産後ケア事業が、令和 3
（2021）年施行の改正母子保健法においてこれも市区町村の努力義務事業となった。
母子保健と子育て支援、母子保健と医療機関等による産後ケアなど、母子に対する支援が広がってきてお
り、リスクがあり支援が必要とされた母子のみならず、誰にでも支援を行うポピュレーションアプローチが
展開されている。これは介護保険法における介護度に応じたサービスを組み立てることと違い、公民館をベー
スにセンターを作る、民宿旅館で産後ケア事業を行うなどの、地域の実情に合わせた取組であり、まさしく
「まちづくり」といえる。COVID-19 禍の先行きが見通せない今だからこそ、利用しやすい見える化された
子育て支援の展開が必要である。

プロフィール

1978 年東北大学医学部卒。小児科、産婦人科の臨床後、1988 年より大阪府入職。保健所長等を経て、
2010 年大阪母子医療センター母子保健情報センター長等。
現職は 2018 年より公益社団法人母子保健推進会議会長。全国妊娠 SOS ネットワーク代表理事、日本
子ども虐待防止学会理事、日本子ども虐待医学会理事、日本公衆衛生学会認定公衆衛生専門家等。ラ
イフワークは妊娠期からの子ども虐待予防。
2017 年より子育て世代包括支援センターに関する厚生労働科学研究の代表研究者。
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多職種連携地域母子保健システム「須坂モデル」の取り組み
～妊娠期から切れ目のない支援のために～
講師

津山 美由紀

長野県須坂市健康福祉部健康づくり課課長補佐兼母子支援係長

産後、女性の十数パーセントが産後うつ病になり、初産婦では 25％の人が産後２週において心身ともに
疲弊している状態にあり、母親自身の問題のみならず、児の心身の発達に影響するため、多職種でサポート
できる母子保健システムの確立が望まれる。周産期メンタルヘルスケアでは、重症化を防ぐためにもメンタ
ルヘルス不調の妊産婦に対し、その兆候に早く「気づき」、適切な関係機関に「つなぎ」、親子を「支える」
ことが重要である。
須坂市は、妊娠早期から支援が必要な母親に気づき支援する仕組みとして、産婦人科医、小児科医、助産
師、保健師、医療ソーシャルワーカーなどの多職種が連携した地域母子保健システム「須坂モデル」を構築
し、
「一人も取り残されない」妊娠期からの切れ目ない支援に取り組んでいる。
このような須坂市の母子支援体制は、市内基幹病院の長野県立信州医療センターの協力を得ながら、国立
成育医療研究センターこころの診療部乳幼児メンタルヘルス診療科の立花良之診療部長の研究グループと須
坂市が協働で取り組んできた。本学会では、その取り組みのこれまでの歩みと今後の展望について述べる。
多職種連携地域母子保健システム「須坂モデル」の特徴
1. エジンバラ産後うつ病質問票を共通指標として導入した。
2013 年 7 月から行政と県立信州医療センターがエジンバラ産後うつ病質問票を共通の指標として連携を
始めた。
2. 母子保健コーディネーターを配置し、全妊婦との面接を行っている。
2014 年 4 月から母子保健コーディネーターを配置し、母子健康手帳交付時に全妊婦と面接を行い妊婦と
の関係性を構築する。また、質問票などを用いて妊娠の受け止めや育児支援状況などを聞き取り、心理社
会的リスクをアセスメントしている。
3. 多職種が出席するケース検討会議で「顔の見える連携」を行っている。
支援が必要な親子のケアについて、地域母子保健に携わる医療・保健・福祉の関係者が一堂に会し定期的
にケース検討会議を行い、多職種が共通認識の下で支援を行っている。
4. 妊娠期からの切れ目ない支援体制
妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩みなどに円滑に対応するため、須坂
市子育て世代包括支援センターを設置し、子育て支援機関と連携した相談支援と産後ケア事業などの母子
保健事業により妊娠期からのメンタルヘルスの支援を行っている。

プロフィール

1996 年 3 月 長野県公衆衛生専門学校保健婦学科卒業。
1996 年 須坂市役所入庁。2005 年 須坂市健康福祉部高齢者福祉課、翌年須坂市地域包括支援センター
に配属。
2015 年 須坂市健康福祉部健康づくり課健康支援係長。
2017 年 須坂市健康福祉部健康づくり課母子支援係長。
2020 年 4 月より現職。
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病院と行政が連携して取り組む母子支援のしくみ
講師

本藤 美奈子

地方独立行政法人長野県立病院機構本部事務局事務局次長
公益社団法人長野県看護協会助産師職能理事

2013 年 2 月、
長野県立須坂病院（現長野県立信州医療センター）の小児科医の声掛けで病院と須高地域（長
野県須坂市、小布施町、高山村の 3 市町村、人口約６万７千人）の母子の連絡会議が開催された。その数か
月前に、虐待が疑われる小児患者が救急搬送されたことがきっかけである。連絡会議には、小児科医、産科
医、助産師、看護師、MSW、保健師など多職種が参加した。後に「須坂モデル」と呼ばれる、病院と行政
が連携した母子保健システムの始まりである。
2014 年のシステム構築から 7 年が経過し、取り組みが継続して行われている。連携のしくみが継続でき
ているのは、以下によるものと考えられる。
一つ目は、母親に焦点を当てて関わる助産師・産科医と、こどもの成長や母子関係に焦点を当てて関わる
保健師・小児科医がそれぞれの職種の特性を活かして支え合うことができていること。以前は、専門職種が
それぞれの立場で母子に関わることができても、その情報共有に課題があった。現在、2 か月毎に行われて
いる病院と行政の実務検討会では、それぞれの専門的立場から意見を出し合って検討が行われている。
二つ目は、エジンバラ産後うつ質問紙票、育児支援チェックリスト、赤ちゃんへの気持ち質問票を用いて
連絡する基準を取り決め、必要時は遅滞なく情報が提供されるしくみがあること。情報提供の方法は連絡票
に限らず、電話で行うこともある。連絡を受けた方は速やかに支援体制の動きがとれる。日頃から顔の見え
る連携ができているため、連絡することに躊躇はしない。
妊娠早期からの支援の効果が見えるようになったことは、ケアする側のやりがいにつながっていると感じ
る。行政と病院の双方で妊娠早期からすべての妊婦に関わり、重症化する前に介入ができる。出産後の入院
中に保健師が訪問し、継続して宿泊型の産後ケア利用に繋げることもある。多職種で切れ目ないケアを行う
ことが重要だという認識が関係職種で一致している。繋げてよかった、関わってよかったという思いがこの
仕組みを支えている。

プロフィール

長野赤十字病院、三井記念病院を経て、昭和 63 年から長野県立須坂病院（現長野県立信州医療セン
ター）勤務。平成 26 年から同院副院長兼看護部長。
平成 30 年 長野県立病院機構本部事務局に異動、事務局次長（改革担当）。
平成 28 年から長野県看護協会職能理事（助産師）。
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当院における妊娠期からの切れ目のない支援体制整備の現状と課題
講師

猪瀬 紗都子

地方独立行政法人長野県立病院機構長野県立信州医療センター看護師長

近年、女性の妊娠・出産・育児を取り巻く環境は、少子高齢化、家族の多様化、ハイリスク妊娠の増加に
よって劇的に変化し、母親の孤立、不安を抱いたままの育児、産後うつ、妊産褥婦の自殺、児童虐待といっ
た社会・心理的問題が顕在化している。このような現状から、妊産褥婦のメンタルヘルスケアの必要性が指
摘され、医療機関、行政が連携を図ることで、すべての妊産褥婦が、妊娠期から切れ目のない支援を受けら
れる体制の整備が求められている。
当院では、小児科での虐待事例を機に、平成 25 年から妊娠期からの切れ目のない支援体制の整備に取り
組んでいる。最初に、エジンバラ産後うつ病質問票（以下 EPDS）を導入し、助産師が、点数のついた項目
について聞き取りを開始した。その結果、問題ないと判断し、退院した褥婦でも、1 か月健診時の EPDS が
高得点となり、母親の精神状態が不安定になっているケースが続いた。これらのケースは、退院後、家族か
らの支援がないという共通点があった。一方で、入院中の EPDS が高得点でも、退院後に必要な支援を受
けた褥婦は、1 か月健診時には、EPDS の得点が低下し、不安が軽減していた。この結果から、産後の支援
の有無が、EPDS の得点や母親の精神状態に影響すること、妊娠期から産後の支援体制を整備する必要性が
明らかとなった。
現在は、助産師外来時に、家族背景や支援体制の確認を行い、EPDS、育児支援チェックリスト、赤ちゃ
んへの気持ち質問票の聞き取りを実施し、産後ケア、産後 2 週間健診、母乳外来、保健師の訪問を組み合わ
せ、行政と連携しながら支援体制を整えている。また、多職種連携地域母子保健システム「須坂モデル」で
は、
近隣市町村と定期的に検討会を行い、
「顔の見える連携」を図っている。この「顔の見える連携」により、
多職種間での信頼関係の構築、EPDS を活用した客観的な情報提供、病院と行政のスムーズな情報共有が可
能となった。一方で、産後ケア利用者、スタッフから、産科混合病棟における産後ケアのあり方、里帰り出
産時の支援体制整備の必要性などの課題が指摘されており、今後も、改善を繰り返しながら、より良い支援
体制に向けた取り組みが必要である。
今回のシンポジウムでは、当院における妊娠期からの切れ目のない支援体制の事例や課題を紹介する中で、
今後、求められている支援体制について検討したいと考える。

プロフィール

2004 年 3 月
2004 年 4 月
2006 年 4 月
2018 年 3 月
2021 年 4 月

日本赤十字社助産師学校卒業。
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター入職。
長野県立須坂病院入職。
新潟県立看護大学大学院看護学研究科修士課程修了。
長野県立信州医療センター南 3 階病棟看護師長 現在に至る。
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旨
座長

齋藤 訓子

公益社団法人日本看護協会副会長

医師への時間外労働の上限規制が適用される 2024 年 4 月に向け、国においては医師の働き方改革に向け
た動きが加速している。本規制は罰則が盛り込まれており、2024 年 4 月以降はすべての医療機関が医師の
時間外労働を規制範囲内に収めることを求められる。
国は、医師の働き方改革に向けた方策として、地域医療提供体制における機能分化・連携、集約化・重点
化、上手な医療のかかり方の周知、そして、各医療機関の取り組みとして「マネジメント改革（管理者・医
師の意識改革、医療従事者の合意形成のもとでの業務の移管や共同化（タスク・シフティング、タスク・シェ
アリング）、ICT 等の技術を活用した効率化や勤務環境改善）」を挙げている。そして、医師から他職種へ
のタスク・シフト / シェアを推進するため、
「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト / シェアの
推進に関する検討会」において検討を進め、2020 年 12 月に「議論の整理」を公表した。この整理を受け、
2021 年 5 月には関連する法律が改正され、秋までには政省令及び通知が発出される見込みである。
「タスク・シフト / シェア」は「これまで医師が担ってきた業務を別の職種が担う」というイメージであ
るため、
看護管理者や看護師からは「さらに看護師の業務が増えるのか」、
「看護師も足りないのに…」といっ
た不安や戸惑いの声を多く聞く。しかしながら、医師が行っていた業務を単に看護師や他職種にシフトする
のでは病院全体の業務量は変わらず、対応が難しいため、組織全体での業務の効率化を図る必要がある。そ
の際、重要なことは、看護師の専門性や能力を活かし、より自律的に活動できるよう体制を整備することで
ある。
本シンポジウムでは、このような国の動きや看護に影響の大きな事項を具体的に紹介するとともに、日本
看護協会の考えを共有する。また、すでに取組みを開始している施設の看護管理者から、このタスク・シフ
ト / シェアの流れに看護はどう対応していくべきか、看護管理者として大事にしていること、実際の取組み
内容等について情報提供をいただく。このタスク・シフト／シェアの流れが、看護の専門性をさらに発揮し
ていく契機となるよう、みなさまと共に考える機会としたい。

プロフィール

1994 年
1998 年
2001 年
2020 年
2001 年
2009 年
2020 年
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神奈川県立看護教育大学校看護教員養成課程修了
立教大学法学部卒業
兵庫県立看護大学院看護研究科修士課程修了
筑波大学大学院人間総合科学研究科博士課程修了。Ph.D.（ヒューマン・ケア科学）
日本看護協会政策企画室。2005 年 4 月事業開発部長。7 月政策企画部長
常任理事。2017 年副会長
関東学院大学看護学部・大学院看護学研究科教授
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講師

井本 寛子

公益社団法人日本看護協会常任理事

2024 年 4 月の医師の時間外労働の上限規制の適用に向け、厚生労働省では 2019 年 7 月に関係する 30 団
体を対象とした「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフティングに関するヒアリング」を開催した。
その後、その結果を踏まえ、2019 年 11 月に「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト／シェアの
推進に関する検討会」を設置し、検討を進めてきた。
これらの検討においては「医師のどの業務をどの職種が引き受けられるか」が主な議論となっていたが、
日本看護協会では、医師の労働時間が短縮する中でも、国民に必要な医療が安全かつタイムリーに提供され
ることが最も重要であり、そのためには、個々の行為のシフト・シェアよりも、患者の一番近くにいる看護
師が判断可能な範囲を拡大することが不可欠だとして、検討を求めてきた。看護師が判断可能な範囲を拡大
し、さらに専門性を発揮できるようにすることで、医師・看護師双方の負担が軽減され、同時に患者へのタ
イムリーな医療提供が可能となる。当然そこには、臨床検査技師や臨床工学技士、診療放射線技師、理学療
法士、医師事務作業補助者、看護補助者などのさまざまな職種との協働・連携も不可欠だ。各職種がそれぞ
れの役割をさらに発揮することで、医療の質向上や効率化を図ることもできると考えている。
各施設において、看護の専門性の発揮に資するタスク・シフト／シェアの取り組みを進めるカギは看護管
理者のマネジメントである。職員の意識改革、法令等で定める各職種の業務範囲の理解、法令等に則した包
括指示やプロトコールなどについての院内ルールの作成・周知、安全性を担保するための教育・研修、必要
な人材確保など、さまざまな体制整備が求められる。この大きなタスク・シフト / シェアの波に乗り、看護
管理者が能力を発揮することで、看護師がより働きやすく、やりがいを感じられる環境を整えることができ
るとともに、患者安全の担保や医療の質向上も実現することができる。
本セッションでは、看護の専門性の発揮に資するタスク・シフト／シェアの取り組みを進める上で押さえ
ておきたい情報や基本的な考え、看護師に期待される役割等を紹介する。

プロフィール

1991 年 姫路赤十字看護専門学校卒業
1992 年 日本赤十字社助産師学校卒業
2004 年 文京学院大学大学院経営学研究科（医療管理学）修了
1992 年～ 日本赤十字社医療センター
1994 年～ 柏原赤十字病院
1996 年～ 日本赤十字社医療センター
2006 年～ 同 看護師長
2010 年～ 同 看護副部長
2017 年～ 同 周産母子小児センター副センター長
2018 年～ 公益社団法人日本看護協会 常任理事
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救急外来における事前に取り決めたプロトコールに基づいた、
看護の専門性を発揮するタスク・シフト / シェアの取り組み
講師

奥田 悦子

日本赤十字社武蔵野赤十字病院看護部長

当院は、東京都武蔵野市に建つ 611 床の高度急性期病院である。病院の機能としては、地域医療支援病院、
地域がん診療連携拠点病院（高度型）
、三次救急医療施設病院、災害拠点病院等様々な機能を有しており、
地域の中核病院として役割を果たしている。
また救急外来では、一次救急から三次救急の患者までを診ており、年間約 10,000 台の救急車を受け入れ
ている。さらに 2020 年 1 月末から COVID-19 患者の対応も担っており、現在は多くの救急要請のため、医
師だけでなく看護師・コメディカルも多忙な状況である。
このような状況下、日本看護協会より「看護の専門性の発揮に資するタスク・シフト / シェアの取り組み」
についてお話をいただいた。
当院は、2018 年特定行為研修の指定研修機関として研修運営とともに、その研修修了者が患者の利益が
最大限となるよう、看護の専門性を活かした特定行為を実施している。そして、その結果として医師業務の
タスク・シフト / シェアが推進されてきた。
今回の課題は、救急外来における看護の専門性を発揮するタスク・シフト / シェアの取り組みである。私
たちは、まず救急外来において「患者の利益を高めるための課題は何か？」という視点から検討を始めた。
救急外来では、院内トリアージにあたり緊急度判定支援システム JTAS（Japan Triage and Acuity
Scale）を使用している。その判定に従って診察・治療が実施されるが、看護師は緊急性が高いと判断した
場合、トリアージと診察の間に次の診察や治療を予測して、検査等の一部を実施している事がある。また患
者の苦痛が強い場合、少しでも早く軽減できないかと考えながらも、現状では医師の指示がなければ看護師
が対応できない状況もある。
こうした状況から、適切に患者の利益を高める医療提供や提供できないジレンマに対応するためには、単
に看護師へのタスク・シフト / シェアを考えるのではなく、院内の仕組みを整える必要があると考えた。
そこで今回、看護師の専門性を発揮することで患者の利益が高められるタスク・シフト / シェアの取り組
みについて、そのプロセスを含め報告する。

プロフィール

1985 年
同
2000 年
2001 年
2009 年
2010 年
2013 年
2021 年
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日本赤十字社武蔵野女子短期大学看護科卒
武蔵野赤十字病院入職
同病院看護師長
産能大学経営情報学部経営情報学科卒
日本赤十字看護大学大学院看護学研究科修了
認定看護管理者取得
武蔵野赤十字病院看護副部長
同病院看護部長
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看護師がチーム医療の推進者として専門性を発揮するための
タスク・シフト実現に向けた取り組み
講師

牛島 久美子（9 月）・村本 多江子（11 月）
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院副看護部長

済生会熊本病院は、断らない救急を使命に患者が安全で質の高い医療を受けられるよう、チーム医療によ
るケアの標準化と質の可視化に取り組んでいる。その背景には、クリニカルパスを導入、TQM 開設、
JCI（Joint
Commission International）認証を機にさらなる安全管理と医療の質に関して継続的な改善活動を推進して
いる。看護師教育では、クリニカルラダーによる看護実践能力の強化やマネジメントラダーを用いた看護管
理者の段階的育成、2020 年には特定行為研修施設として、特定行為研修修了者を育成するなど人材育成に
取り組んでいる。
タスク・シフト推進で重要なことは、チーム医療と安全性が担保されたケアの標準化があり、それに関与
する看護師の臨床判断力向上の教育が必要である。これにより、チーム内の信頼とチームワークが醸成され、
タスク・シフト実現が可能となる。既に、済生会熊本病院は標準化されたケアの文書やクリニカルパスが整
備されており、看護師が医師の包括的指示をさらに活用することができる体制と文化がある。今後、看護師
が行っている静脈路確保など多職種がタスク・シェアした時に、多職種と協働した体制整備や看護師教育に
ついて看護管理者が取り組んだ内容と課題について述べる。
まず、救命救急外来では、多職種で目的の共通理解、方向性を検討した。現在、胸痛や脳卒中症状に対し
て予め出された医師の指示のもと看護師が検査や点滴準備を行っているため、改めて、実践可能な症状別ア
ルゴリズムの作成に取り組んだ。看護師は、救急救命士や検査技師等多職種と患者にとって必要なタスクを
コーディネートし、チーム医療の推進者として総合的な判断を医師へ提案できる取り組みを目指している。
次に、標準化されたケアを安全に実施するための看護師教育について述べる。看護師が異常を早期察知で
きるスキル修得と異常を気づいた際に相談できる体制として、フィジカルアセスメント教育を計画的に実施
し、MET（Medical Emergency Team）活動を整備している。これは、医師が不在時に速やかな報告や予
め出た指示を適切に判断し、患者への安全なケア実践に繋がると考える。
最後にタスク・シフトを進めるうえで重要なことは、看護の専門性発揮のチャンスだと看護管理者が考え
ることである。看護管理者は、タスク・シフトをしたことで何が変化したかについて、ケアの質や患者満足
度、安全性、職員の士気などを可視化し、常に医療の質を意識し柔軟に対応することが課題であると考える。
プロフィール：牛島 久美子

1993 年社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院入職。
救命救急病棟、脳卒中センター、ICU の看護師長を経て、2020 年に副看護部長、病床管理室長を兼
任し、病床管理や看護師教育、医療安全管理の役割を担っている。
2020 年熊本県立大学大学院アドミニストレーション研究科博士前期課程看護管理コース修士取得し
現在に至る。
プロフィール：村本 多江子

1988 年社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院入職。
脳卒中センター、ICU、地域連携室、日帰り手術治療室での師長経験を経て、病床管理室長、患者相
談支援室長を兼任。
2014 年から副看護部長職に就き、看護補助者管理、地域連携、入退院支援管理、院内保育園管理を
担う。
2017 年日本看護協会認定看護管理者取得。
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2025 年に向け、あなたの施設で必要な人財は？ ～
「特定行為研修を活用したマネジメント」
～

旨
座長

井本 寛子

公益社団法人日本看護協会常任理事

2025 年に向け、医師の判断を待たずに手順書（指示の一形態）により、一定の診療の補助（特定行為）
を行う看護師を養成するため、特定行為研修制度が創設された。2015 年 10 月の制度開始から約 6 年が経ち、
研修機関は全国 272 ヶ所（2021 年 2 月時点）、修了者は 3,307 人（同年 4 月時点）まで増加した。
特定行為研修の研修機関は医療機関が最も多いが、日本看護協会では制度開始当初から認定看護師を対象
とした特定行為研修を行っており、修了者は 619 名（同年 4 月時点）に上る。さらに、2020 年度からは、
特定行為研修を組み込んだ新たな認定看護師教育を開始している。また、大学院修士課程に特定行為研修を
組み込み、身体状況を的確に把握し、診断や治療を提案するプロセスまでも学ぶ NP 教育課程も 12 課程（同
年 4 月時点）に増加している。そのため、
「特定行為研修を修了した看護師」といっても、教育やキャリア
等の背景、期待される役割、本人の目指す方向性はさまざまである。そのため、看護管理者からは役割や業
務、配置等を考える際に、背景等の違いをどう考慮すべきかといった声も聞こえる。また、研修修了後も、
受講前と同様の活動を行っているという研修修了者もいる。
特定行為研修制度の活用を検討する際には、何のために自施設で制度を活用するのか、研修修了者にどの
ような場で、どのような活動を期待するのかを明確にすることが重要である。その上で、そのために、どの
ような看護師を、どの研修機関に何人派遣するのか、または、地域の医療・看護の質向上に向け、自施設が
研修機関となり、他施設からの受講を受け入れるのかといった具体的な戦略の検討が求められる。
本シンポジウムでは、特定行為研修修了者について改めて制度上の位置づけ等に関して整理をした上で、
キャリアパスに位置づけたり、背景の異なる研修修了者の役割を区分したり、研修機関となる等の特定行為
研修を活用したマネジメントを行っている看護管理者 3 名から情報提供をいただく。また、2040 年を見据え、
特定行為研修制度では対応できない医療ニーズに応えるため、本会が創設を目指しているナース・プラクティ
ショナー（仮称）制度を紹介し、2025 年、さらには 2040 年に向けた人財マネジメント戦略を考える機会と
したい。

プロフィール

1991 年 姫路赤十字看護専門学校卒業
1992 年 日本赤十字社助産師学校卒業
2004 年 文京学院大学大学院経営学研究科（医療管理学）修了
1992 年～ 日本赤十字社医療センター
1994 年～ 柏原赤十字病院
1996 年～ 日本赤十字社医療センター
2006 年～ 同 看護師長
2010 年～ 同 看護副部長
2017 年～ 同 周産母子小児センター副センター長
2018 年～ 公益社団法人日本看護協会常任理事

82

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

シンポジウム 3

2025 年に向け、あなたの施設で必要な人財は？ ～
「特定行為研修を活用したマネジメント」
～

高齢化の進展した地域の自治体病院に必要な人財とは？
～特定行為研修を活用したマネジメント～
講師

吉岡 佐知子

松江市立病院看護局長

松江市立病院は、島根県の県都松江市にある自治体設置の急性期病院である。2025 年の超高齢社会をす
でに経験する当市で地域医療支援病院としての役割も担っている。
当院が特定行為研修指定医療機関の申請に至った理由は、認定看護師制度の改正が予定され、特定行為研
修が認定看護師教育に組み込まれると知ったからであった。当院でも認定看護師や専門看護師の育成を進め
てきたが、当時は、すでに認定看護師の認定を受けている看護師にどのように特定行為研修を受講させるか
に頭を悩ませていた。国が特定行為研修指定医療機関の申請を推進していると知り、病院長の承諾を得て申
請し、2019 年に県内で初めて指定医療機関の承認を受けた。初年度は、院内で協力体制を得られた＜栄養
及び水分管理に係る薬剤投与関連＞と＜血糖コントロールに係る薬剤投与関連＞の研修から開始し、翌年に
は認定看護師の強い要望を受け＜術中麻酔管理領域＞のパッケージ研修を追加した。今年で 3 年目を迎え、
延べ 8 名の修了者を出している。
特定行為研修を開始して感じることは、本研修が受講者のモチベーションを想像以上に上げていることで
ある。受講者は、予想に反して認定看護師以外の看護師が多いが、研修を通して培われる臨床推論力や判断
力が、特定行為実践に関わらず看護師としての実践力を確実に上げ、医療チームでも多職種の信頼を得てい
る。本研修が看護師のやりがいを高め、看護の質の向上にもつながっていると考えている。
2025 年に向け、複数疾患や慢性疾患を抱える高齢患者が増えていく。短い入院期間には安心・安全な医
療提供が求められ、地域ではその人らしい生活を支えることが必要となる。当院も地域医療支援病院として、
地域の人材育成にも貢献したい。これまで地域に送り出した修了者は 1 名のみである。本研修が地域の中で
十分知られていないこと、受講したくとも諸要因で踏みとどまっている現状もあるようである。今後は、行
政を含めた関連施設とも意見交換を重ね、地域の中で特定行為研修の受講が進むよう、当院でできる環境整
備や人材派遣等の仕組みを検討していきたいと考えている。

プロフィール

1989 年より看護師として急性期病院等で勤務。
2002 年に兵庫県立大学大学院看護学研究科修士課程修了後、松江市立病院へ就職。
2004 年に老人看護専門看護師の認定を受け、院内外にて活動。
2021 年 4 月より現職。
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2025 年に向け、あなたの施設で必要な人財は？ ～
「特定行為研修を活用したマネジメント」
～

看護実践能力向上に向けた特定行為研修修了者の活用
講師

新 美保恵

川崎医科大学総合医療センター看護部長

看護師特定行為研修を修了者の活用としては、患者の多様なニーズに対応でき、タイムリーな特定行為実
践が求められる。さらに他職種、特に医師からタスクシフトの人材として期待されている。しかし、通常業
務の中で研修内容を活かした看護実践となると、特に配置や時間的処遇などの工夫が必要となる。
当院では看護師特定行為研修を修了した看護師数は徐々に増えており、その効果を期待されている。人材
活用事例としては、所属する看護単位でのタイムリーな処置やチーム医療の中での活用、さらに所属看護単
位外でのカンファレンス参加やインシデント事例のリフレクション等へ参加する等多様化している。
所属看護単位や組織横断的な活動に関する仕組みは、特定行為研修修了者と関連の医師や看護単位責任者
と協働で作る必要があり、修了した各領域により様々な活動となっている。その効果的な活動の準備と実践・
評価についての流れについてまとめたものを今回報告する。
また活動での成果・影響について特定行為研修修了者・看護単位責任者・医師を対象にアンケート調査を行っ
た。その結果、活動のための支援や環境的課題、教育的活動についての課題などが示唆された。また多くの
意見をもとに、
活動基盤の整備について検討の必要性があることがわかった。その一部を報告するとともに、
今後の活動促進でのマネジメント課題と展望について紹介したい。

プロフィール

1986 年 旭川荘厚生専門学院第一看護科卒業
同年 川崎医科大学附属川崎病院就職（現 川崎医科大学総合医療センター）
同病院看護師、看護副主任、看護主任、看護副師長、看護副部長を経る
2008 年 認定看護管理者
2009 年 現職
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2025 年に向け、あなたの施設で必要な人財は？ ～
「特定行為研修を活用したマネジメント」
～

訪問看護で、健康な暮らしをコーディネートするための人財
講師

樋口 秋緒

医療法人北晨会恵み野訪問看護ステーション「はあと」所長 /
NP 教育課程修了者（プライマリケア分野）

私は、大学院で NP 教育課程の中で特定行為研修を修了しています。訪問看護ステーションの管理者が、
わざわざ大学院に行かなくても、スタッフに任せたらよかったのでは？と、思われる看護管理者もいるかも
しれない。また、なぜわざわざ今更特定行為研修？と思われる方もいるかもしれません。
看護師であれば、絶対的行為をのぞけば、医師の指示のもとで医療処置はできるし、特定行為に挙げられ
ている医療処置も、以前より行っている訪問看護ステーションがあったとすれば、かえって特定行為研修制
度なんてできたら、
「厄介」。自分が大学院で学んでいなければ、そんな意見に、きっと私は頷いていました。
私も、特定行為研修修了する前からいろいろ経験していたからです。でも、利用者に安全・安楽に暮らして
もらうには、自分の判断や行為の意味する事、経験から得た「感覚」を、管理者として、スタッフに伝えて
いかなくてはならない。そう思いました。
その見えない「感覚」
。特定行為の実践には、特定行為にかかるアセスメント力が試されます。そのアセ
スメント力次第で、安全な行為につながるかの判断に繋がり、その判断は、訪問看護利用者の安全な暮らし
の支え実践そのものに直結します。安全な暮らしの支えは、利用者が抱える疾患の症状コントロールです。
豊富な経験を持つ中堅以上の看護師なら、患者が急変する前に「なんだか変だ」とその兆候を察知し、異常
の予測や早期発見、早期対処ができるのは当然のことかもしれませんが、そのときの、体と直感が一体となっ
て看護実践するに至るまでの判断や行動を、言語化し、他者にも伝えていく術、私はそれを研修の中で学び
たいと思いました。
自分の実力は感心できるものではありませんし、特定行為研修に挙げられている行為項目で、訪問看護の
場で実践できるものは限られていますので、高度な医療行為をする機会はありません。でも、症状マネジメ
ントし、健康な暮らしをコーディネートする、そのための方法をわかりやすく他者に伝えられる。これがで
きる人材が地域にたくさんいたら、これから先、年をとっても、マルチモビディティな状態であっても、リ
スクを減らして、長く暮らしていく力になれると考えます。

プロフィール

都立青梅看護専門学校卒。聖ヨゼフ病院、順天堂大学付属順天堂医院を経て、1996 年恵み野病院に
入職。
2002 年道立衛生学院にて保健師資格取得後、退院調整と地域連携に関わり、2004 年訪問看護ステー
ションを開設。
2015 年北海道医療大学大学院で NP 資格（プライマリー分野）取得し、現在も恵み野訪問看護ステー
ション「はあと」管理職として従事。
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要

「新型コロナウイルス感染症から学ぶ」～保健・医療・介護・福祉の連携を考える～

旨
座長

鎌田 久美子

公益社団法人日本看護協会常任理事

新型コロナウイルス感染症（以下、COVID-19）が蔓延し、この 1 年半あまりの間、病院、診療所などの
医療施設だけでなく、訪問看護や福祉・介護施設、そして保健所など様々な現場で、看護職は日々昼夜を問
わず最善を尽くして COVID-19 と闘ってきました。COVID-19 は当初は全く未知の感染症でしたが、ウイル
スの特徴が徐々に明らかとなり、様々な模索の中でその対処法も改善され、ワクチン接種も進んでいます。
しかし、他方では、感染力のより強い変異株が連続して発生し、感染の収束は未だ見通すことができません。
COVID-19 が広がるなかで、「現場で何が起きていたのか」「対応した看護職はどのような動きをとったの
か」
「所属・組織の異なる看護職の連携という観点から見えた課題はどのようなものだったのか」「施設内外
の“連携”により解決につながると想定される課題はどのようなものか」等は必ずしも明らかになっていま
せん。COVID-19 対応医療機関で重症・中等症から回復した患者の受入れ先がないなといった施設間の役割
分担や連携についての課題も指摘されています。そこで、COVID-19 に現に対応している看護職が置かれて
いる現状とその活動への影響について報告を受け、有事に対応できる看護職連携を平時から構築しておくこ
との重要性への理解を深め、今後の看護職連携の強化に向けた手掛かりを得ることを目指し、シンポジウム
を企画いたしました。
本シンポジウムでは、松本珠実さん（大阪市健康局健康推進部健康施策課保健主幹）、淺香えみ子さん（東
京医科歯科大学医学部附属病院病院長補佐兼看護部長）、朝野愛子さん（社会福祉法人今山会特別養護老人
ホーム寿生苑統括施設長）にご登壇いただきます。医療（病院）、保健（保健所）、介護・福祉（施設）それ
ぞれの現場での 1 年半以上にわたる COVID-19 への対応を振り返っていただき、そこから見えた有事の看
護活動の課題、更にはそれを前提とした、今後の看護職の連携体制の強化方策について、意見交換をしたい
と考えています。
未知の感染症や災害をはじめとする健康危機管理を要する不測の事態は、これからも起こります。看護職
が引き続き国民の健康な生活を守り、支えるために、各現場での COVID-19 対応の経験を踏まえ、看護界
全体の知見として、今後の COVID-19 対応、さらには新興・再興感染症対応等次なる危機への対応を考え
るための一助としていきたいと思っています。

プロフィール

1978 年保健師として福岡県庁入庁。保健所、精神保健福祉センター、本庁等での勤務を経て、2014
年福岡県糸島保健福祉事務所副所長、2015 年福岡県保健医療介護部医療指導課医師・看護職員確保
対策室室長。
2014 ～ 2015 年には全国保健師長会の会長を務めた。38 年間勤務した県庁を 2016 年 3 月に定年退職し、
同年 4 月から 2 年間、公益財団法人福岡県すこやか健康事業団（現：公益財団法人ふくおか公衆衛生
推進機構）福岡国際総合健診センター長。
2018 年 6 月から公益社団法人日本看護協会常任理事。
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保健・医療・介護・福祉の連携を考える
～政令市保健師の立場から～
講師

松本 珠実

大阪市健康局健康推進部健康施策課保健主幹

新型コロナウイルス感染症対策において、政令市の保健師は、保健所業務と市町村業務の両者を担ってい
る。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴って、大阪市の保健師は様々な場面において、医療・介護・
福祉との関係性を基に保健活動を行ってきた。これらの実態を基に、今後の保健・医療・介護・福祉との連
携の在り方について考えたい。
政令市では、まず、保健所として、
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、
電話相談、積極的疫学調査、集団調査、陽性者の療養指導、濃厚接触者の健康観察、二次感染予防などを行っ
ている。また、市町村業務として、福祉施設や学校園における感染予防対策や市民への予防接種を担ってい
る。
大阪市の保健師活動を関係機関との連携の側面から見ると、時間の経過とともに関係する場面や関係性が
大きく変化してきていると感じている。
医療については、流行の初動より、検査の依頼、発生届や入院調整など多くの場面で医療機関との連携や
調整が必要であった。流行第 1 波～第 3 波では、病院や高齢者施設や障がい者施設でのクラスターが多く発
生し、二次感染予防や入居・入所者の入院調整、あるいは一般病棟への受け入れ依頼などにおいて連携しな
がら、ご協力やご尽力をいただいた。流行第４波、第 5 波では、自宅療養者が増え、自宅での急変時の往診
の仕組みや訪問看護ステーションによる健康相談・健康観察の仕組みにより、自宅療養者の安心・安全を守
ることにつながった。
介護・福祉については、介護サービス事業所向けの感染予防のための啓発活動から、施設内で発生した場
合の報告の仕組みづくりや発生時の防護服等の配布、更に、高齢者施設従事者を対象とした定期的な PCR
検査の導入などを行った。各事業所では、日々、徹底した感染予防と感染者の早期発見に努めていただいて
いる。
特に、この間、大阪府看護協会では、PCR 検査場での検体採取業務や宿泊療養施設での健康観察、ある
いは予防接種に多くの看護師を動員いただき、各事業の円滑な遂行に多大な貢献をいただいた。
今後、看－看連携を密にし、地域と病院、施設との有機的な連携を図ることが必要であり、新型コロナウ
イルス感染症を契機とした健康危機管理事象発生時の地域ケアシステムの充実を図ることが重要であると考
える。

プロフィール

大阪市淀川保健所に入職後、大阪市立保健専門学校、福祉局高齢者施策部、保健所感染症対策課、国
立保健医療科学院生涯健康研究部、大阪市阿倍野区保健福祉センターを経て平成 31 年 4 月より現職
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新型コロナ感染症対応を通した大学病院の取り組みと今後の方向性
講師

淺香 えみ子

東京医科歯科大学病院病院長補佐兼看護部長

新型コロナウイルス感染症対応（以下コロナ対応）は、医療体制そのものを大きく揺るがすことになった。
第一波では、手術の完全停止や 26 床の全 ICU をコロナ対応とし、HCU を含む５病棟を閉鎖、3 病棟を機能
転換してきた。その他、コロナ肺炎外来と PCR 対応部署新設など、病院内体制が変わり、看護職員の大幅
な部署異動が繰り返され、病棟機能は煩雑且つ多忙を極めるなかでコロナ対応が進められている。
このような背景の中で、入院機能が著しく制限され、第一波ではコロナ対応病床確保のために、入院患者
の転院・退院を一気に進めることになった。第二波以降は、コロナ感染後の転院先調整、入院患者の退院調
整に様々に工夫をしながら進めている。
多方面との連携は、人と情報をつなぐことで成立するが、コロナ対応ではこの連携を悉く障害されること
になった。病院施設内への立入りは最小限になり、連携職員の来院制限はないものの、社会的に人との接触
を避けることが基本になった影響を受けた。面会制限による患者 - 家族を一介にした対応ができない、もち
ろん遠方の家族が上京することもできない状況である。
このようななかで、コロナ感染予防をしつつ、家族と患者をつなぐこと、そして地域とつながるために対
応したことは、遠隔対応を用いること、情報収集・提供の方法を変更することであった。個人情報を含む内
容を院外と懸隔でつなぐには、セキュリティの課題と手段共有の問題を改善した。対面の対応には、接触時
間短縮のため、説明をビデオに置き換えた。予約の連絡を受けるタイミングで、必要情報を収集するなどの
時間短縮の対策を進めた。
大学病院のなかでは、患者を地域に連携することを積極的に行えていないところがあった。本当は地域に
戻りたい患者と戻したい病院があったにも関わらず、双方が遠慮と忙しさで望まない継続があったが、コロ
ナを機にこれらの改善が進んだ。連携は無理だと抱えていた患者を丁寧に調整することができた。遠隔の手
段を用いることで、遠方の家族が上京の労力を使わずに退院調整が行えたり、地域とのカンファレンスに参
加する関係者の時間を効率よく活用できるようになった。
コロナ対応を通して、人と情報をつなぐ手段を見直す機会となった過程と、今後の方向性について報告す
る。

プロフィール

東京医科歯科大学医学部附看護学校卒業後、獨協医科大学埼玉医療センター、榊原記念病院、日本看
護協会看護研修学校で勤務し、2020 年より現職。
認定看護管理者、救急看護認定看護師。学士（経済学）、修士（看護学）、博士（医学）
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シンポジウム 4

「新型コロナウイルス感染症から学ぶ」～保健・医療・介護・福祉の連携を考える～

「生活を支える」施設での感染対策
講師

朝野 愛子

社会福祉法人今山会特別養護老人ホーム寿生苑統括施設長

特別養護老人ホームは本来「生活の場」であり、私達は入居されている方々の最期まで「自分らしく生き
る」を家族等と共に支えることが重要だと考えています。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、家族、社会との交流の機会は断たれ、施設内でのマスク
着用、ソーシャルディスタンスの徹底等、触れ合いを大切にしていたケアとは全く逆の対応をせざるを得な
い状況になりました。新型コロナウイルス感染症は、インフルエンザやノロウィルス等の感染症とは異なり、
介護・医療の現場だけではなく、社会全体がこの感染症に対し恐怖と不安を抱き、地域社会と密接な施設で
はこれまでにない状況です。しかしながら、前述したように施設は「生活の場」であり、生活全般の介護が
必要な方や認知症で意思疎通が難しい方が多く、ショートステイやデイサービス等の在宅サービスを実施し
ている中での感染対策は容易ではありません。一旦ウイルスが施設に入るとクラスターが起こりやすく、感
染者がスムーズに入院できない場合は更にリスクは高まります。自施設では 2020 年 7 月にスタッフ 1 名の
新型コロナウイルス感染者が発生しました。発生後、保健所には速やかに広範囲の PCR 検査の実施して頂
いた結果、入居者 3 名（無症状）陽性が確認されましたが、スムーズに医療機関への入院を進めて頂き、そ
の後感染者は発生しませんでした。しかし、状態が不安定な入居者も多く、体調不良者が発生する度、近隣
の協力医療機関が受診、PCR 検査を実施して頂き、入居者やスタッフの安心にも繋がりました。この経験
を通して、感染予防策、入居者の体調確認、情報の共有など、これまで以上にスタッフの感染症に対する意
識が高まり、医療機関との連携の重要性を改めて実感する機会となりました。施設管理者として感染対策の
徹底と現場の状況を安定させ、医療スタッフが少ない施設で入居者の命と「自分らしい生活」を守り、スタッ
フが安心して働けるようにするためにはどのような対策、連携が必要なのか振り返り、考えてみたいと思い
ます。

プロフィール

1985 年		
1993 年～
1995 年～
援専門員
2002 年～
至る

大阪赤十字看護専門学校卒業後、長崎原爆病院勤務
長崎市医師会訪問看護ステーション
わかくさ訪問看護ステーション（訪問看護）2000 年～ アイリスケアセンターにて介護支
社会福祉法人今山会に介護支援専門員として入職し、2013 年より統括施設長となり現在に
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交流集会
交流集会 1
9 月 28 日（火）11:00 ～ 12:00 ／ 11 月 19 日（金）11:00 ～ 12:00

はじめよう！地域課題の解決にむけた事例検討会
～保健師・助産師・看護師がつながる新たなカタチ～
講師：岩本

里織（神戸市看護大学看護学部教授）
萱間 真美（聖路加国際大学大学院看護学研究科教授）
座長：佐藤 由美（群馬大学大学院保健学研究科教授）

交流集会 2
9 月 29 日（水）11:30 ～ 12:30 ／ 11 月 18 日（木）13:30 ～ 14:30

看護の力をさらに引き出す
～看護業務の効率化を進めよう！～
講師：保坂

明美（株式会社トラントユイット訪問看護ステーションフレンズ管理者）
 場﨑 喜美子（医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院理事長補佐法人企画部統括
馬
看護管理者 / 前広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院看護部長）

座長：山元

恵子（公益社団法人東京都看護協会会長） 9 月
小坂 晶巳（社会医療法人財団慈泉会相澤病院副院長・看護部部長）

11 月

交流集会 3
9 月 29 日（水）9:30 ～ 10:30 ／ 11 月 18 日（木）15:00 ～ 16:00

知ってトクするナースセンター活用術！
～仕事探しだけじゃない！
あなたのキャリアをキャリアコンサルタントが支援します～
講師：廣島

博美（公益社団法人神奈川県看護協会神奈川県ナースセンター課長）
河井 友子（公益社団法人静岡県看護協会静岡県ナースセンター所長）
長谷川 陽一（公益社団法人日本看護協会労働政策部中央ナースセンター課）
座長：森内 みね子（公益社団法人日本看護協会常任理事）

交流集会 4
9 月 28 日（火）11:00 ～ 12:00 ／ 11 月 18 日（木）11:00 ～ 12:00

多職種協働に向けた DiNQL データの活用
～労働と看護の質向上を目指して～
講師：松本

美保子（社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院副看護部長）
佐藤 浩二（医療法人豊田会刈谷豊田総合病院安全環境管理室看護師長）
座長：叶谷 由佳（横浜市立大学医学部副医学部長兼看護学科長兼老年看護学教授）
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交流集会 5
9 月 29 日（水）11:00 ～ 12:30 ／ 11 月 19 日（金）13:00 ～ 14:30

看護の力、新たなアイデアで健康な社会をつくろう！
～看護職の地域における活動の場の広がり～
講師：高橋

弘枝（公益社団法人大阪府看護協会会長）
島袋 富美子（公益社団法人沖縄県看護協会専務理事）
渡邊 カヨ子（NPO 法人サロンみんなの保健室代表 / 前栃木県看護協会会長）
座長：橋本 美穂（公益社団法人日本看護協会事業局長）

交流集会 6
9 月 28 日（火）14:30 ～ 15:30 ／ 11 月 18 日（木）15:30 ～ 16:30

継続教育の形が変わる
～オンライン教材を活用した看護実践力の強化～
講師：西村

礼子（東京医療保健大学医療保健学部看護学科 / 大学院医療保健学研究科准教授）
松永 智香（高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病院副院長兼看護部長）
座長：渋谷 美香（公益社団法人日本看護協会神戸研修センター教育研修部長）
太田 真里子（公益社団法人日本看護協会看護研修学校教育研究部長）

交流集会 7
9 月 28 日（火）13:00 ～ 14:00 ／ 11 月 19 日（金）9:30 ～ 10:30

2040 年を見据えた看護職資格の活用基盤の強化
～ 20 年後も人々の健康を支えるために～
講師：秋山

智弥（公益社団法人日本看護協会副会長）
上田 順子（公益社団法人北海道看護協会会長）
習田 由美子（厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室長）
座長：勝又 浜子（公益社団法人日本看護協会専務理事）

交流集会 8
9 月 28 日（火）13:00 ～ 14:00 ／ 11 月 18 日（木）16:30 ～ 17:30

看護が健康な社会をつくるためのリーダーシップとエビデンス
講師：大田

えりか（聖路加国際大学大学院看護学研究科国際看護学教授）
町屋 晴美（社会福祉法人恩賜財団済生会本部看護室室長）
 本 則子（東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻高齢者在宅長期ケア看護学 /
山
緩和ケア看護学分野教授 / 一般社団法人日本看護系大学協議会代表理事）

座長：荒木

暁子（東邦大学看護学部教授） 9 月・11 月
中野 夕香里（公益財団法人日本看護協会国際部長）
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11 月

交流集会 9
11 月 18 日（木）17:00 ～ 18:30

コロナ禍の経験から構築する地域の協働による新人看護職の育成
講師：安土

直輝（NHK報道局科学文化部記者）
川本 利恵子（湘南医療大学保健医療学部看護学科長 / 看護キャリア開発コアセンター長）
今西 裕子（社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院院長補佐 / 公益社団法人大阪
府看護協会副会長）

座長：木澤

晃代（公益社団法人日本看護協会常任理事）

交流集会 10
11 月 19 日（金）16:00 ～ 17:20

看護の未来を創る
～「Nursing Now ニッポン宣言」と私の目指す看護～
講師：福井

トシ子（日本看護学会学術集会長 / 公益社団法人日本看護協会会長）
学生代表：山下 涼斗（専門学校麻生看護大学校 2 年）
信田 聖太（大阪府病院協会看護専門学校 2 年）
浦 愛香（日本赤十字九州国際看護大学 4 年）
福林 由依子（東京都立大学健康福祉学部看護学科 4 年）
平沼 由梨奈（三育学院大学看護学部 4 年選択制保健師課程）
大字 菜々子（神戸市看護大学大学院修士課程助産学実践コース 2 年）
吉田 仁美（聖路加国際大学大学院修士課程上級実践コース 2021 年 3 月終了／地方独立行政法
人埼玉県立病院機構埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

東辻 朝彦（千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程 2 年）
座長：小山 眞理子（Nursing Now キャンペーン実行委員会 /
一般社団法人日本看護系大学協議会常任理事）
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交流集会 1

要

はじめよう！地域課題の解決にむけた事例検討会～保健師・助産師・看護師がつながる新たなカタチ～

旨
座長

佐藤 由美

群馬大学大学院保健学研究科教授

2040 年を見据えた社会保障制度改革の中では、全世代型の地域包括ケアシステムの構築、地域共生社会
の実現が目標です。看護職はその中核的担い手として、あらゆる場であらゆる発達段階 ･ 健康レベルの人々
の健康生活を支えていきますが、そこで重要となるのがケアの“統合・連動”です。地域ごとに異なり散在
している関係者をつなぎ合わせ、地域の人々の健康課題解決に必要なケア体制を創る役割があります。
近年、虐待、引きこもり、8050 問題など、背景や原因が複雑かつ多重に絡み合った健康課題が増えてい
ます。これらは一職種一機関の支援だけでは解決が困難で、制度の枠を超え、医療と保健と福祉が協働し、
さらに住民も巻き込んだ地域の中での課題解決が不可欠です。
日本看護協会では、令和元年度 厚生労働省保健指導支援事業として、「地域において複雑多重問題を抱え
た人々への支援の強化のあり方検討委員会」を設置して、『複雑かつ多重課題解決に向けた事例検討会の手
引き（暫定版）
』を作成し、令和２年度には実践に活用しやすい内容に改良した『個別課題解決から地域課
題解決につなげる！

複雑かつ多重課題事例を支援する事例検討会の手引き』（以下、『手引き』とします。）

を作成しました。
『手引き』では、複雑多重課題を抱える事例に対して事例検討会を開催し、事例の解決に
終わらせずに地域課題の解決へつなげていく考え方と具体的な展開方法について提示しています。
この交流集会は『手引き』検討会議有識者の岩本里織先生と萱間真美先生と一緒に進行します。趣旨説明
の後に、岩本先生から『手引き』の中の、個別事例から地域課題を意識する重要性、事例検討会の企画や展
開方法等について情報提供いただきます。萱間先生からは個別事例から地域課題の解決に至った取り組みの
実際についてご報告いただきます。その後に、複雑多重課題を抱える住民・利用者の方々を地域で包括的に
支えていくための方法について皆様との意見交換を行います。“こういう事例に対応して困っている”、“地
域の関係者と連携したいが方法がわからない”といった日頃の悩みを共有しながら、事例検討会を活用して
地域とつながり課題解決を目指す方法について一緒に考えていきたいと思います。
地域包括ケアの要は看護職です。ご参加いただき事例検討会という【つながる】方法を身近に感じていた
だければ幸いです。
『手引き』のリンク
https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/hokenshido/2021/health_leading_problem_solving_guide2020.pdf

プロフィール

群馬大学大学院保健学研究科看護学講座で地域看護学を担当。
自治体保健師の人材育成や地域保健活動支援に従事。
令和元年度『地域において複雑多重問題を抱えた人々への支援の強化のあり方検討委員会』委員長、
令和 2 年度『複雑かつ多重課題解決に向けた事例検討会の手引き（暫定版）の評価に関する有識者会
議』議長
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交流集会 1

はじめよう！地域課題の解決にむけた事例検討会～保健師・助産師・看護師がつながる新たなカタチ～

個別事例から地域課題の抽出及びその解決方法について
講師

岩本 里織

神戸市看護大学看護学部教授

日本看護協会では、2020 年に厚生労働省保健指導支援事業として「個別課題解決から地域課題解決につ
なげる！複雑かつ多重課題事例を支援する事例検討会の手引き」（以下、手引き）を作成いたしました。本
手引き作成の委員の一人として、本交流集会における話題提供をさせていただきます。
近年、虐待、引きこもり、精神疾患を患う方、難病などといった多様な支援を要する事例が生じており、
その背景や原因が複雑かつ多重い絡み合った健康課題が増えています。このような複雑かつ多重な健康課題
の事例について、個別事例の背景に潜在する地域の健康課題に目を向け、広い視野から対策を講じる必要が
あります。本手引きには、事例検討会を通した、個別課題から地域課題の整理とその解決に至るまでの過程
について示されています。本交流会では、手引きを活用して、個別事例から地域課題を意識する重要性、事
例検討会の企画・設置、地域課題の解決に向けた検討プロセスや展開方法について話題提供を行います。
保健師は、地域に住む個々の事例について、多職種と協力しながら一人ひとり丁寧に支援しています。複
雑かつ多重課題を持つ事例については、特に多職種・多機関と協働した支援をしていくことが不可欠です。
そのために、保健師が中心となり事例検討会を開催し、関係者と事例の関わり方や方向性を検討していきま
す。複雑かつ多重課題を持つ事例検討会を実施すると、そこに地域に共通する課題が潜んでいることに気が
付きます。1 事例での事例検討会では気にならない地域の状況が、複数の事例検討会で同様の状況が抽出さ
れ、地域において共通する課題であることに気づくこともあります。このように事例検討会により意識的に
地域の課題を抽出していくことが重要ですが、この事例検討の方法にはいくつかのポイントがあります。
事例検討会で気づいた地域に共通する課題は、本当に地域課題として解決する必要があるのかを検討して
いくことが必要です。地域課題として解決が必要であることが明確になった場合には、次に事業化・施策化
といった対策を講じる動きにつなげていきます。その一つとして、一緒に事例検討を行った多職種・多機関
と共に地域の課題解決のために協働する体制を構築していくことも重要でしょう。
効果的な事例検討会の実施は、個別の事例課題を解決するだけではなく、地域の課題を解決する糸口にな
り得えます。また、それは、保健師一人ひとりの力量の向上にも繋がる有意義なものです。ぜひ、個別課題
解決から地域課題解決につながる事例検討会に取り組んでいただきたいと思います。
プロフィール

愛媛県で保健所保健師として勤務後、愛媛県立医療技術短期大学 ( 現愛媛県立医療技術大学助手とし
て勤務
その後、神戸市看護大学を得て、2014 年から徳島大学大学院医歯薬学研究部教授
2018 年より神戸市看護大学教授
最終学歴：神戸大学医学系研究科博士後期課程修了（博士 保健学）、専門：公衆衛生看護学
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はじめよう！地域課題の解決にむけた事例検討会～保健師・助産師・看護師がつながる新たなカタチ～

医療機関・訪問看護ステーションと行政のコラボレーション
～精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム構築にむけた
地域の協働に向けて～
講師

萱間 真美

聖路加国際大学大学院看護学研究科教授

都道府県・指定都市・特別区・保健所設置市においては、「精神障がいにも対応した地域包括ケア構築推
進事業（地域生活支援促進事業）
」の一つとして「アウトリーチ支援事業」を実施することが可能である。
この事業は、行政が地域の医療機関や訪問看護ステーションと様々な役割を連携したうえで、複雑多重問題
を抱える精神障がい者を含む対象に関わることを目的としたものである。
地域の資源としての医療機関や訪問看護を活用しながら地域包括ケアシステムを構築していくためには、
精神障がい者個人の診立てやモニタリングでは専門家を擁するこれらの機関を活用し、地域特性や地域の問
題が、複雑かつ多重課題を抱える事例とどのように関連しているかを読みとき、地域で共通する問題意識を
育み、施策とつなぐ役割が保健師に期待されている。
こうした関係機関が集まる事例検討会では、保健師が全てを用意して一方的におもてなしする必要はない。
参加する機関やメンバーが行う診立て、モニタリングに関する専門家の機能を重要な資源として活用し、参
集したメンバーとともに、その先の施策に結びつけていく力量を、保健師自身がキャリアにおいて意識的に
育めるとよいと考える。
事例検討会の準備にあたっては、BPS モデル、セルフケアモデル、ストレングスモデルを活用したアセ
スメントをどのように依頼し、その資料を活用して事例検討会を進めるかについてお話しし、皆様とディス
カッションしたい。

プロフィール

聖路加看護大学卒業、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了、博士（保健学）。
専門は精神科訪問看護の研究・実践・教育、地域精神科看護。
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要

看護の力をさらに引き出す ～看護業務の効率化を進めよう！～

旨
座長

山元 恵子（9 月）

公益社団法人東京都看護協会会長

国内における医療・看護を取り巻く環境は、医療費の高騰や平均在院日数の短縮化や多職種連携・在宅復
帰の促進が図られている。そして新型コロナウイルス感染症患者への対応や感染拡大防止に向けての対応等、
看護職員の業務負担は極めて増大している。一方で、日本は超少子超高齢化が進み 2040 年には就業者数は
1285 万人も減少することが予測され、少子化はますます進み看護の担い手が不足し、看護職の養成も困難
な状況となってくる。こうした状況のなかでも、国民に必要とされる看護サービスは拡大し、様々な場面で
より専門性の高い看護が求められる。これまで以上に看護業務の効率化・生産性の向上が必要な時代がきて
いる。
また、本年の 5 月 21 日に成立した「良質かつ適切に医療を効果的に提供する体制の確保を推進するため
の医療法等の一部改正」は看護技術の向上に影響する。この中で注目するべきは、医師の働き方改革の推進
である。医師が担ってきた業務を他の医療関係職種がタスク・シフト / シェアできるようにする業務範囲の
見直しが迫られている。職種連携が必須となり「診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士」が静脈路
を確保し、造影剤や薬液の注入が実施できるよう本年 10 月 1 日からと急がれている。実技研修は看護職が
担うことで看護職への期待が向けられている。更に当協会では、本年 6 月に東京都知事からの依頼を受けて、
歯科医師 800 名にコロナワクチン接種の筋肉注射の実技指導を看護職能が担当した。新型コロナワクチンの
職域接種会場でのワクチン接種者として、歯科医師と共に活動している。これからは職種を超え医療提供体
制の集約化の推進がマストである。
看護職はこれまで医師の指示のもとに医療行為に関わってきたが、これからの看護職はエビデンスに基づ
きスキルを磨き、更に安全に実施できるためには最新技術を習得し、IT や AI 等を駆使し、効率的に業務
を行うことが重要である。しかしながら決して忘れてはならないことは効率化によってもたらされた効果を
下記の 3 点を常に自己に問いかけてほしいと私は願っている。
1. 患者の快適さと安楽を生み出すことに貢献できたか ?
2. 患者の願いを聞き出し、実現することに貢献できたか ?
3. 患者の困難な状況を引き受け応答できたか ?

プロフィール

1977 年～ 国立国府台病院・国立療養所中野病院・国立小児病院
		 国立成育医療研究センター看護師長・医療安全管理者
		 東京北社会保険病院 / 春日部市立病院副院長兼看護部長
2010 年～ 富山福祉短期大学教授・春日部市立病院看護部顧問
2016 年 6 月 22 日～ 現職。
学位：危機管理学博士
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要

看護の力をさらに引き出す ～看護業務の効率化を進めよう！～

旨
看護業務効率化の取り組み事例
～患者・利用者にもたらされた効果から考える～
座長

小坂 晶巳（11 月）

社会医療法人財団慈泉会相澤病院副院長・看護部部長

現在看護職の就労環境には、様々な変化が起っている。就業看護職員の平均年齢の上昇、看護の対象とな
る患者の高齢化、多職種とのタスク・シフト / シェアの推進などである。
国は 2018 年 7 月に、より良い就業環境を目指した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関す
る法律」の制定や、労働時間等設定改善法指針の変更を行った。医療機関・施設等は政府の「働き方改革」
を受け、看護職がより効率的に看護業務を実施可能とする仕組み作りや、人手不足の中での生産性向上を図
る必要がある。
日本看護協会は、2019 年度より厚生労働省の「看護業務効率化先進事例収集・周知事業」を受託し実施
している。本事業は、看護職がより専門性を発揮できる働き方の推進や生産性の向上、看護サービスの質の
向上を図るための先進的な取組を広く募集し、広く周知することである。本事業に応募があった取組は、業
務改善、タスクシフト・多職種連携、AI・ICT 等の技術の活用などに分類される。その取組は、医療安全
が損なわれていないこと、先進的・先駆的な取組であることが前提である。取組による成果の指標は、業務
量の減少・削減、時間短縮などの客観的指標のほか、看護職員の身体的・精神的負担軽減がされたかなど主
観的指標である。重要なアウトカムは、取組の成果により得られる「もたらされた効果」である。
本日発表の 2 事例は、患者への早期介入や看護体制の工夫等により、患者・利用者の療養環境の快適さと
安楽を生み出し、患者・利用者はもちろん、看護職員の満足度向上にもつながった取組である。看護業務効
率化の好事例を共有するとともに、今後の看護職の働き方に大きな影響を与える、看護業務の効率化と看護
ケアの質向上について意見交換をしたい。
プロフィール

看護師として就労後、1997 年信州大学医療技術短期大学部専攻科助産学特別専攻（現 信州大学医学
部保健学科）卒業。同年、助産師として社会医療法人財団慈泉会相澤病院入職
2013 年～ 現職
2018 年 認定看護管理者
2018 年～ 公益社団法人長野県看護協会 教育委員会委員長
2019 年～ 公益社団法人日本看護協会 看護業務の効率化・生産性向上のための支援策検討委員会委員
2019 年 長野県助産師会会長表彰
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訪問看護におけるエコーによるアセスメント導入と
ICT を使った医師との連携
講師

保坂 明美

株式会社トラントユイット訪問看護ステーションフレンズ管理者

これまで訪問看護師が目の前の利用者を観察するのは問診、聴診、視診、触診、打診の 5 項目だけでした。
しかし、日々の仕事を進めていく中で何か足りないと感じておりました。もともと私自身、産婦人科勤務が
長く、当時はエコーでの診察介助を日々行っていたため、見えることが当たり前の毎日でした。医師と一緒
に胎児の成長を見たり、婦人科領域では卵巣腫瘍の状態を一緒に見たりと可視化することが診断に繋がると
考えていました。訪問看護師にも見えることで素早く正しいフィジカルアセスメントが必要と考えました。
これが、今回の携帯型エコーを用いての観察に取り組んだ背景です。
しかし、どのようにすればよいのかと考えていた時に、市内のクリニックの先生から次世代看護研究所の
話を紹介され、扉をたたいたのです。E- ラーニング、技術講習に学びの時間を費やしました。在宅では「食
べる」
「出す」
「寝る」を支援するために嚥下、排泄、褥瘡のエコーが必要であると考えました。画像の読影
には高いスキルを要します。更にその画像のアセスメントに基づくケアを行うためには、医師とのタイムリー
な画像共有が必要です。そこで、2008 年から稼働していた地域医療情報ネットワークシステム「道南メディ
カ」を利用して行いました。
道南メディカは、ID-Link というクラウド型の医療連携サービスシステムを利用しており、個々の患者・
利用者の治療、看護、介護、薬剤内容などが、端末の画面で共有できるようになっています。主治医は診察
内容や治療方針など、看護師は本人の状態や家族の思い、取り巻く地域のチカラなどを共有します。同様に、
ケアマネジャーや薬剤師も効果状況などを共有します。その際には、エコーでの観察状況のデータを添付し
ます。主治医はその内容を見て、素早くレスポンスし、指示が出されます。つまり、利用者宅でケアしなが
ら主治医からの指示が出て、すぐにケアに繋がったわけです。エコーで可視化してその画像を主治医に送り、
その場で指示をもらいケアに繋がる、この一連の流れが効率化なのだとわかりました。
エコーによる正確なアセスメントとタイムリーなケアにより、緊急訪問や電話相談の回数も減少し、訪問
看護師の移動時間、訪問時間、電話対応業務時間の削減につながりました。特に、数時間かけて 100Km 以
上離れた地域への訪問を日常的に行っているケースでは、訪問看護師の負担軽減だけではなく、利用者の生
活の質を高め、安心感にもつながっています。

プロフィール

1981 年
1981 年
1999 年
2006 年
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チーム医療による新たな手術室運営方法の確立
〜組織を巻き込んだ３カ年計画の取り組みを通して〜
講師

馬場﨑 喜美子

医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院理事長補佐法人企画部統括看護管理者 /
前広島県厚生農業協同組合連合会廣島総合病院看護部長

生涯を通して働き続けられる勤務体制の整備や外科系看護師のキャリアデザインの構築、周術期における
教育の充実を重点的に取り組むため、3 カ年計画のロードマップを作成し取り組んだ内容と成果を紹介しま
す。
1. 取り組みの背景と課題
看護師の超過勤務が常在化し手術室看護師の退職比率は病棟と比べ 19％と非常に高く、ストレスチェッ
クの結果でも最も高ストレス者が多い部署である。手術件数を抑制せざるをえない状況で、組織全体で手術
室の職場環境の改善に向けて改革・検討を進め、2017 年に実施した手術室の看護サービス提供体制や業務
の検討、勤務データの可視化調査のためのフィールド・イノベーション（以下 FI）活動で以下 5 つの問題
が明確になった。①退職者の 77％が 1 〜 5 年目の中堅層以下であり、育成途中で退職に至っていた。②病
棟から手術室への異動を推進したが、90％が退職となった。③手術室経験 3 年目以下の新人比率が 50％以
上と上昇していた。④待機勤務は長時間勤務（16 時間以上）になっている状況が見受けられ、心身共に負
担が著しく大きかった。⑤勤務帯での学習時間の確保が難しく、全ての手術に対応出来るまでに 2 〜 3 年を
有していた以上５つの問題が可視化できた。業務の効率化を推進するにあたって「周術期看護に魅力を感じ、
生涯働き続けられる職場環境を構築する」という目標を達成するため３カ年計画のロードマップを作成した。
2. 取組内容
①手術室への積極的な人員配置と勤務体制の整備：配置人数の可視化と待機制から二交代制勤務への変更。
②外科系看護師のキャリアデザインの構築：夜間のタスクシフトによる看護師間のコミュニケーションの促
進と術前術後訪問の充実。
③周術期における教育の充実：夜勤時間を活用した教育の充実と術前カンファレンス参加によるチーム医療
の強化。
3. 結果
①夜勤二交代制勤務への変更により病棟・外来と手術室のローテーションができた。また、時間外勤務の減
少・退職者の減少となった。術前術後訪問ができることで看護計画の立案や実施・評価ができるようになっ
た。術前の多職種カンファㇾンスに参加できることでチーム医療の推進により「みんなで育成する」風土
づくりができた。手術室からのタスクシフトによる病棟夜勤者の負担軽減へと広がった。
②ロードマップに沿った進捗状況を共有することで、病院組織全体で進捗状況の確認・評価・修正が可能と
なった。

プロフィール

2016 年 4 月 廣島厚生連廣島総合病院看護部長就任
2021 年 3 月末 廣島厚生連廣島総合病院退職
2019 年 日本看護協会認定看護管理者取得
2021 年 4 月 医療法人ハートフルアマノリハビリテーション病院理事長補佐就任。現在に至る。
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要

知ってトクするナースセンター活用術！～仕事探しだけじゃない！あなたのキャリアをキャリアコンサルタントが支援します～

旨
座長

森内 みね子

公益社団法人日本看護協会常任理事

ナースセンターは、「看護職の人材確保の促進に関する法律」に基づき 47 都道府県の看護協会が都道府県
知事からの指定を受け都道府県ナースセンターを運営し、看護職の無料職業紹介を主軸とした看護職確保事
業を実施している。
これまでナースセンターは、ハローワークや有料職業紹介事業所に比べ知名度が低いなどの課題から利用
者が少なく、看護職や看護職を必要とする施設がナースセンターを活用する機会を作る点において課題が
あった。
新型コロナウイルス感染症の流行が拡大し、2020 年 4 月 7 日に緊急事態宣言が発令されて以降、新型コ
ロナウイルス感染症対応に必要な看護職確保が喫緊に求められてきた。
そうした状況を受け、都道府県ナースセンターでは、潜在看護職の再就業支援を通じた看護職確保を推進し、
軽症者向け宿泊療養施設や PCR センター、相談窓口等の新型コロナウイルス感染症対応を行うための施設
に多くの潜在看護職が就業した。このことは全国のメディア等でも大きく取り上げられ、ナースセンターが
潜在看護職の復職支援を実施していることの広い周知につながった。
さらに、看護職員確保対策事業等実施要綱の一部改正に伴い、都道府県ナースセンターの健全な発展及び
看護師等の確保を図るための業務（新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保業務を含む）が
追加されるなど、ナースセンターへの役割は益々期待されている。
本交流集会ではコロナ禍でのナースセンターの取組み等を振り返り、ナースセンターがコロナ終息後も地
域の施設や看護職が積極的に利用し、各地域において看護職の就業や施設の看護職確保の際に相談・支援先
として選ばれる機関となるためにどんな支援が必要か等の情報交換を行い、ナースセンターの利用促進につ
なげたい。

プロフィール

1981 年 東海大学付属病院入職。
1984 年～ 神奈川県（県立厚木病院、神奈川県立平塚看護専門学校専任教員、衛生部医療整備課看護
指導班主査、県立足柄上病院看護科長、県立よこはま看護専門学校看護科長、県立病院機構県立こど
も医療センター副看護局長、同看護局長、県立平塚看護大学校校長、県立病院機構県立こども医療セ
ンター副院長）
2020 年～ 学校法人湘南ふれあい学園湘南医療大学看護実践教育センターを経て 2021 年 6 月より現職。
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新型コロナ感染症対応における看護職再就業支援
講師

廣島 博美

公益社団法人神奈川県看護協会神奈川県ナースセンター課長

神奈川県ナースセンターは、3 年前より『人生 100 年時代の「働く」を共に考える』をキャッチフレーズに、
キャリア支援を柱とし人材確保事業を行っている。例えば、就業相談では、その人の能力・経験・価値（希
望）等を整理しながら相談者の意思決定を支援している。ハローワーク・ナースセンター連携事業では、退
職後間もない人がキャリアをつなぐことの意義、自分の能力を発揮できる職場を考えるセミナーを開催して
いる。私たちにとっては、日々の業務にキャリア継続の視点を持つことは日常化しており、いわゆる一定期
間定着できる職場に出会えることと捉えていた。
令和 2 年 4 月 3 日、公益社団法人日本看護協会会長のメッセージ「今こそ看護の力が必要である」は、看
護職の心を動かし、ナースセンターの認知度に変化を与えた。会長のメッセージが届いたのは潜在看護職も
同じで、これを機にナースセンターの電話が鳴り始めた。同じ時期、神奈川県ナースセンターでは、求職登
録の看護職（670 人）へ登録内容を確認してほしいとメールを送っていた。それは、看護管理や集中ケア看
護の経験、感染症対策の専門的知識や資格等のキャリアがこの有事に求められるだろうと思ったし、迅速な
マッチングに役立つと考えていた。
しかし、全体的に支援を振り返ると、就業に対して様々な価値観を持った看護職と関わる中で、看護職と
して働くことへの価値観等のギャップに相談員が戸惑うことも多く、様々な有事におけるキャリア支援とは
何かを考えさせられることになった。
考えてみれば、有事の仕事も「経験を積む」「知識を再学習する」ということに変わりはなく、これもキャ
リアの一つと捉えなおすことが出来た。
そもそも、キャリアとは何か。
キャリアは、人生の中の出来事の連鎖であり、節目（転機）をつないでいくことである。仕事を通して創
生される価値や能力のことである。そう考えれば、この有事の経験はキャリア形成であることに違いない。
With コロナ、after コロナの時代になっても、神奈川県ナースセンターが一人ひとりのキャリアを大切に
支援する姿勢には変わりはないのである。

プロフィール

1985 年 5 月看護師国家資格を取得。平成 20 年 3 月八洲大学卒業。社会教育主事取得（生涯学習につ
いて学ぶ）。
横浜市立大学附属病院、重症心身障がい者施設横浜療育園、国家公務員共済病院横浜南共済病院、横
須賀市立看護専門学校
2008 年 3 月公益社団法人神奈川県看護協会。
2013 年 10 月キャリアコンサルタント取得（のちに国家資格）
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静岡県における新型コロナウイルス感染症対応における
行政・施設間との連携
講師

河井 友子

公益社団法人静岡県看護協会静岡県ナースセンター所長

静岡県ナースセンターでは「平成 30 年度看護職のキャリアと働き方支援による地域に必要な看護職確保
モデル事業」に参加した。事業から地域それぞれの実情を理解し、行政を含め様々な医療・介護機関との連
携の大切さを学んだ。今回のコロナ禍においても情報収集、共有を基盤に協働体制の構築が重要と再認識し
た。
令和 2 年４月、最初の緊急事態宣言が発令され、中央ナースセンターから登録看護職に復職依頼一斉メー
ルが送信された。医療現場の繁忙、特に看護職不足が度々報道され、メールを受信した看護職からの問い合
わせをいただいた。しかし、当ナースセンターへコロナに関する求人はなく、現場がどのような状況なのか
把握が困難であった。そこで、情報収集、関係機関との情報共有に取り組んだ。看護協会から行政へ働きか
け、患者対応にあたる医療機関や保健所の動き等について情報収集、ナースセンターから求人施設（医療機
関等）のコロナ対応（人材確保や感染対策環境管理）について情報収集にあたった。感染対策への戸惑いや
必要物品確保困難の中、地域毎に関係機関が連携して対応している現状を確認した。
看護協会は県からの業務委託として、健康観察業務（自宅療養者、濃厚接触者）およびワクチン副反応電
話相談、ワクチン接種に関する研修や、介護施設を中心に ICN による感染対策指導を実施した。ナースセ
ンターはそれらの業務を含め、コロナに関する業務にあたる潜在看護職の確保を担当した。求職者のキャリ
アや就業希望を把握しマッチングを行った。ワクチン接種業務については自治体毎に人材確保の方法が異
なったため、それぞれの実情に応じたサポートを実施した。
今回のように初めて体験する混迷状況においてその把握は容易ではなかったが、協力体制を持つことで全
体の把握と効果的な方策を導くことができる。円滑な協力体制の構築は平常時からの連携が肝要であると再
認識した。本交流集会を通じて、ナースセンターが看護職のキャリア支援を行うにあたり、行政や就業先と
なる地域の施設とのよりよい連携等について意見交換を行いたい。

プロフィール

1977 年 3 月静岡県立女子短期大学看護学科卒業。
1977 年 4 月浜松医療センター入職、平成 26 年 4 月同病院副院長兼看護部長、平成 29 年 3 月同病院
退職。
2017 年 4 月公益社団法人静岡県看護協会ナースセンター所長、現在に至る。
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ナースセンターの周知活動と e ナースセンター利便性向上に向けて
講師

長谷川 陽一

公益社団法人日本看護協会労働政策部中央ナースセンター課

日本看護協会では、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づき、都道府県ナースセンターとの連携
協力の下、都道府県ナースセンター事業の広報支援、無料職業紹介サイト「e ナースセンター」（https://
www.nurse-center.net/nccs/）の管理・運用等を実施している。
本会では、都道府県ナースセンター事業の周知に向け、昨年度に Web 広告や Twitter 広告を活用したキャ
ンペーンなどを通じて、ナースセンターの利用促進を図ってきた。他にも、看護職の多様なキャリアに関す
る情報提供の一環として、看護職のキャリアと働き方応援サイト「ナースストリート」（https://nurse-st.
jp/）を運営し、ライフサイクルやライフスタイルに合わせた働き方・働く場所を紹介しており、具体的な
インタビュー記事も随時掲載している。
また、無料職業紹介サイト「e ナースセンター」では利用者の利便性向上を目指し、随時新機能を提供し
ている。今年度も新たな求人情報をより見つけやすくする機能追加のほか、ご本人のキャリアに沿った求人
が紹介される工夫など、便利な機能を提供予定である。
昨年より都道府県ナースセンターが積み上げてきた新型コロナウイルス感染症対応に必要な看護職確保支
援をいかし、コロナ終息後も多くの看護職、地域の施設に活用されるよう、e ナースセンター利便性向上や
利用者が求める情報提供の推進を図っていきたい。
本交流集会では、ナースセンターの周知活動と e ナースセンターの利便性向上について具体的な取り組み
事例を紹介するとともに、今後求められる支援内容について参加者との情報交換を行いナースセンターの利
用促進について考える機会としたい。

プロフィール

情報通信機器メーカーにて看護支援システムおよびコンピューターナースコールシステムの開発・導
入業務に従事したのち、2013 年より公益社団法人日本看護協会にて労働と看護の質向上のためのデー
タベース（DiNQL）事業を担当。
2021 年より中央ナースセンター課を併任。2012 年グッドデザイン賞受賞。2019 年度より厚生労働省
オンライン資格確認等検討会議実務者ワーキンググループ構成員、同省 NDB を活用した全国医療機
能情報提供制度・全国薬局機能情報提供制度に関する調査研究公表項目検討ワーキンググループ構成
員
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多職種協働に向けた DiNQL データの活用 ～労働と看護の質向上を目指して～

旨
座長

叶谷 由佳

横浜市立大学医学部副医学部長兼看護学科長兼老年看護学教授

労働と看護の質向上のためのデータベース（DiNQL）は看護の労働環境と看護の質の双方のデータを同
時に扱っている他にはないデータベースである。全部で 12 カテゴリー、170 項目で構成されている。カテ
ゴリー、項目の詳細は、基礎情報・診療報酬 45 項目、労働状況 19 項目、看護職・ケア情報 23 項目、患者
情報 14 項目、褥瘡 10 項目、感染 7 項目、転倒・転落 6 項目、医療安全 8 項目、外来 10 項目、精神病床 11
項目、産科病棟 11 項目、小児病棟 6 項目である。
現在、病院における医療の維持や向上について多職種協働で検討することが多く、多職種協働体制のもと
医療の質向上を目指すことに対し評価される診療報酬も改定毎に多くなっている。このような多職種協働
チームで対応した結果を評価するために DiNQL のデータを用いて、多職種協働チームで対応したケースが
多い病棟において看護の質を示す項目が改善したかどうか等の評価ができるのではないかと考える。
多職種協働体制が算定のための施設基準となっている診療報酬に、例えば、感染防止対策加算、排尿自立
支援加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、認知症ケア加算などがある。感染防止対策加算の評価では、
DiNQL の感染カテゴリー内の項目、排尿自立支援加算については、患者情報カテゴリー内の尿道カテーテ
ル留置率・抜去率、褥瘡ハイリスク患者ケア加算の評価では褥瘡カテゴリー内の項目、認知症ケア加算の評
価では、患者情報カテゴリー内の身体的拘束患者割合の項目が参考になると思われる。これらの項目を評価
として用いる場合、多職種協働の効果で項目が改善する以外に、患者の重症度や看護職員の体制が影響要因
として考えられるため、それらの影響も加味したうえで検討していく必要がある。DiNQL では、患者情報
や看護職の労働環境についても把握しているため、それらの影響も考慮しながら評価していくことが可能で
ある。
また入力項目数が多くケアに携わっている看護職が入力することが困難である場合もあるため、入力業務
を看護部のみで行うのではなく多職種協働で検討していく必要がある。そのためには病院全体として
DiNQL の特徴を把握し活用していくことが重要であり、DiNQL を活用して病院全体で医療の質向上を目指
す体制づくりが必要と思われる。
本交流集会では多職種協働に向けた DiNQL データの活用の実際について報告いただき、多職種協働に向
けた DiNQL データの活用の可能性について検討していきたい。

プロフィール

北海道大学医療技術短期大学部看護学科、千葉大学看護学部、東京大学大学院修士課程を経て、2002
年、東京医科歯科大学大学院にて論文博士号を取得した。
千葉県がんセンター、
（株）ヘルスケアシステムズ看護管理部長、東京医科歯科大学助手、神戸市看
護大学助教授、山形大学医学部看護学科教授を経て、2012 年より横浜市立大学医学部看護学科老年
看護学教授に就任し、2013 年より看護学科長、2020 年より副医学部長となり現在に至る。
専門分野は、老年看護学、在宅看護学、看護管理学である。
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DiNQL データを活用した多職種協働における安全管理と労働環境改善への取り組み
講師

松本 美保子

社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院副看護部長

当院は、香川県の中讃地域の医療を担う病床数 397 床の地域医療支援病院です。一般病棟に加え、HCU、
地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟、精神科病棟を有しています。
2014 年から日本看護協会 DiNQL 事業に参加し、看護に関するデータ収集と活用に取り組む機会を得まし
た。私は、担当者としてワーキンググループを立ち上げ、組織作りからデータ収集、入力、データの活用ま
でを推進してきました。現在は 5 病棟がデータ入力を行っています。
看護の実践現場において、エビデンスに基づいた質の評価は不可欠です。看護の質を評価できるデータは
乏しく、何をもって質の評価を行うのかが施設によっても様々です。今回は、当院の病棟機能移行後に転倒・
転落が増えた A 病棟を取り上げ、DiNQL データを活用して転倒・転落防止に伴う安全管理と労働環境の改
善に関する取り組みの紹介をし、多職種との協働について等、みなさんと一緒に考えたいと思います。
A 病棟は、急性期一般入院料 1 を算定する関節外科病棟でしたが、地域包括ケアシステムの構築が進め
られる中、2019 年 9 月から回復期リハビリテーション病棟に移行しました。まず、移行に伴う患者層の比
較や、看護配置の変更による看護職員の減少、時間外勤務時間数の増加、転倒・転落発生件数の変化等を
DiNQL データから明らかにしました。そして、病棟機能移行後の安全管理についてデータマネジメントを
行いました。安全管理と労働環境の改善のために、DiNQL データを基に事務部門やリハビリ部門の関連職
員に交渉し、2020 年 4 月から早出勤務の開始をしました。その結果、導入前後のデータを比較すると、早
出勤務の時間帯の転倒・転落発生割合の減少が見られました。人員を増やすことで転倒・転落が防止できる
と考え、2021 年 4 月からリハビリスタッフの遅出勤務も開始しました。転倒・転落の多い時間帯にリハビ
リスタッフの時差出勤を導入し、多職種と協働する中で、お互いの価値観を尊重しながら、Win-Win の関
係が保てるように業務の調整を行いました。コミュニケーションを多くとることで、分からない部分を補い
ながら業務を行うことができるようになりました。
部署の特徴に沿った働き方の改善をめざし、多職種と情報共有しながら取り組んだ結果を紹介します。
プロフィール

1986 年社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院に入職し、2003 年看護課長となる。
2013 年認定看護管理者取得し、2015 年副看護部長となる。
2016 年日本看護協会 DiNQL データの活用に関するワーキンググループに参加。
2019 年回復期リハビリテーション病棟配属となり現在に至る。
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病棟の時間外労働時間の削減に向けて
～ DiNQL データ活用による労働環境の整備～
講師

佐藤 浩二

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院安全環境管理室看護師長

当院は、日本看護協会の「労働と看護の質向上のためのデータベース」（以下：DiNQL）事業に 2015 年
度から参加している。今回、当院での DiNQL データを活用した労働環境整備の取り組みについて紹介する。
当時、私が所属していた病棟では、常態的に日勤者の時間外労働時間が 3 時間におよび、病棟全体が疲弊
していた。私は、主任として労働環境改善の必要性を強く感じ、スタッフを対象に職場環境に関する意識調
査を実施した。その結果、スタッフは、業務量が多く、勤務時間が長いと答え、身体的疲労感や精神的苦痛
を感じていた。業務量が多いと感じている内容は ｢看護記録｣ ｢ナースコール対応｣ ｢保清業務｣ であった。
次に、意識調査の結果を客観的に表すために、DiNQL データと重症度、医療・看護必要度（以下、必要度）
をはじめとした院内データによる実態調査を行った。
調査の結果、時間外労働時間は、院内の内科系病棟の中で最も多く、全国の中央値より約 2 時間長かった。
病棟状況に関するレーダーチャートでは、全国の病院と比較して偏差値 50 を上回る項目は「月間平均病床
稼働率」
「緊急入院件数の割合」
「B 得点平均値」「診療・療養上の指示が通じる」「看護職員 1 人 1 日あたり
の在院患者数」であった。また、下回る項目は「看護職員の実際の人員配置」であった。必要度 B 項目の
平均値は、全病棟で 3 番目に高く、中でも ｢口腔清潔｣ ｢食事摂取｣ ｢衣服の着脱｣ の 3 項目が高かった。院
内データの調査結果では、診療の補助業務よりも日常生活ケアに関連した業務が多くを占めていた。
これらの結果から、看護補助者の増員により患者への日常生活ケアの提供が充足され、看護業務の軽減に
つながると考え、看護部へ看護補助者の増員を提案した。結果的に看護補助者 3 名の増員が認められ、看護
補助者の夜勤配置も実現した。
客観的データを多角的に提示することで、他者への説得性を高め、効果的なプレゼンテーションにつながっ
た。さらに、2016 年度診療報酬改定で看護補助体制加算が見直しされた点も後押しとなり、今回の成果に
つながったと考える。
看護補助者が増員されたことで看護師は、看護記録の業務時間内に記載できるようになり、早く退勤でき
るようになった。今後は、看護補助者だけではなく他職種とのタスクシフト・タスクシェアリングを進め、
看護師が看護業務に専念できるように環境を整備し、専門性を発揮した質の高い看護の提供を目指していく。

プロフィール

感染管理認定看護師、感染症看護専門看護師として感染管理に従事している。
主任時代に勤務した呼吸器内科病棟では、感染管理サーベイランスで培ったデータ分析能力を駆使し、
DiNQL データから労働環境の整備を行った経験を持つ。
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要

看護の力、新たなアイデアで健康な社会をつくろう！～看護職の地域における活動の場の広がり～

旨
座長

橋本 美穂

公益社団法人日本看護協会事業局長

地域包括ケアシステムの推進により、医療と生活その双方を支える看護職に求められる役割は拡大してい
くとともに、地域における医療・看護ニーズの更なる増加が見込まれている。
さらに、人生 100 年時代の到来を見据え、高齢化の更なる伸展と少子化による生産年齢人口の減少、高齢
化に伴う疾病構造の変化、社会保障費の増加等への対応の一つとして、国の施策では「健康寿命の延伸」が
掲げられている。地域住民の健康管理、重症化予防における看護職の役割は重要であり、地域における看護
の専門性発揮が求められている。
日本看護協会では、2019 年度より「2040 年を見据えた看護の在り方」について検討を始め、2040 年を迎
えた時に、人々は看護に何を期待し、また社会課題の解決のために看護はいかにしてその能力を発揮すべき
かということについて検討してきた。
2040 年には、治療・療養の場が今以上に地域に広がるとされる。その時に、看護職には地域において人々
のいのち・暮らしを支える専門職としての役割が求められる。人々の最も身近で健康療養生活を支える多職
種連携のキーパーソンとしての役割や、多様で複雑なニーズへの医療的な視座に基づいた支援、新しいサー
ビスの開発等を通した地域への健康への貢献、またそれらの力を発揮する専門職としての自律した裁量と判
断能力を備えることが期待されている。人々に寄り添ったあらゆる場での活躍を目指すためには、病院外の
様々な場への看護の進出をより一層促進することが必要であり、同時に、起業等による従来のかたちにとら
われない新たな看護の創造も必要とされている。
看護職はこれまでも生活習慣病をはじめとした疾病予防や罹患後の重症化予防に対し、生活改善や療養指
導等のアプローチによる実践と実績を重ねている。これら看護活動により一層人々に貢献できるよう、その
実践に関する制度上の適正な評価の拡充や、医療機関内だけでなく地域において疾病予防や疾患管理のため
の看護活動ができる仕組みを展開するとともに、人々の健康を支援する看護の強化を図り、これらを効果的
に実践するための地域の看護活動の拠点の創設が必要ではないだろうか。
今回、地域住民の健康支援、重症化予防等のために取り組まれているユニークな看護職の活躍の場の設置
の取組について情報共有し、これから看護職が健康な社会づくりに寄与するための新たなアイディア等につ
いて、参加者も含めて未来志向型の意見交換を行いたい。

プロフィール

東京女子医科大学大学院研究科修士課程修了、聖路加国際病院勤務を経て、日本看護協会に入職。
2019 年 4 月より日本看護協会事業局長（現職）
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看護の力、新たなアイデアで健康な社会をつくろう！～看護職の地域における活動の場の広がり～

「看仏連携」から見えてきた、地域における連携と協働
講師

高橋 弘枝

公益社団法人大阪府看護協会会長

人の暮らしとともに看護はあります。健康な社会を作るためには「人の暮らしのある場所すべてに、看護
を届け、生活の質の向上を実現すること」が必要とされます。看護の役割を見つめなおし、既存の看護提供
体制にこだわることなく、看護サービスが必要な場所に適切に看護を届けるためのシステムの構築が望まれ
ます。
今、少子高齢多死社会を迎え、例えば、看取りやグリーフケア、スピリチュアルケア、家族ケアの質向上
を図るときにどのような職種と連携・協働するのかが効果的でしょうか。特に患者が住み慣れた地域で、最
後まで自分らしく生きるためには、看護職が連携・協働する相手は単に医療・福祉関係者だけでなく、患者
とその家族が暮らす地域の資源（人・場所）に注目する必要があります。
連携の一つの在り方として「看仏連携」を取り上げたいと思います。「看仏連携」とは看護と仏教、看護
職と寺院や僧侶が連携をすることです。当協会では「看仏連携」の提唱者で、看仏連携研究会の代表である
河野秀一様からのお声がけで、2020 年 1 月に「看仏連携研修会」に講師をご紹介・後援させていただき、
それがご縁となって 2020 年 6 月から「まちの保健室」を大阪市内の寺院で開催することになりました。現
在は２か所の寺院で開催しています。また、「看仏連携」と題して、地域における連携先である寺院の先進
的な地域づくりと臨床宗教師の活動の実際を紹介する研修を開催しました。
寺院は全国に 7 万か所以上あり、コンビニエンスストアの数を上回ると言われます。寺院には敷地の広さ、
集合・活動場所としての活用の可能性があります。そして、何より住職が宗教者としての社会的信頼があり、
宗教者としての実践力があります。この「看仏連携」を活用していくことで、地域包括ケアシステムにおけ
る盤石な人々の暮らしを支える支援体制を築けることを確信いたしました。
看護職だけで人の暮らしを効果的に支えることはできません。まずは地域における社会資源を見直し、人
の暮らしのある場所に看護を届けるシステムを考えていくことを提案したいと思います。

プロフィール

1981 年旧大阪厚生年金病院に就職。1988 年より旧大阪厚生年金看護専門学校専任教員、教務部長を
経験し、1999 年から旧大阪厚生年金病院看護師長、副看護部長、看護部長、を歴任。
2014 年改組により JCHO 大阪病院看護部長。2015 年 JCHO 本部企画経営部医療副部長（看護担当）
を経て、2016 年 6 月より現職。
公益社団法人日本看護協会地区理事、一般社団法人日本看護管理学会評議員、日本 WHO 理事、認定
看護管理者等。
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看護の力、新たなアイデアで健康な社会をつくろう！～看護職の地域における活動の場の広がり～

郵便局を拠点とした「まちの保健室」事業
講師

島袋 富美子

公益社団法人沖縄県看護協会専務理事

「まちの保健室」事業は、日本看護協会のモデル事業として平成 13 年に実施し、平成 14 年 6 月から本会
の独自事業として、沖縄県中部保健医療圏域で本会が開設する訪問看護ステーションに併設した常設型の「ま
ちの保健室」を開設した。しかし、平成 23 年頃より、「利用者の減少と相談者の固定化」を理由に常設型を
閉鎖し、
「まちの保健室」事業は、本会の 6 つの地区に設置している委員会の活動として、大型ショッピン
グセンター等の商業施設に出向き「一日まちの保健室」として名称を改め事業を継続してきた。
常設型を閉鎖するにあたり、平成 24 年度に本会内に「まちの保健室」コーディネーターを配置し、「各地
区委員会が実施している健康相談」
「本会の個人会員がボランティアとして行っている高齢者を対象とした
健康教室や自治会事務所での健康相談」等を支援している。また、会員に対し、「まちの保健室」の活動内
容を紹介し、会員意識の高揚及び委員会活動の推進を図っている。しかし、多くの住民が買い物ついでに気
軽に立ち寄れる出前健康相談の場としての大型ショッピングセンターでの「一日まちの保健室」も利用者の
減少等課題を抱えていた。
そのような折、沖縄県より、
「国保ヘルスアップ事業」として「地域の健康づくり拠点推進事業を看護協
会と協働して実施出来ないか」と担当職員から相談を受けた。本会としても「まちの保健室」事業の在り方
について模索していたところであったことから前向きに取り組むことで検討を進めた。時を同じくして、日
本郵便沖縄支社の中北部を統括する支所長と郵便局職員が本会を訪ねて、郵便局の「地域貢献事業」として
郵便局での健康相談の実施について本会に相談があり、国保との取り組みを検討していることを説明した。
早速、事業実施に向けて、沖縄県・日本郵便沖縄支社・N 市・本会の４者が協働して、①交通の不便な地域、
②医療機関が少ない地域等の住民が心や身体のこと、子育て、介護等について気軽に相談できる「場」とし
て郵便局を拠点とした「まちの保健室」事業を令和 2 年 10 月にスタートした。
「まちの保健室」事業を、本会の地区委員の活動と協働し、地域住民が住み慣れた地域で安心して暮らせ
る地域づくりの一助として、本会の基本理念である「人々の健康な生活の実現」に貢献できる事業として継
続・発展させていきたい。

プロフィール

昭和 53 年 4 月 自治医科大学付属病院勤務（看護師）
昭和 55 年 3 月 沖縄県立那覇看護学校保健学科卒業（保健師免許取得）
昭和 57 年 5 月 沖縄県職員採用（保健師）。県保健所・県立精神保健福祉センター・県立看護学校（看
護教諭）。県行政（看護係長・母子保健班長・看護専門監）
平成 28 年 3 月 沖縄県職員退職
平成 28 年 6 月 公益社団法人沖縄県看護協会専務理事
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心身に不安のある方の無料健康相談所
講師

渡邊 カヨ子

NPO 法人サロンみんなの保健室代表 / 前栃木県看護協会会長

「人は幸せになるために生まれてくる」これは私の心念である。
従って私の看護実践の基本は「どのような身体的状況であっても、本人のセルフケア能力を高めること」で
ある。
しかし、40 年間の看護実践の中で、割り切れないジレンマが格差社会の現状であった。
多くの人々は、健康維持のために様々な投資をしている。反面、生活困窮のため病院受診の機会を逃し重症
化し救急搬送される事例もある。貧困や知識不足は健康格差につながり、命の格差につながるのである。生
まれ育つ家庭環境により教育水準や所得などに格差が生まれ、その人の健康に直接的な影響が及ぶこと、社
会背景・社会環境が個人の健康に与える影響が大きいことを実感してきた。
更に 2040 年問題がある。不遇な世代である団塊ジュニア世代は約 33 万人と試算される。定職無しの単身
で親と同居し歳を重ね親の介護をする立場となり、その後、自らが高齢化するのである。いうまでもなく貧
困に陥るケースが増加し孤立化は免れない。孤独は人の心を蝕みネガティブにするといえる。このような社
会状況を、ただ憂いているより、できることを、主体的にやっていこうと考え「サロンみんなの保健室」を
開設した。
いつでも誰でも気軽に健康相談ができる場所を作り、年齢を問わず人々の健康維持・増進の支援をするこ
とが目的である。2020 年 9 月 1 日に任意団体としてスタートし、2021 年 3 月に非営利特定活動法の登記を
した。
活動は火・水・木曜日の午後 2 時～ 6 時である。現在 8 名（保健師 2 名・助産師 1 名・看護師 4 名・社会
福祉士 1 名）でシフトを組んでいる。対象者は 0 歳時～高齢者まで、健康相談・育児相談等は無料、メタボ
対策・フレイル予防の体組成測定一回 500 円（初回無料）である。運営費は賛助会員と一般会員の年会費、
助成金、寄付等である。
実績は（2020 年 9 月～ 2021 年 6 月）来室による面談は延べ 209 名であり、電話相談は延べ 59 件である。
相談内容は多岐にわたるが、数回の関わりの中から利用者自身が答えを見出し解決する事例が多い。個人を
尊重し存在を認め、できたことは一緒に喜ぶ。この繰り返しの中から、個人が自立していくのである。これ
が我々の活動のやりがいである。
今後の展望
①他の NPO 法人団体と連携を推進し補完できる体制を作ること。
②「サロンみんなの保健室」を地域における健康支援の拠点とすること。

プロフィール

1978 年看護師免許取得。労働福祉事業団珪肺労災病院、恩師財団済生会宇都宮病院等に勤務。
2015 年 6 月～ 2020 年 6 月まで公益社団法人栃木県看護協会会長
2020 年 9 月～現在「サロンみんなの保健室」を立ち上げ NPO 法人化する
2021 年 6 月～現在まで公益社団法人日本看護協会監事
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要

継続教育の形が変わる ～オンライン教材を活用した看護実践力の強化～

旨
座長

渋谷 美香

公益社団法人日本看護協会神戸研修センター教育研修部長

座長

太田 真里子

公益社団法人日本看護協会看護研修学校教育研究部長

2020 年度以降のコロナ禍における継続教育では、従来の各施設内での集合研修の実施が困難となり、ま
た外部研修への参加もできないという中においても、看護サービスの質の維持向上、個々の看護職のキャリ
ア開発を支援するための、病院や訪問看護ステーション等の様々な取り組みが進められてきました。
その取り組みの大きな 1 つに、オンライン教材を活用した取り組みがあります。2020 年度当初は、多く
の集合研修が中止となり、その後は集合研修のプログラムをそのままオンラインで配信する研修が始まり、
現在ではオンライン教材の利点を活かして研修が計画・実施される形になってきました。
公益社団法人日本看護協会でも、コロナ禍においても看護職が安全に学び続けるための場の確保として、
2020 年度 10 月より集合研修からすべてオンラインへ転換し、収録したコンテンツを一定期間配信するオン
デマンドと、リアルタイムで研修参加者と双方向で研修を進める Zoom を用いた研修を実施しています。
2020 年度実績では、オンデマンドの施設申込数が昨年度比で約 1.7 倍となり、コロナ禍において施設での本
会オンライン教材の需要が高まったことが示唆されました。
一方、オンライン教材の活用には、集合研修における講師への対面での質疑応答や、他施設の参加者と人
脈づくりはオンラインでは得られないのではないかと、抵抗感のある方が多くみられます。しかし、実際の
参加者からは、集合研修同様にグループワークもスムーズで人脈が出来ることや、交通費や移動時間がかか
らないことから、対面以上に良いという意見もみられます。
この交流集会では、オンライン教材を活用した看護実践力の強化を目指して、西村礼子氏（東京医療保健
大学医療保健学部 看護学科 / 大学院 医療保健学研究科・准教授）からは、ICT を活用した研修形態と教材
の特徴およびオンライン教材の効果的な活用について情報提供をいただきます。松永智香氏（高知県厚生農
業協同組合連合会 JA 高知病院副院長兼看護部長）からは、看護実践力強化を意図した自施設における本会
オンデマンド活用の工夫、施設内教育における本会オンデマンド・オンライン研修活用のメリットについて
実践報告をいただきます。その後、看護実践力強化に活かす効果的なオンライン教材の活用について参加者
と考える機会とします。多くの方のご参加を心よりお待ちしています。

プロフィール：渋谷美香

1990 年聖路加看護大学卒業。2000 年兵庫県立看護大学大学院看護学研究科修士課程修了。
2012 年公益社団法人日本看護協会入職。2020 年４月より現職
プロフィール：太田真里子

1994 年千葉大学看護学部卒業。2003 年山梨医科大学大学院修士課程修了。
2006 年日本看護協会入職。2020 年 4 月より現職
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ICT を活用した研修形態・教材の特徴と効果的な活用
講師

西村 礼子

東京医療保健大学医療保健学部看護学科 / 大学院医療保健学研究科准教授

Society 5.0 に向けた DX 化や研究・医療・教育への IoT・AI 技術導入という現代社会の変革に加え、
COVID-19 感染拡大後は、社会や個人のテレワークや遠隔診療・遠隔教育のニーズが高まりました。医療や
教育の場は、医療・教育機関の地域・組織、各専門職・世代・時間を超えた環境へと変化し、DX の定義「IT
の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」からも、アナログのデジタル化だけでは
なく、デジタル活用により実現する業務効率化や付加価値向上への期待が高まっています。
2020 年度以降の継続教育も、オンライン（オンデマンド・リアルタイム）でのセミナー・研修・カンファ
レンス・勉強会など様々な学習機会が発展し、シミュレータ、バーチャルシミュレーション、高度医療機器、
コンテンツ管理配信システム、動画教材、電子書籍、VR、Web 会議システム、LMS（学習管理システム）
などの教材開発も急速化しました。学びたい看護職や管理職に学びを期待・提案された看護職の誰もが学べ
る環境であるオンラインでの学習機会や教材を効果的に活用するためには、継続教育（生涯学習）の観点か
らポイントがあります。
ICT を活用した研修形態は対面・リアルタイム・オンデマンド、各形態を組み合わせたハイブリッド型
があります。研修形態と教材により、到達できる教育目標分類（知識・技能、思考・判断・表現、主体性・
協働性・協調性）と評価（目的・主体・対象・基準・方法）、再現できる忠実性（環境的、身体的・技術的、
精神的）
、学習者に求められるレディネス（身体的・精神的・経験的・知識的・資源的準備性）が大きく異
なります。そのため、学習者自身が到達すべき目標・獲得すべきコンピテンシー・評価を明確にする、ノン
テクニカルスキルやキャリア開発や学習者のレディネスも含め研修形態を選択することが必要です。また、
オンラインでの学びは、受講前の準備や自身の課題、受講で獲得するコンピテンシー、受講後の実践や振り
返り、継続的活用は学習者自身に任せられているため、学習者としての学習方法の見直しも必要です。さら
に、学んだことを活用する機会と場づくり、自身の看護実践力を維持・向上するためのコミュニティ形成も
必要になります。
本交流集会は、看護職の方々が看護実践者・教育者・学習者として、「ICT を活用した生涯学習・看護実践」
の付加価値、公益社団法人日本看護協会の研修活用を考える機会となることを期待しております。

プロフィール

2006 年 名古屋大学医学部保健学科看護学専攻卒業。看護学学士。
2012 年 東京医科歯科大学保健衛生学研究科博士（前期）課程修了。看護学修士。
2017 年 東京医科歯科大学保健衛生学研究科博士（後期）課程修了。看護学博士。
順天堂大学医学部附属順天堂医院看護師勤務、東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科非常勤、東
京医科大学医学部看護学科助教を経て、2019 年より現職
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看護実践力強化を意図したオンデマンド活用の工夫と
施設内教育におけるオンデマンド・オンライン研修活用のメリット
講師

松永 智香

高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病院副院長兼看護部長

JA 高知病院（以下当院）は、二次救急医療圏にある 178 床の中小規模病院であり、看護職員はワークラ
イフバランスを重視しており、子育ておよび介護をしながら自らのキャリア開発を目指していることが大き
な特徴であるといえる。
急性期一般入院基本料５と地域包括ケア病棟入院料を届け出ている当院の看護部長として、「ヒト・モノ・
カネ」という資源をどのように活用するのかを意思決定する際に院外の資源を活用している機会が多い（例
えば、看護手順の作成及び改定など）。また、約７年前より再構築し始めたクリニカルラダーは、JNA ラダー
を元にしたラダーを構築中であるため、JNA ラダーに沿ったコンテンツを使用することを決断した。しか
しながら、オンデマンド視聴だけでは、現場への適用や応用が難しいため、付録の OJT シートを用いて振
り返りを行うことで、受講者の理解度を把握することができ、今後必要な支援について検討することができ
ることを学んだ。さらに受講時の工夫として、個人単位の受講ではなく、対象者 4 ～ 5 名のほかに教育委員
がファシリテーターとして参加することで、オンデマンド研修での学びの深さの確認や、より多くの気づき
の引き出しの支援ができると考えている。
得た知識を OJT で活用できることをねらいとする人材育成を目指して、ファシリテーター育成にも注力
したところ、研修内容そのもののほかに、オンラインでのグループワークを体験し、新しい学習方法に対す
る驚きと楽しさについても学べるという大きな収穫があった。受講した教育委員たちは、「研修転移」「学習
共同体」このような概念を改めて認識し、新たな学習方法として開発・改善していきたいと考えることがで
きるようになった。
オンデマンド・オンライン研修は、ワークライフバランス向上の中、子育てや介護をしながら自らがキャ
リア開発を目指す職員が無理なく学習でき、仲間と振り返り、ディスカッションの中で対話することによっ
て、知識が涵養されたり、業務やケアへの創造性が高まるなど、働きつづけられる環境づくりにも、寄与し
ていると思われる。今後も、オンデマンド研修を効果的に活用するための工夫を継続し、看護実践力強化を
目指していきたい。

プロフィール

1981 年 大阪府立看護短期大学卒業
2005 年 高知県立高知女子大学看護学部卒業
2007 年 高知県立高知女子大学大学院看護学研究科卒業
2007 年 社会医療法人近森会近森病院心療センター看護部長
2015 年 高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病院看護部長
2018 年より現職
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2040 年を見据えた看護職資格の活用基盤の強化～20 年後も人々の健康を支えるために～

旨
座長

勝又 浜子

公益社団法人日本看護協会専務理事

地域包括ケアシステムが推進される中で、「病院完結型」から「地域完結型」への転換が推進されている。
人々の療養の場およびニーズの多様化・増大に対し、看護職には医療と生活の両方の視点をもつ専門職とし
て地域の人々の治療・療養を支えるとともに、一人一人の暮らしを支える地域づくりにも主体的に関わるこ
とが期待されている。
一方で、少子化傾向は今後も続き、多くの人にとって人生における進路選択の最初のフェーズとなる 18
歳人口についても、継続的な減少が見込まれている。現在と同等数の新人看護職を確保しようとするには相
当の困難性を伴うと考えられるため、看護職確保の方策において、量の確保だけでなく、質の要素（資質の
向上、効率性）に重点をおいていくことが重要となる。新人看護職の絶対数確保が困難な状況下で人々が安
全で良質な医療・看護を享受していくためには、質の高い医療・看護を効率的に提供できる看護職の養成と
長期にわたるキャリア継続が今以上に課題となる。
他方、国においては、2020 年 7 月、行政手続におけるデジタル化を強力に推進する一環として、次世代
型行政サービス（デジタル・ガバメント）の基盤となるマイナンバーを国家資格に係る様々な手続きにおい
て利活用することに加え、看護職等の掘り起こしにおける IT の活用を促進する方針を決めた（「経済財政
運営と改革の基本方針 2020」および「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」）。
これを受け厚生労働省は、
「社会保障に係る資格におけるマイナンバー制度利活用に関する検討会」を設
置（2020 年 10 月）し、資格情報とマイナンバーとの連携利活用策、マイナポータルを活用した資格情報の
閲覧や人材確保策などをとりまとめ、これを受ける形で、「行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律」
（番号利用法：マイナンバー法）および「看護師等の人材確保の促進に関する
法律」
（人確法）の改正案が第 204 回通常国会において成立した。目下、2024 年に予定されている制度の運
用に向け、具体的な方策の検討がまさに進められているところである。
このような現状を踏まえ、本交流集会では、国の動向について情報を共有するとともに、看護職の就業と
キャリア構築を支援し、看護提供体制を量と質の両面から確保する方策について、広く看護職の理解の醸成
を図ることを目指す。

プロフィール

吉備国際大学大学院修士課程修了、滋賀県健康福祉部、厚生労働省老健局高齢者支援課認知症虐待防
止対策推進室長、国立保健医療科学院統括研究官を経て、2015 年日本看護協会常任理事
2018 年日本看護協会専務理事（現職）
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2040 年を見据えた看護職資格の活用基盤の強化～20 年後も人々の健康を支えるために～
講師

秋山 智弥

公益社団法人日本看護協会副会長

日本看護協会では、今後わが国において生じる高齢化の更なる進展と少子化による生産年齢人口（15 ～
64 歳）の急激な減少に向けた対応について、2019 年から検討を始めている。少子化の更なる進行により、
新規の看護資格取得者の確保が困難となることが想定されることから、今後は、これまで以上に効率性の向
上が必要となる。ICT や AI 等の技術革新への期待は高いものの、看護においては、その活用・効果に一定
の限界があることから、増大するニーズに適切に対応していくためには、「看護職員全体の質向上」と「看
護職員全体のキャリア継続（離職防止・復職支援）」が重要となる。
それらを実現するためには、すべての免許保持者の数や分布、就業状況などを把握するとともに、キャリ
ア状況に応じた研修や地域の看護ニーズに関する情報等を提供するなど、未就業者を含めた看護総体として、
資質の保証と向上を図っていかなければならない。現在、免許保持者を把握する仕組みとしては、資格籍簿
である「保健師籍・助産師籍・看護師籍（以下「看護師籍等」という。）」、看護業務に従事している者が 2
年ごとに提出する「業務従事者届」、離職時等に届け出ることとされている「看護師等免許保持者の届出制度」
の３制度があるが、各制度には以下のような課題がある。
①看護師籍等：登録事項に住所地や就業状況が含まれておらず、実態把握に活用することができない。
②業務従事者届：届出先が都道府県知事であり、国に個別データとしての蓄積がされていない。
③看護師等免許保持者の届出制度：届出が努力義務であるため、未就業者のすべてを把握できない。
これらの課題を踏まえ、本会は、これまで国に対して新たな制度の創設を提案してきたところ、本年（2021
年）に召集された通常国会において、看護師等の人材確保の促進に関する法律（人確法）など関係する法律
が改正され、免許保持者のマイナンバーを活用することで潜在看護職の所在を把握し、研修案内や復職支援
を促進する仕組みが国において構築されることになった。
今後は、厚生労働省において、改正法の施行に向けた具体的運用について検討されることになっている。
本会は、当該検討の場に参画し、新たな制度がより効率的で利便性の高い仕組みとなるよう積極的に働きか
けていく予定であることから、本会の提案について情報提供を行い、広く看護職の理解の醸成を図る。

プロフィール

1992 年 東京大学医学部保健学科卒業
1992 年 東京大学医学部附属病院看護師
1998 年 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程修了
1998 年 新潟県立看護短期大学看護学科准教授（助教授）
2002 年京都大学医学部附属病院看護師、2004 年同看護師長、2007 年同副看護部長、2011 年同病院長
補佐・看護部長
2017 年 岩手医科大学看護学部特任教授
2017 年 日本看護協会副会長
2021 年 名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センター教授
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2040 年に向けた看護職の確保基盤の強化
〜ナースセンターの立場から〜
講師

上田 順子

公益社団法人北海道看護協会会長

2025 年以降、高齢化の進展から生産年齢人口の急減する 2040 年を見据えて、人々の生命と暮らし、尊厳
をまもり支えるためには、看護資格保有者の更なる活躍が期待される。看護職がキャリアを活かして、いつ
でも（人生のなかで、どの時期でも、どの年代でも）、どこでも（あらゆる地域で、領域で）看護の力を発
揮できるよう質・量の両面からの確保基盤づくりが必要である。
ナースセンターは、1992 年に制定された「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づき設置され、
中央ナースセンターは日本看護協会が厚生労働省から、都道府県ナースセンターは都道府県看護協会が都道
府県から指定を受けて運営されている。
北海道ナースセンターでは、本所、５支所で地域の看護職確保対策を推進するためのナースバンク事業（無
料職業紹介）や未就業看護職の再就業支援研修、求人施設訪問による多様な働き方支援、プラチナナースの
再就業支援等、個々の求職者に沿った働き方を支援している。また、2015 年に「看護師等の人材確保の促
進に関する法律」が改正され、看護師等の離職時等の届出が制度化されたことから、北海道ナースセンター
では、専従コーディネーターを配置し、届出登録者と一定のつながりを持ち、離職した看護職のキャリアを
保持する相談・復職支援に力を入れている。さらに、都市部から確保困難地域へ看護職の就業を支援する地
域応援ナース事業や助産師出向支援事業等、施設や地域を越えた看護職の確保と質向上に努めている。
このような活動を通して明らかとなった課題は、①未就業看護職の数・分布を把握できないこと、②未就
業看護職の就業の意思・意向がわからないこと、③未就業看護職のキャリアを把握できないことである。離
職している看護職の活用を推進するためには、①つながっている、②自己研鑽の機会と場がある、③有事の
際に対応できる、④医療・社会ニーズの把握と求人施設との情報交換・調整が必要であると考える。
就業・未就業にかかわらず、看護資格保有者は看護職である。ナースセンターは、看護職がいつでも、ど
こでも、
「看護の力」を発揮できるよう、個々のキャリアやライフスタイルに合わせて働き方や働く場を自
ら選択し地域で就業継続できるよう支援する事が重要ある。主役は一人一人の看護職であり、不利益があっ
てはならない。
2040 年に向けて、看護職の確保・質向上のために資格活用基盤強化の意義は大きいと考える。

プロフィール

1977 年 北海道大学医学部附属看護学校卒業
同年 旭川医科大学病院 就職
2002 年 同大学病院 看護部長兼副病院長
2005 年 旭川医科大学大学院医学系研究科修士課程（看護学）修了
同年 認定看護管理者 認定
2016 年 6 月より現職
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2040 年を見据えた看護職資格の活用基盤の強化～20 年後も人々の健康を支えるために～
講師

習田 由美子

厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室長

デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、令和３年５月にデジ
タル改革関連法が成立されたことに伴い、看護師等の人材確保の促進に関する法律が改正された。
このため、令和６年度を目途に国家資格等情報連携・活用システム（仮称）が導入されることとなり、こ
れと同時に、マイナンバー制度を活用した人材活用システムを構築することが必要となる。
具体的には、保健師助産師看護師籍簿と業務従事者届等の情報を突合することにより、潜在看護職を把握
し、また、看護職個人においては、マイナポータルを利用して資格登録等手続きのオンライン化、届出時の
添付書類の省略や自身の研修受講歴等の情報を登録・閲覧することが可能となる。
なお、これらの情報は本人の同意を得て、看護師等の資質の向上や就業促進のために、国から都道府県を
通じてナースセンターに情報提供することで、より効果的な就業支援を行うことが可能となる。
新たに構築される仕組みが、看護師のキャリア構築にどのような影響をもたらし、可能性をもっているの
か、関係者の皆様と有意義な意見交換を行いたい。
デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、令和３年５月にデジ
タル改革関連法が成立されたことに伴い、看護師等の人材確保の促進に関する法律が改正された。
このため、令和６年度を目途に国家資格等情報連携・活用システム（仮称）が導入されることとなり、こ
れと同時に、マイナンバー制度を活用した人材活用システムを構築することが必要となる。
具体的には、保健師助産師看護師籍簿と業務従事者届等の情報を突合することにより、潜在看護職を把握
し、また、看護職個人においては、マイナポータルを利用して資格登録等手続きのオンライン化、届出時の
添付書類の省略や自身の研修受講歴等の情報を登録・閲覧することが可能となる。
なお、これらの情報は本人の同意を得て、看護師等の資質の向上や就業促進のために、国から都道府県を
通じてナースセンターに情報提供することで、より効果的な就業支援を行うことが可能となる。
新たに構築される仕組みが、看護師のキャリア構築にどのような影響をもたらし、可能性をもっているの
か、関係者の皆様と有意義な意見交換を行いたい。
プロフィール

東京医科歯科大学卒業、同大学院修士課程修了後、同大学病院勤務を経て、厚生労働省に入省
平成 14 年 医政局看護課、老健局老人保健課、保険局国民健康保険課、社会・援護局福祉基盤課、保
険局医療課を経て、東京都杉並区に出向
平成 30 年から現職
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看護が健康な社会をつくるためのリーダーシップとエビデンス

旨
座長

荒木 暁子（9 月・11 月）・中野 夕香里（11 月）
東邦大学看護学部教授・公益社団法人日本看護協会国際部長

1. Nursing Now キャンペーンの経緯と成果
英国で 2018 年 2 月にスタートした『Nursing Now キャンペーン』（以下、NNC とする）は、看護職への
関心を高め、地位を向上することを目的としたキャンペーンであり、世界 126 カ国から 800 以上のグループ
が参加し 、2021 年 5 月に一旦収束を迎えた。このキャンペーンは、世界保健機関（WHO）と国際看護師
協会（ICN）が連携し、NNC 理事が共同し、展開された。
日本においては、2019 年 5 月に看護系 30 団体からなる実行委員会を結成し、活動を開始し、キャンペー
ン展開していた。しかし、2020 年初頭からの COVID-19 感染拡大により、キャンペーン活動は変更を余儀
なくされたものの、この世界的な新興感染症の拡大により、看護師はこれまでになく注目を浴びる結果となっ
た。
2021 年 1 月 21 日、Nursing Now フォーラム・イン・ジャパンを 5,000 人以上の看護職らとつながり Web
により開催した 。その中の分科会 1「トリプル・インパクトと政策」では、日本をはじめ、カナダ、アイ
ルランドなど海外の看護政策実現に向けた取り組みが紹介され、政策を推進していくうえでインパクトを及
ぼすエビデンスの重要性について検討した。さらには、政策の意思決定に参画できる看護職リーダーを据え、
看護の声を届けることが必要であり、そのためのリーダー育成や政策研究の強化の必要性がディスカッショ
ンされた。そして、Nursing Now ニッポン宣言にも、その必要性が盛り込まれ、引き継がれることとなった。
2. 本交流集会の目的
日本における NNC は 2021 年 6 月に一旦締めくくられたが、その後に向けて、NNC 実行委員会参加団体
の取り組みについて、それぞれの立場（看護実践の立場、教育・研究の立場）から共有し、特に、政策実現
に向けたリーダーシップの開発やエビデンスの集積という観点から、Nursing Now キャンペーンに取り組
んできた意義や課題を議論し、今後の方向性として共通認識を図る。
聖路加国際大学の大田えりか氏には、教育・研究の立場から「リーダーシップの開発への取り組み」につ
いて、社会福祉法人恩賜財団済生会・本部看護室室長の町屋晴美氏には、看護実践の立場から「SDGs 実現
に向けた取り組みについて」、東京大学大学院医学系研究科の山本則子氏には教育・研究の立場から、「エビ
デンス構築に向けた取り組みについて」をご発表いただき、ディスカッションしていく。
プロフィール：荒木 暁子

臨床経験後、岩手県立大学や千葉大学などで小児看護学教育を担当。その後、千葉県千葉リハビリテー
ションセンターで看護管理に従事。
2017 年から 4 年間、日本看護協会常任理事。その間、国際交流担当として、Nursing Now キャンペー
ンを所掌。
2021 年 7 月より現職。
プロフィール：中野 夕香里

東京大学医学部保健学科卒業、同大学院医学系研究科博士課程修了、博士（保健学）。日本医科大学
助手、日本医療機能評価機構研究主幹等を経て、2017 年より日本看護協会政策秘書室長、2019 年よ
り同国際部長（併任）

1
The Burdett Trust for Nursing; Nursing Now, Agents for Change, the story of Nursing Now Campaign,
Executive Summary,
https://www.nursingnow.org/wp-content/uploads/2021/05/Nursing-Now-Final-Report-Executive-Summary.pdf
2
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看護が健康な社会をつくるためのリーダーシップとエビデンス

次世代のリーダーの育成およびエビデンス集積への取り組み
講師

大田 えりか

聖路加国際大学大学院看護学研究科国際看護学教授

聖路加国際大学の WHO プライマリーヘルスケア看護開発協力センターは、1990 年の任命以来、聖路加
国際大学はプライマリーヘルスケア（PHC）における看護の教育、実践および研究を発展させる拠点とし
て活動をしている。また、センターの目的のひとつとして、市民主導型のエビデンスに基づいたケア開発や
看護政策策定への学術的貢献においてリーダーシップを発揮することを掲げて取り組んでいる。
2019 年には、Nursing Now の趣旨に賛同し、参加団体の一員として活動に取り組んだ。Nursing Now キャ
ンペーンは、イギリスのグローバルヘルスに関する議員連盟が、世界各国での聞き取り調査、レビューに基
づき、
「トリプル・インパクト―看護の開発が健康を改善し、男女平等を促進し、経済成長をサポートする」
報告書を発表した。看護職の数を増やし、看護を発展させることで「人々の健康の改善」、
「男女平等の促進」、
「経済発展」というより広範な 3 つの影響をもたらすことが報告されている。
またこの報告書では、看護のリーダーシップ育成が必要という提言もでている。リーダーシップというの
は、
「目標や目的のために、個人やチームを動かす力、または行動」と定義され、後天的に伸ばせる資質で
あり、管理職だけではなく、だれもが身に付けることができる能力で、学習して成長を促すことができると
いわれている。
聖路加国際大学 WHOCC では、Nursing Now キャンペーンの一環として、トリプルインパクトに基づき、
WHO 本部から進藤奈邦子氏、コロンビア大学の Jeanette C. Takamura 教授を招聘し、
「女性が変えるグロー
バルヘルスと日本について」のセミナーを実施し、170 名以上の方々が参加した。Jeanette C. Takamura 氏
（コロンビア大学社会福祉大学院名誉学部長・教授）と、進藤奈邦子医師（WHO ジュネーブ本部 Health
Emergencies Programme シニアサイエンスアドバイザー）による基調講演が行われ、日本は、2018 年の世
界経済フォーラムによるジェンダー・ギャップ指数ランキングが 149 カ国中 110 位であり、世界から遅れを
とっているが、日本の女性は優秀で世界から評価が高い、自分を大切にして過小評価せずに頑張ってほしい、
というお話があった。
交流集会では、Nursing Now キャンペーンに取り組んできた意義や課題について述べたい。
WHO プライマリーヘルスケア看護開発協力センターの活動を通し、看護職がその力を十分に発揮できる
よう、実践から政策まで、それぞれの変革を推進するためのリーダーシップに関する人材育成にも取り組ん
でいく必要がある。

プロフィール

聖路加国際大学大学院国際看護学教授
2001 年聖路加看護大卒、09 年に東京大学大学院で保健学博士取得、09 年から東京医科歯科大学大学
院リプロダクティブヘルス分野特任助教、10 年エイズ予防財団リサーチ・レジデントを経て、12 年
より東京大学大学院国際保健政策学教室助教、13 年より国立成育医療研究センター研究所政策開発
研究室長、2016 年 4 月より現職。
聖路加国際大学国際地域連携センター長、WHO プライマリーヘルスケア看護開発協力センター長、
国際・地域連携センター PCC 開発地域連携室部長、コクランジャパンセンター副理事長、コクラン
妊娠出産グループのアソシエイトエディターとして活躍している。
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看護実践の立場から、SDGs 実現に向けた取り組みについて
講師

町屋 晴美

社会福祉法人恩賜財団済生会本部看護室室長

「SDGs」は「Sustainable Development Goals」の頭文字を取り、「持続可能な開発目標」と訳されている。
地域に住む全ての人たちが幸福に暮らせるように定められた世界共通の目標である。これは済生会が創設以
来、活動の柱としてきた理念「生活困窮者を済（すく）う」「医療で地域の生（いのち）を守る」「医療と福
祉、会を挙げて切れ目のないサービスを提供」そのものと言える。SDGs の 17 の世界共通目標の中には、
済生会の事業と特に関わりの深い目標が多数ある。済生会が医療・福祉の分野で取り組んできた活動や、第
2 期中期事業計画の中で取り組みを強化している事項と重なる。この中から済生会が、特に親和性があり効
果的に取り組めるものとして 12 の目標について、指針と推進していく活動を定めている。
看護の推進については、看護室の事業として「看護の質検討委員会」を設けている。これは、全国済生会
看護部長会と協働して、看護の質を向上・担保するための方向性や運用等を検討することを目的としている。
この委員会と共にワーキンググループ（以下、WG）を設け、年度毎に様々な課題に取り組んできた。これ
までの WG では、看護管理テキスト、教育、業務指針、クリニカルラダー等の冊子を作成し、済生会の看
護職員向けに提供している。また、副看護部長研修等で、WG メンバー自らが講師やアドバイザーを務めて
いる。各 WG の活動を通して医療・看護サービスの向上とキャリア支援に取り組んでいる。
令和 3 年度は「特定行為に関する WG」「タスクシフト、タスクシェアに関する WG」の活動を開始した。
Nursing Now ニッポン宣言をふまえ、看護職が、あらゆる場でその力を十分に発揮できるよう、WG で検
討した内容をひとつの見解として提言し、政策まで参画できるよう取り組んでいきたいと考えている。

プロフィール

1979 年 国立病院医療センター附属看護学校卒業
2011 年 目白大学大学院看護学研究科修士卒業
国立病院医療センター、国立立川病院、国立病院東京災害医療センターに看護師として従事
1998 年 国立がんセンター中央病院看護師長
2005 年 独立行政法人国立病院機構本部医療部サービス・安全課看護専門職
2008 年 独立行政法人国立病院機構埼玉病院看護部長
2011 年 独立行政法人国立病院機構本部医療部サービス・安全課長
2013 年 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター病院看護部長
2016 年 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター病院看護部長
2018 年～ 現職
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教育・研究の立場から、エビデンス構築に向けた取り組みについて
講師

山本 則子

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻高齢者在宅長期ケア看護学 /
緩和ケア看護学分野教授 / 一般社団法人日本看護系大学協議会代表理事

看護が社会のための役割を十全に果たすためには、どのような看護実践を、どのような体制の下で、どの
ように実施するのがもっとも効果的かをしっかりと検討する必要がある。このようなことを考えずにただが
むしゃらに目の前の患者さんの看護にベストを尽くしていればよいという時代は過ぎた。限られた人的経済
的資源をいかに効率化して最大の効用を得ることができるか、このためのエビデンス構築が求められる。
日本看護系大学協議会は、看護学教育の充実・発展と学術研究の水準の向上を通じて人々の健康と福祉へ
貢献することを目的に設立され、2021 年 5 月現在で 290 校の会員校を擁する。看護系大学の果たすべき重
要な役割は、教育と共に研究である。看護系大学が今後取り組むべき研究には、大きく 3 つのタイプがある
と思う。1 つめは、研究に基づいた看護の実践モデル、看護実践を高めるための研究がまず必要である。従
来の EBP の考え方に基づく介入研究等の他に、事例研究やアクションリサーチ、実装研究など多様な研究
方法が、看護実践を高めるために必要と思われる。2 つめの役割は、研究知見の統合発信だと思います。介
入研究を統合するメタアナリシスやガイドライン作成などの手法を使って、実践者が参考にしやすいように、
研究知見を翻訳して提示することが必要である。定量的な知見とともに、定性的な知見の統合も求められる。
大学での研究といえば、個々の一次研究をすることがミッションとして挙げられやすいが、研究知見の統合
と可視化も、今後さらに必要である。3 つめが、冒頭で述べた人的経済的資源を、その効用を最大にできる
看護提供体制のあり方を明らかにする研究である。看護の有効性や効果的な看護師配置等に関するエビデン
スを作ることである。看護系大学は、このための知見を産出する上で特に重要な役割を担う。これについて、
私たちはこれから最新の研究手法を積極的に取り入れ学習し、活用できるように努力する必要がある。例え
ば、データサイエンスや最新のデジタルテクノロジーなどの科学技術や、最先端の経済学的手法を、定量デー
タにはかならずしもなじみにくいケアリングの視点を失わず研究的に使いこなすテクニックに長じた研究人
材を育成しなければならない。

プロフィール

東京大学医学部保健学科卒業、看護師免許取得。東京白十字病院、虎の門病院を経て、カリフォルニ
ア大学サンフランシスコ校看護学部にて博士課程を修了。東京大学大学院医学系研究科助手。カリフォ
ルニア大学ロサンゼルス校看護学部にてナースプラクティショナープログラム修了。
2012 年より東京大学大学院医学系研究科高齢者在宅長期ケア看護学分野教授。
2020 年より日本看護系大学協議会（JANPU）の代表理事。
研究分野は、長期ケア看護 (long-term care nursing) の質保証・向上、実践のための事例研究法の開発。
近著：Li CC, Yamamoto-Mitani N. Ward-level nurse turnover and related workplace factors in longterm care hospitals: A cross-sectional survey. J Nurs Manag. 2021; Yamamoto-Mitani N et al.
Nurses’and care workers’perception of care quality in Japanese long-term care wards: A qualitative
descriptive study. Glob Qual Nurs Res. 2018.
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要

コロナ禍の経験から構築する地域の協働による新人看護職の育成

旨
座長

木澤 晃代

公益社団法人日本看護協会常任理事

新型コロナウイルス感染症対応によって、臨床現場はこれまでにない混乱を来たしている。特に、新人看
護職の育成には大きな影響を及ぼしており、基礎教育においては、講義・演習における対面教育の制限のみ
ならず、病院・在宅等の幅広い分野における臨地実習が中止になり、学内演習に変更になるなど様々な制約
が生じた。これによって、本来であれば臨地実習において学ぶはずであった直接的な患者対応や看護師と患
者との関わりの見聞の機会が得られないまま就業することになった。さらに、入職後の施設内での集合研修
の削減、密を避ける観点からも、これまで通りの新人教育の方法の変更、早期からの部署配属など、様々な
制約の中で、これまでと異なる新たな方法を模索しているところである。新人看護師にとっては、思うよう
に学習が進まないまま就業することの不安や未知の環境への適応準備不足を感じる可能性があり、対象者へ
の安全・安心なケア提供の保証のみならず、看護職の定着という観点からも、新人看護職の育成・支援は、
看護関係者が連携協働して取り組むべき大きな課題である。この交流集会では、教育・臨床など、関係者が
協働してどのように育成・支援に取り組めるか、意見交換を行いたい。NHK 報道局科学文化部記者の安土
直輝氏は、新型コロナウイルス感染症に対応する新人看護職を取材したお立場から感じたことを、基礎教育
に携わる川本利恵子氏からは、新型コロナウイルスの影響に係る看護職員卒後フォローアップ研修事業を実
施している大学からのお立場としてのご発言を、今西裕子氏からは、病院の看護管理者のお立場から話題提
供をいただき、コロナ禍における新人看護職の育成、支援の課題や、臨床および教育等関係者が連携して支
援する方策について討論を行う。
プロフィール

東京女子医科大学大学院看護学研究科博士前期課程クリティカルケア看護学修了
富山大学大学院医学薬学教育学部（博士課程）生命・臨床医学専攻危機管理医学修了
河北総合病院、筑波メディカルセンター病院、公益社団法人日本看護協会看護研修学校、日本大学病
院を経て現職
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コロナ禍の“新人”看護師を取材して
講師

安土 直輝

NHK 報道局科学文化部記者

「ことしの春、病院は大変なことになる」
私たちが新型コロナの取材をしていた際、ある病院関係者がそう漏らした。新型コロナの影響で、実習を
十分に経験していない看護学生たちが病院に配属される。病院は現場を十分に知らない新人たちを抱えなが
ら、
新型コロナや一般医療に対処しなければならないのではないか、そういった不安がにじみ出た一言であっ
た。
その一言がきっかけで取材を始めたのが、2021 年 5 月 20 日放送の「クローズアップ現代＋『それでも私
は踏み出した

コロナ禍の“新人”看護師』
」だ。２つの大学病院の協力の下、新人看護師と新型コロナ病

棟に配属された２年目の看護師に密着取材を行った。正直なところ当初、この番組は「過酷な現場」のルポ
ルタージュになると予想していた。しかし、ロケから見えてきたのは新人たちの純粋な責任感とそれを見守
る先輩看護師の厳しく暖かい眼差しであった。
番組で紹介した新人たちは初めてのエンゼルケアに臨み、先輩看護師が驚く程の熱意を見せていた。亡く
なった患者を前にしても臆すること無く学ぼうとする新人たちの姿は私たちには並々ならぬ使命感の現れだ
と感じていた。しかし、指導担当の先輩看護師は、その裏に、実習が出来ずに現場に配属された「焦り」と
「自信の無さ」を感じたという。
別の病院では、コロナ病棟に異動した 2 年目の看護師たちが悩んでいた。限られた時間での防護服越しの
看護しかできない中、
「処置」は出来ていても「看護」ができていないのではないか。病院の、そして患者
たちの「役に立ちたい」という思いがプレッシャーになっているようにも感じられた。そんな彼女たちに病
棟の師長は「出来ないことがあっても当たり前。これから学んでいけばいい」とことばをかけていた。
今も看護学生の臨地実習が難しいと聞くが、学生たちの意欲は失われたわけではない。その意欲を看護力
に変えていくには、先輩看護師や病院だけでなく、社会として彼ら、彼女らを支えることが必要だと感じて
いる。
看護職は医師と比べて注目されることは少ないかもしれない。ただコロナ禍により多くの人が改めて認識
したように、治療はもちろん、ワクチン接種、保健所での活動など、看護職が感染症対策に欠かせない立役
者になっていると強く感じている。今も臨地実習が難しい現状があると聞く。未来の医療の中核を担う彼ら
や彼女らを支える仕組みをどう作っていくか、考えたい。
プロフィール

NHK 記者
2011 年 京都大学医学部保健学科卒業、看護師・保健師免許取得
同年 NHK 入局。地方局（長崎、神戸放送局）では、原爆、防災、行政、選挙など幅広く取材を経験
2020 年から現職にて医療取材を専門に担当、今年 5 月放送クローズアップ現代＋「それでも私は踏
み出した コロナ禍の“新人”看護師」の取材・制作を担当。
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コロナ禍影響下での実習と新人看護師のメンタルヘルス
フォローアップ事業
講師

川本 利恵子

湘南医療大学保健医療学部看護学科長 / 看護キャリア開発コアセンター長

2020 年度から始まった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行に伴い、ほぼ全ての地域で感染が
発生する事態となりました。COVID-19 の影響下、看護師養成機関でも、Zoom や学習支援システムなどの
オンライン授業が行われました。看護の実践を学び、看護職としての能力を習得する上で最も重要といえる
臨地実習に関しても、感染予防の観点から、学内での演習に代替することや、実習時間の短縮など、大きく
その内容を縮小せざるを得ない状況でした。
本大学はそのような状況下で教員一同が実習計画や内容や方法を模索しながら、臨地実習を縮小版で行い
ました。臨地実習の施設のご理解とご協力にはただただ感謝するだけです。実習終了後の学生の反応は、
「や
はり実際に施設実習を行うことで得たものは大きかった」「このような状況下だから、真剣に今の瞬間を大
切に実習できた」など、その学びは大きかったと感じました。
しかし、日本全国の多くの看護師養成機関の卒業生はその体験は少なく、不安を抱えたままでの新人看護
師のスタートだったと思います。新人看護師は学生から看護師への役割移行期で脆弱な状態であること、ス
トレッサーを上手く対処できずに SOC 形成・強化の停滞に繋がっている可能性があるといわれています。
近年は、要支援学生や発達障害の特性のある学生も一定数いることが問題とされています。さらに、臨地実
習の経験不足から考えられる入職後の新人看護師の状況、未熟なコミュニケーション能力・対人スキル、リ
アリティショックの増大が心配されています。例年より業務取得に時間を要し、職場適応が遅れることから、
早期離職者の増加も指摘されています。
そこで、本大学では「新人看護師のメンタルヘルスフォローアップ事業」を始めました。目的は、臨地実
習の経験不足、SOC と離職、ストレッサー、コーピング等の関連を調査し、新人看護師の SOC の要因を明
らかにし、新型コロナウイルスの影響に係る新人看護師の臨地実習の経験不足を補いながら、メンタルヘル
ス支援プログラムの開発をすることです。対象は、県内の 300 床未満の病院に所属する令和２年度に看護基
礎教育を修了した新人看護師です。事業の特色は、新人看護師の看護基礎教育での臨地実習での経験不足を
補うとともに、ストレス状況を把握し、ハイリスク群および希望者にはメンタルヘルスサポートを行うこと
ですが、現時点での事業の内容を報告させていただきます。

プロフィール

名古屋大学医学部附属病院看護師、山口大学医療技術短期大学部、産業医科大学医療技術短期大学、
産業医科大産業保健学部第 1 看護学教授、九州大学大学院医学研究院保健学部門看護学分野教授、公
益社団法人日本看護協会常任理事
2019 年 6 月より湘南医療大学保健医療学部看護学科学科長教授、看護キャリア開発コアセンター長
現在に至る。
九州大学名誉教授、医学博士
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「安全で安心して臨地実習を実施するための基本方針」作成をとおして
講師

今西 裕子

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会中津病院院長補佐 / 公益社団法人大阪府看護協会副会長

2020 年 1 月、新型コロナウイルス感染症は世界から日本各地に新興感染症として発生し、私達は、未だ
経験のない状況下に置かれ、医療機関や地域を支える事業所、教育機関は、発生株によって様相を変えるウ
イルスの対策に追われている。
そのような中、昨年度の大阪府看護団体代表者懇談会において、臨地実習が府下施設で中止、患者と対面
できない状況が続いていることを学校、臨床の双方から問題提議された。これは学生の不利益だけではなく、
卒後の看護職育成や看護の質向上に関わることが懸念され、長引くコロナ禍において対策が急務であると考
えられた。
そこで、大阪府看護協会は「コロナ禍における臨地実習ガイドライン作成ワーキング」を発足させ、学生
が臨地で学ぶことができる環境作りとコロナ禍における新人看護職への教育準備を始めることになった。
ワーキングの構成員は、大阪府、看護系大学情報交換会（現大阪府看護系大学協議会）、看護学校協議会、
看護部長会、大阪府看護協会役員であった。ワーキングでは、目的や現状を共有した上で、実習中止の根拠
や学生の行動や健康観察の視点について専門家を交えて検討を行った。実習を実施する臨床側はコロナ禍で
あっても、現場で学んでほしい重要なことについて検討した。
ワーキングの成果として、実習を実施するために学生、学校、実習施設の三者で共通認識する「コロナ禍
において安全で安心して臨地実習を実施するための基本方針」を作成することができた。基本方針は、感染
状況や設置主体の特徴により内容を改編できることが重要であるとメンバー間で合意した。マニュアルやガ
イドラインの拘束性を排除して実習展開のために現場で三者が話し合うことを重視した。
この議論によって、私達は臨地実習が学生の学びにおいて重要な位置づけであることを再認識し、実習環
境の確保が容易ではない今、その価値を再考すべきだと気づいた。大阪府看護協会では、基本方針作成後の
2021 年 4 月に入職する看護職のために「コロナ禍における看護ケア」という DVD を発刊した。コロナ禍に
スタートする彼らには確かな情報が必要である。「伝える」ことが困難といわれるこの長いコロナ禍に、私
達は新人看護職に新たな看護の価値や役割についてメッセージを送り続けたいと考えている。

プロフィール

2017 年～ 2020 年 大阪府看護協会支部理事、2021 年 6 月より副会長
1981 年
大阪済生会中津看護専門学校卒業、同年大阪府済生会中津病院入職
1993 年
大阪済生会中津看護専門学校専任教員
2002 年
中津病院勤務
2014 年から看護部長、2021 年 4 月より現職

127

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

交流集会 10

要

看護の未来を創る ～「Nursing Now ニッポン宣言」と私の目指す看護～

旨
座長

小山 眞理子

Nursing Now キャンペーン実行委員会 / 一般社団法人日本看護系大学協議会常任理事

看護職がもつ可能性を最大限に発揮し、看護職が健康課題に積極的に取り組み、人々の健康の向上に貢献
するために行動する世界的な取り組み「Nursing Now キャンペーン」は、日本では日本看護協会を中心と
する 30 の看護関連団体の参加により 2019 年 5 月～ 2021 年 6 月末迄実施され、今後に向けた方針として
「Nursing Now ニッポン宣言」が公表された。本宣言は、看護のより良い実践とそれを支える政策を推進す
るものとして意義深い。
一方、
「Nursing Now ニッポン宣言」が将来に向けても実効性の高いものになるには、未来の看護を担う
看護学生や若い看護職がこの宣言の意義を理解し、これを看護師、保健師、助産師の職種や仕事の場を問わ
ず共通の基盤として捉えることは、自身が今後どのような看護を目指すのか、どのような看護職になろうと
するのかを考える上でも意義がある。
本交流集会では、「Nursing Now キャンペーン」において主導的な役割を果たされた公益社団法人日本看
護協会会長

福井 トシ子氏より、世界的に実施された本キャンペーンおよび「Nursing Now ニッポン宣言」

の意義についてお伺いするとともに、若い世代へのメッセージをいただく。
次いで、看護学生および大学院修了生が「Nursing Now ニッポン宣言」と関連づけながら、自身の現在、
将来の看護職としての目標や期待について発表する。同世代の他者の発表を聞くことや意見交換を通して、
看護の可能性、多様性、グローバル性、おかれた立場で看護の力を発揮していくことの重要性に気づく機会
となることを期待したい。尚、発表者の氏名と所属は次に示すとおりである。
福井 トシ子氏 （日本看護学会学術集会長 / 公益社団法人日本看護協会会長）
山下 涼斗氏

（専門学校麻生看護大学校 2 年）

信田 聖太氏

（大阪府病院協会看護専門学校 2 年）

浦 愛香氏

（日本赤十字九州国際看護大学 4 年）

福林 由依子氏 （東京都立大学健康福祉学部看護学科 4 年）
平沼 由梨奈氏 （三育学院大学看護学部 4 年選択制保健師課程）
大字 菜々子氏 （神戸市看護大学大学院修士課程助産学実践コース 2 年）
吉田 仁美氏

（聖路加国際大学大学院修士課程上級実践コース 2021 年 3 月修了 / 地方独立行政法人埼
玉県立病院機構埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

東辻 朝彦氏

（千葉大学大学院看護学研究科博士後期課程 2 年）

本交流集会は、Nursing Now キャンペーンに参加した看護教育に関連する 4 団体（一般社団法人日
本看護系大学協議会、一般社団法人日本看護学校協議会、一般社団法人全国保健師教育機関協議会、
公益法人全国日本助産師教育協議会）により企画され、発表者は各団体より推薦された。
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都道府県看護協会公募企画
都道府県看護協会公募企画 1：千葉県
9 月 28 日（火）16:00 ～ 17:00

地域において看護の力を発揮する特定行為研修修了者の育成
講師：栗原

サキ子（袖ケ浦さつき台病院看護部長 / 看護師特定行為研修センター研修実施責任者）
鈴木 由加（千葉県循環器病センター上席看護師長 / 特定行為研修修了者）
川端 心（医療法人弘仁会介護老人保健施設ロータスケアセンター施設長代理 / 特定行為研修修了者）
座長：渡辺 尚子（公益社団法人千葉県看護協会常任理事）

都道府県看護協会公募企画 2：大阪府
9 月 29 日（水）13:00 ～ 14:00

「看仏連携」、もう一つの在り方
～「自分らしく生きる」を支える～
講師：河野

秀一（看仏連携研究会代表 / 株式会社サフィール代表取締役 / 臨済宗妙心寺派嵩岳山少林寺第 19 世住職
（閑栖）
）

竹波
秋田
井上
座長：高橋

純子（医療法人社団愛友会金沢文庫病院主任看護師 / 緩和ケア認定看護師）
光彦（浄土宗大蓮寺住職 / 浄土宗應典院住職 / パドマ幼稚園園長）
從昭（浄土真宗本願寺派深機山妙行寺住職）
弘枝（公益社団法人大阪府看護協会会長）

都道府県看護協会公募企画 3：東京都
9 月 29 日（水）14:30 ～ 15:30

東京都看護協会の新型コロナ対応看護職応援活動報告
講師：山元

恵子（公益社団法人東京都看護協会会長）
大橋 純江（公益社団法人東京都看護協会常務理事）
座長：駒形 朋子（国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療協力局看護師）
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都道府県看護協会公募企画 4：愛知県
11 月 18 日（木）12:30 ～ 13:30

地区支部が初動する災害時応援体制
～医療機関からの SOS 情報をキャッチし、応援体制を整える～
講師：髙木

仁美（公益社団法人愛知県看護協会専務理事）
間瀬 有奈（豊橋市民病院副院長兼看護局長）
座長：三浦 昌子（公益社団法人愛知県看護協会会長）

都道府県看護協会公募企画 5：新潟県
11 月 18 日（木）14:00 ～ 15:00

専門性の高い看護職員の育成に向けて
～県内の各機関と連携しての取組み～
講師：小泉

杉田
海老
帆苅
座長：斎藤

美佐子（新潟県立看護大学学長）
洋子（新潟大学医歯学総合病院副病院長・看護部長）
菜穂子（社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟病院皮膚・排泄ケア認定看護師）
久美（新潟県福祉保健部医師・看護職員確保対策課副参事（看護職員確保・育成係長））
有子（公益社団法人新潟県看護協会会長）

都道府県看護協会公募企画 6：奈良県
11 月 19 日（金）13:30 ～ 14:30

在宅看護特別教育プログラム
～看護学生の時から在宅看護実践力を育てる継続教育プログラム～
講師：小竹 久実子（奈良県立医科大学医学部看護学科・大学院看護学研究科教授）

伊藤 絹枝（公益社団法人奈良県看護協会立訪問看護総合支援センターセンター長）
平井 彩夏（公益社団法人奈良県看護協会立橿原訪問看護ステーション / 在宅看護特別教育プログラム 1 期生）
座長：飯尾 美和（公益社団法人奈良県看護協会会長）
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要

千葉県：地域において看護の力を発揮する特定行為研修修了者の育成

旨
座長

渡辺 尚子

公益社団法人千葉県看護協会常任理事

本県においては、高齢化が急速に進展すると想定されており、2025 年には 29.3％、2040 年には 35.0％に
なると見込まれ、千葉県保健医療計画（平成 30 年度～平成 35 年度）では、在宅医療を支えるためには、訪
問看護師の育成を図るとともに特定行為研修修了者を増やすための方策について検討することが盛り込まれ
ている。
「特定行為に係る看護師の研修制度」は、保健師助産師看護師法に位置づけられた研修制度として 2015 年
10 月から開始され、研修を修了した看護師には、医学的視点を含めたより深いアセスメントが可能となり、
重症化、重度化を予防し異常の早期発見・早期介入により、患者や利用者の状態を見極めタイムリーな対応
ができることで、在宅療養を支援することが期待されている。
本県の超高齢化社会に向けて特定行為研修修了者を育成することは重要であり、そのためには教育環境の
整備と活躍を推進するための看護管理者の理解が必要となる。医療を取り巻く環境の変化、そして対象であ
る患者や利用者の変化に対して、看護が役割を拡大する必要があり、人的資源を適切にマネジメントしてい
くことが管理者の役割であると考えられる。
一方で、活動にあたって組織で必要となる体制整備が困難であるという管理者や、学んだことを活動に活か
すことができていないという修了生の声もあることが、日本看護協会から情報提供されている。
今回のシンポジウムでは、本県の指定教育機関の研修実施責任者であり、かつ活動を支援する管理者の立
場から、そして、研修修了者として病院から地域へ、また老人保健施設において特定行為を実践しているそ
れぞれの立場から、活動状況の紹介および活動にあたっての課題についてディスカッションを予定している。
こうした中から、特定行為研修修了者が地域において役割を発揮するためには管理者にどんな役割が求めら
れるのか、また、特定行為研修修了者として今後踏まえていく点などについて意見交換し、地域において看
護の力を発揮する特定行為研修修了者の育成につなげたい。

プロフィール

1976 年
2006 年
2010 年
2013 年
2015 年
2018 年
2019 年
2020 年

千葉県衛生専門学院 看護第一科卒業
千葉大学大学院看護学研究科看護管理システム修士課程修了
千葉県がんセンター看護局長
千葉県立野田看護専門学校校長
千葉市青葉看護専門学校校長
公益社団法人千葉県看護協会事業第一課課長
公益社団法人千葉県看護協会事業部長兼第一課課長
公益社団法人千葉県看護協会常任理事
ナースセンター事業、訪問看護推進事業等担当
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病院から地域へ向かう活動の現状
講師

栗原 サキ子

袖ケ浦さつき台病院看護部長 / 看護師特定行為研修センター研修実施責任者

当院における特定行為研修修了者（以下研修修了者）育成の目的は、地域医療の現場に適切なフィジカル
アセスメントがなされ、医師の包括的指示のもと的確な医療を実施するために看護師の教育的環境を整備す
るとしている。当院は、千葉県のほぼ中央に位置し東京湾に面した臨海部はエネルギーや石油化学などの大
規模な工場が立ち並ぶ市民約 6 万 5 千人（2021.7.1）の医療を担う。医療形態は、精神科病床 218 床、一般
病床 93 床、回復期リハ病床 98 床の 409 床で看護師配置は 7 対 1 から 20 対 1 と多岐である。また、訪問看
護ステーションを併設し関連施設のクリニックや介護施設を備え病院から地域への医療の一体化を可能とす
ることから、
多職種連携を推進し地域へ向けたチーム医療の充実を目指している。主体とする精神科医療は、
面談や薬剤治療が主で、医師の指示待ちによる対応が多々あり、地域での看護師の活動は、この医師業務の
補助が可能な看護師を育成する必要があった。また、入退院を繰り返す患者の在宅支援は、訪問看護に依存
する課題がある中、2015 年に「特定行為に係る看護師の研修制度」が制度化され、当院は、2016 年に看護
師特定行為指定研修機関とし特定行為に係る看護師の養成を開始した。2021 年 8 月現在、研修修了者 9 名
が活動しており、活動内容は、医師や看護師からのコンサルテーション 141 件、内特定行為の実施 46 件（2020
年度）
、心療内科外来で健康相談、在宅訪問（訪問看護師と同行 50 件、単独 101 件（2020.7 〜 2021.7））、退
院後訪指導等である。
研修修了者の活動についての調査を実施した（2021.8)。医師部長職以上 10 名の回答は、「診療の補助とし
て看護師が特定行為を行うことで医師の負担軽減になっているか」「研修修了者の育成は看護の質向上に繋
がっているか」は、全員が「思う」であった。次に「研修修了者の育成は良い効果になっているか」は、全
員が「思う・やや思う」であった。同質問に看護師長 14 名の回答は、「思う・やや思う」が 71.4% であった。
また、
「研修修了者の活動は多職種とのチーム医療を向上させたと思うか」は、「思う・やや思う」が 64.2%
であった。次にクリニカルダラーⅢ以上の看護師 58 名では、「研修修了者の活動は患者の症状に対する初期
対応までの時間短縮に役立っていると思うか」は、「思う・やや思う」が 70% であった。
研修修了者が担う新たな業務の拡大とその役割は、今後の地域医療に重要な看護の力を発揮できる。
プロフィール

2012 年 国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科修士課程修了
1973 年稲城市立病院に入職し 2008 年に看護部長。
2015 年に社会医療法人社団さつき会袖ケ浦さつき台病院に入職し看護部長、2016 年に看護師特定行
為指定研修機関研修実施責任者。
2018 年に副院長兼看護部長。
2000 年〜現在、宅配講座や町の保健室を定期的に開催、地域住民の健康相談や健康チェックを目的
にボランティアチームを編成し活動している。
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地域における急性期病院の研修修了実践者の立場から
講師

鈴木 由加

千葉県循環器病センター上席看護師長 / 特定行為研修修了者

厚生労働省は特定行為研修が目指すものとして、2025 年に向け手順書によって実施できる医行為の特定
や研修体制を整え、今後の在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成するとした。急性期医療から在宅
医療等さまざまな現場で対象の状態を見極めて適時タイムリーな看護を提供する等の活動をすることに期待
すると示された。
私自身は 2015 年当初、日本看護協会の特定行為研修が掲げた < 認定看護師の能力を強化し在宅にまで活
動場所を拡大 >< 認定分野の特徴を生かした専門性の発揮 > 等を目指した特定行為研修を 2017 年に受講し
2018 年から特定行為修了者として活動を開始した。
地域で暮らす多くの高齢者は生活習慣病とその合併症また複数疾患の保有、認知機能の低下、身体機能低
下などが複雑に重なりあい複合創傷の発生悪化要因となっている。一方で急性期の循環器疾患や脳卒中はハ
イリスクで専門的高度医療を提供するが侵襲が高い。そのため創傷は難治性で長期セルフケアの継続を要す
る。
さらに社会的な問題としての独居や老々夫婦の増加や家族間のつながりの希薄も疾病の悪化要因となる。
そのような対象の背景を踏まえた上で臨床推論、病態判断のもとに医師を待たずに必要な特定行為を実施す
ることで治癒や重症化予防につながっている。また、病院加療中から生活している対象の個別性を踏まえな
ければ効果的な介入はできないといえる。自らも積極的に地域連携に関わっているが地域の医療福祉スタッ
フと相互に情報と目標を共有しながらより具体的な介入方法を検討しつなぎあうことが大切であると考え
る。
特定行為研修受講を考えている方や活動できていないと感じる研修修了者へ自身の経験から以下のメッ
セージを送りたいと思う。
・研修受講前から所属施設にて組織に必要な特定行為の役割を明確化し共有しておくことが基盤となる。
・研修を修了しただけでは役割発揮はできないため、管理者と充分に話し合いながら環境整備や活動方法に
ついて示唆を得る。
・医師をはじめとする各職種の専門性の尊重による協働を心掛け信頼関係の構築を図る。その上で患者目標
の共有を常に意識する。
今後も、その人らしい健康に向きあい暮らしにくさを軽減できる特定研修修了看護師として多くの仲間と活
動出来たらと考える。

プロフィール

1987 年
1993 年
2003 年
2014 年

千葉労災病院
千葉県立東金病院
皮膚・排泄ケア認定看護師取得
千葉県循環器病センター
脳神経外科、ICU 看護師長
2017 年 日本看護協会特定行為研修（創傷モデル）修了
継続看護師長、現在に至る
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施設における特定行為研修修了者としての実践報告
講師

川端 心

医療法人弘仁会介護老人保健施設ロータスケアセンター施設長代理 / 特定行為研修修了者

介護老人保健施設（以下老健）で従事する看護師として、特定行為 2 区分（栄養及び水分管理に係る薬剤
投与関連・精神症状に係る薬剤投与関連）5 行為の研修を修了した。施設での高齢化もより進展し、認知症
を有している利用者の増加や嚥下障害などによる水分摂取不足、他の疾患に合併しやすい脱水へのタイム
リーな対応は重要であり、この 2 区分は高齢者看護において自身としては必要頻度が高いと判断し選択した。
特定行為研修では臨床推論をはじめ、フィジカルアセスメントや薬剤作用機序などの医療を、就労しなが
ら施設と照らし合わせ改めて深く学ぶことができた。現在は特定行為研修修了者の立場で、他の医療スタッ
フや介護職、セラピスト、管理栄養士、薬剤師等と連携し、利用者の生活を中心におき医療的サポートを行っ
ている。
特定行為を通じて、多職種から得た情報や視点を加味し、施設医師と細やかな情報共有と定期的なディス
カッションを繰り返すことにより、医師も含め共通した所見が構築された。
高齢者、特に認知症を有する利用者は環境や対応で日々変化し、細かなアセスメントや迅速な対応がその
後の生活に大きく影響する。約 3 年間を振り返り、医師や多職種との密な連携や情報共有は確実に深まって
いる事を実感している。看護部内のカンファレンスや多職種との相談・報告も活発化した印象である。今後
の医療及び介護の提供体制に関しては、医療提供と共に生活の質（QOL）の維持・向上、意思決定も大き
な課題である。
医療機関・在宅医療・施設等、特定行為研修修了者としての活躍の場は幅広い。利用者（患者）と医師の
隙間を特定行為研修修了した看護師が埋めることで、医療・介護の一体化した医療提供を構築できる。今回、
このシンポジウムで自身のこれまでの実践を報告することにより、その糸口となればと考える。

プロフィール

1993 年～ 総合病院国保旭中央病院勤務
1996 年～ 一部事務組合下北医療センターむつ総合病院等勤務
2005 年～現在 医療法人弘仁会介護老人保健施設ロータスケアセンター勤務
2018 年 3 月 特定行為研修修了（精神及び精神症状に係る薬剤投与関連）
2019 年 3 月
（栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連）
主な活動：公益社団法人千葉県看護協会
2012 ～ 2013 年 認知症専門職研修体系構築事業検討委員会委員
2015 ～ 2019 年 看護師職能委員会Ⅱ委員、2018 年～ 副委員長
2018 ～ 2020 年 看護研究委員会委員
一般社団法人千葉県老人保健施設協会
2010 ～ 2017 年 研修委員（2015 年～委員長）
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大阪府：
「看仏連携」、もう一つの在り方～「自分らしく生きる」を支える～

旨
座長

高橋 弘枝

公益社団法人大阪府看護協会会長

高齢多死社会を迎え、看取りやグリーフケア、スピリチュアルケア、家族ケアの質向上を図るときにどの
ような職種と連携・協働するのかが大きく影響します。特に患者が住み慣れた地域で、最後まで自分らしく
生きるためには、看護職が連携・協働する相手は単に医療・福祉関係者だけでなく、患者とその家族が暮ら
す地域の資源に注目する必要があるでしょう。
この交流集会では連携のもう一つの在り方として「看仏連携」を取り上げたいと思います。「看仏連携」
とは看護と仏教、看護職と寺院や僧侶が連携をすることです。
まず、
「看仏連携」の提唱者で、看仏連携研究会の代表である河野秀一様には「地域包括ケアシステムに
おける看護師と寺院・僧侶との連携と協働」についてお話をいただきます。また、看護職にとって心強い協
働者となる臨床宗教師の活動を知り、連携・協働するために「病院における看護師と僧侶の連携の実際」に
ついて緩和ケア認定看護師である竹波純子様に実践報告をお願いします。そして、既に寺院で看護協会と共
に「まちの保健室」を開催されている浄土宗大蓮寺・應典院住職秋田光彦様と浄土真宗本願寺派深機山妙行
寺住職井上從昭様から、寺院の地域における存在意義についてお考えと様々な先進的な取り組みについてご
紹介いただきます。
寺院は全国に 7 万か所以上あり、コンビニエンスストアの数を上回ると言われます。寺院には敷地の広さ、
集合・活動場所としての活用の可能性があります。そして、何より住職が宗教者としての社会的信頼があり、
宗教者としての実践力があります。秋田様、井上様お二人のお話から地域包括ケアシステムにおいて寺院に
期待される役割と可能性が見えてくるはずです。
この交流集会にご参加いただくことで、地域包括ケアシステムにおいて看護職が繋ぐ、連携する、協働す
る先として、寺院や臨床宗教師の方々がいることがわかります。この「看仏連携」を活用していくことで、
地域包括ケアシステムに盤石な支援体制を築けるものと確信しています。

プロフィール

1981 年旧大阪厚生年金病院に就職。1988 年より旧大阪厚生年金看護専門学校専任教員、教務部長を
経験し、1999 年から旧大阪厚生年金病院看護師長、副看護部長、看護部長、を歴任。
2014 年改組により JCHO 大阪病院看護部長。
2015 年 JCHO 本部企画経営部医療副部長（看護担当）を経て、2016 年 6 月より現職。
公益社団法人日本看護協会地区理事、一般社団法人日本看護管理学会評議員、日本 WHO 理事、認定
看護管理者等。

135

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

都道府県看護協会公募企画 2

大阪府：
「看仏連携」、もう一つの在り方～「自分らしく生きる」を支える～

看仏連携～地域包括ケアシステムにおける看護師と
寺院・僧侶との連携と協働
講師

河野 秀一

看仏連携研究会代表 / 株式会社サフィール代表取締役 /
臨済宗妙心寺派嵩岳山少林寺第 19 世住職（閑栖）

「看仏連携」という言葉を初めて聞いたという方も多いと思う。看護と仏教、すなわち看護職が寺院や僧
侶と連携することを指す言葉である。私は、全国の看護協会、病院看護部で主に看護管理者向けに教育・研
修をさせていただいている。研修でお会いする看護管理者は、組織の課題として退院支援計画や ACP など
を挙げており、病院を含め、どの医療・福祉施設においても地域包括ケアシステムの確立が急務であると実
感する。
地域包括ケアシステムでは、さまざまな連携が求められる。なかでも高齢多死社会を迎えている現在の日
本において、看取りやグリーフケア、スピリチュアルケアの場面における連携の必要性を強く感じる。在宅
で活躍している看護職といえども、迫りくる患者の死の場面で、患者本人・ご家族から寄せられる苦悩に的
確に対応することは難しい。まして、死後の世界についての問いが発せられる場面においては、死の専門職
ともいえる僧侶との連携が、あってしかるべきと言える。死の前後、すなわち「周死期」において看仏連携
のニーズが確実にあるのである。
仏教においては、「抜苦与楽」という基本的な考え方がある。僧侶は、葬儀などの儀礼を行うだけでなく、
日常的には、人の生老病死から生じる苦を取り除き、人々に安楽を与えることを業としている。一方、看護
師は、保助看法上の業務は、
「診療の補助と療養上の世話」であるが、人の生老病死に向き合い、患者の安心・
安楽を目指す仕事である。こう並べてみれば、僧侶と看護師は同じ目的で同じ方向性を向いていることがわ
かる。よって、看護師と僧侶が「周死期」に連携することに、何の違和感はなく、むしろもっと早く連携す
べきであったと考える。
日本において仏教を広めたとされるのは、聖徳太子である。聖徳太子は推古元年（西暦 593 年）大阪に建
立した四天王寺において、四箇院の制を敷いたとされている。 四箇院とは、敬田院、療病院、施薬院、悲
田院の 4 つのことで、現代で言えば、敬田院は寺院、療病院は病院、施薬院は薬局、悲田院は社会福祉施
設にあたる。このように、寺院と病院とを同じ敷地に配置した。すなわち寺院と病院は、もともとはルーツ
が同じだったのであり、現代において両者が連携することは、必然のことと言える。地域において、医療・
看護と寺院とが連携をすることこそが、多死社会の地域包括ケアシステムにおけるあるべき姿と考える。

プロフィール

民間企業勤務後、医療法人グループの管理本部主任として、教育・研修・広報を担当。その後、国際
医療福祉大学教育企画本部主査、総合商社系人事サービス会社シニアコンサルタントを経て、現在、
株式会社サフィール代表取締役、北里大学非常勤講師、関東学院大学大学院看護学研究科非常勤講師、
龍谷大学大学院実践真宗学研究科非常勤講師、一般社団法人日本看護管理学会評議員、臨済宗妙心寺
派 嵩岳山少林寺 19 世住職（閑栖）、看仏連携研究会代表。
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病院における看護師と僧侶との連携の実際
講師

竹波 純子

医療法人社団愛友会金沢文庫病院主任看護師 / 緩和ケア認定看護師

緩和ケアとは、身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題に対して、生活の質を改善するアプ
ローチである。この、人の苦痛を影響しあう 4 側面で捉えるのが、全人的苦痛である。この考え方は、心理
社会的な問題やスピリチュアルな問題の深刻化が、心身の健康を蝕む可能性についても示唆している。日本
では、病気の発見や治療に対する様々なシステムが構築されている。しかし、我々の生活の質において、こ
の 4 側面に照らしたとき、心理社会的問題、スピリチュアルな問題に、どれほどの方法が確立され、社会的
な取り組みがなされているのかを考えると、目に見えてくるものは余りに少ない。
医療を利用する人は、健康を取り戻すため、すなわち健全な生活を続けるために病院を訪れる。生活の基
盤、住み慣れた地域、家は、核家族化が進み、進歩した医療や保健システムが「死」というものを人々の意
識から遠ざけている。病院を訪れ、様々な診断を受けてから、それを自分の問題として考えるようになるこ
とが多いのではないだろうか。しかし、確実に「老い」や「死」は私たちの身近なところにある。先に述べ
たように、健康を蝕む要因は、体が病気に罹患することだけではなく、私たちの生活、社会とのつながりに
も潜んでいる。
今回、緩和ケア病棟での取り組みを通じて、人が生きていく、あるいは生活していくために必要な、機能
喪失を経験していく患者とその家族に対する、心理的ケア、グリーフケア、スピリチュアルケアの必要性と
その一端を担う臨床宗教師との協働の有用性をお伝えする。しかし、グリーフケアやスピリチュアルケアが、
病院だけで提供する特別なケアであってはならない。患者とその家族が、病院から地域に戻っても、継続的
な支援を受ける必要がある。文化や価値観の違いを受け入れ、患者とかかわる臨床宗教師の方の多くは、ご
僧侶であり、地域に根差したお寺のご住職でもある。かつての日本、古典落語の時代、「和尚さん」は知恵
の宝庫であり、困ったときの一番の相談者であり、生まれてから死ぬまでの身近な存在であった。これから
の地域包括システムにおいて、それぞれの地域の「暮らし」の中で、ご僧侶やお寺が、看護師とともに「生
きること」
「老いること」
「病むこと」
「死ぬこと」を踏まえ、個人や社会の健康における啓蒙やグリーフケア、
スピリチュアルケアの担い手となってくださることを期待したい。

プロフィール

元システムエンジニア。2000 年、上尾医科グループ上尾中央総合病院へ入職。准看護師を経て看護師、
緩和ケア認定看護師となる。以降、がん相談室専従相談員を経て、緩和ケア病棟に所属し、主に診断
時からの緩和ケアが定着されることを目標に、治療期から見取りまでの患者・家族と向き合い、院内
教育、看護学校での啓蒙に努める。
2016 年、「だれかとつながりその人らしく地域で暮らす」がんサバイバー生活支援の一環として、院
内に女性がんサロンを開設。
2020 年、上尾中央医科グループ金沢文庫病院に異動。障害者病棟、緩和ケアチーム、院内教育、看
護学校講師に従事し、これまでのがん治療、慢性疾患治療に多職種とともに関わって来た経験を活か
し、疾患を超えて患者や家族の生活支援者として寄り添うことを心掛けている。
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都市型寺院における看仏連携への模索
講師

秋田 光彦

浄土宗大蓮寺住職 / 浄土宗應典院住職 / パドマ幼稚園園長

お寺はそもそも地域福祉の源流である。飛鳥の時代、四天王寺の四箇院に始まり、鎌倉期には看取りの作
法である臨終行儀が普及し、近世までは「看仏」はむしろ一体化したものであった。
今もお寺は全国に 77000 ヶ寺偏在しており、コンビニの数よりも多い。それぞれの地域の中心として人々
の生死や暮らしに長くかかわってきたのだが、とりわけ戦後から制度やサービスが整備されるに伴い、その
存在感は徐々に衰え、現在の葬式仏教に収斂されていった感がある。
それでも各地において数百年の歴史をもつお寺への信頼は根強い。寺院が経営する幼児施設や老人施設を
含めれば、地域における社会資源の一つとして特色ある存在であることは今も変わりはない。また近年は宗
教の持つソーシャルキャピタル研究が進み、
「信頼」
「規範」
「ネットワーク」といった観点から再評価が進む。
今回、事例として紹介する大蓮寺（およびその塔頭應典院）では、20 年前から生前交流を前提とした永
代供養墓を設け、生活支援の NPO と連携して「エンディングサポートサービス」を運用してきた。これは、
終のすみかといわれたお墓を人生の中間に位置づけることによって、お寺がよろず相談のインセンティブと
して機能する仕組みであった。また、並行して生前契約や経済困窮者向けの弔い基金などを設け、生活者が
「自分らしい最期」を実現するためのサポートも行ってきた。お寺と NPO の協働システムの画期とされる。
2018 年からスタートした「おてら終活プロジェクト」では、寺院内に終活センターの機能を備え、月例
のカフェや相談会を開催した。扱われる終活の範囲は広く、墓や葬儀以外にも、相続や成年後見制、さらに
看取りやホスピス、認知症など、講師や当事者を招いて学習の機会をつくってきた。ここでも課題について
の情報や経験を共有しながら、地域住民が「自分らしく生きる」ための場づくりを目指している。
2020 年 1 月に大蓮寺にて、
「看仏連携」の事実上の立ち上げイベントが開催され、全国から 100 名の僧侶
と看護者が集った。以降コロナ下ではあったが、應典院では 6 月から毎月「まちの保健室」（大阪府看護協
会主催）を、
また 9 月からは訪問看護ステーションさっとさんが應典院（事業主体（株）ナースケア）がオー
プン、いずれもおてら終活プロジェクトの延長線上にある事業として位置付けている。
住み慣れた地域で、最期まで自分らしく生き抜くためには、日常における様々な出会いやつながりが必要だ。
公共機関や専門施設とは別に、自立的であり、また中間的な組織としてお寺が潜在する可能性は大きい。そ
して、そこから現代人にとって必要な死生観が徐々に育まれることを望んでいる。
プロフィール

浄土宗大蓮寺住職。1997 年に塔頭・應典院を再建。
以後 20 数年にわたって、まちづくりやアート、コミュニティケアなどのお寺を舞台に新しい実践に
かかわる。
パドマ幼稚園園長、相愛大学人文学部客員教授、アートミーツケア学会理事なども務める。
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地域密着型寺院が行うネットワークづくり
～つながる・集う・育つ～
講師

井上 從昭

浄土真宗本願寺派深機山妙行寺住職

妙行寺のある鹿児島市は、町内会単位で行政主導のもと地域住民による「お達者クラブ」を推進している
が、高齢化が進みその必要性は高まりつつも活動の継続が難しくなってきており、妙行寺が所属する町内会
では、
運営側の高齢化に伴い 2012 年から「お楽しみクラブ ( お寺サロン )」として寺が運営を引き継いでいる。
サロンでは健康講座を多く開催し、これまでに医療介護関係者をゲストに迎えているが、健康講座の際には、
ゲストと参加者の語りの時間がかなり長い。参加者は、病院や薬局などではゆっくり聞けないが、普段来慣
れた寺なら自分の不安をじっくりと聞ける、今病院にはかかっていないが健康に関する不安はあるので納得
できるまで聞きたいという。この声から地域コミュニティである寺院も、地域住民の健康に関する不安等の
解消の一端も担うという役割があり、寺院が地域住民と専門職をつなぐ役割も担っていることが窺える。こ
れを受けて 2017 年に谷山地域の医療介護者をパネリストとして「地域での見守り」をテーマとしたシンポ
ジウムを開催し、地域住民と医療介護関係者をつなぐ場を作った。
このシンポジウムを受けて、2018 年には医療介護や法律等の専門職の方々と「縁起でもない話をしよう会」
を立ち上げ、地域住民とともに「老病死」を日常的に語り合える地域づくりを進めてきた。寺院の役割とし
て死生観を学び合うことは勿論、現在はコロナ禍で中断しているが、この会を継続開催することで、寺院と
各専門職とのネットワークに止まらず、地域住民と各専門職との繋がりも生まれ、相互に相談しあい語り合
う関係も構築されている。
これらの活動の積み重ねから、本年度より鹿児島県看護協会との連携で「まちの保健室」を開催すること
になった。まだ数回の開催だが、参加者から「近くに気楽に相談できるところができよかった」
「安心できる」
という感謝の声が届いている。継続開催なのでお互いを知り支え合うということも期待できるし、悩みごと
の相談が看護師から僧侶に引き継がれるという寺での開催ならではの連携もある。生から死まで語れる場と
しての「まちの保健室」は、地域住民にとって「安心できる拠り所」であり、全国的な展開が期待されるも
のだと思うし、社会状況や域状況の変化に対応して、寺院が担うべき役割として今後注目され期待されてい
くものと考える。

プロフィール

寺院を会場とした「縁起でもない話をしよう会」「たにやま哲学カフェ」などの死生観を語り合える
場づくりを進めている。同時にエンドオブライフ・ケア薩摩や地域コミュニティ医療福祉研究会等の
医療介護職の組織とともに、医療介護と宗教の連携を図っている。これらの活動を通して地域の拠り
所としての寺院を目指している。
西本願寺ビハーラ鹿児島役員、社会福祉法人かごしまいのちの電話協会役員、浄土真宗本願寺派深機
山妙行寺住職。
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東京都：東京都看護協会の新型コロナ対応看護職応援活動報告

諸外国の COVID-19 対応情報交流
～ソウル市看護協会・米国横田基地・東京都看護協会～
座長

駒形 朋子

国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際医療協力局看護師

2020 年 3 月 12 日、WHO は「COVID-19」のパンデミックを表明した。その後、メディアは世界的感染
拡大による死者数と医療機関の混乱を報じた。
東京都内では、感染拡大に対策が追い付いていない状況下、医療施設で働く看護職は多くの葛藤やストレ
スを抱えつつも患者に向き合って対応していた。感染の形態やその特徴など十分な情報が得られない中、感
染への恐怖、誹謗中傷、社会的差別も経験した。東京都看護協会は、2020 年 4 月に COVID-19 感染拡大を
受けて東京都内における医療施設やそこで働く看護職の支援をいち早く実施するため、新型コロナ対策プロ
ジェクトを立ち上げた。本プロジェクトにおける多くの支援やその評価に関しても丁寧に実施している。
このような状況の中、東京都看護協会は、2020 年 11 月に開催された HOSPEXJapan2020 看護セミナーに
おいて、他国の看護職の奮闘を紹介することで、東京都内で働く看護職に勇気を与えるための企画を実施し
た。セミナーの構成は、東京都における感染状況を踏まえた東京都看護協会の報告（会場）をはじめとして、
ソウル市看護師協会と米軍横田空軍基地診療所の NP（個人の見解による）のビデオ紹介による発表である。
本シンポジウムで視聴参加される看護職の皆様には他国の感染対策や実際の看護職の活動状況を知ってい
ただき、是非、多くのご感想やご意見を賜りたい。

プロフィール

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科新興感染症制御学系専攻修了（博士（医学））。
臨床経験を経て青年海外協力隊への参加をきっかけに、看護系大学などで国際保健の教育・研究に従
事する。
2020 年より現職
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東京都：東京都看護協会の新型コロナ対応看護職応援活動報告

諸外国の COVID-19 対応情報交流
～ソウル市看護協会・米国横田基地・東京都看護協会～
講師

山元 恵子

公益社団法人東京都看護協会会長

2020 年 4 月に東京都看護協会は、COVID-19 感染拡大を受けて東京都内における医療施設やそこで働く
看護職の支援をいち早く実施するため、新型コロナ対策プロジェクトを立ち上げた。協会内の危機管理室を
主たる担当として、メンバーに外部から感染症および精神科の専門家看護師を招聘しスタートした。また、
協会としても各部門で対応した内容をご紹介する。
【新型コロナ対策プロジェクト活動内容】は以下の 3 点である。（2020 年 4 月～ 11 月まで）
1．情報の発信
（1）定期的な、COVID-19 の感染情報の発信（都内施設の看護職の感染情報の確認）
（2）COVID-19 のへの対応ガイドの作成
（3）都内医療施設へのアンケート調査の実施
2．技術的支援
（1）クラスター発生施設への感染防止対策現場支援
看護職の代替支援（現場確認・他部門への支援要請、支援計画・実施・評価）
看護管理者の派遣（看護部長代行・現場の感染監督）
（2）ミニ講座の実施と配信
3．メンタルサポート
（1）6 月最前線でケアにあたる看護職に対するメンタルサポート（看護管理者から直接依頼）
（2）COVID-19 に関する簡易緊急アンケート調査
４．その他
保健所 PCR センター開設支援（中野区医師会：医師の PPR レクチャーかテント内物品や汚染物の配置、担
当者の導線等指導）
【支援の効果】
1．クラスター発生施設の看護管理者座談会（クラスター発生からの看護管理者の学びと備え）
2．東京都看護協会の業務体制整備
【協会内各部門の支援活動】
常勤役員：危機管理体制の事業運営
危機管理室：新型コロナ対策プロジェクト会議の運営（WEB 会議システムによる情報発信）
教育部：施設の COVID-19 感染発生状況調査、研修のオンラインシステム構築、メルマガ送信
事業部：緊急支援物資関連調整と配布
総務部：関連機関との連絡調整、WEB サイトでの情報発信
ナースプラザ：潜在看護師募集、クラスター発生後の緊急求人関連相談対応

プロフィール

1977 年～ 国立国府台病院・国立療養所中野病院・ 国立小児病院
		 国立成育医療研究センター看護師長・医療安全管理者
		 東京北社会保険病院春日部市立病院 副院長兼看護部長
2010 年～ 富山福祉短期大学 教授 ・春日部市立病院看護部顧問
2016 年 6 月 22 日～ 現職
学位：危機管理学博士
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東京都：東京都看護協会の新型コロナ対応看護職応援活動報告

諸外国の COVID-19 対応情報交流
～ソウル市看護協会・米国横田基地・東京都看護協会～
講師

大橋 純江

公益社団法人東京都看護協会常務理事

2020 年 1 月日本における新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-19）患者が確認されてからすでに 1
年半を経過したが未だ全国各地での感染の収束の目処はたっていない。
2020 年 6 月 3 日国際看護師協会は、新型 COVID-19 で死亡した看護師が世界全体で 600 人を超え、23 万
人以上の医療従事者がウイルスに感染したと発表した。世界的にも医療機関における感染者の入院患者対応
は危機的状況を呈し未曽有の感染拡大の中、医療従事者とりわけ看護職は、患者の 24 時間ケアにおいて身
体的精神的ダメージは甚大となった。
昨年は都内でも多くの医療施設で COVID-19 のクラスター発生を経験した。
当協会では、
2020 年 11 月 HOSPEX Japan2020 の看護セミナーにおいて、COVID-19 感染拡大の中ではあっ
たが、東京都看護協会の親善市である韓国ソウル市看護師協会と米軍横田空軍基地診療所の NP のご協力を
得て、国の感染状況や命を懸けて対応する看護職の奮闘および医療施設等への支援のご紹介をいただくこと
を企画した。参加する都内看護職の方々が、一部のメディアによる報道に翻弄されるのではなく、他国の感
染対策や実際の看護職の活動を知って共有し理解を深め、自国で起こっている出来事を客観的に理解してい
ただくための機会にすることを目指した。セミナーの構成は、ソウル市看護師協会と米軍横田空軍基地診療
所の NP（発表内容は個人の見解によるもの）の方にはビデオでのご参加をお願いした。セミナーのコンテ
ンツとして東京都看護協会、ソウル市看護師協会は COVID-19 の現状、COVID-19 対策活動、支援活動によ
る成果で米軍横田空軍基地診療所は COVID-19 の現状、米国看護協会の貢献、新たな課題への解決策、米
軍横田基地における COVID-19 の現状とした。各国とも未曽有の感染拡大の中、現場の看護師は治療方法
が確定せず重症化する患者を前にして、最大の創意工夫とエネルギーを投じ、同僚と励ましあい互いに協力
しつつ、患者と自らの命と向き合っていた。また看護協会の活動では、医療施設で働く看護職への可能な限
りの物資、人員等の支援に奔走している姿が確認できた。会場参加の看護職からは、他国の医療者の奮闘ぶ
りがビデオから手に取るようにわかり、日本の医療の現状を客観的に見つめる機会となった等の意見が聞か
れた。今回は本セミナーについてご紹介する。

プロフィール

1980 年～
2006 年～
		
2014 年～
2016 年～
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東京警察病院／ 1984 ～東芝病院、教育部長、看護教員養成課程卒
看護部長、認定看護管理者
東京医療保健大学大学院医療保健学研究科マネジメント学（修士）
東京都看護協会教育部長
現職
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要

愛知県：地区支部が初動する災害時応援体制 ～医療機関からの SOS 情報をキャッチし、応援体制を整える～

旨
座長

三浦 昌子

公益社団法人愛知県看護協会会長

日本看護協会は、1995 年に発生した阪神・淡路大震災をきっかけに災害支援ナースを創設しました。
災害支援ナースは、全国各地で集中豪雨や土砂災害時などに派遣され活動しています。今回、COVID-19
感染症による初期時の軽症者施設やクラスター発生時の看護師応援要請の際、災害支援ナースを活用できな
いかと考えましたが、感染症のパンデミックにおける体制の準備ができず派遣できませんでした。そこで災
害支援ナースとは別に、いつ起きるかわからない自然災害や新興感染症に対し、協会の会員・非会員問わず
施設単位で登録し、地区支部で助け合う活動体制を構築することを考え愛知看護協会として取り組むことと
しました。そこで、マニュアルを作成し、行政、地区支部そして病院協会や医師会への理解と協力を得るこ
とが重要と考え、まず、県に協力要請を依頼しました。県には、大規模災害のスキームを動かすのではなく、
自然災害や新興感染症などの時に看護師の応援が必要となった場合、看護協会が調整を図ることがねらいで
あることを理解していただきました。その上で、県より災害時の協定書を活用することで調整すること。協
定書の適応にならない場合は、その都度県と相談の上決定することで合意ができました。県とは何回か検討
を重ねマニュアルの修正を行いました。
次に、大規模病院はもとより中小規模病院への理解を得るためには、病院長達の協力を得ることが必要不
可欠であるため病院協会や医師会へ支援をお願いし、そこで派遣をする上で身分保障や費用負担そして登録
についてなどの意見をいただき、再度、マニュアルの修正を行い完成させました。病院協会や医師会からは
実装できるように協力するということで賛同していただきました。
地区支部への理解としては、支援体制の進捗状況を説明しながら、一部の地区支部の病院、県、保健所、
看護協会において完成したマニュアルに基づいての実働訓練をオンラインで行いました。今後は各地区支部
での説明会の開催を予定しています。
今回、地域災害応援ナースの協力体制が得られたことは大きな成果です。今後、県内の病院に地域災害応援
ナースの登録をお願いしつつ、理解を深めるための活動を行なっていきます。
最後に、行政、病院協会や医師会そして各地区支部、災害看護委員会など多数の関係者の方々のご支援に
対して感謝申し上げます。
プロフィール

2009 年 		
2012 年 		
1997 年 		
2006 年～ 2015 年
2015 年～ 2020 年
2020 年～現在

愛知県立看護大学大学院看護学研究科前期課程卒業
認定看護管理者
名古屋大学医学部附属病院入職
同院副院長兼看護部長
名古屋大学医学部附属病院卒後臨床研修支援センター看護キャリア支援室教授
公益社団法人愛知県看護協会会長
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愛知県：地区支部が初動する災害時応援体制 ～医療機関からの SOS 情報をキャッチし、応援体制を整える～

講師

髙木 仁美

公益社団法人愛知県看護協会専務理事

地域災害応援ナース創設のきっかけは、COVID-19 感染症によるクラスター発生時、最も看護応援を必要
としている時期に施設を支援できなかったという経験です。近隣の医療機関で助け合える応援体制があれば、
救済できる施設があるのではないかと感じました。先遣活動である感染管理認定看護師の派遣は、病院管理
者の理解・周知がされ、その体制が整っていたことで派遣依頼の翌日には現地に出向くことができました。
いつ起きるかわからない自然災害や新興感染症に対し、それぞれの地区支部で助け合う活動体制を構築する
ことが喫緊の課題であり、愛知看護協会の使命と考えました。
早速、マニュアル案を作成し、地区支部長や地区支部災害担当者、災害看護委員会への説明を開始しまし
た。中小規模の医療機関からも協力していただくためには、病院協会や医師会の支援が不可欠と考え、会長
と共に趣旨説明に伺いました。いずれも趣旨には賛同いただけました。しかし、身分保障や費用負担は押さ
えておくべき重要なポイントだとの意見でした。そこは、愛知県医務課と話し合い、災害時の看護救護活動
に関する協定書や新型コロナウイルス感染症クラスター発生時の看護師派遣に関する協定書をうまく活用す
ることで調整しました。協定書の適応にならない場合も、災害時の看護師派遣については、愛知県医務課と
相談の上決定することで合意を得ました。マニュアル作りは 5 月から手掛けましたが、愛知県内の医療機関
や関係各所が連携して取り組む体制を構築することは容易ではなく、いくつかの壁を経験しました。そのつ
ど、地域で暮らす人々やそこで働く看護職の視点に立ち帰り、どうすることが現段階で最善か、看護協会の
使命は何かを問いながら問題を解決してきました。そして、今後も新たに生じた問題はその都度話し合いな
がら体制を作り上げていくこととしました。
今回のセッションでは、新しい体制創設の意義、どのように体制を構築してきたか、実動訓練とそこから
見えた課題等について、本事業を推進する看護協会の立場でお話します。

プロフィール

1977 年		
2008 年		
2011 年～ 2015 年
2016 年～ 2017 年
2018 年～現在
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愛知県立看護短期大学卒業。同年愛知県がんセンター入職
認定看護管理者
愛知県がんセンター看護部長
公益社団法人愛知県看護協会常務理事
公益社団法人愛知県看護協会専務理事
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愛知県：地区支部が初動する災害時応援体制 ～医療機関からの SOS 情報をキャッチし、応援体制を整える～

講師

間瀬 有奈

豊橋市民病院副院長兼看護局長

愛知県看護協会は災害発生時に地区支部単位で看護活動を行うため、自治体はじめ地域の関係機関と連携
した体制をつくることを目的に、地域災害応援ナースの体制構築という方針を打ち出しました。東三河地区
がモデル地区に選定されたことで活動を開始しました。活動のキーワードは、①地区支部看護職の理解と②
動機づけの 2 点と考えました。
①地区支部看護職の理解（2020 年度）
地区支部は愛知県の東にある東三河地区で、今回協力を得たのは 10 病院で、4 病院が災害拠点病院です。
10 病院は以前から東三河看護部長協議会として機能しており、看護部長は定期的に集まり、情報交換や講
演会の企画運営等を行っていました。すでに顔の見える関係ができていたため、今回このネットワークを活
用しました。看護部長は活動の趣旨を理解し協力する姿勢を示してくれました。
②動機づけのための学習会（2020 年度）
地域災害応援ナースの体制準備を行うために、看護協会と連携し、オンラインにて 2 回の学習会を行いま
した。1 回目は愛知県行政から東三河における災害の備え、基幹的保健所から医療救護体制の現状について
講義を受けました。地域の特性がわかる内容で、各市１病院に集まり 4 市すべてを Zoom で結び多職種交え
た意見交換を行いました。2 回目は災害看護専門看護師による医療機関の受援体制と医療トリアージについ
ての講義でした。2 回の学習会により、災害の知識を得ること、受援・支援の必要性を周知することができ、
特に受援に関しての体制整備の必要性を強く感じ、各施設が活動を進めるための動機づけになりました。
2021 年度は応援体制実現に向けた準備です。自施設の体制整備、実働（机上）訓練を交えた地区支部で
の体制整備、保健所との連携等について進めてきました。地区で協力し合い、話し合いながら活用できるも
のとして着実に進んでいます。今年度は、机上だけではなく現場に応援へ行くところまでの実動訓練を行う
予定にしています。この仕組みによりその先に、災害に負けない東三河の看護職を育てていきたいと思いま
す。
今回は約 2 年の活動について地区支部長の立場から経緯について報告をいたします。
プロフィール

1985 年		
2015 年		
2017 年～ 2021 年
2021 年～現在

豊橋市立看護専門学校卒業、同年豊橋市民病院入職
認定看護管理者
豊橋市民病院看護局長
同院副院長兼看護局長
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要

新潟県：専門性の高い看護職員の育成に向けて ～県内の各機関と連携しての取組み～

旨
座長

斎藤 有子

公益社団法人新潟県看護協会会長

医療の場は病院中心から地域・在宅へ移行するなど医療提供体制も変化し、複数疾患を持ち長期にわたっ
て暮らしの場で療養する患者や利用者に対し、医療と生活の両面から総合されたケアを提供することが一層
求められるようになってきた。急性期医療から在宅医療まで広く対応できるためには、看護師数の増加だけ
でなく、専門性の高い看護職員が不可欠であり、看護職が看護の専門性を発揮することを通して、健康状態
の維持増進、病状の悪化を予測した予防的対策を提供することが重要である。
新潟県では、医師とともに看護師が不足しており、医療を支える人材の確保、育成が喫緊の課題となって
いる。令和元年度に「専門性の高い看護職員の育成検討会」を立ち上げ、支援体制の整備、関係機関の役割
の明確化、連携促進に取り組む必要性を確認し、報告書にまとめた。
令和 2 年度からは、養成機関の早期設置、有資格者の活動の可視化と活用促進、看護管理者の理解促進等
に取り組んでいるが、その推進役となっている 4 人の方から実践状況をお話しいただく。
最初に、専門性の高い看護職員の育成検討会の会長として検討会を運営し、結果を報告書にまとめられた
新潟県立看護大学学長の小泉美佐子様は、現在は教育機関の立場で取組を推進されている。
次に、専門性の高い看護職員の育成検討会の委員を務められた新潟大学医歯学総合病院副病院長・看護部
長の杉田洋子様は、医療機関の立場で、特定行為研修教育機関としての取組をはじめ、新潟県全域の看護職
の育成に尽力されている。
三番目の新潟県済生会済生会新潟病院看護師の海老菜穂子様は、認定看護師及び特定行為研修修了者とし
て、病院の内外において活躍されている。
最後に、新潟県福祉保健部医師・看護職員確保対策課副参事（看護職員確保・育成係長）の帆苅久美様は、
行政の立場で、看護職員の確保育成対策はもとより、県内の関係機関の連携推進に努められている。
4 名の方から取組み状況を報告いただき、関係機関がその役割を発揮することはもとより、連携して課題
解決に向けて対策を講じていくための足掛かりとする。

プロフィール

1979 年新潟県職員として採用され、保健所の保健師として県内の保健所に勤務。
新潟県福祉保健部健康対策課課長補佐、障害福祉課長、新潟地域振興局健康福祉部部長を歴任。
2017 年公益社団法人新潟県看護協会常務理事、2018 年 6 月より現職。
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「専門性の高い看護職員育成検討会」の立ち上げと
“新潟モデル”について
講師

小泉 美佐子

新潟県立看護大学学長

令和 2 年 10 月 1 日現在、新潟県の高齢化率は 33.0％（全国 28.7％）である。高齢化はさらに進み医療・
介護を必要とする人々の増加が見込まれる。本県は医師とともに看護職員も慢性的に不足しており、医療人
材の確保・育成は喫緊の課題となっている。この様な状況への対応に向けては、医師、看護職員の量的な確
保のみならず、高い専門性を具備した専門看護師、認定看護師、特定行為研修を修了した看護師の育成が必
要不可欠である。
以上を背景として令和元年度に「専門性の高い看護職員の育成検討会（以下検討会）」を立ち上げた。検
討会は「新潟県における看護職員の確保・定着及び資質の向上のために、専門看護師、認定看護師、特定行
為研修を修了した看護師の育成に向け関係機関と検討し、支援体制の整備及び関係機関の役割の明確化、連
携促進を図ること」を目的とした。この目的達成のため次の調査を実施した：①看護管理者を対象とした認
定看護師の養成に関するニーズ調査、長期講習会等に対する支援・補助体制の現状調査、②専門看護師・認
定看護師を対象とする活動実態調査及び３病院の看護管理者を対象とした専門看護師、認定看護師の配置と
その処遇、活用等に関するインタビュー調査、③看護系５大学を対象とした専門看護師、認定看護師教育に
関する調査。検討会委員の構成は、病院看護管理者、看護系大学教員、職能団体等（新潟県看護協会・訪問
看護ステーション協議会等）から成り、オブザーバーに県福祉保健部医師・看護職員確保対策課が加わった。
検討会は 3 回開催し、新潟県看護学会「交流集会」において本検討会の開催経緯、調査結果から明らかとなっ
た現状と課題、今後の方針と戦略について報告した。検討会報告書には、次の 4 点を重点的に取り組む必要
があるとした：①ニーズの高い認定看護師教育課程の早期設置、②受講しやすい環境の整備と支援、③専門
看護師教育課程の充実、④資格取得後の専門性向上のための学習支援及び環境づくり。この取り組みにあた
り、各機関の役割・活動を盛り込んだ「専門性の高い看護職員育成”新潟モデル”」を作成した。
今回、
「専門性の高い看護職員育成”新潟モデル”」について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けな
がら引き続いている大学等教育機関の取り組みを中心に紹介する。
プロフィール

1967 年日本医科大学看護専門学校卒業、1983 年千葉大学大学院看護学研究科修了
日本医科大学附属病院、北里大学病院において、通算 12 年間の臨床看護経験を積む。
筑波大学医療技術短期大学部、自治医科大学看護短期大学の看護教員を経て、1997 年群馬大学医学
部保健学科教授、2011 年新潟県立看護大学教授、この間、両大学大学院において専門看護師教育課
程を立ち上げ教育に携わる。2017 年 4 月～現職。
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特定行為研修指定研修機関としての取り組み
講師

杉田 洋子

新潟大学医歯学総合病院副病院長・看護部長

新潟大学医歯学総合病院は看護師の特定行為指定研修機関として、2019 年 10 月開設時より新潟県内の看
護職員を研修生に受け入れた。特定行為研修制度は 2015 年 10 月に創設されたが、各都道府県で指定機関開
設が増える中、新潟県内の普及が進まない現状があった。今回、専門性の高い看護職員の育成に向けた、一
般公募型の特定行為研修指定機関としての本院の取り組みを報告する。
新潟県では看護職員確保対策に行政・看護管理者が協働し「看護職員がどこにいても県内でスキルアップ
ができる研修の環境整備に向けた仕組み作り」を目指して、医療圏ごとに中核的病院が中心となってすすめ
る研修環境の整備を進めてきた。この中で、新潟大学医歯学総合病院は、2 次医療圏には属さず新潟県全域
の看護職を対象とした研修提供の役割を担う。大学病院が有する教育資機材の活用、研修プログラム公開に
より、これまで、基礎看護技術、指導者養成に関わるシミュレーション研修等を提供してきた。
特定行為は高度化、複雑化する医療ニーズに対応する専門性の高い看護職として一役を担うものとなる。
特定行為研修の開講は、県内でできるスキルアップの選択肢が広がることに繋がり看護職の継続教育環境の
整備につながる。新潟県内の普及が進まない中、医療人材育成への貢献を掲げる本院において取り組むべき
課題と捉え、2018 年度から院内外の調整を行ってきた。本院の特定行為研修は新潟県の医師不足を背景に 2
つの特徴がある。開設時から一般公募型とした点と保健学科教員・病院医師による協働指導体制を構築した
点である。指導体制は特定行為研修の共通科目を保健学科教員が、区分科目は病院医師が担当する体制とし
た。一般公募にあたっては県内医療機関のニーズを踏まえ、在宅から急性期迄の幅広い領域を含む 15 区分
28 行為を研修コースとして開講した。その後、特定行為パッケージ「外科基本」、「集中治療パッケージ」
を追加し、充実を図っているところである。
2020 年度より日本看護協会が資格認定を行う認定看護師養成分野において、特定行為を含む 19 分野の新
たな認定看護師養成課程（B 課程）が開始され、新潟県でも B 課程認定看護師養成について検討が始まった。
専門性の高い看護職員育成のニーズが高まる中、県内唯一の大学病院であり特定行為研修指定機関である本
院の役割と取り組みの実際について報告する。

プロフィール

1984 年に新潟大学医療技術短期大学部を卒業。同年より新潟大学医学部附属病院に勤務する。
2002 年看護師長、2012 年副看護部長。
2018 年より新潟大学医歯学総合病院看護部長。2016 年認定看護管理者。
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認定看護師の立場から
講師

海老 菜穂子

社会福祉法人恩賜財団済生会支部新潟県済生会済生会新潟病院皮膚・排泄ケア認定看護師

認定看護師の立場から現在の活動状況を報告する。新潟県には皮膚・排泄ケア認定看護師会があり、新潟
県の創傷・オストミー・失禁ケアにおける看護の質の向上および、患者の QOL の向上を目指すことを目的
として活動している。主な活動内容は 1、北越ストーマリハビリテーション講習会（人工肛門・人工膀胱造
設術前処置加算（450 点）の算定要件となる研修であり対象は看護師、20 時間以上実施）の開催、2、雪椿
友の会（患者会）との調整、3、学術教育（認定看護師の知識を高めるもの）である。代表 1 名が全体を把
握し、活動 1 ～ 3 に副代表をおき活動している。その中でも 1 は北陸 4 県（福井、石川、富山、新潟）持ち
回りで開催しており 4 年に 1 度主担当となるため、県内の皮膚・排泄ケア認定看護師が一丸となり講習会準
備を 2 ～ 3 年前から進めている。そのため、互いの施設での活動状況や実践での困難症例の相談、スタッフ
教育について等、自らの疑問や悩みはその講習会の準備会議で聞くことができ、意見交換の場にもなってい
る。
私は昨年度まで専従として自施設内はもとより、地域に向けて活動していた。その際の情報収集なども県
内の皮膚・排泄ケア認定看護師から行うことが多く非常に参考になった。また特定行為研修を修了し活動す
る際にも、県内の特定行為研修修了者である皮膚・排泄ケア認定看護へ活動状況や活動の進め方などを相談
し実践につなげた。自分の活動している地域での身近な情報を新潟県皮膚・排泄ケア認定看護師会で得るこ
とは有益であり、自身の成長や地域の発展にもつながると考える。今後も自施設での活動とともに新潟県皮
膚・排泄ケア認定看護師会の活動も積極的にしていきたい。

プロフィール

1995 年
1996 年
2007 年
2019 年
2021 年

看護師免許取得
済生会新潟第 2 病院入職
創傷・オストミー・失禁看護（現 皮膚・排泄ケア）認定看護師資格取得
以降、専従と専任を繰り返しながら認定看護師活動を行う
特定行為研修修了（創傷管理関連等）
回復期リハビリテーション病棟師長
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行政の立場から
講師

帆苅 久美

新潟県福祉保健部医師・看護職員確保対策課副参事（看護職員確保・育成係長）

新潟県の看護職員数は、
「看護職員養成」
、
「再就業の促進」、「勤務環境の改善」、「県内就業の促進」を柱
に取組をすすめ、人口 10 万人あたりの看護職員数（1,243.0 人）は年々増加し、全国（1,166.0 人）をやや上回っ
ている状況にある。
しかし、県内病院の看護職員の充足率は年々上昇し８割を超えているものの、就業場所別にみると、200
床未満の病院では７割程度にとどまり、訪問看護事業所の就業者数については令和 7 年には平成 30 年の 2.76
倍の需要が見込まれている。
また、県内７つの二次医療圏域別では県全体の値を上回るのは新潟、中越の２圏域のみであり、県全体の
値を下回る５圏域のうち、県央圏域は全国値より少ない状況にあるなど、「就業場所別」「地域別」偏在の解
消が大きな課題であり、引き続き看護職員の確保に取り組んでいるところである。
この様な状況の中、平成 30 年度から看護職員数の増加に向けた取組に加え、専門性の高い看護職員の育
成の必要性について関係者にヒアリングを行い、令和元年度に新潟県立看護大学を中心に、新潟県看護協会、
新潟県がアシスティングメンバーとなり「専門性の高い看護職員の育成検討会」（以下、「検討会」という。）
を設置した。
検討会は県内看護系大学 5 校、７つの医療圏域から看護部長、関係機関として訪問看護ステーション協議
会、新潟県看護教員の会、新潟県看護協会の代表者により構成され、オブザーバーとして井部俊子新潟県福
祉保健部参与が加わり検討を重ね、
「専門性の高い看護職員育成～新潟モデル～」を提示した報告書を令和
2 年 3 月に取りまとめた。
令和 2 年度から、新型コロナウイルス感染症対応にあたりながらも、高度化、専門化する医療ニーズに対
応できる人材を育成するとともに、県内でキャリアアップできる機会を拡充し、看護職員の確保及び定着に
つなげることを目的に、関係機関が新潟モデルに示された役割を共有、連携して取り組んでいる本県の状況
について報告する。

プロフィール

1995 年 保健師として新潟県入庁。
保健所、本庁での勤務を経て、2020 年より現職
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奈良県：在宅看護特別教育プログラム ～看護学生の時から在宅看護実践力を育てる継続教育プログラム～

旨
座長

飯尾 美和

公益社団法人奈良県看護協会会長

わが国は、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年を視野に、地域包括ケアシステムの構築を目指し全国
でその取り組みを推進してきた。また、人口の高齢化や疾病構造の変化などを背景に病院中心の医療から在
宅医療へと大きな転換期を迎えている。
奈良県の人口が減少に転じている中で、県の高齢化率は 2010 年以降、全国平均を上回り、市町村別では
過疎化が進み、40％を超える町村が多くある。高齢者の入院需要に加え、「看取り」も含めた施設や在宅で
の看護需要が増大することは必至である。介護保険サービスを利用し、在宅で医療を継続する場合には、さ
らに 600 人余りの看護師が必要であると推計されている。
看護師不足は絶対数の不足と共に、医療機関の機能分化や医療提供体制の制度改革の影響を受けての偏在
が課題として挙げられ、人口動態の影響に加え、医療機能は今後ますます入院から在宅への移行が進むこと
で訪問看護の需要がさらに増大するものと考えられる。各地域で療養生活を支え続けるため、訪問看護師に
は高度な知識、技術および判断力などを備えた在宅看護力の高い人材が求められる。
このような背景の中「在宅看護特別教育プログラム」は、“自分らしく最後まで生きること”を支えられ
る在宅看護力のあるリーダー育成をめざして、2016 年から奈良県立医科大学奨学金制度が開始された。大
学内に在宅看護人材育成委員会を設立し、実務的な検討がなされ、3 年生と 4 年生の学生の時期、卒業後 4
年までの 6 年間をシームレスに継続できる教育プログラムの構築から始まり、4 年間のショートプログラム
も作成された。さらに、このプログラムの 6 年コースを大学院生にも適用し、訪問看護のエキスパートリー
ダー / 管理者の育成も目指すものである。教育連携体制は、奈良県立医科大学および附属病院、奈良県看護
協会、奈良県訪問看護ステーション協議会の 4 組織と在宅ケア移行支援研究所宇都宮宏子所長（スーパーバ
イザー）で構成された。世界初の在宅看護師育成プログラムの内容について其々の立場から紹介する。

プロフィール

1982 年
2012 年
2010 年

2019 年
2021 年

大和高田市立病院入職。主任、師長、副看護局長を経て
看護局長となり定年退職まで 6 年間従事する。
認定看護管理者の資格取得。看護管理者として、7 対 1 看護基準取得に尽力し 2 交替制導入。
自院のキャリア開発システムおよびクリニカルラダーの構築、看護補助者との協働、働き
やすい職場環境づくりの推進、地域包括ケア病棟の開設及び地域医療連携センター設置と
運営支援に尽力した。癒しの空間づくりでホスピタルアートや患者図書室を設置。これら
を多数の執筆活動、学会発表で報告した。
公益社団法人奈良県看護協会常任理事就任
公益社団法人奈良県看護協会の会長就任と同時に公益社団法人日本看護協会地区理事就任、
現在に至る
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都道府県看護協会公募企画 6

奈良県：在宅看護特別教育プログラム ～看護学生の時から在宅看護実践力を育てる継続教育プログラム～

病院・訪問看護・大学・在宅看護専門家の連携サポート体制構築
講師

小竹 久実子

奈良県立医科大学医学部看護学科・大学院看護学研究科教授

在宅看護特別教育プログラムは、奈良県内で活躍する在宅看護のリーダー育成をするために構築された。
本プログラム構築の契機は、奈良県立医科大学における奨学金制度の設置であり、奨学金を受ける学生が在
宅看護力を高めるために教育連携サポート体制を整えた。プログラムの開始学年は大学 3 年生、大学院 1 年
生であり、4 年または 6 年コースがある。
在宅看護は、看護の対象となる人の過去・現在・未来を線で捉え、その人らしさを追求し生活の視点で関
わる。それには幅広い知識とアセスメント力、実践力が求められる。
プログラム作成の際に、4 つの概念“在宅看護力”、
“看護への興味（Interest：おもしろさ）”、
“リーダー”、
“自己継続教育力”についてブレーンストーミングした結果、“おもしろさ”を支えるサポート連携体制の必
要性がわかった。“おもしろさ”は、他者・自己理解力、生活支援力（コーディネーションおよびコンサルテー
ション力含む）
、関連して問題解決力、説明力を高める循環構造があり、忠恕（ちゅうじょ：相手を思いや
る心 [ 奈良の歴史上、大切にされてきた言葉 ]）力、Outcome には人間力を高められる構造が生成された。
おもしろさの追究は、4 つのパラダイム“人間、健康、環境、看護”を軸にして、奈良の歴史、癒し・心
地よさとは何か、他者と自己の視点の共通と相違について熟考し、自然や人とのコミュニケーションを重視
した学習プログラムを作成した。
病院・訪問看護・大学・在宅看護専門家の連携サポート体制は、プログラム生と顔の見える関係の中でネッ
トワークの拡大ができるように構築した。年間の内容は、①大学在宅看護学分野での定期的なゼミ（ディス
カッション、県内の自然散策他）
、②在宅看護専門家の宇都宮宏子氏による実際の事例検討会（4 回）、③奈
良県看護協会の研修（精神科訪問看護研修他）、④病院内研修（急変時対応研修他）、⑤看護実習（プログラ
ム 2 年目：県内の訪問看護ステーション、奈良県立医科大学附属病院）、⑥就業後は 3 年間奈良医大病院職
員のまま出向で訪問看護を 1.5 年経験できる。1 年目は病棟 [Ward] 10 か月、訪問看護 [ST] 2 か月、2 年目
は ST（へき地を含む 3 か所）6 ヶ月、Ward（精神科病棟・外来、小児科病棟他）6 ヶ月、3 年目は ST（希
望場所）10 か月、病院（入退院支援センター、緩和ケア外来他）2 か月経験できる。4 年目は希望の場所に
就職する。
プロフィール

看護師経験 15 年、看護学教育 22 年、現在、奈良県立医科大学・大学院在宅看護学教授
在宅看護特別教育プログラム、病院看護師・訪問看護師人材交流在宅看護プログラム作成・運営
2020 年度聖路加国際大学大学院看護学研究科看護学博士（質的研究）
2008 年度山梨大学大学院医学工学総合教育部医科学博士（量的研究）
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都道府県看護協会公募企画 6

奈良県：在宅看護特別教育プログラム ～看護学生の時から在宅看護実践力を育てる継続教育プログラム～

受講生の受け入れについて、訪問看護ステーションの立場から
講師

伊藤 絹枝

公益社団法人奈良県看護協会立訪問看護総合支援センターセンター長

奈良県の訪問看護ステーションは、看護職員 5 人未満の事業所が全体の 6 割を占めている。1 事業所あた
りの看護職員数は、4.3 人で常勤者が少なく非常勤者が多い。小規模な事業所は、加算の届出ができず利用
者を増やすことが困難である。しかし、入院期間の短縮や在宅での看取り、精神疾患・難病・小児等の自宅
療養者は増加している。
奈良県では訪問看護師の必要数は、2018 年の 692 人から、高齢化と要介護者の増加により、2025 年の需
要を 1,244 人以上と試算している。そのため、様々な年齢や疾患、医療処置が多岐にわたる療養者に対応で
きる訪問看護師の育成や地域医療・介護の要となる訪問看護師のリーダー育成が急務である。
奈良県看護協会は、訪問看護師育成のため、在宅看護特別教育プログラムに参加し、協会立訪問看護ステー
ションが研修先となる。
受講生を受け入れる訪問看護ステーションとしては、病院と連携し、訪問看護師としての基本的能力を身
につけることができるように指導プログラムを作成した。研修 1 か月目では、訪問看護の実際について、制
度・対象・看護過程・チームケアについて講義と同行訪問を行う。2 か月目からは、看護手順に沿ったケア、
看護計画に基づいたケアを学び、基本的なケアが安全かつ確実にできるように同行訪問を行う。
受講生は病院で新人教育を受け、基礎技術を身につけている。訪問看護では、技術チェックシートを作成
し、同行訪問で確実な看護実践ができるように指導を行うことにより、短期間で単独訪問が可能になった。
受講生の採用には、訪問看護ステーションの研修期間を含めた人件費負担の問題は大きい。しかし、受講
生による単独訪問が月 60 件以上になると人件費は相殺される。早期に単独訪問が可能になることで、訪問
看護ステーションの負担はほとんどなかった。
訪問看護ステーションにとって受講生は、将来の在宅看護を担うリーダーとして成長していく貴重な人材
である。このプログラムを多くの看護学生が活用し、在宅看護の魅力を感じ、地域で訪問看護師が活躍する
ことを期待している。

プロフィール

1983 年～ 1999 年 大阪警察病院勤務
1999 年～ 公益社団法人奈良県看護協会立訪問看護ステーションに入職
2001 年～ 公益社団法人奈良県看護協会立橿原訪問看護ステーションかもきみ所長
2012 年～ 公益社団法人奈良県看護協会立橿原訪問看護ステーション所長
2021 年～ 公益社団法人奈良県看護協会立訪問看護総合支援センターセンター長
		 訪問看護認定看護師・介護支援専門員
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都道府県看護協会公募企画 6

奈良県：在宅看護特別教育プログラム ～看護学生の時から在宅看護実践力を育てる継続教育プログラム～

在宅看護特別教育プログラム
～受講生の立場から～
講師

平井 彩夏

公益社団法人奈良県看護協会立橿原訪問看護ステーション / 在宅看護特別教育プログラム 1 期生

私は母が訪問看護師をしていたことがきっかけで、学生時代から在宅看護学に興味を持っていた。そして
大学 3 回生のときに在宅看護特別教育プログラムが開始されるというガイダンスを受け、このプログラムを
受講しようと決意した。
このプログラムでは奈良の地域の特徴を理解し、奈良に住む人々の生活を理解するために自然散策をして
いる。この自然散策での出来事を“人間、健康、環境、看護”の 4 つのパラダイムに関連させて考えること
で更に学習を深めている。例えば法華寺を散策したときは境内にある“から風呂”に注目した。から風呂は
蒸し風呂として利用されていた建物であり、奈良時代に光明皇后が困窮者を救うために建立したとされてい
る。このことから光明皇后（＝“人間”）がから風呂（＝“環境”）を作り、から風呂で垢を落とし皮膚呼吸
を促し血行を良くする（＝“健康”）。これが“看護”のケアにも通ずるのではないかとディスカッションの
中で意見が出て、奈良の看護の始まりの歴史について学ぶことができた。
月 2 回のゼミで日々の自分の学びや思いを綴ったポートフォリオを発表している。私は今まで自分の考え
を言葉にするのが苦手であったが、このポートフォリオの発表やディスカッションのおかげで自分の考えを
整理して言葉にする力を養うことができた。また、発表に対して他者から意見をもらうことで自分の考え方
の癖を知ることができた。その癖の一つとして私は自分軸ではなく患者のことを中心に考えていることが多
いということがわかった。そのことから在宅看護で重要である“その人に関心を寄せる”という点で成長で
きていると考える。
自然や人とのコミュニケーションを重視したプログラムであるため、6 年間を通して人として成長するこ
とができていると考える。加えて病院と訪問看護ステーションでの勤務を両方経験できるため、病院と在宅
での違いや他職種連携の大切さを知ることができた。就職してからは不安もあったが、所属長と目標につい
て共有し、相談できる場を設けることができていたため、一貫して訪問看護師を目指す教育を受けることが
できたと考える。

プロフィール

奈良県立医科大学医学部看護学科 2018 年卒業
在宅看護特別教育プログラム 1 期生
公益社団法人奈良県看護協会立橿原訪問看護ステーション看護師
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一般公募企画
一般公募企画 1
9 月 29 日（水）15:00 ～ 16:00

with コロナ時代における人材育成
企画代表者：中元

めぐみ（独立行政法人国立病院機構九州医療センター）

一般公募企画 2
9 月 29 日（水）16:30 ～ 17:30

災害対策に対する看護師の組織形成とその活用
企画代表者：本多

正繁（三重大学医学部附属病院）

一般公募企画 3
11 月 19 日（金）16:00 ～ 17:00

行政と特定機能病院が連携したフレイル /
オーラルフレイル予防
企画代表者：渡邊

仁美（鳥取大学医学部附属病院）
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一般公募企画 1
with コロナ時代における人材育成
企画代表者

中元 めぐみ

独立行政法人国立病院機構九州医療センター
企画協力者

原田 久美子・竹尾 貞徳・岸川 真裕子・中村 千夏子・有川 法宏・真辺 千緩

九州医療センターは、COVID-19 の発生を受け、第 2 種感染症指定医療機関として 2020 年 1 月より準備
を開始し 2020 年 2 月福岡県 1 例目の患者の対応を行った。2020 年 4 月～ 2021 年 3 月までに 488 名（疑い
216 名、陽性患者 272 名）を受け入れた。
今回の企画の目的として 2 点あげる。１つ目として感染症病棟で患者受け入れに当たっての人材育成につ
いてである。①重症化に伴うフィジカルアセスメント能力向上、②感染対策、③日常生活支援やオンライン
面会の実施による家族看護、④看取りの看護について寄り添う看護に繋げることが出来た。長期にわたり
COVID-19 患者に対応するスタッフのモチベーションを維持できるように臨床心理士のメンタルヘルスの支
援を受け、継続的にスタッフ個々に関わっていきレジリエンスの強化を行ない、市中感染の状況に応じた人
員配置や他部署への支援体制の構築が必要である。２つ目として令和 3 年度の新採用者の教育として、看護
基礎技術の習得及び社会人基礎力を身につける事を目的として、採用前インターンシップを実施し、さらに、
配属部署での OJT を開始する前に 2 週間の集合教育を実施したことの評価である。令和 3 年度の新人看護
職員は、COVID-19 の影響により、臨地実習が制限され経験不足による不安、就職先の見学やインターンシッ
プなどの参加が制限されたことから就職先のイメージがつかないままで就職しなければならないなど様々な
不安を抱えて入職を迎えた。看護技術経験不足を解消するため、復習としてバイタルサイン測定、移送・移
動技術、オムツ交換など観察技術、日常生活援助技術においても実施した。社会人としての基礎的知識・態
度の研修としては、所属する組織についての協同学習、接遇に対する演習等を実施した。研修の中に、アイ
スブレイクを盛り込み新人看護師同士のチームビルディングを意識した研修構成とした。2 週間で同期の繫
がりができ、メンタルヘルスにとっても効果的であったと考える。新人看護職員はコロナ禍の影響で、これ
まで以上にリアリティショックを受けることが予測されるため、新人看護職員の現状をリアルタイムで把握
し、教育上の課題を見出し、状況に応じた教育環境・方法の調整を行っていくことが課題である。
以上の 2 点を可視化することで with コロナ時代として変革を求められた人材育成について発表を行う。

プロフィール

独立行政法人国立病院機構九州医療センター副看護部長
九州大学院医療経営・管理学専攻修了（専門職）MHA 取得
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一般公募企画 2

病院内における看護師としての災害対策への取り組みついて一緒に考えてみませんか？

災害対策に対する看護師の組織形成とその活用
企画代表者

本多 正繁

三重大学医学部附属病院
企画協力者

岸和田 昌之・中本 文恵

経験している人がほとんどいない災害時の対応、看護においては、災害の分野の基礎的な知識や技術、考
え方ができる人材を育成しておくことが病院としての大きな備えとなると考える。また、災害は備えであり
現在進行しているものではない中で、高度急性期を担う病院などでは日々の業務に追われ、日々の業務が優
先される状況にある。このセッションでは災害に対する人材育成や組織としての取り組みについて、交流集
会にて様々な施設から、方策、成果や注意すべき点の意見交換を行うことで今後の防災教育や組織構成に活
用できればと考える。
当院では災害対策の部門となる災害対策推進・教育センターを立ち上げた。そして病院として組織だった
災害対策を担当するために病院内で最も職員数が多く、24 時間常に院内に存在する看護師を活用し、病院
内の災害対策を動かす核とした。まずは病院として救命救急・総合集中治療センターに従事していた救急看
護認定看護師 1 名を院内組織である災害対策推進教育センターの副センター長と看護部危機管理委員会へ配
属された。
次に看護部内の危機管理委員を運営主体とした「災害リンクナース会」を設置した。病院災害部門の組織
である災害対策推進・教育センターの１名の看護師が看護部内の危機管理委員会にかかわることで、病院組
織としての連携・活動の連動をスムーズにさせた。また災害リンクナースに対しても病院組織と直下型で連
動することで災害リンクナースの活動や意見も病院組織へ直結に反映することができ、災害リンクナースの
モチベーション維持にも寄与すると考える。また日々災害対策に取り組む機会を得られることで災害の理解
を深め、知識の強化やモチベーションの維持、災害看護の情報共有などに良好な方策と考える。
このセッションでは、病院長特命補佐・災害対策推進教育センター長による当院としての災害対策への取
り組みや、病院組織として看護部との連携について災害対策推進教育センター副センター長による病院内に
おける看護師としての災害対策への取り組みを紹介し継続できる組織の構築について皆様と議論したい。

プロフィール

2008 年三重大学医学部附属病院へ入職。
2018 年三重大学大学院医学系研究科看護学（がん看護学）専攻修士を取得。
血液腫瘍内科、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、肝胆膵移植外科を経て現在総合サポートセンター師長、災
害対策推進・教育センター委員、危機管理委員長を兼務、災害支援ナース。

158

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

一般公募企画 3
行政と特定機能病院が連携したフレイル / オーラルフレイル予防
企画代表者

渡邊 仁美

鳥取大学医学部附属病院
企画協力者

木村 公恵・田部 有子・和田 崇・小椋 善文

国は高齢化に伴い国民医療費増加が見込まれ持続可能な社会保障制度の確立のため、医療提供体制の構築
と地域包括ケアシステムの構築を目指している。地域包括ケアシステムは、住み慣れた地域で地域の包括的
な支援・サービス提供体制であり、市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性にもとづき作り上げていく
ことが必要とされている。
鳥取県の総人口は減少傾向であり、高齢化率 30.4%（全国 27.5%、2017 年）、健康寿命は男性 33 位、女性
40 位である。鳥取県西部地区にある米子市健康対策課では「健康寿命の延伸のため、体操の普及やフレイ
ル対策推進と口腔機能向上支援」を打ち出している。プレフレイル状態に影響を及ぼす鳥取県の歯科疾患実
態をみると、残存歯は増加しているがむし歯・歯周病も増加していることから口腔機能の対策推進が重要と
なっている。
同市の特定病院である鳥取大学医学部附属病院は、入院患者の高齢化は進み 70 歳代が最も多く、侵襲を
伴う外科系平均年齢は 61 歳で、心臓血管外科は 73 歳と高い。入院前からフレイル / オーラルフレイル予防
を医療福祉支援センター、病棟、リハビリテーション部と連携開始し、入院後は、急性期病棟と一般病棟、
認定看護師と連携して取り組んでいる。手術前外来では、歯科衛生士によるオーラルケアを実施し周手術期
口腔機能管理料を算定している。術後外来では、ICU 治療後の集中治療後症候群（Post Intensive Care
Syndrome：PICS）の運動機能障害，精神障害，認知機能障害を引き起こす病態に対し、出来るだけ早期に
社会復帰し地域で継続して生活するために PICS 予防看護外来を運営している。
これらの現状から、2019 年度よりフレイル・オーラルフレイル予防について、行政と特定機能病院の医
療福祉支援センターが連携する方法の検討を開始した。
行政と医療多職種が市民（患者）支援目標を共有し、情報交換を行い、相互理解を深め実践に導くための
交流の場を設けた。当院で、行政と統一した評価を実施するために総合事業対象者の認定に使用する「基本
チェック表」を用い入院前からのフレイル状態を把握し、機能低下している項目に対しフレイル予防指導を
開始した。
地域における行政と特定機能病院が連携した「フレイル・オーラルフレイル予防」について、行政側は「米
子市の健康対策課」職員、当院は看護師、リハビリテーション部セラピスト、歯科衛生士が専門職種の立場
から意見交換する。
プロフィール

鳥取大学医学部附属病院就職後、2005 年看護師長昇格
2013 年 認定看護管理者取得
2018 年 鳥取大学大学院医学系研究科保健学専攻博士課程修了。
その他資格：診療情報管理士、医療情報技師、介護支援専門員
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一般演題

口演（幕張）
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口演Ⅰ - １
この演題は取下げになりました

口演Ⅰ - ２
NICU に入院した正期産児の母親が産後 1 週
間以内に抱く直接授乳への思い
キーワード：NICU

正期産児

直接授乳

思い

○亀谷 美紀
福井県立病院

【目的】NICU に入院した正期産児の母親が産後 1 週間以内
に抱く直接授乳への思いを明らかにする。【方法】産後で A
病棟に入院している間に、NICU にて直接授乳を経験した正
期産児の母親を対象とした。年齢、分娩様式、分娩回数は問
わない。データ収集方法は、同意を得られた母親に産後 5~6
日目で半構成的面接を 1 人 1 回 30 分程度行った。データの
分析方法は、逐語録を作成し、母親の直接授乳に関する思い
の語りについて意味内容を損なわないようにコード化し、サ
ブカテゴリー、カテゴリーを抽出した。対象者には研究への
参加・協力は自由意思であることを説明し、研究結果は匿名
性を遵守して研究目的のみに用いた。【結果】対象者は 4 名
であった。分析の結果、計 135 のコード「」、48 のサブカテ
ゴリー〈〉
、20 のメインカテゴリー《》
、4 つのテーマを抽出
した。4 つのテーマは、授乳に対する思い、スタッフの関わ
りに対する思い、児に対する思い、授乳環境に対する思いを
抽出した。授乳に対する思いでは、
初回の直接授乳時に〈吸っ
てくれない〉と感じた母親は、《不安》を抱えていたが、2
日目以降には
《前向きな思い》
も出現していた。退院前日には、
すべての母親は《退院後の不安》を抱えていた。一方で、
〈退
院に向けて授乳をがんばりたい〉、〈退院までに自分で吸わせ
たい〉という授乳に対する《意欲》があった。スタッフの関
わりに対する思いでは、
NICU スタッフと産科スタッフの〈指
導が違うことに戸惑う〉ことがあったが、NICU スタッフと
産科スタッフが話し合ってくれたことで〈希望に沿って対応
してくれてありがたい〉と《感謝》していた。児に対する思
いでは、直接授乳開始後も児の病態について《心配》してい
た。授乳環境に対する思いでは、母親には NICU の《環境へ
の抵抗感》があった。
【考察】授乳に対する思いとして、母
親は《退院後の不安》を抱えていた。一方で、授乳に対する
《意欲》もあったという結果から、正しい授乳姿勢、吸着方法、
乳房乳頭ケアなど退院後に取り組むべき母親の課題を明確に
して、母親の退院を見据えた授乳方法を入院中に検討、指導
していく必要があると考える。また、児に対する《心配》や
NICU の《環境への抵抗感》があることから、母親の思いを
産科から NICU へ情報提供し、初回の面会で顔なじみの産科
スタッフが付き添うなど配慮していく必要があると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅰ - ３

口演Ⅰ - ４

食物アレルギー経口負荷試験後の摂取継続に
対する困難感

－「食べる」楽しさを大切にしたかかわり－

キーワード：小児 食物アレルギー
摂取継続 困難感

キーワード：幼児 こどものセルフケア
親子通園

経口負荷試験

こどものセルフケアを活かした食事支援
食事支援

○久保田 紋・高橋 和歌子・西田 祐依

○杉村 惠子・井ノ上 智世・脇 暁子

山形県立中央病院

社会福祉法人愛徳福祉会大阪発達総合療育センター

【目的】A 病院 B 病棟は、小児食物アレルギー経口負荷試験

【目的】本研究は、先天性腸疾患で生下時より経管栄養を実

を実施しており、実施件数は年々増加している。負荷試験

施し、経口摂取への抵抗が強かった幼児のセルフケアに着目

後に原因食品を摂取継続することは完全解除のために重要

した支援により経口摂取の定着に至った事例を振り返り、看

だが、負荷試験後の外来までに原因食品を摂取できない家庭

護師のこどものセルフケアを活かした食事支援の内容を明ら

もある。食物アレルギー経口負荷試験後に、対象食品を継続

かにする。【方法】児童発達支援センター（以下、親子通園）

して摂取させる困難感と、その理由を明らかにする。
【方法】

での幼児（以下、A さん）と母親の保育や給食の場面記録、

A 病院 B 病棟で 2018 年 4 月〜 2020 年 5 月に食物アレルギー

母親の語りから、遊びを用いてこどもと看護師の関係構築の

負荷試験を実施した患児の親。無記名質問様式調査で、アン

時期、こどもが主体的に食べていくきっかけづくりの時期、

ケートを単純集計した。【結果】75 名に配布して、34 名から

母親主体による親子の関係性に委ねる時期に分けて振り返

回答を得た。自宅で対象食品を摂取することを「困難感あり」

り、A さんのセルフケアおよび食事摂取に繋がる看護支援の

と回答した親は 52%、
「困難感なし」と回答した親は 48% で、

内容を抽出した。倫理的配慮はこどもと母親へ本研究につい

アレルギー原因物質の個数に関わらず困難感を抱えていた。

て文書で説明し同意を得た。【結果】
（1）看護師は親子通園

困難感の原因として「症状が出た時のことを思い出すと不安

を通じて A さんがお気に入りのパペットで主体的に遊ぶこ

（80%）」、「量を食べすぎるのが不安（73%）」、「本人に拒否さ

どものセルフケアに着目し、給食時にもパペットで食事ごっ

れるから（60%）」と回答した。摂取のために工夫している

こをすると A さんが自ら献立を確認したり、パペットに食

ことは「特にない（56%）」
「分からないように混ぜる（24%）
」で、

べさせたりするようになった。看護師は A さんにとって食

80% の親が負担の少ない方法をとっていた。医師からどのよ

事が楽しい場となるよう「無理に食べさせない」
「こどもの

うな指導があれば良かったかという項目では「加工品の摂取

意思を大切にする」かかわりに努めた。（2）看護師は A さ

可能な量（29%）」が最も多かった。負荷試験後に医師から「次

んが成長過程の中で味の濃いスープを味見していたことに着

回の外来までに摂取すること」を指導された親は 6 人全員が

目し給食場面で試すと、A さんは主体的に経口摂取した。ま

外来までに摂取できていた。【考察】負荷試験を実施した年

た、
母親から A さんが熱いスープを好む、
電子レンジの
“チン”

齢で多かった 1 〜 3 歳は自我が芽生える時期であり、自分で

の音を楽しむという情報を得て、A さんの「嗜好を確認する」

食べ物を選択する機会が増える。本人に拒否されたり、子ど

「食事摂取に繋がる情報を活用する」ことで主体的な食事摂

もが好きな物に混ぜた際に少量摂取に留められなかったりす

取の維持に繋げた。（3）看護師は A さんの主体的な食事摂

る場合もある。アレルギー症状の出現や「食べすぎてしまう

取により母親の笑顔と A さんへの言葉がけが増えたことを

のではないか」と感じてしまい、困難感に繋がると推測され

確認し、「親子で食事を楽しむ」「こどもが自分のペースで必

る。アレルギー出現時の対応を常に確認できるように、紙面

要な量を食べる」ことを見守る支援で食事摂取の定着に繋げ

を用いて指導することで、親の恐怖や困難感を軽減できるの

た。【考察】遊びを用いたかかわりはこどもとの関係性の構

ではないだろうか。また、医師からの指導では「加工品の摂

築に重要な手段である。こどもは遊びを通じて楽しく食べる

取可能な量」を希望している親が最も多かった。加工品には

経験を積み重ねることでセルフケア力を養い自ら食行動を発

アレルギー物質の表示義務はあるものの、含有量まで表示す

達させていく。看護師は様々な場面でこどもの行動に関心を

る義務は無い。完全解除になっていない場合には、自分で調

寄せ、好みや嗜好等を注意深く観察し「こどものセルフケア」

べたり手作りをしたりしなければならず、困難感に繋がって

を見逃さないことが大切である。こどもは疾患や障害を有し

いると考えられた。普段の食事に上手に加工品を取り入れら

ていても個々のペースで成長発達しセルフケアを獲得してい

れるように指導することで、摂取継続に対する困難感が軽減

く。看護師はこどもがセルフケア能力を発揮できるよう、親

する可能性が示唆された。

がこどものセルフケアに主体的にかかわり自発性を尊重し楽
しく子育てしていけるよう支援することが重要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅰ - ５

口演Ⅰ - ６

施設入所となった重症心身障害者の高齢の母
親が子どものケアを移譲する際の思い
キーワード：重症心身障害者

高齢の母親

ケアの移譲

○小山 妙子・髙松 いと子・北島 結佳・渡部 尚美・
藤川 勇実
徳島赤十字ひのみね総合療育センター

－病棟看護師へのインタビュー調査から－
キーワード：重症心身障害児 レスパイトケア
小児急性期病棟 看護師の認識

○河本 宏子・山本 喬子・大橋 美代
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立舟入市民病院

【目的】我が国の重症心身障害者（以下、重症者とする）の
数は増加傾向にあり、医療の進歩によって重症者の高年齢化
が顕著である。今回、在宅療養の後に両親の高齢化や持病の
悪化により、施設入所となった重症者の母親が施設職員にケ
アを移譲する際の思いについて明らかにしたいと考えた。
【方
法】対象は施設入所となった重症者の高齢の母親 1 名に、半
構成面接を行い、質的記述的研究方法により分析した。倫理
的配慮として A 施設の倫理審査委員会の承認を得て、母親
に研究目的、方法、個人情報への配慮などについて文書と口
頭で説明を行った。併せて、参加の自由性と不参加による不
利益が生じないことを説明し同意を得た。【結果】分析の結
果、84 のコードから 24 のサブカテゴリ―が生成された。施
設入所となった重症者の 80 歳代の母親が施設職員に子ども
のケアを委譲する際の思いには「できることなら手元に置き
たい」「預けていてもできるだけ子どもと一緒にいたい」「細
かいところまで気にかけてほしい」「要望はあるが言いにく
い」「気持ちを割り切らないといけない」「子どもへの心苦し
さがある」の 6 つカテゴリーの思いが抽出された。【考察】
障がいのある子どもを養育する母親は、できるならば自分の
手元に置いておきたいという思いを持ちながら、親の高齢化
や子どもの将来のことを考え施設入所することを決め気持ち
を切り替えていかないといけないという思いを抱いていた。
また、入所後にも細やかな子どものケアを望んでいた。在宅
で日常的に養育する母親にはケアを人に委ねることに違和感
があり、藤原（2003）は「アドボケーターとしての役割を果
たしていた母親は、入所後に子どもの要求、感情、快・不快
の表現などを施設に伝えようと試みている。」と述べている。
本事例も母親は預けた後も子どもの代弁者としての役割を果
たそうとしており、今まで自分が実施してきたケアを施設で
も引き継いでもらい、子どもが過ごしやすい環境を整えよう
としていたのではないかと推測される。一方で、可能な限り
子どもと一緒にいたいという思いや子どもへの心苦しさがあ
ることから、施設職員にはこのような母親の気持ちの変化に
寄り添い、母親が役割を再構築できるように支援していくこ
とが求められていると考える。本研究は特定の対象者の思い
に限定されているため、今後は対象者を増やして同じような
状況にある母親の思いを明らかにしていきたい。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

小児急性期病棟でのレスパイトケアに対する
看護師の認識

【目的】A 病棟は小児救急医療拠点病院の小児急性期病棟と
して 365 日 24 時間の緊急入院の受け入れを行っており、平
均在院日数は 4.5 日で入退院の多い病棟である。2017 年から
重症心身障害児者医療型短期入所事業（以下、レスパイト入
所）を開始した。今回、A 病棟のレスパイトケアに対する看
護師の認識を明らかにすることで、小児急性期病棟における
レスパイト入所の今後のあり方を検討したいと考えた。
【方
法】1. 研究デザイン : 半構造化面接手法を用いた質的記述的
研究 2. 対象者 :A 病棟のレスパイト入所導入時から A 病棟に
所属し、レスパイト入所業務に携わる看護師のうち、インタ
ビューの同意を得らえた 7 名 3. データの収集方法 : 研究の同
意を得た看護師に独自に作成したインタビューガイドを用い
てインタビューを行い、IC レコーダーに録音した。4. データ
の分析方法 : 録音した音声記録から逐語録を作成。レスパイ
トケアに対する認識を述べている文脈を抽出し、その意味を
分析してカテゴリー化を行った。5. 倫理的配慮 : 研究者の所
属病院の倫理審査委員会の承認を得たのち、対象者に研究の
目的と方法、結果は看護関連の発表等の学術的研究以外の資
料として使うことがないことを口頭および文書にて説明を行
い、署名にて同意を得た。プライバシーの保護のため面接は
個室で実施した。
【結果】分析の結果、小児急性期病棟のレ
スパイトケアに対する看護師の認識について《業務量や負担
の増加》
《家族対応の困難さ》
《家庭でのケアを尊重》《時間
通りのケアを実施できないことへの葛藤》
《レスパイト入所
に対する不安》
《レスパイト入所に対する肯定的な受け止め
への変容》《小児急性期病棟におけるレスパイト入所の意義》
《今後のレスパイト入所に対する提言》の 8 カテゴリーと 20
のサブカテゴリー、87 コードが抽出された。
【考察】治療や
救命が優先になる小児急性期病棟で、日常生活支援を主体と
した重症児の受け入れは、時に看護師に困難感と葛藤を抱え
させている。しかし、レスパイトケアを通じて小児科病棟経
験しかない 5 年目未満の看護師の成長を認識し、レスパイト
入所に対する肯定的な受け止めへの変容がみられた。重症児
に慣れていない小児急性期病棟でレスパイト入所を継続して
いくためには、研修機会を確保し、病棟全体で重症児に対す
る知識・理解を深め、重症心身障害看護を実践できる人材を
育成する必要性が示唆された。

はい
はい
はい
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乳房の状態の定性化にみる足湯の介入効果
キーワード：足湯
硬結

母子分離

乳汁うっ滞

A 病院における新生児初回補足時間・初回補
足内容についての検討

乳房うっ積

－地域周産期母子医療センターの実態調査より－

○小島 德子

キーワード：新生児

愛知医科大学看護学部看護学科

○大類 祐子・増田 幸美・廣瀬 友美

【目的】母子分離状況下にある褥婦への産褥早期の足湯によ
る乳房の状態を定性評価し、介入効果を明らかにする。
【方
法】対象は、経腟分娩で出産し、児が NICU に入院している
褥婦 30 名である。実験群と統制群各 15 名の 2 群間比較を行っ
た。介入は、実験群に対して足湯を実施した。足湯は、湯温
42℃、浸漬時間 20 分間、浸漬部位は膝下高とし、産褥 1 日
目から産褥 5 日目まで実施した。介入直前、介入終了直後、
及び介入終了 1 時間後に評価指標の乳房の状態、硬結の有無、
及び介入中の乳汁分泌の有無を観察した。分析は、対象者の
属性について Student's の t 検定及びχ² 検定を行い、評価指
標についてχ² 検定を行った。統計ソフト SPSS®25 を用い、
有意水準を 5% 未満とした。愛知県立大学研究倫理審査委員
会（承認番号：6-12 号）、及び研究施設の倫理委員会（承認
番号：2016-H100）の承認を得た。【結果】対象者の属性に
おいて、2 群間に有意差がないことを確認した。乳房の状態
について、
「乳汁うっ滞」を、統制群が産褥 2 日目以降、実
験群は産褥 3 日目以降に認めた。「乳房うっ積」は、両群と
もに産褥 3 日目以降に認めた。「問題なし」の該当者数は両
群ともに産褥 3 日目から減少したが、実験群は産褥 4 日目以
降増加に転じ、統制群は 1 日遅く産褥 5 日目に転じた。硬結
の有無について、実験群は産褥 5 日間すべて両側ともに全員
が「無」であった。一方、統制群は経日的に「有」が増加し
た。介入中の乳汁分泌の有無について、統制群は産褥 5 日間
すべて「無」であった。一方、実験群は産褥 1 日目全員が「無」
であったが、産褥 2 日目以降は介入中に乳汁分泌「有」を認
めた。
【考察】
「乳汁うっ滞」と「乳房うっ積」について、統
制群は産褥 5 日目に該当者数が多く、実験群は産褥 4 日目か
ら「問題なし」に転じた。この群間差は、実験群が足湯によ
り皮膚温が上昇し、乳房全体の血液循環を促されたことが理
由であると考えられる。硬結は、実験群にみられなかった。
一方、統制群には産褥 2 日目以降みられ、産褥 4 〜 5 日目は
著明に増加した。介入中に自然な乳汁分泌がみられることは、
うつ乳の状態ではないことを示し、よって硬結は認められな
いことが有意差をもって明らかにすることができた。本研究
の足湯には、うつ乳を抑制する効果を有することが示唆され
た。

初回補足時間

初回補足内容

水戸赤十字病院

【目的】A 病院と同規模病院の新生児初回補足時間・補足内
容等の情報をもとに、A 病院での新生児初回補足時間・内
容について検討する。【方法】関東 1 都 6 県の厚生労働省か
ら指定されている地域周産期母子医療センター 65 施設の産
科病棟助産師各施設 3 名へアンケート調査をし、単純集計し
た。【結果】アンケート回収は 195 通のうち 61 通（31.2%）。
各助産師の考えや感じ方を重視したアンケート内容としたた
め返信時各施設の特定はしなかった。返信をもって同意とし
た。全例完全母乳という回答はなく、回答者全てが必要時補
足だった。自然分娩・帝王切開等分娩方式によって初回補足
時間が異なる回答はなかった。初回補足時間の設定は出生後
6 時間、8 時間が最も多く、それぞれ全体の 45% だった。そ
の他 12 時間が 8%、4 時間が 2% だった。6 時間と 8 時間の
設定では、良いと思うところについて初回排便排尿が早い、
黄疸が基準値内で経過する、体重が増加に転じるのが早いと
いう回答があった。また、初回補足内容については、ミルク
が全体の 77%、糖水は 13%、その他が 10% だった。補足内
容決定の理由は、ミルクについては医師が決めており糖水を
否定する理由が多かった。糖水については肺に入っても肺炎
をおこさないためという回答があった。
【考察】A 病院は地
域周産期母子医療センターに位置づけられており、合併症が
ある産婦の受け入れをしている。合併症がある場合、出産時
の胎児への負担が増え、ストレスがかかりやすい状態となる。
ミルクは糖水よりエネルギーが高く、電解質バランスが崩れ
にくいと言われている。これまで A 病院では新生児初回補
足時間を自然分娩は出生後 8 時間、帝王切開は出生後 10 時
間、低出生体重児と巨大時は出生後 6 時間と分けていた。ま
た、補足内容は全例糖水であったが、アンケート調査での情
報を元に、どの新生児も等しく低血糖を予防するため、医師
の承諾を得た結果、初回補足時間を一律 6 時間にし、補足内
容はミルクとした。初回補足時間は分娩方式に関わらず、統
一されていた。初回補足内容は病院の方針、役割によって設
定に違いがあった。他施設の助産師も新生児の初回補足時間
内容について各施設決められたルールに沿って実施をしてい
るが、それに対し疑問を持っている現状があった。本研究で
は補足時間を変えてからの研究まで至らなかった。他施設の
設定時間での新生児の状態を比較した。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
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NICU に入院した正期産児の母親の母乳育児
体験

NICU・GCU 看護師の入院した児の父親への
関わり方の意識向上に向けた取り組み

キーワード：NICU

キーワード：NICU GCU 父親 学習会 ロールプレイング

正期産児

母乳育児

母親の体験

○小茶 志織 ¹・惠美須 文枝 ²

○竹村 友佳子・辻塚 藍子・上野 美佐子・
米村 幸子

¹ 亀田医療大学大学院看護学研究科
² 亀田医療大学

社会福祉法人恩賜財団山口県済生会下関総合病院

【目的】本研究は、NICU に入院した正期産児の母親につい
て、児入院中の母乳育児に関連する体験を明らかにし、母乳
育児を成功に導くための検討を目的とした。【方法】研究参
加者は研究目的・方法の説明によって同意が得られた母親で、
正期産児出生後 NICU 入院 3 週間程度で、母乳育児を希望す
る正常経過の初産婦 8 名とした。データは半構成的面接によ
り、児入院中の母乳育児継続に関する体験を 60 分程度のイ
ンタビューにて収集した。その逐語録を基に内容の意味を分
析・解釈してコード化し、それらをカテゴリー化した。
【結果】
母親の母乳育児体験は、入院時からの経過に沿って、5 カテ
ゴリー（ ）
、サブカテゴリー 9 つ（《》）が抽出された。入
院当初の母親はこれからどうなるのか、何も考えられない《入
院直後のショック状態》と《母子分離体験》をし、突然の
入院による動揺 の状態にある。しかし徐々に児と触れ合う
ことでずっとそばにいたいと《抱っこができる嬉しさ》を感
じ、
《搾乳を頑張りたい》と思う気持ちで 母乳育児への意
欲 が高まる。その後、児との直接母乳を重ねる中で《直接
母乳ができる喜び》を感じる母親もいる反面、《乳房トラブ
ルに苦しむ》母親もおり、直接母乳による幸せと葛藤 を
感じていた。そして次第に《母乳育児ができる喜び》や《直
接母乳がうまくいかない辛さ》で 直接母乳を頑張る気持ち
や辛さ が現れていた。これらの経過を通した《NICU 入院
の振り返り》から 体験で得た学び を獲得し、個別の学び
やスタッフのかかわりで自信をもち、その後の母乳育児に取
り組んでいた。このような経過には 医療スタッフのかかわ
り、夫・友人のかかわり、NICU の環境 にも関連があっ
た。
【考察】母親の入院中の母乳育児体験の経過から、突然
の入院によるショック状態の感情表出を助け、ありのままを
受け止めていくかかわりがこれまで以上に必要である。また
同時に NICU に入院しない児と違い、母子分離を余儀なくさ
れる入院児の母親には、搾母乳を与えるための搾乳方法や比
較的早期に直接母乳が可能になることに向け、児の回復状態
に合わせた愛着形成のケアが必要である。さらに、母親の乳
房の変化に応じて、児が乳頭混乱を起こさない哺乳方法の工
夫など、直接母乳が円滑に進められる工夫が必要である。ま
た、NICU での授乳環境を母子ともにリラックスできるよう
に整えることが重要となる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

【目的】NICU・GCU 看護師（以下、看護師）に対して学習会・
ロールプレイング（以下、介入）を行い、NICU・GCU に入
院した児の父親への関わり方の意識の向上に繋がるか検証し
た。【方法】令和 2 年 1 月〜 7 月。看護師 18 名に、独自に作
成した自記式質問紙調査を介入前後に行った。質問紙の内容
は、入院児の父親の親性に対するエキスパート看護師のアセ
スメントの視点と看護について「児と初回面会時」は 14 項目、
「児と 2 回目以降の面会時」8 項目を 5 段階評定尺度（5：常
にしている〜 1：全くしていない）とした。学習会は研究者
が行い全員が参加した。内容は「父親の身体的・心理的・社
会的負担について」
「看護師のアセスメント視点と看護」に
ついて行った。ロールプレイングは「児と初回面会時」「児
と 2 回目以降の面会時」の父親への関わりを看護師役・父親
役を 1 回ずつ行った。ロールプレイング後に看護師役の気付
きを自由記載した。分析方法は、質問紙調査はウィルコクソ
ン符号付順位和検定を用いて統計分析し、自由記載内容は
コード化し、類似性のあるものを関連付けた。所属施設の看
護部倫理委員会の承諾を得て対象者へ説明し同意を得た。
【結
果】質問紙調査は、介入後に児と初回面会時の「母親へ児の
様子の伝え方を具体的に説明」「児への思いの表出」「母親に
医師の説明内容を伝えられるか確認」が有意（p<0.01,p<0.05）
に上昇した。児の 2 回目以降の面会時は「父親の面会の頻
度やパターンの把握」「父親に育児を促す」が有意（p<0.05）
に上昇した。自由記載ではカテゴリー数が「児と初回面会時」
は 3 つから 5 つに増え、
「2 回目以降の面会時」は 3 つから 4
つに増えた。
【考察】介入後に児の初回面会時で「母親へ児
の様子の伝え方を具体的に説明」が有意に高かったのは、父
親が児と母親のサポートを担う精神的に負担の強い時期と理
解し、父親の不安な気持ちに寄り添う支援に繋がったと考え
る。児の 2 回目以降の面会時で「父親の面会の頻度やパター
ンの把握」が有意に高かったのは、父親の愛着形成や父性を
高める必要性を理解し、父親の生活パターンの把握と児との
面会を調整することに繋がったと考える。介入後カテゴリー
数が増えたのは、看護師の父親と関わる際の視点が増えたこ
とが意識向上に繋がったと考える。今後、学習会・ロールプ
レイングを重ね父親への関わり方を向上させ実践する必要が
ある。

はい
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A 病院 B 病棟看護師の川崎病に対する看護の
困難感
キーワード：川崎病

困難感

混合病棟

症状コントロール

褒める

○高橋 祐子 ¹・二瓶 洋子 ²・石川 民子 ¹

医療法人 JR 広島病院

【目的】川崎病に対する看護の認識や困難と感じる要因を明
らかにすること【方法】質問紙調査（複数回答可、自由記載
あり）小児看護を実践する看護師の抱える困難に関する文献
検討 を元に川崎病看護に対して困難感を抱く理由を「業務
1

の多様さ」
「子どもとの関わり」「家族との関わり」「川崎病
に対する知識・業務について」などの項目に分け集計した【結
果】川崎病に対する看護に困難感を抱くと回答した看護師は
78% であった。困難感を抱く理由について「業務の多様さ」
では < 多様で煩雑な業務が重なる >、「子どもとの関わり」
では < 嫌がる子どもと関わること >、「家族との関わり」で
は < 治療に対する不安の訴え >、「川崎病に対する知識・技
術について」では < 知識不足 > の回答が最も多くあった【考
察】
「業務の多様さ」の < 多様で煩雑な業務が重なる > こと
について、伊藤らは、直接看護業務時間数は昼夜問わず莫大
に要するという小児の特性と、業務は多岐にわたり煩雑であ
ることが示唆される と述べている。免疫抑制剤の 1 ～ 2 時
2

間毎の更新に加え、病状や重篤な副作用の早期発見に努める
必要がある。そのため頻回な観察と確認が必要となり業務に
多くの時間を要するが他患者の対応に追われることもあり煩
雑な業務に対して困難感を感じていると思われる。「子ども
との関わり」について、先行研究同様、B 病棟看護師も点滴
やモニター管理を嫌がる子どもとの関わりに困難感を感じて
いた。「家族との関わり」「川崎病に対する知識・業務につい
て」では子どもが川崎病と診断されたとき、80% 以上の母親
は大変な病気にかかったと「非常に思った」と答えており、
その動揺は大きいことが報告されている。またその母親らは、
子どもが川崎病になってから多くの人の助言を求めている

3

ことが明らかになっている。今はインターネットを通じて疾
患や治療に対する多くの情報を入手できるが、その情報が正
しいものであるか正確に判断できないことで、かえって混乱
し不安が増幅している。そして家族があらゆる知識を得るこ
とで質問も多岐に渡ることが多い。そんな < 治療に対する不
安の訴え > に対して、看護師が必要な情報を正しく提供する
ことが望まれるが、その情報提供に対して看護師自身が自信
をもって回答できないことから < 知識不足 > を実感し、困
難感を感じる要因になっていると考えられる。
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－「褒める声がけ」を実施して－
キーワード：統合失調症

○吉崎 桃子・大田 望加

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

統合失調症患者の症状コントロールのための
効果的なかかわりの検討

¹ 東北福祉大学せんだんホスピタル
² 東北福祉大学健康科学部保健看護学科

【目的】承認欲求を満たす『褒める声がけ』を行うことは、
奇異行動を繰り返す統合失調症の患者（以下 A 氏）にとっ
て内発的動機づけとなり、思いの表出や情緒的安定をもたら
し症状コントロールに繋がるかを明らかにする。
【方法】事
例研究。研究期間：201X 年 Y 月～ Y 月＋ 5 月。対象の概要：
A 氏、30 代、統合失調症。
（1）看護研究メンバーで『褒め
る声がけ』を実施、20 日後から病棟看護師全員で実施。（2）
プライマリーナースが、A 氏との定期的な面談を実施。（3）
診療録、看護記録から A 氏の強みや精神的な変化、奇異行
動のあった部分を抽出し、身体的、精神的、社会的に分けて
A 氏の経過を捉えなおす。（4）実施期間を 1 期～ 4 期に分け
て、A 氏の強み、精神的な変化や行動の変化を考察する。「奇
異行動」について、本研究では体幹を揺らしクルクル回り大
声を出すなど A 氏が不調時に示す言動と定義する。所属施
設の倫理審査委員会相当の機関に承認を得た。対象者及び家
族に口頭及び文章にて、研究の方法、目的、研究結果の公表、
参加の自由意志、不利益が生じないことを説明し同意を得
た。【結果】1 期（奇異行動が頻発していた時期）
：不調時薬
は促しても服用を拒否することが多く、拘束・隔離時間は変
わらなかった。2 期（施設見学を前向きに考えられた時期）
：
両親の面会時や看護師の巡視時に奇異行動は続いていたが、
促しで不調時薬を服用することが多くなった。3 期（自己表
出が増えてきた時期）
：奇異行動が軽減し拘束・隔離が全解
除となり、退院に向けて施設見学が始まった。面談では、思
いの表出を促すため傾聴する姿勢でかかわったが、妄想言動
が多かった。しかし、不調時薬を服用するなど対処行動も多
くみられた。4 期（体験外泊を実践できた時期）
：面談では、
現実的な会話が増えた。不調時薬服用回数は以前より軽減し、
薬に頼らなくても落ち着いて過ごせるようになってきた。
【考
察】社会性が上手く育たなかった A 氏の対人関係での意思
表出は、妄想を伴う奇異行動として表現されることがあると
考えられた。A 氏に関心を寄せ揺れ動く気持ちに寄り添い『褒
める声がけ』を継続的に行ったことが、A 氏の自己効力感を
刺激し自信となって不調を言語化し夢や希望を表出するなど
行動変容に繋がったと考える。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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化学療法患者の口腔ケアに関する行動の変化
について

－看護師の口腔ケア指導による患者の行動変化、塩
水を使用して－
キーワード：がん化学療法
行動変化

口腔ケア

塩水うがい

○西村 美紀・山本 直美・高橋 尚子・田井 徳子・
那須 瑞樹・崎村 真由美
潤和会記念病院

－患者目線での写真を用いて－

キーワード：装具交換パンフレット 患者評価 チェックシート

○高坂 佳那・山口 久美子・佐々木 沙也花・
佐々木 有子・中野渡 礼子
十和田市立中央病院

【目的】患者の目線と同じ角度で見た構図の写真付き装具交

【目的】がん化学療法患者に対して塩水うがいを促すことで
口腔ケアの回数が増え、行動の変化に繋がることを明らかに
する【方法】1, 研究デザイン : 質問紙調査による調査研究

2,

対象・期間 :A 病棟入院のがん化学療法患者（60 歳代から 80
歳代の男女 10 名）令和 2 年 9 月 1 日～令和 2 年 11 月 15 日

3,

データ収集の具体的方法 : 入院時に口腔内環境に関する調査
用紙を渡し本人へ記載を依頼する。その後、塩水うがいの効
果を説明し、塩水（水 500ml に塩 5g）を一緒に作る。塩水
うがいについての説明後はうがい回数を継続して記入し、毎
回入院時に持参する。入院毎に口腔内環境に関する調査用紙
の記載を依頼する

ストーマ装具交換パンフレットとチェック
シートの評価

4, 評価方法 : 口腔内環境に関する調査用

紙を用いて、行動の変化を調査。うがいのチェック表を用い
て含嗽回数の変化を調査する【結果】2 名は手術の為 3 回で
調査終了。2 名は治療終了の為 3 回で調査終了。80 歳代男性
1 名は 3 回実施後に本人希望で中断。含嗽回数は初回が全体
の平均回数 1 日 4 回に対して、3 回目は 1 日 6.8 回と増加した。
維持がん化学療法中では初回平均 1 日 2.6 回が 4 回目 1 日 7
回と増加し、補助がん化学療法中患者では初回平均 3.5 回が
3 回目以降平均 5.2 回と増加した。維持がん化学療法患者で
は「しなければいけないという意識になった」
「乾燥が減った」
「他の患者さんにも広めている」との声も聞かれた。がん化
学療法を受けるようになって口内炎予防への意識は高まった
かとのと問いに全員が「はい」と答えた。【考察】がん化学
療法を受ける患者にとって口内炎は代表的な有害症状の一つ
であり、口腔内トラブルを予防するためにも口腔ケアは重要
な看護ケアである。その為、毎回入院時に口腔ケアの必要性
を説明し、うがいチェック表を確認することで、がん化学療
法時の口腔ケアの必要性を認識し、行動へと移行することが
出来たのではないかと考える。さらに、簡便な塩水を使用す
ることで準備への負担が少なく、継続して行うこが出来たの
ではないかと考える。

換パンフレットを用いて、患者自身が装具交換の手技習得
状況を確認でき、看護師とも情報を共有しながら使用した
チェックシートの評価を、
患者から調査し現状を知る。
【方法】
A 病院でストーマ造設し、装具交換パンフレットとチェック
シートを用いて装具交換指導を受けた対象者に対し、文書で
研究の倫理的配慮について説明。同意の得られた患者 5 名と
退院後のストーマケアを中心となり行う家族 1 名に対して、
半構造化インタビューを行った。
【結果】パンフレットのデ
ザインに関して、「写真が大きくて、参考に出来る」等、患
者目線の写真に関して、
「同じ目線だから、それがないと分
からない」、「私も立って貼らないといけないから、こういう
風にしてやった」等、パンフレットの活用に関して、「看護
師と一緒に実際に 1 回やってみたら、その後はもう頭の中に
入ってるから、読みながら全部できる」
、
「手順は何回か見て、
頭に入れてはみたけど、実際やるとなると想像と違って思う
ようにはいかなかった」等の回答が得られた。また、チェッ
クシートの内容に関して、
「評価方法はいいと思う」等、チェッ
クシートの活用に関して、
「チェックシートがあった方がモ
チベーションは上がった。〇が増えていくのが自信に繋がっ
た」等の回答が得られた。
【考察】対象者はパンフレットの
写真の目線を自分の目線と重ね合わせ、手技への理解を深
め、実践に活かすことが出来ていた。内容に関しては、好意
的な意見が得られ、簡潔な内容の中でも装具交換の流れを網
羅し、患者が必要としている情報を提供することが出来たと
考える。今回、患者目線とストーマを正面から見た家族目線
の写真を用いたことで、患者と家族の双方が活用できるパン
フレットとなった。また、対象者はパンフレットを指導開始
前のイメージ付けや実践前の予習、実践時の手本や実践後の
復習に活用しており、自己学習のツールとして多様性のある
有効なツールとなったと考える。さらに、チェックシートの
活用により現段階の課題を見出し、次の目標を設定し、目標
達成に向けた自己学習が可能となった。手技習得という最終
的な目標に向かって、納得のいくまで取り組む積極性や主体
性を促すとともに、段階的な評価を用いたことで、目に見え
て上達する過程が分かり、モチベーションの向上や自信にも
繋げることが出来たと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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精神科慢性期閉鎖病棟における内科的疾患を
抱えた患者への食事指導

意思疎通や開口が困難な患者への口腔ケア方
法の統一に向けての実践

キーワード：慢性期閉鎖病棟

キーワード：開口困難 誤嚥性肺炎予防 口腔ケア方法の統一

内科的疾患

食事指導

○河野 志織 ¹・住吉 明日美 ¹・川村 道子 ²

○河田 萌 ¹・宮島 淳子 ¹・河邊 麻衣子 ¹・
中島 百花 ¹・高野 ちか子 ¹・上野 栄一 ²

¹ 医療法人真愛会髙宮病院
² 宮崎県立看護大学

¹ 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター
² 福井大学学術研究院医学系部門看護学領域基盤看護学

【目的】精神科病院への長期入院中の患者には生活習慣病に
より間食量の調整が必要となる場合も多いが、本人が納得で

【目的】人工呼吸器装着患者や経管栄養を実施している患者

きず調整に苦慮することがあり、患者が納得して間食量を調

は、誤嚥性肺炎を発症すると重症化しやすいことから口腔ケ

整できる関わりを検討したいと考えた。精神科病院長期入院

アによる予防が重要である。A 病院 B 病棟は、重症心身障害

患者への間食量調整のための関わり方を検討する。
【方法】

者や筋委縮性側索硬化症等の患者が入院している。B 病棟で

1. 生活習慣病のある精神科長期入院患者の間食量の調整が可

は口腔ケアの方法が統一されていない現状があり、患者に対

能となる為の関わりの仮説を立てる。2. 仮説をもって対象

し OHAT-J（以下 OHAT に統一）を用い評価を行い、ケア

者 3 名に関わり、その結果間食量の減少につながったかを患

方法の統一を図ることで口腔環境が維持され、誤嚥性肺炎の

者の言動より検討する。（倫理的配慮）研究対象者の情報は

予防につながるのではと考え本研究を行った。【方法】B 病

特定されない表現にて表記した。対象者の研究参加への同意

棟看護師 15 名に意思疎通や開口困難な患者の口腔ケアの研

書は得ている。
【結果】人間にとって間食とは何か、精神科

修会を行い、研修会の内容に準じた口腔ケアを１か月実施す

長期入院患者の間食量調整が難しい理由について文献検討を

る。研修会の前後で質問紙調査を実施し、口腔ケアに対する

行った。間食は身体的満足感を得られることに加え、ドパミ

認識の変化を比較する。対象患者 10 名の口腔内を研究メン

ンの放出により喜びややる気を高めるような変化をもたらす

バーが OHAT を用い研修会前後の口腔衛生状態を評価する。

ものと捉えた。精神疾患を患う人々は、生活史の中で、ドパ

対象者に研究目的・方法に加え研究への自由参加と途中辞退

ミン等の脳内伝達物質の調整に乱れが生じ、心身共にリラッ

の権利、参加の有無に関わらず不利益はないこと、安全に留

クスしている事を実感できることは少なく、対人関係の中で

意し研究対象者に不利益を与えないこと、調査目的以外に結

の生き辛さを感じる体験を積み重ねていると考えた。対象者

果は使用せず研究終了後には破棄すること、施設や個人が特

3 名の生活史を振り返ると、過去に人間関係において悲しみ・

定されないこと、要望時の情報開示についてを口頭と文書に

怒りを感じ、精神状態が悪化している点で共通していた。少

て説明し同意を得た。
【結果】介入前の質問紙調査の自由記

ない間食量で満足する方法を検討し、マインドフル・イーティ

載に、「口が開かないため十分な口腔ケアができない」「意思

ングを採用した。その結果満足感が得られ摂取量の減少や間

疎通困難な患者は嫌がって口を閉じてしまう」などの意見が

食の内容の改善が認められた。【考察】十分に味わう行為は、

あった。口腔ケアの重要性に関しては、介入前「とても感じ

五感覚器官を食べ物に向けることにつながり、間食量減少に

る」が 12 名「やや感じる」が 3 名だったが、介入後「とて

つながると示唆された。間食だけでなく食事の際も、五感覚

も感じる」が 13 名「やや感じる」が 2 名だった。口腔ケア

器官をその時の対象物にしっかりと向けられるよう働きかけ

の困難感に関しては、介入前「とても感じる」が 2 名「やや

ることが必要であると考えられる。また精神科病院で長期に

感じる」が 10 名、介入後「とても感じる」が 5 名「やや感

わたり入院生活を送る患者は、様々な制限のある生活を余儀

じる」が 10 名だった。介入後の質問紙調査で、研修会に参

なくされている。その環境下での生活で喜びを感じたり、や

加したことで口腔ケアに対する取り組み方が変わったかに関

る気が高まるという刺激を受ける状況をつくり出すことは難

しては「とても変わった」が 3 名「やや変わった」が 11 名だっ

しい。喜びを感じたり、やる気を高めることを求めてドパミ

た。OHAT を使用した評価は介入前では中リスクの患者が 9

ン放出を間食に助けてもらっていると考えると、患者にとっ

名、低リスクが１名だったが、介入後には中リスクの患者３

て生き生きと生活するための手段であるとも考えられるた

名が低リスクへと変化した。
【考察】口腔ケアの研修会を実

め、看護師は日常生活の中で喜びややる気が感じられるよう

施し介入したことは、口腔ケアの取り組み方が変化し、ケア

な意図的な関わりを行うことが必要である。そのことの積み

に対する意識の向上に繋がった。統一したケアを実施したこ

重ねによって、実生活の中で喜びややる気が感じられると間

とは、舌や口腔内清掃などの項目でスコアの低下に繋がった。

食量は調整できるとも考えられた。

口腔ケアを定着させ継続することが、口腔環境を整え誤嚥性
肺炎の発症予防に繋がる示唆が得られた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ハンセン病後遺症で知覚障害のある高齢者に
対するフットマッサージの快の効果
－予備調査－

キーワード：ハンセン病後遺症 知覚障害
フットマッサージ 快の効果

高齢者

高齢者における手浴後の白色ゴマ油の保湿効
果に関する検討

－ 3 種類の保湿剤と比較して－

キーワード：白色ゴマ油 皮膚水分量
保湿ケア 手浴

○平嶺 恭子・向江 貴子・二木 智恵美・翁長 稔
国立療養所星塚敬愛園

皮膚油分量

○木下 龍・森 治樹・喜多 知奈美・上杉 悠華・
米浜 有佳里・中野 知世・竹内 弘美
金沢大学附属病院

【目的】フットマッサージの研究は、1990 年頃から効果の有
効性について取り上げられてきた。健康な成人女性などを対

【目的】A 病院 B 病棟では手浴後の保湿ケアとして既製の外

象としたフットマッサージの効果は生理的・心理的指標で検

用薬だけでなく、安価で入手し易い白色ゴマ油を使用して

証されているが、ハンセン病後遺症がある方への心身機能に

いる。B 病棟での保湿調査では、白色ゴマ油塗布前後での平

及ぼす効果は明らかになっていない。このことから、ハンセ

均皮膚水分量に有意差はなく（p ＝ 0.84）
、皮膚水分量の低

ン病後遺症で知覚障害がある高齢者へのフットマッサージの

下が抑えられたという結果が得られた。しかし、他の保湿剤

快の効果について明らかにする。【方法】ハンセン病後遺症

と比較して白色ゴマ油にどの程度保湿効果があるかは明らか

で知覚障害のある 70 ～ 90 歳代の男女 5 名に対し、個室で

にされていない。そこで、白色ゴマ油とヘパリン類似物質軟

10 分間足浴し軽擦法を用いたフットマッサージを片足 5 分

膏、尿素 10％クリーム、白色ワセリンを比較検討すること

ずつ行い、1 名に対し計 6 回実施。介入の前後に血圧・脈拍・

で、白色ゴマ油の保湿効果について明らかにし、新たな皮膚

VAS・表情や言動の変化を 6 回実施。気分調査票は「緊張と

保湿ケアの示唆を得ることを目的とする。【方法】2020 年 8

興奮」「爽快感」
「疲労感」「抑うつ感」「不安感」を 1 回目と

月～ 2020 年 9 月に B 病棟に入院中の 65 歳以上かつ本研究

6 回目に実施。生理的・心理的データを前後で比較し快の効

へ参加の同意を得られた患者 30 名に実施した。手浴後に保

果があるか分析。対象者に目的 ･ 内容 ･ 手順を説明し、研究

湿剤塗布前と塗布 1 時間後に皮膚水分量、皮膚油分量を 1 箇

で不利益を被らないことや匿名性を保証し同意を得て、所属

所 3 回測定し平均値を代表値とした。分析は t 検定を使用し

施設の倫理委員会の承認を得た。【結果】脈拍は全員減少し、 （p<0.01）、各保湿剤塗布前後の平均皮膚水分量、平均皮膚油
血圧は実施後 5 名中 1 名が低下した。VAS で心地よさを測

分量を比較した。本研究での保湿効果とは保湿剤塗布後の皮

定し、30 回中増加 23 回・変化なし 4 回・下降 3 回であった。

膚の平均皮膚水分量、平均皮膚油分量の低下が抑えられるこ

気分調査票では、「緊張と興奮」「爽快感」は 1・6 回目とも

ととする。また、金沢大学医学倫理審査委員会の承認を得て

上昇。「疲労感」「抑うつ感」は 1・6 回目とも下降。「不安感」

実施した。
【結果】保湿剤を塗布しなかった場合、平均皮膚

は 1 回目が下降、6 回目は下降した対象者と変化がない対象

水分量、平均皮膚油分量は有意に低下していた。白色ゴマ油

者の差はなかった。表情・言動は、実施前は緊張した様子で

では、塗布前後の平均皮膚水分量（p ＝ 0.02）、平均皮膚油

あったが、
「気持ちが良い」「以前よりよく眠れる」
「温泉に

分量に有意差はなかった（ｐ =0.07）。尿素 10％クリームで

行った感じ」の発言や幼少期や青年期などの昔話や日常生活

は、塗布前後の平均皮膚水分量は有意に増加、平均皮膚油分

に関する話を笑顔でされていた。【考察】脈拍の減少からハ

量に有意差はなかった（p ＝ 0.02）
。ヘパリン類似物質軟膏

ンセン病後遺症で知覚障害のある高齢者にも、少なくとも副

では、塗布前後の平均皮膚水分量、平均皮膚油分量ともに有

交感神経を刺激したのではないかと考える。また、副交感神

意に増加していた。白色ワセリンでは、塗布前後の平均皮膚

経が優位になることで、血圧低下も考えられるが、本研究で

水分量は有意に低下、平均皮膚油分量に有意差はなかった（p

は血圧低下に影響があるとはいえなかった。血圧が 1 名しか

＝ 0.62）
。
【考察】手浴後に保湿ケアを行わなかった皮膚に比

低下しなかったのは、実施前後のコミュニケーションの影響

べ、本研究での保湿ケアを行った場合は皮膚水分量、油分量

を受けたと考える。心理的指標の心地よさとして VAS の比

の低下を抑えることができたと考える。尿素 10％クリーム

較では約 7 割が増加し、気分調査票から「爽快感」の上昇、
「疲

やヘパリン類似物質軟膏には皮膚水分量、油分量を増加、保

労感」の下降、
「不安感」は変化なし、「抑うつ感」が 3 名下

持する効果があった。また、白色ゴマ油には皮膚水分量、油

降したことは心地よさを感じ、快の効果が認められた結果だ

分量を保持する効果があり、白色ワセリンには皮膚油分量を

と考える。

保持する効果があった。以上より白色ゴマ油の保湿効果は白
色ワセリンよりも有効であり、尿素 10％クリームやヘパリ
ン類似物質軟膏の保湿効果は白色ゴマ油よりも有効であるこ
とが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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高齢糖尿病患者が生活体験の中で、インスリン
管理を日常化するプロセス
キーワード：高齢糖尿病患者

インスリン管理

日常化

看護師

意識調査

○吉村 志保・山田 彩香・三井 郁美
日本赤十字社長崎原爆諫早病院

¹ 福岡大学病院
² 福岡大学医学部看護学科

【目的】看護師は認知症患者への治療やケアの対応に苦慮し

【目的】高齢糖尿病患者が糖尿病発症から現在までの生活体
験の中で、どのようにインスリン管理を日常化してきたかを
明らかにする。
【方法】期間：2020 年 3 月～ 10 月 研究方法：
質的記述的研究 研究対象：インスリン療法を行っている 75
歳以上の 2 型糖尿病患者 6 名 糖尿病専門医 5 名と共に 75 歳
以上の高齢者糖尿病のコントロール目標である HbA1c :8.0％
未満の患者を抽出し半構造化面接を行った。逐語録からイン
スリン管理中の生活体験や思いに関する文脈を抽出し、コー
ド化、サブカテゴリー化、カテゴリー化しカテゴリー間の関
連を検討し図式化した。分析は質的研究経験者のスーパーバ
イズを受けた。用語の定義 日常化：糖尿病の治療によって
変容せざるを得なくなった生活を再構築し恒常化すること 倫
理的配慮：対象者に口頭と文書で説明し同意を得た。
【結果】
対象患者、男性４名、女性２名の計６名であった。平均年齢
は 77 ± 6 歳であり、インスリン使用期間は平均 12.1 年であっ
た。153 のコード、27 のサブカテゴリー、10 のカテゴリーが
抽出された。インスリン管理を日常化するプロセスは、診断
を受けた際の、
「覚悟していたけどやっぱりな」という思いか
ら始まり、
「インスリン療法への苦悩と抵抗」を感じながらも
「インスリンを打つ事はしょうがない」と切り替え、
「インス
リンを打たなければいけないと決心する」事で、
「糖尿病と
付き合う為に模索して生活を変える」プロセスに繋がる。
「人
生のイベントを経験し乗り越える」事や、
「周囲の協力を得
て一人じゃないと感じる」経験を糧に「模索したことで健康
管理ができるようになる」
。結果、
「インスリン打つことが生
活の一部になる」というプロセスであった。また、インスリ
ンを日常化する上で、
「あまり深刻に考えない方が上手く付き
合える」という結果であった。
【考察】インスリン治療開始時
に、治療への苦悩や抵抗を感じながらも、インスリンを打た
なければならないと決心し、糖尿病と向き合うために模索し
て生活を変える。生活を模索する中で更なる苦悩や抵抗が生
じ、模索する。その過程を繰り返しながら、健康管理ができ
るようになり、インスリンを打つことが生活の一部となるこ
とが考えられた。また苦悩や抵抗、模索を繰り返し、人生の
イベントを乗り越えながら、糖尿病と「向き合う」から「付
き合う」へと変化していくことが示唆された。
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－ユマニチュード ®の視点から考察する－
キーワード：認知症患者

○坂本 倫基 ¹・手島 佳代子 ¹・中野 美穂 ¹・
江﨑 香寿美 ¹・志垣 仁美 ¹・赤峰 五月 ¹・
黒髪 恵 ²

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

A 病院 B 病棟における認知症患者への看護師
の対応についての現状分析

はい
はい
はい

ており、A 病院ではユマニチュード ®を認知症ケアに取り入
れ始めた。本研究は、認知症患者への対応やケアに対する看
護師の意識を明らかにし、認知症看護の質の向上に向けユマ
ニチュード ®を継続するための示唆を得る。
【方法】A 病院
B 病棟の看護師 24 名に対し、基本属性、認知症患者への対
応やケア、ユマニチュード ®を知っているかの質問を無記名
自記式質問紙調査で行い、回収袋にて 2 週間の留め置き後に
回収した。質問紙の提出をもって同意と見なし、データは厳
重に管理した。分析方法は臨床経験年数別に 1 ～ 5 年目、6
年目以上とし質問ごとに回答の平均点、相関係数を算出し考
察を行った。【結果】分析対象者は臨床経験年数 5 年以下 9
名、6 年目以上 11 名の 20 名。全員が認知症患者と関わった
経験があり、対応に困難感を感じる人は 15 名、認知症ケア
に対しストレスを感じる人は 10 名、自身の認知症ケアをよ
くしたいと感じる人は 18 名であった。ユマニチュード ®の
言葉や技術を概ね知っている人は 10 名、言葉と基本的な考
えは知っているが技術は知らない人は 6 名、言葉だけ知って
いる人は 3 名、知らない人は 1 名であった。認知症ケアに対
する意識の相関性は、
「困難感を感じる」と「ストレスを感
じる」の項目に相関があり「困難感を感じる」と「自身の認
知症ケアが十分であると感じる」の項目には負の相関があっ
た。1 ～ 5 年目と 6 年目以上の回答を比較すると、前者は認
知症患者への対応にどうしたらよいかわからないと感じる人
が多かった。またいずれも「認知症ケアを良くしたいと感じ
る」の項目は他と比較し最も点数が高かった。
【考察】看護
師は認知症ケアに困難感を感じ、加えて経験年数が浅いほう
が戸惑いを感じる一方で、ケアを良くしたいと前向きに捉え
ていた。更に、認知症ケアが不十分と感じている看護師は困
難感が強く、ストレスを感じていると推察された。スタッフ
ごとにケアの方針や関わり方が異なると、認知症患者の不安
や混乱は増強し悪化を招くと言われており、スタッフ間で情
報を共有しケアの統一を図る取り組みが認知症ケアの質の向
上に繋がると考える。また、ユマニチュード ®の理解度は個
人差があり、ユマニチュード ®を日常のケアに取り入れるた
めには、個々の意識付けと病棟全体でユマチュード ®のケア
方法を定着させる必要があると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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小児混合病棟で勤務する看護師のプレパレー
ション 5 段階における実践状況
キーワード：子ども プレパレーション 5 段階
小児混合病棟 看護師

良性疾患で子宮全摘術を受ける患者のメンタ
ルケアの検討

－術後に面接を実施して－
キーワード：子宮全摘

○笠井 ゆり恵・宮田 愛実・山本 智世・平田 利江

○細川 喜美恵

公立能登総合病院

大和高田市立病院

【目的】小児混合病棟で勤務する看護師のプレパレーション 5
段階における実践状況を明らかにし、プレパレーションの普
及と定着に向けた課題を検討する。【方法】A 病院小児混合
病棟で小児患児に関わる看護師を対象に 2020 年 8 月に無記
名自記式質問紙調査法を行った。独自の調査紙を用いて、プ
レパレーション 5 段階別 23 項目の実践状況を 4 件法で回答
を求め、選択した理由や実践する上での工夫などを自由記載
で回答を求めた。プレパレーションの意味・効果・必要性な
ど認識について 4 件法で、プレパレーションへの関心につい
て 2 件法で回答を求めた。データ分析方法は単純集計し、自
由記載は内容に沿って分析した。A 病院倫理審査委員会の承
認を得て実施した。筆跡で個人が特定されないよう USB メ
モリで調査表を配布した。施錠箱に投函してもらい、回収を
もって同意を得た。【結果】対象者は 11 名（回収率 100％、
有効回答率 100％）、小児看護経験年数は平均 5.1 ± 5.5 年で
あった。プレパレーションの意味は「知っている」8 名
（73％）
、
「少し知っている」3 名（27％）、関心は「ある」11 名（100％）
であった。実践状況は第 1 段階“病院に来る前”は 50％で、
自由記載に「外来看護師と情報を共有する意識が低い」
「必
要性を感じない」等の意見があった。第 2 段階“発達心理的
身体的アセスメント・入院時の一般的オリエンテーション”
は 67.3％で、
『子どもの発達段階をもとにツールの選択をし
ている』の項目が 18.2％で、自由記載に「ツールが発達に適
していない」
「使用方法が分からない」等の意見があった。
第 3 段階“医療行為などの説明”は 94.8％、第 4 段階“処置
中のディストラクション”は 78.2％、第 5 段階“検査や処置
終了後のポストプロシージャプレイ”は 88.6％であった。
【考
察】プレパレーションの第 3 から第 5 段階までの実施が高い
傾向にあった。子どもへの説明や賞賛などは当然であること
や、プレパレーションの認識が高かったことが影響している
と推測された。第 1、第 2 段階の実践状況より、外来と病棟
の看護師が情報共有する認識が低いこと、子どもの発達に配
慮した物品や環境が十分に整っていないことが推察された。
外来での子どもや保護者の様子を情報共有する必要性につい
て学習する機会や、ツールの作成と認知発達に応じた説明を
具体的に検討していく必要がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

女性喪失感

メンタルケア

【目的】良性疾患で子宮全摘術を受ける患者の抱いている思
いの実態を知り、患者のメンタルケアの方法を検討する。【方
法】A 病院で、良性疾患で腹腔鏡下もしくは腹式で子宮全摘
術を受ける患者に手術前にアンケートを実施、術後 3 日以降
に個室で面接を行い、再度アンケートを実施、面接前後の気
持ちの変化をウィルコクソンの符号順位検定を用いて分析し
た。研究対象者へ研究目的及び研究方法、プライバシーの保
護、公表の際、個人は特定されないこと、調査協力の有無に
関わらず不利益を生じないことを書面で説明し、アンケート
の記入をもって同意とした。【結果】研究対象者は 20 名で、
平均年齢 46.6 ± 5.0 歳であった。手術前に「子宮を摘出する
ことは悲しい」の問いに「とてもそう思う」
「そう思う」と
回答した患者は 65.0％で、
「女性を失う気がする」
が 60.0％、
「更
年期障害が心配」が 95.0％であり、それぞれ面接後に有意に
減少した。
「月経が無くなるのは寂しい」は 20.0％、
「性生活
に不安がある」は 30.0％で、面接後の結果に有意差はなかっ
た。
「子宮を摘出することは悲しい」と回答した患者は、出
産経験のある患者と無い患者との間に有意差はなかった。自
由記述で「娘 2 人が育った場所なので失うのはやはり悲しい」
等の回答を得た。
【考察】
「子宮を摘出することは悲しい」や「女
性を失う気がする」と回答した患者が面接後に有意に減少し
たことは、傾聴的・受容的態度で患者の思いを聞くことが、
悲しさや不安の軽減に繋がったと考えられる。更年期障害を
心配している患者が多いので、卵巣機能の説明、更年期障害
の対処法の相談などを行う必要がある。
「月経が無くなるの
は寂しい」と回答した患者が少数であるのは、今までの過多
月経や貧血などの辛さから解放されるからではと考える。性
生活に不安を持ちながらも誰にも聞けない患者もいるので、
術後の性生活についての説明資料の作成や相談ができる時間
と場所の確保も大切であると考える。患者は、程度は異なっ
ていても出産の有無に関係なく子宮を摘出することで様々な
悲しさや心配、不安を抱いていることが把握できた。手術後
に面接や指導を実施することで、その悲しさや不安が軽減さ
れることも明らかになった。術後に面接時間を設けて患者の
思いを傾聴し、また患者の知りたい情報について説明、指導
をすることがメンタルケアに繋がると考える。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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消化器病棟における看護師の急変前の観察視点
－ NEWS を用いた急変兆候の把握－

キーワード：早期警告スコア（NEWS） 急変兆候

観察視点

○安在 圭太・勝間 隆光・金田 晋一・野島 美穂
東海大学医学部付属八王子病院

【目的】消化器病棟における看護師の急変前の観察視点を
NEWS の項目と照合し実態把握する。また急変の危険因子に
ついて患者属性等を分析し、急変の早期対応への示唆を得る。
【方法】1．研究対象者：消化器病棟に入院中に急変し、集中
治療室へ転棟した患者 107 人 2．データの収集方法：急変
の約 8 時間前の患者の状態について NEWS の 7 項目を観察
しているか、また急変の兆候に気付き調査項目の行動をした
タイミングをカルテ調査 3．データの分析方法：経験年数と
観察視点等との関連についてχ²検定、Kruskal-Wallis 検定等
を実施 4．倫理的配慮：東海大学医学部臨床研究審査委員
会の承諾を得て行った。過去の入院患者が対象であり直接同
意を得る事が困難であった為、ホームページ及び外来に研究
を実施している事、途中辞退の自由や参加・不参加による不
利益がない事、個人情報保護される事、成果を学会等で公表
する可能性がある事を掲示した。
【結果】1．患者の呼吸の観
察は、急変 6 時間前では呼吸数は 2 割、SpO2 は 5 割のみ実
施 2．NEWS の観察状況と経験年数との間には有意差なし
3．医師やリーダー看護師への報告は急変 1.5 時間前に行われ
ており、報告した時間と NEWS の項目を全て観察との間には
有意差なし 4．急変した患者の多くが高齢・低アルブミン
血症・低 ADL あり【考察】NEWS の観察状況と経験年数に
は有意差はなく、看護師の多くが呼吸数や SpO2 の観察をし
ていないことから、経験年数を問わず呼吸に関連した項目は
見逃される傾向にあると考える。また報告した時間と NEWS
の項目を全て観察との間にも有意差を認めなかったことから、
NEWS の項目全て観察の有無に関わらず報告時間は急変の直
近になっていたと考える。急変兆候を捉える上で呼吸が特に
大切であるが、呼吸に関連した項目を観察している看護師が
少数のみである現状から、急変リスクをアセスメントしなが
ら看護実践していない可能性が考えられる。つまり、報告時
間が遅くなっているのは、急変の兆候がその直近にならない
と認めないからではなく、兆候を観察していたとしても急変
リスクの高低についてアセスメントできていないからと考え
る。したがって、急変の危険因子として、高齢者・低栄養状態・
低 ADL のような予備能力の低下が示唆されたため、これら
を把握し予測して観察することが急変の早期発見・対応に繋
がると考える。

精神科救急入院料病棟（精神科スーパー救急
病棟）で保護室を利用する患者の入院場面に
おける看護実践

－熟練看護師の視点から－

キーワード：精神科救急入院料病棟 保護室
熟練看護師 看護実践

入院場面

○口羽 浩之 ¹・武内 愛 ¹・岡田 幸貴 ¹・澤田 由美 ²
¹ 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター
² 姫路獨協大学看護学部看護学科

【目的】精神科救急医療における臨床現場では、入院時の患者
は重篤な精神症状を有することが多く、暴力行為のリスクを考
えた看護実践が必要である。患者の立場に立った関わりが治
療の受け入れに関与することから、入院時のかかわりは治療関
係を構築するための重要な場面と言える。以上のことから、精
神科スーパー救急病棟で保護室を利用する患者の入院場面に
おける熟練看護師の看護実践を明らかにすることで、精神科治
療の重要な場面である入院時の看護を講じる際の示唆を得る
ことができると考えた。
【方法】研究者が所属する施設の倫理
審査委員会で承認（承認番号 1-21）
を得た後に研究を開始した。
研究参加者には本研究の目的、方法、不参加・途中辞退の自
由の保障、匿名性の確保、結果の公表について文章および口
頭で説明し、書面にて同意を得た。現在精神科病院で勤務し、
精神科看護経験年数５年以上、直近２年以内で精神科スーパー
救急病棟の経験を有する看護師を研究対象者とし、個室にて
半構造化面接を実施、質的帰納的に分析した。分析の妥当性
を保つため、
研究指導者によるスーパーバイズを受けた。
【結果】
4 名に個別の面接を行い、
全 252 のコードと [ 暴力を回避する ]
[ 自傷行為を回避する ][ 治療継続のための関係性を築く ] の 3
カテゴリーが抽出された。暴力や自傷など安全を保つための介
入だけでなく、不安への対応や信頼関係を築く行動も同時に行
われており、治療環境の整備が行われていた。
【考察】暴力リ
スクを評価するために常に患者の様子を観察し、安全な人数
で対応することが行われていた。また自傷行為を回避するため
に、過去の自傷歴など情報をリスク評価に用い、自傷に使われ
る可能性のある物の物理的排除だけでなく、その後も観察がし
やすい部屋を検討するなど、観察のしやすさを視点に環境調
整が行われていた。治療継続のための関係性を築く行動とし
て、丁寧な対応や無理やり内服を勧めずに、困っていることに
理解を示すなど治療関係を深める方法が行われていた。安全
を保つための介入だけでなく、不安への対応や信頼関係を築く
行動など、物理的な安全面と信頼関係を構築する行動が同時
に行われており、治療環境の整備に関心を向け介入していたと
考える。治療環境の整備は患者に対して安全安心な環境の提
供につながり、その後の回復を通して、その人らしい生活を獲
得するための支援へつながる看護実践と考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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思春期特発性側弯症患者が脊柱変形矯正固定
術を通じて体験した苦痛の様相
－苦痛への看護介入に対する検討－
キーワード：思春期特発性側弯症

術後

苦痛

脊椎の腹臥位術における偶発的低体温の発生
率とその関連要因

－異なる手術台の比較－

キーワード：全身麻酔 脊椎の腹臥位術
手術体位

思春期

○櫛比 七海 ¹・高島 真紀子 ¹・坂下 愛実 ¹・
杉本 奈央 ¹・杉田 友香 ¹・吉田 まり ¹・
林 京子 ¹・津田 朗子 ²・斎藤 瑠華 ²

偶発的低体温症

○笹間 祐太郎・増田 誠一郎
地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院

¹ 金沢大学附属病院
² 金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域

【目的】全身麻酔下手術中の偶発的低体温症（以下、低体温）
は種々の合併症を引き起こすため、体温管理は重要であるが、

【目的】思春期特発性側弯症（以下、AIS）に対する脊柱変

脊椎の腹臥位術における低体温の発生頻度に関しての報告は

形矯正固定術（以下、矯正固定術）は侵襲が大きく、患者は

ほぼない。よって一般的な手術台（以下、従来群）
、もしく

術後強い苦痛を示すが、その体験を思春期の患者の立場で理

は患者の体型に合わせて調節ができる等の点で有用性が高い

解することは難しい。そこで、AIS 患者が手術を通じて体験

とされるアレンスパイナルシステムセット（以下、
アレンベッ

した苦痛の様相を明らかにし、苦痛緩和への効果的な看護介

ド群）を使用した場合の低体温の発生率と関連要因を検討し

入の一助とする。
【方法】A 病院にて矯正固定術を施行され

た。【方法】2016 年 1 月～ 2020 年 10 月に脊椎の腹臥位術を

た AIS 患者のうち、本研究に同意が得られた者に、手術を通

受けた患者を対象に、後方視的診療録調査を行った。調査項

して患者が体験した苦痛について半構成的面接を行った。分

目は、1）属性：年齢、性別、2）手術要因：BMI、検査デー

析は修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いた。

タ、使用薬剤、術式、麻酔時間、手術時間、手術体位等、3）

得られたデータから患者が術後に体験した苦痛に注目して概

手術中の体温管理指標：手術開始時・終了時、最高値・最低値、

念を生成・構造化し、ストーリーラインとして文章化した。
【結

低体温の発生の有無等。分析方法は記述統計量の算出、多変

果】分析の結果、AIS 患者が矯正固定術後に感じる苦痛の様

量ロジスティック回帰分析、手術体位による群間比較（t 検

相として 6 つの［カテゴリー］
、11 の〔サブカテゴリ―〕が抽

定、χ²検定）
。統計解析は SPSS®ver.26 を使用、有意水準

出された。患者は術前
〔わざと他人事にしてしまう〕
よう振舞っ

は 5％とした。対象者に研究の目的、個人情報の保護、研究

ていたが、術直後は一変して激烈な［痛みしかない］状態と

結果の公表等について、所属施設のホームページ上に情報公

なっていた。また、術後鎮痛剤の副作用や臥床によって［苦

開し、
対象者が研究参加を拒否できる機会を保障した。
【結果】

痛が積み重なり］
、さらに自分では見えない［
“背中”
への怖さ］

分析対象は 207 名、属性は 64.5（SD 15.9）歳、男女比 50：

が苦痛を増強させていた。しかし、
〔1 週間取れない痛みだけ

50 であった。麻酔時間は 364.4（SD 122.8）分、手術時間は

ど、
歩けるようになったら全然平気〕と、
離床後は何事もなかっ

255.9
（SD 112.7）
分であった。低体温の発生は計 137 名
（66.2%）

たかのように回復していた。このように、患者にとって矯正固

で、内訳は従来群 55 名（59.1%）に対して、アレンベッド

定術の周術期は［時間の経過とともに色が変わる手術の体験］

群 82 名（71.9%）であった（p ＝ 0.053）
。多変量解析の結果、

であった。一方、歪んだ背中を持つ患者は、
〔みんなと同じよ

低体温の発生に有意な要因は麻酔時間（+10 分につき OR

うに普通でいたい〕という思いで手術に臨んでいたが、手術

1.10; 95%CI：1.03 ― 1.17、p ＝ 0.002）
、手術開始時の体温（＋

後［まっすぐできれいな背中とひきかえにできた創］により、

0.1℃につき OR 0.75; 95% CI：0.64 ― 0.87、p ＜ 0.001）、手術

コンプレックスの対象は創へと移っていった。
【考察】思春期

中の体温最高値
（＋ 0.1℃につき OR 0.77; 95% CI：0.68 ― 0.88、

の患者にとって背中は常にコンプレックスであり、手術前後

p ＜ 0.001）であった。
【考察】本研究では、既報における低

でその対象が移行することを理解し関わる必要があると考え

体温の発生率と比較しやや高い水準であった。有意差はない

る。一方、術前は自覚症状が脊椎の弯曲のみである患者にとっ

が、アレンスパイナルシステムセット使用時は体幹・四肢の

て、術後の苦痛は想像を超えるものであったことが推察され

露出が多く低体温になりやすいと推察される。以上より、低

る。思春期患者は自身の治療や手術への理解を周囲の大人に

体温の発生防止には手術前の体温保持のためのプレウォーミ

委ねる行動を示す場合が多いが、予期していなかった術後 1

ング、麻酔・手術時間の短縮や手術中の体温管理が重要であ

週間の痛みや怖さが苦痛を増強させていると考えられる。し

る。

たがって、術前から患者本人が感じているボディイメージに
寄り添いながら、痛みや創など術後の姿をイメージできるよ
う関わり、本研究で明らかになった苦痛の様相をもとに支援
することが効果的な看護介入となることが示唆された。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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はい
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全身麻酔下で人工股・肩関節置換術を受けた
患者の術後悪心嘔吐（PONV）発生の実態調査

救命救急センターに入院した認知症高齢者の
せん妄発症に影響した要因

キーワード：全身麻酔 人工関節置換術
（PONV）

キーワード：認知症高齢者

術後悪心嘔吐

せん妄

行動制限

○長野 恭子・尾野 亜由美

○時森 瑞貴・増田 誠一郎

大分県立病院

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院

【目的】術後悪心嘔吐（以下、PONV）は、全身麻酔患者
の 20 ～ 40％に発生し、周手術期の患者満足度の低下や医療
費の増大に影響を及ぼす。欧米では、PONV が「big little
problem」として扱われ、その対策を重要視しているが、本
邦ではその実態が十分に明らかになっていない。そこで、
本邦の全身麻酔下で人工股・肩関節置換術を受けた患者の
PONV 発生の実態について明らかにする。【方法】国内の基
幹病院で、2019 年 10 月～ 2020 年 9 月に全人工股・肩関節
置換術を受けた患者を対象に、後方視的診療録調査を行った。
調査項目は、1）属性：年齢、性別、喫煙状況、PONV の既
往、体重、嘔気・嘔吐が症状となった既往、制吐剤の持参
薬、入院期間、eGFR 値、2）手術要因：手術時間、PONV
予防薬の投与、使用麻酔の種類・麻酔量、術中の体液バラン
ス、術中の薬剤の使用状況、3）術後要因：術後の薬剤の使
用状況、手術後最大酸素投与量、PONV の有無、記録上で初
回 PONV 発生時間、嘔気の程度、嘔吐の有無、痛みの程度、
初回離床の状況。分析方法は、記述統計量の算出、χ² 検定、
Mann-Whitney U 検 定。 統 計 解 析 は SPSS®ver.26 を 使 用、
有意水準は 5％とした。対象者に研究の目的、個人情報の保
護、研究結果の公表等について、所属施設のホームページ上
に情報公開し、対象者が研究参加を拒否できる機会を保障し
た。
【結果】分析対象は 67 名で、平均 70.6（SD 9.8）歳、男
女比 1:3 であった。喫煙習慣ありは 24 名（35.8%）、手術時間
は平均 130.6（SD 32.3）分であった。PONV 発生は 31（46.3%）
であったが、発生しなかった者と属性、手術要因、術後要因
に有意差はなかった。PONV が発生した者のうち、初回離床
が遅延したのは 6 名（19.4%）であったが、これらの有意な
関連性は認めなかった（p=0.087）。【考察】本研究の対象者
では、既報の PONV 発生率よりも高い割合を示した。既報
では、性別（女性）、喫煙習慣、手術時間などが関連因子と
して報告されていが、本研究では有意差がなく、要因は特定
できなかった。対象者数が少ないことが一因と考えられた。

【目的】救命救急センターに入院してせん妄を発症した認知
症高齢者に影響した要因について明らかにする。
【方法】A
救命センターに入院中にせん妄を発症した 65 歳以上の患者
40 名（認知症あり群 20 名、認知症なし群 20 名）を対象に、
せん妄発症の背景・準備因子、身体・治療因子、患者因子、
周辺因子の各項目について、医師及び看護記録、検査データ
等からデータ収集した。分析は、カイ二乗検定を行い、有意
差は P ＜ 0.05 とした。統計ソフトは SPSS®Ver.24 を用いた。
倫理的配慮は、匿名性を遵守し番号化を行うこと、データは
鍵のかかる場所に保管すること、研究目的以外に使用しない
こと、適切な方法で処分することについて、A 病院倫理委員
会の承認を得た。【結果】年齢は 81 歳以上が最も多く、認知
症あり群（以下、
あり群）15 名、
認知症なし群（以下、
なし群）
12 名であった。性別内訳は、あり群は男性 9 名、女性 11 名、
なし群は男性 15 名、女性 5 名であった。疾患別分類は、あ
り群は多い順に脳血管疾患が 9 名、循環器疾患が 5 名、外傷・
整形外科疾患が 3 名、なし群は脳血管疾患が 13 名、呼吸器
疾患が 2 名であった。せん妄の既往は、あり群は 6 名、なし
群は 1 名、過去の脳血管疾患の既往は、あり群は 11 名、な
し群は 15 名であった。2 群間の比較において、
背景・準備因子、
身体・治療因子、周辺因子では、有意差はなかった。患者因
子では、行動制限の日数において、5 日間以内におけるせん
妄発症数は、あり群 19 名、なし群 10 名、6 日間以上 10 日
間以内は、あり群 1 名、なし群 8 名、11 日間以上は、あり
群 0 名、なし群 2 名であった。5 日間以内において、有意差
が認められた（P ＝ 0.006）
。拘束具の種類別では、有意差は
みられなかった。
【考察】高度医療デバイスを使用すること
の多いクリティカル領域においては、治療に必要な各種ルー
ト類の装着や床上安静の必要性が高く、行動を制限すること
につながりやすい。本研究において、救命センターに入院し
た認知症高齢者は、5 日間以内の行動制限がせん妄発症に影
響していた。しかし、行動制限なし群の比較をしていない為、
行動制限の影響については断定できず、本研究の限界と考え
る。行動制限中の高齢者は、せん妄発症率が高いと言われて
おり、行動制限の影響を考慮し、これらの治療やケア等につ
いて多職種と検討していくことが今後の課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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初版せん妄アセスメントツール簡略化の実現

－せん妄症状を重症化させないための統一した看護
ケアを目指して－
キーワード：せん妄

アセスメントツール

簡略化

2．データ収集期間 2019 年
4．方法 1）

スタッフへ初版ツールについてのアンケート調査
ケア医による勉強会の開催

皮膚障害

【目的】保育器の加湿と正期産児の皮膚障害の関連要因を明

【目的】初版ツール（2019）の精度を維持し簡略化する。
【方法】
3．研究対象：A 病棟看護師

保育器の加湿

栃木県済生会宇都宮病院

神奈川県厚生農業協同組合連合会伊勢原協同病院

4 月～ 2021 年 8 月

キーワード：正期産児

○黒瀬 仁子・桑原 薫那・碓氷 愛美

○白神 百合加・中村 朋子・伊内 久美子・
星野 勇将・中井 咲里

1．研究デザイン：ミックス法

保育器の加湿と正期産児の皮膚障害要因の関
係性

3）初版ツールの簡略化

2）緩和
4）ツー

ルの試行【結果】初版ツールについてのアンケート結果：
「使
用したことがある」は 10 名（47.6％）で、「情報収集の中で
必要があると思った」「自分のアセスメントに確信が持てな
かったから」などの回答があった。「知っているが使用した
ことが無い」は 8 名（38.1％）であり、「運用基準がわから
ない」
「記載に時間がかかる」などの回答があった。ツール
の簡略化：STEP 1 は院内の「せん妄予防の対応とマニュア
ル」を基に作成しており、改定版では患者本人や家族へ記載
してもらう問診型にした。また初版ツールの STEP 2・3 は、
類似した項目をまとめ、低活動性と過活動性に分け、症状の
軽度な順に並べたものを STEP 2 とした。さらに 2 時間おき
のチェックを各勤務帯 1 回の評価に減らした。ツール試行 1
回目：初版と改定版共に同一のせん妄患者を抽出できたの
は、57 名中 5 名だった。さらに改定版ツールでのみ抽出で
きた患者が 2 名いた。ツール試行 2 回目：せん妄発症患者は
41 名中 3 名だった。せん妄発症患者数はツール試行 1 回目
が 7 名、2 回目が 3 名で合計すると 10 名だった。そのうち 8
名（80％）はせん妄症状が消失してから 3 日目以降は再度出
現しなかった。しかし 2 名は全身状態の悪化とともにせん妄

らかにする。
【方法】研究デザイン：準実験デザイン、期間：
2020 年 4 月 1 日～ 9 月 30 日、対象患者：閉鎖式保育器に収
容された正期産児、データの収集・分析方法：出生体重・週
数、保育器・呼吸器使用日数、保育器内温度・湿度、体温、
皮膚障害の有無を調査した。保育器の加湿 50％に設定した
場合と不感蒸泄にて 40 ～ 50％の湿度を保持した場合の温度
と湿度の平均値の差について t 検定（有意水準 5％）を行った。
皮膚障害は、発疹学に基づいて観察した。倫理的配慮：家族
に同意書を用いて研究内容を説明し、同意を得た正期産児の
み研究対象とした。A 病院の倫理員会で承認後、データのみ
抽出し個人が特定できないよう配慮した。収集分析したデー
タは本研究以外に使用せず研究終了後はデータを破棄する。
【結果】対象患者は呼吸障害で入院し、保育器に収容された
正期産児 62 名。
（湿度 50％に設定した患者は 30 名・不感蒸
泄にて 40 ～ 50％の湿度を保持した患者は 32 名）湿度 50％
に設定した患者の平均出生体重は 3138.4g、出生週数 39 週 3
日、
平均保育器使用日数は 5 日、
平均呼吸器使用日数は 2.2 日、
平均保育器温度は 29.0℃、平均保育器湿度は 58.6％、平均体
温は 37.0℃で、皮膚障害があった患者は 5 名（16％）であっ
た。不感蒸泄にて 40 ～ 50％の湿度を保持した患者の平均体
重は 3130g、
出生週数 38 週 7 日、
平均保育器使用日数は 4.6 日、
平均呼吸器使用日数は 2.1 日、平均保育器温度は 28.1℃、平
均保育器湿度は 50.3％、平均体温は 37.0℃で、皮膚障害があっ
た患者は 2 名（6％）であった。両者の温度ｐ＝ 0.009、湿度

ｐ＝ 0.002 であり保育器内の温度と湿度に有意差があった。
症状が出現した。
【考察】せん妄の評価をする際は、簡便で、 【考察】新生児室の環境条件は湿度 50％前後が望ましいと言
信頼性、妥当性の高いツールを選択することが重要である。 われており、B 病棟は閉鎖式保育器を使用しているため、加
初版ツールは退院するまで毎日評価していたが、簡便さを追
求するために、ツールの使用を終了するタイミングを定める
必要があった。2 回目の試行結果から、状態の悪化により再
度せん妄が出現した患者がいたため、今回の研究では評価終
了日を定めることは難しいと考えた。しかし、改定版ツール
は初版ツールの精度を維持したまま評価でき、信頼性、妥当
性の高いツールを作成できた。さらに STEP 1 を問診型にし
たことと、初版ツール STEP 2・3 をまとめたことで、アセ

湿を行わなくても患者の不感蒸泄や呼吸器の加湿などにより
50％程度の湿度が保たれている。皮膚の脆弱さがある正期産
児が、適正湿度を超えた環境で過ごした結果、皮膚が湿潤し
皮膚障害につながった可能性が考えられる。正期産児と早産
児が入院する B 病棟では、それぞれの特徴に合わせた環境を
提供していくことで、皮膚障害が予防できるだけでなく、患
者の安楽を守ることにつながると考えられる。

スメントが敏速に評価できるツールが完成した。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
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②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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外傷により予期せぬ下肢切断となった患者へ
の ICU における精神的介入
－半構造化インタビューと SCAT による事例研究－

－ ICU 多職種カンファレンスの問題点の検討－

キーワード：予期せぬ肢の切断

キーワード：多職種

精神的介入

SCAT

ICU

○鈴木 陽介・櫻井 綾乃・岡本 愛里佳・石原 靖乃

○村松 真彩美

浜松医科大学附属病院

済生会横浜市南部病院

カンファレンス

ICU 看護師

【目的】A 病院 ICU で、外傷により予期せぬ右下肢切断となっ

【目的】A 病院集中治療センター（以下 ICU）では多職種カ

た未成年患者の症例において、明らかな精神症状を起こすこ

ンファレンスを行っているが、その中で看護師の積極的な発

となく ICU を退室した。事例研究にてその要因を明らかにし、

言が少ない現状がある。医療チームの中で看護師の果たす役

急性期における患者の精神看護の示唆を得る。【方法】外傷

割は大きく、多職種カンファレンスにおける看護師の役割遂

により予期せぬ右下肢切断となった未成年患者 B さんへの

行を妨げる要因について分析する必要があると考えた。そこ

半構造化インタビュー（n=1）を行った。ICU 入室期間の経

で、本研究では多職種カンファレンスで看護師が他職種と意

過表を提示しながら、事故直後の記憶、気管挿管中の記憶、

見交換が難しいと感じる要因について明らかにする。【方法】

現在の思いに関する質問をした。作成した逐語録を SCAT

A 病院 ICU において主にカンファレンスのコーディネーター

（Step For Coding And Theorization）で分析した。本研究

となるリーダー看護師で、本研究に同意が得られた看護師を

は A 大学臨床研究倫理委員会での承認を得て実施した。【結

対象に、多職種カンファレンスに対する認識について半構造

果】精神的背景として 22 の構造概念と 7 つの理論記述が抽

化面接法でフォーカスグループインタビューを実施。面接を

出された。関連が高いものを記載する。＜重症外傷の述語患

逐語化した後コード化、カテゴリ化する質的記述的研究デザ

者は [ 初回覚醒時に耳にした医療機器のビープ音による急性

インを用いた。本研究の実施にあたり A 病院の臨床研究倫

混乱 ] や [ 面会制限による両親の不在 ] による [ICU におけ

理部会の承認を受けた。【結果】2020 年 7 月に 2 名ずつの計

る強烈な孤独感 ] を抱く可能性があるが、[ 信頼できる家族

3 グループに面接を実施。対象者の看護師経験は 8 ～ 18 年

の声掛けによる事故の再覚知と想起 ] や [ 家族による安堵感

で、A 病院 ICU の経験は 1 ～ 9 年であった。238 のコードか

を与える行動 ]、[ 最もコミュニケーションを取りやすい存

ら、20 のサブカテゴリ、6 の〈カテゴリ〉が生成された。看

在である看護師 ] との会話、看護師の [ 安心感を与えるため

護師は発言できない要因を〈カンファレンスの運営に関する

のタッチング ] が精神安定をもたらすことがある＞＜看護師

問題点〉
〈看護師の発言が不要な状況〉だけでなく、その他

が [ 家族面談による患者の個別性の把握 ]、[ 家族が付き添

にも〈経験から来る消極性〉
〈看護師を主体とした日常的な

いできる環境整備の必要性 ] を認識し、[ 家族との言動統一

患者ケア検討の少なさ〉
〈他職種との価値観の違い〉がある

による患者との信頼性の構築 ] を行うことは、障害需要を促

と認識していた。それらが〈多職種カンファレンスに対する

進する可能性がある＞＜重症外傷患者は、自身で [ 長期目標

ネガティブな認識〉に繋がり、多職種カンファレンスでの看

の設定 ] と [ 短期目標の設定 ] を行うことがある。それは [ 自

護師の発言を妨げていた。
【考察】看護師間で日常的に看護

身で設定していた短期目標達成に伴う安堵感と精神状態の安

ケアについて話す機会が少ないことが、看護師の多職種カン

定 ] につながり、長期目標を達成した後には [ 障害を受容し

ファレンスでの発言を消極的にしていると考えられる。これ

た後の新たなボディイメージの獲得 ] を達成する可能性があ

は単に看護チームとしての方向性を他職種に伝えられないと

る＞【考察】我々は、傾聴などの患者に対する直接的な介入

いう状況だけでなく、個々の看護師が意見を持つという力を、

と、家族面談や面会調整などの間接的な介入を行った。前者

話し合いの経験から養うことができない状況に繋がると考え

は患者に対して精神的な安定をもたらし、後者は患者との信

られた。これらのカンファレンスに臨む看護師の経験やマイ

頼関係構築、共通目標の設定を通じた障害受容、その後の新

ンドとカンファレンスの運営上の問題点が重なり、看護師が

たなボディイメージの獲得に寄与していた。予期せぬ肢の切

多職種カンファレンスで意見交換することを困難にしている

断となった患者に対し、家族を介した対象理解、個別性の高

と考えられる。以上のことから、多職種カンファレンスの場

い精神ケア、家族の面会調整、家族と看護師間での共通した

で更に看護師が意見交換に関わっていくためには、まず看護

目標設定、集中治療に伴う苦痛の改善を行うことで、急性期

師間で話し合う機会を増やし、個々が意見を持ち発信するこ

における精神状態の安定や、障害受容を促進させることが示

とを学びながら、看護チームとしての考えを明確にしていく

唆された。

ことが、その一助となると考えられる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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多職種カンファレンスに参加する看護師の他
職種との意見交換に対する認識
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ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後の患
者が膀胱留置カテーテル挿入中に抱く思い
キーワード：前立腺癌 RALP 膀胱留置カテーテル
抱く思い 対処行動

暴言暴力のある脳炎患者のその人らしさを大
切にした支援

－強みを活かした関わり－
キーワード：脳炎

○近江 翔子 ¹・宝達 千里 ¹・河原 美穂 ¹・
橋本 絵李奈 ¹・西村 匠 ¹・浅田 優也 ²

強み

その人らしさ

○守田 鮎弥・今澤 美由紀
山口大学医学部附属病院

¹ 金沢大学附属病院
² 金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科学領域

【目的】暴言暴力のある脳炎患者の強みを活かした関わりを

【目的】ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（以下 RALP）
後の患者が、ADL が自立した状態で 18Fr の膀胱留置カテー
テル（以下カテーテル）を挿入しながら、1 週間日常生活を
過ごす中で抱く思いを明らかにすること。【方法】質的記述
的研究とし、A 病院で RALP を受けた患者 8 名を対象とし
た。対象者に研究の目的、方法、参加は自由であり個人の
不利益にならないこと、個人情報の保護について口頭と書面
で説明し同意を得た。プライバシーに配慮し、術後カテーテ
ルを挿入しながら日常生活を送るにあたり感じたことについ
て独自に作成したインタビューガイドを用い半構成的面接を
行った。内容は患者の同意を得て録音し逐語録を作成した。
内容を質的に分析し類似性と差異を照合しながらサブカテゴ
リー、カテゴリーの生成を行った。【結果】RALP 後の患者
がカテーテル挿入中に抱く思いは 73 個のコード、19 個のサ
ブカテゴリー、5 個のカテゴリーに分類された。カテゴリー
を《》
、サブカテゴリーを＜＞で示す。《日常生活動作で感じ
るカテーテル抜去への不安と軽減のための対処》は＜日常生
活動作により感じる抜去の不安＞など 4 つ、《感じることは
あるが、日常生活動作に支障がない違和感や痛み》は＜ゼロ
になるわけではないが自制できる範囲の違和感や痛み＞など
5 つ、
《思いがけないカテーテル挿入部からの脇漏れへの思い》
は＜脇漏れに対する尿取りパッドへの安心感＞など 4 つ、
《説
明を受けることであらわれる安心感》は＜手術そのものに対
する不安で考えられない術後の生活＞など 3 つ、《病棟外に
出られるからこそ感じる羞恥心》は＜病棟外で感じる羞恥心
＞など 3 つのサブカテゴリーから構成された。【考察】患者
はカテーテルの構造が分からないことによる抜去の不安と思
いがけない脇漏れへの思いがあり、説明に対して安心感を抱
いていた。このことから術前オリエンテーションや離床時に
改めて説明すべき内容について改善の必要性が示唆された。
また、違和感や痛みには個人差があり、症状がなくても予期
的な苦痛でストレスを抱えていることを理解し、思いを傾聴
しその方に適した行動を共に考えていく必要性が改めて示唆
された。さらに、病棟外で他者に見られるからこそ感じる羞
恥心を抱き日常生活を行っており、心の内を汲み取った声か

明らかにし、その人らしさを大切にした支援を検討する。【方
法】研究デザイン：一事例研究 対象者：Ａ氏、20 歳代、女性。
診断名脳炎。発症後より精神症状が出現し、数か月に渡る暴
言暴力により、対応に苦慮していた。研究方法： 混乱してい
た時期（混乱期）と現状を認識でき始めた時期（安定期）に
分け、診療録からストレスマッピングシートを用いて患者の
強みを抽出する。強みを活かした関わりを振り返り、その人
らしさを大切にした支援について検討する。倫理的配慮：個
人情報の保護、データの厳重管理、学会での報告等について
説明し同意を得た。研究に際して、所属施設の臨床研究等審
査委員会で承認を得た。
【結果】Ａ氏は混乱期には些細なこ
とで興奮し身体抑制が必要な状態が何か月も続いた。また、
身の回りのことには興味を持つことができず、ADL も全介
助であった。しかし精神症状が強い中でも、髪を気にする仕
草や鏡を何度も見る姿がみられ、Ａ氏が女性らしさを大切に
していることに気がついた。そこでＡ氏にどうしたら女性ら
しくできるかを投げかけ、自分でトイレに行くことや大きな
声を出さないことなどを一緒に考えていった。時間をかけて
繰り返し関わっていく中で、次第に自分で行うことが増え暴
言暴力も減っていった。安定期では家に帰りたい、アルバイ
トがしたいと自分の希望や目標を持てるようになり、やりた
いことのための努力や人に対して気遣う優しさなどがみられ
た。しかし、実現が難しい目標を立てていたため、目標を達
成するための小さな目標をＡ氏と共に考え、できたことを丁
寧にフィードバックしていった。
【考察】脳炎患者の精神症
状が強い混乱期には、症状に変動があり患者の強みに目を向
けにくいが、チームで関わることで些細な変化にも気づくこ
とができ、強みを手掛かりに関わっていくことにつながった。
安定期には希望が表出できる信頼関係の構築が重要であり、
脳炎患者は脱抑制が特徴であるため、実現可能な目標を決め
ることが必要となる。また患者は自分でできていることに気
づきにくいため、フィードバックすることで患者は自信を持
て新たな強みになったと考える。患者の人生で培った生活や
力など強みを活かした支援は、患者の自律を支え、その人ら
しさを大切にした支援につながったと考えられる。

けや精神的支援を行う必要性が示唆された。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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短期記憶障害のある患者に対する点滴自己抜
針予防具の検討

心臓血管センターに入院した認知症高齢患者
の病棟内デイケア実施に対する看護師の認識

キーワード：認知症

キーワード：認知症高齢患者 病棟内デイケア
心臓血管センター

短期記憶障害

点滴自己抜針予防

○川又 小夏・馬場 保奈美・大髙 裕紀子

○菅田 法子・菅原 亜有美

水戸赤十字病院

船橋市立医療センター

【目的】
（1）利便性に優れた点滴自己抜針予防具を作成する。
（2）短期記憶障害のある患者に対する文字の有効性について
検討する。
【方法】（1）認知症看護、皮膚・排泄ケア認定看
護師の意見を得て予防具を作成する。（2）対象者の選定 : 下
記 1）または 2）の条件を満たし、持続点滴を実施中かつ抑
制帯やミトンの使用がなく、本人と家族に同意が得られた方。
1）アルツハイマー型認知症の診断がある。2）A 病院のせん
妄チェックリストで短期記憶障害に該当した場合に DDQ43
を実施し、ADD に一番多くチェックが分布する。（3）予防
具を 7 日間装着し、評価表を用いて評価する。（4）看護師に
アンケートを実施する。選択式は単純集計し、自由記載は類
似性をもとにグループ化する。（5）A 病院看護研究倫理審
査委員会より承認を得た。【結果】（1）素材は通気性・吸湿
性に優れて伸縮性があり、色も肌色で目立たないものを検討
し、医療用のメリアス編みチューブ包帯を使用した。アーム
カバー型で上腕側と手首側をマジックテープで固定し、折り
返すことで固定が見えない工夫をした。記憶の想起を促すた
め、予防具に患者が理解できる表記体・文字の大きさ（縦 2.5
㎝×横 2.5㎝以上）で「点滴は大切に」と記入した。
（2）対
象者 5 名（平均年齢 77.8 歳）のうち 4 名に点滴の自己抜針歴
があったが、予防具装着中の自己抜針は日中 0 件、夜間に 1
件であった。皮膚トラブルは発生せず装着時の興奮もなかっ
た。看護師の 82% が固定しやすい、86% が刺入部の観察が
しやすいと回答した。（3）文字を見せて説明したことで患者
から理解を示す発言が聞かれ、患者自ら文字を見る様子も観
察された。91％の看護師が文字によって患者に説明しやすい
と回答した。
【考察】（1）高齢者の皮膚の特徴を踏まえた素
材は、スキンテアの発生がなく適切であった。指先を自由に
動かせる構造により ADL を阻害せず、患者の興奮がなかっ
た。2 ヶ所固定したことや折り返して固定を隠したことで、
外されにくい形状になった。看護師も着脱や刺入部の観察が
しやすかったと回答しており、患者・看護師ともに利便性の
ある予防具となったと考える。（2）患者に文字を見せながら
説明することで理解を促すことに繋がった。日中の自己抜針
がなかったことから、常に見える位置に文字があることは、
短期記憶障害のある患者の点滴自己抜針予防に効果があった
と考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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認知症看護

はい
はい
はい

【目的】認知症高齢患者の病棟内デイケア（以下デイケア）
の拡充に向け、A 病院心臓血管センター病棟（以下 B 病棟）
でデイケア実施に対する看護師の認識を明らかにする。【方
法】実態調査研究。研究対象者：A 病院 B 病棟看護師（以
下看護師）23 名。データ収集期間：X 年 4-5 月。調査方法：
病棟内デイケア実施について独自に作成した質問紙を配布し
回答を依頼。データ分析方法：1）臨床看護経験年数
病棟経験年数
ア参加経験

3）認知症看護の興味

2）B

4）A 病院外のデイケ

5）デイケア実施内容を業務内での実践頻度

デイケア参加希望

7）デイケア実施の患者変化

6）

8）デイケ

アの必要性の計 8 項目について 5 段階のリッカート尺度で回
答とし、Spearman の順位相関係数を求めた。自由記載項目
はデイケア実施による患者変化、デイケア実施の患者を担当
してよかったことを挙げ、回答をカテゴリー化し分類した。
A 病院倫理審査委員会（承認番号：第 1-41 号）の承認を受
け、対象者への倫理的配慮は書面を用いて説明した。質問紙
は無記名でデータは個人が特定されないようコード化した。
【結果】回収数 21 部（回収率 91.3%）
、臨床看護経験年数 7.95
年（SD ± 5.51）
、B 病棟経験年数 4.52 年（SD ± 2.54）だっ
た。認知症看護への興味について、興味がある 4 名（19％）、
やや興味がある 13 名（61.9％）だった。正の相関を示したの
は 3）認知症看護の興味と 6）デイケア参加希望（0.70）
、2）
B 病棟経験年数と 7）デイケア実施の患者変化（0.53）だっ
た。デイケア実施による患者変化は〈情動の変化〉
、デイケ
ア実施の患者を担当してよかったことは〈生活リズムづくり〉
〈対話のきっかけ〉が抽出された。
【考察】B 病棟は急性期病
棟だが看護師の 8 割が認知症看護に興味があり、認知症看護
の興味とデイケア参加希望には強い正の相関があった。また、
病棟業務の積み重ねで得られる看護技術の習得が看護業務に
時間的・精神的ゆとりを生じ、患者の機微に気づく事につな
がりがある可能性が示唆された。更に、デイケア実施は看護
師が患者の情動変化に気づき、生活リズムを整え対話のきっ
かけと捉えていることが明らかになった。デイケア拡充に対
して看護師は肯定的なイメージを抱いており、B 病棟のデイ
ケアを日常生活リズム作りの一つとして、デイケアの体制づ
くりを看護師と共に構築する必要がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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救急外来看護師の緊急心臓血管カテーテル検
査を受ける患者の家族への看護援助

精神科一般病床の自殺リスク者に対する夜間
巡視時の看護実践

キーワード：救急看護
家族看護

キーワード：精神科看護

緊急心臓血管カテーテル検査

○田村 和己・有留 陽子・紅林 隼人・渡邉 奈々
富士市立中央病院

夜間巡視

自殺対策

○伊久 美紀子 ¹・中村 優子 ¹・氏平 佐和子 ¹・
澤田 由美 ²
¹ 岡山県精神科医療センター
² 姫路獨協大学看護学部看護学科

【目的】急性心筋梗塞患者に対して、発症から再灌流までの
総虚血時間をいかに短くするかが、生命予後に大きく関わる

【目的】病院内の自殺企図の半数以上は夜間に発生している。

ため、緊急で心臓血管カテーテル検査（以下緊カテ）が行わ

自殺予防対策として再企図に注意し観察を密にすること、患

れている。そのため看護師が、患者の家族に十分に関わる時

者の訴えを傾聴することなどの安全面の対策を講じることが

間がない現状であり、命の危機に瀕した患者の家族の不安や

重要とされているが夜間巡視に特化した具体的な看護実践は

動揺に対して行う看護援助を明らかにした。【方法】A 病院

明らかにされていない。そのため精神科一般病床をもつ自殺

の救急外来で勤務する緊カテ介助の経験があり、クリニカル

リスク者が治療をおこなう閉鎖病棟（以下“一般病床”）の

ラダーⅢ以上の看護師 4 名を対象に、半構成面接を行い、得

自殺リスク者（以下“患者”
）への夜間巡視時の看護実践を

られたデータを帰納的に分析した。倫理的配慮として、研究

明らかにし、看護の質の向上、精神科病院における自殺防止

協力はポスターで募り、文書にて同意を得て面接を実施した。

対策への示唆を得る。
【方法】研究者が所属する施設の倫理

【結果】87 コード、＜ 23 サブカテゴリー＞、≪ 7 カテゴリー≫

審査会で承認（1-22）を得た後に研究を開始した。研究参加

が抽出された。コアカテゴリー〔患者の救命が優先となる状

者には本研究の目的・方法・不参加・途中辞退の自由の保障、

況で行われる家族への心遣い〕が明らかになった。看護師は

匿名性の確保、結果の公表について文章および口頭で説明し、

＜治療優先となり家族への関わりが後回しになってしまう事

書面にて同意を得た。一般病床で勤務経験のある看護師を研

実＞から≪救命と家族への関わりの間で抱くジレンマ≫を感

究対象者とし、患者に対する夜間巡視時の看護実践について

じていた。一方、家族には患者が重症であることを≪伝わっ

半構造化面接を実施、録音したインタビュー内容から逐語録

てほしいと願う重症感≫と思っていた。また、急変を念頭に

を作成し、抽出したデータを分析した。分析の妥当性を保つ

≪本当は大丈夫と言いたいが大丈夫と言わない≫と配慮をし

ため、研究指導者によるスーパーヴァイズを受けた。【結果】

ていた。医師からの説明に≪インフォームドコンセント（以

対象者は男性３名、女性２名、平均年齢は 37.4 歳、全員一般

下 IC）が成立していないがゆえの説明工夫≫として＜可能

病床に勤務しており、勤務経験が２年目以降の看護師。一般

なかぎり噛み砕いた治療説明＞や＜医師の IC 後に行う治療

病床における患者に対する看護実践として〈患者の背景を見

説明への補足＞をしていた。家族の受け止め等を判断した上

極める〉〈自殺につながる環境に対応する〉〈患者への特別な

で、＜サポートができる家族を呼ぶ＞ことや、＜患者治療優

看護を意識する〉が抽出された。
【考察】自殺企図歴のある

先に伴う待機の依頼＞をして≪衝撃を受けた家族の思いを汲

患者には、自殺リスク評価が下がっても再企図への注意を継

み取った関わり≫をしていた。また限られた時間で家族の表

続し、日頃から患者の行動に注意を向け観察し必要な介入を

情や言動を≪経験則から自然に行う行動≫として観察し、＜入

行っていた。そして“いつもと違う違和感”を察知し、患者

室前に患者と面会できるようにするための工夫＞のような≪急

の緊急度を見極めることで、優先度の高い患者への介入がで

変を懸念するが故の提案≫をしていた。
【考察】救急外来では、

き自殺行動の抑止につなげていた。患者が相談できず自殺に

緊カテを受ける患者の家族には治療優先であるがゆえに、医

つながるリスクを予測し、心理的な距離に配慮しながら自殺

師からの説明も必要最低限に留まることが多い。そのため家

につながる環境に対応することで自殺を未然に防ぐことがで

族は十分に理解できないまま、命に直結する判断をしなけれ

きる。不眠に伴う苦痛に目を向け話すことで、患者の自殺念

ばならない状況にある。看護師は十分に患者家族の気持ちを

慮の程度、抱えている内容が明らかになり、患者は気持ちや

汲み取って関わる余裕はないが、IC 後に家族の反応を伺い、

問題の整理と見通しをもつことができ、話している時間その

かみ砕いた言葉で治療説明への補足を行っていた。看護師は

ものが有用なリスク回避になると考える。

家族の立場へ自分を置き換えており、家族が気にしているこ
とに声をかけ、
〔患者の救命が優先となる状況で行われる家
族への心遣い〕をしていたと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅲ -18

下咽頭癌術後の縫合不全により経口摂取再開
を延長した患者の食べる価値
キーワード：下咽頭癌 経口摂取再開の延長
治癒遅延のストレス

食事

開心術後合併症による PMI 患者への看護に
関する調査

－術後患者の思いを調査し、手術室看護を検討する－
キーワード：開心術後合併症
手術室看護

○森下 智世・望月 美和・鈴木 あかり・
齊藤 美紀

PMI

不安

VAS 法

○今水流 彩乃・対馬 圭子

浜松医科大学医学部附属病院

公益財団法人心臓血管研究所付属病院

【目的】下咽頭癌術後の縫合不全により経口摂取再開の延長

【目的】術後合併症は患者の QOL のみならず精神的影響を及

を経験した患者から、治癒過程の体験や思いを聞き取り、対

ぼすと考えられ、質の高い看護が求められる。本研究は、術

象患者にとっての食べる価値を構築するプロセスを明らか

後合併症による PMI（Pacemaker Implantation）患者の不

にすることを目的とする。【方法】対象者は、下咽頭癌術後

安や心境の変化を調査し、現在の手術室看護を検討し、質の

7 日目の嚥下評価で縫合不全を認め、経口摂取再開の延長を

向上を目指すことを目的とした。
【方法】2014 年 4 月〜 2020

経験し、退院後 1 ヵ月以上経過、かつインタビューの同意が

年 3 月に施行した開心術症例のうち、術後合併症により PMI

得られた 2 名である。事前にインタビュー用紙を研究対象者

となった患者は 12 名であった。そのうちアンケート調査可

へ渡し、その回答をもとに半構成的面接法を用いてインタ

能と判断された 6 名を対象とした。調査内容は不安や心境変

ビューを行った。それらから得られたデータを逐語録にして

化に関する 7 項目、手術室看護に関する 6 項目とした。不安

カテゴリー分析を実施した。回答内容の自由度を高め制限を

評価は VAS 法（Visual Analogue Scale）を用い、スコア化

避けるために質問内容に配慮した。筆談による負担を考慮し

して評価した。本研究は公益財団法人心臓血管研究所倫理委

て所要時間は 30 分以内に留め、プライバシーが保たれてる

員会の承諾を得ており、アンケートは無記名調査とし、個人

個室を使用した。
【結果】インタビューで得られたデータを

情報保護を厳守した。
【結果】
アンケート回収率は 67％
（4/6）、

分析した結果、下咽頭癌術後の縫合不全により経口摂取再開

有効回答率は 100％（4/4）であった。不安の平均値は、心

を延長した患者の思いは＜患者理解＞、＜治癒遅延によるス

臓手術前 69 点、
PMI が必要と知った時 59 点、
PMI 術前 54 点、

トレス＞、＜食事の意義＞という 3 つのカテゴリーに分けら

PMI 術後 48 点であった。PMI が必要と知った時の心境は「大

れた。治癒遅延のストレスや経管栄養などの身体的・精神的

変残念でやるせない気持ち」
「もがくような思い」
、PMI を受

苦痛を体験することで、対象患者が「食事は生活する中での

け入れた心境は「医師を信頼するしかない」
「普通の生活に

楽しみ」
「生きがい」「自分で食べる食事は幸せ」という、食

戻るため」であった。手術室看護に関する項目では、PMI も

べる価値を得ることがわかった。【考察】下咽頭癌術後の縫

同じ看護師に担当して欲しいと回答した患者は 75％、その理

合不全により経口摂取再開の延長した患者は、食べる価値を

由は「同じ看護師が担当してくれると安心する」が多かった。

構築していく過程の中で、術直後では十分な患者理解ができ

PMI の術前訪問を希望する患者も 75％であり、その理由は

ておらず、患者の受け止めを助長できるような介入が必要で

「手術に向けて安心感が増すため」「先生とは違う色々な話が

あると考えられた。また術後の治癒遅延と、それに伴う長期

聞けるため」であった。
【考察】開心術後合併症で PMI を余

間の経管栄養が患者にとっての身体的・精神的苦痛を増幅さ

儀なくされた患者の不安は、PMI 術後まで継続しており、不

せていることから、十分な病状説明や精神的支援の必要性が

安や心境の変化と共に手術を受け入れていることが明らかと

示唆された。

なった。長澤らは、
「術後に状態不安を強く感じている患者
は、手術への成功の認識が薄い」と述べている。このことか
ら、合併症の発生により PMI となった患者は、手術成功に
対する認識が薄くなり、不安が PMI 術後まで継続している
と考えられた。また、患者は手術室看護師との関わりを通し
て、手術への安心感を求めていることが示された。可能な限
り、開心術時と同様の外回り看護師が担当できるよう配慮す
ると共に、術前・術後訪問を通して患者の不安や心境変化を
理解し寄り添うことが、手術室看護師の重要な役割と考えら
れる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅳ - １

人工呼吸器離脱に向けた集中治療室の熟練看
護師のアセスメントに関するインタビュー調
査
キーワード：人工呼吸器離脱
アセスメント

集中治療室

熟練看護師

キーワード：退院支援

小児病棟

困難感

○大河原 真知子・武田 美佳・土肥 身江・坂本 麗
宮崎県立宮崎病院

○小野寺 尚義・高梨 奈保子

【目的】小児病棟での退院支援において看護師が抱える困難

船橋市立医療センター

【目的】A 病院の、ICU 熟練看護師が人工呼吸器管理中の患
者をどのようにアセスメントし、医師や多職種とどのように
協働しているかを明らかにする。【方法】研究デザイン：質
的研究。対象者：A 病院 ICU 在籍中の看護師歴 10 年以上か
つ A 病院 ICU 経験 5 年以上 ( 以下、熟練看護師とする ) の看
護師の中から同意の得られた看護師 5 名。データ収集方法：
インタビューガイドを用いた半構造化インタビューをした。
調査項目：看護師経験年数、A 病院 ICU 経験年数、人工呼
吸器患者をどのようにアセスメントし離脱に向けて看護介入
をしているか、人工呼吸器離脱の評価した内容をどのように
医師と共有しているか。データの分析方法：質的内容分析を
用いてデータを逐語録にし、コード、サブカテゴリ―、カ
テゴリー化した。倫理的配慮：A 病院倫理委員会の承認 ( 第
1-19 号 ) を得て、データは個人が特定できないようにした。
【結果】5 名の看護師経験年数は平均値 22.2 ± 4.73 年、A 病
院 ICU 経験は平均値 10.6 ± 2.24 年だった。151 コードから、
19 サブカテゴリー、7 カテゴリーに分類された。カテゴリー
は〈経験値やフィジカルアセスメントを活かした判断〉
〈危
険を予測し患者目標を掲げた看護介入〉〈安全に配慮したス
タッフ配置をし、抜管の可能性を看護師で判断〉〈抜管に向
けた苦痛の軽減と離床の促し〉〈安全な抜管に向け医師への
治療方針の確認と情報提供〉〈人工呼吸器離脱に向けた看護
師と医師の連携〉〈中止基準の不明瞭・多職種間の情報共有
不足による離床遅延〉だった。【考察】熟練看護師は人工呼
吸器離脱に向けたアセスメントとして、今までの経験を活か
し患者が人工呼吸器を離脱するために必要な情報を収集・ア
セスメントすることで抜管可能かを判断していた。また、一
貫して継続的な看護介入ができるよう考慮しスタッフを導く
ことで安全な患者管理を行っていた。更に、再挿管のリスク
を減少させていた。一方で人工呼吸器装着患者の看護実践中
に、熟練看護師の暗黙知を共有することが少ない可能性があ
り、今後は ICU 熟練看護師の観察視点・アセスメント内容
を言語化していく必要がある。また、理学療法士などの多職
種との情報共有時間が少ないことが明らかになった。今後は
患者のスムーズな人工呼吸器離脱に向けて、医師や多職種と
も連携していくことの必要性が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

小児病棟での退院支援において看護師が抱え
る困難感

はい
はい
はい

感を明らかにし、退院支援プロトコールを検討する。【方法】
研究デザイン：質的記述的研究、研究参加者：小児病棟看
護師 24 名中同意が得られたもの、研究期間：2020 年 7 月～
2021 年 1 月、
データ収集方法：質問紙調査法（内容：経験年数・
退院支援経験・支援内容・難しさ等。自由記述含む）
、分析
方法：データをカテゴリー毎に分類し上位概念を抽出する、
倫理的配慮：研究への参加協力は自由で中断も可能、これに
より不利益を被ることがないこと、個人が特定されないよう
プライバシーの保護に配慮すること、質問紙内容は本研究以
外には使用しないこと、辞退時は受入れるなどの説明をして
同意を得た。A 病院倫理委員会で承認を得た
（NO；20-22）。
【結
果】回収率 100％。小児病棟での退院支援において看護師が
抱える困難感は 48 コードあり、22 のサブカテゴリー、5 つ
のカテゴリーが抽出された。5 つのカテゴリーは＜家族の受
け入れ状況への対応に関する困難感＞＜家族と医療者の思い
の相違に関する困難感＞＜医療者間の役割に関する困難感＞
＜退院指導の開始時期・手順に関する困難感＞＜在宅医療の
知識不足に関連する困難感＞であった。
【考察】＜家族の受
け入れ状況への対応に関する困難感＞医療的ケアへの抵抗感
や負担感、在宅生活の難しさを表出する家族が多い。家族の
受け入れ状況を知りチーム内で情報共有し、統一した姿勢で
介入することが大切である。＜家族と医療者の思いの相違に
関する困難感＞ NICU から転棟後、指導の統一に対する不満
表出があり情報共有や先を見通した指導が不十分であった。
NICU と協働で使用できるパス等を検討し継続支援の実現が
求められる。児の状況や成長でケア内容が変化しうるため長
期的な視点で丁寧な説明を継続することが必要となる。＜医
療者間の役割に関する困難感＞早期から多職種合同カンファ
レンスを行い、チーム間で方向性を密に話し合う体制作りが
求められる。退院支援に関してチーム全体の意識向上が必要
である。＜退院指導の開始時期・手順に関する困難感＞経験
年数に関わらず統一した評価を行うためツールや手順を作成
することが必要である。＜在宅医療の知識不足に関連する困
難感＞小児地域包括ケアシステムや管理料についてまとめ看
護師全員が活用することで、退院支援スキルの底上げが実現
できる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅳ - ３

ICF モデルを用いた患者目標の共通認識
キーワード：リハビリテーション看護
目標共有

ICF

多職種連携

キーワード：高齢者

○本田 彩華・増形 麻奈美・印南 裕子

退院支援

へき地医療拠点病院身延町早川町組合立飯富病院

【目的】看護師とセラピストが同じツールで患者をアセスメ
ントし、患者・家族と医療者の目標を共通認識できるかを明
らかにする。
【方法】勉強会により知識を得た看護師とセラ
ピストが ICF を用いて事例展開を行った後にアンケート調
査を実施した。倫理的配慮は、研究対象者に目的、趣旨、参
加は自由意志とし不参加による不利益は生じないこと、個
人情報を保護することを口頭と同意書を用いて説明し同意を
得た。また、院内の倫理委員会で承認を得た。【結果】看護
師を対象に ICF の勉強会を実施した。看護師はマイナスの
側面に着目しやすかったが、勉強会後は問題に視点を当てる
のではなく、プラスの側面に視点を当てることが可能となっ
た。脳梗塞により ADL 低下、認知機能低下があり、家族は
施設退院を希望したが、患者本人は自宅退院を希望している
患者に対して事例展開した。患者のホープに対し、多職種で
どのように支援したら自宅退院できるかを検討、歩行補助具
を用いた歩行の導入や内服管理ができるように医師に相談し
内服を調整した。その結果、自宅退院し看護師は退院後訪問
を実施、在宅サービスに繋げることができた。ICF を用いる
ことで看護師からは「目標が見えやすくなった」「患者・家
族の希望に沿って自分たちに何ができるのかを考え支援する
ことが大切だと感じた」といった意見があがった。セラピス
トからは「情報共有がしやすくなった、看護師との視点のず
れが解消された」との意見があった。【考察】看護師は ICF
を理解することで、プラスの側面に目を向け患者のホープを
叶える支援を見出し、看護を実践することが可能となったと
考えられる。角田は、ICF モデルの活用について「チーム全
体でそのイメージを共有し、統一した目標へ向かってリハビ
リテーションを進め、より質の高い退院支援を行い、さらに
回復期後を担うスタッフと連携するためにも大きな役割を果
たす」と述べている。このことからも、その人らしい在宅復
帰を支援する回復期病棟では、多職種で目標を共通認識する
ことは重要であるといえる。事例では ICF を用いたことで
患者のホープに沿って多職種が目標を共通認識できるように
なった。このことからも、ICF モデルを用いることは患者・
家族と医療者の目標を共通認識することができることが明ら
かになった。

184

家族

○鮎川 雅子

国際医療福祉大学塩谷病院

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

へき地医療拠点病院における高齢患者と家族
が退院支援に望む情報とタイミング

【目的】在院日数の短縮から繁雑化する看護業務の中で、高
齢患者・家族の意思を尊重した退院支援の完遂は容易ではな
い。へき地医療拠点病院として無医地区医療や在宅医療・介
護を担う A 病院（一般病床、地域包括ケア病床）では多く
の高齢患者を受け入れているが、在宅復帰に困難を要し退院
調整がスムーズにいかない例も多い。本研究では、A 病院に
入院中の高齢患者・家族が退院後の生活に向けて必要として
いる情報および情報提供のタイミングを明らかにし、高齢患
者・家族の意思決定を尊重する退院支援への示唆を得ること
を目的とする。【方法】A 病院に入院中で退院が確定してい
る患者と家族各 10 名に看護師の退院支援（情報提供・援助
方法の指導等）を必要とする程度と情報提供のタイミング、
退院への不安を自記式質問紙にて調査した。実際の退院支援
項目から独自に調査票を作成し必要性とタイミングを 4 段階
リッカートで尋ねた。得られたデータは平均値を算出し患者・
家族の基本属性ごとに Wilcoxon 検定を行った。対象者には
研究概要と自由意思に基づく調査である事、個人情報の保護
について説明し署名を以って協力同意とした。
【結果】患者
10 名、家族 9 名から回答を得た。患者は男性 3 名、女性 7 名、
平均 86.4 歳、家族は男性 3 名、女性 6 名、平均 62.1 歳であっ
た。疾患の知識や利用できるサービス、ADL 状況等の退院
に向けた情報については、あまり必要ないとする患者が多く、
家族の方が有意に必要と回答した（p=0.0012）。また入院時、
方針決定時、ADL 変化時において、患者が退院支援をあま
り必要としていないのに対し、家族は全時期で退院支援を必
要としていた（p=0.012）
。一方、
退院後の不安は、
病状の変化、
落ち着いた生活が可能か、ADL など多くの項目で患者・家
族間に差はなく両者とも比較的高値であった。
【考察】多く
のタイミングで患者は家族より退院に向けた情報提供のニー
ズが低いことから、患者は退院支援への期待が低く退院を自
分のことと考えていない可能性が示唆された。このことから、
看護師は日々の対話から患者の退院後のイメージ化を促し、
患者が退院を自分自身の事と考えられるような看護介入を実
施し、退院後の生活が患者主体である事を家族と共有するこ
とが、高齢患者・家族の意思決定を尊重する退院支援につな
がると考える。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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外来看護師による悪性疾患患者への在宅療養
支援スクリーニングの実態
キーワード：在宅療養支援
悪性疾患

スクリーニング

外来看護師

暮らしの場でもケアを継続する為の施設職員
との連携

－病棟看護師ができること－
キーワード：地域連携

○玉井 定子・的場 陽子・西田 まゆみ・根来 雅美・
宍戸 陽子・大成 明香・小野 加寿代・
多曽田 邦江
公益財団法人天理よろづ相談所病院

ケア方法の共有

退院後訪問指導

○林 沙里・浅賀 未来・木村 升美
NTT 東日本伊豆病院

【目的】慢性疾患を持つ患者が生活の場である施設でケアを

【目的】外来看護師が実践する、在宅療養支援の必要性を評
価するためのスクリーニング内容に着目し、看護記録の振り
返りから在宅療養支援スクリーニングの実践内容の実態を明
らかにすることを目的とした。【方法】質的内容分析研究。
外来看護師が療養支援に介入した患者 25 名の 2 か月間の看

継続して受けることを支援するための方法を明らかにする。
【方法】事例研究。入院中の看護と退院後訪問指導で実践し
た看護、患者の反応を電子カルテから抽出。退院後訪問指導
時の施設職員の言動を、訪問した看護師より聞き取りを実施
した。対象者に研究内容と個人情報保護について説明し、紙

面で同意を得たのち、所属施設の倫理委員会で承認を得た。
護記録のうち、
「スクリーニング」に関する内容を抜粋した。 【結果】A 氏 70 歳代男性、障害者療養施設入所中。2 か月で
その看護記録内容を、主観的情報、客観的情報、アセスメン
3 回、腎盂腎炎と糞便イレウスの診断で入院した。3 回目の
ト、支援内容に分けて一文章ごとのデータをコード化、カテ
ゴリー化した。
【結果】対象患者は 4 診療科 8 名で、悪性疾
患の治療期から終末期の患者であった。主観的情報、客観的
情報、アセスメント、支援内容に分類し、計 22 のカテゴリー
を生成。以下カテゴリーは＜ ＞で示す。退院支援・調整の
重要要素である「意思決定支援」「医療管理上の課題」「生
活・介護上の課題」に整理して述べる。
「意思決定支援」で
は 6 つのカテゴリーが抽出された。医師からの説明内容に対
して＜終末期の治療に対する患者・家族の思い＞を聴き取り、
＜進行する病状の受け止め方＞をアセスメントしていた。支
援内容では＜病状進行を受容するための支援＞を実践してい
た。また、＜今後の療養場所の選択についての本人・家族の
希望＞を聴き取り、在宅療養調整を進めていくタイミングを
図りながら療養場所の選定に関する情報提供を行っていた。
「医療上の課題」では 4 つのカテゴリーが抽出された。全身
状態の観察から＜患者の状態把握＞を行い＜主要疾患の進行
状況と予後予測＞と共に＜医療管理上について課題を整理し
支援を検討＞していた。そして、＜医療管理・処置への支援
＞を実践していた。「生活・介護上の課題」では７つのカテ
ゴリーが抽出された。＜病状の進行に伴う生活の変化＞＜家
族の協力体制＞が観察され、＜生活・介護上の課題を整理し
療養支援の必要性や調整について検討＞していた。そして、
＜社会資源活用の支援・調整＞を実践していた。【考察】外
来看護師は療養支援スクリーニングの際、すでに必要な情報
収集とアセスメントを同時に行い、在宅療養支援の必要性を
評価していた。また、病状変化を予測しながらタイミングを
逃さず、療養生活に必要な支援を実践していたと考える。

入院時入退院を繰り返す原因に慢性疾患による身体機能低下
及び施設職員との連携不足があるとアセスメントした。その
ため、施設での日常生活ケアの状況把握、ケア担当者とケア
方法の検討及び、退院後訪問指導を計画した。施設の日常生
活ケアは、すべて介護職により実施されており、看護師は発
熱や便が出ないなど症状出現時に報告を受けていた。ケア提
供者の介護職に再発予防のための病態や、管理方法について
指導を行った。排便コントロールとケア方法については、施
設の看護師、介護職に 3 日間 2 名ずつ来院してもらい、実施
している処置方法だけでなく疾患やケアの根拠を説明した。
施設職員からは「水分の確保が難しい」と聞かれたため、退
院後の補水方法としてゼリー飲料の使用を検討した。施設の
生活をイメージし入院中からゼリー飲料を使用し、必要な水
分を確保できるようにした。退院後訪問は施設の排便処置時
間に合わせて 3 回実施した。ケアの根拠を伝えたことで、介
護職員は便の量や腹部の張りをアセスメントすることがで
き、早めに便処置を行う等の対応ができていた。また、飲水
量の確保ができるようゼリー飲料だけでなく A 氏が好きな
コーヒーにとろみをつける工夫をしていた。施設での困りご
とはなく、A 氏は暮らしの場である施設でケアを継続して
受けることができ、疾患の再燃なく生活できていた。
【考察】
施設の資源の確認や、実施可能な方法を施設職員と検討した。
これにより施設の資源に合わせた具体的なケア方法の指導が
できた。施設の資源や直接ケアするスタッフを知ること、そ
してケアするスタッフ同士が直接伝えあうことで情報共有が
スムーズに行える。さらに、ケア方法だけでなく看護師の専
門的知識であるケアの根拠を伝えていくことが、暮らしの場
でも継続してケアを受けることに繋がると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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A 病院における退院支援チェックシートの活
用状況と意識調査
－円滑な退院支援を目指して－
キーワード：退院支援

病棟看護師

意識調査

移乗自立

○下浦 紀子・冨田 まゆみ

日本赤十字社長崎原爆諌早病院

医療法人医誠会摂津医誠会病院

【目的】地域包括ケアシステムの構築が進められる中で、入
院早期からの退院支援が重要視されており、退院支援アセス
メントシート（以下退院支援ツールとする）が活用されてき
ている。A 病院においても、退院支援チェックシートの導入
と改定が行われたが、十分に活用できていない現状がある。
そこで本研究では、退院支援チェックシート（以下チェック
シート）に関する活用状況や看護師の意識調査からチェック
シートの現状や課題を明らかにし、退院支援ツールがより活
用できる方法について検討した。【方法】チェックシートの
実態調査とアンケート調査を実施した。実態調査は A 病院
を退院した患者に使用されたチェックシートより、各患者の
記載すべき項目を抽出しその項目が実際に記載されているか
調査を行った。チェックシートに記載すべき項目のうち、実
際に記載されていた項目の割合を記載率とし、病棟別、項目
別の記載率を算出した。アンケート調査は A 病院の病棟看
護師 63 名を対象にし、質問項目ごとに単純集計を行った。
また、病棟看護師の属性とチェックシートに対する意識の関
連についてχ² 検定を実施した。本研究は研究施設の倫理審
査委員会に承認を得た。【結果】チェックシートの活用状況
は対象期間で A 病院を退院した患者のうち退院支援が必要
であった患者 45 名（43.2%）を対象とした。病棟別の記載率
では一般病棟、地域包括ケア病棟ともに入院前に関する項
目が最も高く、退院後に関する項目が最も低かった。
「退院
準備」は地域包括ケア病棟と一般病棟で差があり、「退院調
整」では他職種が関連する項目が記載されていなかった。ア
ンケート調査は対象者 63 名中 55 名より結果を回収した（回
答率 87.3％）。「退院準備の記載ができている」
「チェックシー
トの活用ができている」は一般病棟の所属看護師が有意に少
なかった。また「退院準備の記載ができている」
「チェックシー
トの活用ができている」は地域包括ケア病棟の未経験者が有
意に少なかった。
【考察】退院支援ツールを活用するためには、
入院後の活用が課題であり、退院後を意識した退院支援や他
職種との連携の必要性、退院支援ツールの簡素化が示唆され
た。退院後を見据えた看護を行えるよう、意識づけを行い退
院支援ツールの活用の場を増やしていく必要がある。また、
看護師以外の他職種も対象とし更なる退院支援ツールの活用
の現状や課題の把握に努める必要がある。
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－協働的パートナーシップを用いた考察－
キーワード：協働的パートナーシップ
プロセスレコード

○前川 桃子・宮本 良奈・濱口 百合子

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

回復期リハビリテーション病棟における高次
脳機能障害患者の移乗自立に向けた関わり

【目的】脳血管疾患患者は、高次脳機能障害により安全な移
乗動作が獲得できず、転倒を繰り返すことが多い。このよう
な事例に効果的な看護介入を明らかにすべく、お互いの能力
に着目する協動的パートナーシップを用いた移乗動作獲得支
援に取り組み、その効果を検証することを目的に本研究に取
り組んだ。【方法】目的的事例研究。対象は、脳血管疾患患
者で高次脳機能障害があり、車いす移乗が自立していない患
者 3 名。年齢は 70 ～ 80 代。自宅退院希望のある患者。看
護介入には、車いす移乗で課題となる動作を得ていく過程を
可視化した評価表を用い、協働的パートナーシップに沿って
行った。倫理的配慮として対象者には看護研究の趣旨を説明
し、自由意思にて文書の承諾を得た。
【結果】A 氏（女性、
左麻痺）は、6 日間評価表を使用し移乗自立となった。A 氏
の「家に帰りたい」という発言に着目し、評価表を見ながら、
手の位置や足の位置を確認する A 氏に対し、看護師がうな
ずくことで自信をつけていく様子が見られた。期間中転倒な
し。B 氏（男性、
麻痺なし）は 25 日間の期間中の転倒はなく、
移乗自立となった。B 氏の「トイレに行くんや」という発言
に着目し、
B 氏の排泄リズムに合わせた介入を行った。C 氏（男
性、左麻痺）の、トイレ誘導時の「しよっか」という発言に
着目し、トイレまでの移動を目標に、移乗介入を行なった。
16 日目に移乗が自立していない状態で、一人でベッドから
車いすへ移乗しようとして転倒した。移乗自立は困難である
と判断し今回の介入は終了とした。
【考察】協働的パートナー
シップは、患者と看護師がお互いの経験や能力を探りあう探
索の段階、実現可能な目標を設定する段階、目標達成に向け
て計画を実施していく段階、計画を振り返って再検討する再
吟味の 4 段階を経る。今回の 3 事例は、探索の段階で患者の
反応や発言に着目し、自宅退院あるいはトイレまでの移動と
いう目標設定を患者と看護師が共に行うことで、双方の方向
性を一致させ、共通の目標を持ち実施へと進むことができた
と考える。C 氏の事例では再吟味で介入中止となったが、A
氏と B 氏に関しては一方的な指導的関りではなく、これらの
看護師と患者の協働的な関りが安全な移乗動作の自立に効果
があったと考える。高次脳機能障害がある患者の安全な移乗
動作獲得支援の過程に、協働的パートナーシップを用いるこ
とは、効果的であることが示唆された。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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回復期リハビリテーション病棟における退院
支援の充実
－退院支援合同カンファレンスシートと退院支援計
画説明書を活用して－
キーワード：回復期リハビリテーション病棟
情報共有

キーワード：小児在宅移行

医療的ケア児

地域連携

○小枝 美沙希

退院支援

トヨタ記念病院

○佐賀 まどか・多田 好美・尾西 ゆみ・
村井 由美子・西山 育代

【目的】入浴中の溺水で低酸素から臨床的脳死状態に陥っ
た男児の自宅退院への過程で、両親の望むことと現実との

地方独立行政法人明石市立市民病院

乖離が大きいと感じ、両親の気持ちに寄り添うためにはど

【目的】退院支援合同カンファレンスシートと退院支援計画
説明書を用いて、患者・家族に必要な情報が提供できていた
かを検証する。
【方法】調査方法は、1）回答者は整形外科と
脳神経外科の回復期リハビリテーション病棟対象疾患の患者
40 ～ 84 歳の男女 14 名、2）2 回目の合同カンファレンス（転
棟 15 ～ 21 日）後に、受持ち看護師が退院支援計画説明書を
用いて進歩状況を説明する。3）退院支援計画説明書を用い
た説明が行われた転棟 1 ヵ月以降にアンケートを配布し、退
院までに回収箱へ投函とした。アンケート内容は、1）説明
の時期と内容に関する 4 項目、2）本人家族の意向が反映さ
れた退院の時期や退院後の生活に関する 3 項目、3）医療チー
ムの連携に関する 2 項目とした。回答は、1. 満足～ 4. 不満
の 4 段階での選択とした。また自由記載欄を設け意見を求め
た。倫理的配慮は、研究目的を文書にて説明、調査は匿名で
行い、個人が特定されることはなく、本研究以外でデータを
使用することはなく、研究終了後は速やかに処理をすること
とし、院内の倫理委員会の承認を得て行った。【結果】アン
ケートの回収率は 78％、9 項目すべて「満足と一応満足」が
80％であった。中でも「適切な説明時期である」「希望が取
り入れられている」
「医療チームの連携ができている」が高く、
「説明の内容がわかり易い」が低かった。2）自由記載は「退
院後の支援説明書においても、注意事項など教えていただき
ましたので、遵守し健康に努めていきたいと思います。
」や「入
院中は医療チームの連携がとれて小さな不安・疑問もワンデ
イレスポンスのように答えていただき、ありがとうございま
した。」等良い意見がみられた。【考察】退院支援合同カンファ
レンスシートと退院支援計画説明書を用いて患者・家族へ情
報共有が有効であったと考える。加えて患者からのフィード
バックの内容を医療チームに返すことで、退院支援が円滑に
なったと考える。アンケート結果と自由意見の結果に差が出
たのは、同じ退院支援計画説明書という媒体を用いても、経
験からくるコミュニケーションスキルの差ではないかと考え
る。経験年数差を埋められるような取り組みが必要である。
症例数を増やし、面談が叶わない家族ともいかに情報を共有
していくのかについて再検討する必要がある。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

両親の気持ちに寄り添った在宅移行支援

－臨床的脳死状態に陥った男児の自宅退院を通して－

はい
はい
はい

のように援助したらよいか、多職種でカンファレンスした。
それを元に自宅退院に至ったため、経過を報告し、医療的
ケア児とその家族が、安心、安全な療養生活に繋がったか
を明らかにする。【方法】A 病院に入院した子ども 1 名と両
親を対象とし、両親への看護師の関わりと両親の言動の経
過を電子カルテより収集し考察した。母親へ研究の目的と
方法、個人情報の保護、学会等への公表について口頭で説
明し、同意を得た。また、所属施設の倫理委員会の審査を
受け、承認を得た。【結果】入院直後は、両親から悲嘆の言
動がみられたが、その後、
「目覚めた時歩けないといけない
から」と過度にリハビリテーションを行う様子があった。在
宅で必要な医療的ケアを説明する時には、注意点を伝えて安
全にケアできるよう努めたが、車椅子での散歩や通学に関す
る質問が多く、また、医師から予後不良の説明があると、
「悪
いことは聞きたくない」と言われた。急性期の状態は脱した
ものの、上体挙上で血圧低下がみられ、体位変換や吸引で酸
素飽和度が低下し、呼吸循環動態には注意が必要な状態だっ
た。両親は自宅退院を強く希望されていたため、在宅医や訪
問看護、担当保健師と多職種カンファレンスを開催した。そ
こでは、まず自宅での生活、次に屋外へと段階的に進めるこ
とが安全であること、男児が思春期であることから、成人期
移行を見越した連携が必要であることを共有した。その後、
両親は、実際に自宅でやれるのか、不安を訴えられたため、
再度多職種カンファレンスを開催し、自宅生活の援助計画を
具体的に示し、安心された様子がみられた。【考察】両親は、
急に我が子が脳死状態になり受け入れ難い心境だったと思わ
れる。しかし、その後は覚醒することを目指し、治療を諦め
たくないという思いが強く、子どもの状態と乖離する言動が
みられた。看護師は、両親の言動を否定せず、多職種カン
ファレンスで検討した。その後、両親が不安を訴えられたの
は、子どもの状態を把握し、今後の生活をイメージできた成
果だったと考える。つまり、この症例では、両親の気持ちに
寄り添い、多職種カンファレンスを開催したことで、両親が
子どもの現状を受け入れ、安心、安全な療養生活に繋がった
と考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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日常生活自立度の低い高齢入院患者に対する
看護師の在宅退院支援の実践状況と専門職的
自律性の関連性

入院中の抗認知症薬を服薬していない認知症
者に対する認知症看護認定看護師の役割

－診療情報の分析からみえてきたこと－
キーワード：抗認知症薬

キーワード：日常生活自立度の低い高齢入院患者
在宅退院支援 専門職的自律性

認知症看護認定看護師

役割

○山村 延啓

○石野 由貴・増田 誠一郎

医療法人医仁会さくら総合病院

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院

【目的】わが国の急性期病院に入院中の日常生活自立度の低
い高齢患者においては、医療・介護への依存度が高いまま退
院する場合が多い。家族の高齢化も相まって介護力は相対的
に低下した状況となるため、在宅退院に向けては、入院病棟
の看護師が自律的にケアマネジメントを行う重要な役割を
担っている。かねてより看護実践の発展・深化には、専門職
的自律性が関連することが示唆されているが、退院支援との
関連性の報告はみられない。急性期病院の入院病棟看護師の
退院支援の実践状況には課題も残され、関連する要因の探索
は急務と言える。よって本研究は、日常生活自立度の低い高
齢入院患者に対する看護師の在宅退院支援の実践状況と、専
門職的自律性の関連性について明らかにすることを目的とす
る。
【方法】基幹病院で退院支援に携わる一般病棟の看護師
を対象に、自記式質問紙調査を行った。調査期間は 2020 年
5 ～ 6 月。調査項目は、1）属性：年齢、性別、2）看護師背
景、3）山岸らの開発した「在宅の視点のある病棟看護の実
践に対する自己評価表」、4）菊池らの開発した「看護の専門
職的自律性測定尺度」を使用した。分析方法は記述統計、重
回帰分析。統計解析は SPSS®ver.27 を使用、有意水準は 5%
とした。対象者に研究の目的、個人情報の保護、自由意思に
よる研究参加、研究結果の公表等について説明し同意を得た。
既存の尺度は開発者に使用許可を得た。【結果】配布数 350、
有効回答数 254（回収率 72.5％）であった。最も多い年代は
20 ～ 25 歳で 111 名（43.7%）、女性が 238 名（93.7%）
、訪問
看護の経験なしが 247 名（97.2%）であった。退院支援・調
整に関する研修受講経験のある者は 57 名（22.4％）で、
看護・
介護・福祉職のケアカンファレンスの自信がないと回答した
者は 164（64.5%）であった。重回帰分析の結果、日常生活
自立度の低い高齢入院患者の在宅退院支援の実践には、属性
や看護師背景によらず、専門職的自律性が有意に関連してい
た（p ＜ 0.001）。【考察】基幹病院の病棟看護師は臨床経験
が浅い者が多く、日常生活自立度の低い高齢入院患者の退院
支援に関して、実践力や自信の向上が望まれる。病棟看護師
の在宅退院支援の実践状況の向上は、属性や看護師背景に関
わらず、専門職的自律性が育成・発揮されるような環境調整
や教育プログラム作成が必要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

【目的】入院時に、認知症看護認定看護師（以下 DCN）によ
るスクリーニングをしている。その中で抗認知症薬を服薬し
ていない認知症者が多くいた。その人数や記録情報（認知症
ケアチーム記録，診療録，情報提供書，サマリー）から問
題点を抽出し、DCN の役割を明確にする。
【方法】対象 : 記
録情報に認知症の病名があり、抗認知症薬を服薬していな
い 78 名。調査期間：2020 年 11 月～ 2021 年 1 月。倫理的配
慮：本研究は院内の倫理審査委員会の承認を得て行った。記
録情報の閲覧に際し、情報は匿名化して取り扱った。方法：
1）認知症診断別に抗認知症薬を服薬していない人数を算出
した。2）抗認知症薬を服薬していない認知症者の記録情報
を分析した。認知症と記載された理由から問題点を抽出した。
問題点に関しては、認知症ケアチームで検討し妥当性を高め
ることに努めた。3）問題点から、DCN の役割を見出した。
【結果】1）認知症者 149 名中、抗認知症薬を服薬していない
認知症者は 78 名だった。診断別では、アルツハイマー型 10
名、レビー小体型 2 名、認知症のみ 66 名だった。2）抗認知
症薬を服薬していない認知症者 78 名は、認知症以外の疾患
で入院していた。もの忘れ外来など専門機関の受診歴は確認
できず、認知症と診断された時期や治療内容など具体的な情
報はなかった。また、もの忘れなど認知機能の低下、家族や
医療従事者の思い込みや個人の判断で認知症の病名が記載さ
れているケースが多かった。これらのことから、抗認知症薬
を服薬していない認知症者は、もの忘れ外来を受診していな
い可能性が高いことが問題点として抽出された。3）認知症
者に対して、認知症に関する情報を整理し、主科やもの忘れ
外来との連携、家族に対し情報提供や相談、介護支援専門員
など病院内外の専門職と協働し、もの忘れ外来受診につなげ
ることが DCN の役割と見出すことができた。【考察】DCN
が行う支援方法の先行研究では、専門的な知識と今までの実
践を踏まえた方法を駆使して支援ニーズのスクリーニングを
行い、相談者の事案に応じた受診の後押しや病院内外の多職
種と連携することが必要とされている。今回の研究から、専
門的知識を活かした情報の整理、家族に対する情報提供や相
談、病院内外の多職種連携を進め、もの忘れ外来につなげる
ことが DCN と役割と考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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小児訪問看護における緊急時の訪問看護師の
役割についての検討
キーワード：小児訪問看護
救命活動

医療的ケア児

緊急時対応

再入院を繰り返す訪問看護利用者への退院支
援の一考察

－自宅退院に向けた病棟看護師との連携－
キーワード：訪問看護

退院支援

看護師連携

○小林 瑞穂・松尾 里穂

○幸山 富貴美・安藤 より子・大田 恵美子

公益社団法人難病の子どもとその家族へ夢を訪問看護ステーショ
ンダイジョブ

NTT 東日本伊豆病院

【目的】重症新生児の救命率が向上し、人工呼吸器や経管栄
養などの高度な医療的ケアを必要としながら在宅で生活する
子どもが増えている。そのような子どもは医療依存度も高く、
体調悪化や、ケア場面や日常生活における事故などで在宅に
おいても緊急時に対応する必要性が予測される。また、訪問
看護は基本的に１人で訪問しており、緊急時対応時も様々な
役割を担うことが求められる。本研究は、小児訪問看護にお
いて、生命の危機をともなう緊急事態の対応について看護師
の役割について検討することを目的とする。【方法】看護師
10 名を 3 グループに分け、それぞれのグループに事例を提
示した。事例の緊急事態の対応方法をグループごとでブレイ
ンストーミングにて話し合い、一連の対応をフロー化した。
その際に抽出されたデータを研究者がさ KJ 法にて分析した。
本研究は、所属施設における倫理審査委員会に相当する機関
の承認を得た上で実施した。研究対象者には匿名性の確保と
研究の参加、辞退は自由意志であることを説明し承諾を得た。
【結果】データから抽出されたコードは 92 コードで、11 の
カテゴリーに分類した。行動フロー順に、平時から緊急時の
ためにできることとして《事前の準備》で 8 コード（以下、
数字のみ）
、異常を発見した際の《人の確保》（7）、日常使用
している医療デバイスの準備も含めて《物の準備》（7）のカ
テゴリーに分類できた。実際の救命処置の場面では《場所の
確保》
（6）
《本人の準備》
（4）を行った後《アセスメント》
（13）
を実施する。《BLS の手順》
（20）は最もコード数が多かった。
《指示的役割》は１コードのみであるが、重要な役割である。
《救急隊への連絡は》（11）効率的に救命処置が行えるように
工夫する必要がある。救急隊への引継ぎ後には、《関係各所
へ連絡》
（11）や《その後の対応》
（5）が必要となる。【考察】コー
ドが多かった「BLS の手順」は小児の救命スキルを習得して
おく必要があるが、平時から緊急時に備えての準備ができる
ことは日常から関わっている訪問看護ならではである。家族
や住居に合わせて事前に検討しておくことで、個別性にあわ
せた、かつ効率的な救命活動ができると考える。つまり、小
児訪問看護において、看護師は緊急時に備えた事前の準備と、
基本的なフローを理解し、限られた物品とマンパワーを有効
に活用しながら中心的な役割を担うことが求められる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

【目的】再入院を繰り返す訪問看護利用者への訪問看護師の
退院支援の関わりを振り返り、病棟看護師との連携の効果を
明らかにする。
【方法】事例研究。20XX 年 2 月～ 20XX 年 4
月に診療録、看護記録、訪問看護記録からデータ収集した。
データより訪問看護師が関わった退院支援の場面を抽出し、
評価した。対象は A 氏、80 歳代、女性。対象者に研究内容
と個人情報保護の遵守について説明し、同意を得たのち、所
属施設の倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】
A 氏はうつ病、
心気神経症あり。認知症の夫と二人暮らし。前回退院１か月
後より幻視や心身の不調が続き、せん妄様症状を認め入院と
なる。訪問看護師は退院支援カンファレンスに参加した。カ
ンファレンスで訪問看護師は退院後すぐに不調が再燃し、生
活が崩れてしまう A 氏の在宅での状況を伝えた。病棟看護
師は A 氏は入院後すぐに落ち着き、入院下では症状対処は
自立していたため、在宅での A 氏の想像がつかないという
意見が聞かれた。情報共有から、再入院の要因と自宅退院に
向けた支援方針の検討が行われ、症状マネジメント習得支援
が開始された。A 氏は病棟看護師と一緒に不調時を振り返り、
症状に応じた対処法や服薬指導を受け、外泊訓練を繰り返し
た。訪問看護師は病棟看護師の相談に応じ、A 氏が実践可能
な症状対処方法の一覧表や緊急連絡方法の手順を一緒に検討
した。また、退院前ケア会議に参加し、院外を含めた多職種
と A 氏の症状マネジメントの支援方針を共有した。ケア会
議では退院に向けて A 氏から「自宅に帰れて嬉しいよ。不
安はないよ。」との発言が聞かれた。退院後、訪問看護師は
外来との情報共有、退院後の A 氏の生活状況を病棟にフィー
ドバックした。退院後の A 氏は一覧表を確認して対処する
ことや訪問時に不調や不安を伝え、相談することができ、自
己管理が継続できている。
【考察】退院支援カンファレンス
で在宅と病棟でのＡ氏のイメージの相違があったことが分か
り、
タイムリーに A 氏の全体像をすり合わせることができた。
今回、入院中よりカンファレンスに参加し、情報共有できた
ことで、病棟看護師が在宅のイメージを持って、アセスメン
トを行い、退院後の A 氏の生活を予測した看護展開につな
がったと考える。また、在宅生活に向けた自立支援を入院中
から共有し、病棟看護師の相談に応じ、シームレスな継続看
護ができたことが病棟看護師との連携の効果と考える。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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身体拘束が退院先変更に及ぼす影響

－入院前の生活の場とは異なる退院先となった事例
からみる身体拘束の実態－
キーワード：身体拘束

入院前の生活の場

退院先変更

患者の「できる ADL」と「している ADL」
の差に対する思いの調査

－回復期リハビリテーション病棟の看護ケアの充実
のために－
キーワード：できる ADL

○鈴木 さち子

している ADL

ADL の差

○鈴木 友希・野村 美香・鵜飼 寛子・渡邉 美紀

秦野赤十字病院

【目的】入院前とは異なる退院先となった事例と身体拘束の

公益社団法人地域医療振興協会市立恵那病院

関係について実態調査し、身体拘束が退院先変更に及ぼす影

【目的】
「できる日常生活動作（以下 ADL）」と「している

響について明らかにする。【方法】身体拘束が減少すること

ADL」の差に対する患者の思いを明らかにすることで、回

で入院前の生活の場へ退院できなくなる事例が減少するので

復期リハビリテーション（以下リハビリ）病棟の看護ケアの

はないかと仮説を立て、A 病棟看護師を対象に、令和元年 6

充実に繋げる。
【方法】A 病棟入院患者のうち、機能的自立

月と 7 月に身体拘束の減少を目的とした勉強会を 2 回実施し

度評価表を用い運動項目に差があり、認知項目 5 点以上の

た。研究対象者は、勉強会実施前の平成 31 年 2 月 1 日～ 3

17 名を対象に半構成的面接調査を行った。逐語録に起こし、

月 31 日の 2 ヶ月間と勉強会実施後の令和元年 8 月 1 日～ 9

ADL の差に対する思いを抽出、コード化しカテゴリー分類

月 30 日の 2 ヶ月間に A 病棟に入院した患者とする。倫理的

した。分析過程では研究者間で内容の検討を繰り返した。研

配慮について書面にて説明し同意を得た。研究対象者のうち

究協力依頼時には研究参加の有無による不利益はないことを

身体拘束を受けた患者の人数、年齢、入院前の生活の場およ

保証した。【結果】５カテゴリー（『』で示す）、８サブカテ

び退院先に関するデータを収集した。検定にはχ二乗検定お

ゴリー（≪≫で示す）
、
22 コード（＜＞で示す）が抽出された。

よび Fisher 直接確率法を用いた（ｐ＜ 0.05）。但し用語の操

『病棟でも出来ることをやりたい』のカテゴリーは≪やりた

作的定義として退院先変更を「入院前の生活の場が自宅であ

い気持ちがある≫≪出来ることを認めてほしい≫の２サブカ

り、退院先が施設もしくは療養型病院へ変更した場合」、「入

テゴリーで構成された。＜病棟でもやりたいと思う＞＜今の

院前の生活の場が自宅もしくは施設であり、退院先が療養型

自分に自信がある＞等のコードが抽出された。
『病棟での生

病院へ変更した場合」とする。【結果】勉強会実施前の調査

活に取り入れることに不安がある』では≪まだ自信がない≫

期間において、入院患者 121 名のうち身体拘束を受けた患者

≪転ばないか気がかりである≫の２サブカテゴリーで構成さ

は 35 名、平均年齢 85.57 歳（SD ± 7.28）、勉強会実施後の調

れた。＜出来ないからまだ心配と思う＞＜自分はまだ出来

査期間では、入院患者 196 名のうち身体拘束を受けた患者は

るとは思わない＞等のコードが抽出された。
『療法士の判断

13 名、平均年齢 86.38 歳（SD ± 10.57）で有意に減少した（p

が必要と感じている』では≪療法士からの指示がないと出来

＜ 0.01）
。身体拘束を受けた患者で退院先を変更した人数は、

ない≫≪療法士に任せている≫の２サブカテゴリーで構成さ

勉強会実施前の調査期間 10 名、勉強会実施後の調査期間 4

れた。＜リハビリの先生に決めてもらいたい＞等のコードが

名で有意に減少した（p ＝ 0.01）。但し、両調査期間におい

抽出された。
『看護師への遠慮がある』では≪病棟での生活

て、身体拘束を受けた患者が退院先を変更した割合は有意差

を遠慮しながら送っている≫の１サブカテゴリーで構成され

がなかった（p ＝ 0.91）。【考察】看護師の知識向上は、身体

た。主に＜看護師に見守りを頼まなければならない＞のコー

拘束を減少に導き、それに伴い退院先変更事例も減少した。

ドが抽出された。
『病棟では休息を求めている』では≪身体

しかし、身体拘束を受けた患者の約 3 人に 1 人が退院先を変

的に厳しいと思う≫の１サブカテゴリーで構成された。コー

更していた。竹澤らは、身体拘束を行うことで、障害がない

ドは＜病棟では休みたい＞等であった。
【考察】患者は意欲

患者であっても行動が制限され、必然的に日常生活自立度や

を持っており、リハビリをしている姿を病棟スタッフにも認

ADL が低下し、床上での生活を余儀なくされると述べてい

めてほしいと考えている。しかし、訓練で獲得できた ADL

る。平均年齢から、高齢者が対象であり、高齢者は身体拘束

を病棟での生活に取り入れることへの不安や心配、まだ出来

による行動制限によって筋力低下や強いストレスによる脳機

ない等慎重な思いがあった。さらに、身体機能の低下を患者

能への影響を容易に受けやすいことが考えられる。身体拘束

自身が自覚し、転倒への不安を持っている。患者は同じ目標

によってもたらされたそれらの弊害は、入院前の生活の場へ

を共有し、信頼関係がとれている療法士から指示をもらいた

の退院を困難にする要因の一つであると考えられる。

いと思っている。その反面、看護師には見守りを頼まなけれ
ばいけないという遠慮と、病棟を休息の場と捉えているため
病棟でのリハビリに消極的な思いがあった。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

190

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

口演Ⅴ - １

口演Ⅴ - ２

外来通院中の高度腎機能障害患者が抱える病
気の不確かさへの看護支援の効果

心不全継続看護の標準化による外来看護師の
意識の変化

キーワード：高度腎機能障害

キーワード：心不全

病気の不確かさ

看護外来

○宗 雅世・増田 誠一郎

○三田村 亜希奈

地方独立行政法人静岡県立病院機構静岡県立総合病院

福井循環器病院

継続看護

外来看護師

【目的】本邦の基幹病院の外来等では、慢性腎不全患者が腎

【目的】A 病院で 2018 年に心不全継続看護に対する外来看護

代替療法の意思決定支援や具体的な療養生活相談を受けられ

師の意識調査を行い、
「患者との信頼関係の構築が困難であ

る機会が増えている。しかし包括的な治療・療養指導の介入

る」「特定の項目で看護師の知識不足がある」ことわかった。

効果については、生物医学的な指標である、腎機能等の検査

その後、心不全継続看護を標準化し、外来看護師の継続看護

データが用いられることがほとんどである。よって本研究で

に対する意識の変化を明らかにした。【方法】2020 年 4 月よ

は、病気に関連する出来事に対して明確に意味づけられな

り心不全継続看護を標準化し、同年 12 月に外来看護師 13 名

いときに生じる認知的状態である「病気の不確かさ」に着目

へ質問紙調査を実施した。継続看護の関心の有無はリッカー

し、看護支援による、患者の病気の不確かさの除去・緩和の

トの 5 段階尺度で評価し、「急性・慢性心不全診療ガイドラ

効果について明らかにすることとした。【方法】高度腎機能

イン 2017 年改定版」で推奨されている心不全教育項目の知

障害患者（eGFR ＜ 45）を対象に、自記式質問紙調査、診療

識は「説明できる」に対し「はい」
「いいえ」
「どちらでもない」

録調査を看護支援群と通常診療群に対して行った。調査期間

で回答を得、単純集計した。本研究は A 病院倫理委員会の

は 2020 年 3 ～ 10 月。調査項目は、属性、通院治療状況、病

承認を受けて行い、対象者から自由意思による承諾を得た。

気の不確かさ：野川らの開発した「療養の場を問わず使用で

また不利益を回避する為の配慮を実施した。
【結果】2018 年

きる病気の不確かさ尺度：UUIS」（「生活予測不能性」
、
「情

の調査と比較し「継続看護により再入院を予防できていると

報解釈の複雑性」
、「病気意味の手がかり欠如」、「病気性質の

思う」
「生活と心不全症状に関する情報を聞き取る困難さを

曖昧性」、
「病気回復予測不能性」、
「闘病力への自信の揺らぎ」

感じる」
「他職種との情報共有が重要である」と回答した割

の 6 下位尺度で、スコアが高いほど病気の不確かさが高いと

合は増加した。
「在宅療養に必要な指導がわからないため介

解釈する）とし、ベースラインと 3 か月後の 2 時点で比較した。

入したくない」
「患者との信頼関係の構築が困難である」と

看護支援群には、通院時に腎障害進行予防のための生活管理

回答した割合は減少した。教育項目の知識について、2018

や腎代替療法の概説を指導した。分析方法は記述統計、有意

年と比較し「説明できる」と回答した割合が上昇した項目は

差検定（χ² 検定、t 検定）。統計解析は SPSS®ver.27 を使用、 「症状増悪の受診の具体的な方法」「適正な塩分摂取と減塩方
有意水準は 5% とした。対象者に研究の目的、個人情報の保
護、自由意思による研究参加、研究結果の公表等について説

法」「感染と心不全」であった。「いいえ」「どちらでもない」
と回答した割合が減少した項目は「個別的な飲酒量の助言」

明し同意を得た。既存の尺度は開発者に使用許可を得た。
【結

「デバイス治療と生活上の注意事項」「過度なアルコール摂取

果】看護支援群は 31 名で平均 63.5（SD 15.4）歳、通常診療

の危険性」であった。
【考察】継続看護の標準化により「介

群は 78 名で 63.8（SD 12.8）歳を分析対象とした。両群に属

入したくない」と感じる看護師の割合が減少したと考える。

性の有意差は認めなかった。UUIS の比較では、通常診療群

また、標準化により看護師が関心を持ち取り組むようになり、

で「病気回復予測不能性」（p ＜ 0.05）のみ低下したが、看
護支援群では総スコア（p ＜ 0.05）および「病気性質の曖昧性」

「再入院を予防できている」と感じる割合が増加したと考え
た。心不全教育項目の知識では、
2018 年と比較し
「説明できる」

（p ＜ 0.01）、
「病気回復予測不能性」
（p ＜ 0.05）が低下した。
【考

と回答した割合が 20% 以上上昇した項目が 5 項目あったが、

察】高度腎機能障害患者の看護支援は、病気の不確かさとい

その他の項目に関してはほぼ変わらなかった。また半数以上

う、自己の身体変化を意味づけられない状態や今後の病状・

の看護師が「説明できない」と回答した項目は 2018 年が 10

療養の成り行きを正確に予測できない状態の除去・緩和に効

項目、2020 年は 9 項目あり、特定の分野で看護師の知識不足、

果があることが実証された。今後は、患者の腎代替療法選択

苦手意識は解消されなかった。これらの項目に関しては、医

の意思決定支援や療養生活の教育プログラムの作成につなげ

師・臨床工学技師、MSW など他職種が連携し指導していく

る必要がある。

必要があり、今後の継続看護の課題が明らかとなった。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
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口演Ⅴ - ３

口演Ⅴ - ４

狭心症治療剤の服薬が困難な糖尿病患者に対
する看護支援
－慢性疾患看護専門看護師による実践を振り返る－
キーワード：狭心症

糖尿病

服薬

看護支援

乳癌の放射線治療における放射線皮膚炎予防
に向けた取り組み

－肌水分測定器を用いて放射線治療中の肌水分量変
化を明確にする－
キーワード：乳癌 放射線治療
セルフケア

○小川 和美・井川 幸子
長崎大学病院

放射線皮膚炎

肌水分量

○富樫 悠奈

【目的】昼食後の狭心症治療剤の服用が困難な A 氏が、確実

鶴岡市立荘内病院

な服用に至るまでの慢性疾患看護専門看護師（以下、CNS）

による看護支援を明らかにする。【方法】事例研究。A 氏、 【目的】2019 年度 A 病院の放射線治療件数は 158 件、そのう
ち乳癌患者は約三分の一を占める。放射線皮膚炎（以下、皮
60 歳代男性、就労あり。診療録より CNS による確実な服用
に向けた看護支援内容を分析した。倫理的配慮は所属施設の
臨床研究倫理委員会の承認を得て、匿名性の確保、自由意思
による研究および発表の同意を得た。【結果】A 氏が狭心症
治療剤を確実に服用できることを目標として関わる中で、下
記 3 つの看護支援が明らかになった。1．糖尿病の合併症の
1 つである狭心症に対する A 氏の病気体験を傾聴し、昼食後
に服用困難な理由を明らかにする：A 氏は「症状もなく、仕
事もできているから 1 日のうち 1 回位のまなくても大丈夫。」
と語った。1 日 3 回服用を要する薬であるが、A 氏は症状の
なさや生活への支障のなさ故に確実に服用しなくてもコント
ロール可能な病気であると捉えていた。昼食後の薬は狭心症
治療剤のみであり、A 氏はその薬を職場へ持参し昼食前は忘
れず服用しようと思うが、昼食後になると服用をつい忘れる
ことが常態化していた。2．CNS が感じた気がかりを伝え、
A 氏の身体を気づかう姿勢をみせる：CNS は糖尿病大血管
障害を説明し、狭心症進行を懸念していること、狭心症進行
予防の為には確実な服用が重要であると伝え、A 氏の身体を
気づかう姿勢をみせた。3．確実な服用に向けた A 氏の意向
を把握し、意向に沿った支援に繋げるため多職種との調整役
割を担う：A 氏は「昼食後より昼食前の方が服用を忘れにく
い」と語ったため、意向に沿った支援が必要と考えた。そこ
で薬剤師に服用タイミングを確認すると食前の服用でも問題
ないことがわかり、続けて主治医へ薬剤師からの返答を伝え
た上で昼食後から昼食前への服用タイミングの変更について
了承を得た。A 氏は「昼食前なら今後は飲めそう」と語り、
その後は確実に服用できている。【考察】A 氏の病気体験や
服用困難な理由の傾聴により、看護支援の課題を明確にでき
た。狭心症治療剤の確実な服用が自らの身体にとって必要で
あると捉えられるように糖尿病大血管障害に関する情報提供
と共に A 氏への気づかいを示し、意向に沿った支援に繋げ
られるよう多職種間の調整役割を果たすことが重要である。
確実な服用に向け、CNS が A 氏の思いに寄り添い、可能性
を探り、意向を叶える支援が効果的であったと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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膚炎）は放射線治療をうける患者で最も頻繁であると言われ

ている。皮膚炎予防のためには保湿の必要性がうたわれてい
るが肌水分量を測定し数値化した研究は少ない。放射線治療
に伴う照射部の肌水分量の変化を可視化すること、および
肌水分量と皮膚炎の症状の関連を評価することを目的に取り
組んだ。【方法】放射線治療を開始する乳癌患者 5 名。初回
治療日、皮膚状態・体質・セルフケアについて聞き取り調査
を実施。初回と 5Fr 毎を目安に照射範囲 3 カ所と、比較部
位として腹部をスカラの肌水分量測定器にて測定。肌水分量
の数値をグラフ化し、肌質や肌水分量の変化と自覚・他覚症
状、看護ケアを時系列で表に記載。肌水分量と皮膚炎症状と
の関連性を考察。倫理的配慮：院内倫理審査委員会の承認を
得て、対象者に研究の趣旨と協力の任意性、公表について配
慮することの同意を得た。
【結果】対象は 50 代～ 60 代の 5
名。全患者皮膚の保湿習慣なし。10Gy でヒリヒリ感の自覚
症状、20 ～ 40Gy では色素沈着や発赤などの他覚症状を確認。
完遂時の 50Gy で全患者皮膚症状出現。照射部と比較部位と
の肌水分量の差は 0 ～ 2.9％。5 名の照射部肌水分量（％）の
開 始 時 / 終 了 時 の 結 果 は、27.8/32.0、31.6/31.2、30.9/30.3、
28.3/27.7、
32.0/29.6 であった。変動幅は平均 4％。最大で 7.7％
低下した対象者は、肌の弱さを実感し肌質調査にて他者と比
べ刺激に対する反応が強い傾向にあった。
【考察】著しく肌
水分量が低下した患者は、刺激に対する反応が強く、肌の脆
弱性が皮膚炎増強へ少なからず影響し、水分量維持は皮膚炎
増強への移行抑制に関連性があるのではないかと考察する。
他対象者の照射部肌水分量の低下は緩やかで、比較部位との
大差なし。今回の対象者は保湿習慣がなく、必発する皮膚炎
軽減に向け今後も肌保湿の指導が重要である。当初、治療経
過に伴い肌水分量低下を予測し、患者と共有することでより
適したケアへ移行する目処になると考えていた。しかし、患
者自身のセルフケアの継続から肌水分量を維持し上昇する例
もあった。継続的で統一した関わりや、個別性ある愛護的な
ケア方法の指導により患者自身がセルフケア習慣を獲得した
ことが肌水分量の維持へ関与した。
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間質性肺炎患者におけるサージカルマスク着
用時の呼吸および身体への影響

入退院センターにおける意思決定支援に関す
る看護師の関わり

－サージカルマスクの感染予防以外の効果について－

－高齢がん患者の入院前面談の分析から－

キーワード：間質性肺炎
酸素投与

キーワード：高齢がん患者 入退院センター
看護師の関わり 入院前面談 意思決定支援

サージカルマスク

6MWT

○小笠原 亮・平戸 佳奈子・三上 春奈

○丹野 正江・花沢 育美

八戸赤十字病院

千葉市立青葉病院

【目的】間質性肺炎患者の歩行時におけるサージカルマスク
着用・非着用時の呼吸および身体への影響を比較検討する。

【目的】本研究は、高齢がん患者に対する入退院センター看
護師の入院前面談における意思決定支援に関する看護師の関

【方法】サージカルマスク着用・非着用時において 6 分間歩

わりを明らかにした。
【方法】研究デザインは質的記述的研

行試験（以下 6MWT）を施行した。測定した項目の平均値

究とした。研究対象者は A 病院入退院センター看護師とし、

を出し t 検定を用いた。p 値の有意水準は p ＜ 0.05 に設定し、

2020 年１～ 2 月にデータ収集をした。患者・家族の協力を

歩行中の最低 SpO2 と歩行中最高脈拍数を相関係数を用い分

得て、入院前面談を録音し、面談内容を逐語録に起こした。

析した。またサージカルマスク着用・非着用時で測定した項

それを基に、面談の意図やねらいについて面談を担当した研

目を酸素投与の有無で分類し、平均値を出して t 検定で分析

究対象者に半構成的インタビューを実施した。面談およびイ

した。対象者へサージカルマスク着用・非着用で 6MWT を

ンタビュー内容の逐語録から、看護師の関わりの要素を、意

実施し、測定値した項目を比較する研究であることを書面で

味まとまりごとにカテゴリー化し分析した。本研究は、千葉

説明した。事前に中止基準を設け、途中でやめても構わない

市立青葉病院看護部倫理審査委員会の承認を得て実施した。

旨を説明し同意を得られた患者のみ実施した。【結果】対象

【結果】研究対象者は入退院センター看護師 2 名で、5 事例

者は 21 名、6MWT をサージカルマスク着用・非着用の両方

の入院前面談をデータとした。意思決定支援の関わりは、75

実施し分析できた対象者は 21 名。サージカルマスク着用群

のサブカテゴリーが抽出された。さらに「身体感覚を捉え、

の歩行中最低 SpO2 の平均は 90.7％、非着用群は 89％だった

患者に合わせて面談の場をつくる」
「患者をねぎらい話しや

（p=0.01）。サージカルマスク着用群の歩行中最高脈拍数の平

すい面談の場をつくる」
「患者の病状の理解を確認し、療養

均は 101 回 / 分、非着用群は 104 回 / 分だった（p=0.01）
。サー

への構えを確認する」
「身体の状態や語りの度合いに合わせ

ジカルマスク着用群の歩行中最低 SpO2 と歩行中最高脈拍数

て質問をし、患者の思いを引き出す工夫をする」
「患者の入

は負の相関関係にあった（r=-0.835）。次に全対象者を酸素投

院生活のイメージを広げ QOL を考える」
「患者が前向きに治

与群 14 名と酸素非投与群 7 名に分けサージカルマスク着用

療に取り組めるように後押しする」
「過去から現在、これか

時・非着用時での比較を行った。サージカルマスク着用した

らの生活の変化を捉える」
「患者の希望を叶えるために今後

酸素投与群の歩行前 SpO2 の平均は 97％、酸素非投与群は

の生活を患者と共に考える」などの 31 のカテゴリーに統合

95％だった（p=0.006）、サージカルマスク着用した酸素投与

された。【考察】カテゴリーから 4 つの関わりが生成された。

群の歩行中最低 SpO2 の平均は 90％、酸素非投与群は 88％

1．面談の場をつくる関わり：面談においては、安心・安楽

だった（p=0.02）
。サージカルマスク着用した酸素投与群の

な場をつくることで、患者が語ることができるように導入す

歩行中最高脈拍数の平均は 99 回 / 分、酸素非投与群は 104

る関わりをしている。2．患者の思いや価値観に寄り添う関

回 / 分だった（p=0.02）。【考察】サージカルマスク着用群の

わり：患者のおかれた状況を鑑み、患者の思いを推測しなが

ほうが歩行中の SpO2 の低下が少なく脈拍数の上昇も抑えら

ら、療養への構えを確認し、患者の思いや価値観を最大限言

れており、運動時における呼吸および身体への負担軽減に繋

葉にできるように努めて、患者の意思を引き出している。3．

がると考える。特にサージカルマスク着用時において酸素投

安心できる入院生活をつくる関わり：治療に臨む患者の精神

与している患者では歩行前と歩行中の SpO2 の低下を抑える

的支援をしながら、入院生活の環境に調整を要する情報を得

ことができている。歩行中の息切れに伴う口呼吸など呼吸方

て、患者にとって安心できる入院生活をつくるようにしてい

法に関わらず、サージカルマスク内で酸素濃度が一定に保た

る。4．入院の先を見据えた今後を想定する関わり：看護師は、

れたことで SpO2 の低下が少ないと考える。サージカルマス

現在だけでなく入院の先を見据えた今後に目を向け、様々な

ク着用は感染予防だけでなく、呼吸や身体への負担軽減にお

想定をしながら、今後も患者の安寧を得られる環境を探り、

いても有用である。

それが実現できるように図っている。この 4 つの関わりは入
院前意思決定支援であることが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

193

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

口演Ⅴ - ７

口演Ⅴ - ８

急性白血病の化学療法を受ける強迫性障害を
持つ患者の看護
－
「生きたい」を支えた一事例－
キーワード：急性白血病

強迫性障害

看護倫理

－「自宅で過ごしたい」を大切にした看護－

鎮静

キーワード：緩和ケア

○伊五澤 幸子・高橋 まり子・村井 一範・
佐賀 雄大

【目的】強迫性障害による強迫行為は、持続的反復的で日常
生活に支障をきたす。強迫性障害を持ち急性白血病の長期入
院管理が必要な化学療法を受ける患者に対し、特性を理解し
て複雑なニーズを捉え、個別性を重視した看護介入を再考し
た。その中で看護師の陰性感情やジレンマ、治療抵抗性の苦
痛に対する鎮静の倫理的課題について、多職種で協働し展開
した看護過程を明らかにし、臨床知として蓄積する。
【方法】
事例紹介：A 氏、50 歳代、女性、診断は急性前骨髄球性白血病、
強迫性障害。骨盤骨折術後で ADL は車椅子レベル。前医で
強迫行為に伴うトラブルから入院継続出来ず、B 病院紹介と
なった事例である。本研究は院内倫理委員会の承認と患者の
家族の同意を得て実施した。【結果】A 氏は不潔恐怖を主訴
とし、回避行動からケアの手順の要望があり、不完全恐怖と
確認行為、医療者の巻き込み行為があった。化学療法の副作
用症状に伴い強迫行為が増悪し、拡大する患者の要求は逸脱
行為か否か判断できず、日常生活のケアと療養環境を整える
事に難渋した。そこで倫理四分割法を用い、多職種でカンファ
レンスを実施し、患者の特性を踏まえたケアを行った。娘の
発表会に行くという目標を実現し「娘の為に生きたい」とい
う思いを支えた。再発し、倦怠感や頭痛等の身体症状と伴に
増悪する強迫行為への対応と、家族との時間を確保する必要
があった。他の手段では緩和できない不眠、強迫行為が続い
た為、患者家族に夜間の鎮静を提示した。患者が決めて鎮静
を開始すると睡眠覚醒リズムが改善して「気持ちが穏やかだ」
と話し、家族と共に安穏とした最後の時を過ごした。
【考察】
日常のケアの中で増大する強迫行為に対し、看護師は陰性感
情やジレンマを感じ、辟易とする状態となった。多職種でカ
ンファレンスを行い、倫理 4 分割法を用い多角的視点で情報
を整理し、問題点を明確にして患者の苦痛を理解する事でパ
ラダイムシフトを得た。日常のケアと共に患者と目標を共有
し支援する事で闘病意欲を支え、信頼関係を構築した。終末
期、治療抵抗性の苦痛に対し倫理的妥当性に基づき鎮静を
行った結果、患者と家族との時間を確保でき、穏やかな看取
りのケアが行えた。強迫性障害をもつ患者へケアする際の陰
性感情やジレンマ、苦痛緩和目的の鎮静の倫理的課題を多職
種で話し合う事で、建設的に捉えて患者の尊厳を保ち、患者
に寄り添う看護を体現できると考える。
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意思決定支援

壮年期がん患者

○中村 有里 ¹・水野 亜矢子 ¹・木村 眞生 ¹・
渡辺 爾 ¹・宮下 沙也加 ¹・谷内 葵 ¹・岩坂 朋子 ¹・
山口 優花 ¹・林 京子 ¹・谷口 好美 ²

岩手県立中央病院

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

療養場所の選択で家族の意向と相違する壮年
期がん患者の意思決定支援における看護師の
役割

¹ 金沢大学附属病院
² 金沢大学医薬保健研究域保健学系

【目的】緩和ケアにおける療養場所の選択に関して、家族の意向
と相違がある壮年期がん患者への意思決定支援における看護実
践を振り返り、看護師の役割と課題を明らかにし、今後、緩和
ケアで葛藤する患者への看護実践の一助にする。
【方法】本研
究は事例研究である。看護師が緩和ケアにおける療養場所の選
択において意思決定支援に関わった壮年期女性患者を対象とす
る。代諾者に研究の主旨、プライバシーの保護、結果の公表に
ついて書面と口頭で説明し同意を得た。患者の診療録より看護
実践、患者の反応をデータ収集し、分析に「
『日本の現場発看
護学』の構築をめざした事例研究方法」を用い、看護実践をカ
テゴリー化し実践知を考察した。
【結果】
対象は A 氏
（50 代女性）
とその家族である。骨肉腫に対し治療を行っていたが、肺転移
による呼吸状態の悪化により緊急入院した。症状が進む中で、
自宅退院を希望する A 氏に対して家族は自宅での介護に不安を
抱いていたが、医師、患者、家族で話し合いの結果、緩和ケア
病棟へ転院となった。転院決定後も A 氏は看護師に「家に帰り
たい」と訴え、看護師は自宅への外出を提案した。転院前に自
宅へ外出したことで A 氏は前向きな思いで転院することができ
た。看護実践から〈患者、夫を支える存在となり、思いをすり
合わせる〉
〈
「どうにかしてあげたい」とジレンマに悩みながら患
者、夫と向き合う〉
〈今後の療養生活の希望へとつながるように
支援する〉の 3 個の大見出しが抽出された。転院の話が進む中
で、A 氏が家族に遠慮して夫に本音を伝えることができていな
いと感じた看護師は、
A 氏と夫が 2 人で話し合える場をつくった。
夫は「家に連れて帰れない」と話し、看護師は外出ならば夫の
負担も少なく A 氏の希望を叶えられると考え自宅への外出を提
案した。転院前に自宅へ外出することで、A 氏の自宅で過ごす
ことへの自信と今後の療養生活の希望につながった。自宅への
外出の様子や反応を転院先に申し送ることで、A 氏の自宅で過
ごしたいという思いを転院先に引き継いだ。
【考察】A 氏は家族
を気遣うからこそ、遠慮して本音を言えなかった。看護師が A
氏と家族の間に入り込み思いをつなぎ合わせるコーディネーター
の役割を担うことで互いに本音を言うことができた。がん患者
が療養場所を選択する際、看護師は患者、家族と対話しそれぞ
れの思いをつなげて尊重し調整していくことが必要と考える。
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レジメン変更に関わる外来看護師の意識と現
状
キーワード：レジメン変更

がん薬物療法

外来看護師

心臓カテーテル検査・治療を受ける患者に対
する意思決定支援の取り組み

－心臓カテーテルコーディネーターの役割－
キーワード：心臓インターベンション
患者意思決定支援

○萩崎 幸恵・井好 昭博・谷山 法子
一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院

【目的】レジメン変更の場面で、患者の思いが置き去りになっ
ているのではないかと疑問を持った。そこでレジメン変更に
おける外来看護師の意識と現状を明らかにするために研究を
行った。
【方法】研究期間は 2020 年 10 月～ 11 月、レジメン
変更時に医師の説明の場に同席した事のある A 病院外来看
護師 14 名を対象とする。参加は自由意志であること、研究
目的以外にデータを使用しないことなどを説明し署名を得
る。インタビューガイドを用いた半構成的面接法でレジメン
変更時を振り返り、本人の言葉でデータとして収集する。分
析方法はインタビュー内容を逐語録としてコード化し、サブ
カテゴリー、カテゴリーを抽出、カテゴリーごとに考察を行
い分析する。
【結果】対象の平均は年齢：47.4 歳、看護師経
験年数：17.5 年だった。21 のサブカテゴリーが抽出され、
『患
者への理解を深める』『つなぐ役割』『レジメン変更への関
心』『業務とのジレンマ』『セルフケアへの支援』の 5 つのカ
テゴリーに分類された。【考察】『患者への理解を深める』で
は、看護師は医師から説明を受けた患者・家族の反応を意識
的に確認し、患者の生活背景を考慮し関わる努力を行ってい
た。また、経済的問題のある患者に対し、関係部門へ案内す
るなど不安や悩みを解決する支援を行っていた。これらは治
療継続への支援に繋がる行動ではないかと考える。
『つなぐ
役割』では、看護師は医師と患者の架け橋となること、そし
て精神面のフォローの大切さを理解していることが明らかと
なった。しかし、患者・家族との信頼構築のチャンスを逃す
場面も多かった。これは『レジメン変更への関心不足』にあ
るようにレジメン変更時の説明を重要な場として捉えておら
ず、がん薬物療法に対する知識や関心不足があったためと考
える。このことから、レジメン変更をインフォームド・コン
セントとして認識し、記録に残し情報共有することで、継続
した看護が行えると考える。『業務とのジレンマ』では、診
察の補助に対する責任の重大さや不安から、情報収集に多く
の時間を費やし、患者との関わりの時間を減らしていた。し
かし、
『セルフケアへの支援』では、薬剤師や他部署との連
携の必要性、また家族の支えを重要視する看護師の思いが見
受けられる結果となった。今後はがん薬物療法の知識を高め
る教育とともに、患者との関わりを増やし、他部署との連携
を強化する必要があると考えた。

援助役割

○石原 由香利・佐藤 由美
医療法人社団森と海東京東京蒲田病院

【目的】A 病院では 2020 年 4 月、心臓カテーテル検査・治
療をける患者に対して医師説明の理解度確認を行い、スムー
ズかつ安全安楽な加療を目的に心臓カテーテルコーディネー
ター（以下、CO と略す）が新設された。同年 4 月～翌 2021
年 2 月までに CO が介入した患者数は 822 名であった。うち、
医師から経皮的冠動脈造影検査（以下、CAG と略す）の必
要性を説明した後に、患者本人の意思でキャンセルとなった
件数は 13 件であった。キャンセルした患者の思いとその対
応について調査することで、より良い患者支援が実践できる
と考え研究を行った。【方法】キャンセル患者 13 名のうち、
インタビューに同意した 9 名
（男女比 4：5

平均年齢 72.33 歳）

に対し、キャンセルの理由や CO に期待する関わりについて
問うた。インタビューの際、対象者に研究参加の説明と個人
が特定されない事を口頭で説明し同意を得た。
【結果】キャ
ンセル患者 9 名中 6 名がその理由を「症状がなかったから、
まだ様子をみたい」と回答した。また 2 名が「コロナが収ま
るまで待ちたい」1 名が「親の介護で、入院ができない」と
回答した。のちに 9 名中 4 名が 2 週間以内に CAG を受けた。
理由は 1 名が「家族の勧め」と回答し、
3 名が「CO の話でやっ
たほうが良いと思うようになった」と回答している。残り 6
名は、紹介元で経過観察している患者 1 名と、5 名が生活指
導などを目的に CO が電話や外来受診時の声かけを行ってい
る。患者からは
「断ったのでもうこの病院には通えないと思っ
ていた、検査を受けないと言う意思を尊重してくれて嬉しい」
と回答があった。
【考察】CO が検査などをキャンセルした患
者のその理由を理解し、患者の個別性に合った対応を継続し
て行うことで患者に寄り添う看護が行えたと考えた。また、
患者の言葉にもあるように「患者の意思」を尊重し、生活指
導などを継続して行うことは、Benner が示す看護実践領域
の第一に挙げる「援助役割」に当てはまると考える。CO の
継続した援助が、その後の電話などでの生存確認や、紹介元
での経過観察を勧めることで、患者の生命を守りつつ病院と
患者をつなぐことができた。これは A 病院の看護部理念に
ある「地域に根差した看護」の実践になったと考える。今後
は CO の介入によって患者意思決定支援が円滑に行え、地域
を含めた医療者間で意思統一が図れるようなシステムを構築
してく予定である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅴ -11

口演Ⅴ -12

患者の事前意思と異なる代理意思決定の過程
で看護師が抱える葛藤
キーワード：事前意思

代理意思決定

葛藤

意思決定支援

医療観察法病棟における安全で効果的な初回
院外外出プログラム

－プライマリー看護師へのインタビューより－

キーワード：心神喪失者等医療観察法 指定入院医療機関
半構造化面接法 外出 プログラム

○髙水 愛梨・津田 佳苗・植村 桜
地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター

【目的】術前に延命治療は希望しないと事前意思のあった患
者に術後、生命維持治療を行うこととなり、患者の事前意思
と異なるのではないかという倫理的葛藤を抱きながら看護を
実践する経験をした。本研究の目的は、患者の事前意思と異
なる代理意思決定の過程で看護師が抱える葛藤の実際とその
移り変わりを明らかにすることである。【方法】A 患者の入
院期間中に病棟に所属していた看護師 26 名に対し研究者が
作成した独自の質問紙を使用した質問紙調査を実施した。調
査内容は看護師が抱える葛藤の有無とその内容、カンファレ
ンスへの参加や事例の振り返りによる思いの変化の有無とそ
の内容の計 12 項目であった。単純集計を実施し自由記述は
看護師の抱える葛藤や価値判断に関する記述を抽出し、分析
した。倫理的配慮として対象者に文書及び口頭で説明し質問
紙の提出をもって同意を得た。質問紙は無記名とし病棟に回
収 BOX を設置して回収した。【結果】質問紙の回収率は 26
名 100％であった。対象者の基本属性は看護経験年数 1 ～ 5
年目 16 名、6 ～ 10 年目 4 名、11 年目以上 6 名であった。A
患者の看護ケアを実践するにあたり葛藤があったと回答した
スタッフは 20 名 76％であり、
「患者が望んでいるかわから
ない」「DNAR を希望していたはずなのに、侵襲的治療を行
い苦しい思いをさせている」「明確な方向性が分からず方針
に疑問を感じる」「侵襲のある治療をどこまでするのか不明」
「侵襲的治療を行うことが本当に正しいことなのか」の葛藤
があった。A 患者の事例を振り返ることで思いに変化があっ
たと回答したスタッフは 22 名 84％であり「延命を希望しな
いと決めた患者に対し、意思を尊重した関わりが大事である
と気づいた」「治療方針について看護師以外の医療従事者も
悩み、葛藤していることを知った」「もしもの時に患者、家
族が安心できるよう事前意思を確認しあう必要がある」など
であった。
【考察】A 患者の事前意思に不確実な要素があり、
患者の最善を尊重した医療チームによる代理意思決定を行っ
たことは、倫理的に妥当であったと考える。患者の事前意思
があってもその内容が曖昧であれば看護師が抱える葛藤は大
きくなる。患者、家族、医療者で情報共有し本人の望む統一
された治療を行うために、術前よりアドバンス・ケア・プラ
ンニングを導入し、延命治療を拒否するケースではその内容
を具体的に話し合っておく必要がある。

○新里 久美・並木 彩乃
愛知県精神医療センター

【目的】医療観察法病棟における安全で効果的な初回院外外
出プログラムとはどのようなものかを明らかにすることであ
る。【方法】初回院外外出プログラムにプライマリー看護師
として同行したことのあるスタッフ 4 名に、半構造化面接
法による面接を実施した。医療観察法病棟における安全で効
果的な院外外出プログラムに関連するコードを抽出したうえ
で、意味内容の類似性によりサブカテゴリー、カテゴリーと
統合した。倫理的配慮は、研究対象者には、研究の目的、匿
名性の確保、参加は自由意志であること、参加しなくても不
利益が生じないこと、協力表明した場合も途中で辞退可能で
あること、結果の公表について文章・口頭で説明し同意を
得た。【結果】プライマリー看護師が考える安全で効果的な
院外外出プログラムとして 50 のコードより、18 のサブカテ
ゴリーを抽出し、「対象者のニーズに沿う」「対象者の特性を
見極める」
「明確な目的がある」
「基本の形がある」
「リスク
を最小限にする」
「経験者及び信頼関係のあるスタッフが同
行する」「次回以降につながる」「多くの情報を得たい」とい
う 8 つのカテゴリーに統合された。【考察】外出前の計画立
案の際には、初回院外外出プログラムの目的地や交通手段を
決めるために、対象者のニーズや特性を見極め、多職種で情
報共有し、目的を明確にすることが必要である。外出の実際
では、基本の形である A ショッピングセンターに公用車で
行くパターンは、安全性が高く効果的であると認識されてい
たが、対象者の個別性を考慮するとそれ以外でもリスクアセ
スメントをすれば可能であると考えられており、実際に A
ショッピングセンター以外に外出するという応用がされてい
た。一方で、プライマリー看護師は、A ショッピングセンター
以外に行って、医療事故が発生したら責められるのではない
かという不安や負担感を感じていた。多職種チームは外出に
同行するプライマリー看護師だけに負担がかからないよう、
対象者をメンバー全員がサポートするという姿勢が大切であ
ると考えられた。外出後の成果としては、自由度の少ない初
回院外外出プログラムにおいても、次回以降につながるよう
な多くの情報を得たいと考えられていた。今後は、初回院外
外出プログラムマニュアルにある基本の形を大切にしつつ、
対象者の個別性に応じた安全で効果的な院外外出プログラム
をカスタマイズしていきたいと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅴ -13

口演Ⅴ -14

血液疾患患者初回と２回目以降の化学療法治
療に対する心理的変化

心不全再入院予防に向けた心不全手帳使用に
対する患者の思い

キーワード：血液疾患患者

キーワード：心不全

化学療法

心理的変化

○藤田 得也・手塚 幸恵

心不全手帳

退院指導

患者の思い

○弓木野 きよみ・本田 司・松尾 晴代・
川畑 さとみ

社会福祉法人恩賜財団済生会宇都宮病院

鹿児島市医師会病院

【目的】血液疾患患者の初回と 2 回目以降の化学療法治療に
対する心理的変化を明らかにする。【方法】1 研究デザイン： 【目的】心不全患者に対する心不全手帳使用開始時の思いを
関連要因探索型デザイン 2 研究対象：20XX 年 3 月～ 20XX

明らかにする。
【方法】急性期病棟に入院し、初めて心不全

年 9 月に入院し化学療法を受ける患者 3 データ収集の方法：

手帳を受け取り、心不全手帳による指導開始後 7 日目の患

初回・2 回目ともに同一患者でのアンケート実施とする。4

者を対象とした。心不全手帳を受け取った時の思いや指導内

データの分析方法：アンケート内容はカテゴリー別で化学療

容、心不全手帳の日常生活への活用、指導後の病気に対する

法に対する認識と生活に対する認識に分け、
「思う・やや思う」

気持ちの変化について半構造的面接を行い、内容を分析した。

と答えた割合の変化を比較した。5 倫理的配慮：調査対象者

倫理的配慮として所属施設の倫理委員会の承認を得て実施し

に対し研究の概要、調査内容、研究の参加は自由意思による

た。対象者には、研究協力は自由参加で不利益は生じないこ

ものであること、参加を拒否した場合や回答内容により不利

と、プライバシーの保護等を説明し、同意書への署名で同意

益は何も生じないこと、回答は本研究以外には利用しないこ

を得た。【結果】研究協力者は 6 名であった。52 のデータか

とを説明。Ａ病院看護部倫理委員会の審査を受け承認を得た。

ら 38 のサブカテゴリ、9 のカテゴリが抽出された。心不全

【結果】17 名分のアンケート実施の結果、化学療法に対する

手帳を受け取った患者は、「予後に対する不安」「退院後の生

認識のカテゴリーで 2 回目以降の割合が増加した項目は「化

活への不安」
「心不全手帳を用いた自己管理への不安」を抱

学療法による身体的苦痛、気力・体力の低下がある、経済面

いていた。一方で、
「心不全手帳を用いた自己管理への前向

の負担が気になる」であった。減少した項目は「化学療法が

きな思い」や「特別な思いはない」と感じていた。心不全手

いつ終わるのか見通しが立たない、家族の今後の生活が気に

帳を使用して自己管理指導を受けた患者は、指導後も「変わ

なる、自分の役割を果たせるか気になる」であった。生活上

らない不安な思い」を抱いていた。
「病気と前向きに向き合

の認識のカテゴリーでは、2 回目以降の増加項目は「自分の

う姿勢」を意識し、
「心不全手帳の活用」を行っていたが、
「食

生活のリズムが作れない、自分らしさが保てない」であった。

事管理の困難感」
を感じていた。
【考察】
心不全手帳を受け取っ

減少した項目は「自分の病状が理解できない、再発・転移の

た時は様々な不安を抱いていた。これらの思いには、心不全

不安がある、人間関係が失われた気がする」であった。入院・

が命に直結する病気であり、ずっと付き合っていかなくては

治療の過程を経験し更なる不安を招く群、適応力がつき不安

いけないことを知り、より不安が増大していることが考えら

軽減に繋がる群、変化をもたらさない群の 3 つに分けられ、

れた。入院初期から患者が思いを表出できるように支援する

リアリティを伴う苦痛は 2 回目で割合が増加し、生活に関す

必要がある。病状が落ち着いてから心不全手帳を使用して自

る不安は減少する結果となった。【考察】治療を受けて安心

己管理指導を受けたことで、心不全の病態や体調を振り返り、

するのではなく、実際は現実感が増し、不安が増強した可能

行動変容の必要性を認識していた。心不全手帳を活用するこ

性がある。身体的苦痛は 2 回目に焦点をあてた支援を行い、

とで、日々の身体状況の把握ができ、疾患や治療に対して正

不安や戸惑いに寄り添うことが重要となる。患者により、副

しい知識を得ることができたと考える。食事管理の困難感を

作用の時期・程度は異なり、ＱＯＬや治療認識に影響を与え

感じている患者に対しては、病態や特性に応じて必要な内容

る。身体的苦痛は病気の進行を予期させ、精神面に影響を及

を手帳に書き込むなどの活用方法の検討が必要である。心不

ぼすため、予防・早期対応が重要となる。また患者は心理的

全手帳を受け取った患者は、予後や退院後の生活、心不全手

適応段階にあっても、疾患に対する不安は常に存在する。揺

帳を用いた自己管理への不安を感じていた。心不全手帳を活

れ動く精神状態の持続は否定的思考に繋がるため、患者を取

用し病気と前向きに向き合う姿勢や自己管理行動を獲得でき

り巻く多方面の因子に合わせ、思いを表出しやすい環境の提

たが、食事管理の困難感を抱いていた。

供と、化学療法の初回と 2 回目以降の心理的変化に合わせた
不安の傾聴を行うことが重要となる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅵ - １

口演Ⅵ - ２

終末期医療の意思決定支援に対する経験年数
5 年目以下の病棟看護師の認識の変化
－ ACP 学習会、倫理 4 分割法による事例省察を実
施して－
キーワード：終末期医療 意思決定支援 病棟看護師
ACP（アドバンス・ケア・プランニング）

デスカンファレンスによる看護師の終末期看
護への行動及び意識変化の現状と課題
キーワード：デスカンファレンス
緩和ケア

終末期看護

看取り

○田中 睦子・大久保 歌織
総合病院三原赤十字病院

○志賀 祐子・藤田 結皆・宮國 朱音

【目的】緩和ケアに関わっている看護師が、デスカンファレ

水戸赤十字病院

ンス（以下 DC とする）を振り返ることで、自分の中にない
【目的】ACP 学習会、倫理 4 分割法による事例省察を実施し

様々な視点に触れ、その後の行動や意識が変化することが、

どのような知識を得るのか、2 ～ 5 年目看護師の終末期医療

より良い看護に繋がるのではないかと考えた。本研究では、

の意思決定支援に対する認識がどのように変化するのかを明

DC による看護師の終末期看護への行動及び意識変化の現状

らかにする。
【方法】A 病棟に勤務する経験年数 2 ～ 5 年目

と今後の課題を明らかにすることを目的とした。
【方法】研

の看護師 9 名を対象に、緩和ケア認定看護師による ACP の

究期間：2020 年 7 月～ 12 月。研究対象者は、A 病棟緩和ケ

概要に関する学習会、慢性呼吸器疾患看護認定看護師によ

ア科で 2 年以上の経験がある看護師 11 名。データ収集方法は、

る ACP 実践報告学習会を行った。次に A 病棟で終末期の意

半構造化面接を 30 分程度行った。分析は DC による看護師

思決定支援においてジレンマを感じた 1 事例を対象者に事前

の終末期看護への行動及び意識変化についての内容を示す

に提示し、A 病棟の倫理委員がファシリテーターとなり倫理

データを抽出し、コード化し、類似性に沿ってカテゴリ化し

4 分割法を用いて事例省察を実施した。独自に作成したイン

た。本研究は、
A 病院医療倫理委員会の了承を得て行った。
【結

タビューガイドを用いて半構成的面接を約 20 分個別に行い、

果】分析の結果、121 のコードが抽出され、それらを、現状

面接内容を逐語録に起こした。本研究では〔認識〕を終末期

と課題に分け、現状では 8 サブカテゴリ〔新たな気づきが得

医療の意思決定支援に対する関心、患者家族との関わり方、

られる場となる〕
〔終末期患者やその家族を理解する機会と

困難さと定義しそれらの変化を抽出しコード化を行い、類似

なる〕
〔看護師自身の気持ちを浄化する〕の 3 つのカテゴリ

性により分類し質的帰納的に分析した。A 病院の看護研究

に分類された。課題では、11 サブカテゴリ〔想起が難しく

倫理審査委員会で承認を得た 。【結果】132 のコード、41 の

充実したカンファレンスとなっていない〕
〔患者や家族との

サブカテゴリー、19 の《カテゴリー》が抽出され、４つの

人間関係の構築の難しさがある〕〔患者や家族への看護のあ

｛コアカテゴリー｝に分類された。《意思決定支援の具体的な

り方に悩みがある〕
〔症状緩和に対して思うようにならない

方法を学んだ》
《意思決定支援の重要性を感じた》と｛知識｝

難しさがある〕の 4 つのカテゴリに分類された。
【考察】DC

を得ていた。
《終末期の意思決定支援に対する関心が低く自

は〔新たな気づきが得られる場となる〕ことから、その人ら

分の役割ではないと思っていた》から、《意思決定支援にお

しい最期の時に立ち会う病棟看護師は、患者がどのような死

いて自分にもできる事がある》と｛関心｝の変化があった。事

生観を持っているか把握した上で、看護師間での情報共有を

例省察を通して《早期から患者家族が終末期の過ごし方を考

行い、
共通認識のもとケアを考えて行く必要がある。また、
〔患

えられるようにしていく》と｛患者家族との関わり方｝の変化

者や家族への看護のあり方に悩みがある〕ことや〔症状緩和

があった。《死という重さ》《経験年数が浅い》事で意思決定

に対して思うようにならない難しさがある〕という課題が明

支援に介入する自信がないと｛困難さ｝を抱えていた。【考察】

らかとなった。終末期援助は特有であり、患者と家族が望む

理論的知識を得て意思決定支援の重要性を認識し、関心が低

ことや、求めていることを探りあて、患者や家族が抱える身

い事に気が付く変化があった。行動変容ステージモデルにお

体的・心理的・スピリチュアルな問題の解決に向けた援助が

いて知識の獲得は〔意識の高まり〕、事例省察は〔感情体験〕

必要である。終末期患者本人が納得いく人生の最期を過ごせ

となり、無関心期から関心期への変化を促し、関心の向上を

るよう、アドバンス・ケア・プランニングを視野に入れた意

もたらした。患者家族が終末期の過ごし方を考えられるよう

思決定支援が今後の課題であると考える。さらに〔看護師自

にしていく、という意思決定支援における看護師の役割に自

身の気持ちを浄化する〕場となっていたことから、看護師自

覚を持つという関わり方の変化に繋がった。死という重さや

身が行うケアや患者、家族に対するジレンマやストレスに対

経験年数が浅いことが困難さの要因であり、濱吉らが述べて

して共感を得る場を作り、看護師自身のグリーフケアに繋が

いる ACP の実践を困難にする阻害要因に該当することが明

る環境を調整していくことが必要である。

らかとなり、それによって今後意思決定支援の実践を円滑に
進めていくことに繋がると考えた。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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エンゼルケアに対する看護師と家族の思い

外来患者のアドバンス・ケア・プランニング
の実態調査

キーワード：エンゼルケア

キーワード：アドバンス・ケア・プランニング 意思決定
人生の最終段階 DNAR 人生会議

－家族に寄り添うケアを目指して－

グリーフケア

看護師

家族

○岡元 真理子

○大久保 昌子・赤石 真寿美・田中 いり子・
根岸 由紀子・仁和 喜美江・福沢 麻紀

帝京大学ちば総合医療センター

【目的】エンゼルケアセットが導入されてから看護手順を見
直し毎年研修会を行っている。研修内容を見直し、家族対応

十和田市立中央病院

の改善に取り組むため、エンゼルケアを行う看護師の思いと

【目的】A 病院外来患者のアドバンス・ケア・プランニング

なられた患者の家族 14 名にアンケートを実施した。質問紙

するための配慮について書面で説明し、協力を得られた小児

エンゼルケアを受けた家族の思いを明らかにした。【方法】 （以下 ACP）の現状を明らかにし、意思決定支援への取り組
みを検討する。
【方法】自由意志による承諾、不利益を回避
エンゼルケアを行ったことがある看護師 312 名と入院で亡く
はエンゼルケアの現状に関する質問 11 項目、思いに関する
質問 9 項目で作成した。選択式は質問項目別に単純集計、自
由回答式は内容を類似する思いにまとめ、カテゴリー化し分
析を行った。対象者へは研究目的、本研究への参加は自由意
思であり拒否による不利益はないこと、結果の公表と個人情
報保護について説明し同意を得た。【結果】看護師へのアン
ケートでは、エンゼルケアを行う際は人としての尊厳を尊重
し、丁寧にケアをすることを心がけていることが分かった。
しかしケアの中で家族への声掛けに悩む看護師が 6 割いるこ
とも分かった。上手にケアができなかった、自分がどう関わ
ればいいのか分からなかったという看護師自身の要因、患者
の経過や背景、容姿の変化が大きいという患者の要因、家族
の悲しむ姿、関わろうとしない姿など家族の要因で、辛く悲
しい感情を持つということが明らかになった。その反面、希
望を叶えてあげれたという看護師の要因、患者の穏やかな姿
という患者の要因、家族の表情の変化や言葉など家族の要因
で、良かった、嬉しかったという感情を持つことも明らかに
なった。家族へのアンケートでは、看護師と共にケアを行っ
た家族は「一緒に行えて良かった」
「最期に触れられて良かっ
た」
「故人との時間が作れて、ケアもできて良かった」と感
じていた。そして看護師に対して「対応が良かった」
「誠意
を感じられた」
「親身に話を聴いてくれてありがたかった。
ずいぶん家族は救われた」という意見があった。【考察】看
護師と家族が患者への思いを共有すること、丁寧な対応や声
掛け、話を聴くことで家族から「良かった」「救われた」と
いう言葉が聞かれることから、エンゼルケアは家族のグリー
フケアに繋がっていると考えられる。辛さや悲しさを抱える
ケアであるが、私達看護師の関わりが家族のグリーフケアに
繋がるという意識づけができるようにしていきたい。また、
家族への声掛けを悩むことがないように、より実践的な研修
内容を検討していく必要がある。

を除く外来患者 1000 人に、調査用紙を記入していただき回
収した。項目は、年齢、性別、もしもの時に受けたい医療に
ついて考えたことがあるか、話し合ったことがあるか、話し
合いを進めることについて、書面を作成しておくことについ
て、身近で大切な人の医療について難しい決断の経験の有無
とした。回収した調査用紙は、各項目について集計、分析を
行った。また、2017 年 12 月に実施された厚生労働省のアン
ケートの一部抜粋した項目と比較した。
【結果】有効回答率
99.2％で、平均年齢 62.9 歳± 15.5 歳であった。考えたこと
があるか、話し合ったことがあるかでは、70 代に有意差が
みられた。話し合いを進めることについて、書面をあらかじ
め作成しておくことについては賛成が多かった。話し合って
いない人は全体の 53.4％であった。書面を作成することに賛
成の人のうち、作成していない人は 96％であった。身近で
大切な人の医療について難しい決断の経験がある人は 25.5％
で、そのうち 55.7％が考えたり、話し合っており有意差があっ
た。質問項目全てで、男女での有意差はなかった。厚生労働
省の調査との比較では一般国民と A 病院との結果で有意差
はなかった。【考察】70 代に有意差がみられた理由として、
両親や知人の老い、死別を経験することが多く、自身の病気
の経験などから考える機会が増えるためと考える。話し合い
を進めることについては、日本では「死」や「病気」に対し
てマイナスなイメージがあり、話題にしにくいため、話し合
いに至らないと考える。書面作成については将来的には必要
と感じていても書式や記入内容が分からないため作成されて
いない。難しい決断の経験がある人は、自分の経験が ACP
のきっかけになっていると考えられた。厚生労働省の調査と
比較し、有意差がないことから ACP の普及が進んでいない
ことが分かった。意思決定場面において、本人の意思の尊重
と家族が後悔しない最善の選択ができるような支援が必要で
ある。今後、他部門と連携しながら、院内掲示板の利用やリー
フレットの配布を検討し、ACP が認知されるよう活動して
いきたいと考える。
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口演Ⅵ - ５

口演Ⅵ - ６

緩和ケア病棟におけるデスカンファレンスの
有用性の検討
－ベレルソンの内容分析から－
キーワード：デスカンファレンス

PCU

緩和ケアの質評価ツール IPOS を使用したこ
とによる看護ケアの変化
キーワード：緩和ケア

経験

内容分析

○岡田 由布子・吉中 恵美・小林 瞳・乙部 妙子・
井町 美江子

トータルペイン

IPOS

○香坂 絢菜・吉岡 紀子
深谷赤十字病院

【目的】B 病棟は緩和ケア病棟であるため、顕在的な苦痛（が

医療法人松涛会安岡病院

ん性疼痛）に視点が向いてしまい潜在的な問題に気づきづら
【目的】A 病院 PCU のデスカンファレンスを内容分析し、そ

い。そこで、看護ケアを客観的に評価できるツールとして

の視点と傾向を明らかにする。また、その有用性とあり方

IPOS を活用し、看護ケアの変化を明らかにすることを目的

や方向性を検討する。【方法】2019 年 7 月～ 2020 年 8 月ま

とした。【方法】質的研究、対象者に調査目的、研究参加は

での A 病院 PCU のデスカンファレンス 45 件を対象とした。

対象者の自由意思によること、研究成果は個人が特定されな

ベレルソンの内容分析法を参考に、カンファレンスの発言内

いように公表する等を説明し、調査協力の同意書へのサイン

容の記録をコード化した。看護師、医師、栄養士、リハビリ

を得て実施した。A 病院の倫理審査委員会の承認を得て実施

スタッフ、ソーシャルワーカーの各々の発言内容を文脈単位、

した。IPOS 使用マニュアルに沿った勉強会を実施後、2 ヶ

語られた経験の１つの意味内容を記録単位のコードとして抽

月使用し、インタビューを行い得られたデータを基に逐語録

出した。コードの意味内容の類似性に従い分類し、カテゴリー

を作成。カテゴリー化し内容を分析した。
【結果】同意が得

名を付けた。カテゴリー化においては、3 名の研究者が内容

られた 5 名にインタビューを実施し 3 つのカテゴリーが抽出

分析を行い、カテゴリーの信頼性を検討するために、スコッ

された。IPOS を活用することで「潜在的問題への気づき」

トの式により一致率を算出し、70％以上を信頼性確保の基準

や「患者の思いを知るきっかけ」となった。また、使用方法

とした。【結果】534 単位のデータを抽出した。これらのデー

の「共通理解の重要性」が明かとなった。【考察】「潜在的問

タの類似性を元にして帰納的に分類した結果、30 のカテゴ

題への気づき」では、潜在的問題点への気づきはできている

リーに分類され、最終的に８つのカテゴリーに分類された。

が IOPS への理解度が低いことや使用回数が少なかったこと

最も多くのコードを含むカテゴリーは《患者を生活者とし

から直接的な看護ケアの変化に繋げることはできなかった。

て理解する（n=107、20.0%）》で、《疾病が及ぼす身体的精

「患者の思いを知るきっかけ」は、IPOS 導入により患者との

神的影響とその対応（n=101、18.9%）》、《患者家族の希望に

コミュニケーションのきっかけとなり患者を知り、患者・家

沿った支援ができたと感じる（n=87、16.3%）》《患者にとっ

族との関係構築の手助けとなり知り得た情報を基に関係性を

ての家族の重要性を知り、家族のケア参加を支援する（n=75、

深めていけるのではないかと考える。質問しづらい内容も質

14.0%）
》
《患者家族に対して苦慮しながら行ったケアと生じ

問用紙の活用で介入しやすくなり、問題点を明らかにするこ

た疑問や心残り（n=73、13.7%）》《患者や家族の生活史を把

とができる。直接的・非言語的コミュニケーション、質問用

握する（n=57、10.7%）》《経験を今後に生かすために必要な

紙の利用を合わせる事でより一層患者への理解を深めること

ことを見出す（n=20、3.7%）》《患者家族の希望が叶わなかっ

が出来るのではないかと考える。「共通理解の重要性」は、

た心残り（n=14、2.6%）》の順であった。【考察】カテゴリー

カンファレンスでの共有により看護ケアの方向性を導き出す

考察の結果、以下の視点と傾向が明らかになった。1. 個々の

ことができるのではなかと考える。日々の看護ケアを行って

関わりで知り得た患者家族の情報や言動を多職種で共有し、

いくことで様々な場面でジレンマや負の思いを抱くことが多

対象の全体像を明らかにする。2. 身体的精神的症状コント

い。看護ケアの対象は患者やその家族も含まれており、看護

ロールの難しさと全人的苦痛についての考察がされている。

ケアに対する評価も良かった悪かったなど 1 つの結論を出す

3. 患者家族とのコミュニケーションが重要である。4. 家族の

ことは困難であると考える。IPOS 導入で患者を知る機会と

意思も含めたケアが求められている。5. 看護師はグリーフケ

なり、患者、家族の潜在的問題点に着目することができてい

アとして、家族が看取れることの重要性を認識し、注意を払

るため引き続きの活用で看護ケアに繋げていく。

いながら看護している。以上のことはデスカンファレンスの
有用性を示唆しており、今後も他職種が専門職の視点で臨床
知を共有し、蓄積する場として活用したい。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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白色ワセリンを用いた NPPV マスクの MDRPU
予防効果
キーワード：NPPV 白色ワセリン
コスト

MDRPU

安全面

手指消毒に関する A 病棟看護師の意識と実態
調査

－手指消毒の意識づけを目指して－
キーワード：手指消毒 意識向上
５つのタイミング

○木村 梓・木村 恵・坂本 和子・坂入 政敏

基礎知識調査

○秋山 真理・武分 絵美・川野 亜也乃

一般財団法人筑波麓仁会筑波学園病院

日本赤十字社長崎原爆諫早病院

【目的】A 病院では NPPV マスク装着時に、MDRPU 予防ケ
アのため創傷被覆材を貼付していた。しかし、MDRPU を防

【目的】手指消毒の現状を明らかにし、5 つのタイミングの

ぐことが出来ず、かつ患者が創傷被覆材を誤食するインシデ

定着と遵守率の向上に繋げる。【方法】研究対象：A 病棟

ントが発生し、安全面を考慮したケア方法を検討する必要が

に勤務する看護師

生じた。そこで、褥瘡予防ケアとして用いている白色ワセリ

研究方法：病棟看護師 13 名に手指消毒に関する基礎知識に

ンが、MDRPU 予防に活用できると考えケアの変更を実施し

ついてのテストを行い、消毒剤の使用量を個人別で 1 か月毎

た。その結果、創傷被覆材ケアよりも白色ワセリンケアに有

に調査した。消毒剤の使用量が多い群、少ない群、変動があ

効な結果が得られた。【方法】1. 対象者は B 病棟の NPPV 装

る群から各 2 名ずつ抽出した。6 名に対してバイタルサイン

着患者 108 例。A 群は 2018 年度創傷被覆材ケア 47 例。B 群

測定の場面を直接観察法で調査し、遵守率を算出した。半構

は 2019 年度白色ワセリンケア 61 例。2. 方法

研究期間：2020 年 3 月～ 2020 年 10 月

1）A 群と B

成的面接法と 5 つのタイミングの指導を行い、再度同場面を

群の MDRPU 発生率と DESIGN-R を調査し、t 検定で有意水

直接観察法で調査し、介入後の遵守率を算出した。倫理的配

準を p<0.05 とした。2）A 群と B 群の背景比較は、年齢と

慮：研究の目的・方法、発表において個人が特定できないよ

NPPV マスク装着日数は t 検定、男女比率はカイ二乗検定で

う配慮することを説明し同意を得た。所属施設の倫理委員

有意水準をｐ <0.05 とした。3）A 群と B 群のコストの比較

会の承認を得た。
【結果】テスト結果の正解率は平均 86.7％、

を行った。
【結果】1）MDRPU 発生数は A 群 7 例で発生率

遵守率（％）・使用料（ml/ 月）は多い群：看護師 A（介入

14.9％、B 群 4 例で発生率 6.6％。DESIGN-R 平均点数は A

前 40％・770ml/ 月→介入後 100％・805ml/ 月）看護師 B（介

群 5.8 ± 1.2 点、B 群 3.0 ± 0.3 点で有意差が認められた。2）

入前 36％・903ml/ 月→介入後 85％・417ml/ 月）少ない群：

A 群の平均年齢 75.8 ± 10.0 歳、性別は男性 64％女性 36％、

看護師 C
（介入前 14.2％・73ml/ 月→介入後 100％・290ml/ 月・）

NPPV マスク装着日数は 5.0 ± 3.1 日。B 群の平均年齢は 74.9

看護師 D（介入前 0％・155ml/ 月・→介入後 84％・145ml/ 月）

± 10.1 歳、性別は男性 72％女性 28％、NPPV マスク装着日

変動がある群：看護師 E（介入前 23％・311ml/ 月→介入後

数は 4.7 ± 2.9 日で両群の背景に有意差なし。3）1 人当たり

33.3％・390ml/ 月）看護師 F（介入前 70％・504ml/ 月→介

A 群 3,136 円 B 群 23.9 円。【考察】NPPV マスク装着時に白

入後 69.2％・456ml/ 月）半構成的面接法の結果では手指消

色ワセリンを使用することは、皮膚に必要なバリア機能を低

毒の必要性は理解しているが、使うタイミングが分からな

下させないことに繋がり、摩擦やずれ、外的刺激を防ぐ効果

い・忘れていた等の意見が挙げられていた。
【考察】基礎知

があると考える。これに対して創傷被覆材は貼付と剥離行為

識問題の正解率は高く手指消毒の理解はあると考えたが、遵

を繰り返すことで皮膚の角質を剝がすことになり、それがバ

守率は低く実践には結びついてはいなかった。消毒剤使用量

リア機能の低下につながったと考える。さらに粘着性を持つ

と遵守率は必ずしも比例していなかった。使用量の多い群と

創傷被覆材は剪断力が加わり軟部組織の血管系が縮小し虚血

少ない群は、自己の行動を振り返ることで遵守率向上に至っ

が生じやすく皮膚損傷を起こす。一方で粘着性のない白色ワ

たと考える。変動がある群は各群と比べ平均正解率と指導後

セリンは剪断力を減少することができるため MDRPU 予防

の遵守率の伸び率も低かったことから、手指消毒に対しての

の要因となったと考える。また創傷被覆材は固形物であるが、

知識と意識不足が要因としてあり手指消毒の基礎知識を深め

白色ワセリンは無形物のため誤食の問題も解決でき、コスト

ていくアプローチが必要であると考える。藤田は、手指衛生

の大幅な減少に繋がった。以上のことから、NPPV マスクの

遵守状況の定期評価とフィードバックを行うことで「職員の

MDRPU 予防に対して複数の効果が得られており白色ワセリ

さらなる努力への動機を得ることができる」と述べている。

ンは標準ケアとして推奨できると考える。

指導だけでは一時的な知識になりかねないが、自己の行動を
フィードバックすることで行動変容に繋がったと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

201

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

口演Ⅷ - ３

口演Ⅷ - ４

初期救急から 3 次救急患者に対応する A 病院
救急室看護師が抱える倫理的悩み

関節リウマチ患者に対して看護師が抱く陰性
感情への対処行動

キーワード：初期救急から 3 次救急
倫理的悩み

キーワード：関節リウマチ
病棟看護師

救急室看護師

陰性感情

対処行動

○笠原 理絵子・安達 祥子・髙橋 倫彦

○冨澤 絵美・中島 直子・内海 玉恵

山形県立中央病院

東京都立多摩総合医療センター

【目的】A 病院救急室は初期救急から 3 次救急患者に対応し、 【目的】関節リウマチ患者の看護で看護師が抱く陰性感情へ
電話対応も含め業務内容は多岐にわたる。その看護実践や診

の対処行動を明らかにすることを目的とする。【方法】2020

療の場面で看護師から不安の声や、救命と重症患者対応で治

年 12 月から 2021 年 1 月まで関節リウマチ患者の看護を行う

療処置が優先となり、患者家族に対し十分に対応できなかっ

際に感じた感情や対処行動を半構造化面接で聴取し、質的記

たなどの言葉が聞かれることがある。今回、初期救急から 3

述分析を行った。対象者は、A 病院 B 病棟の看護師長を除

次救急患者に対応する救急室看護師が看護実践の場面や出来

く看護師 5 名。対象者に対して、研究内容について説明を行

事の中で抱える倫理的悩みを明らかにすることを目的に研究

い書面で同意を得た。個人情報の取り扱いに注意し、精神的・

を行い、共有し対応していくための示唆を得たいと考えた。

時間的負担がないように配慮した。
【結果】看護師は関節リ

本研究の用語の定義として倫理的悩みを、救急室での看護実

ウマチ患者の「病気によって作られた性格の特徴」や「看護

践の場面や出来事の中で生じた看護師のジレンマや葛藤とし

( 師 ) が否定される」ことで陰性感情を抱いていた。
「業務優

た。
【方法】本研究は院内看護研究委員会倫理審査の承認を

先」となることも関連していた。一方で、関節リウマチは難

得た。救急室看護師に研究の趣旨、参加の自由意志、個人情

病であるため明確な治療がなく、劇的な回復も見込めないた

報の守秘、不参加による不利益がないことを説明し、書面で

め、
看護師は自分の看護を「無意味と感じる」ことがあり、
「何

同意を得た看護師に半構造化面接法を用いた質的研究を行っ

かをしたいが、言葉に出来ない」や「話がかみ合わない」こ

た。分析方法は録音したデータから逐語録を作成し、コード

とも陰性感情を招いていた。陰性感情を抱いた看護師は対処

を抽出した後、カテゴリー化した。【結果】対象は 14 名で、

行動として、
「患者を理解しようとする姿勢」や「患者に合

＜救急でのルーティンな処置や治療＞＜侵襲が大きい蘇生処

わせた介入方法」をとっており、「自分に置き換えて考える」

置のあり方＞＜軽症から重症患者の対応で煩雑な状況になる

を行っていた。また、「他の看護師と共有する」や、「自分の

ため、患者対応が疎かになる＞＜コミュニケーション不足に

看護を振り返る」ことをしていた。
【考察】関節リウマチ患

より実践に活かせないチーム医療＞＜救急室の役割と家族看

者に対する看護師の陰性感情は、リウマチ気質という先入観

護の必要性＞＜救急室看護師の立場や、その制限と限界＞＜

に付随して、関節リウマチ患者のこだわりがある等の特徴が

救急室経験年数により生じる思い＞＜看護師と患者家族間の

陰性感情と関連していることが考えられる。関節リウマチ患

捉え方、考え方の相違＞＜教育機関病院の役割を果たしてい

者は自分なりの生活をしていたため、今まで行ってきた患者

るが、患者の不利益になっていないか＞＜医療者間の捉え方

自身のやり方を主張し、患者—看護師間で価値観の対立が起

や考え方の相違＞＜プライバシーが確保されない環境＞の

こることで陰性感情となっているのではないかと考えられ

11 のカテゴリーと 29 のサブカテゴリー、93 のコードを得た。

る。患者が病気や治療に対して試行錯誤した心理状態にある

【考察】救急医療ではアルゴリズムや初期治療が確立し医療

と、支援が伝わらないことによる虚無感が、看護師の陰性感

者の行動が形態化している背景や、患者の尊厳を尊重したい

情に繋がっていることが考えられる。対処行動では、患者の

思い、終末期に移行した時、患者家族に適切な環境や看護が

言動や行動だけで患者を認識せず、背後にある思いを理解し

提供できているのかという思いから倫理的悩みが生じている

ようと介入していた。本来の患者自身を捉えることや患者の

と考える。また、電話対応など顔の見えない状況から互いの

生活を自分のことのように考え、患者の体験を同じように感

思いが正しく伝わりにくく、患者にとって良いと思う看護師

じることで患者の理解が深めていた。それらのことが、陰性

の考えや助言が、患者やその家族の期待と一致しないと考え

感情の軽減に繋がっていると考えられる。また、陰性感情を

る。治療方針や意思決定の場面でも、患者家族との関係構築

看護師同士で共有し、対話の中で看護師自身のストレスコー

が十分ではなく、意思決定までの過程が不明確かつ短時間で

ピングを行っていた。看護師同士で患者の情報を共有するこ

あることから、救急室看護師として介入することの難しさを

ともストレスコーピングに繋がっていると考える。

感じるなど、倫理的悩みが生じていると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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共感的コーピングと精神科ケアストレス認知
との関連

－総合病院精神科病棟看護師へのアンケート結果から－
キーワード：精神科看護師 共感的コーピング
精神科ケアストレス認知

退院支援の質向上を目指した取り組み

－多職種連携による退院支援シートを活用して－
キーワード：地域連携

退院支援

退院支援シート

○川久保 砂奈江

○高橋 直美 ¹・安田 伸 ¹・鏡 陽介 ¹・川越 厚良 ¹・
塩谷 隆信 ²
¹ 市立秋田総合病院
² 秋田大学医学系研究科

朝日大学病院

【目的】X 病院の Z 病棟看護師、理学療法士、MSW と他施
設の訪問看護師の連携により作成した退院支援シートを活用
し、地域連携による効果的な退院支援の方法を明らかにする

【目的】共感的な対応は精神科特有のストレスを軽減するの
ではないかという仮説から、共感的コーピング（対人関係ス
トレスイベントに対する共感的な対処方法）と精神科ケアス
トレス認知（精神科ケアに関連したストレス）との関連につ
いて明らかにすることで、共感的コーピングを高めれば、精
神科ケアストレス認知を軽減できる可能性があるのではない
かと考える。【方法】1．研究対象：B 県総合病院精神科病棟
に勤務する看護師・准看護師（師長を除く）。2．研究期間：
令和 X 年 12 月 4 日～令和 Y 年 1 月 8 日。3．硏究方法：属
性（性別、年齢、看護師経験年数、精神科病棟経験年数）と
共感的コーピングは下位項目が 2 項目で 10 の質問、精神科
ケアストレス認知は下位項目が 4 項目で 12 の質問で得点化
する。4．分析方法：属性、共感的コーピング、精神科ケア
ストレス認知のそれぞれの関連性について Pearson の積率相
関係数、Spearman の順位相関係数を求めた。5．倫理的配慮：
硏究の主旨、本研究への参加は自由意志であること、個人情
報について配慮し研究以外では使用しないことを文章で説明
した。また、所属施設倫理委員会の承認を得た。【結果】対
象者 86 名に質問紙を配布し回収数は 83 名（回収率 96.5％）、
有効回答数 78 名（有効回答率 94.0％）であった。女性 43 名、
男性 35 名、年齢 22 ～ 60（41.1 ± 9.9）歳、看護師経験年数
1 年未満～ 40（16.2 ± 10.3）年、精神科病棟経験年数 1 年未
満～ 30（5.7 ± 6.0）年であった。1．共感的コーピングの総
得点と精神科ケアストレス認知の総得点に有意な相関がみら
れなかった。2．共感的コーピングの総得点と精神科ケアス
トレス認知の各下位項目の間に有意な相関がみられなかっ
た。3．女性の年齢と精神科ケアストレス認知の総得点との
間に有意な弱い相関がみられた。【考察】共感的コーピング
と精神科ケアストレス認知には、有意な相関がみられなかっ
た。対象者の属性を急性期、慢性期に分けて調査していない
ことが研究の限界である。女性の年齢と精神科ケアストレス
認知の下位項目である多職種連携、知識・技術不足に弱い相
関がみられた。女性は仕事と家庭を両立する上で家事・育児
の役割を行えないという葛藤を抱えやすい。また、年齢が高

【方法】期間：2018 年 9 月～ 2019 年 10 月

研究方法：1．Z

病棟の看護師、理学療法士、MSW と他施設の訪問看護師で
事例検討をしたのち退院支援シートを作成 ２．退院支援シー
トを活用し退院した患者に対し、退院後訪問を行い、患者・
家族へ聞き取り調査 ３．Z 病棟看護師と退院後訪問に同行
した訪問看護師に職種別、自由記載の質問紙調査を実施

分

析：1、2 の発言内容、3 の記述内容を逐語録としてデータ化
し、意味内容の類似性に基づき分類、整理した。倫理的配慮
対象者へ研究参加の自由意志、中断の自由、これらによる不
利益を被らないことを説明し紙面で同意を得た。
【結果】1. 退
院支援シート作成のための事例検討では、訪問看護師は 家
族が必要としている在宅でのサービス や 家族の疲労の軽
減 患者・家族の身内の相談相手の不在 などを述べていた。
看護師は 多職種が患者・家族の思いを共有し、同じ気持ち
で意思決定支援する 退院後に起こりうる問題を考えた支
援 が重要と考えていることが分かった。そこでこれらを含
めた退院支援シートを作成した。2. 退院支援シートを活用し
た患者の退院後訪問での患者・家族へ聞き取り調査では 希
望した療養場所の選択 に対する満足感 訪問看護師、病棟
看護師の連携 在宅で必要な医療処置に対する丁寧な指導
に対する安心感などを語っていた。3. 退院支援シートを活用
した退院支援後の職種別の質問紙調査の結果は、病棟看護師
は 在宅でのリスク回避に対する意識 具体的な最善策の
検討 を効果と考えていた。訪問看護師は 病棟看護師との
在宅訪問の意味 について表現し、在宅で連携することが効
果的ととらえていた。
【考察】事例検討により、訪問看護師
の視点を退院支援シートに追加したことで、患者・家族の希
望や思い、地域との連携のあり方を退院支援シートから導き
出すことができた。これらの情報を可視化したことで、病棟
看護師が在宅でのリスク回避や具体的な最善策について考え
ることができ、患者・家族の安心感と満足感につながったと
考える。また、訪問看護師と退院支援について考えることで、
在宅で訪問看護師と病棟看護師が連携することの意味付けに
なったと推察する。

いほど相手に、知識・技術が備わっていると認識されること
が、ストレスとなるのではないかと考えられる。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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熟練看護師が心臓血管外科開心術器械出し看
護を円滑に行うために大切にしていること

術前説明に焦点をあてた手術室看護の患者満
足度調査

キーワード：心臓血管外科

キーワード：術前説明

器械出し

熟練看護師

○秋山 早織・西岡 由紀子・井上 ミハル

患者満足度

○三浦 晋悟・四戸 美穂子・吉田 奏子・富岡 洸樹・
立崎 美智子・藤原 真記子

富士市立中央病院

十和田市立中央病院

【目的】A 病院における心臓血管外科（以下心外とする）開
心術は冠動脈バイパスグラフト術、弁形成術や弁置換術、大

【目的】A 病院で行っている術前説明について患者満足度調

血管置換術が行われている。手術手技が複雑で使用する器械

査を行う。
【方法】全身麻酔予定で術前説明を行った患者に

も多い心外開心術では、どのように器械出し看護をすれば良

おいて、同意が得られた 20 歳以上のアンケート記載ができ

いのか悩む声が聞かれる。そこで、A 病院手術室の心外開心

る患者を対象とした。手術担当の看護師が、術前説明後にア

術における熟練看護師が、器械出し看護を遂行するために大

ンケート用紙を配布した。アンケートは術後に記載してもら

切にしていることを明らかにすることで、心外開心術器械出

い、各病棟に設置した回収箱へ投函してもらった。アンケー

し看護の継続教育に繋げる。【方法】倫理的配慮として目的・

ト結果は単純集計で分析した。
【結果】93 名にアンケートを

方法、プライバシーの保護、データの保管と管理及び研究終

配布し、有効回答者は 56 名であった。術前説明内容につい

了後の破棄について文書と口頭で説明し同意を得た。20XX

ては、酸素マスクや血栓予防等の専門的な項目を除き、90%

年 9 月～ 12 月に A 病院手術室勤務 5 年以上、かつ心外開心

以上の患者から理解を得られた。70 歳以上の患者 22 人のう

術器械出し看護経験 3 年以上の熟練看護師 3 名に、円滑な

ち、本人確認項目で 2 人（9.1%）
、モニター装着項目で 4 人

心外開心術器械出し看護を行うために大切にしていることに

（18.2%）、酸素マスク項目で 4 人（18.2%）、抜管まで声が出

ついて、インタビューガイドを用いて半構成的面接を実施し

ない項目で 5 人（22.7%）
、退室時に酸素マスク等をつけて帰

た。面接は個室で実施し、得られたデータから逐語録を作成

る項目で 6 人（27.3%）が「わからなかった」「あまりわから

後、コードを抽出しサブカテゴリー・カテゴリー化した。
【結

なかった」と回答した。手術がイメージできたかについては、

果】対象は心外開心術経験 5 年から 12 年の看護師 3 名であっ

55 人（98.2%）の患者から「できた」「だいたいできた」と

た。逐語録から 141 のコードが抽出され、12 のサブカテゴ

回答があった。自由記載欄より「手術室内を見学したい」
「写

リー、3 カテゴリーが導きだされた。以下「」はカテゴリー、
〔〕

真があればよい」といった意見が得られた。術前説明に満足

はサブカテゴリーを示す。
〔事前学習〕
〔事前の打ち合わせ〕
〔手

できたかについては「満足」
「やや満足」が 56 人（100%）であっ

術進行の予測〕
〔話しかけるタイミング〕
〔環境を整える〕
〔カ

た。【考察】術前説明内容については、一部の専門的な内容

ニュレーションは間違えない〕で構成される「手術の流れを

を除き理解が得られた。よって術前説明用紙を用いた口頭説

止めない」
、
〔声に出して伝える〕〔医師の個性を知る〕〔雰囲

明が、患者の理解の一助になったと考える。一方で 70 歳以

気を壊さない〕で構成される「医師とのコミュニケーション」
、

上の高齢層に、
「分からなかった」という意見がみられたため、

〔食事・水分管理〕
〔睡眠時間の確保〕〔浮腫予防〕で構成さ

高齢者が理解しやすい説明方法を検討する必要がある。「分

れる「体調管理」の 3 カテゴリーである。熟練看護師は、
「手

かりにくい」という意見の多かった専門的な項目については、

術の流れを止めない」ために事前に情報収集や学習を行い、

意識の無い中で行う処置であることから、術前説明用紙を分

積極的に「医師とのコミュニケーション」をとること「体調

かりやすく修正する必要があると考える。手術のイメージが

管理」をして手術に臨むことを大切にしていた。【考察】熟

できたかについては、多数の患者から「できた」
「だいたい

練看護師は、手術の流れを止めないために、事前準備や、術

できた」と回答が得られた。またアンケートの自由記載欄よ

中のみならず日頃から医師とのコミュニケーションを大切に

り「手術室内を見学したい」
「写真があればよい」等の意見

していた。更に、心身ともに万全の体調で手術に臨めるよう

が得られた。患者の個別性を考え、手術を容易にイメージで

に体調管理も重要視していることが示唆された。今後、継続

きるよう写真や器材を実際に見せるといった対応が必要であ

教育として、カニュレーションなどの勉強会を開催すること

ると考える。そして回答者 56 人全員から術前説明に満足し

や、心外器械出し看護のオリエンテーション方法の見直しを

たと回答が得られた。よって A 病院の術前説明の患者満足

行うことで、円滑な心外開心術器械出し看護の実践に繋げて

度は高いと考える。

いきたい。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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糖尿病地域連携パスの療養指導に対する患者
満足度調査

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる
病棟となった看護師の思い

キーワード：糖尿病 地域連携パス
アンケート

キーワード：新型コロナウイルス感染症 不安
隔離下での看護 ジレンマ 慣れ

患者満足度調査

○藤田 真実・法量 千恵子・米田 由加里・
成田 圭子

○関谷 由貴・浜本 絵理香
三田市民病院

十和田市立中央病院

【目的】令和 2 年 1 月に日本で新型コロナウイルス感染症（以
【目的】A 病院の地域連携パス利用患者の満足度を調査し、

下 COVID-19）が流行し、A 病院では B 病棟が COVID-19

患者が求めている療養指導意義と内容を明らかにし、療養指

患者を受け入れる感染症病棟となった。そこで、看護師はど

導の質の向上に繋げる。【方法】連携パスで受診し、目的、

のような思いを抱え勤務していたのか疑問に思い、受け入れ

匿名性を口頭と書面にて説明し同意を得た患者で、自分でア

通達時から現在の看護師の思いを明らかにする。
【方法】令

ンケート調査、インタビュー調査に回答した 51 名を対象と

和 2 年 3 月末から 11 月まで勤務した看護師 12 名に、インタ

し、電子カルテからも検査データや属性を収集した。データ

ビューガイドを用いて約 30 分間インタビューを実施した。

を単純集計し、その結果をクロス集計した。関連性を解析す

その後、逐語録を作成しカテゴリーを抽出した。なお、A 病

るためカイ二乗検定を行った。【結果】男性 22 名、女性 29 名。

院の看護部倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結果】

平均年齢は 69.8 ± 11.3 歳。HbA1c の平均は 6.7 ± 0.7％。罹

75 サブカテゴリーを生成し、6 カテゴリーを抽出。看護師は、

『感染するのではないか』などの《不安》
《ス
病期間は平均 10.58 ± 9.48 年。療養指導についての満足度は、 『未知のウイルス』
「満足」76％「やや満足」18％「やや不満足」2％。薬物療法

トレス》がみられた。しかし、『ICN がいること』『手順書が

の実践度は「良くできている」「できている」が 88％。糖尿

あること』
『職場の雰囲気』があったことで、
《恐怖の軽減》

病の理解度は「良くできている」「できている」が 94％。食

が得られていた。一方で、『隔離下での看護の限界』を感じ、

事療法の実践度は「良くできている」
「できている」が 59％。 《看護》のジレンマが生じた。その中で、『COVID-19 患者の
運動療法の実践度は「あまりできていない」「できていない」

看護』を見出し実践した。数ヶ月経過し、COVID-19 の《情

が 59％。インタビュー調査結果では、関心があった順に食事

報》が明らかになってきたことや『経験してきたことによる

24 名、足のケア 21 名、検査 12 名、運動 9 名、合併症 8 名だっ

自信』から《慣れ》を感じていた。しかし《慣れ》により新

た。
「何もなし」と回答したのは 4 名。HbA1c の平均は 7.2％、

たな《不安》が生じた。【考察】看護師は、感染することや

4 名中 3 名は運動療法の実践において「あまりできていない」

差別されることへの思いがあり、感染症や患者の対応方法が

と回答している。収集データをクロス集計した結果「食事療

分からないことから《不安》や《ストレス》が生じたと考える。

法の実践度」と「HbA1c」に差がみられた。カイ二乗検定を

しかし、手順書の作成やシミュレーションを行い、統一した

した結果「運動療法の実践度」と「食事への関心」
、
「食事療

《看護》を提供できる環境が整ったことは、《恐怖の軽減》に

法の実践度」と「合併症の有無」、
「運動への関心」と「性別」

繋がり、
《不安》を持ちながらも環境に適応できた。また、
《不

が有意な差を認めた。【考察】インタビュー調査で関心が高

安》を自然と話すことができ、日々相談できる環境は、ピア

い項目としてあげられたものは、指導者も重要だと考え指導

サポートの役割を果たし《ストレス》の軽減に有効であった

している項目であり、また「何もなし」と回答した患者に対

と推測する。しかし、今までの経験から《慣れ》を感じ、感

しても、意識して介入する必要がある。集計データとアンケー

染意識が薄れることで感染拡大に繋がる危機感が生じたこと

ト結果の分析では、食事療法の実践は HbA1c に影響してい

は、新たな《不安》に繋がった。常に感染対策を意識し、勤

ると示唆される。運動療法の実践は HbA1c の値とは関係な

務することが今後求められる課題である。一方、
『隔離下で

く、実践する事が難しいと考えられる。患者は様々な項目に

の看護の限界』を感じていたが、ジレンマを抱えつつも精神

関心があるが、療養行動は伴っていない事が分かった。指導

面に着目したケアを実践したことで、患者の不安軽減や安心

者が患者と共に日々の生活行動を振り返り、何に関心がある

に繋がっていた。隔離下での《看護》には限界が生じるが、

かを意識して引き出し、実践しやすい療養行動ができるよう

精神面に着目したことで、看護師としての役割を見出すこと

に介入していく必要がある。その結果、患者の満足度も高ま

ができたと推測する。

り、療養指導の質の向上に繋がると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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小児病棟における新型コロナウイルスに対す
る感染対策の実践報告
キーワード：新型コロナウイルス
実践報告

小児病棟

感染管理

医療安全における病棟と病院全体の学習会の
有効性

－医療安全文化尺度を用いて－
キーワード：医療安全

医療安全文化

○村上 美奈・山下 香苗・貴田 英子

○阿久津 祐子

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター

北海学園大学大学院経営学研究科

【目的】新型コロナウイルス感染症小児患者（以下、小児
COVID-19 患者）を受け入れるにあたり、今までの経過と
実践報告をまとめ考察し、病棟の新たな課題を明らかにす
る。
【方法】データ収集方法：病棟感染対策の記録及びカン
ファレンス内容。分析方法：実践内容と、生じた問題点を文
献等と比較し考察した。倫理的配慮：データはパスワード管
理を行い個人が特定されないように配慮した。又、A 病院
の研究倫理審査から承認を得た。【結果】小児病棟では、小
児 COVID-19 患 者 を 受 け 入 れ る 対 策 と COVID-19 患 者 の
紛れ込み対策の２つの対策が同時に必要となった。①小児
COVID-19 患者を受け入れる対策：病棟内でのゾーニング
が必要となり、陰圧個室と病棟入口の 1 つを小児 COVID-19
患者専用とし、他患者との交差を防いだ。対応スタッフを限
定し、COVID-19 感染対策の教育を強化した。ミルクや哺乳
瓶の取り扱い、付添い家族の生活支援や室内での処置介助の
方法等、想定される場面を院内 ICT からの指導の下、スタッ
フに教育した。又、その内容をマニュアル化し、病棟のすべ
てのスタッフへ周知した。② COVID-19 患者の紛れ込み対
策：A 病院の小児病棟では、呼吸器感染症患者の緊急入院
が約 8 割を占める。その為、小児 COVID-19 患者が紛れ込
むリスクが高い。入院前の全患者に PCR 検査を実施し、結
果が出るまで個室隔離とし呼吸器感染症とそれ以外の疾患で
病棟内のベッド配置を区別した。院内では面会禁止であった
が、小児病棟では、児の安寧の為付添いを許可した。付添い
者からの COVID-19 発症を懸念し、付添いや面会は人数や
面会時間を制限し出入口のセキュリティ強化を行った。同時
にそれを文面化し入院時に説明を行い、家族が承諾すること
を入院条件とした。第 3 波と言われる期間までに小児患者か
ら COVID-19 が発生し、入院時の対応看護師が濃厚接触者
となった経緯から、標準予防策に対する指導を強化した。
【考
察】スタッフへは、対応が長期化し気の緩みや慣れが生じ、
感染対策遵守を継続する為に工夫が必要であった。スタッフ
が認識を持ち、いかに醸成させていくかという事が課題であ
る。又、マニュアルも適宜改訂が必要であると考える。そし
て、小児の場合、家族の存在が重要であり多様な家族機能や
ニーズに応じ、家族が安心して任せれらるような体制構築が

学習

【目的】安全な医療を提供するために起きた事故から学ぶ事
は、次の安全な医療の提供に繋がる。学習は様々な方法で行
われるが、病棟と病院全体での学習会にはそれぞれの役割が
あると思われる。事故に関する学習において病棟で行う事
と、病院全体で行う事の違いや有効性を医療安全文化尺度
を用いて考察する。【方法】施設は病床数が 100 床以上の全
国の病院を無作為に抽出し、対象者は看護師・准看護師とし
た。質問紙調査には AHRQ の医療安全文化尺度を使用し、
他に属性、事故に関する学習会が病棟と病院であるかの有無
を回答してもらった。調査は無記名で行われ、協力しなくて
も不利益にならない事、得られた情報は本研究以外の目的で
使用することは無いことを書面で説明し、北海学園大学研究
倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結果】有効回答者
数は 999 名（有効回答率 46.4％）で、平均年齢は 38.4 ± 10.8
才、通算臨床経験年数 15.4 ± 10.3 年であった。医療安全文
化尺度の因子分析を行った結果、8 個の因子が抽出された。
それぞれの因子名を『協力連携』『安全の姿勢』『チームワー
ク』
『コミュニケーション』
『ミスに対する雰囲気』
『人員配
置』『上司の姿勢』『上司のネガティブ』とした。各因子につ
いて、病棟と病院での事故などに関する学習会の有無を２要
因とする分散分析を行った結果、『人員配置』以外の 7 因子
では、病棟の学習会の主効果が有意で、学習会が有に尺度得
点が高かった。更に、『安全の姿勢』『上司の姿勢』について
は、病院の学習会の主効果も有意で、学習会が有に尺度得点
が高かった。交互作用は有意ではなかった。
【考察】病院で
の学習会に比べて病棟での学習会の方が、学習会がある場合
に医療安全文化因子の尺度得点が有意に高い場合が多いこと
が解った。このことから病院全体での講義形式や紙上での事
例検討ではなく、質問項目にあるように自分の病棟で起きた
事故に関することをタイムリーに、様々な意見を出し合って
話し合い、互いに助け合って仕事をすることが、より安全文
化を高めていると思われる。そして病院全体の学習会は、組
織全体が安全風土を提供し定着させるために必要な機会と思
われ、病棟の学習と病院組織の学習が結びつくことにより、
高い学習成果をもたらし安全文化に寄与すると考える。

必要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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FIM の自己評価と他者評価の差異と MMSE
評価による転倒の関連性

ライン抜去予防における外科系看護師の身体
抑制の実施基準に対する認識

キーワード：転倒

キーワード：外科病棟 身体抑制
看護師の認識

－患者と看護師の ADL の認識の差－
FIM

MMSE

ライン抜去

○杉田 亜由美 ¹・佐野 英里奈 ¹・栗田 瑛美 ¹・
井川 由貴 ²

○古舘 美由紀・松田 貴幸・早川 由香
公益財団法人総合花巻病院

【目的】機能的自立度評価表（以後、FIM）の移乗項目・移
動項目から、患者の自己評価と看護師による他者評価の差異
を比較し、認知機能の低下との関連性とそれが転倒のリスク
に関係するのかを検証する。【方法】令和 2 年 6 月～ 8 月に
A 病棟に入院してきた患者に入院から一週間以内に、Mini
Mental State Examination（以後、MMSE）を使用し、認知
機能を測定した。MMSE 30 点～ 27 点を A グループ、26 点
～ 22 点を B グループ、21 点以下を C グループとした。FIM
評価は、転倒場面に多かった移乗・移動の項目に絞り、看護
師が点数をつけたものを他者評価、ADL を患者から聞き取
りし、看護師が点数をつけたものを自己評価とした。グルー
プ毎に、他者評価、自己評価をウィルコクソン順位和検定を
用いて比較した。また、グループ毎に転倒件数と、その際の
患者の言動を、インシデントレポートから抽出した。倫理的
配慮：研究への協力と撤回の自由、研究協力者にもたらす利
益と不利益、個人情報の保護、研究終了後の取り扱いについ
て説明し、承諾を得たうえで、自由意思による同意を文書で、
患者本人または家族へ説明し同意を得た。この研究は A 病
院倫理委員会の承認を得た。【結果】研究対象者 52 名中、同
意が得られたのは 34 名であり、自己評価ができない方につ
いては家族からの同意も得られず、対象外とした。A グルー
プの移乗の自己評価、他者評価の比較は P=0.285、移動は
P=0.317 で有意差なく、転倒はなかった。B グループの移乗
の自己評価、他者評価の比較は P=0.042 で有意差あり、移動
は P=0.144 で有意差なく、転倒 3 件。C グループの移乗の自
己評価、他者評価の比較は P=0.002、移動は P=0.012 で、移
乗・移動とも有意差があり、転倒 3 件であった。【考察】看
護師が評価する患者の移動能力と、患者が思う自身の移動能
力の差が大きいほど転倒リスクが高まるのではないか、また
それには認知面の低下が関連しているのではないかと考え調
査検証した。今回の研究で、軽度であっても認知機能低下が
みられる患者で、FIM の移乗・移動の自己評価、他者評価
の乖離がある患者は転倒しやすいことがわかった。入院時に
FIM の移乗項目・移動項目の他者評価、自己評価をすること、
また認知機能を評価することが患者の転倒発生予測のために
は有効であると考える。

¹ 山梨県立中央病院
² 山梨県立大学看護学科

【目的】ライン抜去予防における身体抑制の実施基準に対す
る外科病棟看護師の認識を明らかにする。【方法】A 病院外
科病棟の看護師 30 名に自記式質問紙調査を行った。研究概
要を口頭と文書で説明し 2 週間の留置き後に調査票の無記名
提出を求めた。抑制の基本的考え、抑制が必要な患者の状
態、抑制具使用を検討する場面、抑制時の葛藤、抑制しない
ための対策について 4 段階評価と自由記述にて調査し、平均
値比較ならびに類似性に基づくカテゴリー化を行った。研究
者所属施設の研究倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結
果】回収率 93.3%、
対象者の平均看護経験年数は 5.5 ± 5.7 年、
96% 以上の看護師が抑制を減じる必要性や非人間性、葛藤を
感じていた。患者がラインをしきりに触る・興奮・起き上が
る等の状態で抑制が必要（4 段階評価で 3.0 以上）と認識す
る一方、うつろ・無表情等の状態ではあまり必要ない（3.0
未満）と認識する傾向にあった。また自由記述の結果では、
< 患者・医療者の安全確保が困難 >、< 挿入物の排除が予測
される >、< 看護師のアセスメントによる予測的判断 >、<
人権との両立が可能 > の 4 場面で抑制具の使用を検討するこ
とが示された。一方、抑制実施時は、< 人権阻害や QOL へ
の懸念 >、< 抑制の目的・効果への疑念 >、< 人道的な嫌悪
感 >、< 業務上の自己防衛との葛藤 > など 6 カテゴリーの葛
藤があり、抑制しないために挿入物の固定や配置の工夫、生
活リズムの調整、看護師間の情報共有を高頻度に実施（4 段
階評価で 3.8 以上）していた。
【考察】外科病棟看護師は、抑
制の非人間性に葛藤を感じながらも特に過活動状態の患者へ
の抑制を必要と認識し実施しており、患者の安全を守ること
が看護師の抑制開始基準であると読み取れた。一方、既往や
病歴等を基にした予測的アセスメントやインシデント予防と
いう業務上の自己防衛から生じる過剰抑制を見極め、最小限
の抑制とするために、抑制実施基準等の作成が急務であると
考える。さらに、抑制効果への疑問や人道的な嫌悪感を抱き
ながらも抑制せざるを得ない現状が明らかになった。このよ
うな状況において看護師は、挿入物配置の工夫や情報共有を
密に行い、抑制しない看護につなげる対策を日々実践してい
ることが明らかになった。葛藤のない周術期看護の実践のた
めにも抑制を最終手段として考えられる基準やアセスメント
ツールの作成が必要と考える。
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小児の皮膚トラブル減少に向けた点滴接続部
位の物品選定
－従来品と代替品の物品を用いての比較・検討－
キーワード：小児

皮膚トラブル

点滴接続部位

周手術期患者の口腔ケア状態の実態と課題
キーワード：術前管理 術後合併症
周手術期

口腔環境

感染管理

○尾崎 李帆

○深水 詩衣奈・石田 佳子

八潮中央総合病院

上尾中央総合病院

【目的】B 病棟では治療開始に伴い点滴静脈内注射を留置す
ることが多く、年齢や挿入部位を考慮しながら、シーネを使
用している。しかし、点滴接続部位の褥瘡や皮膚トラブルが
毎年発生している。点滴接続部位において従来品と代替品を
用いた固定方法を実施し、皮膚状態を観察・比較することで
点滴接続部位の皮膚トラブルが減少するかどうか検証する。
【方法】対象は点滴固定にシーネを使用している患児とし、
2019 年 6 月～ 9 月の期間で実施。従来使用している物品を 1
群、皮膚に直接貼付可能の物品を 2 群、スポンジ素材の物品
を 3 群として実施。該当者のルート確保時一人目は 1 群、二
人目は 2 群、三人目は 3 群の順に使用し、四人目以降は、再
度 1 群から上記の順で繰り返し行った。1 日 1 回のテープ交
換時に観察チェック表を用いて、皮膚トラブルの有無を調査
し、比較検討した。B 病院の倫理委員会の承認を得て実施。
文書を用いて被験者、代諾者に説明を行い同意のもと、個人
が特定されないよう個人情報保護に努めた。一度研究参加に
同意した後でも特段の不利益を受けることなく同意は撤回で
きる事を説明した。【結果】研究参加者数 120 名で実施。点
滴接続部の皮膚トラブル数において従来品と代替品間に有意
差はみられなかった。【考察】物品と皮膚トラブルの発生件
数に関連性があるとはいえなかった。1 群は普段から使用し
ている物品でありスタッフ全員が物品の特徴を理解している
ため臨機応変に対応しやすい。2 群の粘着面は肌に優しいシ
リコン素材で直接皮膚に貼付可能なため、体動の少ない新生
児や点滴固定に理解力のある対象へ使用することで、物品ず
れによる皮膚トラブル防止が期待できる。3 群は厚みがあり
ながら、スポンジ様の素材のためやわらかくクッション性に
優れている。しかし持続する圧に弱く経時的に薄くなるとい
う特徴もあるため、短時間のみ点滴を留置する患者への使用
が有効であると考える。点滴刺入部位や対象を考慮しつつそ
れぞれの物品を使い分けることで、既存物品以外の選択の余
地があることがわかった。

【目的】術前に口腔ケアを行うことは、口腔内細菌数が減り
術後肺炎などの合併症予防に繋がる。そこで A 病院の全身
麻酔患者の術前の口腔状態の実態を調査し、術前ケアの課
題を明らかにする。【方法】対象

全身麻酔患者 100 名、期

間 2019 年 6 月～ 10 月、データの収集方法 Eilers 口腔ケアア
セスメントガイドを基に口腔機能障害について正常、軽度、
中～重度と分類をした。さらに患者の性別、年齢、日常生
活自立度（以下自立度）
、認知症の有無をカルテより収集し
た。倫理的配慮は研究対象者へ同意を得た。結果は研究目的
以外では使用しないと説明した。【結果】 調査の結果 65 歳未
満 74 名のうち正常が 46 名、軽度 15 名、中～重度 13 名。ま
た自立度 J1、86 名のうち正常 49 名、軽度 23 名、中～重度
14 名、A1、6 名のうち正常、軽度、中～重度各 2 名、A2、3
名のうち正常、軽度、中～重度各 1 名であった。また動揺歯
がある患者、口臭がある患者、義歯の外し忘れ、未治療の虫
歯がある患者がいることが分かった。【考察】結果から 65 歳
未満の 38％の患者及び自立度 J1、A1、A2 のうち 45％の患
者の口腔環境が正常ではないことが分かった。以上のことか
ら、比較的年齢が若い人や自立度が高い人でも口腔内の管理
が不十分である現状が分かった。先行研究では、挿管患者は
非挿管患者と比較して肺炎の発症率が 6 ～ 20 倍増加し、口
腔ケアを行った患者では肺炎の発症率が 3 分の 1 にまで減少
したという報告がある。そのため術前の口腔ケアの指導・介
助より、術後合併症予防へ繋がると考えられる。今回調査よ
り A 病院で全身麻酔手術を受ける患者の自立度 J1、A1、A2
が 95％を占めることが分かった。すなわち 95％の患者に対
し、術前の口腔ケアへの介入が可能であると想定される。口
腔環境を整えるためには、手術室看護師が手術前日に行って
いる術前訪問の口頭説明だけでは不十分であり、術前オリエ
ンテーションを行っている外来看護師からのアプローチが必
要である。しかし A 病院では口腔内細菌数が多いことによ
る合併症のリスクや、口腔ケアの必要性について説明がされ
ていなかった。以上のことから、周手術期患者の口腔ケアの
課題としては、手術室・外来看護師の連携・指導不足である
ことが分かった。今後は患者が術前における口腔ケアの必要
性を理解し取り組むことができるよう、介入方法について構
築していく必要がある。
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ATP 測定法を用いた環境クロスの清拭の検
証

認知症患者に対する身体拘束解除の看護師の
認識

キーワード：環境クロス

キーワード：地域包括ケア病棟
認識

－効果的な環境クロスの使用方法－
環境整備

ATP

○梶河 真広・髙野 志保・岡田 育子・濵田 房子
市立ひらかた病院

【目的】高頻度接触環境表面の汚染度をアデノシン三リン酸
（以下 ATP）を用いて測定し、ペルオキソー硫酸水素カリウ
ム（酸化剤）配合除菌・洗浄剤（ルビスタ ®、杏林製薬 ㈱；
RST）を用いた効果的な清掃方法を検証する。【方法】段階
的な調査を行い、ウィルコクソンの符号順位検定を用いて分
析した。Step 1 は、環境表面の ATP 測定を行った。その結
果から汚染度の低い箇所から高い箇所への清拭順序を検討し
た。Step 2 は、環境表面を RST 1 枚で清拭し、その前後で
ATP を比較した。その際 Step 1 で検討した順序で清拭した。
Step 3 は、環境表面 1 箇所につき RST 1 枚で清拭し、その
前後で ATP を比較した。清拭箇所は床頭台、オーバーテー
ブル、昇降するベッド柵 2 本、昇降しないベッド柵 2 本、ナー
スコール、ベッドコントローラーである。ベッドコントロー
ラーは凹凸が多く、ATP 測定のための均等なふき取りが困
難であるため、ナースコールとセットとして捉えナースコー
ルのみを測定した。よって ATP 測定箇所は 5 箇所である。
【結果】Step 1 の結果はナースコール、床頭台、オーバーテー
ブル、昇降しないベッド柵、昇降するベッド柵の順に汚染度
が低かった。Step 2 で有意差を認めた項目はナースコール
（p=0.005）、Step 3 では床頭台（p=0.0007）、昇降しないベッ
ド柵（p=0.0007）、昇降するベッド柵（p=0.0007）であった。
【考察】Step 1 は、ナースコールや床頭台は患者により使用
頻度が異なるため汚染度が低く、ベッド柵は訪室する医療者
も接触するため汚染度が高くなったといえる。Step 2 は、す
べての箇所で清拭後の ATP 値は減少した。ナースコールは
始めに清拭した箇所であったため、有意差を認めた。材質の
異なる表面２種類を清拭した先行研究はすべての箇所におい
て有意に菌数の減少と ATP 値減少がみられた。本研究は臨
床現場で調査したため、先行研究と結果が異なったといえる。
Step 3 は、有意差を認めた箇所が Step 2 より多くなっており、
清拭箇所ごとに RST を交換することで効果的に清拭された
ことが示唆された。しかし、オーバーテーブルとナースコー
ルでは有意差を認めなかった。清拭した環境表面は面積に違
いがあり、今後は清拭面積による効果の違いについて検証し、
有効な結果が得られるよう調査数を増やす必要がある。

身体拘束

認知症

看護師

○水野 宏香 ¹・梅田 史子 ¹・長瀬 恵美 ¹・
塚原 節子 ²
¹ 総合病院中津川市民病院
² 中京学院大学看護学部看護学科

【目的】A 病院地域包括ケア病棟には認知症患者が多く入院
している。認知症患者に実施された身体拘束は安全を確保す
るために必要であると考え実施しているが、中には不必要に
なっているにも関わらず漫然と継続されることが多い。特に
在宅復帰を目指し支援を行うことに重点を置いている地域包
括ケア病棟では、患者の ADL を向上させるためにも身体拘
束の解除を検討することは重要である。本研究は A 病院地
域包括ケア病棟に勤務する看護師が身体拘束の解除について
どのように考えているのかを明らかにすることを目的とす
る。【方法】A 病院地域包括ケア病棟の看護師 35 名に令和 2
年 8 月、認知症患者に対する身体拘束解除の認識についての
アンケート調査を実施。1. 身体拘束解除時の認識

2. 身体拘

束解除を躊躇う要因の２つの質問でアンケートを実施し、得
られた結果はコード化しカテゴリーを抽出した。対象者に対
し研究目的と方法、内容を文書及び口頭で説明、回答用紙の
提出をもって研究への参加を同意したものと判断した。また
本研究は A 病院倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結
果】身体拘束解除時の認識では〈危険行動がなくなったとき〉
〈ルート類が除去されたとき〉
〈代替策があるとき〉
〈拘束に
より症状が悪化したとき〉
〈退院先が決定したとき〉の 5 つ
のカテゴリーと、15 のサブカテゴリーが抽出された。身体
拘束解除を躊躇う要因は〈責任を取らなくてはならない〉
〈大
丈夫という保障がない〉〈行動の予測ができない〉〈退院まで
の安全確保ができない〉の 4 つのカテゴリーと、15 のサブ
カテゴリーが抽出された。
【考察】アンケートで得られた結
果は先行研究と同じ結果であった。
〈大丈夫という保障がな
い〉というカテゴリーから、地域包括ケア病棟は在宅復帰や
施設退院を目指す支援を行っており、事故がなく退院して欲
しいという思いが強く、身体拘束を継続してしまう傾向にあ
る。また解除に対して不安があり、個人では解除の判断がで
きないと考えている。個人判断ではなく、職員全員で身体拘
束に対する思いを共有し、身体拘束の解除を検討することが
重要だといえる。地域包括ケア病棟の看護師は患者の ADL
を向上した状態で退院してもらいたい反面、事故を起こした
くないという思いがあり、身体拘束の解除ができないという
ジレンマを抱えながら認知症患者に日々携わっているのだと
考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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皮膚・排泄ケア認定看護師として介入した一
病棟の褥瘡予防対策
－褥瘡発生の現状と褥瘡発生リスク因子との関連性
について－
キーワード：褥瘡予防対策

褥瘡発生因子

実態調査

○鈴木 里恵
帝京大学ちば総合医療センター

【目的】A 病棟は、脳血管疾患をもつ患者が多く入院しており、
意識障害や麻痺があることで活動性が低下しているため褥瘡
発生が多い。そのため、適切な予防対策を検討するため褥瘡
発生患者からの褥瘡発生因子を抽出し発生要因を明らかにす
る。
【方法】後ろ向き研究、1. 期間 2014 年 4 月～ 2019 年 3 月、
2．
対象 A 病棟入院後に褥瘡 NPUAP 分類Ⅰ～Ⅳ度で発生した
患者、3．方法、過去 5 年間の A 病棟入院患者は全 2153 名で、
そのうち 83 名の 3.9％に褥瘡発生を認め、その内訳を分析し
た。倫理的配慮は倫理規定を遵守し、看護部倫理委員会にて
承認を得た。【結果】調査期間の A 病棟入院後に新規褥瘡発
生患者数は 83 名。83 名のうち男性は 44 名（53％）、女性は
39 名（47％）で男女差はなかった。年齢は 20 歳代～ 90 歳代で、
70 ～ 79 歳台の患者で 32.5％と発生が多かった。発生部位別
では、仙骨部 48 名（45.7％）、踵部 16 名（15.2％）などに発
生し、臥床時に体圧が最もかかる仙骨部で発生を多く認めた。
医療側の発生因子は 9 項目が抽出された。抽出された項目は、
日常生活自立度 C ランク、体位変換援助あり、身体拘束あり、
おむつ交換援助、体圧分散用品の不適正使用、リスクアセス
メント不足、スキンケア対策不足であった。体位変換援助の
項目で 78 名（21％）、おむつ交換援助の項目で 76 名（20.5％）
、
ベッドアップ・車椅子介助の項目で 62 名（16.8％）の順で高
値であった。結果をもとに、皮膚・排泄ケア認定看護師が入
院患者全てのリスク評価、予防対策についてケア表を作成し
週 1 回の間隔で評価、修正を行った。また、病棟看護師へ不
足ケアについて勉強会や一緒にケアに参加し指導を行った。
ケア表を作成したことで、情報共有してケアに取り組み、病
棟看護師がケア表に追加ケア内容を立案する変化も認めた。
【考察】A 病棟では、これらの因子が褥瘡発生に関与してい
ることが明確となった。明確になったことで、日頃の看護ケ
アの問題点を振り返るきっかけができたとともに、A 病棟全
体で正しい知識、技術の再習得を図る取り組みが可能になっ
たと考える。今回の介入によって、病棟看護師の褥瘡予防ケ
アの意識改善につながったと考える。今後は、病棟別褥瘡予
防ケアアルゴリズムを作成し、病棟看護師が主体となって対
策が実践できるようにしていきたいと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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育児休業明け看護師とペアを組む看護師の抱
く思いと PNS®の課題
－ PNS®マインドに焦点を当てたインタビューを通
して－
キーワード：育児休業明け

PNS® PNS®マインド

看護師 2 年課程通信制修了後の看護師の職務
内容の変化と教育ニードの関連
キーワード：看護師 2 年課程通信制 職務内容の変化
教育ニード 教育ニードアセスメントツール

○笠川 裕子

○竹内 千亜紀・柿原 啓子・柳田 朋子・
瀧川 亜希子

福井県立病院

大阪滋慶学園大阪保健福祉専門学校

【目的】PNS®マインドに焦点を当てたインタビューを通して、 【目的】本研究の目的は、看護師 2 年課程通信制修了生の看
護師取得後の職務内容の変化と教育ニードの関連を明らかに
育児休業明け看護師とペアを組む看護師の抱く思いと PNS®
の課題について明らかにする。【方法】質的記述的研究デザ
インとし、対象者は B 病棟に所属する、3 年以上のブランク
のある育児休業明け看護師とペアを組んだことがある看護師
4 名。2 病棟を対象とする。データ収集方法はインタビュー
ガイドを用いて半構成的面接にて実施する。性別、育児休業
取明け経験を基礎データとした。インタビューでは、1）ど
のように関わったか、2）PNS®マインドが発揮できた時、出
来なかった時の状況、3）PNS®マインドを発揮するために
必要と思うことについてデータ収集を行った。録音したデー
タより逐語録を作成し、コード化し、類似する表現をサブカ
テゴリー化、カテゴリー化した。研究者の所属先の研究倫理
委員会の承認を得て実施した。【結果】対象者は、男性１名、
女性 3 名（うち、育児休業明け経験１名）であった。インタ
ビューのコードから、
〈育児休業明け看護師への思いやり〉
〈ペ
アを組むことへの負担〉〈環境調整によるゆとり〉
〈PNS®マ
インドを育てたい〉の 4 つのカテゴリーに分けられた。【考
察】対象者は育児休業明け看護師に対して仕事復帰の大変さ
への理解を示していたが、勤務経験から即戦力を求め、また
人員不足の問題からも負担を感じていたと考える。また、対
象者は PNS®マインドの知識不足により PNS®マインドを支
える 3 要素「尊重」「信頼」「慮る」が欠け「自立・自助の心」
「与える心」
「複眼の心」が不足した結果、その日の看護業務
の責任をペアで共有せずに自分独りで抱え込んで負担を感じ
ていたと考える。しかし、育児休業明け経験をもつ対象者は
PNS®マインドの理解が十分でなくとも、自己の経験からマ
インドを支える 3 つの要素を持った関わりができ、PNS®マ
インドを発揮することができたと思われる。対象者は自分の
PNS®マインドを振り返ることが必要であると感じているが、
どのようにして PNS®マインドを育んでいくかは今後の課題
であると考える。

することである。看護師 2 年課程通信制 ( 以後通信制 ) は、
准看護師から看護師への移行促進を目的に、准看護師とし
て 10 年以上の就業経験を有する者を対象にした課程として、
2004 年 4 月に創設された。今回、通信制修了生の動向を調
査し看護専門職者としての現状把握と望ましい状態に発達
するための支援に対する示唆を得ることを目的とした。
【方
法】調査期間は令和 2 年 1 月～ 3 月である。A 校通信制修了
後の看護師 959 名を対象に無記名自記式質問紙調査を実施し
た。調査内容は対象者の基本属性、就学中の就業状況と学習
成果、看護師免許取得後の就業状況、職務内容の変化、役割
の変化、待遇の変化を把握した。現在の教育ニード把握する
ために測定用具「教育ニードアセスメントツールー臨床看護
師用ー」を用い、教育ニードの平均値と、看護師免許取得後
職務上の変化の有無を 2 群に分類し t 検定を行った。
【結果】
研究対象者 250 名から回答が得られた（回収率 26.0%）
。そ
のうち有効回答が得られた 230 名（23.9%）を分析対象者と
した。性別は男性 35 名（15.2%）
、
女性 193 名（83.9%）であり、
年齢は、41 ～ 50 歳 109 名（47.3%）であった。看護師免許
取得後職務内容に変化があった者は 87 名（37.8%）であり、
職務内容にプリセプター、チームリーダー、研修会参加など
が付加されていた。教育ニードの集計結果平均得点は 78.5 点

（標準偏差 15.7）であり、看護師免許取得後職務内容の変化
があった者（平均点 76.0）と無かった者（平均点 80.4）では
有意差を認めた（P=0.043）
。
【考察】通信制修了後の看護師
は職務内容の変化があった者は、教育ニードが高くなること
が明らかとなった。先に結果で示したプリセプター等の職務
内容の変化は、それまでは感じることのなかったキャリア形
成を意識し、看護専門職者として責任や自信が育ち、更に看
護専門職者として望ましい状態に近づき発達していくことを
求める。これは「教育ニードの充足」の要求と捉えることが
できる。よって、教育ニード充足のための支援をおこなうこ
とは、キャリア形成のための課題の克服につながることに加
え、看護専門職者としての望ましい状態に向けた発達に影響
を与えるという示唆を得た。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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救急外来における看護師間での情報共有の取
り組み
－標準化したチェックリストを導入して－
キーワード：救急外来

情報共有

チェックリスト

地震災害時に一般外来が地域医療の役割を果
たすために

－第一報 地震発生時を想定した外来看護師の行動
調査から見えた課題－
キーワード：災害サイクル

○横田 千遥・藤原 菜都美・平山 陽南子・
光永 留美

地域医療

地震災害

○寺石 友香・山口 亜利沙・金刺 彩子・
木村 乃里子

東京品川病院

札幌徳洲会病院

【目的】複数患者の情報を共有する自作のチェックリストの
救急外来に従事す

【目的】地震発生時の外来看護師の行動を調査し、地震発生

2020 年 4 月 1 日～ 8 月 31 日

時の看護師の行動について課題を明らかにする。
【方法】調

有効性を検証する。【方法】1．調査対象
る看護師 16 名
3．調査方法

2．調査期間

1）2020 年 4 月 1 日～ 5 月 31 日現状調査

2）

2020 年 6 月 1 日～ 8 月 31 日チェックリスト作成。3）2020

理的配慮：院内倫理委員会において臨床研究の実施を承認し

年 9 月 1 日～ 9 月 31 日（1）アンケート調査 3 項目

a 救急

たのちに実施した。研究同意については、調査質問用紙の記

b 引き継ぎの行

入と提出をもって同意とみなし、随時同意の撤回はでき、撤

外来受診患者の状態・検査進行状況の把握

c 今後の活用について（質問項目に対し 1 ～ 4 点

回による不利益を受けないものとする。方法：外来診療中

で点数をつけ 4 を最高点、最高 64 点・最低 16 点）と記述調

に震度 7 の地震が発生し、揺れが収まるまでの行動と、収

査を用いて分析した。（2）集計結果を「良い」「悪い」の 2

まった後の行動を調査する。分析は院内地震発生時のフロー

群に分類。【倫理的配慮】A 病院の倫理審査委員会の承認を

チャートの「職員の身の安全の確保」「避難経路の確保」「設

得た。承認番号：20 -A- 09【結果】集計の結果、質 a51 点、

備・備品の被害状況の確認」「出火防止の措置」「外来患者の

b55 点、c46 点となった。質問 a 良い 13 名 81％、悪い 3 名

被害状況の確認」「患者の安全確保」「患者指導および不安の

19％、b 良い 15 名 94％、悪い 1 名 6％、c 良い 11 名 69％、

緩和」「報告」「患者移動および避難誘導」の 9 項目について

悪い 5 名 31％。記述調査の結果、良い点では「引き継ぎの

の調査用紙を作成し、行動内容を単純集計する。地震発生時

行いやすさ」
「現状把握のしやすさ」「検査漏れ予防・減少」

が休日だった場合の行動についてアンケート調査を実施し単

等があがった。改善点では「多忙時は紙面への記入が難しい」

純集計する。【結果】データ回収率 100％。揺れが収まるま

いやすさ

「チェックリスト記入の選択項目が多いため簡易化してほし

での行動では「身の安全の確保」12.5％、
「患者の安全の確

い」等の意見があがった。【考察】今回、チェックリストを

保」71.9％、「患者指導および不安の緩和」15.6％。揺れが収

使用することにより情報を容易に得て、看護師間で共有がで

まった後の行動では「避難経路の確保」31.3％「設備・備品

き必要なアセスメントを早く行うことが出来た。石丸は救急

の被害状況の確認」25％、「出火防止の措置」3.1％、「報告」

外来部門における看護師のマネジメント能力測定尺度の開発

12.5％、
「患者移動及び避難誘導」12.5％。休日の行動では「登

で「救急領域で働く看護師には、多種多様な救急患者に対し

院する」21.9％「SNS ツールで部署へ状況報告」40.6％「病

て緊急度・重症度の判断が的確にでき、病態の著しい変化に

院からの連絡を待ち自宅待機」21.9％。
【考察】大山は「災害

即応する能力が第一に求められる。」と述べている。今回の

時に看護師自身が負傷してしまっては、患者や被災者の安全

結果からもチェックリストは看護師の「短時間での引き継

を守ることはできない」とし、
「災害により発生した負傷者

ぎ」
、
「情報収集」に活用できていると考える。質問 b は良い

に適切な医療を提供するためには、十分なスタッフを確保し

94％の結果を得ている。情報共有の際に、口頭でのやりとり

診療活動の場の安全を確保することが大切である」と述べて

だけでなく目視での確認がより情報の正確性を増すことや、

いる。調査結果からは「身の安全の確保」
「設備や備品の確認」

受け持ち以外のスタッフも情報を容易に得られるため良い評

「出火防止措置」
、
「報告・避難誘導」の項目に脆弱性を認め

価に繋がったと考える。課題は、c の結果や記述調査の改善

ており、さらには休日の地震発生時の行動と安否確認方法の

点より、チェックリストの項目や記入する内容が多い事、情

確立が必要であると考えられる。齋藤らは「災害時にイメー

報共有媒体の変更を検討しなければならない。救急外来は迅

ジをつけるには、フローチャートが実践的でその部署に対応

速かつ効率的に検査・処置を進めていく必要があるため、今

したものであることが重要である」と述べていることからも、

後はチェックリストの項目を厳選する等検討し改善する必要

地震発生時に外来看護師の役割を果たすためには、外来部門

がある。

に適したフローチャートの構築が必要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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査対象：外来常勤看護師 10 名、外来非常勤看護師 23 名。倫

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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「看護指示」の登録について見直しを行った
取り組み
－医事課との連携を通して－
キーワード：看護指示

電子カルテ

新型コロナウイルス感染症専門病院で勤務す
る看護職のメンタルヘルスの実態調査
キーワード：新型コロナウイルス感染症専門病院
メンタルヘルス 差別・風評被害

医事課

○木部 由紀・木内 さゆり・伊藤 都・前田 千保子
医療法人協和会協和会病院

看護職

○笠上 しのぶ・鷲 由美子・谷尾 敬・上田 美恵子・
間中 麻衣子
大阪市立十三市民病院

【目的】A 病棟は一般障害者病棟で、栄養に伴う処置・管理

の他、吸引、褥瘡・軟膏処置など診療報酬での算定項目が多い。 【目的】本研究の目的は、新型コロナウイルス感染症専門病
院で勤務する看護職のメンタルヘルスの実態を明らかにす
算定は電子カルテ内の看護指示の実施確認や看護記録から医
事課が担っているが、看護指示の実施確認忘れや登録忘れが
見られ、看護指示の登録時の判断や日々の選択操作の複雑化
が原因になっているのではないかと考えた。今回、医事課と
見直しを行った取り組みの評価を行い、課題を明らかにする。

【方法】1. 毎日、医事課と前日分の実施確認忘れについて確
認を行う。2. 毎月、医事課と医療費請求書・診療明細書の確
認を行う。3. 実施確認忘れや看護指示登録忘れの多い項目に
関して、医事課担当者と確認を行う。4. 医事課と定期的な話
し合いを行う。5. 電子カルテの実施確認内容の文言や処置薬
品の確認・整備を行い、看護部に発信を行う。倫理的配慮と
して、職員・患者の個人を特定しない配慮を行い報告する。
研究者所属施設の倫理委員会で承認を得た。【結果】1.2. に関
して、毎日吸引、経管栄養、薬剤注入を行っている患者の実
施確認忘れを認めた。3. 上記に加え、酸素の流量変更や使用
時間の登録、認知症ケア加算の実施確認ミスが多いことがわ
かった。4. から摘便と浣腸で算定ルートが違うこと、軟膏処
置に関しては登録方法が曖昧で使用頻度の多い薬剤が登録出
来る状態ではなかったこと、輸血は輸血システムから算定し
ていること、酸素は終日使用にも関わらず「23：59」と、入
力しているスタッフがいること、食事は移動照会で算定して
いること、医療材料が伴う処置はラベルで使用の確認をして

る。【方法】A 病院の新型コロナウイルス感染症患者受け入

れ病棟で勤務する看護職 50 名を対象に、自記式質問紙調査
を行った。看護職のメンタルヘルスの評価は作成者の同意を
得 て、Patient Health Questionnaire 日 本 語 版、Generalized
Anxietry Disorder － 7 日本語版、日本語版不眠重症度質問
票、改訂出来事インパクト尺度日本語版を用いた。調査期
間は 2020 年 8 月 1 日～ 8 月 31 日であった。対象属性とメ
ンタルヘルスとの関係を Mann － Whitney の U 検定または
Kruskal － Wallis 検定を用いて評価し、統計学的有意水準
は 5％とした。A 病院看護研究倫理審査委員会の承認を得て
実施し研究対象者には文書で説明を行った。質問紙の回収は
回収箱を用い、回収をもって同意を得たものとした。【結果】
研究対象となった看護職 50 名は全て女性であった。看護職
50 名のうち、35 名（70.0％）がうつ症状、30 名（60.0％）が
不安症状、24 名（48.0％）が不眠症状、16 名（32.0％）が苦
痛症状を示した。また、就業年数 4 ～ 10 年目の看護職 9 名
のうち 7 名（77.8％）が苦痛症状を有し、就業年数 1 ～ 3 年
目と 11 年目以上と比べて有意に多かった。新型コロナウイ
ルス感染症専門病院に指定されてからの苦痛の内容は、
「感
染する可能性への不安」が 33 名（66.0％）と最も多く、
次に「業
務に慣れていない」が 28 名（56.0％）
、
「院内異動による人間

いることなどが分かった。5. 看護指示の登録内容・方法整理

関係」
「上司からの説明不足」が 14 名（28.0％）の順であった。
、

の登録方法や算定出来る項目には文字に色をつけるなど医事

在や、看護職本来の仕事ではない業務が増えたことなどが専

や薬剤師と使用頻度の多い薬剤の確認作業を行った。また、 「差別・風評被害を受けたことがある」と回答したのは 20 名
【考察】看護職への差別・風評被害の存
看護指示の登録方法も毎日行う項目、行わない日がある項目 （40.0％）であった。
課と看護師の共通認識の確認を行った。また、褥瘡処置に関
して被覆材の名称整理や登録整理を行った。【考察】電子カ
ルテ導入後 5 年が経過し、細部での見直しが行えておらず登

門病院で勤務する看護職のメンタルヘルスを深刻化させた可
能性がある。看護職に十分な説明が得られるような配慮と共
に、メンタルヘルス支援の必要性が示唆された。

録の判断がしづらい状況になっていた。また、ソフトマニュ
アルでの登録になっていた内容もあり、新人看護師、中途採
用者もいる中で誰もが同じ視点で実施確認や登録ができるよ
う定期的な見直しが必要である。見直しによって簡略化をは
かり、得られた時間をベッドサイドケアに繋げていくことが
できると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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COVID-19 重症患者への対応で ICU と病棟
の看護師が行った相互支援による認識の変化
とその要因
－ ICU 看護師の視点から－
キーワード：相互支援

重症患者看護

COVID-19

認識

－効果的なチームビルディングを目指して－
キーワード：チーム医療 専門職間人間関係
葛藤 チームビルディング

コンフリクト

○永井 真理子

○小関 英里 ¹・齋藤 克 ¹・村田 洋章 ²

東京大学医学部附属病院

¹ 自衛隊中央病院
² 防衛医科大学校

【目的】チーム医療における専門職間コンフリクトの内容と、

【目的】A 病院において ICU では通常の対応と並行して新型

コンフリクトによる問題が生じている医療チームに必要な支

コロナ感染症（COVID-19）重症患者受け入れに対応するため、

援を明らかにする。
【方法】医学中央雑誌、J-Stage、CiNii、

一般病棟の陰圧室で ICU と一般病棟の看護師が共に重症患者

PubMed を用いて文献検索を行い、選択基準を満たした国内

看護を実施した。安全性と看護ケアの質を確保する上で、相

外 34 文献を分析対象とし文献レビューを行った。対象文献

互支援が不可欠であった。そこで本研究では、相互支援によ

の概要を要約し、QDA ソフトを用いて専門職間コンフリク

る看護師の認識の変化とその要因を明らかにすることを目的

トに関する記述内容を抽出し、情報を統合し整理した。【結

とした。
【方法】COVID-19 重症患者の対応を行った A 病院

果】専門職間コンフリクトの、
1. 内容には「個人の内省、
自責、

の ICU 看護師を対象に、フォーカスグループインタビューを

不全感」、「他職種との感情の行き違い、医療チーム内人間関

実施した。データ分析は質的帰納的に行った。相互支援の認

係の不満」、「医療チーム内でのコミュニケーション不足（目

識や認識の変化に関わる要因に関する部分を抽出してコード

標共有・状況共有・役割分担・相互理解の不足）」、「組織的

化し、類似したコードを集めカテゴリーを生成した。なお本

サポートが得られないことへの困難（ライン部門からの支援

研究は不利益を被らない旨を研究協力者へ説明し実施した。

が不充分・スタッフ部門からの専門的サポートが脆弱）」が

得られたデータは個人が特定できないよう管理し分析した。

あった。2. 対処には「回避的・自己抑圧的対処」
、
「自己努力

【結果】研究対象の看護師は 6 名、インタビュー時間は 60 分

で適応する」、「チーム目標達成へ協働する、歩み寄る」、
「コ

であった。相互支援による認識の変化は 16 個、認識に変化

ンフリクトを好機と捉える（コンフリクトを認識し向き合

に関わる要因は 12 個の「カテゴリー」が生成された。認識の

う・コンフリクトの解決を模索し行動する・相談や対話でコ

変化には相互支援前半と後半の 2 つの時間軸が現れた。さら

ンフリクトを乗り越えチームが成長する）」があった。3. 支

に具体的な外面的・内面的状況の特徴から 5 つの《側面》に

援には「教育的支援：効果的なコミュニケーションスキルの

分類した。
《看護師のスキル》では「経験・教育・研修の機

伝達・他職種理解と相互受容への啓蒙」、「心理的支援：意見

会」
を得ることにより
「一般病棟看護師のスキルアップが認識」

が表出出来るようにする・専門職が共に学び成長する教育機

され、
《相互支援の管理体制》では「ルールの確立」により「新

会の創生」
、
「組織的支援：組織によるサポート・組織内リソー

たな体制の構築」が、
《人間関係》では「言語化し相手に伝える」

スの活用」があった。
【考察】異なる個人と教育背景の多様

ことにより「連帯感の構築」が認識された。
《相互支援に対す

な専門多職種が集まるチーム医療では、コンフリクトは潜在

る感情の変化》では「適時適切なフィードバック」により「相

的にあるも顕在化しにくい特徴があり、専門職間コンフリク

互支援を前向きに捉える気持ち」への変化が見られた。
《ICU

トの内容・対処・支援には関連性があり、個人内・チーム内・

の存在意義》では「ICU メンバー同士の協同」から「ICU に

組織内において相互作用があると考えられた。専門職同士が

対する良さを再認識」したことが明らかとなった。
【考察】一

協働しチーム医療が推進される為には、コンフリクトに向き

般病棟での重症患者対応という想定外の事態により、相互支

合う為の環境や心理的安全性の確保がまず重要であり、その

援に対し ICU 看護師は複雑な思いを抱えたものの、スキルの

土台の上で問題焦点型対処や目標達成思考で課題に取り組む

向上、管理体制の確立、人間関係の構築といった相互支援を

こと、その為の支援やマネジメントが必要になると考えられ

前向きに捉える気持ちへと認識の変化が見られた。中でも、

た。そのプロセスのなかで、チームは共に学び成長しあう場

相互支援により ICU の良さを再認識したことが特徴的であっ

となり、コンフリクトは多職種チームにとっても専門職個人

た。柔軟性の高い ICU メンバー同士の協同により ICU 以外

にとってもチャンスとなり得る。コンフリクトを好機に変え

の場所での重症患者看護を可能にできた。今後もこうした想

チームビルディングを建設的に進めていく為に、日頃から多

定外の事態にむけ、本研究で明示した認識の変化と要因をも

職種で共に学び合い技術研鑽を継続していくことが重要であ

とに体制を構築していくことの重要が示唆された。

る。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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チーム医療における専門職間コンフリクトの
内容と必要な支援

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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急性期病院看護師の多職種連携実践能力に関
連する要因

回復期リハビリテーション病棟での身体抑制
に対する意識調査

－看護師の多職種連携実践能力の向上に向けて－

－看護師とセラピストの意識の違いを比較して－

キーワード：多職種連携

キーワード：回復期リハビリテーション病棟
意識調査 多職種連携

多職種連携実践能力

急性期病院

○岩崎 聡美 ¹・足立 茉由 ¹・井上 智華 ¹・
濱元 佳江 ¹・高島 真美 ²

身体抑制

○小島 奈々 ¹・安ケ平 才広 ¹・今野 夕香子 ¹・
野里 同 ²・鳥谷部 江里香 ¹

¹ 医療法人医誠会医誠会病院
² 医療法人医誠会看護研修センター

¹ 栃内第二病院
² 岩手医科大学看護学部

【目的】本研究は、急性期病棟に勤務する看護師の多職種連
携実践能力に関連する要因を明らかにすることを目的とし
た。
【方法】研究方法は、無記名のウェブアンケート調査で、
A 病院の看護師 322 名を対象に 2020 年 2 月に実施した。多
職種連携実践能力を従属変数、基本属性、上司・同僚のサポー
ト、多職種間のコミュニケーション、IPE を独立変数として、
Mann-Whitney の U 検 定、Kruskal-Wallis 検 定、Spearman
の順位相関係数にて分析した。有意水準は 5％とした。
【結果】
回収数は 153 名、回収率は 47％であった。年齢は 30 歳以下
が 68％、看護師経験年数 5 年未満が 46％であった。上司サポー
ト得点は平均 36.2 ± 12.9（70 点中）、同僚サポート得点は平
均 31.86 ± 10.5（70 点中）であった。多職種間のコミュニケー
ションのうち、情報共有をする頻度は「ほぼ毎日」が 38.6％
であった。
【考察】回復期と異なる点は、年齢、看護師経験年数、
多職種間のコミュニケーションと多職種連携実践能力との相
関はみられなかったことである。一方、上司・同僚のサポー
トは、回復期と同様に正の相関がみられた（r ＝ 0.285，
0.418）
。
この差異は、対象者の看護師経験年数に偏りがあったことが
影響していると考える。急性期病院看護師の多職種連携実践
能力を高めるためには、同職種である上司及び同僚のサポー
トを強化し、多職種連携実践能力を上げていくために関わっ
ていく必要がある。

【目的】A 病院では身体抑制（以下抑制とする）観察シートや
看護師間での抑制カンファレンスを導入するなど、抑制が解除
できるよう取り組んでいるが、回復期リハビリテーション病棟
（以下回リハ病棟とする）では理学療法士など多くのセラピス
トが関わるため、職種間での抑制に対する意識の違いを感じる
ことも少なくない。このような状況で更なる抑制の解除を進め
ていくためには他職種間の抑制に対する意識を統一する必要
があると考えた。しかし、看護師とセラピストの抑制に対する
意識を調査した報告は少ない。そこで本研究の目的は、看護
師とセラピストの抑制に対する意識の統一に向けてその実態を
調査することである。
【方法】1．研究対象：A 病院の回リハ
病棟に勤務する看護師 15 名とセラピスト 26 名（理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、公認心理師）
。2．データ収集方法：
抑制に関する先行研究を参考に作成した 17 項目のアンケート
用紙を配布、設置した BOX で回収した。3．データ分析方法：
アンケート調査で得られた結果を看護師とセラピストに分け
てマン・ホイットニー検定で比較検討した（有意水準：ｐ＜
0.05）
。4．倫理的配慮：対象者へ研究の主旨、参加の有無に関
わらず不利益を生じない事、個人が特定されないようプライバ
シーの保護に十分配慮する事を説明し研究の参加に同意した
対象者にアンケート用紙を提出してもらった。また所属機関の
承認を得て実施した。
【結果】
「他人の物を取るのを防ぐため」
、
「混乱して周りの人に迷惑をかけるのを防ぐため」
、
「スタッフ
や他の患者への身体的危害を防ぐため」
、
「危険な場所や物に
近づくのを防ぐため」の 4 項目でセラピストと比較して看護師
の方が抑制に対する意識が有意に低かった。
【考察】今回４項
目において看護師の方が抑制に対する意識が有意に低い結果
となったのはこれまで実施してきた抑制観察シートや抑制カン
ファレンスなど抑制が解除できないか考える機会を設けている
ことが影響しているのではないかと考えられた。そしてセラピ
ストが抑制に対して意識が高かった項目の多くが、他患者な
ど周囲の人への危害を防ぐことを目的としていることからセラ
ピストがリハビリ後に患者から離れる際は、患者の状態を情報
共有し看護師がその後の行動を観察するなどの連携を図るこ
とで抑制を更に解除できるのではないかと考える。また抑制カ
ンファレンスが情報共有の場になるのではないかと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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認知症病棟看護師による食事の見守り

摂食嚥下リハビリテーションにおける看護師
の認識とケア実施について

－経験知による見守りの視点の違い－
キーワード：認知症治療病棟看護師

食事の見守り

経験知

○名古屋 恵子・山本 朝美・岡本 笑美
公益財団法人浅香山病院

【目的】認知症治療病棟看護師の経験知による食事の見守り
の視点の違いを明らかにする【方法】認知症治療病棟看護師
対象にアンケート調査を行った。経験知を知るため看護経験
年数、認知症治療病棟経験年数を記載してもらった。認知
症の食事摂取の特徴を参考文献から、見守りの視点を独自
に 42 項目選択作成した。その中から、「特に自分が行ってい
る食事の見守りで重要と考える 5 項目」を選択する方法とし
た。また、42 項目以外で自分が行っている食事の見守りの
視点があれば自由に記載できる項目も作成した。42 項目と
アンケートで得られた 42 項目以外の見守りの視点について、
1. 見守りの視点の有無 2. 嚥下のプロセス 5 期（先行期・準備
期・口腔期・咽頭期・食道期）3. 嚥下のプロセス 5 期以外の
食事の見守りの視点を 4 項目（疾患について、患者要因 : 視
覚、共通の患者情報、経験知による対応）のカテゴリーに分
け集計を行った。
【結果】経験知（看護師経験年数・認知症
治療病棟経験年数）により、看護師の食事の見守りの視点に
違いがあることが分かった。【考察】認知症治療病棟経験年
数 1 年未満の看護師は、食べ物を認知し、口に運ぶまでの過
程から、食事を終了した後までの摂食・嚥下の行動全体を選
択している。認知症患者の対応経験が浅くても、看護師経験
が 5 年目以上であることから、知識や経験からの選択と考え
る。5 年未満の看護師においては、食事の食べ始めに意識が
向き、咽頭期、食道期への観察の視点が少なく、観察点とし
て重要視していないことが分かった。5 年目以上のスタッフ
は嚥下のプロセス全期を観察していた。認知症患者は、食事
時のペース配分などが困難なこと、異変を的確に察知し他者
に伝えることが難しいため、食べ終わるまでの観察、食直後
の観察、食後の観察をより意識する必要がある。認知症治療
病棟看護師は、自分で食べる楽しみを残し、できることは直
接介助しないで、見守りという緊張の中で間接的な介助をし
ており認知症患者のもてる機能を引き出しながら安心して安
全に楽しく食事を行ってもらいたいと考えた結果であると考
える。この経験知を実践のみの伝達にせず、見守りの視点を
共通認識できるような評価基準や認知症の疾患の理解、内服
のリスクなどを含めた知識の習得が必要と考える。

キーワード：摂食嚥下リハビリテーション
急性期リハビリテーション 看護師の認識
若手看護師

○宮脇 忍弥・清水 瑠美・西村 美紀・坂井 祐樹・
佐伯 楓・杉本 朱里・山田 知菜美・高井 雅美・
堀 泰雄
富山県立中央病院

【目的】急性期リハビリテーションは患者の QOL 維持に大き
く影響を与える。長期の臥床安静・絶食期間によって摂食嚥
下機能に障害をきたす患者も多く、看護師は摂食嚥下リハビ
リテーション（以下嚥下リハ）に関して適切な知識を持ち、
ケアを行う必要がある。B 病院では栄養サポートチームが中
心となり看護師による嚥下リハの実践に向けた教育を進めて
いるが自信を持てない若手看護師も少なくない。そこで嚥下
リハにおける看護師の認識とケアの実施に影響を及ぼしてる
因子を明らかにするために調査を行った。
【方法】対象：A 県
B 病院の嚥下リハ対象患者が入院する病棟の看護師 430 名。
調査期間：2020 年 X 月～ Z 月。調査方法：嚥下リハのケア
に関する質問項目 42 項目の無記名自記式質問紙を作成、配布。
分析方法：因子分析により看護師の認識を調査した。そして
嚥下リハに対する自信の有無で 2 群に分け、項目ごとにマン
ホイットニーの U 検定を行い、認識とケアの違いを調べた。
さらに看護師の年齢と経験年数の中央値を基に年齢 30 代且つ
経験年数 10 年以下を若手看護師として選定し、先述と同様に
2 群に分け、項目ごとに検定を行い、若手看護師における認
識とケアの違いを調べた。5％を有意水準とした。研究への参
加は自由意思であり不参加でも不利益を被らないこと、個人
情報が特定されないよう配慮することを調査依頼文に明記し、
研究への同意は調査の回答を以て同意を得られたものとした。
B 病院倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】対象者 430
名から 311 名の有効回答を得た（72.3％）嚥下リハに対して
自信をもって行えるか否か（自信あり 32 名、自信なし 279 名）
は、自信ありの方が自信なしよりも看護師の年齢や経験年数
が高くなる結果となり、統計的検定でも有意差がみられた。
また自信の有無で 2 群に分けた若手看護師のグループ（自信
あり 10 名、自信なし 147 名）に限れば、嚥下リハが何か分か
らない、嚥下リハの対象者がよく分からない、嚥下リハに必
要な物品が分からないという項目で自信ありの方が自信なし
よりもそう思う度合いが低く、統計的検定でも有意差がみら
れた。
【考察】経験年数の長さが嚥下リハへの自信に関連して
いることが示唆されたが、若手看護師に対しては嚥下リハの
意義や対象者、実際に使用する物品について学ぶ機会を提供
することで嚥下リハ実践への自信に繋げることが期待できる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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精神疾患患者の術前カンファレンスの導入
－インタビューによる質的分析－

A 病院医療観察法病棟における熟練看護師が
考えるアソシエイトナースの役割

キーワード：手術

キーワード：アソシエイトナース

カンファレンス

身体合併症

役割

支援

医療観察法

○川崎 恵理子・甲斐 あゆみ

○常岡 江利子・島田 祐二・前田 弥生・藤原 暁

公益財団法人浅香山病院

長崎県精神医療センター

【目的】精神疾患患者の術前カンファレンスが周術期看護に

【目的】医療観察法病棟でのプライマリーナース（以下 PNs

影響した要因を明らかにする。【方法】A 病院にて術前カン

とする）としての看護や業務に負担感を覚える看護師が少な

ファレンスを経験した病棟看護師と手術室看護師に半構造化

くない。熟練看護師が考えるアソシエイトナース（以下 ANs

面接を実施した。インタビュー内容を逐語録とし、
「周手術

とする）の役割を明らかにし ANs から PNs に行う支援方法

期における看護の実践」が読み取れる文脈を最小単位で抽出

の示唆を得たいと考えた。【方法】1. 研究デザイン：質的記

してコード化した。【結果】病棟看護師 7 名と手術室看護師

述的研究

2. 研究期間：2019 年 7 月から 2019 年 11 月

4 名の合計 11 名にインタビューを行い、52 のコード、14 の

究対象者

一般精神科で 5 年以上かつ A 病院医療観察法病

サブカテゴリを抽出し、生成した。各カテゴリは「患者理解

棟で PNs および ANs として 3 年以上勤務経験がある熟練看

と看護者間の意思統一」「看護実践の質の向上」「チーム医療

護師

の一員としての役割」の 3 つで構成された。【考察】双方の

5. 分析方法：語られた内容を逐語録にしカテゴリー化する

看護師が身体面・精神面の情報をもとにリスクアセスメント

6. 倫理的配慮：本研究は長崎県精神医療センター倫理委員会

を行い、カンファレンスに臨むこむことで共通の認識が持て

の承認を得た。研究の実施にあたりデータを匿名化し研究対

患者理解と看護者間の意思統一に繋がったと考える。事前情

象者の不利益を回避するための配慮を行った。収集したデー

報を統合し、専門性を活かした意見交換から得られた個別の

タについては研究以外の目的に使用しない事を伝えた。研究

看護ケアが、それぞれの場面で実践されており看護実践の質

対象者にこれらを説明し自由意思による参加と発表の承諾を

の向上に繋がっていると考える。また、カンファレンスでの

得た。【結果】熟練看護師が考える ANs の役割として 169 の

意見交換はチーム力を高めチーム医療の一員としての役割を

コードから 21 のサブカテゴリーを抽出した。≪医療観察法

発揮し連携強化に繋がっていると考える。このことから、カ

病棟特有の PNs の業務負担を軽減する役割≫≪ PNs と協働

ンファレンスは効果的な情報共有の場であり、周術期看護ケ

してケアを行い対象者・PNs 間の関係構築を支援する役割≫

アの統一に繋がることが明らかになった。しかし、術前の情

≪ PNs への精神的サポートを行う役割≫≪ PNs の成長に寄

報共有と出棟時の関りについて協議することが多く、術後を

与する役割≫≪ ANs に求められる経験と姿勢≫の 5 のカテ

見据えた看護ケアの検討は不足している。今後はカンファレ

ゴリーに分類された。【考察】熟練看護師は ANs として新し

ンスの質を担保し、術後に継続看護の評価を行うことでより

い環境に戸惑う PNs のために≪医療観察法病棟特有の PNs

有用性が得られるのではないかと考える。

の業務負担を軽減する役割≫をはたしながら PNs の成長の

3. 研

4. 調査方法：半構成面接法を用いたインタビュー調査

ために教育的な支援を行い≪ PNs の成長に寄与する役割≫
を担っていた。ANs は俯瞰的な視点をもって≪ PNs と協働
してケアを行い対象者・PNs 間の関係構築を支援する役割
≫を行っていた。ANs は PNs が抱く葛藤や困難感を共有し
PNs が抱えている重責感や孤独感を軽減させるように、PNs
との信頼関係の構築に努め≪ PNs への精神的サポートを行
う役割≫を重要と考えていた。≪ ANs に求められる経験と
姿勢≫として司法精神医療への精通している事が求められる
ため、ANs への教育体制の確立が必要である。ANs と PNs
が相互の役割について理解を深めることにより、相談や支援
を希求しやすい環境が生まれ好循環な協力体制が確立され看
護の質の向上に繋がると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅷ -36

病院内で働く看護補助者を取り巻く職場環境

新型コロナウイルス感染症専門病院で勤務す
る助産師の心理的葛藤

キーワード：看護補助者

キーワード：新型コロナウイルス感染症専門病院
助産師 心理的葛藤

－パワーハラスメント予防推進活動の効果－
パワーハラスメント

職場風土

○小川 圭子 ¹・奥津 啓子 ²・宇佐美 友紀子 ²

勤務継続

○間中 麻衣子 ¹・小林 恭子 ¹・松上 令子 ¹・
松田 美紀 ²

¹ 東京医療学院大学
² 武蔵野赤十字病院

【目的】急性期病院の病床稼働率が増し、ベッド移動・環境
整備などの看護補助者業務は煩雑となり、パワーハラスメン
ト（以下、パワハラ）が起きやすい。ハラスメントのない職
場を目指し、看護補助者が体験するパワハラの現状とパワ
ハラ予防研修の効果を明らかにする。【方法】A 急性期病院
で 2019 年 7 月にパワハラ予防研修に参加した看護補助者に、
研修直後と 7 カ月後にアンケート調査を実施した。調査では
パワーハラスメント対策導入マニュアルの参考資料 2（厚生
労働省、2019）を活用した。研修ではパワハラの概要を説明し、
主催グループがパワハラ場面を演じ、研修者と共にリフレク
ションをした。調査は倫理審査委員会の承認を得て、対象者
に研究の内容と個人情報保護を説明し、厳封提出、研究者以
外開けられない回収箱とした。また、研究承諾と全設問回答
を有効回答とし分析にカイ二乗・マクマネーの検定を用いた。
【結果】対象者は第 1 回 98 名で有効回答 66 件（67%）、第 2
回 87 名で有効回答 73 件（83%）であった。≪職場の人間関
係が良好≫は第 1 回 45 名（68.2%）から第 2 回 53 名（72.6％）
と増加（p ＜ 0.05）、≪ 6 カ月以内にパワハラを受けた≫は
13 名（19.7 ％） か ら 7 名（9.6%） に 減 少（p ＜ 0.05） し た。
パワハラを受けた後「何もしなかった」は 5 名（38.4%）
、4
名（57.1%）だった。≪ 6 か月以内にパワハラを見た・相談
を受けた≫は 11 名（16.7%）から 10 名（13.7%）と減少（p
＜ 0.05）した。≪パワハラをしたかもしれない≫は 3 名（4.5%）
、
2 名（2.7％）だった。研修 7 カ月後の職場の人間関係につい
て、パワハラを受けていない人は人間関係が良好だと感じて
いる割合が増え（p ＜ 0.05）、パワハラを受けた人では減った。
また、パワハラを見ていない・相談を受けていない人は人間
関係が良好だと感じている割合が増えた（p ＜ 0.05）。
【考察】
研修 7 カ月後にパワハラを受けた割合が減少し、相談を受け
アドバイスをした割合が増えており研修効果があった。また、
人間関係が良好だと感じる割合も増えた。しかし、パワハラ
を受けても「何もしない」人がおり、上司や同僚の配慮が重
要である。パワハラの加害者は自身の言動がパワハラと感じ
ないこともあり、職員のリフレクション促進と管理者による
予防ができるように啓蒙活動の継続が必要である。

¹ 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立十三市民病院
² 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター

【目的】本研究の目的は、新型コロナウイルス感染症専門病
院で勤務する助産業務に従事できない助産師の心理的葛藤に
ついて明らかにすることである。
【方法】新型コロナウイル
ス感染症専門病院に指定を受けた A 病院の助産師 8 名に、1
名の研究者がインタビューガイドに基づき半構成的面接を
行った。研究参加者の同意に基づき IC レコーダーに録音し
た。インタビュー内容を逐語録に起こし、新型コロナウイル
ス感染症専門病院に指定を受けてから助産師が勤務継続を決
めるまでの体験、勤務継続する中での体験について語られた
部分を抽出し、質的記述的に分析した。本研究は A 病院看
護研究倫理審査会の承認を得て実施し、研究参加者に対して
文書を用いて説明を行い書面で同意を得た。インタビューは
個室で行い、個人が特定され得る情報はデータの抽象度を上
げた。インタビューの平均所要時間は約 31 分であった。デー
タ分析は研究者間で合意が得られるまでディスカッション
を行い、研究参加者によるメンバーチェッキングを実施し
た。【結果】新型コロナウイルス感染症専門病院に指定を受
けてから勤務継続を決めるまでの体験は 7 カテゴリが生成さ
れ、助産師は≪衝撃と否認≫を経て、≪専門病院としての業
務に伴う苦痛≫や≪助産師としての今後に対する危惧≫、≪
感染への恐怖と孤独感≫を抱き、≪他者への相談と家族から
の反応≫や≪助産師との相互関係をもつ≫ことで、≪気持ち
の整理と自己決定≫に至っていた。 新型コロナウイルス感
染症専門病院で勤務継続する中での体験は 6 カテゴリが生成
され、助産師は≪専門病院としての業務に伴う苦痛≫を感
じ、≪助産業務ができない苦痛を抱き、勤務継続について悩
む≫ことを経験するが、≪感染への恐怖はあるが感染予防対
策の徹底により自信をもつ≫や≪他者による支えと孤独から
の解放≫を経て、≪状況の受容と気持ちの安定≫と≪自己の
ための時間の確保と将来に向けた行動≫に至っていた。【考
察】新型コロナウイルス感染症に対応する助産師への支援と
して，家族を含む重要他者との対話を促進する必要性、感染
予防対策の徹底と助産師の相互関係を保つことができる人員
配置、自己の感情と十分に向き合う時間が確保できるよう支
援する必要性が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
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口演Ⅷ -38

新型コロナウイルス感染症を受け入れる看護
師の心理的変化
－メンタルヘルスケア対策に繋げるために－

A 病院に勤務する看護師のストレスの実態に
ついて
キーワード：看護師のストレス

キーワード：新型コロナウイルス感染症 看護師 心理的変化

○齋藤 絵莉子・白幡 光穂・五十嵐 李奈

NJSS

職場の人的環境

○磯貝 美弥子
獨協医科大学埼玉医療センター

鶴岡市立荘内病院

【目的】医療の高度化・複雑化が進み、看護師の緊張とスト
【目的】新型コロナウイルス感染症（以下コロナ）の感染拡

レスは高まっているといわれている。今回、急性期病院であ

大に伴い、A 病棟で準備を進め、患者を受け入れる状況となっ

る A 病院に勤務する看護師のストレス因子を明らかにする

た。体制は、病棟内でコロナ対応をする看護師と他病棟で支

ことで、職場環境の改善の一助としたい。【方法】対象は A

援を行う看護師に分かれたが、看護師からは様々な精神的苦

病院に勤務する看護師 651 名。調査期間は 2020 年 7 月。調

痛の訴えが聞かれ、サポートが必要な状況にあると考えた。

査内容は基本属性：年齢、看護経験年数、NJSS 33 項目の調

A 病棟に所属する看護師を対象にコロナ患者受け入れ時期に

査票を用い 5 件法で回答した。データ収集は部署毎に調査用

よる看護師の心理的変化を明らかにし、メンタルヘルスケア

紙を配布し、回収箱に留め置き法にて回収した。分析方法は

対策に繋げる。
【方法】A 病棟に所属する看護師 25 名を対

SPSS® Statistics26.0 を用い分散分析多重比較を行った。本研

象に、2020 年 4 月～ 11 月に第 1 期（コロナ疑い患者受け入

究は A 病院倫理審査会の承認を得た。
【結果】回収率 86％、

れ～コロナ陽性患者入院前時期）、第 2 期（コロナ専門病棟

有効回答率 79.9％。看護経験年数は、1 ～ 3 年目：37.5％、

稼動時期）
、第 3 期（一般病棟として再稼動時期）において

4 ～ 9 年 目：22.3 ％、10 ～ 19 年 目：22.7 ％、20 年 目 以 上：

HAD 尺度を用いた質問紙調査を行い、質問紙に自由記載欄

17.5％。NJSS 全項目の平均得点は、2.59 点。ストレイン 7 因

を設け心理状態も調査した。データは、調査時期毎に HAD

子の各平均得点は得点の高い順に、仕事の量的負担：3.13 点、

尺度の全 14 項目と自由記載欄の内容を集計し年齢、患者と

仕事の質的負担：2.90 点、患者との人間関係：2.76 点、看護

の接触、役職、支援の有無の関連を考察した。倫理的配慮は

職者としての役割：2.57 点、職場の人的環境：2.51 点、医師

所属施設の倫理委員会から承認を得た。【結果】回収率は第

との人間関係：2.38 点、死との向かい合い：1.95 点。対象者

1 期、第 2 期共に 100％、第 3 期は 90％であった。年齢別で

の属性とストレイン 7 因子の関係は、「職場の人的環境」は

は、第 2 期で全ての年代が不安・抑うつ共に「確定」であった。

30 歳以上、且つ 10 年目以上が高く一番高いのは 10 ～ 19 年

役職では、第 2 期は共に「確定」、第 3 期では役職有りは
「疑い」
、

目であった。「医師との人間関係」は 25 歳以上、且つ 4 年目

役職無しは「なし」であった。支援では、支援無しは第 2 期

以上が高く、一番高いのは 20 年目以上であった事から、対

で共に「確定」
、支援有りは第 2 期で不安は「確定」、抑うつ

象者の年齢、看護経験年数と関係を認めた。【考察】ストレ

は「疑い」であった。接触では、第 2 期で接触有りは共に「確

イン因子「仕事の量的負担」が最も高かった背景は、在院日

定」、接触無しも不安は「確定」、抑うつは「疑い」であった。

数の短縮化、主科以外の複数の診療科に対応しているため、

自由記載では、第 1 期で予期不安、第 2 期で慣れない業務・

業務の複雑化・患者のニーズの多様化によるためと思われる。

生活への不安、第 3 期で第 2 波への不安が示された。【考察】 「職場の人的環境」「医師との人間関係」は、看護経験年数が
第 1 期では先の見えない不安を抱えており、情報が日々更新

長くなるに伴い得点が高い傾向であった。それは、看護経験

される中で定期的に手技やマニュアルの確認を行い、スキル

年数が長いほど後輩指導等や多職種との橋渡し的役割が求め

の習得を図ることが大切であると考える。第 2 期では支援や

られ、その狭間で問題解決に悩むからではと思われる。また、

接触の有無に関わらず看護師の不安は強く、慣れない業務を

指示受け業務を担うため、幅広い知識やコミュニケーション

行うことへの不安が示され、普段と違った環境下で働く看護

スキルが必要となるためと思われる。これらのことから職場

師には精神的サポートが必要であると考える。第 3 期は対応

環境の改善のためには、煩雑な業務を簡素化し患者との関わ

を終えた開放感がある一方で第 2 波への不安も示された。A

りなど看護本来の業務を増やし、カンファレス等を通して医

病棟では上司や臨床心理士との面談を行い、不安を打ち明け

療スタッフ間の良好な関係を築くことが必要であると考え

る機会を設けた。そのなかで以前のメンバーと働く事ができ

る。

る嬉しさが聞かれ、上司のサポートや同僚同士と支え合うこ
とが大切であると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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口演Ⅷ -39
病院看護管理者のマネジメントラダーと PMI
規格の PPPM との整合性の検討

口演Ⅷ -40
訪問看護ステーション管理者の「管理上の困
難感とコンピテンシー」の関連性

－国際標準のプロジェクトマネジャーのコンピテン
シー－

－好業績を上げる訪問看護ステーション管理者の傾
向－

キーワード：マネジメントラダー プロジェクトマネジメント
コンピテンシー 看護管理者

キーワード：訪問看護ステーション
コンピテンシー

○三宅 弘惠

○土井 正子・坂本 みよ子・長野 玲子

元川崎医療福祉大学大学院医療福祉マネジメント学研究科

一般社団法人北海道総合在宅ケア事業団

管理者

困難感

【目的】日本看護協会版「マネジメントラダー」と PMI（プ

【目的】訪問看護ステーション管理者の「管理上の困難感と

ロジェクトマネジメント協会）の国際標準との整合性を検証

コンピテンシーとの関連性」を明らかにする。
【方法】研究

する。
【方法】１）PMI の PPPM（プロジェクト、プログラ

期間 : 令和 2 年 1 月〜 10 月、
調査対象 :A 事業団訪問看護ステー

ム、ポートフォリオマネジメト）の各マネジメントレベルと、

ション管理者 53 名、調査方法 : 対象者の基本属性のほか、A

「マネジメントラダー」のレベル１・２・３・４を比較し、

事業団版管理者コンピテンシーの自己評価および佐々木らの

それぞれのマネジメントレベルが相互にどのレベルに相当

訪問看護 ST 管理者の「管理上の困難感尺度」の質問用紙を

するか定めた。２）病院看護管理者マネジメントラダーに定

配布し郵送で回収した。分析方法 : 属性（年齢、管理者経験

義された６つの能力領域に含まれる各コピテンシー項目と、

年数、
現在の事業所での在籍年数）
、
コンピテンシー 5 領域（企

PMI の PMBOK®
（プロジェクトマネジメント知識体系ガイ

画実行力、チーム運営力、影響力、思考力、個人の特性）22

ド）
、およびタレント・トライアングル（３つの実践スキル）

項目からなる自己評価および「管理上の困難感尺度」の 3 因

の３つの領域に含まれる各コンピテンシー項目との整合性を

子（裁量権、孤独感、職場運営）12 項目を調査し、相関を

比較、検討した。倫理的配慮：本研究はヒトを対象としない

求めた。【結果】以下の 7 つについて弱い相関関係がみられ

研究であり、川崎医療福祉大学大学院医療福祉マネジメント

た。（1）現在勤務している事業所での在籍年数と困難感の合

学研究科の承認を受けている。【結果】１）看護管理者レベ

計点（r=0.21）
（2）コンピテンシー自己評価合計点と困難感

ル１は PPPM のプロジェクトマネジャーレベルに一致した。

の合計点（r=-0.25）（3）コンピテンシー領域「企画実行力」

患者の入院から退院までの個々のプロジェクトの目標を確実

と困難感の因子「孤独感」（r=-0.25）（4）コンピテンシー領

に達成する責任者は主任である。２）看護管理者レベル２

域「思考力」と困難感の因子「裁量権」（r=-0.36）（5）コン

は、PPPM のプログラムマネジャーに一致した。つまりプロ

ピテンシー領域「思考力」と困難感の因子「職場運営」
（r=-0.21）

グラムマネジャーは一つの病棟の全患者の入院から退院まで

（6）コンピテンシー領域「個人の特性」と困難感の因子「裁

の複数のプロジェクトの責任者である看護師長に相当すると

量権」（r=-0.29）、（7）コンピテンシー領域「個人の特性」と

いえる。３）看護管理者レベル 3・4 は PPPM のポートフォ

困難感の因子「職場運営」（r=-0.32）【考察】（1）事業所での

リオマネジャーに一致した。病院組織の目標と各部署の目標

在籍年数が短い管理者は、スタッフとの相互理解や信頼関係

の整合性を確保して、病院組織全体の価値を最大にすること

がまだ十分に形成されていないことで困難を感じる。（2）コ

がポートフォリオマネジメントの目的である。4）「病院看護

ンピテンシー領域「企画実行力」の高い管理者は「孤独感」

管理者のマネジメントラダー」の６つの能力領域に含まれる

を持つ。管理者は思い描いていることを具現化し実行する上

各項目と、PMI の PMBOK®、およびタレント・トライアン

で、スタッフや関係者の協力が必要となり、協力を得る過程

グルに含まれる各コンピテンシー項目には整合性が認められ

で乖離が生じ孤独感をもつ。（3）コンピテンシー領域「思考

た。
【考察】現代のチーム医療（プロジェクト）のなかで看

力」「個人の特性」が高い管理者は「裁量権」「職場運営」に

護師の果たす役割は多岐にわたる。そして看護管理者は所属

困難を感じる。現状を分析しビジョンを描く力と、自ら向上

する部署、施設の中でマネジメントの中心的役割を担うと考

する力を持ち、自己の「裁量権」を越えるビジョンを描くこ

える。看護部のマネジメントが向上しなければ、医療サービ

とで困難を感じる。実現する上で時間やスタッフへの説明な

スの質の向上と医療の安全の確保は困難であり、そのために

ど、さらなる「職場運営」が必要となり困難を感じる。（4）

経営の安定は不可欠である。今後、看護管理者はマネジメン

コンピテンシー自己評価の高い管理者は、スタッフの心理的

トの実践者として、体系化された国際標準である PMBOK Ⓡ、

抵抗が生じ、困難を感じながらも、持ちうる能力とあらたな

タレント・トライアングルを指針として活用する事で、マネ

手法でビジョンを具現化し、好業績を上げる。

ジメントの能力が向上し、看護管理者の育成にも活用できる
と考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅷ -41

口演Ⅷ -42

単科病院で働く中高年看護師の職業的キャリ
ア成熟度に関連する要因

この演題は取下げになりました

キーワード：単科病院 中高年看護師 職業的キャリア成熟度

○片岸 涼子
大阪大学歯学部附属病院

【目的】高齢化社会や医療人材の不足に伴い看護師の高齢化
が進み、中高年看護師のキャリア開発は大きな課題となって
いる。本研究では単科病院で働く中高年看護師のキャリア成
熟度の特徴を知ることを目的とした。【方法】A 病院で働く
看護師 44 名を対象とし、帰属性、看護師の職業的キャリア
成熟度、先行研究で明らかになったキャリア成熟に関連する
要因について、無記名自記式質問紙調査を実施した。対象者
を若年看護師（40 歳未満）、中高年看護師（40 歳以上、かつ
役職あり群、なし群）の 3 群に分類し、帰属性及び職業的キャ
リア成熟度の因子別にテューキーの多重比較を実施した。ま
た、中高年看護師のみを対象としてキャリア成熟度の因子別
にスピアマンの相関係数にて分析した。【結果】有効回答は
33 件、回答者の平均年齢は 44.9 歳± 9.1、勤続年数の平均は
11.8 年± 8.1 であった。3 群間の比較では役職のある中高年
看護師に親の介護の必要性が有意に高かった。キャリア成熟
度では若年看護師の自己教育性が有意に低かった。中高年看
護師のキャリア成熟度との関連因子では「希望した配属部署」
「刺激し合える仲間がいる」で強い相関がみられた。
【考察】
A 病院の回答者は勤続年数が長く、中高年看護師の占める割
合が高いことが示された。中高年看護師は一般的には育児を
終え、親の介護を必要とする時期に差し掛かってくる。継続
的に勤務するためには、仕事と家庭の両立を支援する体制が
必要である。継続して働くことで経験を重ね、専門的な技術
を提供することが出来る一方、プラトー現象を引き起こす傾
向にもある。単科病院ではあるが他部署を経験することで自
己教育性が高まりプラトーからの脱却、キャリア成熟に繋が
ると考えられる。また、若年看護師はキャリアが停滞しやす
いと言われる中堅看護師に該当するものが多く、新しい学習
の提供や組織的支援を充実させることでキャリア向上に繋が
るのではないかと考えられる。中高年看護師のキャリア成熟
度に関連していた主な要因は「希望した配属部署」
「刺激し
合える仲間がいる」ことであり、希望の部署でやりたい看護
が継続できること、成長を競いお互いを高め合うことでキャ
リア成熟度を高めている。一方、
「学習の必要性を感じる」
「学
会発表を聞きに行きたい」では、キャリア成熟度にほぼ相関
がなく、仕事に慣れ、看護技術を習得してしまい学習意欲が
薄れている可能性が高い。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅷ -44

電子システムを用いた看護研究支援システム
の構築
キーワード：看護研究支援委員会

電子システム

支援体制

○宮㟢 絹子・藤原 優子・大野 由美子・下平 和代・
眞鍋 芳恵・前田 稔宏・浅井 貴子・梅林 寛人・
堀井 菜緒子・岩崎 朋之
大阪大学医学部附属病院

【目的】A 病院では 2015 年に看護の質向上と業務改善につな
がる臨床看護研究の推進、看護研究の質向上を目的に、副看
護部長、看護師長、副看護師長で組織した看護研究支援委員
会（以下、委員会）が発足した。具体的な活動は、看護研究
や学会発表の支援として申請者の研究計画書または実践報告
の抄録をもとに委員会時に対面相談をしている。しかし、研
究計画書と実践報告の抄録が紙媒体で提出されていたため煩
雑さや時間がかかる等の問題があり、院外発表に向けた迅速
な支援が行えていなかった。そこで、院外発表の迅速な支援
をすることを目的に、電子媒体を用いたシステム（以下、シ
ステム）を構築したので報告する。【方法】A 病院の介入研
究・観察研究倫理審査委員会の自主臨床研究電子申請システ
ムを参考に、看護部ホームページに独立した看護研究と実践
報告の申請画面を作成し、必要書類のダウンロードと申請が
できるようにした。研究計画書と実践報告の抄録の提出は、
個人情報が保護できる大容量ファイル送信システムを使用し
た。申請者と委員双方の交信にはコンサルテーションシート
を用い、学内の OneDrive 上で行えるようにした。システム
構築後は委員間で試用後、手順書通りに申請できるかを確認
した。コンサルテーションシートは各委員が研究計画や抄録
に対するコメントを匿名で入力し、対面相談時に使用した。
【結果】2021 年 1 月にシステムが完成し 3 件の申請があった。
申請時のトラブルはなく紙媒体での提出が不要となった。申
請者は院外からでも申請が可能となった。委員は速やかに申
請書類が閲覧でき、申請から閲覧に至るタイムラグが短縮し、
また、随時コンサルテーションシートに助言や疑問を入力で
き、これを共有することができた。システム導入による院外
発表の迅速な支援については関連を検証できていない。
【考
察】今回、院外発表に向けた迅速な支援をするためにシステ
ムを構築した。これにより申請の効率化に寄与できたと考え
られるが、電子申請システムによる支援件数がまだ少数であ
ることから、課題の整理が必要である。また、コンサルテー
ションシートを用い委員間で意見を共有することは、委員の
研究支援の質向上に繋がることも期待できると考えられる。
今後はシステムによる支援件数を蓄積し、申請の効率化と支
援の質を評価するとともに、院外発表の迅速な支援との関連
を検証していくことが必要である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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せん妄発症率と発症起因の探索

－内科系急性期病棟のせん妄発症患者への早期介入
を目指して－
キーワード：高齢化

せん妄

関連要因

○弘田 あゆみ ¹・嶋野 一成 ¹・藤田 純司 ¹・
林 美代子 ¹・赤井 由紀子 ²
¹ 山口県済生会豊浦病院
² 四天王寺大学看護学部

【目的】A 病院の医療圏の高齢化率は 45.3%（2020 年 1 月）
であり、全国の高齢化率 28.1% に比べ非常に高く、入院患者
の平均年齢は 81.9 歳である。B 病棟は内科系急性期病棟であ
り、認知機能の低下や寝たきり状態にある患者が多い。前年
度認知症高齢者日常生活自立度 M に該当する患者の割合は
12% であったが、B 病棟ではせん妄の適切な評価や介入がさ
れていないため、せん妄の発症率や要因などの現状を把握す
ることで、今後の早期介入に繋がるのではないかと考え、B
病棟に入院・転入した患者のせん妄発症リスク因子を集計し、
B 病棟での傾向を見い出し早期介入への示唆を得ることを研
究目的とした。
【方法】2020 年 6 月 22 日〜 11 月 30 日まで B
病棟に入院・転入した患者 305 名に対し、せん妄症状チェッ
クシートでせん妄の有無を 1 週間評価する。また、作成した
せん妄発症リスクシートでリスク因子を確認し、対象患者の
せん妄発症群・非せん妄発症群の直接因子・準備因子・促進
因子を単純集計する。【結果】入院 1 日目にせん妄発症と判
断された患者が最も多く、平均発症期間は 3.2 日であった。
対象者 305 名の平均年齢は 81.6 歳であり、せん妄発症患者は
20.6% であった。70 歳以上の対象者 264 名のせん妄発症者
は 54 名（20.5%）
、非せん妄発症者は 210 名（79.5%）である
ことから、B 病棟では高齢であることだけでせん妄発症する
とはいえなかった。関連因子として、せん妄発症群では、電
解質異常 65.0%、絶食や疼痛・発熱などの身体的苦痛 44.4%、
認知症であること 42.8% であり、非せん妄発症群では、それ
ぞれ 39.2%、28.5%、13.6% と差がみられた。このことから、
入院時より検査データや現疾患、基礎疾患から患者の状態を
アセスメントし、リスクがある患者に対して早期介入が必要
であることが示唆された。
【考察】本研究において、入院時
の電解質異常が、せん妄発症患者に多かったことから、早期
に補正を行うことで、せん妄発症を抑えることができるので
はないかと考える。B 病棟に入院する患者は、急性期状態に
あり身体的苦痛が多い。しかし高齢患者や認知症患者は、適
応力が低下しており、入院環境や症状への対応が難しくなり、
せん妄を発症すると考える。そのため、早期に環境調整や苦
痛の緩和に努めることで、せん妄の遷延化を防ぐことができ
ると考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅸ - １

デスカンファレンス参加による終末期看護に
おける困難感の変化
キーワード：デスカンファレンス

終末期看護

困難感

新型コロナウイルス感染症による臨地実習で
の学習方法の違いが学生の社会人基礎力に及
ぼす影響
キーワード：看護基礎教育

○羽石 智子 ¹・須藤 清子 ¹・瀧澤 隆太 ²

臨地実習

社会人基礎力

○上野 妙子・山下 幸代・山田 忍・山田 眞子

¹ 多摩南部地域病院
² さいがた医療センター

ベルランド看護助産大学校

【目的】デスカンファレンス参加による終末期看護に対する
困難感、バーンアウトの変化を明らかにする。【方法】研究
対象者：A 病院の B 病棟看護師 23 名（経験年数 2-4 年目 6 名、
5 年目以上 17 名）調査方法：「看護師のがん看護に対する困
難感尺度」「日本語版バーンアウト尺度」を使用しデスカン
ファレンス前後でアンケートを実施。データ分析：デスカン
ファレンス実施前後の困難感、バーンアウトの変化を対応の
ある T 検定でドメインごとに比較する。有意水準５％とし
た。看護師のデスカンファレンス経験の有無での変化の差を
分析した。研究への参加は自由意思であることを説明し同意
を得た。データは研究以外では使用せず、個人を特定しない
よう処理し、パスワードをつけて管理した。【結果】デスカ
ンファレンスを 4 ケ月間で７回実施し、一人平均 3.4 回参加
した。困難感尺度のドメイン別では、「コミュニケーション
に関すること」「医師の治療や対応に関すること」の数値が
デスカンファレンス前後で有意に減少した。「看取りに関す
ること」では困難感尺度は有意に変化しなかった。デスカン
ファレンス経験のない看護師の方が、経験のある看護師と比
べ困難感に有意差が見られた。バーンアウト尺度の変化はデ
スカンファレンス前後で有意差はなかった。【考察】「コミュ
ニケーションに関すること」ではデスカンファレンスが患者
とのコミュニケーションを振り返る機会となり、自身の価値
観や困難感を他者と共有し、困難感が減少したと考えられる。
「医師の治療や対応に関すること」ではデスカンファレンス
に参加した医師から患者の考えを改めて聞き、看護について
肯定の言葉を聞くことができたことで困難感の減少に繋がっ
たと考える。
「看取りに関して」は、デスカンファレンス前
の困難感尺度の平均は最も低く、看取りの場面では患者と家
族に寄り添い、時間を取ることができていたため、変化は少
なかったと考えられる。バーンアウト尺度は、バーンアウト
に繋がる要因は、終末期看護だけではなく、病棟を取り巻く
環境に左右されるため、デスカンファレンスがバーンアウト
尺度の変化に直接繋がらなかったと考える。しかしデスカン
ファレンスを行うことは、看護師間で共感が得られ、感情の
整理ができると考えられる。様々な視点から看護を振り返る
事で、終末期に対する困難感、ストレスの軽減のみならず、

【目的】厚生労働省（2020）は「新型コロナウイルス感染症
の発生に伴う看護師等養成所における臨地実習の取扱い等」
を通達し、全国の看護基礎教育機関では臨地実習の学習内
容・学習方法を調整し対応を行った。A 看護師養成所でも同
様、臨地実習の学習方法などを検討し、学内でのシナリオシ
ミュレーションやロールプレイング、オンラインを活用した
カンファレンスや事例検討等を行い学習を補った。このよう
な臨地実習による学びの違いは、学生の社会人基礎力の向上
に影響を及ぼすことが考えられる。本研究は、新型コロナウ
イルス感染症対応下での臨地実習の学びが、学生の社会人基
礎力に及ぼす影響について検討し、学生の学習支援方法につ
いて示唆を得ることを目的とした。
【方法】A 看護師養成所
の 2019 年度と 2020 年度の卒業生（順にⅠ群 76 名、Ⅱ群 78
名）を対象に、社会人基礎力を問う 36 項目（北島ら、2011）
を用い、3 年次の領域実習開始時（1 期）
、前期終了時（2 期）、
後期終了時（3 期）に質問紙調査を実施し、2 要因 3 水準の
分散分析（混合計画）を行った。多重比較は Bonferroni を
用いた。尺度使用については尺度開発者の許可を得た。
【結果】
社会人基礎力の 3 つの能力と 12 の能力要素の全ての項目で
群の主効果が有意であり、
時期の主効果は、
12 の能力要素「計
画力」以外で有意であった。交互作用では 3 つの能力「シン
キング」と 12 の能力要素「課題発見力」
「創造力」で有意であっ
た（順に F（1.9、274.24）=4.98、p<.05、F（2、288）=5.60、
p<.05、F（1、144）=29.99、p<.001）
。交互作用が有意であっ
た「シンキング」「課題発見力」「創造力」について時期要因
と群要因の単純主効果の検定と多重比較を行った。その結果、
全ての時期でⅠ群よりⅡ群の得点が有意に高かった。また、
Ⅰ群は 2 期、Ⅱ群は 3 期の得点が他の時期より有意に高かっ
た。
【考察】
各時期の社会人基礎力がⅠ群よりⅡ群の方が高く、
Ⅱ群が自己の社会人基礎力を肯定的に捉えていることが考え
られる。また、社会人基礎力を構成する能力要素が、Ⅰ群で
は 2 期の前期終了時、Ⅱ群では 3 期の後期終了時に有意に高
くなっており、社会人基礎力を肯定的に捉える時期に違いが
生じていた。その要因として、臨地実習の学習内容や方法が
影響を与えることが示唆された。

一人ひとりの看護の質の向上に役立つと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
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コロナ患者受け入れ病棟見学と感染防護演習
による学びの様相
－コロナ禍における教育方法の一考察－
キーワード：コロナ患者受け入れ病棟

学生

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大
のなかでの母性看護学実習の実習指導に対す
る学生の授業評価

－授業評価スケールの活用と自由記載－

学び

キーワード：母性看護学実習
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
授業評価

○井ノ上 ルミ子・山里 久美
大阪警察病院看護専門学校

【目的】新型コロナウイルス感染症に立ち向かう医療現場の
見学と感染防護講義・演習を通した学生の学びを明らかにす
る。
【方法】対象は 3 年 80 名、任意参加とした上で 2020 年
6 月 7 日コロナ患者受け入れ病棟見学（1 グループ 7 名、15
分ごとの入れ替え制）と 2 時間の学内講義・感染防護演習（以
下学内とする）を行った。終了後、アンケート（実習目標
（新型コロナウイルス感染症を知る、標準予防策が説明でき
る、感染防護用具の着脱ができる）を 4 段階評定、学びを自
由記載）を配布した。学びは内容をカテゴリー化した。倫理
的配慮は研究目的、調査内容、倫理的配慮を説明し協力依頼
した。協力は自由で参加の有無は成績と一切関係なく不利益
がないこと、研究データは研究目的以外に使用しない等を説
明し了解を得た。A 病院看護部倫理委員会の承認を得た。
【結
果】病棟見学と学内両方（以下両方とする）参加者は 38 名、
学内のみは 17 名だった。実習目標到達をできた・とてもで
きたと評価したのは共に 90% 以上で、両者に違いはなかった。
学びは両方参加者 11 件、学内のみ 6 件でカテゴリー化した
結果、前者は「清潔・不潔の区別」「自己を守る技術」「医療
材料の工夫」
、後者は「医療材料の工夫」「感染源にならない
技術」を抽出した。【考察】未知なるウイルスへの恐怖と不
安がある中で両方参加が 38 名（参加率 47.5%）だったのは
学生の職業意識の高まりが影響している。見学の有無に関わ
らず実習目標が到達したのは、感染管理認定看護師の講義・
演習が医療現場の実際や看護師の役割を理解できる内容だっ
たことによる。学びに共通したのは「医療材料の工夫」
だった。
材料不足がピークの時期であった為ゴミ袋やカッパの防護具
への代用を演習で体験し、創意工夫の可能性を学べた。一方
で両方参加は「清潔・不潔の区別」「自己を守る技術」、学内
のみは「感染源にならない技術」という学びの違いもあった。
前者はゾーニングや挿管時のエアロゾル感染防止対策に触れ
ることで得られた学びである為、学内のみの参加者に学びの
限界があったことは否めない。未知なるウイルスと闘う看護
師の姿を通して、看護師の凄さを感じている学生もいた。こ
の体験から苦しむ人に寄り添うことが看護の責任と使命であ
る実感に繋がってほしい。今後も病院と連携し、固定観念に
とらわれない創造性を発揮する教育の実現を目指したい。

○矢野 貴美子 ¹・笠谷 ひとみ ²
¹ 前 大阪府医師会看護専門学校
² 清恵会看護専門学校

【目的】新型コロナウイルス感染拡大にともなう自粛解除後に
母性看護学実習を 2 つの異なる実習形態で行い学生の授業評
価をもとに授業活動の改善点を明確にし今後の示唆を得る。
【方法】構成的質問紙による調査研究。舟島らの「授業過程評
価スケール」と自由記載。統計処理は Microsoft Excel 2013
で単純集計をおこなった。倫理的配慮：A 看護専門学校で母
性看護学実習を行った 3 年生。本調査の主旨を説明、研究目
的以外に使用、匿名性の保持、自由意志による参加、公表の
旨を口頭および文章で説明、回答をもって同意とした。評価ス
ケール尺度の使用は事前に使用許諾を得た。
【結果】
評価スケー
ル 42 項目の質問に対する総得点は B 院 171.8 点、
C 院 203.2 点。
10 の下位尺度の平均点 3.6 点。B 院 3.3 点、C 院 3.9 点。学生
－患者関係の平均点 2.7 点、B 院 2.1 点、C 院 3.2 点。教員・
看護師と学生相互行為の平均点 4.0 点、B 院 3.7 点、C 院 4.2
点。学生と人的環境関係の平均点 3.7 点、B 院 3.4 点、C 院 4.0
点。質問項目の総得点の平均 187.5 点で高得点領域。自由記載
では「将来を見通して指導いただいたので、学びの多い実習
でした」
「今後も一生忘れないよい実習でした」と記す。
【考察】
今年度は新型コロナウイル感染状況下での実習でマスクの着
用・実習前の体温測定・フェースシールドの着用、手指消毒
や手洗いの徹底、グループごとの活動時間をずらす等の工夫
を行った。実習内容・方法の変更では分娩見学の中止、訪室
時間の制限をおこなった。訪室時間制限やマスクの着用などで
コミュニケーションがはかれず学生と褥婦の関係性を築きなが
らの実習を展開することが難しかった。質の高い実習には、良
好な人間関係が不可欠であると考える。学生にとっては新型
コロナウイルス感染状況下の実習で不安や緊張もあったが母
性看護学実習は質の高い実習と学生が評価していると考える。
教員・看護師と学生相互行為の評価が高い事ことからも良い
実習であったことが推察できる。また学生の感想からも良い実
習であったことがうかがわれる。学生と患者関係、学生と人的
環境関係について、受け持ち褥婦と学生の人間関係を構築す
るための支援を教員、指導者・スタッフはこころがける必要が
る。また、教員、指導者・スタッフと協働して教授活動を実践
することで質の高い母性看護学実習を提供することができる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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小児専門病院ハイケア病棟における小児看護
学実習での指導の現状と関わり
－フォーカスグループインタビューを通して－

初めて分娩介助実習を受け入れた病棟助産師
の思い
キーワード：助産師
思い

キーワード：ハイケア病棟 小児看護学実習 実習指導
フォーカスグループインタビュー

助産学生

分娩介助実習

実習指導

○田邉 綾子 ¹・菅原 早苗 ¹・市村 久仁子 ¹・
松永 佳子 ²

○大塚 恵梨・萩原 綾子・葛西 智子
神奈川県立こども医療センター

¹ 富士市立中央病院
² 東邦大学看護学部看護学科

【目的】A 県小児専門病院ハイケア病棟（以下ハイケア病棟）
は緊急入院も多く、高度な医療ケアを必要とする重症度の高
い患者が入院しており、数年前から看護学生の実習を受け入
れている。本研究の目的は、小児専門病院ハイケア病棟にお
ける小児看護学実習での指導の現状と関わりについて明らか
にし、その上で今後の示唆を得ることである。【方法】質的
帰納的研究デザインを用いて参加に同意を得た対象者 7 名に
対し、フォーカスグループインタビュー（以下 FGI）を実施し、
参加者の同意を得て録音をした。インタビュー内容を逐語録
に起こし、現状と関わりについて取り出しカテゴリー化した。
倫理的配慮は、本研究は所属機関の倫理委員会の承認を得た
うえで実施した。【結果】52 の「コード」に分類され、10 の
『サブカテゴリー』が抽出され、類似性、相違性を比較した
結果、3 つの〈カテゴリー〉が抽出された。〈ハイケア病棟
での学生指導の難しさ〉は『指導者が毎日変わってしまう』
『学生の情報が引き継がれにくい』『業務が多忙で学生に関わ
る余裕がない』『学生が受け持つ患者さんを選ぶのが難しい』
という 4 つのサブカテゴリーから導き出された。ハイケア病
棟は状態が落ち着くと一般病棟へ転棟となるため、
「患者選
定が難しい」という実習環境を整えることの難しさや、
「学
生が組み立ててきた患者さんの計画がこちらの都合で実施で
きない」といった普段の看護業務との両立の難しさが聞かれ
た。
〈学生指導者としてのスキルを高める難しさ〉は『小児
看護学実習の期間が短い』『学生指導に必要だと思っている
こと』
『指導者に足りないと感じること』の 3 つのサブカテ
ゴリーから構成され、指導者自身に不足していることの発言
が聞かれた。〈小児看護特有の学びを支援する関わり〉は『小
児看護学実習で学んで欲しいと思っていること』『学生指導
の際に工夫していること』『小児看護学実習で学校が求めて
いること』の 3 つのサブカテゴリーから構成される。「うち
の病棟では個別性を学んで欲しい」「注入も食事介助の一環
で子どもにごはんをあげるとかね」という指導者の思いや、
指導者として求められていることについて語られていた。
【考
察】指導者達はハイケア病棟という環境から小児ならではの
看護というものを学生が学びづらい現状にジレンマを抱えな

【目的】2019 年 A 病院は初めて助産学生の実習を受け入れた。
学生指導助産師は、学生が受け持つ産婦以外も担当するため、
両立の負担や、初めての指導に不安の声があった。そこで今
後の教育や指導に役立てるため、分娩介助実習に携わった助
産師の思いを明らかにすることを目的に本研究に取り組ん
だ。
【方法】
20XX 年 9 月～ 11 月本研究協力依頼公募ポスター
を掲示し、協力を得られた対象者 3 名に書面にて同意を得て
半構成的面接法を実施した。インタビュー内容は (1) 分娩介
助実習を受け入れる前の思い (2) 分娩介助実習後の思いとし
た。データから逐語録を作成後、コード化し類似性に基づき
分類してサブカテゴリ、カテゴリを導き出した。
【結果】対
象者 3 名の助産師経験年数は 13 ～ 24 年、看護学生の実習指
導経験はあった。逐語録から 62 のコード、
12 のサブカテゴリ、
7 のカテゴリを抽出した。以下《》はカテゴリ、
〈〉はサブ
カテゴリを示す。( 但し、指導者としての不安にはサブカテ
ゴリなし )〈学生と産婦の安全を確保する〉〈指導することと
産婦への責任を負う〉から《指導と業務の両立への大変さ》
、
《指導者としての不安》、〈学生時代の実習姿勢〉
〈学生時代の
指導者に対する感謝〉から《学生時代の振り返り》
、〈指導の
経験不足〉
〈( 学生に対する ) 指導者間の情報伝達不足〉
から《指
導方法への疑問》、〈学生を待ちたい気持ちと待てないジレン
マ〉
〈産婦より学生を優先するジレンマ〉から《理想とする
学生指導へのジレンマ》
、
〈
（分娩介助するだけでいいのかと
いう）実習に対する疑問〉〈学生と共に学びを深めたい〉
〈学
生に対する期待と要望〉から《よりよい指導にしたい思い》
、
〈実習担当者の確保〉〈指導者としての自己の課題〉から《学
生指導の充実》のカテゴリを導き出した。【考察】対象者は、
学生指導と分娩担当の兼務を負担に感じ、指導モデルがいな
い自分の指導への不安や、理想とする学生指導へのジレンマ
があった。しかし、学生時代を振り返り、指導者への感謝の
思いを感じたことで、学生と共に学びを深め、より充実した
実習指導をすることが自分達の役割だと改めて認識した。そ
のために、学校との連携はもとより指導者間で連携し情報共
有することの必要性が示唆された。

がらも、学生に少しでも小児看護について学んで欲しいとい
う思いで指導に携わっていた。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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臨地実習を受ける看護学生に対する病棟看護
師の意識調査
－実習指導経験のある看護師と指導経験のない看護
師の比較検討－
キーワード：臨地実習

実習指導

病棟看護師

－看護学生と臨地実習指導者の認識の差に着目して－
キーワード：看護学生 臨地実習指導者
対人不安 適応感

臨地実習

○村井 洋子・佐藤 優子・五十嵐 元子

○土方 郁美

独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院

筑波大学人間総合科学学術院人間総合科学研究群ヒューマン・ケ
ア科学学位プログラム

【目的】A 病棟は近隣の看護大学の臨地実習を受け入れてい
るが、病棟看護師から「看護学生（以下実習生）が何を考
えているかわからない」と実習生に対する理解や関わり方
に悩む意見があった。そこで、実習生に対する A 病棟看護
師の意識調査を行い、指導経験の有無で比較検討し、今後の
臨地実習の課題を検討した。【方法】令和 2 年 7 月から 10 月
に A 病棟看護師 21 名にアンケート調査（留め置き法）を行
い、指導経験の有無で比較し t 検定で分析した（有意水準 5％
未満）。統計ソフトは JSTART for Windows を用いた。調査
内容は日本語版 ECTB 評価スケールをもとに、指導経験の
有無に関わらず回答できる 27 項目を抜粋し 4 段階評価とし
た。又、自由記述で得られた実習に対する率直な意見をカテ
ゴリー化した。倫理的配慮：所属施設の倫理審査委員会の承
認を得て実施した。【結果】全項目で指導経験のある看護師
7 名（a 群）が指導経験のない看護師 14 名（b 群）より平均
値が高かった。a 群の平均値が有意に高い項目は 21 項目あ
り、特に「ケアの実施時に基本的な原則を確認している」が
3.57 ± 0.53 と高かった。有意差が表れなかった項目は 6 項目
で、実習生を理解し援助する項目だった。b 群の平均値が低
い項目は 9 項目で、実習範囲を把握し支援する項目だった。
実習に対する率直な意見は、a 群から、3 カテゴリー《実習
生に対する認識》《指導の役割を意識した関わり》《実習生に
対する思い》が分類された。b 群からは 4 カテゴリー《実習
生に対する認識》《実習指導に対する認識》《実習生に対する
思い》
《今後の実習体制に対する要望》が分類され、指導経
験のない看護師は実習生との関わりにとまどいがあった。
【考
察】A 病棟看護師は、指導経験の有無により実習指導に対す
る認識に差があり、指導経験のない看護師は実習生との関わ
りにとまどいを抱えていた。実習環境の中で病棟看護師が看
護を実践し展開することは、実習生にとって貴重な臨床での
学習体験であり、病棟看護師の臨地実習における意義を明確
化し看護実践の役割モデルであることを自覚できるよう働き
かける必要があると考える。又、指導経験のない看護師は同
じ実習環境にいて実習生の存在を気にしつつも具体的な実習
内容に関心を抱きにくく、今後は指導経験の有無に関わらず
病棟看護師に実習内容を把握できるよう支援していくことが
課題である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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看護学生の臨地実習指導者への対人不安と適
応感

はい
はい
はい

【目的】看護学生と臨地実習指導者の対人不安や適応感を明
らかにし、効果的な実習指導について検討する。【方法】看
護学校の３年生と主実習施設の指導者に、無記名自記式のア
ンケート調査を行なった。調査内容は、
基本属性、
SST 尺度（学
生の教員に対する信頼感尺度）、SAS 尺度（青年用適応感尺
度）
、自由記述（学生が望む指導者）であった。学生と指導
者の 2 群間比較を行った。自由記述に関しては内容分析にて
カテゴリー分類した。なお、本研究は筆者所属の倫理審査委
員会にて承認を得た。
【結果】2020 年 6 月〜 8 月に調査を実
施し、学生 35 名、指導者 20 名から回答を得た。回収率は学
生 87.5％、指導者 58.8％であった。SST 尺度において、安心
感（t ＝ -5.713、p<.001）
、不信（t ＝ 4.007、p<.001）
、で有意
差を認め、役割遂行は有意差を認めなかった。また、SAS 尺
度は、それぞれの下位尺度において有意差を認められなかっ
た。さらに、χ2 検定の結果、SST 尺度の安心感にのみ有意
差が見られた。自由記述で学生が望む実習指導者は、コード
数が多い順に「話を聞いてくれる」
「わからないことを聞け
る雰囲気」等といった《受容的態度》、「人として認めてくれ
る」等といった《承認》
、
「根拠のある看護を指導してくれる」
等といった《学生が望む指導内容》、その他、《指導方法に配
慮がある》、《一貫した態度》等の指導を求めていた。一方指
導者が心がけていることでは、コード数が多い順に「気軽に
相談しやすい」等といった《話しかけやすい雰囲気》、「具体
的な指導をしてくれる」等といった《適切な指導内容》
、
「思
いや考えを共感してくれる」といった《共感的な指導方法》
、
その他《わかりやすい指導》
《威圧的態度でない》などであっ
た。【考察】調査数が少なく一般化はできないが、尺度間の
群間比較では、指導者と学生の信頼感、実習への適応の差は
なく、指導者は学生を適切に捉えていると考えられる。自由
記述では、学生の指導者へのニーズとして受容、承認といっ
た指導態度があり、指導者は学生に対する指導方法に配慮し
ていることが伺え、指導者が模索し実践していることが考え
られた。指導者と学生の橋渡し役としての看護教員の役割は
ますます重要であると考えられる。学生のレディネスやニー
ズに合わせた関わりの他指導の補間、指導者との積極的な協
働が必要であると考えられる。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
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看護学生の実習における自己肯定感と満足感
に関する検討
キーワード：自己肯定感

満足感

キーワード：看護師 2 年課程（通信制） カリキュラム
サポート体制 国家試験対策

看護学生

○山田 眞子・上野 妙子

○柿原 啓子・竹内 千亜紀・柳田 朋子・
瀧川 亜希子

ベルランド看護助産大学校

【目的】看護学生にとって、臨床看護学実習は自己の成長に
つながる大切な学びの場であるが、様々な困難に遭遇する場
でもある。学生が実習で困難な状況を乗り越えられた時の満
足感は学習意欲を向上させ、自己肯定感に影響があると言わ
れている。自己肯定感が上がると前向きに物事に取り組むこ
とにつながる。学生が実習での経験を通し前向きに学習意欲
を持つための指導方法の示唆を得る目的で学生の自己肯定感
と満足感の関連性を検討した。【方法】A 看護助産大学校を
2018 年に入学した看護学生 80 名を対象に、3 年間に経験す
る実習の基礎 1 実習・基礎 2 実習・老年実習・領域実習につ
いての各実習前後の 1 週間以内に、合計 8 回、自記式質問紙
調査を実施した。使用した尺度は、自己肯定感尺度 ver.2（田
中 2005）8 項目、活動満足感尺度（村山 2008）9 項目で、最
後に自由記載の欄を設けた。分析は各実習前後の比較、2 要
因における分散分析及び多重比較検定を行った。統計処理は
エクセル統計（4 Steps）を使用し、尺度使用については尺
度開発者の許可を得た。倫理的配慮としてベルランド看護助
産大学校の研究倫理審査会の承認を得た。学生には研究協力
の有無が不利益を生じない旨を説明し同意を得た。【結果】
自己肯定感についてはどの実習前後においても有意差がな
かった。満足感において基礎 1 実習前後、基礎 2 実習前後に
有意差があった。学生からの自由記載については基礎 1 実習・
基礎 2 実習では 6 割が患者との関係性の記載だったが、領域
実習では患者との関係性についての記載は 3 割程度で「8 日
間はあっという間だった」「自分だけ取り残されるのではな
いか」という患者との関係性以外の記載の方が多かった。
【考
察】学生は初学者であり、基礎 1 実習や基礎 2 実習は初めて
経験することが多い実習である。不安な中、患者との関係性
の構築が満足感につながったと考えられる。今回の領域実習
に関しては、実習形態の変更や実習時間の短縮があったため、
当初の予定通りに実習ができなかったことが結果に何らかの
影響を与えたことも考えられる。学生からの「自分だけ取り
残されるのではないか」と言う声から不安が大きかったこと
が考えられる。教員は、学生に対しその時々の不安に合わせ
てかかわることが必要であり、学生の努力を認めることで満
足感に影響を与え自己肯定感の変化につながっていくのでは
ないかと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

看護師 2 年課程
（通信制）
の教育方法の一考察

－ A 校修了生評価内容の記述より－

大阪保健福祉専門学校

【目的】看護師 2 年課程（通信制）の入学要件が 2019 年度よ
り 10 年から 7 年に短縮され、単位数に変更はないが対面授
業日数の増加等教育内容が改変され、より効率の良い質の高
い教育が求められている。今回、就業年数 10 年で修了した
学生を対象に学校での教育方法の調査を行った。そこで通
信制で効率の良い、質の高い教育方法について考察し今後の
示唆を得たので報告する。【方法】対象：2014 年～ 2019 年
に A 校を修了した修了生 959 名。期間：2020 年１月～ 3 月。
方法：自記式質問紙による郵送調査。内容は、①回答者の属
性、②現在の就業状況（職種、勤務地、勤務年数）、③入学
して良かったこと、学生生活で良かったことの 2 項目を自由
記載とした。自由記載は質的帰納的分析しコード化、サブカ
テゴリ化、カテゴリ化した。【結果】質問紙の回答数 250 名
（26%）、有効回答 230（有効回答率 23％）、対象者の性別は
男性 35 名（15%）
、女性 193 名（84%）
、未回答 2 名（1%）、
年齢は 41 ～ 50 歳が 109 名（47%）であった。質問紙の自由
記載のカテゴリは『カリキュラム』、『サポート体制』、
『看護
師免許取得』
、
『学ぶ姿勢』の 4 つが形成され、
『カリキュラム』
のサブカテゴリでは「看護が深く学べた」56 コード、
「実習」
9 コード、
「共同学習」15 コード、
「国家試験対策」17 コード、
「学習環境」29 コード、『サポート体制』のサブカテゴリに
は「友人との目標共有」59 コード、
「親身になってくれる教
員」34 コードの７つを抽出した。
【考察】修了生の記述が最
も多かったのは『カリキュラム』の「看護が深く学べた」で
ある。共同学習で友人と意見交換し日々の看護実践が単なる
業務から意味のある看護実践へと自覚され、看護を深く学ぶ
ことができたと考えた。次にこれらを支えるのは『サポート
体制』であり、いつでも学生の疑問や悩みに対応できる教員
と友人との目標共有が通信制の学習継続に重要であることが
分かった。また『看護師免許取得』は、本課程のミッション
でもあり、この特性を踏まえて国家試験対策を充実させるこ
とが重要である。よって、通信制の教育には看護を深く学び
たい、免許を取得したいという 2 つの動機を満たせるようカ
リキュラム運営の中で機会を作り講義や演習を取り入れるこ
と、それらの動機を支えるサポート体制を作っていくことが
重要であると示唆を得た。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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看護学生の高齢者の理解を深める授業研究
（報告 1）
キーワード：看護学生

高齢者

対象理解

教授方略

キーワード：看護技術

○関段 奈月 ¹・石田 智恵美 ²

○赤堀 貴子

¹ 特定医療法人茜会昭和病院
² 福岡県立大学看護学部看護学科

厚木看護専門学校

【目的】学生が高齢者を理解するために収集する情報は、身
体的なものにとらわれやすく、時代背景や経験など過去の情
報は少なく、また学生は、会話の中で情報を聞いても気づか
ず対象理解に活かせない傾向にあるため、高齢者の理解を深
める教授方略を提案する。【方法】対象は、A 看護専門学校
で老年看護学概論の授業を受け研究協力の同意を得た 42 名。
学生が高齢者の言動と情報を関連づけ言動の意味を考えられ
るよう思考が変化すれば、高齢者の理解を深めることに繋が
ると考え、教授内容の理解の状況をワークシートの記述から
確認した。授業では時代による考え方の違い、高齢者の言動
と情報から価値観や思い、ケアとその理由を考えるように教
材を開発、構成は個人ワーク、グループワーク、全体発表と
しワークシートと振り返りシートを活用した。授業前後に
「高
齢者を知るためにどんな工夫をするか」と問い、自由記述内
容から計量解析ソフト KHcoder を用いて授業後の思考の変
化を分析した。本研究は、A 大学研究倫理部会と研究協力施
設の承認を得て、対象者に授業前と成績評価後に研究の趣旨・
方法・同意と撤回、個人情報保護について説明し文書で同意
を得た。
【結果】授業前後共に頻出した動詞では、授業後は
活動に関する「話す」「聞く」は減少、思考に関する「思う」
「知る」
「考える」は増加した。語と語の共起関係では、高齢
者を知るために収集する情報と工夫に違いがみられ、授業前
後共通したものは「目線」「合わせる」、
「目」「見る」であり、
授業前のみは「好き」
「趣味」、
「相槌」
「打つ」、
「大きい」
「声」
、
授業後のみは「生きる」
「時代」、
「生きる」
「価値観」、
「時代」
「背
景」、
「声」「表情」、
「信頼関係」「築く」、
「情報」「得る」
、
「家族」
「聞く」
、
「知る」
「コミュニケーション」などだった。語句が
使用された文脈の比較では「気」を「付ける」内容は、授業
前は「相手の反応を見て不快な思いをさせない」、授業後は「言
葉をただ聞くのではなく奥にある気持ちを汲む」だった。
【考
察】学生が考えた高齢者を知るための工夫は、授業前は、体
験や知識から想起した日常会話を続けるための情報や話を聞
く姿勢・話し方だったが、授業後は、相手の考えを知るため
に関係性を深めながら高齢者特有の情報に着目する情報収集
に移行しており、学生の思考は変化していた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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学生の演習に教員が直接介入することによる
足浴実技試験結果への効果について
実技演習

看護学生

【目的】看護基礎教育において実践能力育成が重要視され、
技術習得には体験の機会を多く設ける必要性が言われてい
る。技術習得のためのリフレクションの有効性は実証されて
いるが、学生の自由時間に学生のみで技術の練習をする場合
と、教員が直接指導を行った場合を比較した研究は見当たら
ない。今回、学生の足浴練習に教員が直接指導を行うこと
で、足浴実技試験の結果に効果があったかを検証する。【方
法】対象：A 看護専門学校 84 名を対照群、84 名を介入群と
した。方法：教育効果の判定は足浴の技術を 54 の小項目に
分けた採点表を用いた足浴実技試験結果と実技試験までの練
習回数を収集し分析した。結果は平均±標準偏差で示し群間
の比較はｔ検定で行いｐ＜ 0.05 をもって有意差ありとした。
調査期間：2018 年 4 月～ 2019 年 10 月。教育方法の概要：1
年次に足浴実技試験を行った。試験に向け学生は自由時間に
練習（以下、自己演習）後、振り返りを記録する。足浴実技
試験までの自己演習期間は 2 か月間である。対照群は自己演
習を学生のみで実施していた。介入群は自己演習に教員が入
り、学生が気付いていない点を指導し、学生へ技術の検討を
促した。この研究を実施するにあたり、厚木看護専門学校倫
理審査委員会にて承諾を得た。対象者に研究の主旨、匿名性、
任意性、成績に関連しない事を書面と口頭で説明し同意を得
た。【結果】各群の実技試験結果は「対照群 80.25 ± 14.89 点」
「介入群 85.15 ± 16.2 点」であり、群間に統計学的な有意差
が認められた
（p ＝ 0.021）
。自己演習回数の平均は対照群 9.78
回、介入群 8.78 回。採点表 54 項目中介入群では 24 項目改
善し、30 項目改善しなかった。項目の「患者の表情を観察
し声かけできる」は殆ど変化なく、「清潔不潔に配慮できる」
は 42％から 55％に改善した。【考察】自己演習に教員が介入
した指導法は技術習得に有効である。改善した 24 項目は教
員が特に指導した内容である一方で改善がない項目は教員の
指導がされていない内容であった。このことから、この指導
法は一方的な教授に陥る危険性がある。つまり、学生は指摘
された部分の所作だけを取り入れた可能性がある。看護技術
の実践において批判的で発展的な思考が省かれては目指すべ
き看護師を育てることにはならない。技術習得のためには、
学生自らが試行錯誤する働きかけが必要だ。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
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基礎看護教育における看護学生の WLB およ
び教授内容についての認識
キーワード：基礎看護教育 看護学生 ワークライフバランス

○永重 英子

ケアリング能力育成の教育方法についての一
考察

－ノディングスのケアリング教育とフロムの愛する
ことの技術の関連から－
キーワード：ケアリング 看護教育 ケアリングの教育方法
ノディングス フロム

栃木医療センター附属看護学校

【目的】看護学生が WLB の知識を得ることは、離職予防に
つながると考え、WLB の認識と意図的な教授の必要性を明
らかにする。
【方法】看護専門学校 3 年生女子学生 99 名を対
象とし、質問紙法、留め置き法とした。調査内容は、自身の
将来の働き方、WLB についての認識、WLB に関する教授内
容についての認識（専門分野のテキストより WLB に関する
ものと研究者が判断した 24 項目）とした。分析方法は、単
純集計による記述分析とし、複数回答項目については順位を
示した。
【結果】いつまで働きたいかについては、「定年ま
で」55 名「一生働きたい」27 名「一定年齢まで」16 名、
「一
定年齢まで」の理由は「長く働きたくない」「結婚したら辞
めたい」
「違うことに挑戦したい」であった。目指す仕事は
「認定看護師」34 名をはじめとするキャリア志向が 69 名「診
療所クリニック」20 名などジェネラルナース志向が 32 名で
あった。結婚・妊娠・出産・育児の時期の仕事は、「続けたい」
50 名であった。WLB の比重は「どちらもおなじくらい大事
にしたい」58 名、「仕事よりも家庭を大事にしたい」41 名で
あった。WLB に関する教授内容についての認識は、
「役に
立った」の回答は、24 項目すべて半数以上の回答を得られた。
項目で多いのは、
「母子保健法」82 名「労働基準法」82 名、
「妊
娠分娩産褥の医学的知識」82 名であった。「もっと知りたい」
の回答は、「養育医療」36 名「認定こども園」36 名「保育料
の無償化」35 名、「保育園の待機児童」31 名であった。授業
で工夫して欲しいことの自由回答は、「自分が妊娠出産をす
るとしたらどんな制度を使えるかなど、自分に置き換えた考
える機会があるとよかった。」「社会に出て使える情報が欲し
い。」「役に立つ情報、現在ダメな点など知りたい。
」という
意見であった。
【考察】一定年齢で辞職を考えている学生や
自己の将来構築がされている学生もおり、人生 100 年を見据
えたキャリア形成のための教育が求められる。また、先行研
究と比較して家庭を大事に考える傾向があり、大家族が多い
地域性やコロナ渦での家族とのかかわりが多くなった生活の
変化の影響が考えられる。自己の将来に役立つと認識してい
る授業項目が多いことや、授業の中で「自分に置き換えて考
える機会」を求めており、看護学生の将来に向けた WLB に
関する知識を意図的に教授する必要性が示唆された。

○佐藤 聖一
国際医療福祉大学医療保健学部看護学科

【目的】ケアリング能力育成の教育方法について検討し、具
体的な教育実践について示唆を得る。
【方法】ノディングス
（N.Noddings）の「ケアリング論」と、フロム（E.Fromm）
の「愛することの理論」との関係性を検討することから、ケ
アリング能力育成の教育方法について論考する。
【結果】ノ
ディングスは、
ケアリングの中心的概念を「専心没頭」と「動
機づけ転移」としており、ケアリング能力育成のための要点
として「対話」「練習」「奨励」「モデリング」「インフェアー
ド・ニーズ」を挙げている。「インフェアード・ニーズ」は、
生徒自身も気づかない潜在的なニーズに対する教師の対応の
ことである。一方、フロムは愛を「持つ様式」と「ある様式」
に区分し、
「持つ様式」では、対象を自分のものとし対象と
ひとつとなることという意味があり、
「ある様式」では、対
象を自分のものとしなくとも自分と対象の世界をひとつとす
る意味を持つとしており、両義性のあるものと述べている。
そして、フロムは、愛することを「学ぶ」方法について「愛
の意味を学ぶためには、愛の失敗からその原因を調べ、そこ
から愛の意味を学ぶことである。」と述べる。【考察】看護に
おけるケアリング能力は、
「愛すること」と同様に看護の情
意的能力であり、ケアリング能力の育成についての教育方法
は確立されていないが、看護基礎教育において学生に身につ
けてもらいたい力の 1 つである。ケアリング能力育成の教育
方法として、ノディングスのケアリング能力育成のための要
点を基盤として、フロムの提唱する、
「両義性のある内容を
踏まえた事象の原因からその意味を学生自身が学ぶ」という
教育方法が効果的である考えられた。具体的には、学生に看
護の実践をイメージできるような書籍の精読と、その内容か
らケアリングについての省察を課題とする。そして、グルー
プディスカッションを通してその内容について共有と議論を
行うような授業が想定される。教員は、この授業において学
生が自らケアリングの「対話」
「練習」ができるようアクティ
、
ブラーニングを促進する。また、学生のケアリングを「奨励」
するとともに、ケアの実践者として学生の「モデリング」を
担い、ディスカッションの内容において「インフェアード・
ニーズ」を考慮した関りの実践が必要となる。この一連の教
育方法がケアリング能力育成の具体的な教育実践のひとつで
あることが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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プロジェクト学習を用いた小児看護学概論の
学習効果
－テキストマイニングによる子ども観の分析－
キーワード：プロジェクト学習
子ども観

ポートフォリオ

看護学生

A 病院の副師長の新人看護師育成における困
難感に関する実態調査
キーワード：新人看護師育成
人材育成

副師長の役割

困難感

○桐生 美和・渡邉 圭子

○菅谷 周子

地方独立行政法人三重県立総合医療センター

船橋市立看護専門学校

【目的】副師長が新人看護師育成を担う中での困難感を調査
【目的】プロジェクト学習は、学習者が自ら課題発見、目的

し、副師長の支援体制や教育体制の見直しを図る。【方法】

設定し、課題解決していく学習法であり、学習者の学び成長

対象者は A 病院の新人教育担当副師長で、研究に同意を得

する力を育てる方法として教育界に広く活用されている。A

られた 8 名である。インタビューガイドを基に半構成面接を

看護専門学校の小児看護学概論ではプロジェクト学習を取り

行った。インタビュー内容は IC レコーダーに録音したもの

入れた授業を展開している。本研究は小児看護概論の講義前

を逐語録にし、3 つのカテゴリーに分類した。【結果】抽出

後の学生が抱く子ども観の変化を分析し、学習目標の到達度

されたカテゴリーは《コミュニケーション》《指導方法》《新

からプロジェクト学習の学習効果を明らかにする。【方法】1）

人の特性の理解と受容》であった。カテゴリーは《

対象：A 看護専門学校（3 年課程）令和 2 年度小児看護概論

カテゴリーは〈

を受講した 2 学年の学生 40 名の受講前後の子ども観のレポー

ケーション》では〈指導内容の捉え方の違いがあり、確認す

ト

3）授業概要：小児

る事が大変である〉
〈試行錯誤しながら指導しているが思う

学習目標『こどもの権利条約

ように伝わらない〉
〈世代格差がもたらす新人との価値観の

2）授業期間：令和 2 年 4 月〜 7 月

看護概論 30 時間 15 回 2 単位

》サブ

〉で示す。教育担当副師長は、《コミュニ

に則した子ども観を育成できる』 パフォーマンス課題「事

相違を感じる〉というような思いを持っていた。《指導方法》

例の子どもの子育て支援書を作成」4）データ収集期間：令

では〈個別性を考えた指導〉〈指導方法の変化〉〈新人教育の

和 2 年 4 月〜 9 月

5）データ分析方法：テキストマイニン

変化に戸惑いがあり、その中でも指導方法を考えながら悩ん

グソフト KH Coder で、頻出語句抽出、共起ネットワーク

でいる〉というように指導方法に困難感を抱いていた。《新

分析を実施した。解釈はアドバイザーの意見を参考に考察し

人の特性の理解と受容》では〈褒められて育ってきた新人に

た。6）倫理的配慮：所属機関の倫理審査委員会の承認を得た。

対して、自分たちが受けてきた指導方法ではいけないと自分

書面と口頭で説明し、同意書を提出した学生のデータのみを

に言い聞かす〉
〈自分が受けてきた教育や指導とのギャップ

研究対象とした。【結果】1）講義前：頻出上位語は「子ども」

を痛感しながら納得しようとする〉というように新人看護師

「考える」「大人」
「自分」「親」であった。共起ネットワーク

の対応に困難感を抱いていた。
【考察】新人看護職員臨床研

の中心性は「親」「影響」「様々」であった。「親」と共起す

修における研修責任者・教育担当者の育成のための研修ガイ

る語句は「存在」が「様々」に「影響」を「受ける」として ,

ドでは、現代の若者の特徴、新人看護師が受けたカリキュラ

子どもは親の影響を受ける存在であると考えていた。2）講

ム、基礎教育での臨床実践能力の習得状況、指導方法や支援

義後の頻出上位語は「子ども」「権利」「考える」「発達」「成

方法を学ぶ必要性が述べられている。そのような研修を受講

長」
「守る」であった。共起ネットワークの中心性は「子ども」

する機会はあるが、その研修だけでは対応できない困難感が

「権利」
「守る」であった。「子ども」と共起する語句は「今回」

あり、この困難感に対する支援体制や教育体制を検討する必

の「プロジェクト学習」の「学習」を通して 「成長」
,
には「支援」

要がある。具体的には、実際に起こっている事例に対して、

が「必要」であると考えていた。また「権利」
「条約」を「学習」

副師長間でのディスカッションして、困難感を共有し、困難

し、子どもの「権利」を「守る」必要性を考えていた。
【考察】

感が緩和されるような支援体制や教育体制を検討する必要が

1. 講義前の学生は親や大人の立場から子どもを概観し、一般

ある。結論として、新人教育担当副師長は多かれ少なかれ、

的な概念に沿って子ども観を表現していた。2. 講義後の学生

新人看護師の対応に価値観の相違や違和感、困難感を持って

は学習を通して、子どもの立場に立ち、人としての尊厳や権

いた。困難感を緩和させるための対策を行うことが今後の課

利の保障などを中心に , 子ども観を表現していた。3. 講義後

題であると考える。

の子ども観は、学習目標に則した内容であり、プロジェクト
学習は子ども観形成に対する学習法として効果的である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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小規模病院における特定行為研修修了看護師
の学びとその後の行動変化

職種とキャリア志向との関連

キーワード：小規模病院

キーワード：職種 キャリア志向
作業療法士

特定行為研修修了者

行動変化

○古代 照美 ¹・藤代 幸子 ¹・小木曽 加奈子 ²・
今井 七重 ³

○佐々木 孝

【目的】職種とキャリア志向の関連を明らかにし、今後の教

【目的】看護師の特定行為研修が 2015 年から開始され、その
研修修了者の地域医療での活躍が期待されている。そこで、
本研究は小規模病院における特定行為研修修了看護師の学び
とその後の行動変化を明らかにすることを目的とした。
【方
法】小規模病院に勤務する特定行為研修を修了した看護師の
1 名に対してアクティブインタビューを行った。分析は質的
帰納法を用いた。倫理的配慮については、研究参加は自由意
志であること、得られた内容により通常業務に影響が及ぶこ
とがないこと、研究以外には使用しないこと、得られた結果
は学会などにおいて公表することなどを説明し、研究協力を
依頼し書面での同意を得て実施した。なお、本研究は A 病
院の倫理審査を受けた（2020–3）。【結果】対象者は女性、30
歳代後半、経験年数 11 年、修了した特定行為区分は栄養及
び水分管理に係る薬剤投与関連であり、A 病院において小規
模病院における特定行為研修修了者第一号であった。以下、
≫、サブカテゴリーは＜

理学療法士

医療法人社団久英会高良台リハビリテーション病院

¹ 県北西部地域医療センター国保白鳥病院
² 岐阜大学医学部看護学科
³ 中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科

カテゴリーは≪

看護師

＞と示す。研修

修了者は、＜継続学習はしているが実践がない＞ことや＜研
修修了者の行動計画のなさ＞から＜周囲の期待に対する重責
感＞を感じており≪実践に対する不安≫をもちながら、＜研
修修了後の継続学習の方法＞を自ら考え、知識が定着する努
力をしていた。今後も受講しようと思ってくれる看護師への
啓発目的もあり＜研修修了者として周囲へ影響を及ぼす必要
性＞を感じており、見本となる活動を示すために＜継続学習
の必要性＞があるという≪研修修了者としての自覚≫が示さ
れた。また研修後の看護活動において＜研修後の行動に対し
て周囲の承認を得た＞ことにより≪受講後成長したという自
己肯定感≫が示された。研修修了者は受講後の自己の活動場
面について＜研修修了者の活躍場面を模索＞し、＜受講を活
かせる部署への異動希望＞があり、今後は＜研修修了者とし
て認められたい＞という≪研修後の活動方法に対する期待≫
が示された。
【考察】小規模病院の研修修了者は研修修了後
の活動に不安を抱えていたが、受講後の看護活動を行う中で
自己の成長を感じ、研修修了者としての自覚を持ち自己研鑽

育支援につなげることを目的とした。
【方法】対象者は、A
病院の看護師 46 名、理学療法士 42 名、作業療法士 32 名を
対象とした。調査方法は、
無記名自記式アンケート調査を行っ
た。アンケート内容は、基本属性 10 項目（性別、年齢、職種、
経験年数、勤務継続年数、最終学歴、クリニカルラダー取得
状況、介護経験、結婚経験、育児経験）と坂口が開発した「管
理能力」「専門・職能的能力」「安定性」「自立と独立」
「創造
性と企業家精神」
「他者への奉仕」の 6 つの分類、29 項目か
ら構成されるキャリア志向自己診断票を用いた。分析方法は、
調査項目ごとに単純集計を行い、職種とキャリア志向の関連
を一元配置分散分析にて分析した（P ≦ 0.05）。倫理的配慮
では、
本研究は A 病院の倫理委員会の承認を受けて実施した。
調査への協力は自由意志に基づき、回答しなくても不利益を
受けることはないこと、結果は統計的に処理し個人が特定さ
れることはないこと、アンケートおよびデータの管理は厳重
に行うことを説明書に明記し、回答をもって同意とみなした。
【結果】配布数 120 部うち、回数数 115 部（回収率 95.83%）
であり、有効回答数 113 部（有効回答率 98.26%）であった。
職種別の対象者は、看護師 41 名（36.28%）、理学療法士 41
名（36.28%）
、
作業療法士 31 名（27.44%）であった。職種とキャ
リア志向との関連では、看護師のキャリア志向において、
「安
定性」が最も高く、次いで「他者への奉仕」が高かった。理
学療法士において、
「他者への奉仕」が最も高く、次いで「専
門的・職能的能力」が高かった。作業療法士において、
「安
定性」が最も高く、次いで「他者への奉仕」が高かった。し
かし、すべてのキャリア志向の項目で職種間の有意差はみら
れなかった。
【考察】
職種とキャリア志向との関連については、
職種間で違いはみられなかった。太田は、キャリア志向の形
成プロセスは、様々な個人要因と組織的要因、組織外要因等、
それぞれをふまえて個人が積極的あるいは消極的に意思決定
した結果であると述べている。このことから、職種に関係な
く、個々の背景を踏まえ、キャリア志向を把握することが、
効果的なキャリア支援につながるのではないかと考える。

に取り組んでいた。看護師の特定行為研修を受講することは
看護師の継続学習に役立ち、その後の看護活動の行動変化に
も資することが示唆される。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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A 病院看護師の継続学習に対する認識と実態、 退院支援看護師研修の実践能力向上に関する
課題についての検討
効果の検討
－育児群・非育児群を比較して－
キーワード：継続学習

研修

キーワード：退院支援

e-ラーニング

退院調整看護師

病棟看護師

研修

○入江 みき・安田 美代子・山本 美子・磯部 明子

○松尾 真実・小松 加奈

国家公務員共済組合連合会千早病院

日本赤十字社長崎原爆諫早病院

【目的】退院支援看護師研修での学びが退院支援実践場面で
【目的】A 病院では、院内研修や e ラーニング（以下学研）

活かされているか検証し、
研修の効果を明らかにする。
【方法】

などを導入し学習支援を行っているが、参加率は年間平均

対象：研修を受講した看護師 7 名。研究方法：データ収集は、

26% 程度であった。看護師に占める女性の割合は 9 割であり、

退院支援実践場面に関して半構成的面接調査法で行い、質的

結婚・出産・育児などのライフイベントが学習に影響してい

帰納的方法で分析した。倫理的配慮：所属施設の倫理審査委

るのではないかと考えた。そこで、育児群、非育児群の継続

員会の承認を得た。対象者には、研究目的、プライバシーの

学習の実態を院内、院外研修、学研に焦点を当てて調査し、

保護などについて文書および口頭で説明し、同意書に署名を

課題を明確化する事を目的として本研究に取り組んだ。
【方

得た。
【結果】
検討した結果、
4 つのカテゴリが抽出された。
《退

法】A 病院に勤務する全看護師 88 名を対象とした。学習認識・

院支援についての知識の向上》には、3 つのサブカテゴリが

学習状況について独自に作成した質問紙を使用し、結果を単

あり、
〈入院時から退院に向けて必要な情報を収集する力〉
、

純集計し育児群、非育児群に分けて比較した。【結果】有効

〈在宅ケアスタッフとの連携の必要性を理解〉、〈MSW や退

回答は 57 名（育児群 28 名非育児群 29 名）であり、全ての

院調整看護師の役割を理解〉であった。
《 退院支援看護師研

看護師が学習の必要性はあると答えた。1 週間の学習時間に

修後の取り組み意識の変化》
には、
4 つのサブカテゴリがあり、

ついては「1 時間以内」64.9%、
「全く学習していない」14% だっ

〈病棟看護師に向けて勉強会や伝達講習を開催〉、
〈病棟間や

た。病院の教育支援は 77.2% が満足と答えている。研修参加

多職種とのカンファレンスで情報共有や課題検討に関わっ

の支障要因は、院内外では、46% が「研修の時間」
、52% が「勤

た〉、〈退院に向けたケアの工夫〉、〈病棟看護師や退院調整看

務が合わない」と回答した。学研では、45% が「研修の時間」
、

護師・MSW と情報を共有し、
意識的に関わった〉
であった。
《退

4% が「勤務が合わない」と回答した。育児群の 64.3% 以上

院支援の評価・意欲向上》
には、
2 つのサブカテゴリがあり、
〈家

が研修参加や学研視聴の支障要因として「育児」を選択して

屋調査・退院後訪問・電話訪問を体験し、退院後の生活状況

いた。しかし、年齢別、経験年数などで比較したが、全ての

を知る〉、〈患者・家族の生活や意向に沿った退院支援に取り

研修で育児群と非育児群に有意差はなかった。【考察】学習

組む意識〉であった。《退院支援の知識不足》には、〈施設で

の必要性はあり、教育支援も約 80% が満足している状況で

の生活状況をイメージするのが困難〉があった。
【考察】研

あった。院内外、学研での研修参加の支障となる要因では、

修後は、〈入院時から退院に向けて必要な情報を収集する力〉

40％以上が「研修の時間」と回答しており、院内外研修では

を深め、
〈在宅ケアスタッフとの連携の必要性を理解〉
、
〈MSW

１時間以上を要したり、学研では 1 講義約 40 分の研修時間

や退院調整看護師の役割を理解〉することが促進されたと認

となることが支障となっていると考えられた。しかし、学研

識していた。また、学びを実践に活かし、どのような支援が

においては、ネット環境さえ整えば、家庭環境や勤務などの

必要なのかを考え、だれと連携をとり退院支援を進めていく

影響も受けにくく、個人のペースに合わせて講義時間を分割

かをアセスメントし〈病棟看護師や退院調整看護師・MSW

することもできるため、継続学習がしやすいと考える。院内

と情報を共有し、意識的に関わった〉と認識していた。これ

外研修においては、子ども同伴で研修参加できる環境作りや、

より、退院支援に関する知識・役割・技術の向上が示され研

勤務時間内での研修の実施、研修を録画し視聴できる等、研

修の成果があったと考える。更に、退院後の患者・家族から

修方法を工夫することで、継続学習に繋がるのではないだろ

のフィードバックをうけ、退院支援に対する意欲の向上とな

うかと考えた。医療を取巻く環境が急速に変化する中で、新

り研修の効果を実感していた。一方で、退院先が介護保険施

たな知識と技術の習得が必要である。また、ワークライフバ

設の場合に退院を目指すゴールが異なり〈施設での生活状況

ランスの推進により研修方法の多様性が求められている。一

をイメージするのが困難〉を認識しており、サービス内容を

個人の生活に配慮し、自分のペースで主体的にキャリアアッ

理解できていないことなど知識不足が明らかになった。

プに取り組める研修環境を整えることが今後の課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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小児科病棟に入院する患者の家族がポジティブ
な印象をもつ
（理想とする）
看護師の姿
キーワード：患者満足度

看護サービス

接遇

小児科病棟

○田中 杏奈・山本 暁子・山下 香苗

看護師による慢性心不全患者への運動療法

－離床プログラムを活用した実施基準を作成して－
キーワード：行動変容 心不全 心臓リハビリテーション
看護師 運動療法

○北風 静奈 ¹・岡本 莉歩 ¹・島岡 恭子 ¹・
松本 実代 ¹・平岡 玲子 ²

大阪急性期・総合医療センター

【目的】小児科病棟に入院する患者の家族がポジティブな印
象をもつ看護師の姿を明らかにすることで、看護師の接遇力
育成のための一資料にする。【方法】研究デザイン：質的記
述的研究。研究対象者：2020 年 7 ～ 12 月に A 病院小児科病
棟に入院した患者の家族。データ収集方法：患者の家族が良
いと感じた看護師の対応について問うアンケートを独自に作
成し患者退院時に配布、留め置き法で回収した。データ分析
方法：アンケート結果からテーマに沿って切片化し主題が明
らかになるまでコードの類似性・相似性に基づき、サブカテ
ゴリー、カテゴリーを抽出。倫理的配慮：アンケート配布時
に研究目的・趣旨等について口頭で説明、アンケート回収を
もち同意を得たものとした。また A 病院研究倫理審査の承
認を得た。
【結果】アンケート回収は 440 件。ポジティブな
印象をもつ看護師の姿として 10 のカテゴリー、90 のサブカ
テゴリーが得られた。【考察】家族は〈個別性に合わせた対
応〉〈子どもの話し相手〉という子どもの個々の要求に合わ
せることや、子どもと家族への〈分かりやすい説明〉という
看護師の行動、
〈家族を気遣う〉〈思いやりのある態度〉とい
う家族を含めた対応や〈家族を気遣う声かけ〉〈優しい声か
け〉からポジティブな印象を受けていた。田村らは、患者は
看護師の態度によって入院生活の満足度が高くなると述べて
いる。小児科病棟における接遇には、子どもの特徴に合わせ
た関わりや家族を含めた丁寧な対応が求められていることが
分かった。さらに家族は看護師の〈笑顔〉にポジティブな印
象を受けていた。表情等のしぐさは、相互の気持ちや考えを
伝えるために必要とされ、第一印象を決定する上で重要な要
素である。長谷部らは接遇では第一印象がその後の関係性に
影響を与えると述べている。接遇における〈笑顔〉は安心感
を与え心を開く効果があり、信頼関係の構築に影響する。ユ
ニフォームに〈おもちゃを身につける〉ことで子どもの気を
紛らわし、
〈キャラクターのエプロンの着用〉することで子
どもがそれに注視する姿は、家族にとって安心感となると考
える。厚生白書では医療はサービス業であると明記されてい
るが、臨床ではまだまだ課題が多い。患者家族が医療者から
ポジティブな印象を受けることは治療関係構築において重要
であり、今回の研究で明らかになった丁寧な対応や看護師の
しぐさは、小児科病棟の接遇教育の必須要素である。

¹ 大和高田市立病院
² 順天堂大学保健看護学部成人看護学

【目的】超高齢社会に伴い心不全患者も増加し「心不全パン
デミック」が予測される。心不全患者への運動療法の予後改
善効果は確立しているが、先行研究では「実施基準が分から
ないため介入したくない」と 8 割の看護師が答えた。Ａ病棟
でも運動療法は理学療法士が主体で、内容を理解している看
護師は少なかった。そのため看護師も主体的に行えるよう
実施基準を明確にすることが課題となった。そこで、多忙な
業務の中で実践しやすいように日々の援助の中で行える運動
療法を表にして基準を明確にした。また、実践時にすぐに確
認ができるようにポケットサイズで作成した。本研究では知
識とポケットガイドの提供で、認識と行動に変化が起きるの
かを明らかにする。
【方法】対象は調査に同意を得たＡ病棟
の看護師 26 名。日本循環器学会の離床プログラムに日常生
活動作を組み入れた表とボルグスケールを記載したポケット
ガイドを作成し、勉強会で使用方法を説明した。勉強会後の
実施期間を 1 か月間設け、勉強会前後で運動療法の知識と認
識について無記名自記式の質問紙調査を実施した。統計的
手法としてウィルコクソンの符号順位検定を用いて分析し
た。【結果】対象患者は中等症の慢性心不全患者 8 名。勉強
会の参加率は 100％で、質問紙回収率は勉強会前 96.1％、勉
強会後 100％であった。運動療法の実施意欲は 100％と高い
が、80％の看護師は内容を理解していなかった。勉強会後は
内容を理解している看護師が 20％から 68％に増加した。理
学療法士のカルテ記載を見る看護師は、勉強会前は 64％で、
勉強会後には 96％となった。心臓リハビリテーションを意
識して患者に関わっている看護師は 44％から 68％になった。
ポケットガイドの使用率は 72％であり、92％が「介入しや
すくなった」と回答した。さらに、運動療法を実践した看護
師は 52％であった。【考察】勉強会前では看護師の 80％が運
動療法について理解をしておらず要因として、適切なマニュ
アルがなく勉強会などの知識習得のための機会が不足してい
たことが考えられる。運動療法への関心が高い看護師にポ
ケットガイドを用いて実施基準を明確にしたことで、過半数
を超える看護師に行動変容が起き、効果を認めた。この現状
を維持・向上するために知識の定着、行動変容ステージ移行
に向けた勉強会の開催方法を再検討し、習慣化できるように
支援していくことが今後の課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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SOAP のアセスメントとプランを混同してい
る現状について
－病棟看護師の意識調査と指導前後の比較－
キーワード：看護記録

記録監査

看護師が主導する研究における研究公正の現状
－看護研究論文における研究公正－
キーワード：看護研究

SOAP

研究公正

研究倫理

○東恩納 美樹 ¹・西村 理恵 ²・森本 剛 ²

○冨樫 志帆

¹ 琉球大学医学部保健学科
² 兵庫医科大学臨床疫学

地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構日本海総合病院

【 目 的 】A 病 棟 に 勤 務 す る 看 護 師 に 指 導 を 行 う こ と で、
SOAP のアセスメントとプランを区別して記載できるか明
らかにする。
【方法】対象に記録記載について指導を行い、
SOAP 記録に関する独自のアンケートと院内監査表を用いて
SOAP 記録監査を指導前後で実施。アンケートは「アセスメ
ントは情報から記載、判断された内容で記載している」
「ア
セスメントは解決目標に対してアセスメントできている」
「ア
セスメントには観察した情報を記載していない」「アセスメ
ントにプランを記載していない」「プランには具体的な内容
を記載できている」「プランから適切なケアに繋がっている」
を「そうだ、そうではない」として単純集計。【結果】アンケー
トは全て指導後そうだが増加。指導前の自由記載から、適切
なケアの指標が難しい、目標の表現によってはアセスメント
やプランに繋げることが難しいと感じていた。指導後、P で
記載したことは、日々のケアや観察項目の修正に繋げていた。
監査結果は『
「S」は＃に関連した患者や家族の言葉で記載さ
れている』
『「O」は＃と関連のない情報が記載されていない』
『
「A」に観察した情報が記載されていない』は指導前よりも
悪化したが、『「A」は解決目標に対してアセスメントできて
いる』『「A」はプランが記載されていない』「『P』に具体的
な内容が記載されている」の指導後が改善した。【考察】
「A」
は解決目標に対してアセスメントできている』が 83％となり、
指導により目標に対してアセスメントできる様になったと考
える。目標未達成の場合、達成するために必要なケアを考え、
「P」の具体的な内容記載に繋がったと考える。しかし、
「S」
「O」
が多くなったことで、情報が整理されず、アセスメントにも
記載され『「A」に観察した情報が記載されていない』が低
下したと考える。『「A」は解決目標に対してアセスメントで
きている』『「A」にプランが記載されていない』『「P」に具
体的な内容が記載されている』が 30％以上上昇し、アセス
メントとプランを意識して書くようになったと考える。アン
ケート結果からも、SOAP を意識的に区別して記載してお
り、今回の指導がスタッフの意識への働きかけになったと考
える。SOAP から導き出された計画は、日々のケアに反映し

【目的】看護師が主導する研究における研究公正の現状を出
版された論文から分析する。【方法】研究対象は、2019 年お
よび 2020 年に出版された日本看護学会論文集：急性期看護
に掲載の 86 論文のうち、文献検討を除外した 85 論文であ
る。論文より著者の所属、研究デザイン、研究対象者、倫理
審査手続き、インフォームド・コンセント、個人情報保護、
研究データの保管期間、利益相反の記載に関する情報を収集
した。研究公正に関する記載は、第一著者の所属および承認
を受けた倫理審査委員会で分類し、研究公正に関する問題と
の関連について Pearson's chi-square test を行った。解析に
は JMP®Pro15 を使用し、統計的有意水準は 5% とした。本
研究は、既に出版された論文を対象に行い、人を対象としな
いため、倫理審査の対象とはならなかった。
【結果】筆頭著
者（看護師）の所属は、一般病院は 59 名（69.4％）、大学・
大学系列病院は 21 名（24.7％）
、大学・研究科は 5 名（5.9％）
であった。研究の種類は、量的研究 49 件（57.6％）
、質的研
究 34 件（40.0％）
、事例研究 2 件（2.4％）であった。すべて
の論文において倫理審査および利益相反の記載があり、研究
対象者の特定を避けるための表記の配慮（個人情報保護）が
されていた。しかし、研究の説明の記載に問題がある論文は
32 件（37.6％）で、承認を受けた倫理審査委員会が大学・大
学系列病院の場合（6 件、22.2％）と比べて、一般病院の場
合（26 件、44.8％）で統計的に有意に高かった（p = 0.045）。
同意取得の記載に問題がある論文は 37 件（43.5％）あり、筆
頭著者の所属や承認を受けた倫理審査委員会と有意な関連は
なかった。研究データの保管期間は、
記載なし 57 件（67.1%）、
データ集計後～研究終了後すぐに破棄 26 件（30.6％）、一定
期間保管 2 件（2.4%）であり、承認を受けた倫理審査委員会
と有意な関連があった（p = 0.03）
。
【考察】研究公正に関す
る論文上の記載は、実際の研究実施とは異なる可能性がある
が、研究対象者への説明や研究データの保管については、倫
理審査委員会と関連があったことから、一般病院における研
究公正に関する教育や倫理審査体制の充実の必要性が示唆さ
れた。

実践へ繋がり、再び SOAP によって振り返りがされ、より
良い看護に繋がっていると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

234

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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口演Ⅺ - １

口演Ⅺ - ２

一般外来における新型コロナウイルス感染症
に関連した電話相談内容の実態調査

看護管理者の災害時暫定対策本部立ち上げに
必要な自己効力感を高める教育の効果と課題

キーワード：新型コロナウイルス COVID-19 パンデミック
電話相談 外来看護

キーワード：看護師長 暫定災害対策本部
災害教育

○楠本 真紀・橘 未来

○大山 孝子・佐々木 さとみ

地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター

総合病院中津川市民病院

自己効力感

【目的】新型コロナウイルス感染症 ( 以下、COVID-19) が流

【目的】休日・時間外の発災時、暫定災害対策本部を当直医

行した時期特有の電話相談内容の実態を調査し、患者のニー

師と共に管理師長が立ち上げ、本部に委譲するまで陣頭指揮

ズに応じた電話対応の在り方の示唆を得る。
【方法】2020 年

が執れることを災害時自己効力感とし、自己効力感向上のた

1 ～ 6 月に A 病院の一般外来（平日 8：45 ～ 17：15）で対

めに実施した教育の効果を確認し、課題を明らかにする。【方

応した COVID-19 に関する電話相談から（1）月毎の件数（2）

法】全館当直をする看護師長を対象に、アルバート・バンデュ

患者の年齢（3）患者の性別（4）相談者と患者の関係性（5）

ラーが提唱する自己効力感を生み出す 4 つの情報源を意図的

転帰（6）内容、および（7）2020 年 1 ～ 6 月の社会情勢に

に取り入れた暫定災害対策本部立ち上げのための研修を３回

関する情報を収集した。分析方法は、（1）～（5）は項目別

行った。研修会終了毎に記述式調査と半構成的面接法を実施

に単純集計をした。（6）について、2 週毎に類似内容のもの

した。記述式調査は自己効力感を 5 段階尺度で評価し、合計

をコード化して分類し、（7）との関連を分析した。本研究は

得点が高い程、自己効力感は向上していると判断した。分析

研究者所属施設の倫理委員会の承認を得て実施した。【結果】

は遂語録から類似内容をコード化し、サブカテゴリー、カテ

相談件数が最も多かったのは 4 月の 440 件で、全体の 49.7％

ゴリー化した。倫理的配慮は研究目的、研究参加の自由意志

を占めた。年齢別では 70 歳代が全年代の 25.1％、性別では

と拒否権、プライバシー及び個人情報の保護、結果の公表に

女性が 60.9％、相談者は「患者本人」が 77.8％、転帰は「相

ついて記載した文書を用いて、
口頭で説明を行った。アンケー

談のみ」が 75.6％と最も多かった。2020 年 1 月～ 2 月中旬に

ト調査の回答を受けて研究の同意が得られたものとした。
【結

は中国の武漢で COVID-19 患者が増加した。この時期は〈海

果】自己効力感尺度の分析は、どの項目も研修を重ねる毎に

外渡航者の COVID-19 に対する不安〉〈保健所や厚生労働省

自己効力感は向上した。記述式調査項目を自己効力感の構成

を含む公的機関へ電話をしても繋がらない〉〈他院で受診を

要因である自己対応能力の項目群と、対人資源活用能力の項

断られた〉があった。2 月下旬～ 4 月には世界的にパンデミッ

目群に分類すると、自己対応能力が 1.68、対人資源活用能力

クと言われ、日本では緊急事態宣言が発表された。この時期

は 1.925 であった。遂語録から「災害教育に関すること」
「災

は〈来院回避のための相談〉〈病院滞在時間の短縮希望〉〈検

害マニュアルに関すること」「他部門との連携に関すること」

査や治療の延期希望〉があった。5 月～ 6 月には厚生労働省

「職員の災害意識に関すること」「災害時の必要物品に関する

が受診相談の目安を公表し、後に緊急事態宣言解除となった。

こと」の 5 つのカテゴリーに分類した。【考察】自己効力感

この時期は〈COVID-19 患者および濃厚接触者からの相談〉

を生み出す情報源を意図的に取り入れた研修により、災害対

があった。全期間にわたり〈COVID-19 に罹患することの不

策行動への動機づけが看護師長の自己効力感を向上させ、行

安〉〈COVID-19 に罹患しているのではないかという不安〉

動意図に影響をもたらした。看護師長は自部署の災害対策管

〈COVID-19 が流行した時期の診察体制への質問や不安〉が

理を振り返り、発災時に現場で対応する職員の自己効力感が

あった。
【考察】COVID-19 が流行した時期の電話相談内容は、

向上できる教育的関わりを持つために、看護師長の意識と行

各時期の社会情勢により変化することが明らかになった。ま

動の変容が促進すると考える。自己効力感を構成する自己対

た、公的機関への電話が繋がらないことや受診を断られたこ

応能力と対人資源活用能力の比較で、より向上できた能力は

と、緊急事態宣言に伴って行動変容を迫られたこと等により

対人資源活用能力であった。これは、看護師長が暫定災害対

COVID-19 に対する様々な不安は増強したと考える。そのた

策本部を立ち上げる研修で活用できる資源（人的・物的）を

め電話相談で安心を得ようとしたと考える。転帰で「相談の

認識できたため、対人資源活用能力が向上したと考える。夜

み」が最も多かったことから、電話対応により不安が軽減し

間休日など人的資源が少ない中、協働する職員との連帯感を

たと考える。パンデミック時には社会情勢および院内の体制

高めることが、看護師長の自己効力感を向上することに影響

変化を随時把握した上で、対応することにより患者の不安を

するため、他部門との共同体意識を醸成する教育が課題であ

軽減できる事が示唆された。また、その間、必要な検査や治

ると考える。

療が行われない可能性も考えられ、医師との連携の在り方を
検討する必要がある。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅺ - ３

口演Ⅺ - ４

災害時における初期行動に対する、3 分間シ
ミュレーションの効果
－初期行動のイメージ化－

キーワード：救護区分

キーワード：3 分間シミュレーション 災害対応
意識の変化 初期行動 反復学習

判断基準

KJ 法

順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院

伊奈病院

【目的】3 分間シミュレーションを反復学習し、災害時の対
応の知識が身につき、初期行動に自信を持つ事が出来たかを
検証。
【方法】3 分間シミュレーションとは、4 項目から構成
された災害対応についての設問を回答者と質問者に分け実施
する。対象は、病棟の看護師 24 人。期間は、2020 年 6 月 19
日～ 9 月 30 日。日勤で 3 分間シミュレーションを実施。シミュ
レーション後のアンケートを単純集計し、自由回答は同義語
をカテゴリー化し整理した。【倫理的配慮】院内の倫理委員
会の承認を得て実施。目的、方法を書面で説明し、同意を得
られた看護師を対象とする。参加は自由で不利益が生じない
ことを説明。
【結果】初期行動に対し、24 人全員が「自信が
ついた」と回答した。理由とし繰り返し行ったことで自信が
ついたとの回答が多数得られた。シミュレーション前後での
意識の変化では、シミュレーション前は「指示を受け行動」
「動
きが分からない」などの回答であったが、シミュレーション
後は「具体的に分かった」と変化があった。継続の必要性に
ついては、
「はい」が 19 人、
「いいえ」が 4 人との回答であっ
た。3 分間という時間も 100％が適切であったとの回答であっ
た。今後も続けた方が良いかについては、「はい」が 19 人、
「いいえ」が 4 人であった。いいえの意見も 3 分間シミュレー
ション自体を辞めるのではなく、内容を適時変更・修正し継
続した方がよいとの意見であった。続けたい理由とし、繰り
返しやらないと忘れてしまうとの意見が多く上がった。
【考
察】シミュレーションの実施後は、100％が災害対応に対し
て自信を持つことができた。自信をもてた理由が繰り返した
こととの回答が多数であったことから、反復学習が自信とな
り、3 分間シミュレーションが効果的であったと考えられる。
また初期行動のイメージが出来ずに、漠然とした知識により
自信を持てていなかった。分からなかったことが具体化でき、
自信へとつながったのではないかと考える。3 分間という時
間を適切であったと感じた要因とし 3 分間は人間が集中でき
る時間とされていることや、短い時間が、業務の中で負担に
感じることなく続ける事が出来たためと考える。また今回の
3 分間シミュレーションにより、個々が自信を持つことがで
きた。その事が今後のチームとしての成長に繋がるのではな
いかと考えられる。
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精神科

○福島 昭彦・奈良原 康則・柴田 起代子・
佐藤 順子・林 英範

○天津 由美子・寺坂 千里

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

精神科病院における救護区分に関する予備的
研究

【目的】近年、我が国では災害が多発しており、平時から対
策をしておく必要がある。厚生労働省は、
「患者の状態等に
より救護区分を設定し、避難・誘導、搬送の体制を確立して
おくこと」と定めている。しかし、精神科の特性に合わせた
救護区分の定義・判断基準を示すものはなく、先行研究や実
態調査もない。そのため、精神科病院における救護区分の定
義・判断基準の実態を明らかにするための調査を行う必要が
ある。本研究の目的は、その調査に向けた質問紙を作成する
ための予備的調査である。
【方法】A 県にある精神科単科の
34 病院を対象とした。郵送調査法による自由回答式質問と
し、KJ 法を用いて分析した。対象者に調査協力は自由意思
であること、不参加でも不利益を被ることがないこと、個人
情報保護を遵守することなどを書面にて説明した。
【結果】7
つの病院から回答が得られた。精神科病院における救護区分
の定義・判断基準の実態は、各病院が独自に定めたものを運
用していた。救護区分を分類するための判断内容の現状は、
「平時の状況を基準」と「避難時の状況を基準」に分けられた。
救護区分を運用する際の意見として、
「精神症状と隔離・拘
束に関する具体的問題」、「提案」や「今後の期待と限界」が
挙がった。
【考察】精神科病院における救護区分の定義・判
断基準の実態は、各病院が独自の運用を行っており、内容も
病院毎に異なっている。この現状に看護師は困惑し、基準の
作成も困難であるため、基準となるガイドラインの策定が期
待されている。日常生活動作（以下、ADL）は障害の種類や
その程度、
また環境によって変化する。精神状態も病状によっ
て、理解度・注意力が変化する。ADL や精神状態によって、
介助に要する時間や人数に違いが生じるため、それらを考慮
した救護区分の定義・判断基準が必要である。隔離・身体拘
束といった行動制限を受けている患者の避難時には、隔離・
身体拘束を解除する手順が必要である。避難誘導の時間に影
響するため、行動制限を取り入れた救護区分の定義・判断基
準の作成が必要である。災害時、精神障害者はパニック、興
奮により避難が遅れる可能性がある。平時と災害時では患者
の精神状態が異なるため、平時に救護区分を分類する時は災
害時を想定する必要がある。一方、精神状態の予測は困難で
あるため、災害時には救護区分をその場で判断し、変更する
ことも必要である。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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口演Ⅺ - ５
精神科アクションカードを用いた防災対策の
検討
－行動制限の患者の対応を踏まえた実動訓練におけ
る評価－

キーワード：精神科急性期病棟 アクションカード 防災訓練

○南 万智・前田 裕美
東京都立多摩総合医療センター

【目的】A 病院では、院内共通のアクションカード（以下
AC と称す）を用いた防災訓練を行っているが、精神科病棟
（以下 B 病棟と称す）では、隔離・身体拘束患者の避難対応
と所在確認など精神科の特殊性を踏まえた災害対策が必要で
あった。そのため、B 病棟の医師と看護師により精神科 AC
が作成された。本研究では精神科 AC の有用性を実動訓練の
評価によって明らかにする。【方法】本研究に同意を得た看
護師 18 名に既存 AC と精神科 AC を用いた実動訓練を行っ
た。患者役は模擬人形を使用した。訓練後に、研究参加者に
無記名自記式アンケートによる自己評価と、研究者 2 名によ
る評価表を用いた他者評価を行った。それぞれの評価は 4 段
階とし、精神科 AC と既存 AC の評価の違いの有用性を正確
二項検定にて検証し、有意水準は 5% とした。【結果】研究
参加者の看護師経験年数は平均 16.8 年、精神科経験年数は平
均 7.7 年、B 病棟経験年数は平均 5.2 年であった。実動訓練
を行い、全員より自己評価、他者評価において有効なデータ
を得た。自己評価では、「AC の文字の見やすさ」（p=0.000）
「AC は行うべき行動を明確に示しているか」
（p=0.039）
「AC
は精神科病院の特殊性に対応しているか」（p=0.000）
「患者・
家族の安全確保はできたか」（p=0.004）「職員同士の安全確
保は行ったか」（p=0.004）の項目で有意差があった。他者評
価では、
「患者・家族の安全確保ができたか」（p=0.016）「隔
離患者の避難誘導方法の判断ができたか」（p=0.006）の項目
で有意差があった。【考察】研究参加者は、既存 AC に隔離・
身体拘束患者の避難誘導方法について明記されていない為、
患者・家族の誘導を独自で判断しなければならなかった。精
神科 AC は、文字の大きさや太さや配色により、重要部分が
明確になり行動しやすい効果があった。さらに、具体的な行
動が明記されている事で、隔離・身体拘束患者の誘導方法な
ど、判断に迷いが生じやすい場面でも統一した行動がとれ、
患者・家族・職員同士の安全確保に効果があった。このこと
から、患者の避難誘導の優先順位を考慮する上では、表記が
見やすく、精神科病棟の特殊性に対応した具体的な行動を明
記した AC が有用であることが明らかになった。今後は AC
の検討を繰り返し、より現実的で実践的なものにするために
患者参加型の訓練も検討していきたい。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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一般演題

ポスター（幕張）
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ポスター M - Ⅰ - １

ポスター M - Ⅰ - ２

妊娠後期の妊婦の生活背景とうつ傾向の現状

－日本語版エジンバラ産後うつ病自己評価票を用い
て－
キーワード：妊娠後期 妊婦 支援
日本語版エジンバラ産後うつ病自己評価票

A 病院における産後うつ病予防のための妊娠
中からの助産師による介入の効果
キーワード：産後うつ マタニティブルーズ
EPDS（エジンバラ産後うつ病自己評価表）

○石見 依里・砂川 悦子・酒井 祐香利

○坂本 めぐみ ¹・松永 洋子 ²

徳島県立中央病院

¹ 公立小松大学保健医療学部看護学科
² 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科

【目的】産後うつ病予防に向けて妊娠期と産褥早期に助産師

【目的】妊娠から産後に至る切れ目のない支援を行うための
基礎資料として妊娠後期の妊婦の生活背景やうつの傾向など
の現状を明らかにする。【方法】2019 年 9 月～ 12 月、都市
部の妊娠 20 週以降の妊婦を対象に自記式質問紙調査を実施
した。内容は属性、妊娠の受けとめ、経済状況、支援、日本
語版エジンバラ産後うつ病票自己評価票（EPDS）である。
所属機関の倫理審査にて承認を得た。産科医療施設１施設で
チラシにて対象者を募集、応募した 110 名に研究者が調査を
説明し紙面による承諾を得て実施した。SPSS®.23.0 を用い
基本統計、クロス検定にて分析した。
【結果】質問紙は 95 名
（回
収率 86.3％）
、有効回答 81 名（回収率 73.6％）を得た。対象
者は平均年齢 31.8 歳（SD 4.3）、平均妊娠週数は 27.9 週（SD
6.9）であった。妊娠判明時に困った・大いに困ったとの回答
は 2 名（2.4％）であった。税込年収は 300 万未満が 4 名
（4.9％）
、
300 万～ 500 万円未満 24 名（40.7％）であった。生活の苦し
さや経済的な不安が少しある・大いにあるとの回答は 43 名
（53.1％）であったが、年収や妊娠判明時の気持には差がな
かった。妊娠中の支援者は夫が最も多く 44 名（54.3％）、実
父母 12 名（14.8％）、その他 24 名（29.6％）であった。最も
頼りにしている人物は、妊娠中は夫 37 名（45.7％）
、実母 29
名（35.8％）、産後は実母 40 名（49.4％）、夫 33 名（40.7％）
の順であった。出産後帰宅予定の場所は自宅 42 名（51.9％）
、
実家 37 名（45.7％）であり、産後の手伝い予定がないとの
回答は 6 名（7.4％）であった。EPDS 得点は 0 ～ 16 点、平
均点 4.94（標準偏差 3.9）であり、9 点以上は 15 名（18.5％）
であった。EPDS 項目のうち 10 番の自傷行為についての設
問については「時々そうだった」との回答者が 4 名存在した。
EPDS 得点が 9 点以上を高得点者として生活背景との検討を
行ったが有意差はなかった。【考察】妊婦の生活背景は個人
差が大きく支援は個々に合わせて考える必要がある。妊娠に
より家族や経済基盤も変化する。生活の苦しさや経済的な不
安も生活と子育ての視点から一緒に考え支援することも必要
である。EPDS による妊娠中のハイリスク因子は推定できず
各時期での適切な介入が必要であると考えられた。

が介入を行うことで産後うつ病の予防が可能か明らかにす
る。【方法】研究対象は、令和 2 年 1 月から 7 月に A 病院で
妊婦健診を受け出産後 2 週間検診までを継続して受診した妊
産褥婦のうち介入群 60 名、平成 31 年 2 月から令和 1 年 8 月
に従来の助産師介入、指導を行った非介入群 104 名。介入群
には文書にて研究の趣旨と方法について説明し同意書に署名
を得て研究を開始した。また、同意の有無や同意撤回の不
利益はないことを説明した。非介入群については A 病院の
ホームページ上に包括同意に関する事項を記載した。介入群
は助産師外来を受診した妊婦に質問紙を記入してもらい、内
容の聞き取りを行った。産後うつの知識やサポート体制、家
族への情報提供を記載した独自に作成したパンフレットを用
いて指導、訴えの傾聴、共感を行った。産後 2 週間検診でも
質問紙を記入してもらい患者背景の聞き取りや訴えの傾聴を
行い、必要時は他職種と連携し介入を行った。データは収
集後介入群と非介入群の産後 2 週間での EPDS、赤ちゃんの
気持ち質問票の点数を単純集計し t 検定で統計的処理を行っ
た。また、介入群の妊娠期と産後 2 週間時点の EPDS を単
純集計し t 検定で統計的処理をし差異をみた。
【結果】非介
入群と介入群の産褥 2 週間の EPDS の総得点の平均は介入群
が有意に低くなった。介入群の妊娠期と産褥期の EPDS の総
得点の平均に有意差はなかった。産褥期の精神疾患合併妊婦
と精神疾患のない妊婦の EPDS 総得点の平均は精神疾患合併
妊婦が有意に高くなった。介入群のうち、精神疾患合併妊婦
は 20.0% だった。地域への介入依頼は 26.7% だった。【考察】
メンタルヘルスは妊産褥婦の自己申告が大部分を占めていた
が、質問紙を用いたことで助産師が質問しやすくなったこと
や、助産師自身の妊産褥婦のメンタルヘルスへの認識が高
まった。EPDS により得点化されることで妊産褥婦が抱える
育児や家族関係などの漠然とした不安の内容が可視化できる
ようになった。助産師が妊娠期からより多くの情報を収集で
きたことで、今まで以上に妊産褥婦の思いや悩みを傾聴、共
感、共有することができたことも研究の成果であると考える。
妊産褥婦に継続して関わりのある助産師が中心となり、早期
に多職種で連携し対応に個別性のあるケアを行えたことは産
後うつ予防への効果があったと考えられる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅰ - ３

ポスター M - Ⅰ - ４

NICU 入院中の児を持つ父親の母乳に対する
意識調査

長期の身体拘束を余儀なくされている児の看
護の検討

－搾乳する母親への支援に焦点をあてて－

－倫理的側面から－

キーワード：母乳

キーワード：身体拘束

搾乳

父親

○品川 湖子

倫理

看護ケア

○小林 彩花・村田 千恵・堀人 法子・遠藤 裕子・
向山 千香子

帝京大学医学部附属病院

鳥取大学医学部附属病院

【目的】本研究は、NICU に入院した児を持つ父親が母乳栄
養で担っている役割と、搾乳する母親が父親に求める役割を

【目的】A 病院 NICU・GCU では、チューブ類の事故抜去対

調査し検討することで、父親に対してよりよい母乳育児への

策としてミトンやタオル、砂嚢などを使用した拘束を行って

関わりを支援する方法を構築するために行う。【方法】A 病

いる。しかし、身体拘束した四肢の動きの制限は、児の成長

院 A 病棟入院中の児（修正週数 34 週以上、経口的に母乳栄

発達を妨げる危険性がある。今回、気管切開チューブや経腸

養中）の両親に口頭で研究意図を説明し同意を得た上、母乳

栄養チューブの事故抜去リスクが高く、常時身体拘束を実施

に対するイメージ、母乳栄養・育児への意欲について質問紙

している児に対して倫理的な葛藤を抱いた。そこで、身体拘

調査を行った。質問紙は施錠できるポストに投函し、データ

束によって生じる倫理的問題や子どもの最善の利益について

回収後速やかに粉砕処理した。帝京大学倫理委員会承認済
（帝

検討し明らかにしたので報告する。
【方法】在胎 23 週、体

倫 18-024 号）。【結果】質問紙の回収は母親 10 部（32 部配

重 500g 台で出生した 1 歳児。栄養状態はやや良好で体重約

布、回収率 31%）、父親 7 部（20 部配布、回収率 35%）だっ

7Kg。抜管困難なため生後 7 ヶ月で気管切開術施行し人工呼

た。母乳に対するイメージを「栄養としての有益性・安全性」

吸器管理をしている。また、小胃症のため胃瘻造設術ができ

「親子関係形成効果」「経済的効果」「母乳を飲む権利」の 4

ず、鼻腔より経腸栄養チューブを約 4 ヶ月留置。事故抜去予

つに分けた。両親とも 70% 以上当てはまるとしたのは「栄

防のため、エリザベスカラーの使用について実物を示し家族

養としての有益性・安全性」「親子関係形成効果」の 2 項目

に説明して使用の同意を得た。説明時、家族から拒否的な発

だった。母親 70% 以上、父親 20% 未満が当てはまるとした

言はなかった。この症例の身体拘束に対して、Jonsen の臨

のは「経済的効果」の 1 項目だった。父親 70% 以上、母親

「QOL」
「周囲の状況」の 4 つの視点から倫理的問題について

項目だった。母親が 1 日に行う搾乳回数は 7-8 回、1 回の搾

整理し、NICU・GCU の医療者でカンファレンスを実施し問

乳にかかる時間は 20 分（± 10）だった。搾乳中の協力が「特

題点や必要な看護を検討した。なお、研究の目的・方法、個

に必要ない」と回答した母親は 10 名中 9 名だった。また「母

人情報の保護、研究協力の意志、研究の公表、本研究は利益

乳育児を支えるのは父親の役目だ」と答えた母親は 0 名だが

相反状態にないことについて口頭と文書で家族に説明し同意

父親は 7 名中 6 名だった。父親が「積極的にまたは少し協力

を得た。
【結果】
Jonsen の 4 分割法を活用し医療者でカンファ

したい」は 7 名中 6 名だった。実際に母親が搾乳中に父親か

レスを開催し、「QOL」の視点で、24 時間の拘束により児の

ら受ける支援は「搾乳環境の整備」「家事に関する支援」「家

入眠・発達阻害などの問題があることが明らかになった。ま

族へのケア」だった。また、父親への質問で搾乳中の母親に

た、「患者・家族の意向」の視点でも、拘束に対する家族の

できる支援について情報が必要としたのは 3 名だった。【考

思いの把握が不十分、などの問題が明らかになった。さらに、

察】NICU に入院する児の父親は、児が母乳を飲めるよう、

胃瘻造設ができず身体拘束は長期化するため、身体拘束を解

搾乳する母親を支援したいと考え、実際に支援していた。一

除するために看護職としてどのように児と家族に関わるべき

方、母親は自身が母乳育児を行い、父親の協力は不要だとし

かも検討した。エリザベスカラーの使用により上肢の自由な

ていた。母親は搾乳を母親 1 人が行うものだと認識している

時間の確保や、児の側に寄り添う時間が増えた。
【考察】身

と考えられる。NICU 入院中の児の父親に対する母乳育児支

体拘束で生じる倫理的問題を明確にすることで、拘束を解除

援には、母親が搾乳は母親 1 人の作業ではないと認識できる

するために必要な看護ケアを実践することができた。その結

よう、NICU スタッフが父親の考える母乳育児の役割を尊重

果、身体拘束時間の減少や児の安寧に繋がったと考える。ま

しつつ、搾乳中の母親への支援について情報提供し、母親の

た、身体拘束で生じる問題点を考えることや、家族の思いを

個性にあった支援方法を父親と共に検討できる場が必要であ

理解して拘束方法について検討することが、子どもの最善の

る。

利益を生む結果になるのではないかと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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床倫理の 4 分割法を活用し、
「医学的診断」
「患者・家族の意向」

の 20% 未満が当てはまるとしたのは「母乳を飲む権利」の 1

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅰ - ５

ポスター M - Ⅱ - １

小学生に行なう命とがん教育の実際と今後の
課題

短期入院でがん化学療法を受ける患者の皮膚
乾燥予防への取り組み

キーワード：小学生

キーワード：がん化学療法

命

がん教育

皮膚乾燥

保湿剤

○三宅 知里

○小野 多恵子・岡部 澪・福田 友美・金子 祐子

森ノ宮医療大学

佐世保共済病院

【目的】小学生に行なう命とがん教育の実際と今後の課題を

【目的】A 病棟では平成 30 年度がん化学療法治療中に皮膚障

明らかにする。
【方法】研究対象は A 市内 3 校の学童保育に

害が発生した患者 13 名中 10 名が 3 日間の短期入院を繰り返

通所している小学校高学年の 21 名とした。研究対象は小学

している患者であった。皮膚障害の予防目的で保湿剤が処方

生のため本人と保護者に説明書を配布した。質問紙は、無記

されるが、現状は口頭指導のみで患者から「保湿剤をどこに

名自記式調査用紙の配布と回収を行った。調査内容は、1 命

塗っていいかわからない」
「退院後は忘れてしまう」とうい

について、2 実施後のがんについてイメージ、3 誕生と死に

う声が聞かれた。そこで今回看護師が保湿剤の塗布を実演し、

ついての 3 つとした。分析は、量的データは記述統計量の算

保湿剤使用の必要性を指導すると患者が退院後も継続使用し

出、自由記載は内容を記載した。本調査は A 病院看護研究・

皮膚乾燥が予防できるか明らかにする【方法】対象は 3 日間

倫理委員会の承認を得た。尚、本調査の発表に関する利益相

の化学療法を受け、2 週間毎に入院を繰り返す患者 3 名（B

反はない。【結果】講義内容は、1. 受精から命の誕生 2. がん

氏：女性 70 代・C 氏：男性 70 代・D 氏：男性 80 代）。入院

を理解し予防する 3. 死についてであった。アンケートは 20

後 1 日 2 回看護師が実演し、
皮膚の乾燥程度は「モイスチェッ

名から回収しすべてを有効回答とした。学年は 4 年生 7 人、

カー MY-808S®スカラ株式会社」で測定した。測定部位は利

5 年生 7 人、6 年生 6 人であった。性別は男性 11 名、女性 9

き手の親指と踵の 2 ヶ所、それぞれ 1 日 4 回（塗布前、塗布

名であった。いのちの誕生に立ち会ったことがある生徒はあ

後 2 時間、2 回目の塗布前、翌朝の検温時）測定した。皮膚

るが 8 人、ないが 12 であった。自分は大切な存在だと思う

の乾燥は退院時と再入院時の皮膚水分量で、皮膚障害は有害

かの問いについては思うが 19 人、思わないが 1 人であった。

事象共通用語基準 V4.0 日本語訳 JCOG 版の基準で評価した。

命についての自由記載では、「命は一つしかないから大事に

再入院時毎に退院後の保湿剤使用について聞き取りと手技を

しないとあかんなあと思った」の意見が一番多く、自分は大

確認した。対象者に研究目的、自由意思、参加の有無による

切な存在についての意見では「家族が大切と思ってくれるか

不利益を被らないこと等を書面で説明し提出をもって同意を

ら」が 4 人いた。「がんについて知っている」と答えた生徒

得た【結果】B 氏と C 氏の再入院時の測定値は全て初回より

は知っているが 14 人、知らないが 6 人であった。授業後に

低下せず、退院後の使用は B 氏「毎日できていた」
、C 氏「だ

「がんについての思い」聞くと怖いが 13 人、怖くないが 2 人、

いたいできていた」と回答した。D 氏の再入院時の測定値は

わからないが 5 人であった。がんにならないためにできるこ

初回より 2 週間後で上昇したが 8 週間後に低下したが、入院

とについては、早寝早起きが 5 人、好き嫌いをしないが 7 人、

時に保湿剤を持参し看護師へ塗布依頼する行動が見られた。

何もしないが 1 人、わからないが 7 人であった。がんの講義

3 名とも皮膚障害のグレードは悪化しなかった。【考察】3 名

についての自由記載では、「がんで死ぬ人が多いとわかった」

とも初回入院時に同じ実演指導を実施したが、B 氏と C 氏は

や「がんにならないようにしたいと思った」などの意見があっ

再入院時毎に看護師が退院後の保湿剤使用状況・手技の確認

た。
【考察】命の誕生からがん、死について一連の流れとし

行為を繰り返したことで継続ができた。しかし D 氏は 2 週

て授業を行うことで子どもたちが命は一つしかないので大切

間後で上昇したが、その後 4・6 週間後は他病棟での入院と

に生きることを実感できる機会につながったと考える。久松

なり同様の確認行為ができず 8 週間後の測定値が低下したと

によると、がん教育を行う事で児童の「がん」のイメージが

考える。再入院毎に看護師が確認行為を繰り返し行うことで

変化し、生活習慣と関連付けて、がん予防に取り組むという

忘れにくくなり、D 氏も退院後の継続ができていないが、入

姿勢が認めらたと述べている。今回の対象者も自身のがん予

院時に保湿剤を持参する行動が見られたことから看護師によ

防への理解を深めことで予防に取り組む姿勢が認められた。

る確認行為を繰り返すことは患者の皮膚乾燥予防行動につな

命の授業とがん教育を共に行うことは命の大切さを自覚し、

がる可能性があると考える。

大切な命ががんに罹患しないように注意すると言った理解に
つながることからも重要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ペアレントトレーニングの手法を応用した看
護師の支援技術を開発するための基礎的検討
－精神科看護師の行動分析と言語による肯定的な注
目の調査－
キーワード：ペアレントトレーニング
肯定的な注目

精神科看護師

高齢者の主観的幸福感の関連要因 : 抑うつ・
ADL

－文献検討による一考察－

キーワード：高齢者 主観的幸福感
文献検討

ADL

抑うつ

○木村 満夫

○佐藤 利憲

奈良県立医科大学医学部看護学科

福島県立医科大学看護学部

【目的】超高齢化の進展により、身体的自立や社会的活動が
【目的】発達障害児への支援として開発されたペアレントト

困難となる高齢者が増加する中、主観的幸福感（Subject of

レーニング（PT）は、支援者にも試みられたが、集団では

well-being：以下、SWB）の維持・向上の援助が益々重要と

実践しにくいといった欠点が指摘されていた。そこで、研究

なる。ADL は身体的側面、抑うつは精神的健康の側面にお

代表者らは集団で実践するための PT を開発し、支援者への

いて高齢者の SWB に影響を及ぼし、かつ、高齢者の看護援

適用が可能となった。本研究は、新たな PT を看護師の支援

助において重要な項目と考えられる。そこで、これまでの報

技術として応用するための基礎的検討として、精神科看護師

告を基に、高齢者の ADL および抑うつが SWB に及ぼす影

の行動分析と、言語による肯定的な注目を調査することを目

響について検討し、高齢者への援助方法構築の 1 資料とする。

的とした。
【方法】研究対象者に口頭と文書で研究の趣旨を

【方法】医学中央雑誌 Web 版を用い、検索式・条件を「主観

説明し、同意が得られた対象者に ABC 分析の行動調査用紙

的幸福感 or PGC or 主観的 QOL」・原著論文および 65 歳以

を配布し、自己記入した調査用紙を 4 つの行動に分析した。

上とし検索した。検索された 431 件から、SWB と ADL また

また、行動調査用紙から、言語による肯定的な注目を抽出

は抑うつとの関連が示された文献 23 件を分析対象とし、所

し、カテゴリー化した。分析は、研究代表者、精神科認定看

属（不特定の在宅者、通所系サービス利用者、在宅療養者、

護師 2 名、精神看護専門看護師 1 名で実施した。本研究は、

施設入所・入院者）
、平均年齢、SWB と ADL および抑うつ

仙台青葉学院短期大学倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】

との関連について整理し、分析、検討した。倫理的配慮とし

40 名から調査用紙を回収し、記載された 385 事例を分析対

て、文献からの抽出は原典の意味内容を損ねないよう注意し

象とした。看護師の対応によって患者の行動が好転した事例

た。【結果】SWB と ADL との関連は 22 の文献において 30

は 52%（適応行動増加 37%、不適応行動減少 15%）
、患者の

例が示されていた。13 例に有意な関連が見られ、相関係数

行動が悪化した事例は 48%（不適応行動増加 42%、適応行

は 0.1185 〜 0.465 で、
全体的に弱い相関であった。所属を「施

動の減少 6%）であった。また、看護師の肯定的な言語注目

設入所・入院者」（N=14、有意な関連ありの割合：14.3%）

は、398 コードから 20 カテゴリーに分類され、評価・感謝・

と「施設入所・入院者以外」
（N=16、有意な関連ありの割合：

尊敬・承認が全体の約 6 割であった。【考察】入院を必要と

68.8.%）に分け、有意な関連の有無における所属の独立性を

する精神障害者（患者）は、行動上の問題（不適応行動）に

確認した結果、所属による差が認められた（カイ 2 乗値（1）

より日常生活が障害されている。このため、看護師は患者の

=6.94、
p=0.0084）
。一方、
年齢（
「平均年齢 80 歳未満」
（N=12）
・

不適応行動に着目しがちとなり、対応に苦慮することも多い。 「平均年齢 81 歳以上」
（N=17）
）による差は認められなかっ
本研究においても、約 4 割が看護師の対応によって不適応行

た（ カ イ 2 乗 値（1）=2.59、p=0.108）
。SWB と 抑 う つ と の

動が増加し、適応行動が減少する事例も確認された。一方で、

関連は 11 文献の 15 例に示され、13 例（有意な関連ありの

看護師の対応によって、適応行動が増加、または不適応行動

割合：86.7%）に有意な関連が認められ、相関係数は、-0.507

が減少した事例は半数であった。看護師の肯定的な言語注目

〜 -0.740 であった。また、ADL と抑うつ間の関連が示され

は 20 カテゴリーに分類され、様々な言語による注目によっ

た 2 例では、いずれも有意な関連が認められた。【考察】高

て患者の行動が好転していた。PT の手法で最も重要な肯定

齢者の ADL が SWB に及ぼす影響は、所属の違いが関係す

的な注目は、対象者自身が適応行動に気づき、主体的な選択

ると考えられ、また、ADL は、SWB との関連が強い抑うつ

を促す対応である。よって、本研究の結果は、PT の手法が

にも影響を及ぼす。対象者の所属を考慮した ADL の援助が

看護師の支援技術として応用できることを示唆するものであ

高齢者の SWB の維持・向上において重要となる。

り、看護師が様々な言語による肯定的な注目を習得し、効果
的に活用することによって、患者の自己決定能力が維持・向
上され、適応行動の増加が期待できる。今後は、非言語によ
る注目についても調査していく。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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持てる力を活用する場コミュニティカフェに
おける住民エンパワメント
－公共施設コミュニティカフェ活動報告書より地域
看護師の援助の可能性を探る－

NCPR 受講後の活用状況の実態調査と課題

－ NICU を持たない施設における小児病棟・産科病
棟・手術室スタッフの現状－
キーワード：NICU ない施設

NCPR

小児病棟

キーワード：住民エンパワメント コミュニティカフェ
地域看護師 持てる力を活用する 公共施設

○井上 真理子 ¹・田中 理恵 ¹・橋本 侑美 ²

○栗原 里子

¹ 社会医療法人大雄会総合大雄会病院
² 一宮研伸大学看護学部

ずっとやりたかったことをやる会

【目的】A 病院の産科病棟は、緊急帝王切開シミュレーショ

【目的】住民主催、住民同士の相互交流目的の公共施設コ

ンを医師・事務などを含めた多職種と行ってきた。そのこと

ミュニティカフェ活動報告書より地域看護師の住民エンパ

をきっかけに小児病棟・手術室スタッフが NCPR を取得し

ワメントの援助の可能性を探る【方法】2017 年～ 2020 年

たが NCPR を行う機会がなかった。本研究では、小児・産

公共施設コミュニティカフェ活動報告書 4 回分を住民エン

科病棟、手術室スタッフの NCPR 受講後の活用における現

パワメントの取組みと援助を項目に分類し集計内容分析す

状調査を行い結果を明らかにし、今後の課題を検討する。【方

る【結果】平日 3 時間月 1 回賛同費 100 円徴収し開催。2017

法】調査期間：2020 年 6 月〜 7 月

年度 12 回 195 名参加、スタッフ 1 回平均 2.5 名、2018 年度

ティーン処置に対する知識及び技術は、NCPR アルゴリズム

12 回 180 名参加、スタッフ 1 回平均 2.4 名、2019 年度 9 回

2015 に準拠し、蘇生のルーティーン処置、呼吸評価と管理、

102 名参加、スタッフ 1 回平均 3.2、住民スタッフ 2 名増。

胸骨圧迫を含む高度な医療処置の 17 項目に分け、経験の有

2020 年度 3 回 23 名参加、スタッフ 1 回平均 4 名。参加者年

無と現在の知識・技術の自信の程度を 4 段階で質問した。2）

齢構成は通常は 60 ～ 80 歳代中心、創作活動がある場合（2017

質問紙回収後、統計処理（SPSS®ver.26）でデータ分析を行っ

年 5 回、2018 年 4 回、2019 年 4 回、2020 年 3 回、1 回 平 均

た。3）本研究は所属機関の倫理審査の承認を得て実施した。

調査手順：1）蘇生ルー

13.4 名）は幼児、小学生と親 30 ～ 40 歳代が加わる。内容は

【結果】アンケート対象者の内訳は、小児病棟 16 名、産科

話題を決めたお話し会、外部講師講演、折り紙、うちわ作り、

病棟 22 名、手術室 33 名である。現在 NCPR は、小児病棟

絵手紙、乾燥花小物作り等季節の創作、活動、作品展示（2017、

94%、産科病棟 95%、手術室 15% が受講している。各部署と

2018 年）公共団体、他団体と連携し市民活動広報企画（2018

も NCPR の経験と基本的手技の自己評価は、胸骨圧迫以外

年、2019 年 2 回）、隣接行政区、他地域からの見学（行政紹

の項目で有意差が見られた（P>0.05）手術室の NCPR の経

介 2018 年 2 回、住民紹介 2019 年 1 回）、実習受け入れ（2017、

験は気管内挿管介助等の実施が 3% でそれ以外は経験がない。

2018 年）、地域広報機関取材協力（2018 年 1 回、2019 年 2 回）
、

小児病棟では蘇生のルーティーン処置は平均 10%、呼吸器

他団体応援（2019 年 2 回）であった。この活動の中で、地

評価と管理は平均 21% が経験ありと答えた。産科病棟では

域看護師は住民同士の交流、活動参加依頼、親子の能力や活

蘇生の初期処置は 82% 経験があり、呼吸評価と管理は平均

動承認促進、住民の生きがい活動承認、健康生活の工夫、価

34% の経験であった。
【考察】今回の調査では、各部署とも

値観の変化の承認を行っていた。2019 年以降住民スタッフ

NCPR の経験が実際の観察・処置などの自信に繋がっていた。

は増加し、継続して他地域からの参加があった。
【考察】地

呼吸器系の処置対応は全部署で自己評価が低く、特に高度な

域看護師は多世代にわたる住民との活動や会話を通して、持

医療処置対応は、経験ないため自信がないと回答したと考え

てる力を発揮する場を作り、能力や生き方を肯定、承認して

る。また、項目で手術室・小児病棟スタッフに自信がある要

いた。その活動は継続することで他地域からの参加、他団体、

因は、日常の行為が NCPR の技術と結びついている。各部

行政との相互協力、参加スタッフが増え、住民エンパワメン

署には得意内容があり、一定水準の維持にはチームでアプ

トされていた。看護師は短時間で多様な人々と良好な関係を

ローチする必要がある。今後は出産から胎児の娩出、NCPR

築くよう訓練され、死や病など敬遠される話題も日常に取り

までに広げ呼吸器系の処置対応を強化できるシミュレーショ

入れる経験がある。指導や顕著な能力促進ではなく、持てる

ンの内容でスタッフの蘇生技術向上を行う。NICU を持たな

力を活用し、その人自身を表現する場を設定、その時出てき

い A 病院では、A 病院独自の NCPR プロトコール作成をし、

た感情や能力を認め、明日を生きる健康増進活動に貢献する

新生児蘇生時に NCPR 受講者を一度に招集する緊急コール

可能性がある。月 1 回短時間小規模スペースで開催できるた

システムで、チームアプローチに繋がることを期待したい。

め今後各所での発展が期待される。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
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③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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肺がん患者に関わる看護師の身体拘束ゼロに
向けた思いと看護実践
キーワード：身体拘束

肺がん

看護実践

看護師

思い

○白石 亜矢乃・中居 こゆる・渡邊 奈津美・
船橋 佳乃・加藤 千菜実・鈴木 敦子・山下 慈
青森県立中央病院

【目的】肺がん患者に関わる看護師の身体拘束ゼロに向けた
思いと看護実践を明らかにする。【方法】令和 2 年 8 月～ 9
月、呼吸器病棟の看護師を対象に半構成的面接を実施した。
分析は、逐語録を作成し、内容分析を参考にコード化、カテ
ゴリー化した。
『』はカテゴリー、《》はサブカテゴリーを示
す。研究対象者へは、事前に研究内容について文章及び口頭
にて説明を行い、得られたデータは研究以外には使用しない
こと、個人が特定されないように取り扱うことを提示し、同
意書への自署にて同意を得たものとする。【結果】対象は 5
名、面接時間は平均 22 分であった。看護師の身体拘束ゼロ
に向けた思いでは、2 カテゴリー、5 サブカテゴリー、11 コー
ド、看護実践では、2 カテゴリー、6 サブカテゴリー、13 コー
ドが抽出された。身体拘束ゼロに向けた思いでは《看護力の
不足から生じる拘束への罪悪感》、《安全に治療するために生
じる拘束への罪悪感》、《拘束せざるを得ない状況への理解が
得られない、やりきれない思い》といった『拘束せざるを得
ない状況と拘束への罪悪感からのやりきれない思い』や《肺
がんの進行に伴う呼吸困難や疼痛などの緩和治療を確実に行
うために生じる、患者が望まない拘束》、《脳転移による意識
障害から安全が確保出来ない、患者が望まない拘束》からな
る『肺がんの進行に伴う意識障害や苦痛緩和のために生じる、
患者が望まない拘束への葛藤』があった。看護実践では、
《侵
襲ライン自己抜去予防に視点をおいた身体拘束をしないケア
の工夫》や《身体拘束予防に繋がったカンファレンスでの判
断》
、
《早い段階での緩和ケア》等の『身体拘束予防に向けた
看護実践』をし、
《身体拘束時間を短縮するための環境の工
夫》
、
《日内変動の認識を促すコミュニケーションの工夫》と
いった『身体拘束時間を短縮する、せん妄へのケア』を実践
していた。
【考察】肺がん患者は、骨転移や脳転移が多く、
かつ呼吸困難の症状やドレーン管理など他のがん種とは異な
る肺がんの特性があると考える。本研究において、看護師は、
身体拘束の予防と患者の安全確保の両立に取り組む一方で、
身体拘束ゼロの理想と現実との間に沢山の葛藤と罪悪感を抱
えていることが分かった。このことから、肺がん患者の特性
を踏まえ、身体拘束を予防する看護師に対し、身体拘束ゼロ

壮年期術後患者の危機回避に向けた看護介入

－アギュララの危機問題解決モデルを活用して－
キーワード：アギュララの危機問題解決モデル
クリティカルケア

ICU

○猪狩 千鶴・岩室 紀子
社会福祉法人三井記念病院

【目的】順調な回復過程を辿らず、ICU 入室期間が長期化し
た患者のプライマリーナースとして行った看護介入を分析・
考察する。
【方法】期間：20XX 年 10 月〜 12 月。アギュラ
ラの危機問題解決モデルを用いて分析する。倫理的配慮：B
病院倫理員会の承認を得た。【結果】A 氏 40 代。妻と娘の３
人暮らし。20XX 年 10/Y 縦隔悪性腫瘍摘出術 + 左下葉切除
+ 単純胸腺摘出術施行し、術後 ICU へ入室。術後 3 日目 CT
で遺残腫瘍あり再手術。その後、抜管するも急性呼吸不全発
症し、
再挿管、
術後 14 日目に気管切開となる。A 氏は不安（見
通しがたたないこと、家族への負担、仕事への再復帰）や呼
吸困難感による漠然とした恐怖心を抱いており、感情失禁や
吸引時に手足の震え、不眠が続き、抑鬱症状も見られるよう
になった。特に A 氏は、人工呼吸器が繋がっていることが
一番つらいと訴えていた。この状況が持続すると、危機に陥
る可能性があると考え、アギュララの危機理論に沿って、３
つのバランス保持要因（１．出来事の知覚：治療経過が客観
的に理解できるように ICU diary を活用。A 氏の１日のタイ
ムスケジュールを立案し、統一した看護・セルフケアを引き
出す看護介入を実践。不安に対しリエゾンチームへコンサル
し、薬剤調整を実施

２．社会的支持：家族・会社と連絡で

きるように、時間を決めて本人が携帯電話を使用できるよう
に配慮した

３．対処機制：散歩、マッサージ、動画鑑賞等

のリラクゼーション）を積極的に取り入れた。A 氏は治療過
程がイメージできるようになり、周囲に関心が向けられるほ
ど精神状態が安定し、危機回避ができた。
【考察】危機モデ
ルを活用することで、患者の全体像を捉え、患者のニーズに
あった看護介入ができた。A 氏の不均衡状態は、度重なる侵
襲的治療により心身共に疲弊し客観的に自身の状況を把握で
きない環境にあったことが最大要因と考える。そのため、タ
イムスケジュールをＡ氏と共に立案し、生活リズムの調整、
人工呼吸器装着下での歩行訓練、セルフケア能力に応じた介
入を取り入れたことで、現状と治療過程が少しずつ理解でき、
不均衡状態を脱したと考える。また、ICU diary を活用し、
治療経過を振り返る事で、治療経過はもちろん今後の自己イ
メージの構築に繋がった。

に向けた具体的実践案やこころのケアについて検討する必要
がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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ICU 入室患者の不要な抑制減少に向けた取り
組み

集中治療室で治療を受ける患者の美容目的の
スキンケアや整容に対する思い

－ ICU 抑制評価スケール表導入後における抑制数の
動向－

キーワード：集中治療室

キーワード：抑制

○渡邉 結 ¹・清水 百合江 ¹・礒本 暁子 ²

ICU

スケール表

○紀川 知美・長岡 智恵・奥野 和子・安原 光子
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院

性の判断の基準となる新たな抑制評価スケール表（以下ス
ケール表）を導入し不要な抑制が減少すると仮説をたて検証
する。
【方法】対象患者：ICU 入室患者のうち 20 歳以上か
つ APACHE2 が 23 点 以 上（APACHE2 と は ICU 入 室 患 者
月から 9 月

研究期間：2020 年 1

研究方法：スケール表導入後の 9 ヶ月間を導入

期・スケール表の伝達期間（1 〜 4 月 74 名）、定着期・伝達
終了後（5 〜 9 月 79 名）に分けた。状況に応じた適切な抑
制の選択と決定について対象患者のカルテから患者属性、人
工呼吸器管理の有無、ICDSC 最高値、スケール表での評価、
抑制解除の有無を調査し前向き観察研究とした。またインシ
デント報告の件数・内容を調査した。【結果】人工呼吸器管
理中で抑制していた患者は導入期 56 名、定着期 62 名であっ
た。挿管チューブ抜去時に抑制解除となった症例は導入期
38 名（86.3%）、定着期 37 名（74%）であった。人工呼吸器
管理中に抑制解除できた症例は導入期 6 名（13.6%）
、定着期
13 名（26%）であった。スケール表での抑制評価率は導入期
89.1%、定着期 91.1% であった。講じた対策の決定に至る過
程の詳細な記録は不足していた。抑制評価を行い抑制解除で
きなかった症例は導入期 11 名、定着期 12 名であり、そのう
ち ICDSC 4 点以上のせん妄症例は 6 件で、抑制評価・対策
をしていなかった事象が、導入期で 1 件であり、5 件は抑制
評価・対策を講じていたがインシデントが発生し、ICDSC 4
点以上であった。インシデント内容は胃管チューブの自己抜
去などでアクシデントに至る事例はなかった。【考察】1. ス
ケール表を用いて抑制評価を行う事で、人工呼吸器管理中で
も抑制解除症例の割合は増加した。2. 定着期には、抑制評価
実施率が増加し、抑制評価への意識が高まった。3. 人工呼吸
器離脱後も抑制継続症例は ICDSC 4 点以上のせん妄患者が
多く、評価した上で抑制を継続していた。4. インシデント事
例は、せん妄患者で抑制評価や対策を講じていてもインシデ
ントは防ぐことができなかったと考える。スケール表で適切
な評価を行う事で、抑制解除件数が増えても重大なアクシデ
ントの発生はなかった。以上から導入したスケール表は抑制
評価において妥当であると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

整容

¹ 岡山市立市民病院
² 新見公立大学健康科学部看護学科

【目的】集中治療室（以下 ICU）に入室する患者は突然の入

【目的】既存の抑制グレード表を見直し、抑制の種類や必要

の重症度の客観的な評価指標）の患者

美容

はい
はい
はい

院を余儀なくされ、自由が制限されたストレスフルな環境に
おかれる。入室中の美容目的のスキンケアや整容に対する思
いを明らかにすることで非日常的な療養環境で日常性を取り
戻すケアとして看護師が実践する意味を検討する。
【方法】
ICU 退室後の患者に半構造化面接を実施した。面接内容より
逐語録を作成し、質的に分析した。【結果】期間令和 X 年 6
月～ 7 月、対象者 3 名。データは 5 つのカテゴリーに分類さ
れた。【考察】［セルフケアに対する意識の喪失］全員が「ス
キンケアや整容どころではなかった」と語り、スキンケアや
整容に対する意識の喪失が伺えた。
［ボディイメージの変化
に対する思い］創や浮腫などによる外観の変化は患者に衝撃
を与えており、ボディイメージの変化の受け止め方に応じた
援助が必要となる。
［セルフケア不足への気づき］伸びた爪
や乱れた頭髪などに気づき、徐々に自身のスキンケアや整容
に意識が向き始めていることが伺える。
［看護師のケアや援
助に対する思い］看護ケアに対しては、どの対象者もよい印
象を語った。一方で「自分で出来ない事はやって欲しいと思
うが、申し訳ないと思う気持ちもある」との語りもあり、患
者が気兼ねなくニードを表出できる関わりが必要である。
［日
常へ近づくことへの気づき］
「緊急入院によってスキンケア
や整容のことは一度頭からなくなった」と語られたように、
患者は当たり前だった日常生活の習慣から一度離れることと
なった。看護師の援助を受け、制限がある中でもスキンケア
や整容を行うことで、一度失った日常を取り戻すのを実感し
たと語られた。
「ICU での一つ一つが今に繋がっている」と
語られたように無意識で受動的なセルフケアであっても、患
者が日常性を取り戻すには必要な過程だったと意味づけでき
る。マズローのニード理論により解釈すると、スキンケアや
整容は肌や身なりを整えてその人らしさを尊重するという意
味では尊重のニード、生活の再構築に向けてという意味では
自己実現のニードに該当し、いずれも高次のニードである。
ICU 入室中の患者の場合、生理的ニードの充足を他者に依存
している状態のため、より高次のニードを求めることは難し
い。よってスキンケアや整容へのニードは顕在化しにくいが、
生活の再構築に向けて日常性を取り戻すケアとして、看護師
が実践する価値のあることが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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集中治療後症候群の予防的介入における取り
組み

せん妄アセスメントシート改良に伴う看護師
のケアの意識変容調査

－学習会による看護師の PICS に関する認識・意識
の変化－

キーワード：術後せん妄

キーワード：集中治療後症候群

○中村 里菜・高橋 純子・滝澤 典子・原 真理子・
高橋 優理

学習会

意識の変化

○今谷 寿子・阿部 雅恵・山下 裕紀子・岡崎 美幸

意識調査

アセスメントシート

医療法人財団献心会川越胃腸病院

山口県済生会下関総合病院

【目的】Ａ病棟では手術患者に対し、せん妄アセスメントシー
【目的】PICS を発症すると入院が長期化し、多職種を含めた

トを用いてハイリスク患者を抽出し、事前に看護計画の立案

介入が必要となる。心臓血管センターでは、ベッド上安静期

を行って早期からせん妄発症に伴う事故防止対策に努めてい

間が長く入院前に比べて ADL が低下する傾向にあり、看護

る。しかし現状では、スクリーニングを行っているものの、

師の PICS に関する認識が低いと考えた。そこで、PICS の

対応は転倒・転落、ライン抜去等の事例発生後になっている

予防的介入について学習会を行い、看護師の PICS について

ことが多い。また先行研究では「アセスメントシートを記入

の認識、予防に対する意識の変化について明らかにすること

しただけで、何か対策をとったとは感じない」という回答が

を目的とした。
【方法】期間：令和元年 12 月から令和 2 年 6

得られた。これらよりアセスメントシートの改良を行うこと

月。対象：心臓血管センターに勤務する看護師 41 名。所属

でケアの質が高まると考えた。【方法】研究期間：2019 年 6

施設の倫理委員会の承諾を得て、参加は自由意思であり、プ

月～ 2020 年 6 月、研究対象：Ａ病棟看護師 18 名、せん妄ア

ライバシー保護や不利益が生じないことを説明し同意を得

セスメントシートを診療報酬改定に伴うせん妄加算概要を参

た。江尻らが作成した「ICU 看護師の PICS の理解」をもと

考に改良し、改良前後でアセスメントの実施率、看護計画立

に、認知 6 項目・認識 8 項目・知識 19 項目の独自の質問紙

案率の変化を調査する。また看護師へアンケートを行い、改

を作成し、5 段階評定尺度で学習会前と学習会 3 ヶ月後に評

良前後の看護師のケアの意識変容を調査する。倫理的配慮と

価した。介入として 30 分の学習会を実施し、心臓外科手術

して A 病院内には倫理委員会がないため、病院長・部署長

や緊急入院で集中治療室に入室した患者の PICS 症状を入院

の承認を得て行う。また対象者に目的・個人情報の保護・研

から退院まで毎日各勤務帯で記録をするよう促した。介入前

究参加は自由意思であることを説明し、同意を得た。【結果】

後で PICS の認識度をウィルコクソンの順位和検定を用いて

1. アンケート回収率及び有効回答率：100％

分析した。学習会 3 ヶ月後の質問紙に自由記載欄を設けた。

トの実施率：100％（改良前 30％）3. 看護計画立案：100％（改

2. アセスメン

【結果】質問紙の認知の項目は、PICS の理解について介入後

良前 91％）4. アンケート結果「せん妄患者の予測や発生時ケ

に有意に高くなった（ｐ＜ 0.05）。認識の項目は、PTSD に

アの困難さを感じる」
：87.5％（改良前 88.9％）
「対策ができ

関して介入後に有意に高くなった（ｐ＜ 0.05）。知識の項目は、

ていると感じる」
：56.3％（改良前 55.6％）
「アセスメントシー

運動機能障害や認知機能障害、せん妄に関する内容で介入後

トが有効と感じる」
：56.3％（改良前 11.1％）5. アセスメント

に 17 項目有意に高くなった（ｐ＜ 0.05、ｐ＜ 0.0 １）。看護

シートについて「項目が不十分」
：0％（改良前 33.3％）「項

記録には夜間の入眠状況や精神状態の記載、日中の活動状況

目が分かりにくい」
：0％（改良前 16.7％）
【考察】アセスメ

の記載があった。自由記載の内容は患者の離床を促すよう介

ントシートの改良により、観察すべき項目が明確になったこ

入し、入眠状況や精神状態をより詳細に観察するようになっ

とで、患者の観察やアセスメントがしやすくなった。また、

た、患者の言動など前日との比較など注視するようになった、

ハイリスク患者の抽出がしやすくなり、必要な看護計画の立

という内容が多くあった。【考察】学習会を行い PICS の認

案やケアの介入に繋がった。これらより、看護師のせん妄予

識ができたことで、PICS 症状の観察や介入など記録を継続

防に対する意識が向上し、アセスメントシートの改良は有効

することができ、PICS 予防に対する意識が高まったといえ

と考える。しかし、改良後もせん妄患者の予測や発生時ケア

る。自由記載の内容は運動機能障害やせん妄に関しての記載

に困難さを感じるスタッフは多い。今後もより良いせん妄ケ

が多くあり、運動機能障害とせん妄の予防と対策は必要であ

アの充実に努める必要がある。また、本研究では、看護計画

るという認識が得られた。また、患者の言動など前日の記録

立案後のケア内容については明らかにされていない。今後は、

と比較することで、PICS 予防に意識を向ける事ができたと

アセスメントシートがどの程度ケアに活用されているか、明

いえる。今後も PICS 予防を実践していくために定期的な学

らかにする必要があると考える。

習会の実施と PICS に関する記録の継続が必要と考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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泌尿器科腰椎麻酔術後の腰痛軽減の取り組み
－スモールチェンジ法による除圧を行って－
キーワード：術後腰痛

スモールチェンジ法

－フットケアアセスメントスコアシートを用いた評
価・分析－

腰痛軽減

○瀧下 愛・林田 由加里・山下 綾乃・山内 和代・
木谷 恵
国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院

【目的】A 病棟では腰椎麻酔後の腰痛には体位調整や鎮痛剤
使用等を行っているが、同一部位圧迫のためか腰痛の訴え
が多い。そこで褥瘡予防に使用するスモールチェンジ（SC）
法に着目し、時間毎に小枕を移動させ体圧を変化させること
での腰痛軽減への効果を検証した。【方法】対象は腰椎麻酔
で泌尿器科手術を受けた患者 46 名。鎮痛剤は制限せず使用
状況を調査した。介入群は術後帰室時、帰室後 30 分、1 時
間 30 分、以降は 2 時間毎の巡回時に SC 法を実施し、腰痛
の程度、小枕挿入の不快感の有無を聞きとり調査した。非介
入群は SC 法を実施せず、同様の時間帯に腰痛の程度を聞き
とった。腰痛の程度はフェイススケール 0 〜 5 の 6 段階で評
価した。両群の属性、腰痛の程度の比較は記述統計を行った。
両群の時間毎の腰痛の程度の比較は、正規性の確認後クラス
カルウォリス検定を行った（p<0.05）。倫理的配慮は、研究
目的、内容、参加の任意性、不参加による不利益は被らな
い、匿名性を説明し文書で同意を得た。
【結果】介入群は男
性 11 名、女性 13 名の 24 名、非介入群は男性 20 名、女性 2
名の 22 名であった。腰痛の程度の平均値は、介入群 0.3（SD
0.3）
、非介入群 0.2（SD 0.4）であった。調査時間毎の腰痛の
程度の比較では、介入群の帰室時と翌朝 5 時に有意差があり、
非介入群は差がなかった。帰室後 4 時間 30 分までの鎮痛剤
の使用は、介入群 16.7%、非介入群 27.2% であった。介入群
の小枕の不快感は 22 名が ｢不快でなかった｣ と答え、｢腰痛
が軽減できた｣ 19 名、｢痛いところに小枕を当てて欲しかっ
た｣ 等の感想が聞かれた。【考察】両群の腰痛の程度に差が
なく、SC 法による腰痛軽減の効果は明らかにできなかった。
しかし、介入群が帰室後 4 時間 30 分までの鎮痛剤の使用が
少なかったことから、SC 法は腰痛麻酔の効果があると言わ
れる術後 3~5 時間の間は、腰痛軽減ができたのではないかと
推測する。また、翌朝 5 時の腰痛の程度が増強したことから、
自力体動できるようになると決められた順番に小枕を移動す
る SC 法は、腰痛軽減に効果がないものと考える。患者から
は SC 法の不快感は少なく、腰痛が軽減できたという声が聞
かれているため、小枕の移動の順番や方法を検討することで、
SC 法の効果は期待できるものと考える。対象者の偏りと鎮
痛剤使用は制限できないことが研究の限界と考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

A 病棟における大腿骨近位部骨折患者の足部
状態の傾向

キーワード：大腿骨近位部骨折
フットケアアセスメントスコアシート

転倒

○金城 杏里・西浜 理奈・島袋 博樹・伊波 鮎美・
上地 はづき・普久原 睦子
社会医療法人敬愛会中頭病院

【目的】高齢者の転倒に足部の状態が影響する因子を明らか
にする【方法】1. 対象：受傷転機が転倒の大腿骨近位部骨折
患者 12 名 2. データ分析方法：量的研究介入研究 3. 研究期間：
2020 年 7 月 1 日〜 10 月 31 日 4. データ収集方法フットケア
アセスメントスコアシート 5. 倫理的配慮研究に際し対象者へ
研究の趣旨、個人情報の守秘・保護について説明し、学会発
表することに同意を得た。本研究に関して、院内倫理委員会
の承諾を得た。
【結果】1. 対象者 12 名男性 7 名、女性 5 名、
平均年齢 78.03 歳。2. 足部の状態乾燥 12 名、爪が伸びている
12 名爪肥厚 5 名白癬 4 名【考察】高齢者が要介護となる主
な原因の第 4 位は「骨折・転倒」が 12.2% である。A 病棟に
おいて 2019 年度の大腿骨近位部骨折の症例は 200 件、その
中で 65 歳以上の高齢者は 91%、
受傷転機は転倒が 99% であっ
た。高齢者の皮膚は表皮角質のバリア機能が低下し、乾燥傾
向にあり、皮膚そのものは菲薄化しているのに、長年の物理
的刺激のため、足底や内果・外果は非常に角質化が進み、胼
胝や鶏眼が多く見られる。このような足部の異常により、歩
行時の蹴り出しが低下し、歩行速度と歩行の安定性が低下す
るため転倒のリスクが高まるといわれている。結果から全員
が乾燥と爪が伸びている状態であった。また、加齢に伴い視
覚障害、腰を曲げることが出来ない、呼吸障害、足まで手が
届かない、筋力低下による握力低下、手先の器用さの減少 ( 衰
退）などが増加し、高齢者のセルフケア能力は低下する。対
象者の中には、毎日畑仕事に行っており比較的 QOL は高い
が、糖尿病による視覚障害や、セルフケア能力低下により、
フットケアが十分に行えず足部の異常が複数あるケースも
あった。対象者の平均年齢が 78.03 歳と全体的に高齢であり、
フットケアが行えない状態になりやすいことが示唆された。
宮川は、
「足部の変形や爪の異常は歩行能力や下肢筋力およ
び平衡機能を低下させる傾向がある」、
「足部、足爪に異常が
あれば転倒リスクが高まると考えられる」3）と報告している。
A 病棟入院中の患者も何らかの足部の異常を抱えていたこと
から、大腿骨近位部骨折患者が足部の異常により転倒を起こ
す要因になっていることが考えられた。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
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地域包括ケア病棟における事例から退院困難
要因を振り返る
－円滑な退院調整に向けて－
キーワード：退院困難要因

地域包括ケア病棟

退院調整

○本馬 真理子・高橋 未来・鈴木 恵・山崎 めぐみ
労働者健康安全機構福島労災病院

【目的】退院困難要因を有しても、自宅退院できた 100 名の
事例から要因を分析する事で円滑な退院調整に向けて課題を
明らかにする。
【方法】実態調査、量的研究
法

データ分析方

地域包括ケア病棟に転入し自宅退院できた 100 名を対

象に退院困難要因を持つ群と持たない群について、差異があ
るかをｔ検定で検討した。各対象者の疾患名を収集して、退
院困難要因を持つ群と持たない群に疾患名の出現数や集約性
を検討する為、ユーザーローカルテキストマイニングツール
による分析を行った。【結果】統計学的有意差が認められた
項目は、悪性腫瘍、ADL 低下、排泄介助有無、介護力有無、
再入院有無、介護保険申請時期が入院後、転入前の担当者会
議有無、その他であった。その他は前記に当てはまらない項
目で金銭面の問題がある、終末期の状態、化学療法中などを
表す。いずれも退院困難要因を持つ群の方が、属性を有して
いる事を示していた。退院困難要因が多い疾患の項目として
悪性腫瘍が上がった。しかし、これらの退院困難要因を多く
持ちながら自宅へ退院できた事例のうち 1 事例から独居で全
盲がありストーマ管理をしなければならない事例があった。
早期から MSW とケアマネージャーの介入により使用できる
社会福祉サービスが明らかとなり、また MSW の働きかけに
より過去に使用していた訪問介護や訪問看護のスタッフを中
心に患者の状態や家屋状態を理解したメンバーで調整する事
で早めに自宅退院調整が可能となったケースがあった。
【考
察】退院困難要因として挙げられた 8 項目は自宅退院するに
あたり大きく影響している項目である。退院困難要因を多く
持ちながら退院する場合は、患者の状態を MSW やケアマ
ネージャーと情報共有し必要と思われるサービスを早期に検
討する事が必要である。今回、退院困難要因があっても、院
内外の他職種と情報共有を行い、調整する事で望む場所に退
院できる事が示唆された。入院前に使用していたサービス内
容を早期に把握し、MSW やケアマネージャーと情報を共有
する事は有効である。また、患者の特性や疾患をアセスメン
トし急性期の時期から早期に介護保険を申請する事は退院調
整を円滑に進める事ができる。退院困難要因の 8 項目を念頭
においた評価を行い、急性期病棟と連携し、入院早期から退
院先の意向を確認し、望む場所へ退院する事ができるよう継
続した退院調整を行う事が今後の課題である。

大腿骨骨折術後 3 日目に設定する退院時の目
標 ADL 達成に関する実態調査

－早期離床をめざして－

キーワード：大腿骨骨折術後
実態調査

退院時 ADL 目標

早期離床

○松井 亮 ¹・村上 絵里 ¹・大賀 知津子 ²
¹ 洛和会丸太町病院
² 洛和会 TQM 支援センター洛和会学術支援センター

【目的】本研究の目的は、大腿骨骨折術後 3 日目に設定する
退院時の目標 ADL に対する達成状況を調査し、現状と今後
の課題を明らかにすることである。
【方法】本研究は所属施
設の倫理審査委員会の承認を得て行った。A 病棟では、離床
が遅延しやすい大腿骨骨折観血的手術または人工骨頭挿入術
後の患者を対象に、入院前の ADL と生活背景をもとに、術
後 3 日目に退院時の目標 ADL を担当セラピストと設定し、
術後リハビリテーションを行っている。その目標の達成状況
について、診療記録、看護記録、カンファレンス記録から、
疼痛の有無、認知機能、身体・精神状態、退院・転院の時期、
看護介入とその結果等をデータ収集した。退院時目標 ADL
と実際の退院時 ADL の差異から、目標 ADL を達成した対
象と未達成の対象の状況を比較して、その原因を分析した。
【結果】今回、研究対象とした患者は 31 人で、年齢は、66 歳
～ 100 歳
（平均 86.6 歳）
、
性別は、
男性５人、
女性 26 人であった。
退院時目標 ADL を達成できた患者は 13 人（41.9％）で、平
均年齢は 88.9 歳であった。また、
未達成者は 18 人
（58.1％）で、
平均年齢は 85.2 歳であった。目標が達成できた患者 13 人中
7 人は、認知症がなく、離床に対する必要性が理解できてい
た。他の 6 人は、高齢で認知症があり、治療方針に対する理
解が困難であったが、離床する機会を増やす介入を行ってい
た。一方、未達成者 18 人中 9 人は、認知症やアルコール依
存症、脳梗塞による麻痺、筋力低下があった。また、4 人は、
疼痛があり、恐怖心や不安な気持ちが強く、予定通りにリハ
ビリが進まなかった。そして、5 人については、想定してい
た期間よりも早く退院・転院されたため、目標達成まで関わ
ることができなかった。
【考察】結果から、離床に対する必
要性が理解できた患者と、必要性が理解できなくとも、離床
の機会を増やし、それに応じていた患者に関しては、目標達
成が可能であることがわかった。一方で、疼痛に対する恐怖
心や不安が強い場合は、目標に達することができないことが
明らかになった。これらのことから、リハビリ時の疼痛管理
を行うことやリハビリテーションを進めていく上で、患者に
十分な説明を行い、不安の軽減に努めることが重要であるこ
とが示唆された。また、想定していた期間よりも早く退院さ
れ、目標達成できなかったことから、退院時の目標 ADL を
設定する。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
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整形外科病棟に勤務する看護師の退院支援に
関する時間軸に沿ったフロー図の有効性
キーワード：退院支援

フロー図

時間軸

回復期リハビリテーション病棟に勤務する看
護師の退院支援における役割認識

－患者・家族の思いに沿った支援を行うために－
キーワード：回復期リハビリテーション病棟
退院支援 役割認識

○前田 美由希・中島 梨恵・木下 成美・
五本 祐紀

看護師

○井口 可奈子・鳥山 牧希子・矢野 靖人・
大林 善美・秋友 ミカ

厚生連滑川病院

【目的】大腿骨近位部骨折、脊椎圧迫骨折患者の退院支援フ
ロー図を作成、フロー図の有効性を明らかにする。【方法】
20XX 年 5 月 Y 日～ 7 月 Z 日、B 病棟に勤務する看護師 21
名を対象に、宇都宮らが開発した退院支援に関する業務やケ
ア介入についての標準的な指標となる、退院支援実践自己評
価尺度を参考にし、リッカート 5 段階評価および自由記載で
のアンケート作成。東京都福祉保健局作成「東京都退院支援
マニュアル」を参考にフロー図を作成。フロー図使用前後に
アンケートを実施。ウィルコクソンの順位和検定を用いて分
析した。
（倫理的配慮）本研究はＡ病院看護部倫理委員会の
承認を得て実施した。【結果】アンケート前後の全体の比較
に有意差は存在した（p ＜ 0.0001）質問 1「入院前の生活状
況の把握」2「キーパーソンの把握」3「家屋状況の確認」4
「経過・病態・予後の把握」5「退院目処の確認」6「IC の設
定」7「今後起こりうる生活上の変化についての説明」8「意
思・意向にズレがないか確認」9「入院前の介護度や在宅サー
ビスの把握」10「在宅での介護力の確認」11「病棟チーム間
で情報共有し方向性を明確にしている」12「リハビリとの情
報共有」に関して有意差はなかった。13「管理栄養士との情
報共有ができているか」は有意差は存在した。（ｐ＜ 0.031）
【考察】フロー図使用前後のアンケート全体比較に有意差は
存在した。質問 13「管理栄養士との情報共有ができているか」
に有意差はあった。Ｂ病棟では入院中の食事摂取量や嚥下機
能評価ばかりが重要視されていたが、退院後の栄養状態の維
持まで指導を行う必要があると考える。看護師の持ち得た情
報をもとに管理栄養士と連携し、情報共有することで入院中
の栄養状態を改善し退院後の生活も見据えた医療から介護・
在宅と切れ目のない栄養管理が必要と示唆された。入院前か
ら退院後の生活を見据えながら問題点を把握でき、ひとつの
流れとしてみることで時間軸に沿ったフロー図は有効であっ
たと考える。

かがわ総合リハビリテーションセンター

【目的】回復期リハビリテーション病棟（以下、回リハ病棟）
に勤務する看護師の退院支援の役割認識を明らかにする。
【方
法】A 病院の回リハ病棟に勤務している看護師のうち受持ち
患者の退院支援の経験のある看護師 14 名に退院支援におけ
る役割認識について半構造化面接を行った。同意を得て録音
し、作成した逐語録をもとに質的に分析した。逐語録から退
院支援における役割認識について語られた文脈を抽出しデー
タとした。類似性や相違性を確認し、
コード、
サブカテゴリー、
カテゴリー化した。分析は研究者間で話し合いを重ね、信頼
性と妥当性の確保に努めた。
【結果】
得られたデータは < コー
ド >74、
（サブカテゴリー）25、
［カテゴリー］9 に分類され
た。看護師は退院支援に対して家族の介護力を把握し、［患
者・家族の意向を汲み取り調整する役割］を認識していた。
そして看護師は［患者・家族との信頼関係の構築が必要］と
感じ、
（本人が訴えられるような環境や関係作りが大事）、
（患
者の一番近い存在であるという認識）を持ちながら関わって
いると語った。また患者が < 転倒しないように安全に過ごせ
る事を提供する > や（高次脳機能障害患者がパニックを起こ
さないような環境調整を提案する）など病棟生活の再現や継
続可能な［退院後の生活をイメージできるような支援が必要］
だと語った。さらに < 復職への介入 > や < 発症前の生活に
近づけるために必要なサービスを考える > うえで［発症前の
生活を知る事が大事］と感じていた。そして（患者に応じた
内服管理）を含めた［病識の理解と再発予防の指導］を役割
と捉えていた。また［多職種連携が必要だという認識］をし、
（情報共有の重要性）を必要としていた。【考察】回リハ病棟
に勤務する看護師は退院支援に対して、自宅にかえった時に
患者が転倒しないよう、パニックを起こさないよう環境調整
を提案する事を役割認識しており、リスク回避に重きを置い
ている。また、病識の理解や再発予防の指導も含め発症前の
生活を知り、必要なサービスに結びつけることが役割だと考
えている。そして患者・家族の意向を汲み取るためにも信頼
関係の構築が必須であり、そのためのコミュニケーションを
図ることも重要な役割と認識している。また多職種連携の重
要性を感じており、患者と多職種との調整役を担っていると
認識している。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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地域包括ケア病棟における患者と家族の退院
支援の現状と退院調整チェックシートの有効
性
キーワード：地域包括ケア病棟 退院支援
退院調整チェックシート

病棟看護師

¹ 洛和会丸太町病院
² 洛和会 TQM 支援センター洛和会学術支援センター

田川市立病院

【目的】団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、高

【目的】地域包括ケア病棟の患者と家族が満足する退院支
援を行うため、退院支援の現状と課題を分析後に退院調整
チェックシート（以下シート）を作成し、その有効性を明ら
かにする。【方法】1. シート使用前に、退院支援の満足度を
含めた現状を退院先が決定している患者 16 名と家族 14 名と
看護師 13 名にアンケート調査。2. シート使用前の看護師ア
ンケートをもとに、介護保険や介護サービス使用状況、在宅
環境の情報、退院時の目標 ADL、患者と家族の意思決定な
どを含めたシートを作成。3. シート使用後に、退院支援の満
足度を含めた現状を退院先が決定している患者 10 名と家族
10 名と看護師 14 名にアンケート調査。4. 倫理的配慮：A 病
院の倫理員会承諾後、研究参加者に研究の主旨、研究参加の
任意性と中断の自由、不利益の回避、個人情報の保護、デー
タ管理について説明し同意を得た。【結果】シート使用前後
とも、入院前と同じ自宅や施設に退院した患者は 90% 以上
であった。シート使用後「退院先の生活環境への不安があ
る」患者は 37.5% から 20.0%、家族は 21.4% から 0% と減少。
シート使用後「医師・患者と家族・ケアマネとの連携が難し
い」看護師は 38.5% から 28.6% へ減少。「退院支援を計画的
に進めることを困難に感じる」看護師は 77.0% から 21.4% へ
減少。シート使用後は退院支援の満足度が、患者 85.6% か
ら 93.0%、家族 84.3% から 99.0% と上昇。看護師のシートの
活用が 15.4% から 92.9% と上昇した理由は「進歩状況がわか
り情報共有することができた」があった。【考察】今回対象
の患者と家族の 90% 以上が入院前と同じ自宅や施設に戻れ、
退院支援の満足度に影響したと考えられる。患者と家族の意
思決定を含めた支援に必要な情報がシートの項目に入ったこ
とで、希望に寄り添った退院調整となり、患者と家族の退院
支援の満足度が上昇したと考える。シートの使用によって、
退院時に目指す方向を多職種スタッフで共有し生活環境を整
えることができ、患者と家族の不安の減少につながった。看
護師はシートを使用することで、看護師間の情報共有や患者
と家族、多職種と連携し入院時から計画的に取り組むことが
できたため、退院支援の困難感が減少したと考えた。シート
を使用して退院調整を行ったことで、患者と家族の退院支援
の満足度が上昇し、その有効性が明らかになった。
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キーワード：退院支援 地域包括ケア病床
退院支援への認識

○宮崎 和真 ¹・山本 敦史 ¹・大賀 知津子 ²

○仲野 綾・上田 和代・長谷部 いずみ・
清原 真由美・大場 唯・四川 佳織

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

地域包括ケア病床を有する病棟看護師の退院
支援に関する知識

はい
はい
はい

齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的とした地域包括ケ
アシステムの構築が行われており、看護師が取り組むべき課
題も多い。円滑な退院支援を行うためには、在宅ケアチーム
との情報共有が重要になるが、病棟看護師は在宅での生活を
イメージすることが難しく、退院後の問題点について想像
しがたい状態となっている。そこで、本研究は、地域包括ケ
ア病床を有する病棟看護師の退院支援に関する認識を明らか
にすることを目的とした。
【方法】地域包括ケア病床を有す
る病棟に勤務し、退院支援に関わった経験のある 3 年目以上
の看護師 4 名に対して、半構成的面接法を用いて、「退院支
援の際に気をつけていること、心がけていることとは」「継
続看護を行う上で、重要な情報とは」などについて、インタ
ビューを行った。インタビューで得られたデータをもとに逐
語録を作成し、内容分析の手法を用いて「退院支援に関する
看護師の認識」に関する語りを抽出し、サブカテゴリー、カ
テゴリーを抽出した。本研究は、洛和会丸太町病院倫理審査
委員会で承認を受けて行った。研究参加者へは本研究の趣旨
について口頭と文書で説明し、同意書の署名をもって同意を
得た。【結果】研究参加者は 4 名（すべて女性）で、経験年
数は 3 年 6 ヵ月〜 26 年 6 ヵ月（平均 14 年 6 ヵ月）であった。
インタビュー時間は 23 分〜 32 分（平均 26 分）で、インタ
ビューから抽出された「退院支援に関する看護師の認識」に
関する文脈は、122 文脈であった。分析の結果、
〔退院支援
の要となる病棟看護師の役割〕
、
〔情報共有の機会の不足〕、
〔退
院支援の評価の機会の欠如〕の 3 カテゴリーが抽出された。
【考察】病棟看護師は継続看護を行うために、病棟看護師の
果たす役割が重要であること、地域包括ケアを担う他職種間
での情報共有の機会を持つこと、そして、行われた退院支援
について評価する機会を持つ必要があるという認識を持って
いた。現在、COVID-19 感染流行下において在宅ケアチーム
を含めた退院前カンファレンスを開催することが難しい状況
にあり、他職種間との情報共有の方法について検討していく
必要がある。また、病棟看護師は退院後の患者・家族の生活
をイメージすることが難しく、退院後の患者・家族の生活を
具体的にイメージできるよう退院後訪問や研修を利用するこ
との必要性が示唆された。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅳ - ８

地域包括ケアシステムの中における継続看護
の現状と ACP 推進に向けた課題

外来看護師による高齢者の在宅療養支援の検討

キーワード：ACP

キーワード：外来看護師

継続看護

在宅移行支援

情報

－高齢者側の評価について－
高齢者

在宅療養支援

○水谷 多恵子・小林 裕江・石川 久見子・
羽石 菜々

○原 磨美
一般財団法人芙蓉協会聖隷沼津病院

順天堂東京江東高齢者医療センター

【目的】2020 年に国立がん研究センターが発表した遺族調査
の結果によると、患者 - 医療者間でのアドバンス・ケア・プ

【目的】A 病院では、外来通院中の高齢者が住み慣れた地域

ランニング（以下 ACP）実施率は、2 ～ 3 割程度に留まった。

で出来るだけ長く生活ができるように、外来看護師が看護記

地域全体の中で ACP を支える仕組みの中で、患者の意思決

録を活用した高齢者の在宅療養支援に取り組んでいる。本研

定に関わる看護師が果たす役割は大きい。在宅移行支援にお

究は、この在宅療養支援を受けた高齢者にインタビューを行

ける看護師の院内外との連携意識と視点を明らかにし、ACP

うことで、高齢者側の評価を知り、今後の A 病院外来にお

推進に向けた課題を検討する。【方法】A 病院に勤務する看

ける在宅療養支援のあり方について考察することを目的とし

護師 203 名を対象に①外来と病棟との関係性、②連携におけ

た。【方法】外来看護師による高齢者の在宅療養支援を受け

る行動、③看護師として得るべき情報の 3 点について無記名

た高齢者 21 名に、外来看護師からの在宅療養支援をどう感

自記式質問紙調査を実施した。回答は 5 件法とし、職場間お

じているかについて質問紙を用いた構造化面接を行い、質問

よび病棟機能別に単純集計と t 検定（p<0.05）にて分析した。

ごとに類似する内容でまとめた。本研究は、研究者が所属す

【結果】全ての職場において、
「情報収集行動」の平均点が「情

る施設の倫理委員会の承認を得て実施した。研究参加者に説

報伝達行動」を上回り、
「連携意識」では、継続看護の為に各々

明文書を渡し文書および口頭による十分な説明を行い、研究

が持つ「情報の共有の必要性」や、「互いが必要とする情報

参加者の自由意思による同意を文書で取得した。データは個

の理解」で高い必要性を感じていた。連携の上で看護師が必

人が特定されないように配慮した。【結果】研究参加者 21 名

要と考える情報については、急性期病棟では、「今後の病状

のうち、外来看護師による在宅療養支援を「覚えている」高

と生活予測」など医療に関する項目で有意に高く、地域包括

齢者は 14 名（67%）であった。外来看護師による在宅療養

ケア病棟では「ADL」や「IADL」、「居住環境」「介護保険」

支援の印象が「良かった」高齢者は 12 名（86%）であり、

に関する項目が、全体比較において有意に高い傾向にあった。

内容は〈色々なことを聞いてくれた〉
〈会話があるのはいい

一方で「患者の価値観やニーズ」「生活の質」には有意差は

ことと思う〉〈医師に言えないことが言える〉〈退院してから

無かったが「生活の質」では平均値を大きく下回った。
【考

でも面倒をみてもらえる〉
〈大勢いるのに覚えていてくれる〉

察】看護師はケア継続の為に連携の必要性は感じていた。し

等であった。在宅療養支援の内容が「役に立った」高齢者は

かし次のケア提供場所となる場への選択的な情報提供の不足

9 名（64%）であり、
内容は〈療養生活に関する相談・助言〉
〈励

によって、互いが持つ情報を活用しきれておらず、各々が考

ましの言葉〉等であった。「役に立たなかった」「どちらでも

える連携に必要とする行動については漠然としている事が明

ない」高齢者は 5 名（36%）であり、
内容は〈体調の確認〉
〈地

らかになった。さらに在宅移行支援では、退院後の療養先の

域包括センターの案内〉
であった。
〈地域包括センターの案内〉

決定や社会資源の調整を目的としている傾向が強く表れてい

が「役に立たなかった」理由は『まだ、家の中では不自由は

た。継続看護とは、多様な療養の場を繋ぎ、その人の生きる

ないから』であった。
【考察】A 病院の外来看護師は通院す

事を支える看護実践である。看護師は入院を人生にとっての
節目として捉え、単にスムーズな退院では無く、これからの

る高齢者と会話をすることで〈療養生活に関する相談や助言〉
〈励ましの言葉〉を伝えていた。そのことが高齢者に〈医師

暮らしについて患者自身が考えられる場、つまり対話によっ

に言えないことが言える〉
〈大勢いるのに覚えていてくれる〉

て ACP を積み重ねていこうとする視点が必要となる。ACP

等の好意的な評価につながった。外来看護師が〈地域包括セ

の一端を担い患者の生き方を地域に繋ぐ看護師は、患者の価

ンターの案内〉を通じて社会資源の活用を勧めても、高齢者

値観に一層意識を向け、情報の統合と療養の場を越えた共有

は『家の中では不自由はない』と感じており、両者の思いに

によって、今後予測し得る変化に応じた患者の望む生活の実

食い違いが生じていた。外来看護師による高齢者の在宅療養

現に向けて、継続的支援を可能としていく事が課題となる。

支援として、高齢者が在宅での生活をどう感じているかをよ
く聞いた上で、社会資源の活用等を一緒に考える姿勢が大切
であることの示唆を得た。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅴ - ２

パクリタキセルに伴う末梢神経障害予防と悪
化予防に圧迫療法が有効であるかの検討
－ニトリルグローブを使用して－
キーワード：末梢神経障害
化学療法

パクリタキセル

在宅療養支援診療所における糖尿病合併症管
理料算定と足部重症化予防の介入実態
キーワード：在宅療養支援診療所
足部重症化予防

圧迫療法

糖尿病合併症管理料

○上野 千代子・渡部 洋子

○櫻井 慈実・野崎 美和・鈴木 綾華

京都先端科学大学健康医療学部看護学科

水戸赤十字病院

【目的】糖尿病患者の介護予防の観点から自分の足で最期ま
【目的】パクリタキセル（以下 PTX）の副作用に化学療法

で歩くという QOL を維持するには、外来における糖尿病足

誘発性末梢神経障害（以下 CIPN）があり、感覚障害が進

病変の重症化予防は重要である。令和 2 年度の診療報酬改定

行すると QOL 低下や抗がん剤投与量減量又は中止に繋が

において糖尿病合併症管理料は、
「医師が他の職種への指示

る。タキサン系薬剤の投与時最大 90 分間手術用手袋を着用

内容を診療録に記載することを算定にあたっての留意事項と

することで、CIPN 発現を抑制した報告がある。本研究で

して求めない」とし、外来看護師の判断力と指導技術が一層

は、PTX 投与時間 180 分の TC 療法（パクリタキセル＋カ

求められることとなった。在宅医療の中心を担う在宅療養支

ルボプラチン）における、圧迫療法実施前後の手指の CIPN

援診療所（以下、在支診）では、訪問診療、訪問看護など多

について評価する。
【方法】対象者に研究の趣旨、参加は自

岐にわたる役割を担い個別化に対応した包括的な診療をおこ

由意思であること、途中辞退の場合も不利益は生じないこ

なっており、今回、診療所の一つとして在支診に焦点をあて

と、個人情報保護等に関して口頭・書面で説明し同意を得

た。本研究の目的は、在支診外来診療における糖尿病合併症

た。PTX 投与前後 15 分と投与中に両手に安価なニトリルグ

管理料の算定の現状と看護師の糖尿病足病変の重症化予防の

ローブを 2 枚重ねて装着した。ニトリルグローブの装着時

介入実態を明らかにする。【方法】「一般社団法人全国在宅療

間が 90 分以内となるよう、途中付け外しを二度行った。入

養支援診療所連絡会」のホームページで公開されている会員

院 時 と 治 療 １ 週 間 後 に 調 査 票（FACT-NTXversion4） を

807 件を対象に郵送式質問紙調査を実施した。調査内容は、

実施し、手指の CIPN の感覚的、機能的な症状に特化した

糖尿病合併症管理料算定の有無、看護師の算定要件となる研

NTX1･NTX3･NTX8･NTX9 の 4 項 目 に つ い て 治 療 前 後 の

修受講の有無、爪切り等の足部のセルフケア指導時間等を調

得点（0：全くあてはまらない〜 4：非常によくあてはまる）

査分析した。倫理的配慮として、京都先端科学大学の倫理委

をクール別・年齢別に比較した。【結果】16 名に実施し、う

員会の承認を得て実施した（承認番号 19-13）。
【結果】有効

ち 2 名は発赤出現により中止した。14 名より調査票を回収

回答率は 74 件（10.8%）であった。糖尿病合併症管理料の算

した。1・2 クール目では、全項目において治療前後の得点

定は「算定している」4.1%、
「算定していない」93.2% であった。

は± 0 であり、感覚的な症状（NTX1･NTX3）と機能的な症

看護師の算定要件となる研修修了者は 21.7% であった。介入

状（NTX8･NTX9）ともに変化はなかった。3 クール目以降

として爪切りは、
「5 分以内」20.3%、
「10 分以内」33.8%、足

では、感覚的な症状における治療前後の得点は -1 〜 +3 であ

浴は「5 分以内」10.8%、
「10 分以内」23.5% であった。セル

り、悪化と改善が認められた。機能的な症状における治療前

フケア指導時間は「10 分未満」50%、「10 分以上 20 分未満」

後の得点は、4 クール目の 80 代対象において NTX8 で +2 と

21.6%、
「20 分以上 30 分未満」6.8%、糖尿病合併症管理料算

2 段階の悪化が認められた例を除き、-1 〜 +1 であった。
【考

定要件の時間の目安となる
「30 分以上実施」
は 4.1% であった。

察】治療前後で、感覚的な症状では 3 クール目以降で最大 3

【考察】回答があった在支診外来において、糖尿病合併症管

段階の悪化が認められたが、機能的な症状では 2 段階の悪化

理料の算定は 4.1% と低く、算定に必要な看護師の研修修了

が認められた 80 代対象の一例を除き、最大でも 1 段階の悪

者の配置、セルフケア指導時間から、算定要件が整っていな

化に留まっていたことから、感覚的な症状の悪化はあるが、

い現状が明らかになった。看護師は患者に必要な爪切り等の

機能的な症状の著しい悪化はなく、治療を中止するほどの有

ケアは実施しているが、糖尿病合併症管理料の算定の要件の

害事象は起こらなかった。CIPN の予防と悪化予防における

一つである指導時間は 30 分以上である必要があり、現状の

圧迫療法の効果に関して、高齢などのリスク因子がある場合、

在支診外来看護では患者一人に割く時間にかなりの制約があ

機能的な症状において悪化が認められており、一概に有効で

ると考えられる。

あるとは言い難い。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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DELTA プログラムのせん妄アセスメント
シート活用による看護師のせん妄ケア実践の
変化
－非薬物療法を主としたせん妄ケアに注目して－

慢性疾患を持つ子どもの疾患に対する思いに
関する国内文献レビュー
キーワード：子ども

慢性疾患

思い

○高柳 有希 ¹・志賀 加奈子 ²

キーワード：DELTA プログラム 高齢者
せん妄ハイリスク患者ケア加算

¹ 日本赤十字社北見赤十字病院
² 日本赤十字北海道看護大学

○武田 美絵・輿石 恵・石川 とも佳

【目的】先行研究から慢性疾患を持つ子どもの疾患に対する

川西赤十字病院

思いを明らかにすることを目的として行った。本研究は、支

【目的】A 病棟ではせん妄対策を実施している実感が薄く対

援の在り方に示唆を得られるという意義がある。
【方法】対

応に苦慮していると感じた。そこで急性期病棟でせん妄予防

象文献は、医中誌 WEB、国立情報学研究所論文情報ナビ

効果があった DELTA（Delirium Team Approach）プログ

ゲータを用いて、子ども、慢性疾患、思いをキーワードとし、

ラムのせん妄アセスメントシート（以下シート）に注目し、

2000 〜 2020 年の看護論文を検索した。疾患に対する子ども

高齢者が多い A 病棟で活用できると考え、開発者許可後シー

の思いが記載されている文献を選定して、マトリックス法を

トを活用した。先行研究には 70 歳以上の患者割合が多い施

参考に分析した。本研究は文献の著作権に配慮して行った。

設の看護師対象の研究報告はなく、学習会とシートの活用が

【結果】対象文献は、質的研究 13 件、量的研究 5 件の計 18

看護師の非薬物療法を主としたせん妄ケア（以下せん妄ケ

件だった。研究対象者は、小学生 10 件、中学生 10 件、高校

ア）に変化をもたらすか検証した。【方法】対象は入院患者

生 12 件、高校生以上 7 件であった（重複有）。対象疾患は、

属性 70 歳以上の患者割合 94%（2019 年度）の A 病棟看護

心疾患 11 件、腎疾患 4 件、糖尿病 3 件、喘息 3 件、以下て

師 19 名。期間 2020 年 8 月〜 2021 年 1 月。川西赤十字病院

んかん、悪性腫瘍、若年リウマチが各 1 件であった（重複有）。

倫理審査委員会承認後（承認番号 14）対象者に研究の目的、

分析の結果、以下の 9 つの思いとそれぞれ肯定的あるいは否

方法、参加協力の有無は自由意思であり不利益は生じないと

定的な思いの両面に分類できた。①罹患に対する納得は、
「ど

書面説明し同意を得た。せん妄に関する非薬物療法学習会実

うして自分だけとは考えなくなった」
「なぜ自分だけ病気な

施後、シートを 2 カ月間使用し定期評価した。先行研究を基

のか」②疾患の理解は、「理解している」「どんな病気か知ら

に作成した独自の質問紙で前後比較した。質問内容はシート

ない」③知識の欲求は、「知りたくなった」「聞きにくい」④

の役立ちに関する 5 項目「予防ケア・早期発見・対応・リス

周りとの比較は、「自分は周りと変わらない」「同じように生

ク評価・症状観察」せん妄ケアに関する行動 5 項目「認知症

きられない」⑤意思の表示は、「言ってやらせてもらう」
「言

チームに相談・困難感・気づき・非薬物療法への意識・ケア

えなかったり」⑥治療への向き合い方は、
「自分の責任で」
「自

の実感」を 4 件法回答、せん妄患者に関する 3 項目〈困難事

分じゃどうにもしようがない」⑦将来への不安は、「大丈夫」

例・対応での注意・対応で学んだ事例〉は自由記載回答とし

「将来どうなるのか」⑧疾患の受け止めは、「自分の病気だか

た。データ分析は SPSS®Statistics 25 で Wilcoxon 符号付順

ら」「自分のことだけど」⑨治療の自己決定は、「先生に頼み

位和検定をし自由記載はカテゴリー化した。【結果】有効回

込んで」「やるしかないという感じ」であった。【考察】本研

答率は 94.7%。有意差ありの項目はシートの役立ちが「予防

究の結果、疾患に対する子どもの思いは、肯定的、否定的な

ケア・早期発見・対応・症状観察」せん妄ケアに関する行動

思いのどちらも存在していた。これらの背景には、子どもの

が「気づき」だった。活用後、自由記載は〈コミュニケーショ

成長発達に伴って、子どもが受けた説明と子どものニーズに

ン・対応の工夫・予防的介入・医師へ相談〉のカテゴリーが

ズレが生じる可能性があると考えられる。なぜなら、慢性疾

抽出された。
【考察】シートにせん妄の症状と対応が記載さ

患を持つ子どもも日々成長を遂げており、その時に理解でき

れており「早期発見・症状観察」を容易にし学習会の効果も

なかったことでも理解できるようになったり、知りたいこと

加わり「予防ケア・対応」に繋がったと考える。せん妄ケア

が変わったり、疑問が生じてくることもあると考えられる。

に関する行動の「気づき」はシートで定期評価した事でリス

看護者は、子どもが将来後悔しないように、子どものニーズ

クを意識し、せん妄に気づくように変化したと考える。カテ

をこまめに確認し、子どもが疑問を発信しやすい環境作りを

ゴリー分析から〈対応の工夫や予防的介入〉もみられ〈医師

することが重要であると考える。今後は、医療者や親がどの

へ相談〉はせん妄対応に苦慮している看護師が他職種へ相談

ような説明、環境作りをしているのかを明らかにしていく必

する行動に変化したと考える。シート活用は高齢者に関わる

要があると考える。

看護師のせん妄ケアに変化をもたらしたと考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ

255

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

ポスター M - Ⅴ - ５

ポスター M - Ⅴ - ６

成人期の人々のセカンドオピニオンに対する
認識
キーワード：セカンドオピニオン

成人期

認識

調査

大都市で生活する軽度認知機能低下を認める
一人暮らしへの訪問看護の有用性

－介護支援専門員の視点から訪問看護の利用の比較－
キーワード：独居

○齊田 菜穂子

大都市

訪問看護

軽度認知機能低下

○落合 佳子 ¹・桑野 美夏子 ¹・秋葉 喜美子 ¹・
田中 照美 ²・王 麗華 ³

山口大学大学院医学系研究科保健学専攻

【目的】がん患者は病名や治療の選択の場面で自己選択を迫
られ、それをサポートする制度の一つにセカンドオピニオン
がある。一般市民のセカンドオピニオンの言葉の認知度調査
はあるが、その内容等詳細を調査したものはない。そこで、
がんを発症する割合が高い成人期の人々のセカンドオピニオ
ンの目的や内容に対する認識を明らかにした。【方法】成人
期の 300 名を対象に、文献を参考に独自に作成した無記名自
記式の質問紙で調査した。内容は対象者の基本属性 12 項目、
セカンドオピニオンに関する知識 8 項目の計 20 項目である。
知識は正解ごとに 1 点とし計 8 点とした。山口大学大学院医
学系研究科保健学専攻医学系研究倫理審査委員会で承認後、
対象者に研究の趣旨等を文書で説明し同意を得た。
【結果】
有効回答は 280 名で、女性 204 名（72.8%）、18 歳〜 64 歳であっ
た。入院・通院経験者は 193 名、身近にがん患者がいる人は
276 名だった。わからないことに対する情報源はインターネッ
ト 265 名（94.6%）、知人・友人 173 名（61.8%）、家族 153 名
（54.6%）だった。セカンドオピニオンの言葉を聞いたことが
ある人は 262 名（93.6%）で、セカンドオピニオンの目的を
主治医以外の医師の意見を聞きに行くものだと理解している
人は 225 名（85.9%）、病気の説明を別の医師に聞いてみたい
人は 225 名（80.4%）だった。セカンドオピニオンを受ける
ために準備する物を適切に選択した人は 5 名（1.9%）で、セ
カンドオピニオンの知識で最高得点は 7 点で 2 名（0.7%）
、
平均は 3.7 ± 1.06 点だった。【考察】セカンドオピニオンの
目的は 8 割以上の人が知っており、別の医師の意見を聞いて
みたいと答えた人は約 8 割であり、入院・外来患者などの現
在医療機関にかかっていない人でもセカンドオピニオンの需
要があることがわかった。セカンドオピニオンに関する知識
では、1 〜 2 割の人しかセカンドオピニオンの目的を正しく
捉えておらず、また利用者が準備する物の正解は 1 割未満
だった。準備物などを正しく認識せずセカンドオピニオンを
利用することは、正確な診断ができず適切な治療方針の提示
ができないため、医療者側が各準備物の持参が必要であるこ
とを伝え、利用者側もより質の高いセカンドオピニオンを受
けるために、必要なものを正しく準備しなければならないこ
とを知る必要がある。

¹ 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科
² 栃木県済生会訪問看護ステーションほっと
³ 大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科

【目的】大都市において 65 歳以上の人口の伸びが大きく一人
暮らしも増加傾向にあり、地域からの孤立による認知機能の
低下等が課題である。本研究は、大都市で生活する一人暮ら
しの軽度認知機能低下者に対し訪問看護利用の有用性を見出
すことである。【方法】関東地区の政令指定都市 A 市全ての
居宅介護支援事業所 926 ヶ所に質問紙を郵送した。軽度認知
機能低下（要介護 1 と認定され、認知症または認知症高齢者
日常生活自立度判定基準 I・II）を認め、訪問看護利用者（利
用群）と訪問看護以外の介護サービス利用者（未利用群）を
担当中の介護支援専門員 1 名ずつから回答を得た。調査期間
は 2019 年 10 〜 12 月。訪問看護利用の有用性は、担当後の
病状、認知機能、生活状況、家族の不安の変化とした。分
析は訪問看護「利用群」
「未利用群」の 2 群に分け Fisher's
exact test を行った。倫理的配慮として対象者に研究の主旨、
自由意思の保証、匿名性の保護等を明記した文章を質問紙と
共に郵送した。A 大学倫理審査委員会の承認を得て実施。
【結
果】質問紙の回収は 256 ヶ所（回収率 27.8%）で介護支援専
門員 386 名から回答を得た。その内、独居と回答した訪問看
護「利用群」は 89 名、「未利用群」は 71 名の合計 160 名を
本研究の分析対象とした。利用群、未利用群とも平均年齢は
82 歳、認知症と診断されているのは、利用群 53 名（59.6%）、
未利用群 50 名（70.4%）であった。介護支援専門員の視点で
見た担当後の変化として利用群の認知機能は、改善 12.4%、
現状維持 71.9%、悪化 15.7%、未利用群は、改善 7.0%、現状
維持 47.9%、
悪化 45.1% であった。また利用群の家族の不安は、
改善 47.2%、現状維持 39.3%、悪化 5.6% で、未利用群は、改
善 16.9%、現状維持 51.1%、悪化 21.1% であった。訪問看護
利用群と未利用群の「認知機能」
「家族の不安」に有意な差
（p<0.05）が見られた。
【考察】介護支援専門員は、訪問看護
を利用している方々の認知機能や家族の不安が、現状維持を
続けているもしくは改善していると意識していた。このこと
は訪問看護師という専門職が関わることで、社会的つながり
のみならず軽度認知機能低下を認める一人暮らしの生活状況
や健康状態の確認や支援につながり、認知機能の維持や家族
の不安の改善に役立ったと推察される。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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ポスター M - Ⅴ - ８

化学療法による味覚障害患者へのケアに対す
る困難感

精神障害者家族に対するリフレクティング面
接の実施を目指した取り組み

－消化器内科看護師に焦点をあてて－

－ 6 ヶ月間の研修に参加した専門職のインタビュー分析－

キーワード：味覚障害

キーワード：リフレクティング面接
トレーニング

化学療法

副作用

○中野 佑香・槻ノ木沢 由香里・山下 慈・
田村 幸世・加納 地球

精神障害者

○大川 貴子 ¹・三澤 文紀 ²
¹ 福島県立医科大学看護学部看護学科
² 福島県立医科大学教育研究センター

青森県立中央病院

【目的】化学療法による味覚障害を有する患者のケアにおけ
る看護師の困難感を明らかにする。【方法】令和 2 年 9 月に
消化器内科病棟の看護師を対象に、経験年数と味覚障害のケ
アに対する困難感について半構成的面接を個室にて行った。
分析は逐語録を作成し、内容分析を参考にコード化、カテゴ
リー化した。カテゴリーは『』、サブカテゴリーは《》、コー
ドは〈〉
、
（）はコード数を示す。A 病院倫理審査委員会の
承認を得た。【結果】対象は 5 名、平均看護師経験年数は 11
年 5 か月、面接所要時間は平均 18 分であった。味覚障害の
ケアに関する困難感は 15 コード、5 サブカテゴリー、2 カテ
ゴリーが抽出された。抽出されたカテゴリーは『味覚障害に
よって生じた社会的、精神的つらさへのケア』であり、看護
師は《味覚障害による家事の役割喪失や家族間の衝突で生じ
た気持ちのつらさへのケア》（2）、《味覚障害や食欲不振によ
り食べる楽しみや意欲を失った患者の気持ちのつらさへのケ
ア》
（2）へ困難感を抱いていた。またもう一つは『味覚障害
の知識と個別性から生じるセルフケア教育』であり、看護師
は〈味覚障害により嗜好品が偏った患者への栄養指導〉から
なる《味覚障害により栄養が維持できない患者へのセルフケ
ア教育》
（3）を体験していた。また、〈化学療法によって変
化する味覚障害に合わせた対応〉からなる《味覚障害に対応
した嗜好品選択のセルフケア教育》（5）の体験、〈標準化さ
れた治療がない個別性が求められる味覚障害の対応〉からな
る《味覚障害の個別性が求められるセルフケア教育》（3）を
体験していた。
【考察】看護師は、化学療法による味覚障害
によって生じた社会的・精神的なつらさへのケアや、味覚障
害の知識不足や個別性が求められるセルフケア教育に困難感
を抱いていた。その要因には、味覚障害の客観的な評価・ケ
アの個別性の難しさ、薬物治療が開発されていない等が考え
られる。また、味覚障害のケアに関する教育の機会は少ない。
2020 年の診療報酬改訂では、外来化学療法の体制整備として、
連携充実加算が新設されレジメンに係る委員会に管理栄養士
が参加する施設基準が設けられた。本結果を基に、味覚障害
に対する多職種による支援体制を検討していく必要がある。

【目的】研究者らは、精神障害者およびその家族へ、オープ
ンダアローグで用いられているリフレクティング面接（相談
者と面接者との会話が行われた後、この会話について会話す
るリフレクティング・チームを置き、チームの会話を相談者
が聞く面接）を実施する人材育成のため、精神医療専門職を
対象とした研修会を、月に 1 回、合計 7 回実施した。この研
修会では、各回において、（1）リフレクティングに関する知
識提供、（2）相談者役、面接者役、チーム役を決めての面接
の実施、（3）面接の振り返りを行った。本研究は、この研修
会への参加者が、研修会で体験したことをどのように捉えて
いるのかを明らかにし、リフレクティング面接のトレーニン
グ方法の検討に活用することを目的とした。
【方法】2017 年
12 月〜 2018 年 6 月に、月に 1 回、計 7 回の研修会に参加し
た者 12 名を対象にし、1 グループ 3 名によるフォーカス・
グループ・インタビューを行った。インタビューの内容は、
録音し、逐語録を作成して、語られた内容について、参加者
は研修会での体験をどのように捉えているのかに焦点を当て
てコーディングし、カテゴリー化を行った。なお、本研究は、
研究者が所属する機関の倫理委員会の承認を得て実施し、対
象者には研究説明書を用いて説明をした上、文書にて同意を
得た。
【結果】
分析にて 115 コード 10 カテゴリーが抽出された。
研修会にて相談者役を経験した人は、< 凝り固まっていた自
分の考えや思いの溶解 >< 自分の頭の中で考えがどんどん進
んでいく感覚 >< 進んでいく方向性の照らし出し > を体験し
ており、< リフレクティング面接の習得上相談者役を体験す
ることは必須 > と語っていた。面接者やリフレクティングの
チームメンバーの体験については、< 慣れ親しんでいる助言
することから脱却することの難しさ ><1 つの結論ではなく
幾つもの考えを披露する難しさ > を体験すると同時に、< 当
事者の主体性を尊重していることを実感 > していた。そして、
< 学んだスキルを日頃の患者との対話において活用 >< 医療
チームの同僚との話し合いにおいて活用 > できるとしながら
も、リフレクティング面接を精神障害者家族に対して実施す
るためには、< さらに実践的トレーニングの積み重ねが必要
> と語っていた。
【考察】
相談者を体験した人は、
リフレクティ
ング面接の効果性について実感しており、その体験が大切で
あることが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅴ -10

高次脳機能障害者の就労における家族の捉え方
キーワード：高次脳機能障害

就労

家族

慢性疾患をもつ思春期の子どもたちが抱える
漠然とした不安に対する看護の在り方について
キーワード：慢性疾患

○後藤 則子・安孫子 尚子

思春期

不安

○宮崎 裕子・新田 厚子・前田 詩織

聖泉大学

【目的】高次脳機能障害者（以下、障害者）は、記憶や注意、

国立成育医療研究センター

遂行機能、社会的行動などの認知障害による生活上の支障が

【目的】慢性疾患を持ちながら思春期を過ごす子どもたちが

ある。障害は認識の困難さから周囲の理解が得られず、就労

抱く漠然とした不安を明らかにすることで、これからの生活

への支援は十分ではない。就労には家族の理解と支援が重要

を前向きに考えていけるような働きかけができる看護の在り

だが、障害者の就労に対する家族の捉え方は明らかになって

方について明らかにする。【方法】現在、13 歳以上 19 歳以

ない。障害者の就労について家族の捉え方を明らかにする。

下で慢性疾患をもち、診断を受けて 3 年以上経過している子

【方法】対象は、自立訓練施設に入所、通院する高次脳機能

どもを対象に、日本語版 STAI をもとにして作成した問診表

障害者の家族である。調査期間は 20XX 年 2 月〜 20XX 年 4 月。

を記入してもらい、半構造化面接を行った。インタビュー内

研究デザインは、半構造化面接法による質的帰納的研究。分

容から得られた逐語録より不安の要因と読み取れる部分を抜

析は、就労の捉え方に関する記述を抽出、意味内容を損なわ

き出してコード化した。その後、類似しているコードをまと

ないようにコード化、コードの類似性からサブカテゴリ、カ

め、まとめたコードに共通するサブカテゴリ―、カテゴリー

テゴリを生成した。聖泉大学人を対象とする研究倫理委員会

を作成した。また問診票に記入してもらった回答から状態不

の承認（2019 年 12 月、019 - 009）を得て実施した。
【結果】

安と特性不安に分けて、不安状態を得点化した。倫理配慮と

対象者は 4 名で、障害者の妻が 2 名、母が 1 名、姉が 1 名で

して、国立成育医療研究センター社会医学研究部会の倫理審

あった。インタビューは一人平均 60 分であった。分析した

査の承認を得て研究を実施した（承認番号 2020-102）。
【結

結果、113 コード、48 サブカテゴリ <>、11 カテゴリ「」が

果】対象者は 8 人で、平均年齢は 15.4 歳、性別は男児が 5

抽出された。家族は障害者の「就労に向けての意欲」や「就

名、女児が 3 名であった。診断名や手術歴は多岐にわたる

労するための目的」、受傷時からの「リハビリによる回復で

結果となった。得られたデータを分析した結果、8 のカテゴ

つながる就労」がきっかけとなり、就労時に < 集中が続かな

リー、21 のサブカテゴリ―、73 のコードが抽出された。実

い > などの「障害の特性と向き合う」ことや < 受傷前には

際に挙げられたカテゴリーとしては、
「診断により精神的な

できていた > という「就労の現実と気持ちに向き合う」こと

バランスが崩れる」、「周囲の目を気にして自分がどう見えて

で < 認めてもらって自信になる > という「仕事をする実感」

いるか不安を感じる」、「学校生活や受験に対して先の見通し

と捉えていた。同時に経験する < 障害の自覚による継続就労

が立たず不安や悲しさを感じる」等に加えて、これらを乗り

の限界 > という「本人が就労の継続を見極める」ことや「障

越えてきた子ども達からは「自分の経験を活かして、同じよ

碍者という前提の就労」も就労と捉えていた。障害者の就労

うな境遇で悩む人の支えになりたい」というものも挙げられ

には「周囲の障害の特性に関する理解の現実」に向き合い「就

た。また日本語版 STAI の不安状態の得点については、状態

労につながる能力の再発見」や「職場や医療機関の理解によ

不安が全体平均で 37.8 点、特性不安が 44.9 点という結果に

る就労支援」が就労につながると捉えていた。【考察】家族

なり、
男女別ではいずれも女児の方が高得点であった。
【考察】

は障害者の就労について、障害者自身が就労のきっかけを持

本研究を実施するにあたり、先行研究や日々の看護から慢性

ち直面する障害特性と気持ちに向き合うことで就労実感でき

疾患を持ち思春期を過ごす子どもたちは、現状や将来につい

るプロセスとしてとらえていたと考える。コーンの障害受容

て漠然とした不安を抱き悲観的になっていることが想定され

では回復への期待から防衛であり前向き考える支援が必要で

た。しかし本研究で得た子どもたちの語りからは、疾患を患

ある。また、就労継続有無の見極めや障害者を前提とした就

うことで悲観的になりながらも、子どもたち自身の成長や周

業は受容過程の適応と考える。障害受容は一方向には進まな

りの支えによって前向きに今後のことを考えることができて

い。職場や医療機関による障害特性の理解と能力の再発見を

いた子どもたちも多くいた。このことから慢性疾患を持ちな

促進する支援が必要であり、本人と家族を支援する看護職の

がら思春期という成長段階を前向きに過ごすためには、看護

重要な役割であると考える。

師として子どもの成長や疾患の受け入れ状況に応じた関わり
が必要であると考えた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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介護支援専門員の経験年数や基礎資格の違い
による看取りの実態と意識
キーワード：看取り 介護支援専門員
エンドオブライフ・ケア がん末期

結核病棟における看護師の看取りの困難感に
ついて

－一般病棟での看取りとを比較して－
キーワード：結核

○柴 裕子 ¹・粕谷 恵美子 ¹・林 久美子 ¹・
飯盛 茂子 ²・堀口 久子 ³

一般病棟

看取り

困難感

ケア

○松村 圭一郎・辻原 涼子・立石 桃花
日本赤十字社長崎原爆諫早病院

¹ 中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科
² 名古屋女子大学健康科学部看護学科
³ 椙山女学園大学看護学部

【目的】結核病棟と一般病棟の看護師の看取りの困難感につ
いて比較し、看取りに対する困難感に差があるのか明確にす

【目的】介護支援専門員（以下、CM）の経験年数や基礎資格
の違いによる看取りの実態と CM の意識を明らかにする。本
研究の意義は CM が医療職との連携で検討すべきことがわか
り、今後 CM に対する教育プログラム作成の基礎資料とな
る。
【方法】2020 年 8-10 月に居宅介護支援事業所に無記名
自記式調査を行った。内容は CM の活動の現状と意識、従事
前経験、看取りの実態である。分析は CM 従事前の基礎資格
と CM 経験年数を独立変数、看取りの実態と CM の意識を
従属変数とした。質問は 16 項目 5 段階（1：全くあてはまら
ない〜 5：非常にあてはまる）である。基礎資格は介護福祉
士・ヘルパー・社会福祉士のうち 1 つの資格 A 群、2 つ以上
の資格 B 群、看護師・准看護師を含む C 群、その他 D 群と
し一元配置分散分析後 Tukey の多重比較を行った。CM 経
験は平均値で分け経験短と経験長の群とし、対応のない t 検
定を行った。どちらも等分散の検定後実施する。統計解析は
IBM SPSS®Statistics Ver.23 で行い、有意水準は両側 5% と
した。本研究は所属施設の倫理審査委員会で審査承認され、
調査に同意の場合に限り返送を求めた。【結果】質問紙は、
回収 372/ 配布 672、有効回答数 342（有効回答率 91.9%）で
あった。“医師に質問しづらい”は C 群より B 群が高値、
“医
療者の会話に入りにくい”は C 群、A 群、B 群の順に高値、
“危
篤の連絡は動揺する”は C 群、B 群、A 群の順に高値であっ
たが 1-2 点台であった。“危篤時に立ち会いたい”は B 群よ
り C 群が高値で 2-3 点台であった。“看護要約がわかりにく
い”は C 群、B 群、A 群の順に高値で 2-3 点台であった。
“利
用者の話を傾聴できている”、
“CM の立場ですべきことはで
きている”は CM 経験短群が経験長群より高値で 3 点台であっ
た。
“看護要約がわかりにくい”は、CM 経験長群は経験短
群よりも高値で 2-3 点台であった。【考察】経験が長い CM
が短い CM よりも傾聴や CM の意識が低値であるのは、経
験が長いと CM の立場としての意識が高くなるため評価が低
い可能性がある。経験が短い CM は、経験が長い CM より、
傾聴の大切さや CM の立場を意識して業務していることが推
察された。経験の長い CM が、短い CM より看護要約のわ

る。【方法】（1）研究デザイン：アンケート実施による分析
型研究（2）対象：A 病院または並列の B 病院で病棟勤務の
経験のある看護師 410 名。結核病棟での経験の有無に限らず、
一般病棟のみ勤務経験のある看護師も対象とする。（3）調査
内容：菅野らによって作成された「看護師の看取りのケアに
対する実践・困難感尺度」を用いてアンケートを実施した。
（4）データ分析方法：データを等分散を仮定した 2 標本の t
検定で行った。また、年代別では、3 群以上のパラメトリッ
ク検定で、一般病棟と結核病棟にて年代別で行った。すべて
の分析において有意水準 0.05 とした両側検定を行った。
（5）
本研究は A 病院倫理委員会で承認を受け実施している。
【結
果】一般病棟では年齢別での比較では有意差がみられなかっ
たが、結核病棟の「困難と感じること」で有意差が多くみら
れる結果であった。結核病棟では、年齢が若い看護師ほど平
均値が高く、困難感が高い傾向にあった。
『症状の緩和』で
有意差（p=0.014）がみられた。『患者と家族の尊重』で有意
差（p=0.015）がみられた。
『家族への説明』で有意差（p=0.011）
がみられた。
『看護介入の見直し』に関しては、どの群の比
較でも有意差は認められなかった。【考察】「困難に感じるこ
と」に対しては、結核病棟、一般病棟共に『家族への説明』
について若い看護師ほど困難に感じていることが分かった。
また、結核病棟では、『症状緩和』と『患者家族の尊重』で
も若い看護師ほど困難に感じているということが明らかに
なった。理由として、若い看護師の方がより経験と知識が乏
しい傾向にある。一般病棟に比較して結核特有の看取りの方
の難しさ（患者の家族とのコミュニケーションがとりづらい、
疾患の理解がまだ不十分、隔離のルールの理解が不十分など）
を感じている。実際に結核患者の看護を初めて行うスタッフ
は終末期の看護・看取りに対して困難と感じやすい傾向にあ
る。結論として 20 歳代の看護師は一般病棟の看取りに比べ、
結核病棟の看取りの方をより困難と感じていることが分かっ
た。看取ることの難しさや、家族ケアなど理解を深めていけ
るように病棟全体で支援できる環境づくりが重要であると考
える。

かりにくさが高値であるのは、在宅療養支援に役立つ看護要
約ではないと感じていることが推察された。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅵ - ４

高齢患者の看取りにおいて一般病棟看護師が
体験する困難
キーワード：看取り

高齢患者

看護師の困難

人生の最終段階における医療の意思表示に対
する看護師の認識

－書面記載の経験を通して－
キーワード：書面記載

○岩雲 裕美・本庄 和美

意思表示

ACP

人生の最終段階

○古郷 裕日子・野尾 佐夫留・藤田 咲希

JA 徳島厚生連阿波病院

多摩南部地域病院

【目的】今後の高齢患者の看取りに対して看護の質を向上さ
せるため、看取りに関わった看護師が体験した困難を明らか
にする。【方法】1 グループ 3 名の看護師経験年齢別の 3 グ
ループに分け、病棟看護師 9 名を対象にインタビューガイド

【目的】人生の最終段階での意思表示の書面を看護師が記載
することにより、どのような経験をするのか明らかにする。
【方法】研究デザイン：質的記述的研究

研究対象者：A 病

を使った半構成的面接を行い、IC レコーダーに録音、遂語

院、緩和ケア病棟常勤看護師 12 名

録の中から、意味内容を区切り、コード化した内容から困難

〜 10 月

と感じた事象を拾い出しカテゴリー化した。倫理的配慮とし

で作成した「これからの治療・ケアに関する話し合い - アド

て、研究対象者に書面と口頭で説明し、対象者から自由意思

バンス・ケア・プランニング -」を配布、記載後に半構造化

による承諾を得た上で、不利益を回避するための配慮を実施

インタビューを実施。分析方法：逐語録を作成し質的帰納的

し、所属施設の倫理委員会から承認を得た。【結果】研究参

に分析した。最終的に抽象度を調整し 5 のテーマ名と 15 の

加者を対象としたインタビューより、看護師が高齢患者の看

サブテーマ名を議論し、4 つの結果を見出した。倫理的配慮：

取りに体験する困難として 119 のコードが抽出され、22 の

研究の参加は自由であること、拒否した場合でも不利益を被

カテゴリーが導き出された。高齢患者の看取りの臨床場面

らないことを書面で説明し同意を得た。【結果】
（1）書面記

で、看護師は患者、家族、医師、多職種、看護師間、ケア環

載を行い、自身の意思を明確にできるという利点を見出す経

境、看護師自身、看取り等、多くの困難を感じていた。
【考察】

験ができた。
（2）書面記載を繰り返し行うことに意義を感じ、

看護師が看取りに体験する困難として患者では、高齢患者の

健康な時からの書面記載や見直しが必要であることを経験し

場合、理解力が十分でなく、病状説明は家族にしているケー

た。（3）意思決定には家族の存在が大きく影響することを実

スもあり患者がどこまで理解できているのか悩んでいた。家

感した。本人だけでなく家族の意向も確認し、話し合いや思

族では、最近は身寄りがない患者や希薄な家族関係、患者の

いを表出しやすい環境づくり、共有するためのサポートが重

家族も高齢であるという背景もあり最期の看取りを望まない

要であることを経験した。（4）アドバンス・ケア・プランニ

家族の反応にジレンマを感じていた。医師に対しては、終末

ング（以下 ACP とする）において、重要なことは話し合い

期医療に対する意見の不一致やコミュニケーション不足、多

や意思表示であることを経験し、看護師の役割として、患者・

職種間では、情報交換や連携不足を感じていた。看護師間で

家族と医療者の話し合いの架け橋となることの必要性が想起

は、ケアに対して個人差があり、統一した看護ケアに対する

された。【考察】（1）看護師は終末期の患者・家族と関わる

共有ができていないこと、ケア環境として、緩和ケア病棟と

機会が多く、普段から患者の体験を通して自身と重ねている

違い一般病棟では業務多忙により患者と向き合う時間が取れ

傾向にある。（2）書面記載を行うことで自分が受けたい医療

ないことへの困難があった。看護師自身では看取りの経験不

について明確となり、具体化された。（3）突然の事態であっ

足により不安を感じていた。看取り等では、看護師は看取り

ても、書面記載があることで、本人の希望に近い医療やケア

の体験時、あれでよかったのかと後悔と自責の念を抱き、一

を実施するための手がかりになることを実感した。（4）死と

人で思い悩んでいることが明らかになった。そのため、多職

向き合うことが多い看護師は、人生の最終段階の意思を家族

種を交えたターミナルカンファレンスを行うことやデスカン

と共有したほうがよいと感じている。（5）書面を家族と共有

ファレンスでは、看護師自身がその時に感じた辛い思いを表

することで、その人らしい最期を迎えるための選択ができる

出する場とし、看護師間で共有する場にしていく必要がある。

ことを理解しており、自分が書面記載の経験をすることで、

今後、看取りについての学習や ACP の活用を進め、その人

より家族との関わりの必要性を実感できた。（6）書面記載を

が望む最期を迎えることができるような体制作りが必要であ

実際に経験することで、ACP をより深く理解する機会を得

る。

ることができた。そのことにより、患者・家族との話し合い

研究期間：2020 年 2 月

データ収集方法：平成 29 年度厚生労働省委託事業

が繰り返し行えるようなサポートをしていくことが重要と感
じることができた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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ポスター M - Ⅵ - ６

終末期患者への緩和ケアチームの早期介入に
必要な消化器病棟看護師が提供すべき情報

緩和ケア病棟に勤務する看護師の困難感に関
する実態調査

－医師が求める情報と看護師が提供している情報の
比較を通して－

キーワード：緩和ケア

キーワード：緩和ケアチーム

○上村 朋未・竹脇 夏美・西山 恵理佳・徳市 美志・
村田 裕子

早期介入

終末期患者

○井上 萌・小林 美月・塚越 美奈・勅使川原 萌・
笠原 大輔・戸塚 広江

看護師

困難感

せん妄

教育

高岡市民病院

【目的】開設 3 年目 A 病院緩和ケア病棟（以下 PCU とする）

前橋赤十字病院

に勤務する看護師の緩和ケア向上のため、PCU に勤務する
【目的】A 病院の消化器病棟では、悪性腫瘍の患者や疼痛コン

看護師の困難感に関する実態調査を行った。
【方法】A 病院

トロールを必要とする患者が多い。A 病院では、医師がより

PCU に勤務する看護師 17 名に「緩和ケアに関する医療者の

専門性の高いケアを必要とした際に、緩和ケアチームに介入を

知識・実践・困難感の尺度」を用いてアンケート調査を実施

依頼する。看護師は医師へ患者の情報を提供し、緩和ケアチー

した。実践尺度と困難感尺度はスコアリング方法に基づき得

ム介入の必要性を相談するが、介入の遅れや、介入されず患

点化後平均点を算出し、知識尺度は正解率を算出した。調査

者が苦痛を感じる時間が長期化している。これは、看護師が

は無記名とし、対象者に調査目的、研究参加は対象者の自由

提供する情報内容と医師が求めている情報が一致していない

意志であること、アンケート用紙回収により同意を得たとす

事が原因ではないかと考えた。終末期患者への緩和ケアチー

ることを説明し、
回収をもって同意を得たこととした。
【結果】

ムの早期介入に向けて、消化器外科・内科医師が看護師に求

緩和ケアに関する知識の中で最も正解率が高かったのは「理

める情報と、看護師が提供している情報を明らかにする。そ

念」の 97.1%、最も低かったのは「せん妄」の 59.1% であっ

の比較を通して、緩和ケアチームの早期介入に必要な情報提

た。緩和ケアに関する実践では「コミュニケーション」が

供のあり方を考察する。
【方法】1）研究対象：
（1）終末期患

4.78 点と最も高く、最も低かったのは「せん妄」の 3.51 点で

者への緩和ケアチーム介入を依頼した経験を持つ消化器外科・

あった。緩和ケアに関する困難感は「症状緩和」が 3.27 点

内科医師 17 名（2）終末期患者への緩和ケアチーム介入の必

と最も高く、最も低かったのは「地域連携」の 2.20 点であっ

要性を医師に伝達した経験を持つ消化器病棟勤務の看護師 90

た。【考察】今回の結果は PCU の看護師が実際にせん妄や症

名 2）データ収集方法：選択・自由回答式質問紙法 医師への

状緩和が思うように行えていない現状を反映している。まず

質問：緩和ケアチームへの介入のを検討するうえで看護師か

せん妄の知識正解率の低さと実践できていないという自己評

ら提供された情報で役立ったものがありましたか等看護師へ

価から、せん妄を発症したがん患者の状態と発症要因につい

の質問：緩和ケアチームの介入を依頼する際にこれまでどのよ

て体系的にアセスメントできる教育支援を行う必要があると

うな情報を提供しましたか等 3）分析方法：ベレルソンの内容

考えられた。PCU では毎週事例検討を行うが、デスカンファ

分析 4）データ収集期間：2019 年 9 月【結果】医師の回答率

レンスは行われていない。デスカンファレンスを確実に行い、

は 58.8%、
看護師の回答率は 55.5% だった。医師では
「レスキュー

臨死期のせん妄を振り返ることで、せん妄に関する知識を得

の使用回数とその効果」等、15 カテゴリが形成され、看護師

られると考えた。更に毎月行う勉強会でせん妄の演習を設け

では「疼痛の出現状況」等の 11 カテゴリが形成された。医師

ることで、実践に活かせる知識を得られると考えた。そして

が求めている情報の 15 カテゴリのうち 10 カテゴリを看護師が

症状緩和に対する困難感が最も高いことから、症状緩和の知

提供できていることが明らかとなった。
【考察】共通する内容

識・技術に関する学習ニーズがあると考えられた。回答した

に着目すると、身体的苦痛・精神的苦痛・社会的苦痛・スピリチュ

看護師は全員 PCU 勤務経験年数 3 年以内で、緩和ケアに関

アルペインの 4 つで構成され、これらトータルペインの情報を

する経験が不十分だと感じ、症状緩和に困難感を抱いている。

意識的に集め、得た情報を継続して共有する必要があると考

また知識不足はケアへの困難感につながり質の高い緩和ケア

えた。医師が求めるが看護師が提供できていない情報は、患

提供を妨げる。PCU には緩和ケア認定看護師が在籍し専門

者が医師へ話す事を躊躇している内容であった。看護師は仲

的な助言を得やすい。そこで今後は、
事例検討やデスカンファ

介役としてこれらの内容を聞き出せるような関わりを意識する

レンス、勉強会の内容を認定看護師の助言を得ながら見直し、

事が必要だと考えた。看護師が提供しているが医師は求めて

がん患者のせん妄や症状緩和について取り上げていくことで

いない情報では、看護師が疼痛だけでなく、疼痛が日常生活

知識の向上や実践につながると考えられる。

へ与えている影響も重要視しており、医師が患者の現状をより
理解できるよう継続して伝える事が必要だと考えた。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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A 病院病棟役職者に病院併設型訪問看護ス
テーションでの同行訪問研修を実施した効果

施設・在宅系で勤務経験のある病院看護師が
発揮している力

－研修後の在宅療養における意識調査から－

－看護管理者への面接調査から－

キーワード：在宅療養

キーワード：看護師のキャリア 看護実践力
在宅看護 病院看護

訪問看護

人材育成

○兵藤 洋子

施設看護

○牛田 貴子 ¹・山田 艶子 ¹・丹治 彩 ²

医療法人社団善衆会善衆会病院

【目的】病院の看護師には在宅へケアをつなぐ役割が求めら
れている。A 病院看護部では在宅療養の理解を目的として院
内教育を行っていたが、吉冨（2015）が言うように机上では
わかりづらく生活の場を見ることが必要と考え、病棟の師長、
主任、副主任（以下病棟役職者）を対象として病院併設型訪
問看護ステーションでの同行訪問研修（以下訪問看護研修）
を実施した。訪問看護研修後の在宅療養に対する意識調査か
ら、その効果を明らかにし、在宅へケアをつなぐ役割を担え
る看護師育成に示唆を得ることを目的とした。【方法】訪問
看護研修を受けた A 病院の病棟役職者 19 名を対象とし、半
構造化オープンクエッションによる独自のアンケート調査を
行い、データは単純集計とカテゴリー化し質的帰納法で分析、
考察した。（倫理的配慮）研究対象者に対し研究の目的、
方法、
趣旨、自由意思による参加、個人情報の保護、結果の公表等
を文章で説明し、質問紙の提出をもって研究参加の同意を得
た。調査は無記名で実施し個人が特定できないよう配慮した。
【結果】有効回答率は 73%。選択式質問では、在宅で療養す
るイメージができるようになったと思うが 71.4%。患者さん
や御家族に対する考え方や意識に変化があったが 85.7%。在
宅につなぐ役割として病棟看護師に不足している部分がある
と少しあるで 100%、訪問看護研修の今後も必要だと思うが
78.6%。自由回答式質問では、119 の < コード > から 19 の《サ
ブカテゴリー》が 6 つの［カテゴリー］、［病棟看護師の不足
した役割の顕在化］、［患者が生活者であることの実感］
［病
棟看護師の課題に対する具体策の抽出］［サービス利用によ
る療養生活の理解］［在宅へつなげる役割へのやりがい］［訪
問看護研修の必要性の認識］に分類された。【考察】訪問看
護研修により、7 割以上が在宅療養のイメージができるよう
になったと回答しており、更に［患者が生活者であることを
実感］していたことから、在宅療養を理解することに効果が
あったと考える。また在宅につなげる上で［病棟看護師に不
足した役割を顕在化］させ、その具体策を抽出できており、
更に［在宅へつなげる役割へのやりがい］が醸成されている
ことから、今後の退院支援力の向上が期待できると考える。
患者を生活者としてイメージしながら、在宅につなぐ役割を
担う看護師育成に訪問看護研修を継続する必要性が示唆され
た。

¹ 湘南医療大学保健医療学部看護学科
² 介護老人保健施設ウェルケア新吉田

【目的】施設・在宅系での勤務経験がある看護師は病院での
看護においてどのような力を発揮しているのか、所属する看
護管理者の視点から明らかにする。
【方法】看護管理者への
面接調査。調査期間は 2019 年 8 月〜 10 月。対象は直属の
部下に施設・在宅系で 3 か月以上の勤務経験のある看護職が
いる看護管理者で 3 病院 9 名。半構成面接を実施し、録音か
ら逐語録を作成してデータにした。分析は水野（2000）の変
則 KJ 法を用いて関連グループを抽出し、構造を図式化した。
研究者 3 名の見解一致を条件とした。倫理的配慮として、協
力病院の看護部長に説明し協力同意を得た。対象者には文書
と口頭で研究目的と方法、研究参加は自由、途中での撤回可
能、匿名化でデータ管理し公表すること等を説明し、文書で
同意を得た。湘南医療大学研究倫理委員会の承認を得てい
る。【結果】49 の素材要約から、
関連小グループ（
「」で示す）
11、
関連中グループ（
［ ］で示す）6 を抽出した。関連中グルー
プは、
［生活者としてとらえる力］
［生活の場をとらえる力］
［敬
意をもってかかわる力］［病棟看護師に教育的にかかわる力］
［多職種によるチームをつくりあげる力］［看護師として自ら
の責務を果たす力］であった。
【考察】図式化により［生活
者としてとらえる力］をコアとした、施設・在宅系で勤務経
験のある病院看護師が発揮している力を作成した。
［生活者
としてとらえる力］は「病院の事情を優先した看護に違和感
を感じとる力」
「非日常の病院生活にあたり前の暮らしを取
り入れる力」
「病院看護の中だけでは気づけない考え方を発
信する力」で構成され、
身体拘束ゼロ、
自然な看とり等の施設・
在宅系看護の経験が反映されていた。
［生活者としてとらえ
る看護］は、「謙虚な姿勢で対象者に接する力」「忙しい中で
も留まってその人に今必要なケアができる力」で構成される
［敬意をもってかかわる力］に支えられていた。［生活者とし
てとらえる力］［敬意をもってかかわる力］［生活の場をとら
える力］は対象者によりそう実践に、
［病棟看護師に教育的
にかかわる力］
［多職種によるチームをつくりあげる力］は
病棟全体のケアの質向上につながる。さらに医師不在、看護
職少数という施設・在宅系看護の経験から［看護師として自
らの責務を果たす力］を持ち、これが他の 5 関連中グループ
に影響していた。本研究は科研費助成を受けて実施した研究
の一部である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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人工股関節全置換術後の患者への退院指導内
容の評価
－看護師アンケート調査の結果から－
キーワード：THA

退院指導

A 病棟におけるアロマテラピー導入による高
齢者の表皮剥離改善の有効性
キーワード：アロマテラピー

アンケート調査

表皮剥離

認知機能

疼痛

○井川 しのぶ

○高橋 万貴・市村 知佐美・阿部 幸子・
須藤 満帆子

医療法人はごろも会仲本病院

【目的】B 病院における、2019 年度のインシデント・アクシ

北海道整形外科記念病院

デント件数報告では「表皮剥離」の報告数は 2 番目に多かっ
【目的】A 院では、人工股関節全置換術（以下 THA）を受け

た。背景には、高齢者の強い皮膚乾燥や落屑、皮膚の脆弱化

た患者に 2012 年より「対話と実演形式による退院指導」を

による表皮剥離の発生が多い事、認知症の増加、臥床時間の

作成し指導を行っている。しかし、開始以降内容の評価・修

長さなどの影響が考えられる。同院では以前より表皮剥離の

正が行われていなかった。その為、A 院病棟看護師に THA

予防や改善を目的として、代替・補完医療として知られるア

退院指導についてのアンケート調査を実施し、現在の THA

ロマテラピーを看護ケアへ導入してきた。本発表においては、

退院指導の内容を評価する。【方法】THA 患者の対話・実演

今後の同院での看護の質向上を目指し、高齢者に対するアロ

形式による退院指導（以下、退院指導）について、A 院全病

マテラピー導入前後の皮膚乾燥、認知機能、疼痛、の改善の

棟看護師 101 名を対象に令和 2 年 8 月〜 9 月に無記名自記式

スコアを比較検討、その有用性を評価した。【方法】X 年 4

アンケート調査を実施した。質問内容は退院指導の時間・場

月～ 10 月の期間、A 病棟に長期入院中の患者を対象に「皮

所に関する 4 項目と指導内容に関する 4 項目で回答は「思う」

膚乾燥」対象者 20 名（平均 87 歳）
「認知機能（不安、
、
不穏等）」

「思わない」から選択してもらい、データは度数分布表を作

対象者 2 名（平均 87 歳）
、
「疼痛」対象者 4 名（平均 94 歳）
」

成し単純集計した。現状の指導に対する意見は自由記載とし、

に分類しマッサージ法、芳香浴法を実施し、導入前、30 日後、

分析の信頼性と妥当性を高める為共同研究者 4 名でそれぞれ

60 日後、を目安としてそれぞれデータ収集を行った。デー

記述内容を意味毎に分類・集計し内容分析、討議を重ねた。

タの評価方法として、皮膚乾燥については、
「高齢者のドラ

また、看護研究者にスーパーバイズを受け、解釈の妥当性を

イスキン症状の分類」及び適正オイル使用量の目安を厳密に

確認した。院内倫理委員会の承認を得、文書により研究の目

分類したスケール（点数が高いほど改善）及び水分量・油分

的と方法を説明し、回答者の任意性と匿名性を確保し実施し

量（点数が高いほど改善）を視診的評価として用いた。また、

た。
【結果】
「現在行っている指導方法が、患者の理解度の把

認知機能については、BPSD（behavioral and psychological

握や退院指導として適切」89 人（98.9%）。「今後も同一方法

symptoms of dementia）+Q/BPSD25Q（点数が低いほど改善）

での指導を続けたほうがよい」78 人（86.7%）。「指導は看護

を使用、疼痛についてはペインスケール（点数が低いほど改

師によって差がある」69 人（76.7%）で、差が生じる要因は

善）を用い、それぞれの推移を評価した。倫理的配慮：対象

「経験の差」が 38 人（59%）、「知識の差」16 人（25%）
。
「指

者へ本研究の主旨と目的、個人情報保持に努めることを説明

導について患者から意見をもらった事がある」16 人（17.8%）
、
内容は「写真が見づらい」15 人（88%）、「両 THA の場合が
わからない」2 人（12%）。「現在の指導方法で工夫できる事

し同意を得た。
【結果】導入前から 60 日後の平均点について、
視診的評価（皮膚乾燥：2.16 → 4.23）
、
（水分量：16 → 36）、
（油分：18 → 44）の評価点数の推移から乾燥肌の改善が見ら

があると思う」58 人（69.9%）、具体的には「リハビリスタッ

れた。認知症の行動・心理症状の状態とせん妄（108 → 42）、

フとの情報共有・連携」が 11 人（26%）、「左右版・両 THA

ペインスケール（7 → 2）の評価項目の推移より、認知機能

版の作成」5 人（12%）、
「写真の改訂」9 人（22%）だった。
【考

改善、疼痛緩和が見られた。
【考察】アロマテラピーによる

察】「今後も同一方法を続けたほうがよい」という結果より、

着実な乾燥肌の改善、認知機能改善、疼痛緩和への良い影響

現在の退院指導は適切な形式であると考えられる。指導内容

があったと評価できた。更にアロマテラピー導入前後の表皮

に知識・経験の差を感じているスタッフが多く、その差を埋

剥離インシデント件数の減少が認められた事も併せ、アロマ

める為には、スタッフ間及びリハビリとの情報共有や指導方

テラピーの導入は表皮剝離の回避に有用である事が示唆され

法の均一化の為の取り組みを今後検討する事が必要であると

た。

考える。現在使用中の写真が片患肢を想定したもので、わか
りづらいという意見もあり改訂・検討が必要と思われる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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精神科看護師の職業経験の質が精神科におけ
る療養環境の評価に与える影響（第１報）
－職業経験評価尺度と療養環境評価の分析－

－看護師長の役割に着目して－

キーワード：精神科看護師

キーワード：新病院移転

職業経験の質

療養環境評価

○鈴木 雪乃 ¹・林 和枝 ²・小山 沙都実 ¹・
新井 信之 ¹・小林 純子 ²

ミドルマネジメント

重工記念長崎病院

【目的】A 病院は新病院移転を予定している。老朽化や耐震

【目的】精神科病棟では、精神症状や障害による特有の事故
を防止し患者の安全を確保する療養環境と、患者のプライバ
シーや人権への配慮に基づいた療養環境の双方のバランスが
取れた環境を提供する必要がある。そこで看護師としての職
業経験の質が療養環境の評価に影響を及ぼしていると推測
し、それらの関連を明らかにした。それにより精神科看護の
質の向上に対する示唆を得る。【方法】2021 年 1 月に東海地
方の精神科病棟を有する病院の看護管理者から承諾の得られ
た 19 施設、1149 名の看護職者を対象として郵送法による無
記名自記式質問紙調査を行った。調査内容は、職業経験評価
尺度 - 臨床看護師用 -（鈴木ら、2018）（使用許諾済、以下、
職業経験評価尺度）、精神科看護師が考える療養環境評価（15
項目）（以下、療養環境評価）とした。療養環境評価は先行
研究を参考に独自に作成した。分析には IBM SPSS®ver.27
を使用し、各尺度合計点の単回帰分析を行った（n=663）。
研究者所属の研究倫理審査の承認を得て行った（承認番号
2020-16）。【結果】720 名から回答があり（回収率 62.7%）、
711 名を分析対象者（有効回答率 98.8%）とした。対象者の
性別は男性 25.7%、女性 74.3%、職業は看護師 77.1%、准看
護師 22.9%、精神科勤務歴は平均 11.2 年、勤務場所は精神科
一般病棟（男女混合閉鎖）が最も多く 171 名（24.1%）だっ
た。職業経験評価尺度合計点（max 143、min 35）の平均値
は 90.6、療養環境評価合計点（max 73、min 23）の平均値は
45.2 だった。単回帰分析の結果、職業経験評価尺度合計点は
療養環境評価合計点に影響を与えており（p=0.00、回帰係数
0.102）、職業経験の質が高い看護師は、療養環境評価が高く、
より社会生活に近い療養環境を考える傾向があった。
【考察】
看護師の職業経験の質は、その看護師が提供する看護の質に
影響を及ぼし、職業経験の質の高い看護師は提供する看護の
質も高いことが言われている（鈴木ら、2018）。障害による
特有のリスクを抱える精神科病棟であっても、社会生活に近
い療養環境を考える看護師は、提供する看護の質が高いこと
が推察された。今後、職業経験評価尺度下位尺度から、療養
環境評価の高さに影響する項目を分析し、精神科看護の質向
上のためのさらなる示唆を得る必要がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

看護師長

○原田 純子

¹ 名古屋女子大学健康科学部看護学科
² 椙山女学園大学看護学部
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新病院移転を経験した看護師の思いから見え
てきたもの

はい
はい
はい

上の問題などで建て替えを予定する施設もある。新病院移転
という、数十年に一度あるかないかの経験におけるミドルマ
ネジメントの果たす役割は大きい。そこで、移転を経験した
看護師へのインタビューから、移転時に求められる看護師長
の役割遂行の一助としたい。【方法】調査期間：2019 年 5 月
～ 9 月。対象：看護部長からスタッフまでのあらゆる職位の
看護職。過去に病院移転の経験がある 4 施設 6 名へ半構成
面接を行いそれぞれの立場からの経験や思いを語ってもらっ
た。内容は録音、
逐語録を作成し M-GTA に基づき分析を行っ
た。倫理的配慮：対象者へ本研究の趣旨、参加は自由意志で
あり不利益を受けないこと、個人および施設名は口外しない
ことを口頭および紙面にて説明し同意を得た。また、重工記
念長崎病院倫理委員会の承認を得た。
【結果】
6 つのカテゴリー
と 21 のサブカテゴリーが抽出された。以下カテゴリーを
《

》

で示す。新病院への期待や情報不足への不安といった《様々
な新病院への感情》の中、看護師長は事前準備や使用手順の
可視化など《タスクをこなす》ことに翻弄していた。しかし、
周囲を巻き込み権限移譲といった《マネジメント》も意識し
ていた。業務遂行にあたって《協力体制阻害要因》をできる
限り排除しようとし、
《職員同士の相互関係への配慮》を行
い移転と同時に行われる病棟再編により、メンバーが変わる
ことでのストレスを軽減しようとしていた。根底にあるのは
《顧客重視》の意識であり患者の安全を第一に行動していた。
【考察】どの看護職も新病院への期待は持ちつつ人間関係を
含め環境の変化への戸惑いや不安が生じていた。新病院移転
という経験のない課題に対しては、目標の価値を示し到達手
順を明らかにするような状況を作り出すといった指示型リー
ダーシップの在り方も求められるのではないか。ミドルマネ
ジメントには、吸収役としてトップと現場の間に立ち現場の
活動を保護する役割がある。看護師長は様々な阻害要因に直
面しながらも部下へ配慮を行い、周りを巻き込み権限移譲や
構造づくりを行っておりエンパワーメントの必要性が示唆さ
れた。新病院移転時においても看護師長はよりよい看護を患
者へ還元できるよう環境を整え、患者の安全を最優先に考え
行動する必要がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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看護職と介護職の手指衛生の意識と組織風土
の検討
キーワード：手指衛生
介護職

組織風土尺度

クラスター

看護

○藤倉 有李子 ¹・清水 綾 ¹・嶌田 寿美子 ¹・
吉村 紀代 ¹・坂本 めぐみ ²
¹ 所沢ロイヤル病院
² 公立小松大学

【目的】COVID-19 のクラスターが発生した施設への感染教
育再考のため、看護職、介護職の手指衛生に対する意識の現
状と、組織風土が与える影響要因を明らかにする。【方法】
2020 年 6 月〜 12 月、首都圏に隣接する慢性期病院の看護
職、介護職を対象に自記式質問紙調査を実施。内容は属性、
手指衛生実施の意識、看護師の手指衛生に関する組織風土尺
度 Ver.1.0 を用いた。調査は所属機関の倫理審査承認を得た。
「看護師の手指衛生に関する組織風土尺度 Ver.1.0」の使用に
あたり開発者の承諾を得た。強制力のない状況で対象者を募
集し承諾を得た 214 名に実施した。分析は単純集計後、尺度
については探索的因子分析を実施し得られた下位尺度と手指
衛生の意識について検討した。分析には IBM SPSS®27 を用
いた。
【結果】191 部を回収し、162 部の有効回答（回収率
84.8%）を得た。単純集計では、手指衛生の意識 5 項目中 4
項目が看護職より介護職の意識が高かった。クラスター発生
病棟は、発生しなかった病棟に比べ「ケア後の手洗い」を「い
つもしている」割合が高く、「ケア前の手指消毒」「ケア後の
手指消毒」を「いつもしている」割合が低かった。看護師の
手指衛生に関する組織風土尺度 34 項目全体のクロンバック
α係数は 0.949 であった。重みなし最小二乗法、プロマック
ス回転を実施し開発者が見出した 5 因子「病院環境」「病院
の手指衛生活動」
「上司環境」
「所属部署環境」
「物品配置環境」
を確認、下位尺度のα係数は 0.77 〜 0.925 であった。手指衛
生実施の意識では「ケア前手洗い」「ケア時手袋装着」の頻
度と 5 因子全てに、
「ケア前の手指消毒」「ケア後の手指消毒」
については「所属部署環境」因子に有意差が認められた。ま
たクラスター発生病棟と発生しなかった病棟では尺度項目の
「所属部署では手洗い場が使いやすい場所に配備されている」
1 項目に、また因子では「物品配置環境」因子に有意差が認
められた。
【考察】今回の結果から、手指衛生に対する意識
には、組織風土が影響することがわかった。特に、所属部署
環境が優位であったことから、部署の人間関係やコミュニ
ケーションが良好であれば、職種に関係なく意識が高まると
考える。クラスター発生病棟と発生しなかった病棟では、物

感染症患者の看護を通した病棟での取り組み

－ COVID-19 の対応を経験をしての一考察－
キーワード：感染予防対策

環境整備

看護業務

○仲田 梨絵・庄司 栄子・小倉 綾和・江口 志穂・
宮本 奈津美・廣原 亜由美・大澤 悟・竹内 幹貴・
後藤 和佳子
帝京大学ちば総合医療センター

【目的】院内手順に基づき病棟で作成した手順書や感染予防
対策・環境整備など実践した看護業務について、アンケート
結果と合わせてそれらの有用性と今後の課題を明らかにす
る。
【方法】対象は A 病院の看護師 16 名と看護助手 1 名の
計 17 名とした。質的研究とし、2020 年 4 月から 8 月に、作
成した手順書や感染予防対策・環境整備についての取り組み
をまとめた。その手順書や実践した看護業務の有用性を自由
記載のアンケート結果と合わせて分析・評価した。本研究は
A 病院倫理審査委員会の承認を得ている。
【結果】病棟業務
については 1 日の流れを把握しやすいように掃除や医療廃棄
物等の運搬の時間を組み込んだ業務スケジュール表や、長時
間の PPE 装着に伴う身体的負担を軽減するためにタイムス
ケジュール表を作成し活用した。スタッフの経験や意見から、
院内手順にない手順は、病棟独自の手順書を作成し、適宜修
正しながら業務を行った。感染予防対策・環境整備として、
患者間の交差感染を防ぐために浴室の使用後は必ず１患者毎
に清掃を実施した。トイレは患者毎に個別化し、各トイレ内
に塩素系除菌洗浄剤（ルビスタⓇ）を常備するとともに、患
者にもトイレの使用法を指導した。自由記載のアンケートで
は、PPE 装着による暑さや息苦しさなどの身体的負担等の意
見があった。衛生行動の変化では、定期的な環境整備やこま
めな手指衛生を意識するようになり、それらの必要性を改め
て理解できたとの意見があり、スタッフの衛生行動や感染予
防に対する意識に変化がみられた。院内・病棟手順作成前後
での対応の違いでは、手順があることで順調に業務が行えた
ことや、皆で試行錯誤し手順を修正し臨機応変に対応できた
等の意見があがった。
【考察】タイムスケジュール表や手順
書を活用することで、スタッフの身体的負担や感染リスク軽
減に繋がった。患者受け入れ前後でスタッフの衛生行動や感
染予防対策に対する意識に変化がみられた。手指衛生をはじ
めとした感染予防対策を適切に行うことで患者や看護師、更
には近親者を守る行動に繋がっていくと思われる。このモチ
ベーションを維持し、COVID-19 対策に限らず、普段からの
衛生行動や感染予防対策の習慣化が今後の課題である。

品配置環境が影響を及ぼしおり、感染対策において環境整備、
整理・整頓が重要であると再認識した。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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手術室の看護に携わる看護師が講じている医
療事故防止対策

患者から暴力を受けた時の看護師の感情の変
化と対処行動

キーワード：手術看護

キーワード：患者からの暴力
対処行動

医療安全

医療事故防止対策

○中山 登志子 ¹・舟島 なをみ ²

看護師

感情の変化

○佐藤 郁美・大貫 愛絵・佐藤 香奈

¹ 千葉大学大学院看護学研究院
² 新潟県立看護大学看護学部

済生会宇都宮病院

【目的】手術室の看護に携わる看護師が講じている医療事故

【目的】患者から暴力を受けた時の看護師の感情の変化と対

防止対策を解明し、その特徴を考察し看護継続教育に向け

処行動を明らかにする。精神科領域の先行研究では明らかと

た示唆を得る。
【方法】全国 280 病院の看護管理責任者に調

なっているが、急性期病院においては明らかとなっていない。

査協力を依頼し、承諾の得られた 70 病院の手術室看護師に

暴力を受けた時の看護師の感情の変化と対処行動を明らかに

499 部の質問紙を郵送した。測定用具には、医療事故防止対

することで、暴力を受けた看護師の支援に示唆を得たいと考

策を問う自由回答式質問から成る質問紙と特性調査紙を用い

え研究を行った。
【方法】質的記述的研究。暴力を受けたこ

た。内容的妥当性はパイロットスタディにより確保した。分

とのある看護師でインタビューに同意が得られた 3 名に、イ

析には、Berelson,B. の方法論を参考にした看護教育学にお

ンタビューガイドを用いてインタビューを 1 回実施。結果か

ける内容分析を用いた。無記名、個別投函により対象者の自

らデータをカテゴリー化した。A 病院倫理委員会の審査を受

己決定の権利と匿名性を保障した。【結果】回収された質問

け、承諾を得た。対象看護師に研究の趣旨と、研究参加は自

紙は 280 部（回収率 56.1%）であり、記述のあった 255 部に

由意思であり拒否できることを書面と口頭で説明し、理解と

パイロットスタディ 33 部を合わせた 288 部を分析対象とし

同意を得た。インタビュー中、暴力を受けた当時を思い出し

た。1）対象特性 : 年齢は平均 36.1 歳（SD=8.5）であり、臨

継続が難しいと感じた場合は、中止することを説明した。本

床経験年数は平均 14.0 年（SD=9.0）、手術室経験年数は平均

研究で用いる暴力の定義は、
「暴力を受けた看護師が暴力だ

7.6 年（SD=6.4）であった。病院の所在地域や規模は多様で

と感じたもの全てを暴力」とする。【結果】合計 28 個のコー

あった。2）医療事故防止対策：288 名の記述は 1,437 記録単

ドから 13 個のサブカテゴリーが抽出され、その類似性から

位に分割でき、このうち医療事故防止対策が具体的に記述さ

8 個のカテゴリーに分類できた。患者からの暴力を受けた時

れた 566 記録単位を分析した。その結果、手術室の看護に携

の看護師の感情の変化は、
『患者と向き合い良い関係を築き

わる看護師が講じている医療事故防止対策を表す 38 カテゴ

たい』、『一人の人間として恐怖を感じる』、『看護師として使

リ、38 種類の対策が明らかになった。38 種類とは、<1. 診

命感を果たしたい』、『患者との価値観の違いから看護師とし

療材料・器械類の体内遺残回避に向け、活用可能な補助具を

ての限界を感じる』
、
『暴力を受けた後の感情は変化しない』

使用するとともに、手術進行過程の規定された時期・回数・

であった。患者から暴力を受けた時の対処行動は、
『他者に

方法に従い数と形状の変化を調べる >、<2. 手術中の器械受

助けを求め苦悩を共感する』、『患者の不利益を懸念する』、

け渡しによる加害と被害の回避に向け、手術開始に先立ち鋭

『自分の経験を他者に活かしたい』であった。【考察】患者か

利な器械の配置順序を工夫し保護対策を講じる >、<3. 機会

ら暴力を受けた時の看護師の感情の変化は、一人の人間とし

と方法を駆使して安全な手術に向けての必須情報を収集し、

て恐怖を感じることは当然のことであり、大きなストレスと

それを必要とするスタッフにも収集した情報を提供する >、

なっている。しかし時間の経過とともに、看護師として患者

<4. 患者とその状態・手術部位への誤認回避に向け、入手し

と向き合い、良い関係を築きたいと考え、看護師として使命

た情報と異なる情報源から得た同種の情報を照合する > 等

感を果たしたいという感情に変化していると考える。恐怖と

である。Scott,W.A. の式に基づくカテゴリ分類への一致率は

感じても、患者に対する否定的な感情を抱いてはいけないと

81.3% と 77.5% であり、カテゴリが信頼性を確保しているこ

いう思いから、感情を抑制する傾向にあると考える。患者か

とを示した。【考察】考察の結果、<1><2> を含む 14 種類は、

ら暴力を受けた時の対処行動は、他者に助けを求め苦悩を共

手術を受ける患者への援助に特徴づけられる対策であり、手

感し、他者に同じような思いをして欲しくないと願う一方で、

術看護に携わる看護師に特有の対策という特徴を持つ。また、

患者から暴力を受けたことを同僚に話すことが患者の不利益

<3><4> を含む 24 種類は、手術看護という専門性を問わず

にならないかと懸念している。これは、患者の権利を守ろう

看護師が講じる対策であり、全ての看護師に共通する対策と

とし、看護師として患者に、安心して療養生活を送って欲し

いう特徴を持つ。38 種類の対策とその構造は、医療事故防

いと願っているものと考える。

止に向けた看護継続教育を検討する際に活用可能である。本
研究は科研費（19H03923A）の助成を受け実施した。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい
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③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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急性期における認知症ケアについて

看護師の職務満足の変化と今後の課題

－認知症ケアカンファレンスを通して－
キーワード：認知症ケア
安楽

カンファレンス

身体拘束

－ A 病院の 2015 年度と 2020 年度の比較から－
安全

キーワード：職務満足度

看護師

実態調査

○佐藤 直子・山本 優子

○松浦 さやか・今井 景子・藤田 有香

JA 徳島厚生連阿波病院

帝京大学ちば総合医療センター

【目的】認知症ケアカンファレンスを通して検討した看護ケア
を実施し、看護の質の向上を図る。
【方法】研究対象 : 認知症
ケアカンファレンス 16 事例 研究期間：2020 年 4 月〜 10 月
分析方法 : 認知症ケアカンファレンスをカテゴリー別に分析し
実践した。倫理的配慮として A 病院倫理委員会の承認を得て
行った。参加者に研究方法、目的を説明し研究への参加の有
無に関わらず不利益が生じないこと、データは個人が特定さ
れないように使用することを説明し同意を得た。
【結果】認知
症ケアカンファレンスを排泄・治療・活動のカテゴリー別に
実施した結果、排泄では、患者に合った排泄のタイミングを
把握しトイレ誘導を実施することで 5 事例中 4 事例が興奮す
ることなく過ごせるようになった。治療では、点滴刺入部位
に治療中と示すことやルート類を視野に入らないようにする
こと、医師と点滴時間を調整することで 2 事例中 2 事例が抜
去予防できた。活動では活動制限の原因となる身体拘束に着
目し、5 事例中 5 事例が段階別に解除期間の拡大と終了がで
きた。帰宅願望や昼夜逆転している患者は趣味を考慮した活
動、リハビリテーション時間の調整や家族の協力の元、家族
写真や手紙の持参により帰宅願望は減少し睡眠時間が 2 事例
中 2 事例確保できた。残りの 9 事例は短期入院や入院前より
長期臥床であり、カテゴリーには分類できなかった。
【考察】
患者の問題点をカテゴリー別にしてカンファレンスすること
で、治療優先のため安全対策で身体拘束する場面があっても、
不必要な活動制限を減らし患者を捉えたリスクアセスメント
が実施でき点滴の抜去予防に繋がった。睡眠時間を確保し、
生活リズムを整え、穏やかな時間を提供できた。カンファレ
ンスでカテゴリー別に実施したことは患者個人に合わせた看
護を考える機会となり、カンファレンス以外の場面でも排泄
や治療、活動を考慮し「ここが安心できる場所である」と認
識してもらいたいという内容と対応に繋がった。このことは
カンファレンス内容が看護に活かされていると考えられる。
患者に合わせた看護を継続することは、看護の質を高めるこ
とに繋がると考える。今後病棟が安心した看護を提供するに
は、看護を実践しつつ振り返る環境が必要であり、患者の身
体・精神状態の変化に合わせて定期的なカンファレンスを実
施し、看護計画、看護記録で共有していきたい。

【目的】A 病院の 2020 年度の看護師の職務満足度を調査し
2015 年度の調査結果と比較検討することで現状と今後の課
題を明らかにする。
【方法】調査期間：2020 年 6 月 23 日〜 6
月 30 日対象：A 病院に勤務する看護師 59 名調査方法：自記
式質問紙による 7 項目 50 問（看護観・人生観）（人間関係）
（看護管理）
（専門職としての自律）
（卒後教育）
（看護業務）
（福利厚生）のアンケート調査を行った。各設問 5 段階で点
数化し平均値を出した。分析方法：2015 年度と 2020 年度の
データを比較し、マンホイットニー検定を行った。倫理的配
慮：院内の倫理委員会の承認を得た後、対象者に研究の目的、
趣旨、不参加による不利益は被らないこと、得られた情報は
本研究のみ使用することを文章で説明しアンケートの回収を
もって同意を得た。
【結果】アンケート 54 名回収（回収率
91.5%）有効回答 53 名（98%）であった。2015 年度と 2020
年度の設問ごとの平均値を比較すると 50 問中 36 問が上昇し
ていた。有意差があった項目は（人間関係）の「今の自分は
モチベーションがアップしている」
（看護管理）の「私は能
力以上のことを求められている」
（専門職としての自律）の
「自分の判断で仕事を行うことが多い」（看護業務）の「患者
に対する治療に疑問を感じる」の 4 項目であった。
【考察】
「今
の自分はモチベーションがアップしている」は、前回調査時
は病院機能や職務環境が大きく変化した時期であり現在は病
棟編成の定着、病院方針の明確化からやりがいや意欲が上
がっているためと考える。
「私は能力以上のことを求められ
ている」は、看護師は知識や能力を低く評価し上司からの要
望との間にギャップがあるのではないかと考える。2020 年
度から「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会版）」を
導入したことで客観的に評価することができ個人の自信と成
長に繋がると考える。「自分の判断で仕事を行うことが多い」
は複数の患者を同時に受け持ちながら多重の課題に即応でき
る判断能力の必要性を感じていると思われる。また、「患者
に対する治療に疑問を感じる」は医師と治療目標を共有した
連携がうまくできていないことに要因があると考える。今回
の調査から以前よりも看護師の客観的評価・判断能力の向上
が必要であり、
「看護師のクリニカルラダー（日本看護協会
版）
」を活用し看護実践能力を高めるキャリア支援体制の充
実が必要である。また、医師との円滑な連携が課題であるこ
とが分かった。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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CCU 看護師の腰痛予防に対する行動変容のた
めの腰痛予防策の導入
キーワード：腰痛予防

集中治療室

行動変容

未熟児室看護師の２交代夜勤時に漸進的筋弛
緩法を取り入れた疲労軽減の取り組み

－仮眠前後の自覚症しらべとアミラーゼ値の評価－
キーワード：２交代夜勤 仮眠 漸進的筋弛緩法
自覚症しらべ 唾液アミラーゼ

○宮本 晃子
株式会社日立製作所日立総合病院

○田中 洋子・松本 直美・岩佐 雅子・中倉 智恵美

【目的】CCU 特有の腰痛が起こりやすい業務を調査し、調査
結果に基づいた腰痛予防の勉強会を実施して腰痛予防に対す
る意識を高め、行動変容に繋げる。また腰痛予防体操を実施
することで、元からある腰痛の軽減や新たな腰痛の発生を
予防する。
【方法】期間は 2020 年 7 月〜 11 月、A 病院 CCU
看護師 25 名を対象とした。腰痛予防策導入前に腰痛の有無、
頻度、程度、腰痛予防策実施の有無、腰痛予防に対する意
識、CCU 特有の腰痛の要因となる業務のアンケート 9 項目
を実施。その結果をもとに腰痛について、国外の腰痛予防、
CCU 業務での腰痛、腰痛予防のために必要なことについて
の勉強会実施。月 1 回の前屈測定実施、毎勤務前に小林らの
「5 分間で行える体操」を実施した。腰痛予防策導入後のア
ンケート内容は、腰痛予防策導入前アンケートから 3 項目削
除し、新たに腰痛予防策実施後の効果についての 6 項目を追
加した。腰痛予防策導入前後のアンケートを単純集計とウィ
ルコクソン順位和検定を用いて分析した（p<0.05）。倫理的
配慮は A 病院倫理委員会の承認を得た（番号 2020-59）。【結
果】腰痛予防策導入前後のアンケート回収率は 100% だった。
CCU 特有の腰痛の要因となる業務として、体位交換やおむ
つ交換、移乗介助があがった。腰痛予防策導入前後の腰痛予
防に対する意識・行動に関する 3 項目のアンケート結果の比
較では、全ての項目で有意差を認めた。勤務前 5 分の腰痛予
防体操を 4 か月実施し平均 4.88 センチメートル柔軟になり、
痛みの程度に関しては痛みに対して対処した方が良いと言わ
れている NRS 3 以上の疼痛を感じている人が 83% から 40%
に減少した。また腰痛予防体操を行って、「精神的にもスッ
キリした気分で働くことができた」「みんなで声を出してや
るからチームワークアップにつながった気がする」などの精
神面に関する意見が聞かれた。【考察】腰痛予防の勉強会を
行ったことに加えて、腰痛予防体操を実施したことで、腰痛
予防に対する意識が高まり行動変容に繋がったと考える。ま
た、腰痛予防体操の実施により柔軟性が増したことで、腰痛
の軽減に効果を示したと考える。さらに、勤務者全員で取り
組む腰痛予防体操は精神面においてもプラスの効果があった
と考える。

国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院

【目的】A 病院の勤務は 2 交代制で、未熟児室の夜勤は 2 人
体制で行っている。緊急時の対応を要するため未熟児室内で
仮眠をとっているのが現状である。この環境の仮眠では頭痛
や下肢のだるさを訴える看護師も多かった。そこで、震災で
速やかな睡眠導入と不安症状などの改善に効果が得られてい
る漸進的筋弛緩法（以下 PMR 法と略す）を導入し疲労軽減
に効果があるのかを明らかにする。
【方法】A 病院の公認心
理師から PMR 法の指導を受け、未熟児室の看護師 11 名に実
技指導を行う。仮眠時間は 2 〜 4 時、4 〜 6 時。自己記入方
式による質問紙調査、PMR 法仮眠前後に唾液アミラーゼ値
測定と自覚症しらべを行った。分析方法は記述集計、対応の
ある t 検定を行った。対象者には文章および口頭で、研究へ
の参加は自由意思であること、個人情報は一切公開せず、デー
タは研究以外に使用しないこと、同意後いつでも撤回できる
ことを説明した。【結果】PMR 法仮眠前後の唾液アミラーゼ
値は 30KU/L 以下でストレスはなく有意差がなかった。自覚
症しらべの 4 〜 6 時の仮眠前の平均値は、すべての項目で高
く仮眠後は 3 群不快感以外に有意差があった。（p<0.05）。自
由回答では「睡眠導入が早くすっきり目覚めた」
「睡眠の質
が上がった」
「足のだるさがとれた」
等の意見があった。
【考察】
今回、入院処置・急変時を除外したことや、体調や検査手技
の影響から唾液アミラーゼ値は基準値より低い結果となり疲
労に繋がるストレスはない状況と考えられ、唾液アミラーゼ
値のみでは PMR 法の効果があったとはいえない。また酒井
らは「最も活動性が低下するのは 2 時〜 6 時でありこの時間
帯に事故や過誤のリスクが増加するといわれている。このこ
とから 2 交替の場合には業務調整しこの時間帯に休息をとる
ことが効果的であると考える。
」と述べている。自覚症しら
べで 4 〜 6 時の仮眠前に平均値が 2 〜 4 時よりも高かったの
は、勤務後 12 時間が経過し疲労が蓄積された状態で、PMR
法を行ったことで仮眠前後の平均値に差が生じ、身体的、精
神的症状が軽減したと考える。しかし、4 時は業務が重なり
余裕がなくなるため仮眠をとる時間は業務に余裕のある時間
で調整をしていく必要がある。夜勤中の仮眠は、高い疲労抑
制効果があり仮眠前に PMR 法を行うとより睡眠の質が上が
ると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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「精神科看護師のメンタルヘルス」の概念分析
キーワード：精神科

看護師

メンタルヘルス

重症心身障害児施設で働く看護師のやりがい

概念分析

○川村 道子
宮崎県立看護大学看護学部看護学科

【目的】精神科に従事する看護師のバーンアウトは深刻な状
況を呈していることが把握されている。精神の病に追い込ま

キーワード：重症心身障害児

やりがい

承認される機会

○藤井 麻衣・北原 里香・野口 祐佳里・入谷 亮子・
西村 かをる
かがわ総合リハビリテーションセンター

れた患者に専門的な知識と技術をもってケアを行っている看

【目的】重症心身障害児施設で働く看護師がどんな時にやり

護師は、他の診療科に従事する看護師に比べるとメンタルヘ

がいを感じているかを明らかにする。【方法】研究対象者：

ルスマネジメント力は高いと思われるが、それ以上に負荷が

A 病棟での経験が 2 年以上の本研究の趣旨に同意・協力を得

かかっているとも考えられる。本研究では、精神科病院に従

られた看護師 6 名。調査方法：質的帰納的記述研究。質問内

事する看護師のメンタルヘルス対策を再考するための研究基

容は、
「重症心身障害児施設での看護にやりがいはあるか」
、

盤を明確にすることを目的に「精神科看護師のメンタルヘル

「どんな時にやりがいを感じるか」とした。データ収集期間：

ス」の概念の意味を明らかにする。【方法】Rodgers の手法

2020 年 9 月〜 2020 年 10 月。分析方法：インタビュー内容

に従って 30 件の文献の概念分析を行った。【結果】「自責の

から「やりがい」に対する文脈を抽出し、抽出した文脈 1 つ

念と不全感による看護の不安定さ」「身体の健康度低下」「職

の内容で区切り、
1 内容を 1 データとした。1 データ毎に要約、

務継続困難」の 3 つの属性が抽出された。「自責の念と不全

コード化し、サブカテゴリー、カテゴリー化した。分析にあ

感による看護の不安定さ」は [ 患者への陰性感情 ][ 看護の

たっては、研究者間の意見が一致するまで話し合いを重ね信

不全感 ][ 自責の念 ][ 抑うつ状態 ][ 自尊感情低下 ][ 看護実

頼性と妥当性を確保に努めた。
【結果】研究対象者のうち 4

践力低下 ] のテーマから構成されていた。先行要件として、

名が「やりがいがある」と答えた。その「やりがい」に関す

[ 患者の自殺 ][ 患者からの暴力や暴言 ][ 状況の予測困難 ]

る 36 の総データから、10〔サブカテゴリー〕
、3『カテゴリー』

[ 裁量度の小ささ ][ 多面的煩雑な業務 ][ 対象理解の難しさ ]

が抽出された。看護師は〔家族との信頼関係の大切さに気付

[ 看護評価の難しさ ][ スティグマによる支援者への支援困

いたとき〕や〔患者とのコミュニケーションが成立したと思

難 ] のテーマから構成された「精神科看護の特殊性」の他、
「人

えたとき〕に『患者の変化の理解や家族との信頼関係で得ら

生経験や看護実践知」「心身の健康度」「組織的支援体制」が

れるやりがい』を感じていた。また〔起こりうるあらゆる状

抽出され、看護の特性としての要件、個人の要件、所属する

況を予測できたとき〕に『重症心身障害児施設での看護の難

組織の要件から構成されていた。帰結としては、「授援力の

しさを理解した』ことでやりがいに繋がっていた。さらに

向上」「健康的な対処行動による感情の安定」「体験を省察し

〔倫理的思考を保つこととその人らしさの尊重〕や〔患者の

た発展的看護実践を目指す姿」が抽出された。【考察】概念

看護に対する情報共有ができたとき〕、〔目標の達成感と他者

分析を経て、本研究では精神科看護師のメンタルヘルスを「対

からの評価を受けたことで得られるやりがい〕から『チーム

象の回復を促す看護を遂行できる健康な心身を保持するため

や自己の目標とする看護ができたとき』にやりがいに繋がっ

のセルフケア能力、及び精神科看護の特殊性を踏まえた臨床

ていた。
【考察】やりがいを感じている看護師は、重症心身

実践力を有することにより、所属する組織内の協働において

障害児と関わるなかで『患者の変化の理解や家族との信頼関

その力を対象に発揮できる状態が維持・向上されること」と

係で得られるやりがい』を感じていることが分かった。また

定義した。このことは、精神科病院に従事する看護師のメン

『重症心身障害児施設での看護の難しさを理解した』ことか

タルヘルス対策では、1）メンタルヘルスのセルフマネジメ

ら、やりがいを感じるためには患者の変化を読み取る能力を

ント力の向上、2）精神科看護の特殊性を踏まえた臨床実践

磨き、患者を理解するため日々の関わりと努力が必要だと考

力の鍛錬、の 2 つの柱が必要であることを示している。この

える。そして『チームや自己が目標とする看護ができたとき』

内容を含んだメンタルヘルス対策を講じた活動を計画してい

にやりがいをもっていることから、チーム目標を明確にし、

くことが今後の課題となる。

それぞれが目指す看護ができるように、関わっていく必要が
ある。さらには患者から自らの看護を承認される機会が少な
いため、患者の家族やチームメンバー、上司から自分の意見
や看護を認められ、承認される機会をつくることがやりがい
に繋がっていくと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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潜在看護師の復職支援に関する文献研究

A 病院における師長の承認行為の現状 第 2 報

キーワード：潜在看護師

キーワード：承認

－日本と海外の比較から検討する潜在看護師支援－
復職支援

人的資源管理

－スタッフからの評価－
師長

スタッフ

○竹内 久美子

○増井 麻佳・野瀬 美保・森本 志保・工藤 淑恵

和洋女子大学看護学部看護学科

社会医療法人近森会近森病院

【目的】厚生労働省は、看護職確保に向け、看護職の定着と

【目的】A 病院では 2019 年に師長を対象に承認行為の現状に

離職防止、潜在看護師の再就職支援の強化を施策として提示

ついて、萩本により開発された「看護師長の承認行為尺度」

している。しかしながら、潜在看護師は増加傾向にあり、潜

を用いて調査を行った。師長は意識的に日常的な承認行為は

在看護師の再就職支援は十分とはいない。そこで日本と海外

行えていたが、肯定的な業務評価は十分でないことが明らか

における潜在看護師の復職支援に関連した研究の動向を明ら

になった。今回の目的は、スタッフを対象に師長が行う承認

かにし、潜在看護師の復職支援の一助することを目的とした。

行為の現状を明らかにすることである。定義：承認とは、相

【 方 法 】CINAL を 用 い て す べ て の 文 献 を 対 象 に、inactive

手に現れる変化・成長・成果に気づき伝える。【方法】看護

nurse（s）、potential nurse（s）、return to work、をキーワー

師 519 名を対象に質問紙調査を 2020 年 7 月 16 日〜 7 月 31

ドとして文献を抽出した。医学中央雑誌においても発表さ

日に実施。質問紙は、経験年数・『看護師長の承認行為尺度』

れているすべての文献（原著論文）について「潜在看護師」

22 項目・自由記載で構成した。対象者には調査の趣旨、公表、

「復職支援」をキーワードとしている文献を抽出しレビュー

個人情報の保護、参加の有無により不利益がないことを紙面

を行った。
【結果】CINAL 上で inactive nurse（s）* return to

で説明し同意を得た。
【結果】回収率は 87.4%、20 代 212 名、

work 63 件、potential nurse（s）* return to work 3 件であっ

30 代 124 名、40 代 76 名、50 代 32 名、60 代 7 名、無回答 3

た。このうち解説や記事、重複した論文を除く文献は 17 件

名であった。
『親密な交流』
『心地よい注目』は 8 割以上、
『支

であった。医学中央雑誌上で、潜在看護師 * 復職支援（原著

持的な相談・助言』では、
〈成果に対して個人的に言葉でフィー

論文）16 件であった。これらの文献 33 件をレビュー対象と

ドバックする〉
〈部下とよくコミュニケーションをとる〉は

した。研究内容は、潜在看護師を対象とした調査研究 14 件

8 割が、
「大変そう思う」
「そう思う」と肯定的な回答であっ

と、再就業の促進を目的とした研究 19 件に大別された。潜

た。
『肯定的な業務評価』は、
約 3 割が「あまり思わない」
「全

在看護師を対象とした研究では、『再就業に関する要因分析』

く思わない」と回答していた。年代別では、
『支持的な相談・

9 件『復職までのプロセス』2 件、
『潜在化の原因』2 件、
『潜

助言』は、〈部下とよくコミュニケーションをとる〉は、40

在看護師の看護技術に関する調査』1 件が行われていた。再

〜 60 代は 2 〜 3 割、20 〜 30 代は 1 割が「あまり思わない」

就業の促進を目的として行われた研究では、就職予定の病院

「全く思わない」と回答していた。〈創意工夫を認めさらに発

が実施する『就職前支援プログラムの開発』11 件、就職先

展させる機会を与える〉は、30 〜 60 代は 2 〜 3 割、20 代は

を限定しない『リフレッシャー（学び直し）プログラムの開発』

1 割が「あまり思わない」
「全く思わない」と回答していた。

6 件、
『復職後の支援』2 件であった。日本では『再就業に必

【考察】これまでの承認活動の影響もあり、スタッフは『親

要な要因分析』7 件、次いで『就職前支援プログラムの開発』

密な交流』『心地よい注目』『支持的な相談・助言』などの日

5 件と多かった。海外では、『就職前支援プログラムの開発』

常的な承認を受けていた。
『肯定的な業務評価』は十分され

7 件、次いで『リフレッシャープログラムの開発』5 件と多かっ

ておらず、前回調査の師長の認識と同じ傾向であることが明

た。
【考察】就職前支援プログラムの開発は就職・定着につ

らかになった。年代別の結果から、
師長は成長段階にあるキャ

ながっており、一定の成果をあげていた。しかし、長期的な

リア初期のスタッフに注目しているが、キャリア中期・後期

視点での評価はなく、成果指標を検討する必要がある。また

の看護師にも視点を広げ承認を行うことが必要であると考え

特定の病院への就職を目的としないリフレッシャープログラ

る。萩本は師長から承認行為を多く受けている部下ほど、職

ムや、ライフイベントに合わせた多様な働き方を新たな視点

務満足が高い傾向にあると述べている。師長はスタッフに意

で検討し、途切れないキャリアを創るしくみを検討する必要

図的に成長できる機会と場を与え意識して承認すること、コ

がある。

ミュニケ - ションを十分にとりその人の価値観を理解し承認
することが必要であると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅷ -19

ポスター M - Ⅷ -20

A 病院に勤務する外来看護師のワークエンゲ
イジメントの実態調査

A 病棟看護師が行うオムツ交換の現状と課題

キーワード：外来看護師 ワークエンゲイジメント
職場環境

キーワード：オムツ交換

○山口 幸子・飯尾 征子・構 由起子・前田 紹美
国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院

【目的】À 病院の外来は 13 診療科、雇用形態（常勤・非常勤）
の異なる看護師で構成されている。非常勤者は平日勤務のみ、
常勤者は平日勤務に加え、日・当直業務も行っている。外来
間の応援に加え、従来常勤者だけが行っていた病棟応援や救
急対応業務を非常勤者も担うようになった。業務の拡大によ
る影響を受けず、異動や退職の希望もなかったことから外来
看護師はどのような意識で仕事をしているのか知りたいと考
え、前向きな精神状態を表すワークエンゲイジメント（以下
WE と略す）を調査し、実態を明らかにする。【方法】対象：
外来看護師 48 名、熱意・没頭・活力で構成されたユトレヒト・
ワーク・エンゲイジメント尺度（17 項目版）を用い 7 段階（0
～ 6）で回答を求めた。職場環境は、峯田の研究を参考に承
認・成長の機会・仕事環境について独自の質問紙で調査し、
結果の比較は記述統計を行った。学術研究目的の場合、WE
尺度は使用可とされている。対象者に研究目的、内容、参加
の任意性、不参加による不利益を被らないこと等を書面で説

手技

病棟看護師

意識調査

○三木 百合子・三宅 弘江
JA 徳島厚生連阿波病院

【目的】安楽で業務負担の少ないオムツ交換に向けて、A 病
棟看護師の意識調査を行い、オムツ交換の現状と課題を明ら
かにする。
【方法】対象：A 病棟看護師 24 名。方法：オムツ
交換に関する独自のアンケート調査用紙を作成、実施する。
分析方法：属性を含む質問項目については単純集計し、研修
受講経験が「ある」群と「ない」群、経験年数「1 ～ 20 年」
群と「21 年以上」群で比較し、フィッシャーの正確確率検
定を実施した（p<0.05）
。オムツ交換に関する意見はコード
化し、カテゴリーに分類した。倫理的配慮：本研究の目的を
文章で説明し、アンケート調査は無記名とし、不利益を生じ
ないよう配慮した。所属施設の倫理審査で承認を得てから実
施した。【結果】アンケートの有効回答は 21 名で、研修受講
経験が「ある」群 13 名と「ない」群 8 名では、オムツ交換
ケアの質問項目に有意差はなかった。また、経験年数「1 ～
20 年」群 7 名と「21 年以上」群 14 名の比較では、排泄ケア
の「睡眠を妨げないようにオムツ交換の時間を考慮している」

に「はい」と答えた 7 名のうち 7 名、「患者の排泄パターン
明し、提出をもって同意を得た。【結果】有効回答率 100％、 （回数・量など）を把握している」に「はい」と答えた 13 名
常勤者 17 名、非常勤者 31 名であった。WE 結果は全体平均
のうち 11 名と、2 つの項目で「21 年以上」群が有意に多かっ
3.2（SD 0.9）、常勤 3.1（SD 0.9）、非常勤 3.3（SD 0.9）
、活力：

た（p<0.05）
。オムツ交換に関する意見は、4 つのカテゴリー
常勤 3.0、非常勤 3.4。熱意・没頭：常勤 3.1、非常勤 3.6 であった。 『オムツ交換に関する問題』『オムツ交換に関して負担に思う
該当する職場環境の結果、常勤は「同僚から賞賛や労いの言
こと』『参考にしたいオムツ交換』『期待される改善策』に分
葉かけがある」
、非常勤は「仕事で成長する機会がある」の
回答が多かった。また、外来看護師の 45 名が外来での勤務
継続を希望していた。【考察】石塚らの研究では、国内看護
師の WE の平均は 2.7 ～ 3.6 であり、外来看護師全体の結果
も同様であった。常勤と非常勤を比較した結果、すべてにお
いて非常勤が上回っていた。厚生労働省の令和元年版労働経
済分析の結果では、「仕事の難易度が上昇したものの、やり
がいのある仕事として捉えた場合その挑戦的なストレッサー
は、個人の成長を促進するものとなり得る」と述べており、
非常勤者は職場環境の調査でも「仕事で成長する機会がある」
と回答していたことから、業務の拡大による負の影響を受け
ず前向きに捉えた個人の成長が WE を高めていると考える。
また、常勤者は同僚からの賞賛や労いの言葉が WE を維持さ
せており、両者とも外来勤務を継続したい思いに繋がってい
ることが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

類した。また、21 のサブカテゴリーとして、「身体的負担」
「業務の負担」
「適正な交換回数の改善」
「ケアスキルアップ
学習会の提供」等が挙げられた。【考察】病棟看護師は、経
験年数が多い者ほど排泄パターンを把握し、より良い睡眠が
得られるよう配慮している。これは、眠りの質が悪ければ日
中の活動性や意欲も低下し、安楽は得られにくいという高齢
者の特性を理解した上で、個々の排泄パターンに応じたケア
を提供していると考える。また、オムツ交換に関する意見で
は、ケアに要する時間と労力を問題視し、定時交換回数の改
善を期待している。A 病棟では 1 日 7 回のオムツ交換を定時
交換としている。今後の課題として、患者の排泄パターンを
考慮した交換回数を検討し、スタッフの排泄ケアへの意識向
上と、患者にとって安楽な排泄ケアが実施できるよう学習に
取り組む。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅷ -21

ポスター M - Ⅷ -22

入院患者受け入れ時に看護師が抱える負担の
軽減

COVID-19 流行時の感染病棟に勤務する看護
師のストレス調査

キーワード：入院時看護記録
定型文

キーワード：第二種感染症指定医療機関
ストレス

負担軽減

記録時間の短縮

COVID-19

○小林 由美子・川原田 浩子・橋本 由香里・
谷 裕希・鶴我 裕子

○田中 優花・山本 桃子・矢野 愛実・洲崎 真日子・
野崎 友香理・松浦 昌子・池田 恵・佐藤 静香

田川市立病院

高松市みんなの病院

【目的】患者受け入れ時の看護業務が多く看護記録に時間を

【目的】ストレスの内容や要因を明らかにし、ストレス負荷

要すという声が聞かれた。入院患者受け入れ時の看護記録に

を最小限にするためのサポートを見出す。
【方法】職業性ス

関する業務改善を行う事が看護師の負担軽減に繋がったのか

トレス簡易調査票 57 項目を用い、感染病棟運用前後で調査

を明らかにする。
【方法】B 病棟看護師に入院患者受け入れ

を行い、ウィルコクソン符号付順位和検定により、ストレス

時に負担に感じている事をアンケートで明らかにし対策方法

度を比較した。また、独自のインタビューガイドを作成し対

を検討し実施。業務改善後に負担が軽減できたか、どのよう

象者に半構造性面接を行い、ストレスの内容や要因を分析し、

な点が負担の軽減に繋がったのかを再度アンケートした。業

サポートを見出した。なお、本研究は倫理委員会の承認を得

務改善前後の記録に要す時間を入院時チェックリストの項目

て対象者が特定されないように配慮した。
【結果】調査票に

毎に比較し分析を行った。【結果】B 病棟看護師 23 名、業務

よるストレス度の比較では、ストレス要因の 5 項目で有意差

改善前アンケート回収率 95%。入院時看護記録で負担に感

が見られた。インタビューで得られた内容から 44 個のデー

じている点は、「入力する事が多い」「記録が多く患者対応に

タが抽出された。それらを類似性でまとめ、18 のサブカテ

時間を費やせない」というアンケート結果であった。改善し

ゴリーを構築し、6 つのカテゴリーに分類した。また、イン

てほしい点は、「入院時の看護記録を簡素化してほしい」「定

タビューで得られたデータを NIOSH 職業ストレスモデルに

型文・看護計画を充実してほしい」という回答であった。入

沿って緩衝要因を抽出し、４種類のサポートに当てはめた。

院時チェックリストをもとに、入院時看護記録の定型文を作

ストレスとして抽出されたカテゴリーは、急な勤務形態の変

成。各委員会の規約をもとに、入院時初期評価で計画立案が

更による「環境」患者への接触を最低限とする「看護へのジ

必要となる項目の看護計画の定型文を作成。定型文を病棟ス

レンマ」自身や他者への「感染媒介」他部署への「応援」孤

タッフの電子カルテのお気に入りに追加し入力方法の統一化

独や感染防具不足などの「不安」コロナハラスメントなどの

を図った。標準看護計画の見直し・追加を行った。業務改善

「社会的ストレス」の 6 項目であり、全てのカテゴリーの根

後再度アンケートを実施、回収率 91%。負担が軽減されたか

底に「不安」が見出された。【考察】ストレス度の比較にお

の問いに対し「はい」と答えた人は 95%、「どちらでもない」

いて、ストレスの要因 5 項目以外に有意差が見られなかった

と答えた人は 5% であった。負担軽減に繋がった点は、「記

のは、調査票の内容が、感染における専門的な内容でなかっ

録時間の短縮によりケアの時間が増えた」「入力の手技が少

た事が一要因として考えられる。全てのカテゴリーに共通し

なくなった為入力が楽になった」「項目が整理され、記録の

た不安の要素は「感染」によるものであり、収束が見えない

漏れがなくなった」と回答あり。入院患者受け入れに要す時

限りは継続されるものと考えられる。しかしその不安へのサ

間について、対策前は 96.7 分、対策後は 74.5 分と対策後の

ポートとして最も大きかったのは情緒的サポートであり、そ

方が 22.2 分減少していた。【考察】入院時看護記録が多く、

れは不安な勤務の中、各々にコーピング行動が働き、レジリ

時間を要すことに対し負担に感じていることが明らかになっ

エンス力（ストレスや逆境に上手に対応出来る能力）へ繋がっ

た。定型文を作成しお気に入りに追加登録することで、入力

た事が推測される。ストレスの軽減には、周囲からのサポー

が簡素化でき記録時間の短縮に繋がったと考える。入力事項

ト力が重要な基盤要素であるが、レジリエンス力を高める事

を統一することで必要な患者情報を整理でき、標準看護計画

が、個々に実施出来る直近の有効な方法であると考える。結

の追加・看護計画の定型文を作成することで、入院時に適切

論、全てのカテゴリー（ストレス）の根底には不安があり、

な看護計画を立案でき、時間の短縮に繋がったと考えられる。

そのストレスや不安の軽減には、レジリエンス力を高めるこ

記録時間が短縮されると、その他のケアに時間を費やせるた

とが有効な方法である。

め、看護業務における時間短縮はとても重要なことである。
そのことが、看護師の負担軽減に繋がったと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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ポスター M - Ⅷ -23

ポスター M - Ⅷ -24

一般病棟から感染症病棟に移行した A 病棟の
看護の実態
－感染症病棟移行から 3 か月を振り返る－
キーワード：感染症病棟

新型コロナウイルス感染症

看護

COVID-19 のクラスターと闘ったスタッフを
支えるマネジメント

－ナラティブを活用した分析－
キーワード：院内感染

クラスター

○岡崎 智絵

○吉村 紀代 ¹・坂本 めぐみ ²

地方独立行政法人明石市立市民病院

¹ 所沢ロイヤル病院
² 公立小松大学

【目的】一般病棟から感染症病棟への移行から 3 ヶ月後まで
の A 病棟看護師の新型コロナウイルス感染症患者への看護
の実態を明らかにする。【方法】対象：令和 2 年 6 月に A 病
棟に勤務する看護師全員。データ収集方法：ナラティブの手
法を用いて「新型コロナウイルス感染症患者への看護実践と
工夫について」のグループインタビューを実施した。IC レ
コーダーに録音、逐語録に起こしカテゴリ化する。倫理的配
慮：対象者に同意書に沿って口頭と書面で説明を行い、明石
市立市民病院看護部倫理委員会の承認を得て行った。【結果】
研究協力者は 25 名、参加率は 100%。約 1 時間のインタビュー
の中でナラティブの手法により語られ、切り取ったデータは
104 であり、それを類似性や関連性を検討し 27 個のカテゴリ
に分類できた。さらに抽出度を上げて 13 個の上位カテゴリ
が導き出された。上位カテゴリのうち、《カンファレンスを
活用した患者を支える看護の模索》は 20 のコード、
《感染対
策に対する責任と看護師の認識の変化》は 16 のコード、
《PPE
（個人用防護具）を装着することでのコミュニケーションの
困難感》は 15 のコード《患者の思いを共感し寄り添う看護》
は 11 のコードで形成された。【考察】一般病棟から感染症病
棟への移行に際し、
《漠然とした不安と緊張感》を抱いていた。
しかし、[ 自分の行動一つで感染を広げてしまうかもしれな
いという責任感 ] を持ち、マニュアルを作成し運用する中で
《感染対策に対する責任と看護師の認識の変化》を実感して
いた。その思いの変化の背景には [ 先輩が正しいことを言っ
ているイメージがあるけど、後輩のほうが新しい情報を持っ
ていて訂正してくれた。「言ってくれてありがとう」って思っ
た。] という《正しい情報を素直に受け入れられる職場風土》
があったことが大きな要因であると考える。感染症患者の看
護を実践するにあたり、多様なケースのディスカッションを
行ったことで [ わからないことを話し合う場が多くなったこ
とで自分の意見が言いやすくなった。] と行動の変化をもた
らし、
《カンファレンスを活用した患者を支える看護の模索》
になり、
《感染対策に対する責任と看護師の認識の変化》に
つながり、チームダイナミクスを学び、学習する組織として
成長したのではないかと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

ナラティブ

KH-coder

【目的】COVID-19 のクラスター発生という危機的状況下で、
看護・介護職がどのような感情を抱いていたのか言葉を分析
することで、今後の看護管理の示唆を得る。
【方法】2020 年
6 月〜 12 月、首都圏の慢性期病院の看護職、介護職を対象に
COVID-19 のクラスター発生時の体験について自由記載を行っ
た。所属する施設の倫理審査の承認を受け属性、性別、職種
等は無記入とし強制力のない状況で対象者を募集、承諾を得た
97 名の記載を感染発生病棟と感染が発生しなかった病棟、応
援スタッフの 3 群に分けて分析した。分析は KHcoder を用い
て頻出語を抽出、それぞれの語彙の関係性を明らかにするため
に共起ネットワーク分析を行った。
【結果】感染発生病棟では、
8 カテゴリーが出現した。
「病棟」を中心に「感染」
「患者」
「感
染」
「隔離」が頻出し、
「患者家族」と「行く」の言葉が出現した。
そこに関連して、
「自宅待機」や「応援スタッフ」に関する言
葉が出現していた。
「感染対応」
「病院のクラスター発生」につ
いての言葉の集合となった。感染が発生しなかった病棟では、
9 カテゴリーが出現した。
「患者」を中心に、
「家族や仕事のこ
と」
「院内感染発生への思い」
「病院がニュースとなったこと」
の言葉が出現していた。そして「応援スタッフへの感謝」
「日々
の業務」への対応という言葉の集合となった。両群とも「感染」
と「不安」が連結していたが、
感染発生病棟では「不安」に「恐怖」
が連結していた。応援スタッフでは、6 カテゴリーが出現した。
「感染」に「不安」
「恐怖」を持ちながらも、
「患者」
「看護」
「対応」
という言葉や、
「働く」
「経験」という言葉が出現した。また全
体でみると「上司」や「師長」という言葉の出現率は低い結果
であった。
【考察】院内感染に対する、不安や、恐怖を抱きな
がらも、患者のこと、自分の病棟のこと、日々の業務のことと
いった、看護に対する使命感を感じる言葉が出現していること
が多いことがわかる。このことから、危機的状況にありながら、
医療人としての責任を持ち、前向きに看護に取り組む職員が多
いと考えられる。
「上司」や「師長」という言葉の出現率は低
く、看護管理者、病棟管理者が部下に影響を及ぼす存在となる
必要があり、
今後の課題と考える。一方で、
ナラティブを活用し、
自分の今の気持ちを整理し、経験を次に生かすことに役立った
と考える。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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介護施設での新型コロナウイルス対策

－看護師在中 1 名の中で、介護職員との連携・協働
により取り組んだ感染防止対策の報告－
キーワード：新型コロナウイルス対策
看護師在中 1 名

多職種連携・協働

○大賀 由美子・柴田 直樹・神崎 泰子・小川 恭平・
佐藤 俊介・井田 英宏
医療法人社団明生会明生苑

【目的】2020 年 2 月からの新型コロナウイルスの流行に伴い、
介護施設でも感染防止対策が必要になった。過去に例がない
新型コロナウイルスに関しては情報が不足しており、感染拡
大に伴い職員間でも不安が増していった。感染初期の段階で
は、感染対策物品は日常の介護ケアで用いるグローブやマス
クと、ノロウイルス対策用の吐物処理物品一式が用意されて
いる程度であった。このような情報不足・物品不足・対策不
足を解消すべく、職員が一丸となって感染対策に取り組むよ
うになった過程を、チームメンバーの一人として報告する。
【方法】1. 情報の収集：リスクマネジメント委員会を開催し、
厚生労働省や市町村、法人から届く情報の集約。2. 出来てい
ない事の対策：PPE とゾーニングの知識不足あり、法人グ
ループの感染対策委員会の参加や、Web での講習会に参加。
PPE やパーテーションが不足若しくは無い為購入。PPE の
着脱方法の勉強会を実施。ゾーニングのシミュレーションを
実施。3. 行動の評価：共通理解が難しいものあり、マニュア
ルを作成（例：次亜塩素酸ナトリウムを用いた環境消毒マニュ
アルの作成）。決められた時間に実行するものはチェック表
を作成（例：職員検温及び健康チェック表や、換気チェック
表の作成）
【結果】1. 手の接触を減らす為、玄関の手指消毒
を足踏み式スタンド型に変更。シルバーカー歩行の方から足
で踏むのは危ないと指摘あり、手で押すのも良しとした。2. 利
用者個人のコップを揃え、来苑時の手洗い・うがいを徹底
した。3. 木製の手摺は次亜塩素酸ナトリウムの消毒で良いか
という議論あり。手摺はビニール樹脂加工してある為、次亜
塩素酸ナトリウムでの消毒続行とした。4. 使用済み PPE を、
施設内を通って建物裏の廃品回収スペースに捨てに行ってい
たが、感染物持ち込みリスクあり。蓋付きステンレスゴミ箱
を購入し、PPE 破棄後は速やかに外回りで捨てに行く事と
した。
【考察】新型コロナウイルスの流行により、施設看護
師は感染対策の面でもこれまで以上に重要な役割を担う事に

認知症ケアチーム活動報告

－身体拘束実施率からみえたこと－
キーワード：認知症

チーム

課題

○須藤 奉久・渡邉 綾
医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院

【目的】A 病院は地域の拠点病院として急性期医療を中心に
予防・在宅医療まで幅広くその役割を担っている。2019 年
12 月に医師、
副看護部長、
認知症看護認定看護師、
社会福祉士、
作業療法士、
医事課の 6 名で構成される認知症ケアチーム（以
下チーム）を立ち上げた。活動内容は委員会を定期的に開催
し、運営方法を検討しながら、認知症ケアカンファレンスお
よびラウンドを週に 1 回行っている。ラウンド対象者は 1. 認
知症高齢者の日常生活自立度 3a 以上
るうえでの課題の発生

2. 治療・ケアを進め

3. せん妄・BPSD への対応

4. 身体

拘束解除に向けた取り組みに該当するものとした。本研究で
はチームの活動を振り返ることで A 病院の課題を明らかに
し、今後の活動につなげる。
【方法】2020 年 1 月から 2021
年 1 月までのチーム活動のラウンド及びカンファレンス、認
知症高齢者の身体拘束実施率（以下身体拘束実施率）から課
題の抽出を行う。【結果】チーム介入件数は 2020 年 1 月から
2021 年 1 月まで 271 件であり、BPSD の予防・緩和における
助言や身体拘束の解除に向けた検討や実践を行った。A 病院
全体でみた身体拘束実施率の年間平均は 2020 年度：75.0%、
2020 年 4 月から 2021 年 1 月：58.9% と減少。また、2020 年
4 月から 2021 年 1 月までの身体拘束実施率を一般病棟別に
みると平均 A 病棟：50.2%、B 病棟：40.9%、C 病棟 45.1%、
D 病 棟 67.3%、E 病 棟 26.2%、F 病 棟：48.9%、G 病 棟 72.9%
という結果になった。
【考察】A 病院における認知症者の身
体拘束実施率は病棟間格差があると示唆された。G 病棟は救
急科を主とする病棟である。田所らの先行研究では「2 次救
急病院においては救急外来受診者の 15.4% が認知症患者で、
そのうち 54.9% が入院を要する」と、示されている。そのた
め、A 病院においても救急科に入院する認知症患者の増加が
予想され、これらの問題への対応として、看護師が認知症患
者の正しい理解をすること。また、認知症患者の看護目標達
成に向けた尊厳あるケアの実践を行うことが課題であると考
えられる。そのため、救急科に焦点をあて、認知症ケアチー
ムが介入をする必要がある。

なったと考える。感染防止対策を実行に移す中で、常に新し
い情報とそれに適合した対策の強化や変更が欠かせない。疑
問や不安な点は、行政や医療法人グループの感染対策委員会
に質問を投げかける事等で解決に努める必要がある。看護師
在中 1 名という介護施設では、多職種との連携・協働が欠か
せないと考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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A 病院の認知症ケアチームの活用状況と今後
の課題
キーワード：認知症ケアチーム

病棟看護師

活用

○大木 美穂・木村 直美・剣持 る美

排尿ケアチームの取り組みと活動報告
キーワード：排尿ケアチーム 排尿自立指導
排尿ケアリンクナース 下部尿路機能
排尿自立度

○吉野 紗也佳・長澤 万希子・松田 幸子・
鈴木 里恵・塚越 美典・西村 理恵子・佐藤 朗子

原町赤十字病院

【目的】A 病院は 2017 年 4 月に認知症ケアチームを立ち上げ
活動を開始した。A 病院の病棟看護師が認知症ケアチームを
どのように活用しているかを調査することで、今後の認知症
ケアチームの課題を明らかにすることを目的とする。【方法】
調査期間は 2020 年 2 月 5 日〜 2 月 18 日で、対象者は A 病
院の病棟に勤務する看護師 81 名である。調査方法はアンケー
ト用紙を用いて、認知症ケアチームを活用したことがない理
由、活用したことがある内容について調査し量的に分析した。
倫理的配慮としては、対象者に対して研究の目的と方法、研
究参加の自由、匿名性の確保、研究結果の公表について文章
で説明し、アンケート用紙の投稿をもって同意の意思確認と
した。本研究は A 病院の倫理委員会の承認を得ている。
【結果】
アンケート回収率は 91% であった。認知症ケアチームを活
用したことがない看護師は 3% で、活用したことがある看護
師は 97% であった。認知症ケアチームを活用したことがな
い看護師の理由は「活用方法がわからない」が 2%、
「活用す
る機会がなかった」が 1% であった。活用したことがある看
護師の活用内容は、
「認知機能障害や行動・心理症状について」
は 69%、「せん妄症状の対応」は 68%、「認知症の症状への非
薬物療法」は 66%、「身体拘束しない工夫や解除の工夫」は
65%、
「認知症の症状への薬物療法」は 58%、「転倒転落への
対応」は 51%、「センサーマット等の適応」は 50%、
「認知症
ケア研修会の参加」は 46%、
「認知症の精査や診断」は 34%、
「以
前有効であった認知症ケア」は 28%、「認知症患者の人生史
や生活史」は 27%、「自身が行っている認知症看護に対する
承認」は 27% であった。【考察】認知症ケアチームの活用内
容については認知症の症状やせん妄症状の対応が多く、病棟
看護師が認知機能障害のある患者への関わり方に苦慮してい
るためと考える。また、病棟看護師は認知症の症状に対して、
まず非薬物療法の検討や身体拘束をしない工夫を行い、次い
で薬物療法の検討を行っている事が伺える。A 病院の認知症
ケアチームの今後の課題は、認知症患者の人生史や生活史を
看護に活かす事と認知症看護の承認を行うことである。

帝京大学ちば総合医療センター

【目的】排尿ケアチーム発足後の取り組みについて評価し、
今後の課題を明らかにする。【方法】期間は、2019 年 2 月か
ら 2020 年 2 月。対象は、A 病院で排尿ケアチームの介入し
た 42 名。倫理的配慮として、病院看護部倫理審査会にて承
認を得て実施した。
【結果】介入した患者の人数は男性 29 名、
女性 13 名、合計 42 名。外科系 39 件、内科系 3 件、平均年
齢は 71 歳。介入回数の平均は 1.9 回。尿道留置カテーテルの
留置期間は平均 11.3 日。排尿ケアチームが介入する前の排尿
自立度は 4.9 点、介入後は 3.7 点に改善し、下部尿路機能は、
介入前 3.7 点から介入後は 3 点へと症状の改善がみられた。
活動内容は、週 1 回のカンファレンスとラウンドを実施し、
排尿日誌や残尿量、飲水摂取量の確認及び、骨盤底筋体操・
自己導尿・排尿誘導・患者の状態に合わせた排泄方法の指導
を行った。多職種で成り立つチームであるため、投薬内容の
変更やリハビリテーション状況の把握など、患者の個別性に
合わせ病棟看護師と情報共有を行った。また、排尿ケアリン
クナース会を年 4 回実施し、各病棟のリンクナースに対し、
排尿ケアチームへの依頼方法や残尿測定に使用する超音波機
器の使用方法、自己導尿指導、排尿日誌の記載方法、介入件
数の報告を行った。
【考察】介入回数の平均が 1.9 回と少ない
理由としては、急性期病院であり在院日数が短いことがあげ
られる。また、十分に活動内容が周知されておらず、早期介
入が必要な事例においても、患者抽出に難渋していることや
依頼方法を理解できていないことが示唆される。そのような
中でも排尿自立度・下部尿路機能の改善がみられた要因とし
ては、病棟看護師や理学療法士と連携し、排泄動作の確認と
情報共有により介入した対策が、日常ケアで継続されたこと
によると考える。患者抽出においては、病棟により差が生じ
ていたが、外科系病棟では術後の機能障害の可能性を予測し
やすいため、介入件数が一定数あることが考えられる。介入
件数が伸び悩む内科系病棟では、事例を用いた患者抽出方法
等を考慮するなど、伝達・指導において工夫が必要であると
考える。チーム活動と個々の看護師の日常ケアが揃って、共
に包括的排尿ケアを拡大していくことを目標に、リンクナー
スの活用やカンファレンス・勉強会等の内容を検討し、今後
の活動を展開していく必要がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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免疫関連有害事象の早期発見とアセスメント
の質の向上にむけた取り組み
－チェックシートの運用から質の高い問診をめざし
て－
キーワード：免疫チェックポイント阻害薬

問診

irAE

リハビリテーションセラピストの転倒・転落
リスク評価の視点
キーワード：転倒・転落 アセスメントスコアシート
リハビリテーションセラピスト 視点

○藤綱 太郎・長谷川 友里・藤原 愛

○藤本 尚裕・松岡 実和

三田市民病院

国家公務員共済組合連合会舞鶴共済病院

【目的】転倒・転落アセスメントシートの「感覚」
、
「活動領

【目的】免疫チェックポイント阻害薬（ICI）による免疫関連
有害事象（irAE）は、従来の抗がん剤に比較し、出現時期
の予測が難しく、形態も複雑であることから、注意深いモ
ニタリングと症状を想定した問診による早期発見が重要であ
る。そのため、irAE の早期発見を目的に、問診方法の検討
を行い、より、ICI の理解が深まるよう周知活動を実施し、
外来がん看護の質の向上に努めた。その結果、スタッフの認
識に変化があり、新たに、irAE に対するスタッフの不安や
懸念も明らかになったため、報告する。
【方法】外来看護師
24 名を対象に、ICI と具体的な irAE について勉強会を実施
し、薬剤師と共に、問診票・チェックシートを新たに作成・
運用を行った。問診票は、患者の言葉から症状に焦点をあて
作成し、irAE の具体的な項目については、資材で補完を行っ
た。実際の運用状況については、患者来院時に問診票の記載
事項を電子カルテより確認した。8 か月の運用後、運用状況
を確認した上で、外来看護師が抱く具体的な不安や懸念につ
いて、質問紙を用い実態調査を行った。倫理的配慮として、
対象者に、研究への参加は自由意志・任意であり、匿名性と
撤回しても不利益はないことを説明し同意を得た。
【結果】
これらの活動の結果、ICI と irAE について 19 名が理解が深
まったと回答し、電子カルテの記載事項でも充実を確認した。
ICI を使用される患者に対する不安や懸念については、17 名
の看護師が何らかの不安を抱えており、irAE の発生件数の
多い部署ほど高い結果となった。具体的には、問診の場での
irAE の説明に対する不安が最も多く、次に症状、症状発生
時の電話対応などが、それに続く結果となった。また、患者
要因については、副作用などの患者の理解が最も多く、がん
の進行と病期・治療の効果についてなどの項目が、次に多い
結果となった。【考察】ICI に携わる看護師の多くは、irAE
について実経験が乏しいことを自覚しており具体的な副作用
について理解が得られる環境であっても、患者の訴える症状
の発症・持続・変化について、多くの場面で、懸念を抱いて
いることが考察された。また、日常生活に影響しないような

域」、「認識力」の各項目について、患者の感覚機能、動作能
力を客観的に評価することを得意とするリハビリテーション
セラピスト（以下セラピストとする）の視点を調査すること
で、看護の視点を広げ患者の観察や情報収集に活用する。【方
法】研究対象者は A 病院の患者に対してリハビリテーショ
ンを行なっている理学療法士、作業療法士のうち本研究へ
自主的参加した 4 名。転倒・転落アセスメントスコアシート
の評価時、差異の生じやすい項目について評価の視点・アセ
スメント方法について半構造面接法を用いて逐語録を作成し
た。コード化した内容を抽象化してサブカテゴリー、カテゴ
リーに分類し、分析を行なった。
【結果】セラピストへのイ
ンタビューから以下の 5 つのカテゴリーを抽出した。［入院
前の患者の状態や ADL］［歩行状態］［感覚機能障害の程度
と要因］［認知機能や理解力の程度と判断力］［せん妄の出現
やそのリスク］【考察】セラピストはリハビリテーション介
入前から［入院前の患者の状態や ADL］を情報収集した上で、
入院中の［歩行状態］や［感覚機能障害の程度と要因］から
身体的な能力について身体の動きの細かい特徴を捉えた観察
を行っていた。その中で、身体機能に低下がみられること自
体を問題視して転倒・転落リスクを評価するのではなく、患
者と接する際に、患者自身がどの程度自身の ADL を把握し
判断できているか、医療者からの説明や指示を理解できるか
などの［認知機能や理解力の程度と判断力］を「認識力」と
して重視し介入していた。そして、それらの認知機能や身体
機能の低下をもたらす［せん妄の出現やそのリスク］につい
ても重視して観察していることがわかった。これらのことか
ら、セラピストは単に患者の身体機能だけでなく、患者自身
の病識や理解力、判断力といった「認識力」の評価を総合的
に行うことにより、患者をより多面的に観察していることが
明らかになった。これらのセラピストの視点は、身体機能と
認知力の観察に役立ち、今後の転倒・転落リスク評価や多職
種を交えたカンファレンスだけでなく、看護の視点を広げ患
者の観察や情報収集に活かしていくことができると考える。

軽症での症状の発現もあり、患者がセルモニタリングを行え
るような情報提供と環境作り、高齢・独居などの患者への治
療の継続にむけた社会的支援の構築が今後の課題となった。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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多職種ワークショップで見えてきたパッチテスト
（皮膚アレルギー検査）
の問題点と看護師の役割
キーワード：多職種連携 エキスパート看護師
パッチテスト 皮膚アレルギー検査

－ 7 割が緊急入院である A 病院独自の退院困難要因
調査票を作成して－
キーワード：退院困難要因 緊急入院 退院支援看護師
医療ソーシャルワーカー 多職種連携

○久野 千枝1 ・関東 裕美2 ・伊藤 明子3・
高砂 恵美4 ・飯島 茂子5 ・岩崎 美智子6・
相原 晶子6 ・松永 佳世子1

○西井 智子・高橋 弘子・寺西 順子

¹ 藤田医科大学医学部 ² 東邦大学医療センター大森病院 ³ なが
たクリニック ⁴ 西さっぽろ皮フ科・アレルギー科 ⁵ はなみずき
クリニック ⁶ 藤田医科大学ばんたね病院

【目的】パッチテスト（PT）はアレルギー性接触皮膚炎の原因
を確定することで、皮膚症状を漫然と治療することなく医療費
の削減につながるが、説明や準備に手間がかかることから実際
に PT を行っている皮膚科医療施設は多くない。AMED 松永
班「化粧品等のアレルギー成分確認方法の開発と標準化、普
及に向けた研究」の多職種ワークショップにおいて、PT を多
く行っている医療施設における看護師（Ns）の果たす役割と問
題点を把握し、その対策を検討する。
【方法】PT を多く施行し
ている施設 7 施設に 1. 年間 PT 件数、2.Ns の業務、3. 施行時
問題点、4. 工夫点、5.PT 後の看護指導、6. 必要な資料等をア
ンケートした。
【結果】1.1 施設あたり PT 数は年間平均 100 〜
300 件。2.Ns は日程調整、注意事項の説明を担当。準備・調製・
貼布は医師と協力。3. 問題点は、持参品の使用方法の確認に時
間がかかる、洗浄剤の希釈方法が異なる、製品の貼布方法が
正確に行えているか不安である、高齢者への説明時に理解を得
るのが困難であるなどであった。4. 工夫点は、PT の説明から
当日の検査までは同じ Ns が対応する、冊子を使用し説明を統
一する、持参品は前日までに持参してもらい調製方法を確認す
る、説明用紙を作成する、48 時間判定時 L 字のテープをマー
キングとして使用するなどであった。5.PT 後の看護指導として
は、原因製品等の回避の可否や症状の悪化・改善を医師ととも
に確認する、陽性アレルゲンついて生活指導し、アレルゲンを
含まない代替品を紹介するであった。6. 必要な資料等について
は、粉もの化粧品を 30% に希釈するグッズや洗濯洗剤の希釈
早見表であった。
【考察】
PT の準備と貼付は時間を要するため、
多職種が協力することが必要である。Ns が問診に関わること
で、PT をより的確迅速に行える。Ns から不安が多く聞かれた
希釈方法、希釈早見表、製品別貼布方法などは統一したマニュ
アルがあると安心安全に検査ができると考えた。今回化粧品企
業の安全性研究者の協力を得て、洗浄剤の希釈早見表を作成
し、多職種が協力して行うことでよりよい検査を行うことがで
きると考えた。PT は、持参品の準備など専門的な知識と技術
を必要とするため、検査が安全安心に行えるよう教育されたエ
キスパート Ns が必要である。検査の標準化や生活指導に Ns
が積極的に関わるための PT マニュアルの作成が必要である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

退院支援実践者の専門性を活かし協働できる
取り組み

はい
はい
はい

加賀市医療センター

【目的】7 割が緊急入院である A 病院は、退院支援部門の退
院支援看護師と医療ソーシャルワーカー（以下担当者）が退
院支援に関わっている。A 病院退院支援の実態調査をしたと
ころ、担当職種や振り分け時期に明確な規定はなく、担当職
種の専門性が活かせるとは言い難く、早期の協働も図れてい
ない状況であった。また厚生労働省が定める退院困難要因（以
下困難要因）以外にも様々な困難要因があった。今回、各職
種の得意・不得意な困難要因を聞き取り、専門性を考慮でき
るよう追記した A 病院独自の退院支援困難要因調査票（以
下調査票）を作成した。調査票を退院支援のツールとして利
用しながら退院支援を行うことは、担当者の専門性を活かし
協働できるのかを調査した。
【方法】調査票を担当者間で退
院支援のツールとして 2 か月間使用してもらい「担当者を振
り分けしやすいか」
「担当者の専門性を発揮できるか」の視
点でインタビュー調査した。
（倫理的配慮）研究参加者に研
究の主旨や研究の参加は自由であることを書面で説明し同意
を得た。A 病院倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
「職
種に合った振り分けが適切にされた」
「早期から退院支援介
入できた」と意見が出た。担当者の専門性を発揮できるかに
ついては「看護職として受け持つ自覚が芽生えた」
「専門性
や特殊性を活かせた」
「多職種に相談しやすくなった」との
意見があがった。一方で「チェックに時間を要する」「病棟
看護師と何が課題かを話し合うきっかけとなった」
「医師に
早期に確認するきっかけとなった」
「新しく退院支援に関わ
る人にはあったほうが良い」
「病棟からの発信として利用す
るとよい」との新たな意見も出た。
【考察】事前に各職種の
得意・不得意を聞き取っていたため担当を振り分けしやすく、
協働する職種が得意な困難要因にチェックされていれば、お
互いに相談するきっかけ作りとなった。そのため患者の状態
把握は依然と比べて高まり、課題解決の糸口を早期から見出
せたのではないかと思われる。またそれがより良い退院支援
を行う一助となったのではないだろうか。退院支援はひとつ
の職種だけで請け負えるものではない。各職種が得意で専門
的な部分を発揮し、チームになって協働することが大切であ
る。今後は担当者間だけではなく、病棟看護師や医師・リハ
ビリなど患者を取り巻く多職種チームとの協働をさらに図っ
ていく必要があると強く考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅸ - １

終末期ケアに関わる看護師の肯定的感情を抱
く要因
キーワード：終末期ケア

看護師

肯定的・否定的感情

要因

○百々 直子 ¹・福嶌 松代 ¹・江﨑 智子 ²

長野赤十字病院

【目的】A 病院 B 病棟は癌の終末期や腎不全末期など看護師
が死に直面する場面は少なくない。終末期ケアにおいて看護
師は、患者家族との関係において否定的感情を抱きやすい。
本研究は、終末期ケアに関わる看護師が否定的感情から肯定
的感情に変化する要因を明らかにすることを目的とした。
【方
法】研究対象は令和 2 年 9 〜 11 月に B 病棟に所属した、終
末期ケアを経験し本研究に同意を得られた看護師に、インタ
ビューガイドを用いた半構成的面接を行った。分析方法は
質的帰納的分析を行った。本研究は長野赤十字病院看護部倫
理審査会の承認を受け実施した。【結果】対象者は臨床経験
2 年〜 30 年の 6 名であった。看護師は《終末期患者家族へ
の対応が難しい》《終末期患者家族への関わりに自信がない》
など困難感、自信のなさ、葛藤という［終末期患者家族の関
わりに伴う否定的感情］を抱いていた。それは、《患者家族
と向き合い良い最期を迎えられるようにしたい》という［終
末期患者家族の最期の時に抱く願い］があり、それが思うよ
うにできないとき否定的感情を抱く。願いは《患者家族と良
い関係が築けるようになりたい》という［終末期患者家族へ
のケアに対する希望 ] となった。願い、希望が達成されると
《患者家族からの感謝の言葉が嬉しかった》《終末期患者家族
に寄り添うことができるようになった》など、満足感や達成
感という［終末期患者家族へのケアから得た肯定的感情］が
生じた。思うようにいかなかったときは、願い、希望、否定
的感情がよみがえってくる。こうした感情は《協力し合うこ
とで気持ちが楽になる》という［スタッフと共有することで
気持ちが肯定的になる］感情の変化が生じていた。【考察】
看護師は、終末期患者や家族への関わりに否定的感情を抱い
ており、心理的に大きな負担感となっていた。一方で《患者
家族と向き合い良い最期を迎えられるようにしたい》という
願いや希望も抱き、［終末期患者家族へのケアから得た肯定
的感情］を抱いた体験が、ケアに対する願いや希望を高めて
いると考えられる。しかし、思うようにいかない時は再び否
定的感情を抱く。否定的感情を支え肯定的感情を促進するの
は［スタッフと共有することで気持ちが肯定的になる］こと
であった。他者が感情を理解してくれたと感じることで自分
を肯定することができる。肯定的感情を抱いた体験の積み重
ねが困難に対処する自信に繋がると考えられる。
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－解剖生理グループワークによる協同学習－

キーワード：ワールド・カフェ 看護学生 異学年交流
連携 解剖生理

○大畑 優衣・伊藤 佳奈江・中田 夕加里・
佐藤 恵子

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

ワールド・カフェ方式での異学年交流が学生
間の連携に及ぼす影響 第 3 報

¹ 社会福祉法人枚方療育園関西看護専門学校
² グループホームそぉれ

【目的】看護学生の同学年間協同学習は学力向上に影響を与
えたが「学生間の連携」に課題が残った（第 1･2 報）。今回
は学生間の連携と学力向上のためピアチューターを上級生が
担う異学年間協同学習を計画した。そこで、一体感が得られ
意見も出やすいとされるワールド ･ カフェ方式での異学年交
流により、学生の連携が図れ交流が深まるのかを調査した。
研究目的はワールド ･ カフェ方式での異学年交流が学生間
の連携に及ぼす影響を明らかにすることである。【方法】（1）
デザイン：質的研究（2）時期：2019 年 6･7 月ワールド ･ カ
フェ実施前後（3）対象：1 年生 99 名と 2 年生 96 名（4）方法：
無記名自記式質問紙調査と自由記載（5）分析：学生の自由
記載から KHCoder を用いた計量テキスト分析を行う。倫理
的配慮は研究趣旨を説明し、匿名性質問紙調査の回収をもっ
て同意とした。関西看護専門学校倫理委員会の承認を得た。
【結果】回収率 96%。計量テキスト分析の結果、頻出語は「楽
しい」「先輩」「お菓子」で、共起ネットワークの中心であり
「交流」
「出来る」
「機会」
「勉強」
「ありがとう」が強い共起
関係にあった。実施前には「楽しむ」
「楽しみ」という記述
と共に「正直」「嫌」「不安」「時期」「面倒くさい」の否定的
な語句もあった。実施後では「楽しい」
「優しい」
「雰囲気」
「あ
りがとう」
「聞ける」
「出来る」
「話せる」の肯定的な語句（総
頻度回数 176 回）があがった。学年別で見ると 1 年生は「優
しい」
「先輩」
「分かる」
「質問」
「緊張」
、
2 年生は「自分」
「新た」
「発見」「国試委員」「雰囲気」の語句が目立った。【考察】人
間関係が不安定な 1 年生は、緊張しながらも 2 年生との関係
を築くことができ、2 年生は国試委員の自治活動や 1 年生の
学習姿勢に触れることで新たな発見を得ていたと考える。異
学年交流の実施前では否定的な記述もあり、交流への期待と
不安や回避したい気持ちが混在していた。しかし、実施後は
楽しさや優しい雰囲気の中で安心して意見交換ができ、お互
いを刺激し尊重し合えたことで感謝の気持ちが芽生え、それ
が連携を養う基盤になっていると考えた。更に学習について
の肯定的な語句の頻出回数も多いことから、ポジティブな感
情は学習の向上心を高めていたと推測する。結論として、ワー
ルド ･ カフェ方式での異学年交流は学習の向上心を高め、学
生間の連携に効果的であることが示唆された。
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成人看護学実習：慢性期における視聴覚教材
を活用したオンライン実習と臨地実習の目標
到達度の比較検討
－質問紙調査による分析－
キーワード：看護学生

看護学実習

領域別実習における看護学生支援に対する一
般病棟看護師の意識調査

－病棟看護師へのインタビューから、実習指導者と
しての支援の検討－
キーワード：学生指導 領域別実習
実習指導者

オンライン実習

○青木 郁子・粕谷 恵美子・林 久美子・柴 裕子
中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科

病棟看護師

○鈴木 有美・町田 かおる
東京衛生アドベンチスト病院

【目的】2020 年度の成人看護学実習：慢性期（以下、実習）
は COVID-19 の影響により、看護事例の視聴覚教材を活用
し た オ ン ラ イ ン 実 習（51 名、68.9%） と 臨 地 実 習（23 名、
31.1%）を実施した。本研究では、オンライン実習と臨地実
習の目標到達度を比較検討することにより、それぞれの長所
と短所をふまえた新しい実習様式を検討するための基礎資料
とする。【方法】調査時期：2021 年 1 月。調査対象：実習を
終了した看護系大学 3 年生 70 名。調査方法：無記名自記式
調査。調査内容：実習の目標到達度を 5：できた〜 1：でき
なかったの 5 段階評価で回答し、その理由を自由記述で求め
た。実習の目標は、1）受け持ちの全体像の把握、2）看護実践、
3）
他職種の役割・連携、4）責任ある行動、5）倫理的配慮に関
する内容である。目標到達度の各項目の記述統計値を算出し、
オンライン実習の学生を A 群、臨地実習の学生を B 群とし
t 検定を行った。統計解析は IBM SPSS®Statistics Ver.25 を
用い有意水準は両側 5% とした。自由記述は質的帰納的分析
を行った。本研究は所属機関の研究倫理審査委員会の承認後、
対象者に研究の趣旨と自由意志の尊重、個人情報の保護につ
いて文書と口頭で説明し、同意を得て実施した。【結果】質
問紙の回収は 42 名（回収率 60%）、未記入者を除外し 41 名（A
群 29 名・B 群 12 名）を対象とした。各目標到達度における
A 群と B 群の平均値は、A 群 3.8 〜 4.6（SD 0.62 〜 0.79）
、B
群 4.2 〜 4.8（SD 0.40 〜 0.65）であり A 群と B 群に有意差は
みられなかった。A 群の到達度が 4 以上の学生の理由は、1）
「じっくり考えることができた」、「フィードバックを通して
できた」
、
「グループで同じ事例のため、気づけなかったこと
にも気づいた」、2）
「状況を予測し必要な看護を考えた」であっ
た。到達度が 3 以下の学生は、1）「実習した感じがしなかっ
た」
、2）
「イメージができなかった」であった。【考察】結果
から A 群と B 群の到達度の差はなく、自由記述から A 群で
は教員のフィードバックを通し看護過程が学べたことが推察
された。また、患者のイメージ化が困難であったため、さら
に深くイメージできるよう教員の指導や学内演習の充実をは
かり、患者像をとらえ看護実践につながる方法の検討の必要
性が示唆された。

【目的】一般病棟における看護学生指導に関する病棟看護師
の意識や課題を把握することで、看護学生と病棟看護師に対
する支援方法についての示唆を得る。
【方法】A 病棟の看護
師 6 名へインタビューを実施、対象者の同意を得て録音した。
逐語禄を作成・コード化してカテゴリー化した。
【結果】イ
ンタビューの結果、6 カテゴリーと 24 サブカテゴリーが抽
出された。
『指導に関する悩みと不安』
に
「指導時間の確保」
「実
習に合わせた指導範囲についての悩み」
「実習目標達成につ
なげる指導方法についての悩み」「実習態度についての悩み」
「見えている患者の側面の違い」「短期間での看護展開の難し
さ」
「学生との心理的距離によるギャップ」
、
『現在の指導体
制』に「事前学習の活用状況と効果」
「学生勉強会の効果」
「学
生勉強会の提案」「教員との協力」「専任の臨床指導者の必要
性」
「指導共有の課題」
、
『看護師が捉える学生像』に「仲間
としての意識」
、『学生に対して感じている課題』に「アセス
メント力の不足」「コミュニケーション力の不足」「知識と実
践が関連付けられていない」、『指導で意識していること』に
「周手術期看護の特性を体験するための雰囲気づくり」
「肯定
的な関わり」「姿勢と態度」「座学と臨床がつながる学習への
援助」「実習環境の調整」「患者との関係」、『指導を通して感
じる喜び』に「学生の看護実践における成長を喜ぶ」とカテ
ゴリー化された。
【考察】一般病棟の看護師が学生指導を兼
任することで負担を感じ、さらに学生指導に対する意識の違
いから指導内容に差が生じているのでないかと推測し、意識
調査を行った。病棟看護師は指導時間の確保や指導方法に対
する悩みと不安を抱いていた。そのため、指導方法について
学ぶ機会が必要である。実習指導者が行っている学生勉強会
に対して一定の効果は感じているが、さらに看護実践能力を
養う機会を求める提案があった。そのため、現在の勉強会に
シミュレーション演習を追加できるよう教員や看護部と連携
し、指導時間の調整が課題である。病棟看護師は学生に対す
る仲間意識から課題を感じていたが、指導の際には肯定的な
姿勢や態度など学生が学びやすい場づくりを意識していた。
また、学生の成長を喜び、指導のやりがいを感じていた。今
後は病棟看護師の指導観を育むため、看護学生や患者からの
意見をフィードバックし、指導を振り返る機会を設ける必要
がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
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施設入所高齢者がライフストーリーを語る意
義について学生が捉えた施設別の特徴

在宅看護論実習記録にみる学生の「関心・意
欲・態度」の様相の検討

－実習レポートの分析から－

－情意領域に対する評価の検討－

キーワード：ライフストーリー
老年看護学実習

キーワード：関心 意欲 態度

高齢者施設

○吉原 悦子・金子 由里・溝部 昌子・丸山 泰子
西南女学院大学保健福祉学部看護学科

○首藤 八千子 ¹・脇 幸子 ²・大野 夏稀 ²・
末弘 理惠 ²
¹ 別府大学附属看護専門学校
² 大分大学医学部看護学科

【目的】老年看護学実習 2 では、介護老人福祉施設（以下、
特養）、特定施設入所者生活介護（以下、CH）、認知症対応

【目的】在宅看護論実習における情意領域の評価の検討に向

型共同生活介護（以下、GH）において入所高齢者を受け持

けて、実習記録を通して、学生の情意領域の学習状況を示す

ち、ライフストーリーを聞き取った。高齢者がライフストー

「関心・意欲・態度」の様相を明らかにする。【方法】研究対

リーを語る意義についてどのように捉えたのか、実習レポー

象：在宅看護論実習終了後の総括的評価が優、良、可の中か

トを作成している。この実習レポートから、高齢者がライフ

ら各々 5 名の実習記録を対象とした。データ収集方法：学生

ストーリーを語る意義について、学生の捉えた施設別の特徴

の卒業認定後、在宅看護論実習記録ファイルのすべてを回収、

を検討する。
【方法】実習で記載した高齢者がライフストー

対象とする実習記録を選定し、在宅看護に関する「関心・意

リーを語る意義についての実習レポートを分析した。本研究

欲・態度」の記述内容をデータとし収集した。分析方法：質

の実施に同意が得られたものを分析対象とし、計量テキスト

的統合法（KJ 法）を用い、データをラベル化し、抽象度を

分析（KH Coder（ver.3）使用）を行った。複合語を整理し、

あげつつラベル数が 6 〜 7 枚になるまでカテゴリ化（グルー

頻出語を抽出し、単体では意味の付与が困難な言葉は文章を

プ編成）を繰り返し、
< 最終ラベル > から [ シンボルマーク ]

確認しながら除いた。記述内容と実習場所を外部変数とし対

を抽出して、構造化（シンボルモデル図）
、叙述化した。倫

応分析を行った。解析されたデータは妥当性を確保するため

理的配慮：大分大学医学部倫理委員会の承認を得た。対象へ

に共同研究者で検討した。研究実施に際し、研究者所属大

研究の主旨、参加の自由意思、プライバシーの保護等につい

学研究倫理審査委員会で承認を得た（2019 年 8 号）。実習レ

て、文書および口頭で説明し、同意を得た。【結果】42 のラ

ポートの利用については、口頭と文書による説明と同意に基

ベルより、グループ編成を 5 回行い、7 つのシンボルマーク

づき実施した。
【結果】分析対象は 102 件で、総抽出単語数

が抽出された。学生の「関心・意欲・態度」の様相は、[ 療

は 9259 語であった。単語数の施設別割合は特養 33.3％、CH

養者と介護者の主体的生活への関心 ] と [ 自己の課題への気

31.4％、GH 35.3％であった。対応分析の結果、上位 5 語の頻

づき ] という、感情と認知の 2 つの関心が [ 看護への主体性

出語について、特養は、
「自信」「楽しみ」「刺激」「共感」
「ア

への動機付け ] となっていた。これらが相俟って < 療養者と

イデンティティ」で、CH は、
「活性化」
「肯定的」
「慈しむ」
「価

援助者の相互作用を通して療養者中心の根拠のある看護の深

値観」「維持」で、GH は、
「気付く」「自覚」「追体験」
「時代」

さを感じた > のような [ 看護実践力の土台への気づき ] と

「繰り返す」であった。【考察】学生が捉えた各施設の特徴は、

繋がり、さらにますます関心が高まり [ 対象尊重の倫理観へ

特養では高齢者がこれまでの人生を語ることで自信につなが

の意思 ] や [ 安全な援助の意思 ] の両面から [ よりよい看護

り、アイデンティティの強化になると捉えており、介護が必

への意思 ] の基盤となっていた。【考察】学生は看護の主体

要な高齢者の自己肯定感に着目していた。CH は、高齢者が

的意義に気づき、これが自分を伸ばしたいという動機づけに

これまでの人生を慈しむことで自身の価値観を見直し、生活

なっていたと考えられた。さらに学習内容に対する意味や価

の活性化や維持につながるとしており、高齢者の価値観に触

値の認識や、看護過程の展開における原因帰属の思考が動機

れ、そのことが生活につながっていると考えていた。GH は、

づけとなり、関心の対象が < 根拠のある看護 > へと発展し

認知症を有するという特徴を持つ。繰り返し話す内容がその

たと考えた。情意領域の評価は認知領域と連動して、動機づ

人の人生において大事なことであると学生は捉え、話を聞き

けが生じ、関心の深まりや、意欲・態度へと発展している様

一緒に追体験することで今まで過ごした日々の整理につなが

相が捉えられたことから、情意領域の評価は関心や意欲の相

ると考えていた。このことから、施設によって学生の捉え方

互関連性を見極め、形成的な評価によって動機付けを促すこ

に違いがあることがわかり、高齢者理解を深める手段として

とで情意領域を育成することにつながると考える。

学びを共有できる場の必要性が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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看護の組織文化と転職後に看護を学ぶ学生と
の関係に関する一考察

ルーブリック評価表を用いた沐浴演習におけ
る学生の学び

－
「看護」と「ヒエラルキー」をキーワードとした
文献検討より－

キーワード：看護基礎教育

キーワード：社会人経験

○小宮 美絵 ¹・清水 麻由子 ¹・村松 優子 ²・
柳川 千恵美 ²・渡辺 久美子 ³・小松崎 邦彦 ⁴

看護学生

看護

ヒエラルキー

○伊東 美智子
神戸常盤大学

【目的】
「看護」と「ヒエラルキー」に関する文献文献を行う
ことで、看護職に存在するヒエラルキーの実態について明ら
かにし、看護職が属する組織の特徴を掴む。それにより、異
業種から看護界に転職してくる社会人経験看護学生への教育
支援に活かす。
【方法】「看護」「ヒエラルキー」をキーワー
ドとし、学術データベース『CiNii Articles』と『医学中央雑
誌 Web 版 Vol.5』を用いて検索した国内文献を対象とした。
検討文献の種類や発表時期は拘らず、広く資料を集めた。そ
の結果、両検索サイトから 28 件が該当し、さらに内容を精
査して研究対象を 10 件に絞り込んだ。【結果】ヒエラルキー
は、看護職内、医療職内、対福祉職との間で各々認められた。
看護職内でのそれは、1800 年代にフローレンス・ナイチン
ゲールによって、部下に対するトップダウン的な面と達成感
を味あわせるリーダー像の両面を発揮して統率していたこと
が分かった。また、1950 ～ 1953 年の朝鮮戦争下では手術時
に外科医の第一助手として看護師が介助につき、それによる
看護師不足を補うために准看護師が生まれた。また、現代に
おけるヒエラルキーを映したものとして、多民族国家である
アメリカ在住の地元出身ではないアジア系外国籍看護師が、
自国の文化の差に戸惑いを生じ、仕事にも影響している様子
を記した文献があった。次に医療職内におけるヒエラルキー
では、手術や分娩において医師が上位に立つことを死守する
実態が述べられていた。その影響は、薬剤師との協働や緩和
ケアにおけるチーム医療にも及んでいた。福祉職との関係で
は、在宅医療の調整役であるケアマネージーが医療界のヒエ
ラルキーに不慣れなため、トラブルが生じやすいとの結果が
紹介されていた。【考察】ヒエラルキーが看護だけでなく医
療界全体に色濃い理由として、歴史的に戦争や災害といった
有事に対応し、専門職の人手不足を乗り切る方策であったこ
と。それは、看護が職業として誕生した時から組織管理を目
的に援用され続けていること。加えて人種偏見により、複雑
化していることが確認された。さらに、医療界全体が医師を
頂点としたヒエラルキーを構成しており、福祉職との連携を
難しくしていた。このよう組織文化が、新たに看護職に転じ
ようとする側からすれば馴染みがなく、寧ろ看護の学びに影
響している可能性が考えられる。この点を教員は理解してお
く必要がある。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ

看護学生

ルーブリック

沐浴

¹ 高崎総合医療センター附属高崎看護学校
² 千葉医療センター附属千葉看護学校
³ 西埼玉中央病院附属看護学校
⁴ 栃木医療センター附属看護学校

【目的】看護技術習得に向け、学生自身が望ましいパフォーマ
ンスがわかり、
主体的な学習ができるよう「沐浴の技術」のルー
ブリック評価表（以下「評価表」とする）を作成した。学生が
評価表を活用したことで得た学習内容の実態を把握し、より活
用しやすい評価表作成への示唆を得たいと考えた。
【方法】調
査対象：沐浴を履修する看護専門学校 2 年生 48 名。評価表は、
評価観点ごとに望ましいパフォーマンスがわかる表現を用い、
それにつながる動作（以下、
「期待する動作」とする）を挙げ
た。グループで作成した沐浴手順書から沐浴の要点を示す方
法や留意点を示す文節を抽出。抽出された方法や留意点を評
価表の評価観点に関連するまとまりに振り分ける。抽出された
方法・留意点と当研究グループが期待する動作との一致性を
見る。倫理的配慮：研究対象者に対し、研究の目的・方法及
び科目評価に影響しないことを授業者ではない教員が文書及
び口頭で説明し、作成した沐浴手順書をデータとして用いるこ
との了承を得た。
【結果】≪沐浴可否の判断≫『バイタルサイ
ン』は全てのグループで記述され、期待する動作の他に沐浴
の禁忌事項も記述されていた。≪物品の準備と環境調整≫『適
切な室温・気流を少なくすること』
『必要物品』は全てのグルー
プで記述され、新生児は体温調整が未熟であるという根拠の
記述もあった。≪児の抱き方・支え方≫迎え袖で着せることや
腕を引っ張らないことはあるが、おむつを当てるときや、転落
を予防する抱き方など細かい注意点まで気づいたグループは 1
つであった。≪洗い方・臍処置≫清潔の原則を踏まえて洗う順
序を挙げ、身体各部の特徴に合わせた洗い方の記述があった。
臍処置の方法を記述したのは 2 グループであった。≪体温低
下を防ぐ配慮≫湯温の確認方法は、湯温を前腕内側で確認す
ると記述したのは 3 グループ、肘で確認する、は 1 グループで
あった。≪児への接し方・態度≫児に対しての声掛けを記述
したのは 1 グループであった。丁寧に援助することは 7 グルー
プが方法や留意点に含め記述していた。11 グループは洗う手
順が中心で配慮行動の記述はなかった。
【考察】初学者でも、
DVD や文献を参考に沐浴手順書を作成することはできる。し
かし、未経験の学生には評価表の評価基準から留意点や配慮
行動に気づくことは難しいことが分かった。一方、能動的な学
習は教員が意図する以上の内容気づく学習の幅も期待できる。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅸ - ８
この演題は取下げになりました

ポスター M - Ⅸ - ９
統合実習の実習形態の違いが社会人基礎力に
与える影響についての調査
キーワード：統合実習 実習形態の違い 代替実習
社会人基礎力

○遠藤 美穂子・伊藤 茉莉子・小倉 真紀・
黒木 雅美・竹田 理恵・二口 尚美・高橋 由美
仙台青葉学院短期大学看護学科

【目的】基礎看護教育の統合実習は「看護の統合と実践」に
位置づけられ、既習学習内容をより臨床実践に近い形で学習
し、知識・技術を統合することが求められている。今回、A
看護系大学の統合実習は新型コロナウイルス感染症拡大状況
により学内実習のみ（学内群）と一部臨地実習（臨地群）と
実習形態に違いが生じた。本研究の目的は実習形態の違いが
学生の社会人基礎力に与える影響を明らかにし、今後の実習
指導及び実習環境調整の示唆を得ることである。【方法】A
看護系大学の統合実習を履修した学生 88 名を対象に社会人
基礎力（岐阜大学、2009）を基に作成した自己評価シートに
て実習前後に調査を行った。学内群と臨地群の社会人基礎力
の変化はウィルコクソン符号順位検定を用い、評価理由の自
由記載はテキストマイニングソフト「KHCoder」を用い分
析を行った。研究対象者に研究への参加は任意であり、参加
の有無により不利益は被らないこと、同意撤回可能なこと、
結果は個人が特定されないよう配慮した上で学会発表するこ
とを文書及び口頭で説明した。
【結果】回数数 37 名（回収率
42.0%）、分析は欠損のない学内群 14 名、臨地群 19 名の計
33 名（有効回答率 81.0%）を対象とした。社会人基礎力の総
得点は学内群・臨地群とも有意に上昇していた。また、社会
人基礎力を構成する能力では、
学内群は〈前に踏み出す力〉
〈考
え抜く力〉
〈チームで働く力〉の能力が、臨地群では〈前に
踏み出す力〉
〈考え抜く力〉
〈チームで働く力〉
〈倫理〉の全
ての能力が有意に上昇していた。評価理由の自由記載の主な
特徴語は学内群 [ 行動 ][ メンバー ][ 看護 ]、
臨地群 [ 自分 ][ 行う ]
[ ケア ] が検出された。具体的な記載内容は学内群「メンバー
同士で協力し、目標に向けて行動することができた」
、臨地
群「相手の思いを考慮して、コミュニケーションをとること
ができた」等であった。【考察】学内実習、臨地実習のいず
れの実習形態においても社会人基礎力は向上していた。〈倫
理〉の能力が臨地群のみ向上した要因として、患者を対象に
[ 自分 ] が [ ケア ] を [ 行う ] ことにより対象の反応を直接捉
えられたこと、さらにシャドウイング等により医療者の患者
との関わりを含む言動を見学したこと等が考えられる。学内
実習において〈倫理〉を育成するために、模擬患者の活用や
意図的な〈倫理〉場面の設定と指導等の必要性が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅸ -11

A 大学看護学生の COVID-19 に関する認識
の現状について
キーワード：COVID-19

看護学生

情報

知識

認識

特定行為研修を組み込んでいる認定看護師教
育課程への移行に関する調査

－ A 県内の看護師のニーズ－
キーワード：特定行為研修
ニーズ

○松永 洋子 ¹・坂本 めぐみ ²
¹ 国際医療福祉大学保健医療学部看護学科
² 公立小松大学

【目的】看護系大学の学生の新型コロナウイルスや Covid-19
に関する認識を明らかにする。【方法】2020 年 8 月 4 日～ 9

認定看護師教育課程

看護師

○橋本 晶子・遠藤 みどり・名取 初美・佐藤 悦子・
前澤 美代子・横森 愛子・狩野 英美・
中込 洋美
山梨県立大学看護学部看護学科

月 4 日、A 大学看護学科 1 ～ 4 年生を対象に Web 調査票を
用いて実施した。調査内容は年齢、性別などの属性、
「Covid-19

【目的】特定行為研修を組み込んでいる認定看護師教育課

に関する積極的な情報収集」、「Covid-19 に関する情報源」
、

程（以下、B 課程と略す）への移行に関する A 県内の看護

「Covid-19 は集中治療室での治療を要するか」などの新型

師ニーズを明らかし、B 課程を開講するための基礎調査と

コロナウイルスや Covid-19 に関する知識や認識に関する項

する。【方法】A 県内の病院ならびに訪問看護ステーション

目である。分析は統計ソフト SPSS®（IBM SPSS®Statistics

に勤務し、臨床経験 5 年以上の看護師（看護管理者および

ver.24）を用いて単純集計を行った。また各項目と「Covid-19

認定看護師、専門看護師は除外する）667 名を対象に、郵送

に関する積極的な情報収集」をしているか否かに関しては

法による自記式質問紙調査を 2020 年 10 月〜 11 月に実施し

フィッシャーの直接確率検定を行った。調査は B 大学倫理審

た。調査項目は対象者の概要、B 課程への認知と興味、興味

査委員会の承認を得て実施した。【結果】Web 調査票に回答

のある B 課程の分野、A 県内での B 課程開講時の受講の意

し同意が得られた 20 名（有効回答率 95.2％）を分析対象者

思、受講に対する支障とした。分析は、記述統計量を算出し

とした。年齢は 18 歳が 6 名、19 歳が 2 名、20 歳が 2 名、21

た。倫理的配慮は、所属大学倫理審査にて承認後、研究協力

歳が 3 名、22 歳が 4 名、未記入 3 名であった。1 年生 8 名、

への意思を示す同意チェック欄への記入と、調査票への回答

2 年生 4 名、3 年生 1 名、4 年生 7 名、性別は男性 8 名、女

および返信をもって、同意を得た。【結果】アンケートの回

性 12 名であった。Covid-19 に関する積極的な情報収集につ

収は 493 部（回収率 73.9%）
、有効回答数は 446 部（有効回

いては「はい」16 名（80％）、「いいえ」4 名（20％）であっ

答率 90.4%）
であった。対象者の平均年齢は 40.9 歳
（± 9.3）で、

た。Covid-19 に関する情報源は「コミュニティ / 友人 / 家族」

看護経験年数の平均は 17.1 年（± 8.9）
、
B 課程を「知っている」

と回答したのは 1 名（2 年生）で、「テレビ / ラジオ / イン

が 191 名（42.9％）であった。また、B 課程に「興味がある」

ターネット・SNS」が 19 名（95％）であった。Covid-19 は

が 164 名（36.8％）であり、その分野は、
「認知症看護」「緩

集中治療室での治療を要するかという設問に「はい」9 名

和ケア」「在宅ケア」の順であった。「興味ある」が受講する

（45％）、
「いいえ」10 名（50％）、未回答 1 名（5％）であった。

際に支障が「ある」は 138 名（84.1％）であり、
その理由は、
「仕

Covid-19 は無症状者から地域社会に感染するかは、「はい」

事との両立」が 115 名（83.3％）と最も多く、
「経済的問題」
「家

18 名（90 ％）、「 い い え 」2 名（10 ％） で あ っ た。Covid-19

庭の理由」
の順であった。また、
「興味がない」
が 279 名
（62.6％）

はインフルエンザより猛威かは、「はい」13 名（65％）、「い

であり、その理由は、
「仕事との両立」が 174 名（62.3％）と

いえ」7 名（35％）であった。フィッシャーの直接確率検定

最も多く、次いで「家庭の理由」
「体力・年齢的な不安」の

では、各項目において積極的な情報収集をしているか否かの

順であった。【考察】B 課程を「知っている」と回答したの

有意差は見られなかった。【考察】学生の多くが積極的な情

は約半数であり、制度に対する認知が十分とは言い難い状況

報収集を行っているが、情報源がテレビ / ラジオ / インター

であった。B 課程は 2020 年度から始まった制度であるため、

ネット・SNS であり、医療専門家や大学と回答した者はいな

今後 B 課程の役割や特化した知識技術の周知をしていくこと

かった。正しい情報を得る情報リテラシー能力を高める必要

が示唆された。また、2012 年の調査において、認定看護師

があると考える。

教育機関の看護師のニーズは、
「立地」
「集中型の事業形態」
「開
講期間」
「授業料」があげられている。B 課程の受講期間は 1
年間と長く、受講料をはじめ研修に要する費用もかなりの金
額となる。そのため、研修にかかる費用、研修中の勤務形態、
支援体制の工夫を検討していくことが課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅸ -13

特定行為研修を組み込んだ認定看護師教育課
程への移行に関する調査
－認定看護師育成に関する看護管理者の意向－
キーワード：特定行為研修

認定看護師

看護管理者

育成

○中込 洋美 ¹・遠藤 みどり ¹・名取 初美 ¹・
佐藤 悦子 ¹・芳賀 了 ¹・狩野 英美 ²・
橋本 晶子 ¹

看護師の「事例レポート」を活用したリフレク
ション支援の効果

－看護師長からのリフレクション支援－

キーワード：事例レポート 看護師 リフレクション支援

○下野 広美 ¹・坂井 恵子 ²・宮永 葵子 ²
¹ 金沢医科大学病院
² 金沢医科大学看護学部基礎看護学

¹ 山梨県立大学看護学部看護学科
² 山梨県立大学看護実践開発研究センター

【目的】看護師が「事例レポート」を活用してリフレクショ
ンすることは、日頃の看護実践を内省する機会となる。そし

【目的】認定看護師には臨床推論力、病態判断能力を活かした

て、そのリフレクションに対して看護師長が支援する機会を

質の高いアセスメントに基づく看護、チーム医療の中心的役割

もつことで、リフレクション効果が向上するのではないかと

が期待されている。A 県では、特定行為研修を修了した認定

考えた。本研究の目的は、看護師が「事例レポート」の作成

看護師が 3 名登録されている。しかし特定行為研修を修了した

過程で看護実践をリフレクションし、看護師長からリフレク

認定看護師の育成についての看護管理者の意向は明らかにされ

ション支援を受けたことで、看護実践の向上にどのような効

ていない。本研究の目的は、A 県内の病院ならびに訪問看護ス

果があったかを明らかにすることである。用語の定義：「リ

テーションにおける、特定行為研修を修了した認定看護師の育

フレクション支援」とは看護師の事例報告レポート作成過程

成に関する看護管理者の意向を明らかにすることである。
【方

にリフレクションしたことを基に、看護師長が複数回面談を

法】A 県内 113 施設の病院・訪問看護ステーションの看護管理

して気づきや再考を促進させる関わり、とした。
【方法】参

者を対象に、2020 年 9 月〜 11 月に質問紙調査を実施した。調

加者：A 大学病院看護師のうち「事例レポート」を記載し、

査項目は施設の概要、認定看護師の所属、認定看護師への特

看護師長からリフレクション支援を受けた看護師 7 名。方法：

定行為研修の受講、特定行為を組み入れた認定看護師教育課

質的研究。調査内容、方法：インタビューガイドを用いた半

程の希望分野とした。分析方法は、量的データは基本統計を、

構造化面接であり、気づき、考えや行動の変化、支援に対す

自由記述の質的データは内容を集約しカテゴリ化した。研究協

る思いと基礎情報を聞いた。調査期間：2019 年 3 月～ 4 月。

力は、目的・方法・個人情報保護等の倫理的配慮を記載した

分析：インタビューの逐語録から学びの文節をコード化し、

文書で説明し同意を得た。
【結果】40 名から回答を得た（回収

類似性と差異性に留意しながら抽象化した。倫理的配慮：所

率 35.4％）
。対象者は、25 名が病院に、13 名が訪問看護ステー

属機関の研究倫理審査委員会の承認後、参加者に文書と口頭

ションに、2 名が訪問看護ステーションを併設している病院に

で説明し同意を得た。
【結果】18 サブカテゴリーと 6 カテゴ

所属していた。所属施設は、病床規模 200 床未満の病院が 18

リーが抽出された。カテゴリーは〔自身の看護実践の不十分

名（66.6％）
、看護職員 10 名以上の訪問看護ステーションが 7

さの反省〕
、
〔看護の視点の広がり〕
、
〔患者の立場変換の努力〕、

名（46.7％）であった。施設に認定看護師が所属している 29

〔患者へのよりよい看護実践の実感〕
、
〔意図的な看護実践〕、

名（72.5％）のうち、特定行為研修の受講を「すすめている」 〔看護のやりがい・意欲の向上〕であった。【考察】リフレク
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のは 8 名（20.0％）
、
「すすめていない」のは 21 名（52.5％）で

ションの効果として、先行研究と同じく〔自身の看護実践の

あった。研修の受講を「すすめる」理由は、＜更なるキャリア

不十分さの反省〕、〔患者へのよりよい看護実践の実感〕等の

アップ＞＜組織内外の看護の質向上への貢献＞＜特定行為を必

カテゴリーが抽出され、看護師自身がリフレクションする過

要とする認定分野がある＞であった。認定看護師に受講を「す

程で、自己対峙しつつ、看護実践を批判的に分析したことに

すめない」理由は＜組織では特定看護師を必要としていない＞

より〔意図的な看護実践〕に繋がったのではないかと考えら

＜活用する組織内の環境が整っていない＞＜特定行為への懸念

れる。看護師長がリフレクション支援を行ったことによる効

＞＜マンパワー不足＞＜受講対象者の不在＞であった。A 県内

果は、先行研究とは異なり〔看護の視点の広がり〕、〔患者の

で特定行為研修を組み入れた教育課程を開講した場合、希望

立場変換の努力〕のカテゴリーが抽出された点である。経験

する分野は、皮膚排泄ケア、認知症看護、感染管理の順であっ

年数の長い看護師長がリフレクション支援したことにより、

た。
【考察】看護管理者の多くは、特定行為研修を修了した認

患者の視点で考えること、入院中の看護だけでなく退院後も

定看護師が看護の質向上に貢献すると感じながらも、育成には

患者が戸惑うことなく看護が継続できるようにと看護の視点

消極的な傾向にあった。看護を必要とする人々のニーズに応え

が広がり、新たなカテゴリーが抽出されたのではないかと考

るためには、特定行為研修に関する組織の理解が必要である。

える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

はい
はい
はい
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化学療法を受ける患者に対する退院指導の実態

－看護師を対象に学習会前後のアンケート調査を実
施して－
キーワード：化学療法

退院指導

意識調査

緩和ケア病棟に勤務する看護師の緩和ケアへ
の継続要因に関する研究

－緩和ケアを続けるための具体的支援構築を目指し
て－
キーワード：緩和ケア病棟の看護師

○吉岡 恵美子

緩和ケア

継続要因

○須貝 淑子 ¹・筑後 幸惠 ²

吉野川医療センター

【目的】A 病院 B 病棟では初回化学療法開始時に薬剤師によ

¹ 吉川中央総合病院
² 元埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科

る薬剤指導を行っているが、看護師による統一した指導は

行っていない。しかし、看護師は患者に一番近い存在であり、 【目的】緩和ケア病棟に勤務する看護師の勤続継続要因を明
らかにする。
【方法】1. 期間：2020 年 11 〜 12 月、2. 対象：
患者の不安や疑問を傾聴し対処する役割を担っている。そこ
で、化学療法を受ける患者に統一した退院指導が行えるよう
パンフレットを作成し、その後、看護師に学習会を行い、前
後の看護師の意識の変化を明らかにすることを目的に、A 病
院 B 病棟の看護師を対象に実態調査を行った。【方法】独自
で作成したアンケート用紙を使用し、パンフレットを用いて
の化学療法を受ける患者への退院指導に関する学習会前後
に、研究参加に同意した看護師 24 名を対象に調査した。質
問内容は 1. 化学療法開始時に投与する薬の副作用について、
2. 退院時に説明する項目について、3. 退院後の生活における
注意点について、4. 退院指導についての看護師の思い、5. 退
院前に患者に行う確認事項とした。回答は、質問 25 項目を
4 段階評価で点数化し単純集計で平均値を抽出し、平均値を
学習会前後で比較した。【結果】学習会前後で比較すると、
副作用について説明すること、退院前に説明すること、退院
後の生活について説明することの項目において、すべての項
目で、
「知っている」と回答した者が増加した。また指導に
対する不安については、学習会後アンケートでは減少を認め
た。化学療法に関する看護師の知識は、学習会前の調査では
個人差が認められ、特に化学療法前に説明する項目では、
「出
血傾向」について「知らない」「どちらかというと知らない」
と回答した者が多く見られた。退院時に説明する項目につい
ての看護師の知識では、学習会後にはすべての項目において
退院指導への意識が高まった。【考察】パンフレットによる、
視覚に訴えた媒体を使用して学習会を開催したことで、化学
療法に対する副作用の知識を習得でき退院指導に対する意識
が向上したと考える。定期的に学習の機会を設けることは、
患者の退院後の生活を考慮した指導に対する意識向上を図
り、より良い患者指導の実践へとつながると考える。

５施設の緩和ケア病棟に勤務する看護師（管理者、認定看護

師を除く）72 名、3. 方法：質問紙郵送法、回収率 91.7%、有
効回答率 91.7%、4. 倫理的配慮：施設長に研究協力の承諾を
得、対象看護師全員に調査を依頼し、各施設の回収ボックス
で回収、研究者に直接返送する。質問項目は、基礎情報 5 項
目、緩和ケアの専門的ケア 5 項目の満足度、苦手なケア、今
後の継続意欲であり、無記名、協力は自由意志とした。分析
方法は Excel による基本統計量の算出である。【結果】1. 回
答者の背景：女性 63 名、男性 3 名、20 歳代 15％、30 歳代
42％、40 歳代 29％、50 歳以上 14％であった。2. 緩和ケアの
経験年数は、4 年未満 41％、4 〜 6 年 44％、7 年以上 15％で
あった。主な看護経験は 73％が急性期を経験していた。3. 緩
和ケアの継続意欲は「ずっと続けたい」「まあまあ続けたい」
を合わせると 79％（継続意欲が高い以下 A 群とする）、「あ
まり思わない」
「全く思わない」を合わせると 18％（継続意
欲が低い以下 B 群とする）であった。4. 実践の満足度は、a. 症
状緩和、b. 臨死期のケア、c. 家族看護、d. スピリチュアルケ
ア、e. 意思決定支援の全ての項目で、A 群が B 群より高かっ
た。両群共に満足度がやや低いのは d.、e. であった。5. 苦手
に感じるケアは両群とも取りきれない苦痛へのケアで A 群
82％、B 群 64％と高く、次いでせん妄ケアは A 群 37％、B
群 57％であった。両群の比較では、B 群は家族への声かけが
57％と高かった。
【考察】1. 継続意欲要因：結果 4. から満足
感は継続意欲に影響していることが示唆された。また、両群
合わせて異動前の経験は急性期が多く、急性期では不十分な
患者・家族との関わりを求めて異動したと推測される。A 群
は家族看護の満足度が高く、B 群は家族ケアが苦手であった。
患者・家族と深く関わるケアは継続意欲に影響していると考
える。2. 継続意欲を高める支援：結果 5. から苦手に感じるケ
アは、両群とも取り切れない苦痛へのケアであり、両群とも
満足感が低かったのは意思決定支援やスピリチュアルケアで
あった。今後、満足感が得られる支援を行う必要がある。今
後は、インタビュー調査の結果を踏まえて考察を深める予定
である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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法人看護教育委員会の取り組み

褥瘡関連文書入力および登録忘れ防止に向け
たチェックリストの有効性

キーワード：実践報告会
承認

キーワード：チェックリスト フィードバック 看護教育
活動成果

－実践報告会の効果－

実践報告書

看護実践の概念化

○伊藤 都 ¹・細谷 和子 ²・浜辺 玲子 ²・
中嶋 百合子 ³

○村田 光平
東京逓信病院

¹ 医療法人協和会協和会病院
² 医療法人協和会第二協立病院
³ 医療法人協和会訪問看護部門

【目的】集中治療室（以下 ICU とする）に入室する患者は、
日常生活自立度が B もしくは C であり、褥瘡に関する診療

【目的】A 法人の看護教育委員会は現場に即した研修企画を
行い、看護教育の充実を目指している。これまでの評価から、
研修参加者が看護実践を概念化する機会が少なく、研修の学
びを実践に繋げ、また互いのケアを知り承認し合う場を作り
たいと考えた。今回、研修受講後に実践報告会を開催しその
効果を明らかにする。【方法】1. 法人看護教育委員会の目標・
年間計画の立案を行う。2. 研修参加者にはあらかじめ実践報
告書の作成、実践報告会についてアナウンスし研修を開催す
る。3. 実践報告会を開催する。4. アンケートの実施・評価を
行う。アンケート結果については、個人を特定しない配慮を
行う。
【結果】1. 委員会目標は「実践報告会の企画・運営が
できる〜実践した看護を概念化し、互いに承認しよう〜」と
した。「在宅看護」と「認知症看護」の研修後、それぞれ 3 ヶ
月後に実践報告会を企画した。2. 研修は法人内の一施設から
各施設にリモートで同時配信を行った。実践報告書は研修参
加者全員が作成した。3. 実践報告会の開催は「在宅看護」の
み開催ができた。本会場より各施設から一事例を発表し、リ
モートで意見交換を行った。研修講師の参加を依頼し、講
評をして頂いた。
「認知症看護」は、実践報告書の冊子を作
成した。4. 実践報告会の参加者は、本会場での発表者が 12
名、各施設での WEB 参加が 23 名であった。本会場でのア
ンケート結果、「研修の学びを実践に活かすことは出来たか」
のと問いに、「かなりできた 25%」、「できた 66.7%」であっ
た。また実践報告書の作成については、
「とても有意義であっ
た 50%」、「有意義であった 50%」となった。実践報告会の実
践への応用は、
「かなり役立つ 66.7%」、「役立つが 33.3%」で
あった。【考察】今年度は COVID-19 の影響で研修の開催が
難しく、実践報告会は「在宅看護」のみとなった。アンケー
ト結果から、
「研修の学びを実践に活かすことができた」が
90% 以上、
「実践報告会の実践への応用」も 100% が「役立つ」
と答え、研修受講後に実践報告会を開催したことは、研修で
の学びを実践し、自身の看護実践を概念化する機会となった。
また、実践報告会では意見交換を行い、お互いの看護実践を

計画書の作成が必須である。また、鎮痛剤の持続的な使用が
必要である患者や特殊体位による手術をうけた患者が褥瘡ハ
イリスク加算の対象となる。褥瘡ハイリスクの対象患者には
褥瘡リスクアセスメント票の作成を行い、算定可能かを判定
している。文書を作成した後、それぞれの対象患者を把握す
るためにチーム登録を行なっている。2020 年 4 月から褥瘡
対策チームで患者氏名と入力忘れのあった箇所を箇条書きに
し、口頭で担当看護師にフィードバックを行っていた。しか
し、入力忘れの件数が減ることがなく、加算漏れのリスクが
生じていた。チェックリストを導入した結果、入力忘れが減
少したため、報告する。【方法】ICU に勤務する看護師が記
載または登録すべき文書及びチーム登録を対象とした。対策
介入を始めた 2020 年 4 月からマニュアル作成を行った 7 月
までを期間 A とし、それ以降の期間である 8 月から 12 月ま
でを期間 B とした。5 月に項目別にチェックができるよう新
たにチェックリストを作成し、6 月から導入した。入力忘れ
のあった看護師にチェックリストと電子カルテを見せて、細
かく説明する指導方法に変更した。そして、7 月には褥瘡に
関する診療計画書と褥瘡リスクアセスメント票の文書の書き
方・チーム登録の仕方を記したマニュアルを作成し、公表し
た。今回、ICU の褥瘡対策チーム 6 名でチェックリストを作
成、活用し、チェックリストの有効性を評価した。期間 A
と期間 B での ICU 入室患者数と入力忘れ件数を調査し、ク
ロス表を作成して、χ2 検定において有意差を出した。また、
1 患者につき、複数の入力忘れがあった場合でも 1 つのカウ
ントとした。
【結果】期間 A の入力忘れ件数は患者 122 人中
36 件であり、期間 B の入力忘れ件数は患者 188 人中 18 件で
あった。χ² 検定で p<0.05 であり、有意差があった。
【考察】
チェックリストを用いた評価及びフィードバックは、褥瘡対
策に必要な文書作成およびチーム登録忘れを減少させるため
に有効であることがわかった。チェックリストを項目別に入
力忘れの箇所が確認できるようにしたことで見やすくなり、
フィードバックがしやすくなったと考えられる。

承認し合うことができた。そして、研修講師の講評を受け、
自身や部署での今後の課題や意欲にもつながったと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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術後脱臼予防の指導に関する現状調査

効果的な吸入指導技術の獲得方法の検討

－パンフレット改訂前後の比較から－

－動画と冊子による技術指導を比較して－

キーワード：脱臼予防

キーワード：吸入

パンフレット

退院指導

指導

効果

○鳩山 由香・二川 恵・鹿草 啓司・福丸 小夜香・
成瀬 千晶・本田 美祐紀

○上野 理恵子・大村 彩乃・田代 愛弥里・
宮司 理佐代・河原 尚美

田川市立病院

いまきいれ総合病院

【目的】全人工股関節置換術、人工骨頭置換術の術後の合併

【目的】吸入治療中の患者の半数は、吸入器の誤操作により

症のひとつとして脱臼がある。Ｂ病棟では、統一した指導が

症状悪化を来し、入院や死亡率の増加に影響する。そのため、

できておらず有効に活用できていないため現状調査からどう

患者への適切な吸入指導が必要であり、その中でもデバイス

すれば統一した退院指導が行えるのか検討したためここに報

の理解が重要である。今回、A 病棟の看護師がデバイス操作

告する。退院指導の現状をアンケートにて調査し、その調査

を正しく実施出来るかを明らかにし、効果的な吸入指導技術

をもとにパンフレットの改訂を行うことで、指導方法を統一

の獲得方法を検討する。【方法】A 病棟看護師 18 名を対象と

できる。
【方法】1）病棟看護師全員に独自のアンケートを作

して、ドライパウダー定量吸入器（DPI）と加圧噴霧式定量

成した。改訂前と改訂後に 2 度行い、改訂前はなぜパンフレッ

吸入器（pMDI）のデバイス操作について動画群と冊子群に

トを使用しないのかその理由、改訂後はパンフレットを使用

分けて学習し、吸入手技の動画を学習前後で撮影した。その

し実際に指導できるか写真やイラストはみやすいかアンケー

データを自作の評価項目（1. 薬の準備 2. 息吐き 3. 吸入 4. 息

トにて調査し無記名、自由記載で配布、回収した。2）アンケー

こらえ 5. 息吐き 6. 後片付け 7. うがい）で評価し、McNemer

ト分析方法は、単純集計を行い比較検討した。3）パンフレッ

検定で解析した。統計学的有意差はｐ＜ 0.05 とする。
【結果】

ト改訂後、病棟看護師に使用方法の勉強会を行った。倫理的

統計学的に有意差がみられたのは、DPI において動画群では

配慮本研究は、A 病院倫理委員会で審査を受け承認を得た上

学習前後で 1 の両側のボタンを強く 1 回のみ押して離す項目

で実施した。アンケートは無記名とし、個人が特定されない

であった。冊子群では 4 の吸入口から口を離し、５秒間息を

ように配慮した。【結果】パンフレット改訂前のアンケート

こらえる項目であった。pMDI において、動画群では 4 の吸

結果にて退院指導を行わない理由に指導方法、時期、誰が指

入口から口を離し５秒間息をこらえる項目であった。冊子群

導するのかわからない、指導に自信がないなどの意見があっ

では、1 の薬の準備と 2 の吸入前の息吐きの項目であった。

た。パンフレット改訂後、自信を持って指導できる、パンフ

【考察】今回の結果から、動画群では、視覚と聴覚から情報

レットを使用すれば指導もれがないなどの意見がでた。
【考

を得ることができるため、冊子群に比べると、「カチッ」と

察】既存のパンフレットの存在を知っているものの退院指導

ボタンを押す場面のように音声の印象が強く記憶に残存し、

を行っていないことが明らかになった。読みにくさや分かり

有意差を得られたと考える。冊子群では視覚からのみの情報

にくさを感じ効果的な指導に繋がっていなかったのではない

であるが、視点が一点に集中し、記憶保持がしやすかった項

か、また指導方法や指導時期、自己の指導方法が正しいのか

目に有意差が得られたと考える。2 群において有意差がみら

不安に感じており知識不足と感じている看護師が多いと考え

れた要因は、個人の適性の違いや経験年数、知識の違いにば

る。パンフレットの指導時期に関しては医師、リハビリテー

らつきがあったためと考える。近年、デバイスの種類も多種

ション科とカンファレンスを行い、術前、術後 2 日目に設定

多様になり、喘息および COPD のガイドラインでは、吸入

した。パンフレットを使用する前にスタッフ全員に勉強会を

手技の教育と訓練の重要性が謳われている。吸入療法の成功

行った。指導する側の知識を身につけ統一した指導を患者に

は、薬物 10％、教育 90％とあり、看護師の教育的介入がい

提供することで患者の不安も軽減し理解できるように関わり

かに重要であるかが分かる。またペプロウは、ナースが果た

をもつ事が重要である。【結論】1. 術後脱臼予防に対する指

すべき 6 つの役割の中に「教育者としての役割」があると述

導を行っている看護師は少なく、パンフレットを改訂し、看

べている。看護師には、教育者として適切な吸入指導を提供

護師の指導方法、指導時期を統一することは重要である。2. 看

するために個人の適性に合った学習が必要である。学習者自

護師の術後脱臼予防の指導に対する意識の向上や自信に繋

身が知識を構築していく過程が学びであるという大原則が存

がった。3. 患者の不安の軽減および脱臼予防に対する理解が

在し、知識は使われる場面に意味が依存している。今後も実

深まることが示唆された。

施性向上のためには、介入下での継続学習が重要である。看
護師の吸入手技の獲得と吸入指導は次元が異なるため、その
点が新たな課題と考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター M - Ⅺ - １
御嶽山火山噴火災害発生後の急性期に重軽傷
者のケアに関わった看護師の判断と実践
キーワード：火山噴火災害

急性期

看護師

判断

実践

○牛山 陽介
松本短期大学看護学科

【目的】本研究の目的は、御嶽山火山噴火災害発生後の急性
期に重軽傷者のケアに関わった看護師の判断と実践を明らか
にすることである。
【方法】本研究は、2014 に日本で発生し
た御嶽山火山噴火災害発生後の急性期（発災直後～１週間程
度）に、搬送先の医療施設または御嶽山の現地にて重軽傷者
のケアに関わった看護師 7 名を対象に半構造化インタビュー
を行い、得られたデータを質的帰納的研究デザインに基づい
て分析した。なお、本研究は長野県看護大学の倫理委員会の
承認の下で、研究対象者全員から書面及び口頭にて本研究へ
の協力に関する同意を得て実施した。【結果】判断と実践に
関して 241 コードが得られた。判断に関する 160 コードから
11 サブカテゴリーと 7 カテゴリーが見出され、実践に関す
る 81 コードから 18 サブカテゴリーと 10 カテゴリーが見出
された。判断領域には「直面したケアの責任に対する自己の
実践能力の査定」
、「火山灰・火山ガスの吸入が身体に与える
影響の予測」
、
「火山灰・火山ガスがケアの実践に支障となる
可能性の推察」
、「火山灰による汚染状況と熱傷・噴石外傷に
よる受傷状況の査定」、「予期せぬ過酷な被災体験が精神面に
与える影響の推測」、「協働による安全かつ効率的なケアの実
践の必要性」
、
「ケアの実践に必要な情報の重要性に関する認
識」の７カテゴリーが見出された。実践領域には「火山灰と
火山ガスからの自己防護」、「火山灰の除去によるケアを実践
するための環境の確保」、「医療スタッフの協働による火山灰
の除染と熱傷・噴石外傷に対するケア」、「医療スタッフの協
働による酸素投与と輸液管理」、「医療スタッフの協働による
薬剤を使用した疼痛管理」、「予期せぬ過酷な被災体験により
生じた感情への寄り添い」、「電話による家族への連絡と通話
の介助」
、
「医療施設・検査室への搬送介助」、「継続的な治療
環境への橋渡し」
、「協働による継続的なケアを実現するため
の情報の共有」の 10 カテゴリーが見出された。【考察】御嶽
山火山噴火災害発生後の急性期に重軽傷者のケアに関わった
看護師は、自身の責任と看護実践能力を自覚し、積極的に情
報共有を行いながら、心身に深刻なダメージを受けた目の前
の重軽傷者の状態に応じて必要と判断したケアを実践したこ
とが明らかとなった。（付記：平成 30 年度長野県看護大学大
学院修士論文研究の一部として実施）

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

一般演題

ポスター（朱鷺）
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ポスター T - Ⅰ - １

ポスター T - Ⅰ - ２

初めての分娩後における産後 1 ヶ月の父親の
心理
キーワード：父親

初産

産後 1 ヶ月

心理状態

夫のサポート量が経産婦のメンタルヘルスに
及ぼす影響

－今後の助産師に求められる関わり－
キーワード：経産婦

○長谷川 みなみ・青山 克子

産後うつ

夫のサポート

○葛西 優衣・長塩 彩香・新郷 里奈

一般財団法人竹田健康財団竹田綜合病院

越谷市立病院

【目的】今日、核家族化により子どもに接する機会が減って
いる現状である。初めての分娩後から 1 ヶ月後の父親がどの

【目的】経産婦の産後 1 ヶ月間における夫のサポートの実態

ような心理状態にあるのか明らかにする。【方法】2019 年 5

と産後うつとの関係を明らかにし、ソーシャルサポート不足

月～ 2019 年 6 月の期間中に出産された初産婦の夫を対象に

への産後支援体制の充実に向けて、母子に対する必要な支援

アンケートを行い、結果を単純集計し分析した。対象者に、

を明らかにする。
【方法】対象はＡ病院で出産した研究協力

研究の主旨、研究への協力は対象者の自由意思によって決定

に同意を得た経産婦 54 名。夫のサポート量は、宮武によっ

されること、研究への不参加があっても不利益を被らないこ

て開発された夫のソーシャルサポート尺度を参考とし、母

とを説明し同意を得た。所属する施設の臨床倫理委員会の承

の精神状態の尺度はエジンバラ産後うつ病自己問診票（以下

認を得て行った。【結果】42 名の初産婦の夫に対し、
アンケー

EPDS）を使用し、回答を得た。夫のソーシャルサポート尺

トを依頼し、20 名（47.6％）から回答があった。1. 退院後の

度得点と EPDS 得点の比較に相関係数を用いた。倫理的配慮

生活状況について「妻子と同居」9 名（45％）「妻子が里帰

に関して、研究目的、意義、匿名性の保持厳守、参加協力の

りしていて同居していない」11 名（55％）であった。2. 夫

自由性と途中辞退の権利と不利益の無さ、結果の公表方法に

の産後 1 ヶ月健診時点での現在の気持ちは、複数回答可とし

ついて文書と口頭にて説明し、同意を得た。所属施設の看護

「愛しい」16 名（25％）「楽しい」「嬉しい」「もっと一緒に

部倫理委員会の承認を得た。【結果】54 名の EPDS の平均値

いたい」各 12 名（18.8％）「心配が増えた」4 名（6.3％）「疲

は 3.03 ± 2.32 点であった。手段的サポートは実に 90％のサ

れてきた」
「不安」が各 3 名（4.7％）「眠い」2 名（3.1％）で

ポートが得られていると実感していたが、情緒的・評価的サ

あった。3. 父親になった実感の有無について「実感はある」

ポートは約 70％程度。情報的サポートに関しては、約半数

18 名（90％）「実感がない」2 名（10％）であった。4. どの

がサポートを受けていないと回答していた。また EPDS ９点

程度育児に参加しているかは複数回答可とし「オムツ交換」

でうつ傾向にあった母親２名は手段的サポートの５項目全て

7 名（21.9％）
「児をあやす」「抱っこ」各 6 名（18.8％）
「哺

に「サポートあり」と回答していた。各サポート量と EPDS

乳瓶での授乳」5 名（15.6％）
「着替え」
「沐浴」各 4 名（12.5％）

間に有意差は無かった。またサポート量総合得点と EPDS の

「出来ていない」0 名であった。5. ストレスの有無について
「ス

結果に関しても有意差は無かった。
【考察】助産師は手段的

トレスがある」14 名（70％）「ストレスはない」5 名（25％）

サポートのみを過度に評価することなく母親にとって必要な

未回答 1 名で、うち、ストレスの内容について複数回答可と

サポートを提供する事が重要だと考える。情報的サポートは、

し「仕事について」12 名（57.1％）
「育児について」2 名（9.5％）

近年ではメディアからの多くの情報収集が可能であるため、

であった。6．育児参加していない時の気持ちは「申し訳な

経産婦やその家族に対して専門職からの正確な情報の提供を

い気持ち」15 名（40.5％）
「心配」8 名（21.6％）
「寂しい」
「もっ

する必要があると考える。情緒的・評価的サポートに関して

と一緒にいたい」各 7 名（18.9％）であった。【考察】1 ヶ月

は夫との関係性を把握し、産前教育等でサポートの重要性と

健診時の父親はもっと一緒にいたいという児への愛着が感じ

その提供方法を夫へ伝えることが経産婦への必要な支援とな

られる気持ちがあり、児との新しい生活を好意的に受け止め

ると考える。

ている父親が多い結果であった。育児参加が父親になったと
いう気持ちに影響を与えるのではないかと考える。育児より
も仕事についてのストレスが多く、育児に参加していない時
に申し訳ないという気持ちがあり、父親としての気持ちへの
影響が示唆される。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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ポスター T - Ⅰ - ３

ポスター T - Ⅰ - ４

月経周期を整える為の生活行動についての実
態調査

夫・配偶者の育児サポートと産後うつの研究
の動向と課題

キーワード：月経周期

キーワード：夫・配偶者

生活行動

看護学生

産後うつ

○倉林 梢・西川 明美

○神薗 洋子

上武大学看護学部看護学科

宮崎県立看護大学別科助産専攻

サポート

【目的】女子学生が月経周期を整える為にどのような生活行

【目的】本研究の目的は、夫・配偶者の育児サポートと産後

動をとっているかの実態より、月経周期の整っている学生と

うつに関する研究への示唆を得るために夫・配偶者の育児サ

整っていない学生では月経周期を整える為の生活行動に関連

ポートと産後うつの研究の動向と課題を明らかにすることで

があるのかを明らかにする。【方法】1．対象者：A 大学看護

ある。
【方法】対象論文は、Web 版医学中央雑誌（Ver.5）を

学部女子学生 314 名のうち 10 代、20 代の学生

使用して 2021 年 1 月に検索した。キーワードは夫・配偶者、

2．研究方法：

調査対象が集合している機会に、文書を用いて調査協力依頼

うつ・産後うつ、サポートで原著論文、看護文献より抽出さ

を行い、無記名自記式質問紙を配布した。質問紙への回答は

れた 23 件を分析対象とした。データ収集は自作の表を用い

任意とし、専用回収 BOX を配置する留置法で回収した。3.

た。分析は論文の年次推移、研究の種類 , 分析対象、研究の

期間：2020 年 4 月～ 2021 年 3 月 4．分析方法：: 得られた

内容、夫・配偶者の具体的なサポートの有無に分類し集計し

データは JMP®14 統計解析ソフトを用いて、単純集計及びカ

た。研究の内容は、研究題目、目的 , 結果等より分類しカテ

イ二乗検定を行った。 5. 倫理的配慮：A 大学の倫理検討会

ゴリー化した。分析の信頼性は質的研究者のスーパーバイズ

の承認を得て実施した。研究の趣旨、目的、プライバシーの

を受けることで確保した。
【結果】論文の年次推移では 2008

保護、研究への参加は自由意志であり、参加しない事によっ

年から 2020 年（12 年間）の対象論文は 23 件であり、2016

て成績に影響しない事を説明した。【結果】回収 165 名（回

年、2018 年が最も多く 5 件であった。研究の種類は量的研

収率 52.5%）、有効回答 139 名（有効回答率 84.2%）。対象者

究が最も多く 16 件、次いで質的研究が 4 件、他 3 件であった。

は、月経周期が整っている割合が高い集団であった（86％）。

分析対象は産後の褥婦を対象にした 11 件が最も多く、夫を

月経周期を整える為に、「バランスの良い食事」、「野菜の摂

対象にした文献は 2 件だった。その中で夫のサポートの記載

取」
、
「1 日 3 食の食事」、「太りすぎないようにする」、
「スト

があるものは 19 件あった。しかし、夫へのサポートの必要

レス発散方法の実行」、「血液循環を良くする為に笑う」など

性を具体的に記述したものはなかった。研究の内容は、「夫

の生活行動を半数以上の学生が行っていた。「ストレス発散

のサポートが妻の状態に影響を及ぼす要因に関する研究」5

方法の実行」
、
「食事や体型の維持」、「睡眠の確保」、
「体を冷

件、
「妊産婦の心理に関する研究」10 件、
「妻への介入後の

やさず温めること」、「血液循環促進」などの生活行動と月経

効果に関する研究」2 件、
「保健師 , 助産師を対象にした支援

周期の整・不整には、関連が見られなかった。月経周期の整・

に関する研究」2 件「産後うつを発症した家族の体験に関す

不整と関連があったものは、「アプリケーションで月経周期

る研究」１件「日本と他国との産後うつの比較に関する研究」

を管理する」ことのみであった。
【考察】「ストレス」、「睡眠

１件「妊婦の被援助志向性尺度の開発に関する研究」1 件「高

不足」
、
「朝食を欠く」など要因が月経周期の不整に強く関係

齢初産婦の子育て支援ガイドラインの評価に関する研究」1

していると報告されていたが、本調査では、それらすべてに

件に分類された。
【考察】夫・配偶者の育児サポートと産後

関連がみられなかった。このことから、月経周期を整える為

うつに関する研究は , 母親を対象にしたものが主であり夫を

に良いとされている生活行動を過度に強いる必要はないと考

主体とした研究は少なくまだ研究の途上であると考える。今

えられた。月経周期が整っている学生の約 7 割が、アプリケー

後は夫へのサポートに焦点をあてた研究をすすめていくこと

ションで月経周期を管理しており、アプリケーションで管理

が課題である。

している学生の方が月経周期は整っていた。大学生にとって
携帯のアプリは利用しやすいツールであり、青年期の女性が
自身の月経周期を把握し自分の身体に意識をむけることが、
月経周期を整える為に重要であると言えた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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ポスター T - Ⅰ - ５

ポスター T - Ⅰ - ６

Ａ病院の産後 2 週間健診における効果の実態
と今後の課題
－初産・経産婦の比較から－
キーワード：産後 2 週間健診

相談事

在宅移行に向けた医療的ケア児の効果的な退
院指導方法
キーワード：医療的ケア児

効果

在宅支援

退院指導

○山口 菜摘

○小山 直子・中島 英子・小澤 万純・
徳田 眞理子

福井県立病院

【目的】医療的ケア児の退院指導に関わる看護師の退院指導

東千葉メディカルセンター

方法の実態と効果的な指導方法を明らかにする。
【方法】研
【目的】A 病院における産後 2 週間健診の効果の実態を明ら

究対象者：NICU/GCU に勤務する退院指導を経験した看護

かにする。【方法】A 病院では、産後 2 週間健診で、児の哺

師 6 名。データ収集方法 : インタビューガイドを用いて同意

乳・排泄・体重・母の乳房状態を確認している。本研究では、

を得られた研究対象者に半構成的面接を実施した。分析方法 :

20XX 年 10 月～ 20XX 年 1 月に出産した 16 歳以上の全褥婦

逐語録を作成。データの類似性に注意して段階的に【結果】

を対象に、質問紙調査法による量的研究を行った。質問紙

退院指導の導入時期と進め方、評価の視点、効果的な退院指

は、エジンバラ産後うつ病質問票、先行文献を参考に独自に

導の工夫、退院指導における困難及び問題点に分けてカテゴ

作成した。よくある相談事（授乳・おっぱい・赤ちゃん・母

リー化した。評価の視点では家族の表情や態度など直接的に

の身体や気持ち）に対する母親の思いを 4 段階（とてもそう

家族の反応から読み取る、看護師からの申し送りやカルテな

思う～全く思わない）の得点に換算し、2 週間健診の前後で

どから間接的に共有された情報から読み取る、他院など他機

比較した結果を T 検定で分析した（有意水準 P<0.05）。自由

関での退院指導も考慮して見定める、3 つのカテゴリーを抽

記載内容はカテゴリー化し、他のデータとの関連性を検討し

出。【考察】家族が主体で医療的ケアを実施することは、家

た。本研究は、自由意思による参加を保証し、無記名調査の

族が児に必要なケアは何かを考えることができ自信のないケ

ため個人情報は匿名化され、プライバシーに配慮し実施した。

アがあると気づくきっかけとなる。看護師は家族の医療的ケ

【結果】質問紙配布数 71 名（回収率 100％）、有効回答数 68

アの獲得状況を見極め家族が主体でケアを行う段階に移れる

名（初産婦 46 名、経産婦 22 名）。質問紙のよくある相談事

ように退院指導を進める必要がある。家族は手技が獲得でき

の全項目に対し、全体の 2 週間健診前後での変化は有意差が

ていても、表情や言葉では自信のない反応することやケアを

あり、
「2 週間健診を受けて良かった」と 91.1％が回答した。

実施することに集中し児の状態までは観察できないこともあ

初産・経産婦の項目別比較では、初産婦は「授乳」「おっぱい」

る。家族が自信を持ってできないケアは在宅生活に移行後、

「赤ちゃん」「母の身体」に関する項目について有意差があり

不安の要素となり得る。また、退院指導が集中的に行われる

（P<0.01）
、健診後に解決した人数も顕著に多かった。経産婦

ことで家族の身体的・精神的疲労に繋がると予測される。そ

は「授乳の間隔」
「ミルクの量や回数」
「赤ちゃんの臍のケア」

のため家族の表情や言葉など直接的な退院指導の関わりと他

「悪露」
「尿漏れ」について有意差がなかった。自由記載では

者から得られた間接的な情報、他機関の退院指導の情報を総

初産・経産婦ともに「赤ちゃんの体重増加を確認できたこと

合的に評価した退院指導を行う必要がある。効果的な退院指

による安心感」が最も多く、授乳やおっぱいに関する質問、

導を行うための工夫として［意欲の向上につながる働きかけ］

里帰り後の不安や相談窓口の要望の記入も多かった。【考察】

についてカテゴリー化された。サブカテゴリーの＜褒める、

A 病院の 2 週間健診の効果はあったと確認できた。特に初産

認める＞工夫は、家族が自信を持てたことがモチベーション

婦に対する効果は経産婦に比べ高い。初産婦は、授乳や育児、

の向上や児への愛情が増すと考えられる。杉本（2018）は、
「母

乳房・乳頭および身体のケアの方法に関して、健診前後で変

親の思いや行動を確認しながら子育てとして実感できる看護

化があったことが、2 週間健診の必要性および重要性を裏づ

を提供することが必要と考える」と述べている。母親は、自

けている。経産婦は、健診前後で変化がなかったが、経験に

責の念を感じたり、何もしてあげられないと悲嘆したり、複

より既にセルフケアが身についており、健診で児の体重増加

雑な感情を抱くことがある。そのような感情を抱きながらも

を確認したことで、自分の授乳・育児手技に関しても間違っ

家族が児に触れ、児にケアを行うことで児への愛情を感じ、

ていないと認識でき、解決につながったと考える。今後、授

親であることを実感できる。褒める、認める関わりは、家族

乳・乳房ケアに関するニーズや里帰り後の不安にも対応する

が医療的ケアを含めた育児を実施できたと自覚し「子育て」

ため、母親の希望に寄り添った指導やケアの方法の充実、産

として喜びを感じることもできると考える。

後 1 か月以降の支援体制の拡充が課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅰ - ７

ポスター T - Ⅰ - ８

NICU におけるファミリーセンタードケアに
基づいた看護の現状

ダウン症児の出生から学童期までの日常生活
上の母親の取り組み

キーワード：NICU

キーワード：ダウン症児

看護

FCC

○河村 享子・五藤 真奈美・堀 美幸・岡本 知美

○市村 路子

岐阜大学医学部附属病院

上武大学看護学部看護学科

【目的】A 病院 NICU 看護師が意識して行っているファミリー
センタードケア（以下 FCC）の看護の現状を明らかにする【方
法】1. 調査期間

2019 年 11 月～ 2020 年 6 月

2. 研究対象

A 病院 NICU 看護師 18 名のうち同意が得られた 13 名
討方法

母親

日常生活

【目的】本研究の目的は、ダウン症児の出生から学童期まで
の日常生活上の母親の取り組みを明らかにすることである。
【方法】研究期間は、令和 2 年 4 月～ 12 月。研究参加者は、

3. 検

本研究に同意が得られたダウン症児を育てる母親 3 名であ

FCC 実践尺度を用いて 7 段階評定し、FCC の理解

る。研究方法は、ダウン症児を育てる母親 3 名に、半構成的

と FCC 実践尺度 5 因子について半構成面接をした。

4. 分

面接法によるインタビューを実施した。研究の趣旨を口頭及

析方法 1）FCC 実践尺度は NICU 経験年数 3 年以下と 4 年以

び文書で説明し、出生から学童期までの日常生活上の取り組

上に分け、マンホイットニー U 検定を行った。 2）半構成面

みについてインタビューを行った。インタビューは同意を得

接は逐語録からカテゴリー化した。共同研究者間で期間をあ

て録音し、逐語録を作成した。母親の語りの内容をデータと

けて複数回協議し、信頼性・妥当性を高めた。【結果】FCC

し、逐語録からコード化、内容の類似性に沿ってカテゴリー

の理解は 15 コード、6 サブカテゴリー、3 カテゴリーに分類

化して質的に内容分析を行った。なお、本研究は所属機関の

した。カテゴリーは「尊重」「情報の共有」「参加」の内容が

倫理審査検討会の承認を得て行った。
【結果】療育している

あり、FCC の基本理念に準じていた。しかし、「尊厳」
「協

児は全員男児であった。逐語録からコードを抽出し、15 の

働」の発言はなかった。FCC 実践尺度の実践できている項

サブカテゴリーを通して、5 つのカテゴリーに分類された。

目は、第 2 因子「親子の絆を育む支援」で、平均値は 5.2 で

以下、カテゴリーを『』
、サブカテゴリーを「」で表す。『一

あった。実践できていない項目は、第１因子「全般的な情報

人で悩まず相談相手を探す』は、
「ダウン症育児経験者との

提供」で、平均値は 3.8 であった。NICU 経験年数 3 年以下

つながり」「かかりつけ医を決める」「家族とのコミュニケー

と 4 年以上で有意差があった項目は「全般的な情報提供」
（P

ション」などで構成された。
『外部への積極的な働きかけ』は、

＝ 0.005）、
「親子の絆を育む支援」（P ＝ 0.000）、第 3 因子「思

「福祉サービスを積極的に利用」「子どもの生活の特徴の理解

いやりのある対応」（P ＝ 0.000）、第 5 因子「子供に関する

を求める行動」で構成された。
『子どもの発達にあった集団

具体的な情報提供」（P ＝ 0.009）で 3 年目以下の看護師が低

生活場所の選択』は、
「自分の目で確かめ、話し合いを重ねる」

かった。FCC の実践内容は 123 コード、47 サブカテゴリー、 「保育園との密な情報交換」などで構成された。『子どもの成
31 カテゴリーに分類した。「全般的な情報提供」は≪家族が

長に合わせた生活習慣獲得の促進』は、
「日常生活動作の繰

活用できる社会資源の情報提供≫等の実践ができていない

り返しの練習」
「ダウン症児の発達についての理解」で構成

と感じていた。
「親子の絆をはぐくむ支援」は≪子どもと触

された。『日々の健康管理』は、「早めの対処」
「受診時の工

れ合う機会の提供≫等の実践ができていた。しかし≪母の思

夫」で構成された。
【考察】母親らは、かかりつけ医やダウ

いに沿った介入≫が不足していると感じていた。【考察】看

ン症育児経験者に日常生活上の困ったことなどを相談し、ア

護師は FCC の４つの理念の中で「尊重」「情報の共有」
「参

ドバイスを受けており、育児に対する不安を解消しながら子

加」を理解しており、FCC が病棟の看護に浸透してきている。

育てをしていた。また、巡回セミナーや訪問相談を幼稚園で

今後は医療者と家族がパートナーとして「協働」するための

企画するなど、
外部への積極的な働きかけを行っていた。ゆっ

関りを学ぶ必要がある。NICU 経験年数 3 年以下は有意に低

くり成長するダウン症児の特徴に合わせて、我が子の発達に

かったため、FCC 実践能力の差を補うために、先輩と後輩

あった集団生活の場所を選択し、日々の健康管理を行いなが

が一緒に考えケアを実践できる教育体制が必要である。看護

ら成長を見守っていた。これらは、ダウン症児を育てる家族

師は情報提供者として、家族の思いを汲み取りながら他職種

だけではなく、児が日中の多くの時間を過ごす保育施設職員

と連携をとり、情報提供できる体制作りが必要である。

など、児と関わる人にもダウン症児の発達や行動特性の理解
を深め、児が生活しやすくなる環境を整えるための取り組み
であると考えられる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅰ - ９

ポスター T - Ⅰ -10

重症心身障がい児メディカルショートステイ
受け入れの準備
－小児科病棟を含む急性期混合病棟での実践報告－
キーワード：重症心身障がい児 試験入院 レスパイト
メディカルショートステイ 連携

○永山 真希・辰己 春香・植田 由紀子・十河 陽子・
高砂 侑里・幸田 瑞帆

障がい児とそのきょうだいを持つ母親のきょ
うだいへの思い
キーワード：障がい児のきょうだい
きょうだいへの思い

障がい児の母親

○山内 翔子・谷口 康子
東京都立北療育医療センター

【目的】障がい児と健常児のきょうだいを持つ母親の「きょ

大和高田市立病院

うだいに対する思い」を明らかにする。障がい児のきょうだ
【目的】小児メディカルショートステイ（以下 MSS とする）

いに対する母親の思いを明らかにすることで、より良い家族

の受け入れが行えるよう、システムを立ち上げ、今後の課題

関係の構築、療養環境の維持、そして、病棟看護師の役割を

を明らかにする。【方法】小児 MSS 受け入れにあたり、A 病

考えることに繋がると考えた。
（用語の定義）障がい児の健

院小児科病棟を含む急性期混合病棟で勤務する看護師が感じ

常な兄弟姉妹を「きょうだい」と定義する。
【方法】中学生

ている不安や疑問点について自由記述で質問を実施する。得

以下の障がい児と、そのきょうだいを持つ母親 4 名にインタ

られた内容を帰納的にカテゴリー化し、問題を抽出する。問

ビューを行い、
逐語録を作成し KJ 法で分析した。A 病院の「研

題解決に向けた取り組みを実施し、システムの立ち上げを行

究倫理審査委員会」にて了承を得た後、書面にて家族に説明

う。システムに沿って受け入れを行い今後の課題を明らかに

し同意を得た。
【結果】16 のコードから［患児と同等な関り

する。【結果】自由記述で得られた内容を環境・人員・教育・
多職種連携の４つのカテゴリーに分類した。そこから、マン
パワ－不足、療養環境面の準備、重症心身障がい児に関する

をきょうだいに示したい］
［きょうだいに対する将来的展望］
［ケアバランスの不均衡を解消するための措置］という 3 つ
のカテゴリーと《ケアバランスの不均衡》
《個人としての人生》

知識不足、医療機器の取り扱い、受け入れまでの手順、情報

《障がい児のきょうだいとしての人生》という 3 つのサブカ

収集・共有の方法、小児 MSS 入院受け入れマニュアルの７

テゴリーに分けられた。母親には〈きょうだいが障がい児の

つの問題が明らかになった。問題に対する取り組みとして、

存在を否定的に思うのではないかという不安〉があった。ま

看護体制の変更・受け入れ部屋の整備・疾患や医療機器につ

た、
［ケアバランスの不均衡を解消するための措置］を取る

いて勉強会開催・情報収集する内容の検討・情報収集ツール

ことで［障がい児と同等な関りをきょうだいに示したい］と

の作成・初回外来診察から試験入院のシステム整備を行いマ

いう思いを表し、
［きょうだいに対する将来的展望］を実現

ニュアル化した。初回外来診察と試験入院の受け入れを行っ

するための１つの手段としていた。
【考察】母親は［患児と

た結果、作成したマニュアルの評価と検討、継続的な勉強会

同等な関わりきょうだいに示したい］が、障がい児を優先し

開催、短期入院を繰り返し情報収集と情報共有を行うこと、

なくてはならないという現状に対し、きょうだいに我慢をさ

児の生活環境に合わせること、医療的ケアの質の評価という

せて申し訳ないと思っている。また、母親はきょうだいに対

５つの課題が明らかになった。【考察】小児 MSS を開始する

し《個人としての人生》と《障がい児のきょうだいとしての

ために、病棟看護師の不安や疑問点を抽出することで、問題

人生》という対照的な人生を両立させてほしいという将来的

が明確になった。問題を細分化し課題に変換し 1 つずつクリ

展望があるが、
〈きょうだいが障がい児の存在を否定的に思

アしていくことで小児 MSS を受け入れる意識の向上に繋が

うのではないかという不安〉と葛藤していることが考えられ

り、体制を整えることができたと考える。小児 MSS は、疾

る。支援を利用し、きょうだいの体験や、母親ときょうだい

患・症状にあわせて個別的な情報が多くある。重症心身障が

の絆を深める時間を設けることは、きょうだいの心の成長発

い児となれば、重症度も高くなり医療的ケアの情報量もさら

達を後押しすると共に、きょうだいと過ごす時間は母親の精

に増大する。在宅でのケア方法は、通常病院で行っている業

神的負担の軽減になると考える。病棟看護師は障がい児とそ

務と異なることもあり、その方法を全員のスタッフに伝達す

の家族を地域で支えていくために、母親が安心できる療養環

ることが難しい。今回の活動期間内に 10 名の初回外来診察

境を目指し、多職種と情報共有し連携していくことが重要で

と 4 名の試験入院を実施したが、綿密な情報収集と個別のマ

ある。

ニュアルを作成するための機会を設定したことで受け入れが
スムーズに行うことができたと考える。今回は、初回外来診
察から試験入院までの実践であったため、今後は本格的な小
児 MSS 開始に向けて、明らかになった５つの課題を達成で
きるよう継続して取り組んでいきたい。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅰ -11

ポスター T - Ⅰ -12

心理的危機を回避できた母親との関わりで見
えてきたもの
－巨大色素性母斑を持って生まれた児の家族への危
機モデルを用いた分析－
キーワード：心理的危機状態
家族支援

アギュララの危機モデル

全身麻酔で予定された手術を受ける子どもに
同伴入室を行う母親に対する手術室看護師の
支援行動
キーワード：同伴入室

母親

手術室看護師

支援行動

○小原 美里
福井大学大学院医学系研究科

○河野 和子・小林 美智子・近藤 千夏
宮崎県立日南病院

【目的】全身麻酔で予定された手術を受ける子どもの母親が、

【目的】巨大色素性母斑を持って生まれた児の家族が、心理
的危機を回避できた要因について、アギュララの危機モデル
を用いて明らかにする。【方法】1）カルテ記録から研究目的
に照らして重要と思われる関わりの場面を選定。2）選定し
た場面をもとに半構造化インタビューガイドを作成。3）母
親にインタビューを行い録音したものを逐語録に起こす。4）
得られた情報を熟読し重要と思われる表現を抽出。5）4）を
もとにアギュララの危機モデルを活用して母親の危機回避の
様相と母親のバランス保持要因について分析。【倫理的配慮】
所属施設の倫理審査委員会の承諾を得て実施した。研究対象
者に対し研究の主旨や方法、自由意志である事や匿名性の保
持、協力拒否や途中辞退することにより不利益が生じないこ
と等を文書及び口頭で説明し同意を得た。【結果】場面ごと
に抽出した表現と入院中や退院後支援して欲しいことに関す
るインタビューからアギュララの危機モデルを活用し母親の
危機回避の様相と母親のバランス保持要因について分析を行
なったところ以下の事がわかった。1）この事例はアギュラ
ラの危機モデルにおいての 3 つのバランス保持要因が全て存
在したため不均衡状態が持続することなく危機回避出来てい
た。2）母親は「情報がなくて不安で押し殺されそうだった」
と児の病名や治療の情報等の安心材料となる情報を必要とし
ていた。また、退院後の支援も父母の会などの情報交換の場
や共有者を必要としていた。3）母親は母児分離による面会
時間制限や母乳育児への支障を感じており「A に何か起こっ
ているのではないか」という不安を抱えていた。【考察】こ
の事例は 3 つのバランス保持要因によって心理的危機状態に
陥ることなく経過し、危機回避が出来ていた。支援するにあ
たって母親の心理的な変化を捉え、看護介入のタイミングを
図りながら不安の訴えの傾聴、安心材料となる情報の提供、
面会時間の調整や早期母乳育児支援を立案してバランス保持
要因の促進や変更することが必要であったと考える。患者・
家族がストレスの多い出来事によってバランス保持要因が機
能し均衡回復へ向かっているか、また、欠如しているバラン
ス要因があれば看護プランによって看護介入し促進や変更を
行う。それによって問題解決・均衡状態の回復や危機回避に

同伴入室時に子どもをサポートできることを目指して、周手
術期を通して手術室看護師がどのような支援を行っているの
かを明らかにする。【方法】手術看護分野の認定看護師で、
同伴入室の経験の豊富な看護師に参加を依頼。調査期間は、
福井大学医学系研究倫理審査委員会承認日から 2020 年 12 月。
データ収集は半構成的面接法で、インタビューガイドを作成
し、研究参加者の年齢、看護師経験年数、手術室経験年数、
同伴入室経験年数、実子の有無を確認後に「同伴入室時に母
親が子どもをサポートできることを目指して、周手術期を通
して母親にどのような支援を行っているのか」という内容を
質問し、自由に語ってもらった。得られたデータから逐語録
を作成し、母親が子どもをサポートできることを目指して手
術室看護師はどのような支援を行っているか、その時の思考
と行動に着目し、質的記述的に分析した。
【結果】研究参加
者は 5 名、年齢は 50 代 1 名、40 代 3 名、30 代１名。母親に
対する手術室看護師の支援行動として、64 のコードから 16
のサブカテゴリー、5 つのカテゴリーが抽出された。手術室
看護師は、同伴入室時に母親が子どもをサポートできるよう
にするために、術前から術中を通して、「母親について知る」
「母親の気持ちを調整する」「子どもへのサポートを手助けす
る」のような支援が重要であると考え、実践していた。また、
母親と子どもは相互作用があることを認識し「子どもを通し
て母親の頑張りを引き出す」のような支援が重要であると考
え、実践していた。麻酔導入時には退室のタイミングを見
計らい、
「同伴入室してよかったと思えるように声かけをす
る」といった、母親が子どもの支えになれたと思えるような
声かけをしていた。
【考察】手術室看護師は、術前から退室
時までを通して、母親が置かれている状況や母親と子どもが
影響し合うことを理解し、母親が子どもをサポートできるよ
うにするための支援を行っていた。母親が安心して子どもを
サポートすることができるように支援したり、母親だからこ
そできる子どものサポートを効果的に行えるようにするため
に、母親がしたいと思うサポートを後押しすることは、子ど
ものサポートを通して母親の頑張りを引き出すことになり、
母親自身を支援することにつながっていたと考える。

向かうような支援が今後の NICU 入院による心理的危機状態
に陥りやすい家族への支援と繋がると考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
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ポスター T - Ⅱ - １

ポスター T - Ⅱ - ２

高齢白内障手術後患者における退院後の療養
生活の実態
キーワード：高齢者

白内障手術

術後療養生活

回復期リハビリテーション病棟における脳卒
中患者の FIM「問題解決」に焦点を当てた病
棟訓練導入

－ FIM の向上を図り在宅復帰へ繋げる－

○河野 志保・高橋 真由美・柴田 佐江子・
姉﨑 明日香

キーワード：FIM 利得 FIM 問題解決 病棟訓練
エラーレスシュミレーション学習 在宅復帰

山形県立新庄病院

○市園 敏・岡留 直子・横山 美香・宮内 ひかる

【目的】高齢白内障手術後患者における、退院後療養生活の
実態を明らかにする。【方法】期間：2019 年 9 ～ 12 月。対象：
65 歳以上の初回白内障手術後患者 30 名。方法：無記名自記
式質問紙調査。調査内容：年代、退院指導の理解（7 項目、
2 択）
、退院後禁止事項の遵守（2 項目、2 択）、退院指導や
療養生活への思い（自由記述）。分析方法：項目毎に単純集
計した。倫理的配慮：回答は無記名で行い、個人が特定され
ないように配慮した。収集したデータは発表後消去すること
を書面にて説明し、同意欄にチェックを付けたアンケートの
回収をもって同意を確認した。本研究は所属施設の承認を
得て実施した。【結果】25 名から回答があり、有効回答率は
83.3％であった。退院指導の理解では、
「目薬の先が睫毛や眼
球に接触しない」が 60 歳代 33.4％、70 歳代 30.8％、80 歳代
33.4％で理解なしで、「点眼後目頭の圧迫が 70 歳代 15.4％、
80 歳代 16.7％で理解なし、「目薬と目薬の間隔」が 60 歳代
16.7％、70 歳代 15.4％、80 歳代 16.7％で理解なしだった。70
歳代で「点眼回数」の理解なしは 15％、「点眼時間」と「点
眼の順番」の理解なしが 7.7％だった。退院後禁止事項の「洗
髪」は、70 歳代で 15％が守れず、「入浴」は、60 歳代 33％、
70 歳代 15％、80 歳代 16％が守れなかった。60 歳代や 80 歳
代は 100％理解していた。自由記載では「車の運転や眼鏡は
いつからしていいのか」などの意見があった。【考察】加齢
に伴う理解力の低下が退院後のセルフケアに影響すると予想
していたが、加齢だけが原因ではなく、80 歳代でもセルフ
ケアできた項目もあり個性や理解力も要因である可能性が示
唆された。退院後禁止事項が守れなかったのは、身体の清潔
が保たれず不快感が勝った為と思われる。点眼表を使用し退
院指導内容を自宅でも確認できるようにした事で理解度が高
まったと考える。術後回復した患者の視覚を活かした簡潔明
瞭な点眼表による退院指導は標準化して実施できたと考え
る。退院指導内容に不足を感じていた患者もいた為、一方的
な指導ではなく、理解度を確認し不安や疑問を受け止め解決
しながら進めることが大切である。患者と医師との懸け橋と
なることで患者の思いをくみ取り、不安なく退院後の療養生
活が送れるように援助していくことが重要であり今後の課題
であると考える。

一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院

【目的】FIM 認知項目「問題解決」に着目し B 病棟で定めた
問題解決を強化するエラーレス学習に基づいた病棟訓練を行
うことで、FIM 利得から成果を検証する。【方法】入院中の
脳卒中患者 A ～ D 氏の 4 名を対象とし、病棟訓練を行った。
2 週間後に対象者患者の運動項目、認知項目、問題解決の入
棟・退棟時の FIM 点数・FIM 利得をそれぞれ比較する。【結
果】A 氏 80 歳代、認知症あり。運動項目± 0 点、認知項目
± 0 点、問題解決± 0、FIM 利得 0 点。FIM 総得点 +0 点。
認知症、高次脳機能障害があり説明した事を忘れるため訓練
説明に時間をかけ、ヒントを出しながら成功体験を創り出す
訓練を行った。認知症の症状と高次脳機能障害が重なり病棟
訓練後もスタッフコールを押す事ができず FIM 利得の向上
に繋がらなかった。B 氏 80 歳代、認知症の診断あり。運動
項目 +4 点、認知項目± 0 点、問題解決± 0、FIM 利得 4 点。
FIM 総得点 +4 点。人に物を依頼する事に抵抗を示す性格で
あったため、スタッフコールを意識させる様な訓練と同時に、
スタッフコールを押すことを遠慮しないよう毎回説明したが
FIM 利得の向上には繋がらなかった。C 氏 60 歳代、認知症
の診断なし。運動項目 +25 点、認知項目 +13 点、問題解決
+2、FIM 利得 38 点。FIM 総得点 +38 点。D 氏 60 歳代、認
知症の診断なし。運動項目 +20 点、認知項目 +7 点、問題解
決 +3、FIM 利 得 17 点。FIM 総 得 点 +17 点。C 氏 D 氏 は、
最初スタッフコールを押さずに行動していた。病棟訓練で出
来たことは褒め、自己肯定感を高く保てる介入をした結果、
訓練後はスタッフコールを押し、端座位で待てる様になった。
4 名とも中断せず 2 週間病棟訓練ができた。
【考察】A 氏 B
氏が FIM 利得の向上につながらなかった原因として認知症
や看護師のみの介入であったこと、病棟訓練の期間が短かっ
たことが考えられる。安心できる家族の協力や訓練参加、エ
ラーレス学習の特徴であるネガティブな感情を抱かせないこ
とで、今後長期的な訓練につながり認知症の診断がある患者
でも FIM 利得の向上につながるのではないか。C 氏 D 氏は
同じ 60 歳代で FIM 利得に一定数の伸びを示した。年齢や性
格も FIM 利得の向上に影響を与える要因ではないか。また、
FIM 運動項目の向上が FIM 問題解決の点数を向上させ、そ
の結果、FIM 利得の向上に好影響を与えたのではないかと
考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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過疎地域で高齢化する透析導入期患者のセル
フケア確立への取り組み
－透析導入時指導パンフレットの改善と指導方法を
検討する－
キーワード：透析導入期
過疎地域

患者指導パンフレット

高齢化

多職種間で意識とケアの統一を図った排泄支
援
キーワード：排泄

セルフケア能力

多職種協働

○鮫島 大輔
一般社団法人巨樹の会蒲田リハビリテーション病院

○河本 鈴蘭・山岸 洋子

【目的】A 病院では、排泄表を活用し患者の排泄状況を確認

公立宇出津総合病院

している。患者の中には介助依頼が困難な方もおり、食後や

【目的】A 病院独自の透析導入時指導パンフレット（以後、
既存パンフレット）の優先度が高い指導項目、記載内容や指
導方法に関する改善点について明らかにし、効果的な指導方
法を検討する。【方法】A 病院透析室看護師 6 名に既存パン
フレットについての質問紙調査を行った。調査内容は、１. 指
導項目「血液透析、腎臓について」「シャント管理」
「穿刺、
止血方法」
「カリウム制限」
「ドライウエイト」
「水分、塩分制限」
「透析中起こりやすい症状」の中から優先度の高い項目３つ
を選択、2. 項目毎に改善内容の自由記載とした。分析方法は、
1.
は単純集計、2. は得られた結果をコード化しサブカテゴリー
に分類、抽象度を上げてカテゴリーにまとめ分析を行った。
倫理的配慮は、研究参加者に研究趣旨、プライバシーの厳守
を説明し回答をもって同意とした。本研究は研究者の所属す
る A 病院看護研究倫理委員会の承諾を得て実施した。
【結果】
回収率 100％だった。1.「シャント管理」「カリウム制限」に
ついて看護師全員が導入時の指導で優先度が高いと示した。
2. 自由記載は、55 個のコードから 22 個のサブカテゴリーが
抽出され、＜導入時に説明するには優先度が低い＞＜専門用
語が多く難しい＞＜より詳しく見やすく修正必要＞＜導入時
の指導で重要＞＜認知機能・理解力に応じた指導が必要＞＜
業務と並行しての指導が難しい＞＜見返せる簡潔にまとめた
ものが必要＞ 7 個のカテゴリーが得られた。【考察】既存パ
ンフレットは、＜専門用語が多く難しい＞＜より詳しく見や
すく修正必要＞から、より分かりやすい表現、イラストの利
用などの改善が必要と考える。三木らは、透析導入期にはシャ
ント、カリウム、水分管理など最低限必要な項目を反復説明
し、基本的な部分の管理にとどめておくほうが患者は理解し
やすいと述べている。A 病院でも結果 1. と＜導入時の指導
で重要＞＜導入時に説明するには優先度が低い＞より、高齢
患者に対し既存パンフレットの指導項目すべて説明するので
はなく、「シャント管理」「カリウム制限」にしぼる指導が効
果的と結果が得られた。更に＜認知機能、理解力に応じた指
導が必要＞＜業務と並行しての指導が難しい＞＜見返せる簡
潔にまとめたものが必要＞より、維持透析期に患者の個別性

定時でトイレ誘導を行うことが決められていたが、スタッフ
個々の判断に任されている部分が多かった。そこで、全ての
スタッフが「排泄」という行為を理解し、同じ意識を持っ
て、排泄支援ができることを目的に取り組みを行った。【方
法】トイレ誘導の定義と対象患者を決定。トイレ誘導の強化
時間を決め、排泄表へ新たに「誘導」のマークを追加。看護
師、看護補助者、セラピストを対象に排泄支援の講習会を実
施。毎月、各病棟の誘導マーク使用状況とトイレ誘導対象患
者の実態を確認。誘導患者の排泄経過と機能的自立度評価
法（以下 FIM）の変化を調査。毎月、オムツ離脱率（退院
時オムツ離脱患者数÷入院時オムツ使用患者数）を調査。ア
ンケート調査を 1 ヶ月目と 6 カ月目の 2 回実施し、排泄支援
に対する意識を調査。倫理審査委員会で承認を得て行い、対
象者へは研究参加は自由意思に基づき不利益や負担が生じ
ないように配慮する旨を説明。
【結果】トイレ誘導の対象と
なった患者総数 49 名（脳疾患 28 名、整形疾患 15 名、その
他 6 名）
、月 8 ～ 15 名。終日失禁がなくなった患者 14 名。
日中失禁はなく夜間のみある患者 18 名。改善時の FIM 運動
項目（以下 m-FIM）30 ～ 74 点。オムツ離脱率は 1 カ月目
34.4％、2 ヶ月目 39.4％、3 ヶ月目 37.1％、4 ヶ月目 28.6％、5 ヶ
月目 44.4％、6 ヶ月目 51.4％（昨年度の平均オムツ離脱率
41.0％）
。アンケート意識調査では「目的や趣旨を理解してい
る」の問いに、YES が 50％から 64％へ、「多職種間で排泄
について検討している」の問いに、YES が 53.5％から 62.8％
となった。【考察】m-FIM が低い介助量を要する患者に対し
ても、失禁減少が見られた。日中失禁がなくなった患者のう
ち、4 割以上の患者が終日失禁をなくすことができた。多職
種が積極的に関わることで患者の主体性を引き出し、介助量
の軽減と共に失禁減少が図れたと考える。オムツ離脱率は過
去のデータと比較し、向上は見られなかった。しかし、多職
種で理解を深め、話し合う切掛けは築けたと考える。スタッ
フ個々の立場や考えで関わるより、同じ理解や意識を持って、
統一したケアを行えることが協働であり、患者のセルフケア
能力を一層高めるには有効と考える。

に合った必要な項目を改善したパンフレットで反復説明する
指導が高齢患者に効果的なセルフケア確立の指導方法の１つ
と考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

ポスター T - Ⅱ - ５
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中途視覚障害をもつ高齢患者が尿路ストーマ
ケアを習得するために介入した 1 症例

術前から退院後にかけて積極的に骨盤底筋体
操を継続してもらうための看護介入

キーワード：ストーマケア 中途視覚障害
セルフケア指導

キーワード：腹腔鏡下前立腺全摘出術 術後尿失禁
骨盤底筋体操 バイオフィードバック療法

全盲

○岩本 祥子・平栗 由菜

○岡本 知花

川崎市立川崎病院

社会医療法人財団石心会埼玉石心会病院

【目的】視覚障害をもつオストメイトはストーマケアが困難

倫理的配慮：患者と家族に看護研究について説明し、個人情

であり、異常の発見が遅れ、ストーマ合併症が起こりやすい

報の保護を守る事、拒否をしても治療上不利益がない事、研

と言われている。今回、全盲の高齢患者が尿路ストーマを造

究途中の参加離脱も可能である事を文書及び口頭で説明し記

設するにあたり、ストーマケアの習得を目標に術前から介入

名による同意を得る。
【目的】腹腔鏡下前立腺全摘出術の合

した症例を振り返った。【方法】70 歳代女性。3 歳の時に右

併症の一つに術後尿失禁があるが、過去に術後尿失禁を受け

眼を失明。左眼は弱視であったが、今回手術の 6 か月前に完

止められない患者や、術後尿失禁の改善に有効とされる骨

全失明した。完全失明後も慣れた環境下では不自由なく生活

盤底筋体操を効果発現前に効果がないと判断し自己中断して

できていた。今回、膀胱癌に対し膀胱全摘・回腸導管造設術

しまう患者がいた。しかし患者は退院後も術後尿失禁と向き

を施行。介入した期間の看護記録から収集したデータを３つ

合いセルフケアを継続していく必要があるため、骨盤底筋体

の時期に分けて分析し、ストーマケアを習得するために実践

操を積極的かつ継続的に実施してもらうための看護介入を明

した看護介入について検討した。倫理的配慮については、所

らかにする。
【方法】質的研究【結果】術前に術後の状態や

属施設の臨床研究倫理審査委員会の承認を得て行い、研究対

骨盤底筋体操について知ってもらうことで術後の回復を支援

象者には個人のプライバシー保護などについて口頭で説明し

できるのではないかと思い、既存のパンフレットを用いて術

同意を得た。
【結果】初回化学療法入院から手術までの時期は、

後尿失禁の原因や骨盤底筋体操を継続する必要性を指導した

ストーマ造設後の生活がイメージできない不安に対して介入

ところ、術後尿失禁に対する覚悟と治療への意欲的な発言が

した。術前オリエンテーションとして、ストーマ装具を装着

あった。また入院までの期間付属のチェック表を用いて骨盤

して過ごす、ストーマ袋からの尿廃棄、ストーマ造設患者へ

底筋体操を継続出来ており、「このチェック表があったから

向けた DVD を聴きながらストーマ装具を触るなどのストー

意識して頑張れたし習慣になった」と発言があった。術後も

マケアを体験したことにより安心感を得ることができた。手

疼痛コントロールを行い膀胱留置カテーテル留置中から骨盤

術直後から術後合併症発症までの時期は、中途視覚障害をも

底筋体操を早期に再開し、術前からの自宅での習慣を継続で

ち手指巧緻性が低下している患者へのセルフケア指導に対し

きるよう支援した。しかし膀胱留置カテーテル抜去後実際に

て介入した。触覚や聴覚に重点を置いた指導により、ストー

術後尿失禁を経験した患者は、衝撃を受け骨盤底筋体操に不

マ袋からの尿廃棄手技や、尿廃棄するタイミングを習得し

信感を抱いた。そこでパンフレットを作成し再指導を行い、

た。術後合併症発症から退院までの時期は合併症の発症によ

新たに外来まで記録できるようなチェック表を提供した。ま

るセルフケアへの意欲低下に対して介入した。術後合併症の

たバイオフィードバック療法にて視覚的に効果的な骨盤底筋

影響からストーマケア全般を看護師に依存するようになった

体操が出来ていることを医師・看護師・患者と共に確認し継

ため、指導を中断した。症状の改善にともなって指導を再開

続の重要性を再度説明した。退院後は骨盤底筋体操を継続で

し、退院時目標を「ストーマケアの習得」という大きな目標

きており失禁量は減少しているものの、QOL に大きな影響

から、達成可能で具体的な目標へと修正したことにより意欲

を与え、多くの不安や不自由を抱えながら生活していること

的に取り組むことができた。【考察】中途視覚障害をもつス

を知った。
【考察】術前指導を行い術後の状態を意識づけさ

トーマ造設患者へのセルフケア指導において、疑似体験を含

せることは骨盤底筋体操を継続する要因となった。またパン

めた術前オリエンテーションは有効である。視覚障害をもつ

フレットの作成やバイオフィードバック療法、チェック表に

高齢患者の尿路ストーマ装具は、触覚・聴覚・手指巧緻性な

よるセルフモニタリングを取り入れることでモチベーション

どを踏まえた多角的な視点で選択する必要がある。セルフケ

の向上や達成感、自己効力感に繋がり、骨盤底筋体操の継続

アへの意欲向上のためには、レディネスが成立しているとと

を促したと考えられる。しかし退院後も術後尿失禁や骨盤底

もに、状況に応じて達成可能な目標へ適宜修正することが重

筋体操に対する不安が残存しており、改善の見通しを説明し

要である。

悲観的にならないような看護介入が必要であったと考えられ
る。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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造血器腫瘍患者の感染予防に対する思い
キーワード：造血器腫瘍患者

患者の思い

免疫チェックポイント阻害薬治療を受ける肺
がん患者の自覚症状出現時の受診行動に関連
する要因

感染予防

○山下 由美子・阿部 陽子・緑川 カナエ・
影山 智美・西牧 美恵

キーワード：免疫チェックポイント阻害薬

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

○前川 忍・川野 典子・松宮 暁子

【目的】造血器腫瘍患者にとっては、正常血液細胞の減少に
伴い感染予防は必須であり、ほぼ生涯にわたり感染予防を継
続していくことになる。医療者は感染予防の必要性を説明し、
患者自身が感染予防行動を受け入れていると思い込んでいる
面があることは否めない。患者が感染予防行動を継続してい
くことに対して抱く思いを明らかにしたいと考えた。感染予
防を継続していくことに対する造血器腫瘍患者の思いを明ら
かにする。【方法】A 病棟に入院してきた造血器腫瘍患者の
うち研究同意を得られた 9 名に半構成面接を行い、逐語録を
起こし感染予防に関する思いをコード化、サブカテゴリー、
カテゴリーを抽出した。太田西ノ内病院生命倫理委員会の承
認を得た。対象者に研究の主旨、自由意志による同意と同意
の撤回などの倫理的配慮について文書と口頭にて説明し同意
を得た。
【結果】78 個のコード、11 個のサブカテゴリー、5
個のカテゴリーが抽出された。カテゴリーは＜悪化しないこ
とへの願い＞＜自分ができることをやるという意思＞＜感染
症に対する恐怖＞＜周囲の協力への感謝＞＜感染予防は必要
なもの＞が抽出された。【考察】造血器腫瘍患者の治療主体
は化学療法であり、悪化しないための唯一の方法は治療を予
定通りに実施することである。そのために感染予防は必須で
あり、患者が感染予防を継続する根底には＜悪化しないこと
への願い＞があると考える。＜悪化しないことへの願い＞が
あることにより＜感染症に対する恐怖＞と対峙し＜感染予防
は必要なもの＞と思い、＜自分にできることはやるという意
思＞で感染予防に取り組んでいた。また、感染予防徹底のた
め、周囲の協力が得られることで＜周囲の協力への感謝＞が
生じていると考える。これらの＜感染症に対する恐怖＞＜感
染予防は必要なもの＞＜自分にできることはやるという意思
＞＜周囲の協力への感謝＞という思いは、＜悪化しないこと
への願い＞から派生した思いであると考える。また、患者は
自身に脅威をもたらす可能性がある肉眼では捉えられない細
菌やウイルスと常に対峙していくことになると考える。さら
に患者の感染対策に対して、家族や医療従事者が患者の日々
の感染対策を認めることが自己効力感を高めることに繋が
る。また、看護師は患者が感染予防を行うことでの困難さや
周囲の協力などについても把握し感染予防に対する支援が必

自覚症状

受診

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院

【目的】免疫チェックポイント阻害薬（以下 ICI）は肺がんの
標準治療として治療効果が向上している一方、症状が多岐に
わたる免疫関連有害事象（以下 irAE）が生じる。治療継続
のためには、患者自身が早期に症状の変化に気づき、適切な
タイミングで受診行動をとるセルフマネジメントが重要であ
る。本研究では、ICI 治療を受ける肺がん患者の自覚症状出
現時に受診行動をとった群ととらなかった群に対し、その行
動に関連する要因について明らかにする。【方法】2019 年 7
月から 2020 年 12 月までに肺がんの一次治療として ICI 治療
を受け、自覚症状が出現した患者 20 症例を対象とした。自
覚症状が出現し受診行動をとった群 10 症例と、とらなかっ
た群 10 症例の 2 群間において、患者背景・組織型・病期・
治療レジメン・自覚症状・irAE の有無と Grade を比較した。
統計分析は EZR を用い、
症状の数は Mann-whitney の U 検定・
その他の項目は Fisher の正確検定を行った。本研究は A 病
院の倫理審査会の承認を得ている。
【結果】患者背景：年齢
は受診行動をとった群 69.6 ± 3.9 歳（62 ～ 72 歳）、受診行動
をとらなかった群 63.1 ± 9.9 歳（46 ～ 73 歳）で、性別は両
群ともに男性 80％、女性 20％であった。それぞれの項目の
P 値は以下である。キーパーソンの有無（P=1）
、仕事の有無
（P=.63）
、
組織型（P=.48）
、
病期（P=.03）
、
治療レジメン（P=.44）、
自覚症状：発熱（P=.58）その他 18 症状（P=1）
、複数の症
状出現（P=.03）
、
irAE の有無（P=.37）
、
irAE の Grade（P=.04）
であった。P ＜ .05 のものは多重検定を行ったが有意差は認
めなかった。【考察】本研究では 2 群間において受診行動に
関連する要因に有意差は認めなかったものの、病期・複数の
症状出現・irAE の Grade が受診行動につながっている傾向
にあった。複数の症状出現は重症と感じ、一つの症状では比
較的軽症と判断し受診行動に結びつかなかったのではないか
と考えられる。今回は症例数が少なかったことや、要因とし
て患者の内面的な背景について抽出できなかったことが研究
の限界であった。今後症例数を増やし、患者の受診行動に関
連する要因を深く分析し続けることが、ICI 治療を受ける患
者のセルフマネジメントにつながると考える。

要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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リンパ節廓清術を受けた婦人科悪性腫瘍患者
のリンパ浮腫に対する思い
キーワード：婦人科癌術後患者
患者の思い

リンパ浮腫予防指導

○緒方 恵・吉岡 葉子・松倉 玲子・松山 晃子・
西村 美樹子
独立行政法人労働者健康安全機構熊本労災病院

オピオイドを使用しているがん患者の排便コ
ントロールに向けた取り組み

－排便日誌を活用して－

キーワード：がん患者 オピオイド
排便コントロール

排便日誌

○伊佐 優子・金安 優子・猪坂 小百合
新潟厚生連中央綜合病院

【目的】A 病院のリンパ浮腫外来を利用する患者のほとんど

【目的】排便日誌を活用し、退院後の排便コントロールに繋

がリンパ浮腫 2 期以上の状態で受診する。リンパ浮腫予防指

げることができるか検証する。
【方法】排便日誌を作成し患

導は、退院までの短い期間に行われ、リンパ浮腫ケアを受け

者自身に記入してもらう。日々の担当看護師は排便日誌を確

る患者が、どのようなリンパ浮腫予防指導を望んでいるのか

認し、便性状と排便時の症状に合わせ緩下剤の増減、頓用で

深く知る機会がなかった。そこで婦人科悪性腫瘍患者のリン

下剤内服を行い、ブリストルスケール 3 ～ 5 になるように下

パ浮腫予防指導に対する思いを明らかにすることを目的とし

剤調整の指導を行う。退院後も排便日誌を記入してもらい、

た。
【方法】A 病院で 2018 年 7 月以降に、婦人科の悪性腫瘍

郵送にて返送してもらう。退院時、退院後にアンケートを実

手術にてリンパ節廓清術を受け、リンパ浮腫予防の指導を受

施し分析する。【結果】同意が得られた対象者は 8 名、その

けた 6 名を対象にインタビューガイドに基づき、半構成的面

うちデータ収集ができた対象者は４名であった。アンケート

接を実施し、質的帰納的分析を行った。逐語録を作成し、類

結果では排便日誌を使用する前と比べて便を見る習慣がつい

似性・共通性に基づきカテゴリー化した。本研究は A 病院

たと全員が回答した。退院後の排便日誌の状況を見ると全員

看護部倫理委員会の承認を得た。【結果】インタビューの結

が便の性状や量など表の項目を排便毎に記録していた。排便

果より、
《リンパ浮腫指導を受けての浮腫に対する思い》《リ

時の症状については全員が何かしらの症状を感じており、普

ンパ浮腫指導に対しての理解》《セルフマネジメントの実践》

通便から下痢便が出ている場合でも、残便感を感じている人

《医療者への期待》の４つのカテゴリーと、＜浮腫に対する

が多かった。下痢になることを心配して内服しない患者もい

負の感情＞＜浮腫のことは他人事＞＜指導内容が理解できな

た。【考察】入院中の排便日誌の活用による指導は、患者自

い＞＜指導内容が理解できた＞＜リンパ浮腫を意識していな

身が排便状況を意識することに繋がったと考える。しかし、

いセルフマネジメントの実施＞＜リンパ浮腫を意識してのセ

患者は一度排便があると症状を感じていても内服しなかった

ルフマネジメントの実施＞＜医師の説明への不満＞＜リンパ

り、今までの経験から下剤を内服することで下痢になる恐怖

浮腫指導内容への要望＞＜指導を受ける場所や人を知りたい

心があり、下剤を内服しない傾向がある。がん疼痛の薬物療

＞の９つのサブカテゴリーが抽出された。【考察】《リンパ浮

法に関するガイドラインでは「便秘はオピオイドを投与され

腫指導を受けての浮腫に対する思い》では、指導者は、早期

た患者に高頻度に起こり、耐性形成はほとんど起こらないた

にリンパ浮腫予防指導を行う事で患者自身が症状の早期発

め下剤を継続的に投与するなどの対策が必要になる」と記載

見、早期対処が出来ることを期待し指導している。しかし、

されている。便の性状だけでなく残便感も便秘の症状の一つ

患者は指導を受けたことで脅威を感じ、リンパ浮腫の予防行

であることを説明し、下剤の効果や内服方法など下剤の必要

動を取ることが出来ていない事がわかった。《リンパ浮腫指

性を理解する必要がある。退院時のアンケート結果から入院

導に対しての理解》では、不安や恐怖といった感情を抱くこ

中の指導で排便状況を共通認識で確認することで、どれくら

となく指導をうけた患者は内容を理解しやすい傾向がみられ

いの便性状で下剤を使用した方がよいかなど退院後の排便コ

た。
《セルフマネジメントの実践》では、浮腫予防対策を意

ントロールを意識した指導ができたと考えていた。しかし退

識的に実施している患者は行動に移している傾向にあるとわ

院後の排便日誌を見ると、下剤の調整には今までの経験やこ

かった。
《医療者への期待》では、より具体的な表現やデモ

だわりが関わってくることが分かった。今回は介入期間も短

ンストレーション等を取り入れ、各個人の日常生活の状況に

かったため指導不足もあったと考える。がん患者において複

合わせた指導が必要といえた。今後は、患者の回復状態に合

数の要因が排便状況に影響を及ぼすため、患者の個別性に合

わせて、使用するパンフレット等の表現や画像媒体の選び方、

わせた調整方法を患者と一緒に考えることが重要である。患

予防方法の伝え方、デモンストレーションの必要性、指導開

者が下剤の必要性を理解し安心して内服ができるような指導

始の時期、継続のタイミング等を考慮したリンパ浮腫予防指

が必要であり、入院の短期化が進んでいるため、オピオイド

導内容の検討が必要である。

導入時から指導していくことが重要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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精神科デイケア利用者の生活機能の 1 年後の
変化と影響する背景因子
－精神科デイケア利用者と外来患者の比較から－
キーワード：精神科デイケア
縦断調査

生活機能

統合失調症

退院支援

再入院

独立行政法人山梨県立病院機構山梨県立北病院

山形大学医学部看護学科

【目的】退院後 3 か月以内に再入院した患者に対する要因分

【目的】生活機能とは肯定的な視点からみた社会で生活する
能力のことである。目的は精神科デイケア利用者の生活機
能の 1 年後の変化とそれに影響する背景因子を明らかにす
ることであった。
【方法】対象者は、統合失調症と診断され
た精神科デイケア利用者（以下、利用者とする）1272 名と
外来患者 916 名であった。方法は郵送法による質問票調査
を 2 回実施した。質問票の主な内容は、年齢などの背景、精
神障害者生活機能評価尺度（0 点 -126 点）、デイケアの利
用に関すること（利用者のみ）であった。第 1 回目の調査
期間は 2008 年 11 月から 2009 年 2 月であり、第 2 回目の調
査期間は 2009 年 11 月から 2020 年 2 月であった。分析には
SPSS®ver.25 を使用し、Wilcoxon の符号付順位和検定、重
回帰分析を行った。倫理的配慮としては、研究の目的、方法、
期待される結果、対象者にとっての研究協力に関する利益と
不利益、研究参加は自由意思でおこなうこと、プライバシー
の保護を対象者に文書で説明した。質問票への回答をもって
同意を得たことにした。【結果】分析対象は利用者 158 名（有
効回答率 12.4％）、外来患者 29 名（有効回答率 3.2％）であっ
た。利用者の平均年齢は 47.6 歳であり、平均デイケア利用期
間は 13.5 か月であった。利用者の第１回目の生活機能点は
89.1 ± 17.8 点、第 2 回目の生活機能点は 88.9 ± 21.3 点であり、
統計的な有意差は認められなかった。目的数が多いことが生
活機能点の向上に影響していた（P ＜ 0.05）。外来患者の平
均年齢は 51.8 歳であった。外来患者の第１回目の生活機能点
は 83.5 ± 21.0 点、第 2 回目の生活機能点は 82.1 ± 17.4 点で
あり、統計的な有意差は認められなかった。自分で食事を作
ることが生活機能点の向上に影響していた（P ＜ 0.05）
。
【考察】
精神障害者が社会で生活していくためにはある一定の生活機
能を必要であり、生活機能は変化しながら少しずつ向上して
いく。利用者は生活機能を 1 年後も維持できていたと考える。
目的数が多いことが生活機能の向上に影響した理由は、デイ
ケアの支援にあると考える。デイケアでは定期的に面談を行
い、目的を意識づけるなどの支援を行っている。それら支援
によって利用者は目的を意識して訓練を行うため、生活機能
の向上に影響したと考える。
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キーワード：統合失調症

○齊藤 公子・浅川 留美子・押領司 さおり

○齋藤 深雪

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

A 精神科病院へ通院する統合失調症患者の再
入院に影響する要因分析

はい
はい
はい

析から、再入院防止に対する今後の課題を明らかにする。【方
法】対象は、201X 年 X 月から Y 月までに A 精神科病院へ
入院した統合失調症圏症例である。退院後 3 ヶ月以内に再入
院（以下、再入院）した症例を再入院群、再入院していない
症例を非再入院群と定義した。方法はカルテ調査である。有
意差検定は、2 群間の群間比較には Wilcoxon の順位和検定、
パーセンテージの解析には Fisher の正確検定、再入院まで
の期間は Log-rank 検定を用いた。退院後 3 か月以内の再入
院との関連因子を検討するため、ロジスティック回帰分析を
行った。全て両側検定で行い、有意水準は５％とした。また
本調査は、所属病院の倫理委員会の承認を得た。匿名性を保
持し、対象者には文章で明示し同意を得た。【結果】（１）再
入院率は 18.1%（合計 309 例（再入院群 56 例、非再入院群
253 例）
）であった。（２）支援者（同居する家族）が高齢で
ある（65 歳以上）こと（P<0.05）と、
入院歴が多い（5 回以上）
こと（P<0.001）は再入院リスクが高かった。
（３）支援者が
高齢であることは、退院後 15 日後、退院後 30 日後は再入院
リスクに影響を与えなかったが、退院後 45 日後（P<0.05）、
退院後 90 日後（P<0.05）は再入院リスクが高かった。
（４）
入院回数が多いことは、退院直後から影響が大きく、3 ヶ月
後まで影響が大きいことは変わらない。
【考察】A 精神科病
院の外来看護師は、退院後、外来受診日に看護面接を実施し
ている。再入院防止のため、継続した支援が重要であること
は言うまでもないが、再入院リスクの高い患者背景や、再入
院リスクが高く重点的な支援を要する時期などについて、示
唆となり得るエビデンスが乏しかった。本研究結果より、支
援者が高齢であることは退院後 45 日以降に再入院リスクが
高くなるため、継続的に家族の支援体制・能力のアセスメン
トを行い、家族機能の変化に合わせた社会資源の検討・導入
を支援していく事が重要である。それには、外来における家
族支援・相談機能の充実が望まれる。さらに、入院回数が多
いことは、退院早期から重点的な介入が必要であることが示
唆されており、受診毎に患者の病態やクライシスプランに沿
い個別支援を強化し、支援者と有機的に連携を図ることで、
危機時の速やかな調整・介入へ繋がる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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心不全看護外来における継続支援

－再入院の可能性が高いと推測された患者との関わ
り－
キーワード：心不全

看護外来

セルフケア

生活調整

循環器疾患をもつ患者に対する看護師の服薬
管理方法を決定する時に確認している内容
キーワード：心不全

服薬管理

セルフケア能力

○大久保 拓哉

○福田 恵

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院

社会法人恩賜財団済生会神奈川県病院

【目的】心不全看護外来においてセルフケア不足により早期
再入院の可能性が高いと推測された高齢独居の患者との関わ
りから、看護外来の効果と課題を考察する【方法】１．期間：
2020 年 2 月～ 2021 年１月 ２．対象：心不全看護外来で 5 回
介入した患者 1 名 ３．研究デザイン：事例研究 ４．データ
収集方法：カルテ内の記録内容 ５. 症例：70 代男性。独居。
心不全進展ステージ C。入院歴 2 回。HDS-R28 点。指導時
に拒否的な言動や前日の指導内容を忘れる事もあった。入院
中から指導内容が守れず体重増加、短期間での再入院が推測
された。６．倫理的配慮：本研究は所属施設の倫理委員会の
承認を得て実施。個人が特定されないよう配慮し、得た情報
は研究以外には使用せず個人情報保護に努めた。【結果】初
回外来は来院せず、翌月看護外来介入開始。手帳持参はなく
退院後約 1 か月で体重 5.2 キロ増加あり利尿剤追加。浮腫の
自覚もなく圧痕の確認を一緒に行い、入院時の症状の振り返
りを実施。宅配食に塩分追加あり、全ては否定せず回数や個
数を減らす事、調味料の代替案を示した。古い手帳を持参し
たり体重が全て同じ値で訪問看護へ確認依頼を行う事もあっ
た。しかし記入は毎日続け、受診も継続。体重増加なく経過
している事への承認と、浮腫の確認を一緒に行う事を毎回実
施。利尿剤の調整は初回介入時までで、退院から 8 か月後貧
血精査で入院はしたが、心不全症状はなく 2 週間程で退院し
た。
【考察】増悪因子として塩分過多が予測されたが、それ
により心不全増悪となる認識がない事、手帳は記入行為のみ
で浮腫の自覚もなく体重増加が心不全によるものと理解がさ
れていなかった。その為再増悪予防には食事管理と共に病識
の理解、症状の自覚と解釈が必要であった。退院時、早期再
入院の可能性が高いと推測されたが、介入以降は症状増悪な
く経過した。この事はセルフモニタリング指導、症状自覚の
促し、食事管理への意識が再増悪予防に効果を示したと考え
らえる。また毎回患者の取り組みを承認し続けた事で療養行
動の継続に繋がったのではないかと考える。しかし外来での
情報は自己申告であり、実生活を見ている訪問看護師との連
携がより必要であったと考える。外来は継続中であるが、今
後身体機能の低下や管理能力の低下が予測される為、患者の
生活に関わる各地域スタッフと共に包括的に患者を看ていく

【目的】看護師が、患者へ服薬支援を行うならば退院後の生
活を見据えた支援を行う事が重要である。しかし、入院中
は、安全管理という視点で病棟管理にしがちであり、その判
断には看護師の個人差がある。そのため、本研究では、入院
前から退院時までの服薬管理方法の変化を把握し、服薬管理
方法を決定する時の指標とするため、看護師が患者の自己管
理・病棟管理を決定する時に確認している内容を明らかにす
ることを目的とした。【方法】データは、2021 年 9 月 1 日～
30 日に A 病棟に入院していた循環器内科・心臓血管外科を
主診療科にもち短期入院 4 日間を除いた患者を対象とした。
後方視的にカルテから年齢、性別、入院前・入院時・退院時
の服薬管理方法、入院時・管理方法変更時の服薬管理方法を
決定する時に確認している内容を抽出した。抽出したデータ
は、類似したものをまとめ分類し、服薬管理方法の変化の推
移を見た。本研究は、A 病院の倫理委員会の承認を得た。【結
果】対象は、
33 名で年齢は平均 75 ± 13 歳、
男性 21 名 (64％ )、
女性 12 名 (36％ ) であった。入院前・入院時・退院時の内服
管理方法は、入院前は、自己管理 27 名 (82%)、家族による管
理 6 名 (18%) であった。入院時は、自己管理 4 名 (12%)、病
棟管理 29 名 (88%) に変更され、
退院時は、
自己管理 26 名 (79%)、
病棟管理 7 名 (21%) であった。入院時に確認している内容は、
〈自己管理するだけの体力がある〉〈認知機能の低下がある〉
〈今まで自身で内服管理をしていた〉
〈自宅で飲み忘れがある〉
〈入院後に処方変更予定がある〉であった。内服管理方法変
更時には、〈内服薬を薬袋から取り出すことができる〉〈自宅
での飲み忘れがある〉〈内服薬の薬効を理解している〉〈内服
薬の飲むタイミングを理解している〉
〈自宅でも自己管理を
続ける意欲がある〉
〈退院後の内服管理について家族介入の
意向がある〉であった。
【考察】服薬管理方法は、入院によっ
て約 9 割が病棟管理となったが、退院時には、ほとんどが自
己管理へ戻っていた。これは、入院時に情報が少なく患者の
把握ができていないためであると考えられた。管理方法の変
化をみると、体力があり自己管理を続ける意欲があれば高齢
患者であっても自己管理していることがわかった。患者自身
のやる気に着目することは、退院後の生活を見据えた服薬支
援の指標となると推察された。

ためのネットワークの構築が課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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骨粗鬆症治療薬テリパラチド（フォルテオ®） 退院後の高齢在宅療養者の内服管理方法の実
自己注射を導入する患者の思い
態について
キーワード：骨粗鬆症

フォルテオ® 自己注射

思い

キーワード：内服管理

○鈴木 美幸・齋藤 由紀子・田澤 真由美・
狩野 浩子

服薬アドヒアランス

高齢者

○村井 遥介・長澤 裕子・岡本 祥・廣瀬 真由美
かみいち総合病院

山形県立中央病院

【目的】A 病院 B 病棟では退院後の支援についてカンファレ
【目的】骨粗鬆症治療薬テリパラチド（フォルテオ®）自己注

ンスを行い、サービスの調整や内服管理方法の提案等を実施

射を導入する患者の思いを明らかにする。【方法】フォルテ

している。しかし、再入院時に持参薬の残薬数が合わない事

オ®自己注射を外来で導入したコミュニケーションがとれる

や退院後に患者・家族から薬の問い合わせがある等と退院後

患者で、患者自身や家族が注射をする患者に、研究の趣旨お

の内服管理に不十分さがある。そこで高齢在宅療養者の内服

よび方法を文章および口頭で説明して、同意書の署名をもっ

状況を把握し、在宅での生活を見据えた内服管理の支援に繋

て同意を得た。インタビューガイドを用いて、半構成的面接

げるための基礎資料とするため本研究を行った。
【方法】研

を実施した。録音データから逐語録を作成し、コード化して

究期間は 201 Ｘ年Ｙ月から 3 カ月間、対象者は A 病院 B 病

サブカテゴリー、カテゴリー化した。【結果】8 名にインタ

棟から退院した高齢在宅療養者である。調査方法は退院後訪

ビューを実施。毎日注射をすることや痛みへの不安といった

問時に独自に作成したインタビューガイドを用いて内服管理

コードが抽出された一方で、家族のサポートや看護師からの

状況について聞き取り調査をし、分析はインタビューガイド

指導で前向きに自己注射に取り組めたと言う 108 個のコード

で得られたデータを項目ごとに単純集計を行った。A 病院看

が得られた。そこから 23 個のサブカテゴリーと『毎日注射

護部倫理委員会に承認を得た。
【結果】調査期間中に退院後

をしなければならないことが不安であり嫌だ』『注射は大変

訪問を行った患者数は 18 名、平均年齢 81 歳であり、独居は

だけれどしなければならない』『注射に期待している』『みん

3 人、家族との同居は 15 人であった。内服管理については

なもしているから自分もやってみよう』
『家族が注射のサポー

自己管理が 9 名、本人に管理能力が不十分と評価しヘルパー

トをしてくれるから助かる』『指導を受けたことで自信がも

または家族が行っているのは 9 名であった。対象の平均処方

てた』
『抵抗なく注射が受け入れられた』『自宅で繰り返し注

薬剤数は 5 種類であった。退院後訪問時に処方された薬を飲

射することで受け入れることができた』の 8 個のカテゴリー

み残しなく内服できていた患者は 77.8％残薬の数が不適合の

が抽出された。
【考察】明らかになった患者の思いから、患

患者は 22.2％であり、その内の自己管理は 25％、家族管理は

者や家族が、自宅での自己注射をイメージできるように導入

75％であった。また、75％は処方薬剤数が 5 種類以上であっ

前から情報を提供する。家族からのサポートが受けやすいよ

た。理由としては「飲み忘れ」75％「食欲不振で飲めなかっ

うに指導に同席してもらい、注射方法を一緒に検討し、手技

た」25％であった。また、
「飲み忘れ」の背景には全員が「内

獲得の状況を看護師間で情報共有することで、安定した援助

服管理が正しく行えていなかった」ことが見られた。【考察】

につなげていく。また、家族構成、生活のスタイルを確認し、

対象者の 22％が残薬の数が不適合であることの原因として

必要な社会的援助が受けられるように調整していく。

独居や処方薬剤数の多さ、家族の薬の用法等に関する知識不
足が考えられる。そのため、入院以前の生活状況を把握し家
族の生活スタイルや理解度に応じた内服補助具の使用やケア
マネジャーとの連携等退院後も個別的で継続的な支援が必要
であると考えられる。また、入院中に自身で服薬管理を行え
ていても、自宅では出来ていない現状があるため、入院中に
積極的に処方の適正化を行い、服薬アドヒアランスの向上さ
せることや退院後に他者による見守りが行えるような体制づ
くりを行うことが必要である。しかし、独居や介護認定を持
たない等継続した他者の介入が困難であることから患者に退
院後も確実に内服が行えるように内服管理を継続して支援し
ていくのかが今後の課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
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はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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KT バランスチャート®を活用した食支援

－誤嚥性肺炎患者に食支援を行った事例についてフ
レイルの視点を合わせた考察－
キーワード：KT バランスチャート® 誤嚥性肺炎
フレイル 食支援

キーワード：嚥下障害

食支援

誤嚥

○井上 有加理・浦冨 祐子・箱崎 五月・
安田 知奈美

○森口 愛与・福島 江里・佐藤 右子

鳥取大学医学部附属病院

徳島県立三好病院

【目的】A 病院の入院患者は高齢化が顕著であり、フレイル
患者は全国平均より高い。様々な慢性疾患の増悪に誤嚥性肺
炎を合併し入院する患者も多いため、摂食・嚥下障害看護認
定看護師の介入件数も増えている。KT バランスチャート®
（以
後 KTBC®とする）を使用し、高齢者肺炎への入院後早期の
食支援開始が入院期間短縮と経口摂取での退院の実現に寄与
することが示されている。そこで、B 病棟に誤嚥性肺炎で入
院中の患者に対し、KTBC®を用いて食支援を行った事例に
ついてフレイルの視点を合わせて考察し、今後の看護実践に
活かす。【方法】1. 調査期間：20XX 年 4 月 5 日～ 20XX 年 5
月 15 日 2. 研究対象：B 病棟に誤嚥性肺炎で入院した 65 歳
以上の患者 2 名

嚥下障害患者に対する食支援の取り組み報告

－指導ができる看護師の育成と実践－

3. 調査方法：入院時（入院 5 日以内）と退

院時の KTBC®評価をし、入院時と退院前での介入をフレイ
ルに関する視点も含め、KTBC®の医学的視点、摂食嚥下の
機能的視点、姿勢・活動的視点、摂食状況・食物形態・栄養
的視点の 4 つのカテゴリーに分けて成功に至った要因を考察
した。【結果】2 例ともフレイルの「口腔機能」の低下があり、
KTBC®の口腔状態も不良であった。しかし、入院時から早
期より歯科衛生士と協働し、専門的な口腔ケアを積極的に
行ったことで、口腔内の衛生状態は改善した。経口摂取につ
いては入院 3 ～ 4 日目より食事開始となり、2 例とも 3 食摂
取可能となった。また、そのうちの 1 例においてはフレイル
の「運動器の機能」の低下があり、活動の改善はみられなかっ
たが、呼吸状態や姿勢・耐久性を改善することで自己摂取で
きるようになり、摂食状況レベルが上がった。【考察】有効
な嚥下リハビリテーションが行えない対象者にとって、口腔
衛生状態の改善と口腔機能を維持・向上することは早期経口
摂取開始に重要である。身体的フレイルがあり活動量が低下
している対象者でも、早期よりリハビリテーションを開始す
ることでフレイルの進行を防ぐことができ、食事のポジショ
ニング調整や個別性に応じた食支援を行うことで経口摂取回
復に繋げられると考える。

【目的】A 病棟には神経難病や脳梗塞などの脳神経疾患患者
が入院している。嚥下障害のある患者が多く、2019 年度の
A 病棟における誤嚥に関するインシデント件数は４件であっ
た。これは、入院時に行う嚥下機能に関する適切なアセスメ
ント及び介入の不足や、毎週開催しているカンファレンスに
おいて看護師間で患者情報が共有されていない事が要因と考
えられた。そこで、言語聴覚士（以下 ST とする）や摂食嚥
下障害看護認定看護師（以下認定看護師とする）と協働し、
食支援の指導者を育成する事で疾患の特殊性や患者の個別性
をふまえた食支援の実践を行ったところ、成果が得られたの
で報告をする。本研究は所属施設の看護部倫理委員会の承認
を得た。【方法】A 病棟に入院中の神経内科患者及び 65 歳以
上の患者に対して、入院時・食事摂取再開時・食事形態変更
時等に食事中の様子を観察し嚥下スクリーニングを行った。
誤嚥に関する項目に該当した場合、食支援が必要な患者であ
る事を看護師に周知するため、ベッドサイドにピクトグラム
を掲示した。ST や認定看護師とのカンファレンスで検討し
た介入方法を留意点としてピクトグラムに表記した。また、
食支援に関する指導者を育成するために、認定看護師と共に
作成した食支援チェックリストを使用して自己及び他者評価
を行った。認定看護師による指導及び評価を受けた看護師を
コアナースとし、コアナースによる指導及び評価を受けた看
護師をマイスターとした。そして、コアナース、マイスター
が A 病棟看護師の食支援を他者評価し、
適切な指導を行った。
【結果】ベッドサイドにピクトグラムと留意点を掲示する事
で、嚥下障害を有する患者である事や具体的な食支援方法に
ついて看護師が共通認識する事ができた。また、患者の嚥下
機能を適切にアセスメントして介入ができる指導者として、
コアナース 4 名、マイスター 13 名（A 病棟看護師の 47％に
該当）を育成できた。その結果、2020 年度における誤嚥に
関するインシデントは自力摂取で詰まりかけた事例の 1 件に
とどまり、病棟における食支援の安全性が向上した。【考察】
患者の食への満足度向上につなげるためにも、看護師の食支
援に対する共通認識が患者の誤嚥を未然に防ぐ事ができると
考える。また看護師を含めた多職種によるそれぞれの専門的
な視点から患者の嚥下状態を的確にアセスメントし、個別性
を重視した食支援を実践する事が重要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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回復期病棟における経管栄養患者の口腔内改
善に向けて
－口腔ケアカードを用いて手技の統一を図る－

在宅療養者の口腔ケアに対する訪問看護師の
認識と取り組み
キーワード：口腔ケア

キーワード：口腔ケア 経管栄養 嚥下障害
OAG（Eilers Oral Assessment Guide）

訪問看護師

認識

アンケート調査

○田仲 淑江 ¹・堀江 利栄 ¹・吉松 恵子 ²・
石原 ヨリ子 ¹・高野 澄子 ¹・静間 雅美 ¹・
福場 衣里子 ¹・安田 和子 ¹

○児玉 菜穂・関 有香・倉坪 沙織
一般社団法人巨樹の会赤羽リハビリテーション病院

¹ 公益社団法人島根県看護協会訪問看護ステーションいずも
² 島根県立大学看護栄養学部看護学科

【目的】口腔ケアカードを用いて患者の個別性にあったケア
をすべてのスタッフで統一し行うことで、口腔内が改善する

【目的】在宅療養者への口腔ケアは、安定した療養生活のた

かを明らかにする。
【方法】期間：20 ××年 5 月～ 10 月、
場所：

めに重要であり、訪問看護師は口腔ケア実施や家族支援の役

Ａ病院Ｂ病棟、対象：自身で口腔ケアを行えず咳嗽が出来な

割を担っている。しかし、口腔ケアの実施は 2％にとどまっ

い経管栄養患者 3 名、病棟看護師 26 名、研究デザイン：事

ている（厚生労働省、2017）。本研究では、A 市内の訪問看

例研究、データ収集方法：対象患者 3 名に対し、OAG（口

護師の口腔ケアに対する認識と取り組みの実態を明らかにす

腔ケアアセスメントガイド）による口腔内の評価を初回介入

ることとした。【方法】A 市内の指定訪問看護事業所、全 16

前と 6 週間後に行う。OAG を参考にし、粘膜ケア・歯みがき・

か所に所属する訪問看護師 68 名を対象に、無記名自記式の

口腔内全体と 3 つに分けて、個別性に合わせた口腔ケア方法

質問紙を郵送し、回答後は研究者宛に郵送で回収した。調査

や注意点を記載する口腔ケアカードを作成した。ケア方法は

期間は 2020 年 5 ～ 9 月である。調査内容は、基本情報とし

日中と夜間で分け、夜間は日中に比べケアにかける時間が少

て年齢、看護師歴、訪問看護歴、雇用形態、職位を調査した。

ないとの意見があったため簡略化したケア方法とした。また

口腔ケアに対する認識と取り組みは、先行研究を基に作成

口腔ケアカードはベッドサイドに掲示して見ながら行えるよ

し、口腔ケアの関心、必要性、優先度、口腔ケアの時間、満

うにした。週 1 回看護師間で口腔内状況のカンファレンスを

足度、負担感、手順、他職種連携について調査した。分析は、

行い、変更がある場合は口腔ケアカードのケア内容を書き換

一次集計後、口腔ケアに対する認識と取り組みと基本属性に

えた。分析方法：対象患者の OAG の比較を行う。さらに調

ついて Fisher の正確検定を行った。倫理的配慮は、島根県

査期間終了後に病棟看護師にアンケート調査を行い、実施状

立大学出雲キャンパス看護研究倫理委員会の承認（承認番号

況と OAG の改善結果を照らし合わせた。【倫理的配慮】本

311）を得て実施した。【結果】アンケートの有効回答数は

研究は、巨樹の会

赤羽リハビリテーション病院倫理委員会

30 名（有効回答率 73.1％）で、対象者の平均年齢は 50.3 ±

の審査および承認（承認番号：2020A-001）を受け、対象者

11.0 歳、訪問看護歴は平均 8.6 ± 7.0 年であった。雇用形態

に対しては本研究の趣旨、研究への参加は自由意志であるこ

は常勤が 16 名（53.3%）
、非常勤・パートが 14 名（46.7％）、

と、匿名性の保持、辞退の自由、それに伴う不利益は一切生

職位は、
管理者・所長が 7 名（23.3%）
、
スタッフが 23 名（76.7%）

じないことについて文書を用いて説明し、家族の同席のもと

であった。口腔ケアについて 29 名（96.7％）が関心を持ち、

承諾を得た。
【結果】夜間のケアを簡略化してもすべての対

必要性は 30 名
（100％）
が感じていた。優先度は 19 名
（60.3％）

象患者の OAG スコアの改善がみられた。口腔ケアカードを

が低いと回答し、
平均時間は 5 分未満が 23 名（76.6％）であっ

活用することで病棟看護師の 9 割が口腔ケア方法を統一して

た。口腔ケアに満足していないが 20 名（66.7％）で理由は、

行なうことができたと回答した。【考察】使用する物品やケ

協力が得られない、十分な時間がない、適切な方法が分から

ア内容、注意点を明確に記載したカードをベッドサイドに視

ないなどがあった。28 名（93.3％）が負担に感じており、20

覚化することは統一したケアを行うことに効果的であり、口

名（66.7％）は手順書がない、16 名（53.4％）は他職種連携

腔内の改善に繋がったと考えられる。今回は 3 名と少人数で

がとれていないと回答していた。口腔ケアの認識と取り組み

あったため今後定着できるように取り組んでいきたい。

と基本属性の間に有意差はなかった。
【考察】口腔ケアに対
して訪問看護師は必要性を認識しているが、満足感が得られ
ず負担感を感じている。その背景には療養者の口腔ケアの拒
否や時間の不足、訪問看護師の知識不足があった。手順書の
整備や他職種との連携により療養者に合わせたケアや満足度
の向上、負担感の軽減に繋がると推察できる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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転倒ハイリスク状態の慢性期統合失調症患者
に関する転倒予防の取り組み
－ロコモ体操による認識や移動能力の変化に注目し
て－

2 型糖尿病患者が病気を抱えたことに伴い家
族に抱く思い
キーワード：糖尿病患者

家族

療養生活

○高橋 郁美・伊藤 江里・野口 絵梨・矢内 綾香

キーワード：精神科慢性期閉鎖病棟 転倒ハイリスク
統合失調症 転倒予防
ロコモーショントレーニング

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

○新田 雄貴・山口 達也・宮崎 宏一・安川 将史・
金崎 喜子・竹林 久美
福井県立病院

【目的】糖尿病患者が病気を抱えたことにより家族に抱く思
いを明らかにする。【方法】2 型糖尿病患者のうち同居者が
いる患者を対象とし、半構成的面接を行い逐語録に起こし家
族に対する思いが語られている部分をコード化、カテゴリー

【目的】ロコトレ介入前後の転倒不安感尺度ロコモ度テストの
差異を比較検討し、精神科慢性期閉鎖病棟入院中の転倒ハイ
リスク統合失調症患者に対するロコトレの転倒予防への効果に
ついて検証する。
【方法】本研究の対象者は A 病院の転倒・転
落評価スコアにて転倒ハイリスク状態に該当した精神科慢性
期病棟に入院する統合失調症患者のうち、研究協力への同意
が得られ、ロコモ体操の参加率 80％以上を 4 か月継続できた
者である。日本整形外科学会公式ロコモティブシンドローム予
防啓発公式サイトに掲載されているロコモ体操を 1 日 2 回、4
か月間実施し、その前後での転倒件数や転倒不安感尺度、ロ
コモ度テストの変化を単純集計にて比較検討。
【結果】対象者
は 30 歳代 1 名、40 歳代 2 名、50 歳代 2 名、60 歳代 1 名の計
6 名であり、平均年齢は 51 歳（± 9.87 歳）
、平均入院日数は 7.68
年（± 8.53 年）であった。ロコトレ参加率の平均 88.9％であっ
た。ロコモ体操実施後に半数の対象者の転倒件数は増加。そ
の一方で、ロコモ度テストの立ち上がりテストや 2 ステップテ
ストでは、半数以上の対象者の数値が上昇し、改善が見られた。
また、対象者のうち、ロコモ体操実施後のロコモ度テストで改
善が認められた患者は、数値上、かえって転倒不安感尺度に
よる転倒への不安が高くなる傾向が認められた。その反面、ロ
コモ度テストの改善が認められなかった対象者は、ロコモ体操
実施前後で転倒不安感尺度の得点が変わらない傾向が認めら
れた。
【考察】本研究のロコモ体操の実施期間は 4 か月間と限
定的であるため、転倒予防に関するロコモ体操の効果について
は更なる検討が必要である。一方で、
本研究の成果に限っては、
ロコモ体操実施前後でロコモ度テストの結果が改善した対象
者ほど、ロコモ体操実施後の転倒への不安感が強くなる傾向
が認められた。この結果は、ロコモ体操による現実的な身体活
動を通じて現実感が刺激され、転倒リスクに関する患者自身の
現実検討能力が高まったためではないか考える。このことから、
本研究の結果を通して、ロコモ度テストやロコモ体操が患者の

化した。太田西ノ内病院生命倫理委員会の承認を得た。対象
者には研究の目的、研究協力の自由意思、個人情報の保護等
の倫理的配慮について書面と口頭にて説明し同意を得た。
【結
果】糖尿病の診断を受けて療養している２型糖尿病患者 11
名から協力を得られた。逐語録より家族に抱く思いについて
88 のコード、11 のサブカテゴリー、〔家族の理解不足へのあ
きらめ〕〔糖尿病コントロールへの協力に対する要望〕〔家族
に負担をかける申し訳なさ〕〔家族の思いに応えたい〕〔糖尿
病コントロールへの協力に対する感謝〕の 5 のカテゴリーが
抽出された。患者は自身の治療だけでなく家族への思いを抱
きながらコントロールをしていることが明らかになった。
〔糖
尿病コントロールへの協力に対する要望〕では、
〔家族に負
担をかける申し訳なさ〕から〔家族の理解不足へのあきらめ〕
となり、
〔糖尿病コントロールへの協力に対する感謝〕や〔家
族の思いに応えたい〕といった相対的な思いが語られた。【考
察】糖尿病患者が自己管理を継続する上で、生活習慣を改善
しなければならず、同居家族も習慣を変更せざるを得ない場
合も多い。患者の食事療法として家族が協力的で、生活全般
のサポートを受け入れることに対して〔家族に負担をかける
申し訳なさ〕を感じながらも家族への期待に応えようと、食
事療法についての要望を伝えられずにいたのではないかと考
える。家族という存在は糖尿病患者の療養生活を送る上で
様々な影響をもたらすことが推察された。また、
〔家族に負
担をかける申し訳なさ〕のサブカテゴリーで、
《糖尿病が遺
伝する可能性が高いことに対する理不尽さ》が抽出され、患
者自身が糖尿病についての誤った認識を抱いていたと考え
る。糖尿病になったことで家族へ生活、精神面の負担を与え
てしまい、糖尿病である患者自身がスティグマを抱いていた
と推察された。したがって、患者に治療や療養生活に対して
正しい情報提供をし、患者にとって不利益とならない指導内
容について考えていく必要がある。

運動機能だけでなく、身体感覚や現実感にも働きかけてセルフ
モニタリング機能を改善させる効果を発揮する可能性が示唆
され、認知機能の低下した慢性期統合失調症に対するロコモ
体操の転倒予防効果の一端が明らかになったと考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
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③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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糖尿病性腎症に関連した看護研究の動向

長期臥床治療を要する化膿性脊椎炎患者の苦
痛に対する看護師の認識

キーワード：糖尿病性腎症 論文タイトル
テキストマイニング

キーワード：化膿性脊椎炎

－テキストマイニングを用いた論文タイトルの分析－

○河崎 薫 ¹・若林 瑞絵 ¹・阿部 純子 ¹・岩城 敏之 ¹・
一ノ山 隆司 ²
¹ 厚生連滑川病院
² 金城大学看護学部

【目的】糖尿病性腎症に関する研究の論文タイトルから看護
研究の実態を明らかにし、糖尿病性腎症患者の看護に示唆
を得る。
【方法】検索期間：2020 年３月～８月研究対象：糖
尿病性腎症がタイトル内にある論文 110 件データ収集方法：
医中誌 Web では糖尿病性腎症を検索語、分類を看護とし
Google

Scholar では糖尿病性腎症、看護、論文タイトルを

検索語として透析導入患者における主要原疾患 1 位が糖尿病
性腎症となった 1998 年から 2020 年まで検索し糖尿病性腎症
がタイトル内にある論文 110 件をテキストマイニングを用い
て分析した。分析方法：形態素解析による単語頻度分析およ
び共起ネットワーク分析、階層的クラスター分析、対応分析
を KH Coder にて実施した。倫理的配慮：データは公開され
ている論文タイトルを基にしているが 5 年保存とし、鍵のか
かる保管庫で管理する。なお、本研究はＡ病院看護部倫理審
査委員会の承認を得て実施した。【結果】論文タイトル代表
例 1998 年から 2007 年には「糖尿病性腎症による透析患者の
食事管理」、2008 年から 2020 年には「糖尿病性腎症をもつ
患者と家族に関する文献検討」等があった。単語頻度分析か
ら 1,047 語を抽出し、頻度語は糖尿、腎、患者、透析、管理、
看護等の順であり、共起ネットワーク分析から中心性の高い
形態素（導入、透析、血液、ケア等）、続いて事例・高齢・
介護、療養・支援・困難等であった。また階層クラスター分
析では６つに分類され、糖尿と腎、臨床と実際、焦点と導入
の結びつきが高く、対応分析では、関連の強い原点付近には
療法、糖尿、患者等、原点から離れている特徴語には心理、
検討、日常、知る、領域、専門が配置された。【考察】分析
の結果、単語頻度分析では糖尿病性腎症は透析看護にもつな
がると考えられた。共起ネットワーク分析・階層クラスター
分析では透析導入に焦点が当てられ、臨床現場において高齢
患者の療養支援に困難を感じていることが明らかになった。
対応分析では心理的な負担の理解、日常診療における各専門
領域での療養支援の必要性が特徴として示された。タイトル
代表例からは患者の自己管理から家族に関する内容へ推移し
ており家族支援の必要性が推察された。これらのことから、
糖尿病性腎症看護において心理的支援を行うとともに各専門

床上安静

苦痛

○奥田 葵・春田 憲人
医療法人 JR 広島病院

【目的】化膿性脊椎炎で長期臥床治療を要する患者の苦痛に
ついて看護師の認識を明らかにした。
【方法】対象者は A 病
院において日常の業務を自立し、化膿性脊椎炎で治療をする
患者の看護に関わった看護師 9 名。研究倫理委員会承認後、
インタビューガイドを用いて半構成化グループインタビュー
を令和 2 年 9 月に 4 回実施し、逐語録を元にコード・カテゴ
リー化した。
【結果】インタビューにより得られた元ラベル
は 261 枚であり 8 個のカテゴリーと 20 個のコードが抽出さ
れた。1. 全体像

床上安静の治療開始からすぐに《床上排泄

による苦痛》《食事に関する苦痛》《清潔に関する苦痛》が同
時に生じ、それらを一つの空間で行うため《変えられない環
境に関する苦痛》が出現、
同時に開始する薬物治療により《点
滴治療に関する苦痛》が生じ、早朝・夜間に行われる点滴に
より《睡眠が妨げられる苦痛》が出現する。離床開始となっ
ても《装具装着による苦痛》が生じる。これらは、《活動制
限による苦痛》から広がっている苦痛であった。2.《活動制
限による苦痛》入院当初について〈入院当初の痛みや動くこ
とのつらさ〉のコードが抽出されたが、疼痛が軽減してくる
と〈動きたいのに動いたら注意される〉のコードが抽出され
た。また、〈動けないことへの精神的ストレス〉や〈一ヶ月
ベッド上でやることがない〉のコードも抽出され、離床開始
時期では〈筋力低下などによるしんどさ〉のコードも抽出さ
れた。【考察】《活動制限による苦痛》では、入院時は〈入院
当初の痛みや動くことのつらさ〉があるため安静度を守れて
いると考えられるが、徐々に疼痛や発熱が落ち着くため〈動
きたいのに動いたら注意される〉という苦痛に変化すると考
えられる。これは化膿性脊椎炎患者は緊急入院が多く、また
40 ～ 50 代の患者が多いため、安静度は理解できているが守
ることが困難であると考えられる。《点滴治療に関する苦痛》
では、
〈炎症反応データと症状の差による治療の効果への不
安〉を抱いている。これは疼痛や症状が軽減し、データも改
善しているが点滴治療が終了しないことや安静度が変わらな
いためであると考える。また、点滴治療が長期間に及び度々
点滴による血管外漏出が起こるため〈再々の血管確保による
疲れ、拘束感〉という苦痛も加わる。看護師は患者の疑問や
思いをくみ取り、主治医に経過や見通しを確認し患者に伝え
ていくことが必要であると考える。

領域と連携し患者とその家族を含めた療養支援の重要性が示
唆された。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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看護師による尿管結石患者への退院指導に関
する実態調査

介護付き有料老人ホーム入居中の認知症高齢者
に対するコミュニケーションロボット活用の効果

キーワード：尿管結石

キーワード：コミュニケーションロボット
介護付き有料老人ホーム 認知機能変化

－効果的な退院指導にむけて－
退院指導

看護師の役割

○横島 啓子 ¹・杉浦 圭子 ²・徳重 あつ子 ³・
久山 かおる ³・後藤 雪絵 ¹・鷹嘴 亜里 ¹・
山下 巌 ⁴

○田中 智子・山下 光・田口 早苗
日本赤十字社長崎原爆病院

【目的】A 病院 B 病棟看護師が実施している尿管結石につい
ての退院指導の実態と退院指導を受けた患者の反応を明らか
にする。
【方法】B 病棟に勤務する病棟師長を除く看護師 24
名と経尿道的尿管結石砕石術を受け退院後に A 病院外来を
受診した患者 11 名に対して、無記名式質問紙調査を行った。
A 病院の倫理審査委員会の承諾を得て、得られた情報は研究
目的のみに使用すること、調査は個人が特定できないよう無
記名としアンケート用紙は研究終了後にシュレッダーにかけ
破棄すること、承諾が得られなかった場合の不利益は一切な
いことを対象者へ説明した。【結果】24 名の看護師が実施し
た退院指導の内容は、次の 4 つであった。
「水分摂取」
24 名、
「食
事」17 名、「排尿習慣」13 名、「運動」11 名であった。具体
的な指導内容は、
「1000 ～ 1500ml 摂取すること」14 名、
「1500
～ 2000ml 以上摂取すること」6 名、「水分摂取の推奨」4 名
であった。「バランスの良い食事を摂ること」4 名、
「脂質や
たんぱく質を控えること」12 名、「シュウ酸を含む食品に注
意すること」2 名であった。「排尿を我慢しない」13 名、
「適
度な運動を行うこと」10 名であった。患者の行動変容は、
「以
前より飲水するようになった」9 名、「入院前と変わらない」
2 名であった。
「以前より偏食をなくした」１名、「シュウ酸
を含む食品を控えるようになった」４名、「カルシウムの含
む食品を摂るようになった」４名、「塩分や糖分を控えるよ
うになった」2 名であった。「以前より尿を我慢しないよう
になった」1 名、
「尿の色が濃くないか確認するようになった」
3 名であった。
「適度な運動を毎日するようになった」1 名、
「適度な運動を週 1 回するようになった」4 名であった。
【考
察】尿路結石症診療ガイドライン 2013 年度版によると生活
習慣の改善は尿路結石の再発予防に有効であると推奨されて
いる。看護師が水分摂取、食生活などについて具体的な必要
性を説明しているため、患者も重要であると認識していると
考えられる。排尿習慣や運動については、排尿間隔や、どの
くらいどのような運動をするかなど具体的な指導が行えてお
らず、患者の行動変容までに至っていない可能性がある。看
護師の具体的な患者の生活背景を踏まえた個別性のある指導
により患者の行動変容の可能性が示唆された。

¹ 国際医療福祉大学小田原保健医療学部看護学科 ² 東京都健康長
寿医療センター研究所 ³ 武庫川女子大学看護学部看護学科 ⁴ 順
天堂大学保健看護学部

【目的】2020 年度の認知症高齢者数は 600 万人を超え、施設入
所者が増加してきている。そこで本研究では、施設入居中の認
知症高齢者に対するコミュニケーションロボット活用の効果を
明らかにする。
【方法】対象は有料老人ホームのケアセンター
入居中の高齢者 12 名とした。方法はコミュニケーションロボッ
ト（Chapit®
）の伝言機能を利用して、施設の日課に基づき、
「ご
はん食べた？」等、生活リズムに応じた問いかけや、普段歌っ
ている歌、体操、じゃんけんなどの声掛けを設定した。利用期
間は４週間とし、共有スペースのテーブル 3 台にロボットを 3
体設置した。評価は包括的 BPSD ケアシステム評価表を用い職
員による評価を得た。さらに調査終了後職員から聞き取りを
行った。倫理的配慮として所属施設の倫理委員会で承認を得た
後、本研究の主旨及び研究結果は学会で発表することを説明し
施設長の許可を得た。入居者については家族の同意を得て実施
した。
【結果】協力者は全員女性で、平均年齢 88.5 歳（MAX
97 歳、MIN 86 歳）であった。認知症高齢者日常生活自立度判
定 3:6 名、4：5 名、M：1 名であった。包括的 BPSD 項目の中で、
2 名「食事」嚥下が改善したが、
他の全ての項目においてロボッ
ト使用前後での変化はみられなかった。職員からの聞き取り結
果、ロボットに「かわいい」
「歌が上手ね」と言って最初は全
員が笑顔で関心をもっていたが、時間ごとの声掛けの内容を理
解することは難しく、職員の介入により生活リズムに応じた返
答ができていた。またロボット同士が反応して「なあに？」
「歌
を歌おう」と繰り返すため、午後の休息時間も休めない方がい
たという情報を得た。
【考察】対象者全員が 4 週間後認知症の
症状の変化がないことは、言い換えれば悪化していないことと
なり、職員のサポートは必要であるが、ロボットを介した生活
リズムに応じた会話やレクレーションプログラムの設定により
生活にメリハリができた効果の一つといえる。その中でも嚥下
機能の改善は、ロボットを見て言葉を発すること、歌を一緒に
歌うことの効果によるものといえる。協力者は全員が 85 歳以
上であり、自立度も低いことから、活動と休息のバランスをと
る必要がある。短時間ロボットと関わるよう設定することが、
入居者の疲労による BPSD の発症を予防することにもつながる
と考える。本研究は 1 施設の結果のため研究の限界である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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A センターレディース検診受診者の特徴及び
検診への評価

A センターレディース検診受診者がレディー
ス検診受診を選択する要因

キーワード：レディース検診
女性がん検診

キーワード：レディース検診 住民検診 女性がん検診
子宮がん検診 乳がん検診

住民検診

女性検診

○八十島 裕美子・泉 孝子・水野 博美

○泉 孝子・八十島 裕美子・水野 博美

かみいち総合病院

かみいち総合病院

【目的】A センターのレディース検診は、医師・技師を含め

【目的】A センターは、夏秋の土曜日にスタッフを女性に限

女性スタッフのみで、住民検診を受ける女性を対象に乳がん

定して子宮がん・乳がん検診のみを行う通称「レディース検

と子宮がん検診を土曜日に実施している。受診者の特徴と検

診」を行っている。受診者がレディース検診を選択する理由

診の評価を分析することで、今後の検診受診の継続と受診率

や、女性スタッフのみで行うことが本当に受診者に求められ

の向上に対する働きかけの示唆を得ることを目的とする。
【方

ているかを明らかにし、検診受診率の向上に寄与したい。【方

法】研究対象：201X 年からの 2 年間、A センターでレディー

法】質問紙調査。個人が特定されない記載方法とし、外部へ

ス検診を受けた 530 名。調査方法：A センター独自で作成し

の公表の可能性をセンター内に掲示した。院内倫理審査委員

た選択式及び一部自由回答式質問紙を用いて、属性、受けた

会の承認を得て研究を行った。
【結果】
152 人から回答を得た。

感想・理由等を調査した。倫理的配慮：個人が特定されない

レディース検診の評価としては、良かった・やや良かったを

ような記載方法とし、回答は自由意思であり、公表の可能性

合わせて 98.7% だった。レディース検診を選択した理由とし

をセンター内にポスター掲示した。院内倫理委員会の承認を

ては、「子宮がん検診医が女性だから」は 90%、「乳腺超音波

得た。分析方法：エクセル 2013 を使用し、集計・分析した。

検査医が女性だから」は 89.7%、「マンモグラフィー撮影技

自由回答に関しては、意味を損なわないように簡略化した。

師が女性だから」は 92.9% だった。一方、「子宮がん検診は

【結果】検診受診者の内訳は、子宮頸部がん検診 496 人、子

男性医師でも良い」を選択したのは 20% だが、「A 病院の婦

宮体部がん検診 260 人、マンモグラフィー検診 458 人、乳腺

人科男性医師ならば良い」は 48.2% だった。「乳腺超音波検

エコー検診 409 人であった（複数検診受診あり）。受診者居

査が男性医師でも良い」は 17.7% だが、「A 病院外科医師な

住地はＡセンターのある町が 78.5％であった。全体的な評価

らば良い」が 31.9% だった。他の選択理由としては、「すべ

は「よかった」89.4％「ややよかった」9.1％で、自由回答で

てのスタッフが女性だから」は 95.1%、「来院者が女性のみ

も継続や回数増の希望が多かった。評価の理由としては「ス

だから」は 88.9%、
「土曜日で受診しやすいから」は 85.7%、
「待

タッフの対応が良かった」が最も多く、71.9％で、自由回答

ち時間が短いから」は 78.3% だった。また、男性医師でよい

も感謝の言葉が多かった。「スタッフが全て女性」であるこ

のはどのような条件かの問いに対しては、「夕方 5 時～７時

とは 6 割が評価しているが、4 割は評価の理由にはしていな

ならば」は 25.9%、
「待ち時間が短いならば」は 24.2%、「土

い。「土曜日」であることは過半数の受診者が評価しており、

曜日ならば」は 19.1% であった。
【考察】受診者の 9 割が医師・

20 代 66.7％、50 代 63.9％と特に高かった。「医師の対応が良

技師が女性であることを評価していた。しかし、3 ～ 5 割の

かった」は 47.2％だが、「検査後、先生から何かコメントが

人が A センターの母体となる病院の医師ならば男性医師で

あればよい」「女医さんに色々質問できるとよい」という要

も良いと答えており、どのような医師かがわかっていれば、

望もあった。
【考察】Ａセンターレディース検診は、好評の

男性医師でも良いと考える受診者は多いと推察される。そし

検診事業と言える。スタッフの対応の良さが高く評価されて

て、約１/ ４の受診者が夕方や待ち時間が少なければ男性医

いたが、要望に応えるためには、医師と協力し対応していく

師でも良いと答えていることから、多忙、検診の機会がない

ことが課題である。今回の結果から、全てが女性スタッフで

と感じている受診者には、幅広い検診の時間、期間を提供す

あることは必ずしも求められていないことが示され、女性ス

ることも検診受診率を上げる要因となりえることが示唆され

タッフだけでない場合の利点も考察し、男性スタッフの導入

る。また、レディース検診選択の理由が「来院者が女性のみ

も検討課題となる。また、スタッフの対応の良さの評価が高

だから」が 9 割近くであることは、プライバシー保護の観点

いため、それが維持できるように今後も接遇に留意し、情報

で居心地の良い空間が求められおり、女性だけでない一般検

を多職種で共有し、満足度の高い検診を提供することが検診

診の場でも女性への配慮をすることが検診受診率向上に影響

率向上に結びつくことが示唆された。

すると考えられる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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20-30 歳代の保健指導は HbA1c 悪化を抑制す
る
－保健指導前後の健康診断結果の比較－
キーワード：健康診断 若年期 保健指導
メタボリックシンドローム

キーワード：下肢のむくみ

生活習慣病

女性

立ち仕事

メドマー

○松永 由美子・池上 孝子・藤本 明子
医療法人社団宇部興産中央病院

○米澤 夕紀・安藤 朝子・岡野 直美
医療法人社団愛友会上尾中央総合病院

【目的】A 病院の外来診療科女性看護師は常日勤勤務者が大

【目的】メタボリックシンドロームの該当率は 40 歳代から高
まるため 40 歳未満に対する正しい生活習慣の普及啓発が重
要とされている。本研究では 20-30 歳代に実施した保健指導
の効果を検討する。【方法】1. 調査対象：A 病院で健康診断
を実施し無作為に抽出：20 歳代 92 人、30 歳代 107 人 ( 非介
入群 )、保健指導実施：20 歳代 77 人、30 歳代 137 人（介入群）
2. 調査期間：2016 年 4 月～ 2019 年 11 月 3. 比較項目：BMI、
脂質（TG、HDL、LDL）、糖代謝（HbA1c）、肝機能（GOT、
GPT, γ -GTP）4. 調査方法：2016 年 4 月～ 2019 年 11 月ま
での 2 年連続の健康診断のデータを抽出。介入群は保健指導
を挟んだ連続の健康診断結果を用いる。非介入群と介入群の
健康診断データの数値の変化を比較、検討する。5. 分析方
法：BMI、HbA1c、LDL、HDL は Student-t 検 定、TG、 肝
機能は Wilcoxon 検定とした。本研究では健康診断受診時に
各個人にデータ使用の了承を得ている。【結果】平均年齢 : 非
介入群 20 歳代 25.4 歳、30 歳代 34.6 歳。介入群 20 歳代 25.7
歳、30 歳代 34.3 歳。HbA1c: 非介入群 20 歳代で 5.21 から 5.35、
30 歳代で 5.39 から 5.55 と数値の上昇が見られた。介入群は
20 歳代では 5.40 から 5.40 と変化なし、30 歳代では 5.49 か
ら 5.51 とわずかな上昇に留まった。検定結果では HbA1c と
GOT に有意差が認められたが他項目では有意差は認められ
なかった。
【考察】20-30 歳代の保健指導は HbA1c 悪化抑制
につながった。GOT に有意差が認められた理由は不明であ
り今後検討の余地がある。2016 年度厚生労働白書では 20-30
歳代で健康に対して行動していない者の 5 割が「特に理由は
ない」「手段がない」と答えた。このことから A 病院で実施
した保健指導が知識習得、意識付けとなり数値の悪化防止に
つながったと考えられる。曽我らは 30 歳代でも食生活とメ
タボリックシンドロームの関連があり、生活習慣改善に取り
組む必要性は高いとしている。20-30 歳代は自立・結婚・出
産・子育て等生活が変化する時期であり自分の生活習慣を見
直す機会になる。生活が変化する時期に保健指導を行うこと
で HbA1c の悪化を抑制したと考えられる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

女性看護師の下肢むくみに対するメドマーの
有効性

半であり、長時間の立位により下肢のむくみやだるさが生じ
やすいと考える。そこで家庭用エアーマッサージ器ドクター
メドマー ®
（以下メドマー）の使用によりむくみが改善を図
ることで、身体的苦痛の軽減となり仕事への意欲や業務の質
向上へ繋がるかを検証する。【方法】研究期間は令和 2 年 8
月～ 11 月。研究対象は外来診療科女性看護師（以下 A 群）
21 名、救急女性看護師（以下 B 群）10 名とした。対象者は
メドマー使用禁忌となる基礎疾患のない者とした。万歩計に
よる歩数測定をメドマー施行前日、当日、翌日の 3 日間実施。
むくみは 8 時と 16 時に左右腓腹部最大径と足首最小径を測
定し自覚症状と仕事への意欲についてのアンケートを実施し
た。得られたデータはペアード t 検定で分析し比較した。本
研究への参加は自由意志で決定し、参加を拒否しても不利益
が生じないこと、プライバシーの保護などを書面・口頭で説
明し同意を得た。【結果】3 日間の歩数の平均は A 群より B
群が 718 歩多く、むくみの数値は A 群の方が多く、歩数と
むくみには相関関係は見られなかった。A 群は左右腓腹部最
大径と左足首最小径のメドマー施行前日と当日の比較で有意
差を認めたが、施行翌日の比較では有意差はなかった。B 群
はメドマー当日、翌日共に有意差はなかった。むくみの自覚
症状と疲労に関するアンケートでは、両群共にメドマー当日、
翌日に有意差がみられ、両群より「足が軽い、楽」、「午後も
頑張れそう」
「気持ち良かった」という声が聞かれ、むくみ
の自覚症状の軽減、集中力の増加がみられた。両群ともメド
マー翌日は有意差がなくメドマー効果は翌日まで持続しない
ことがわかった。
【考察】A 群にメドマー施行前日と当日の
むくみに有意差が出たことは、メドマーはむくみが多いほう
が有効であるため、メドマーの効果がみられた。B 群は歩数
も A 群より多くむくみが少なかったため効果がみられなかっ
たと考える。アンケート結果では、両群共にメドマー当日、
翌日に有意差が出ており、メドマーはむくみの程度に関係な
く自覚症状と仕事への意欲には有効である。むくみの自覚症
状が軽減し集中力が増加したことは、仕事への意欲、患者対
応や業務の質向上へ繋がると考えられる。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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看護師のレジリエンス促進および高さに関連
した要因

家庭用浄水器から流水する水の細菌発生の実
態

キーワード：看護師

キーワード：家庭用浄水器

レジリエンス

獲得

高さ

○井田 伸人 ¹・近藤 浩子 ²

細菌

日内変動

○岡川 寛 ¹・石田 美佳子 ¹・寺本 久美子 ¹・
生駒 妙香 ¹・白木 公康 ¹・上野 桃 ²・遠藤 百華 ³・
田橋 結菜 ⁴

¹ 高崎健康福祉大学保健医療学部看護学科
² 群馬大学大学院保健学研究科

【目的】本研究の目的は、文献検討により看護師のレジリエ

¹ 千里金蘭大学看護学部
⁴ 市立豊中病院

² 吹田市民病院

³ 東大阪医療センター

ンスの促進および高さに関連した要因を明らかにすること
である。
【方法】医中誌 web 版を用いて、原著論文から「レ

【目的】近年、在宅医療が注目されている。免疫力が低下し

ジリエンス」
「看護師」「獲得」「支援」をキーワードとして

ている人が細菌の存在する家庭用浄水器を使用することで、

2021 年 2 月 12 日（金）に検索した。該当した 507 文献を精

健康状態に悪影響を及ぼす可能性がある。浄水器から流出す

読し、看護師のレジリエンス促進および高さに関連する要因

る水の細菌数を調べることで、健康的な人だけでなく、在宅

を詳細に記載した過去 5 年以内の文献を選定した。【結果】

療養で免疫力が低下している人に対しても、安全で安心して

文献検討をした結果、看護師のレジリエンス促進および高さ

飲水ができるようになることが期待される。本研究では、浄

には「精神的満足度の高さ」「ストレス対処能力」「看護実践

水器の細菌数の日内変動や使用量による細菌数への影響を検

能力の高さ」
「看護師歴の長さ」「社交性の高さ」が関連して

討することを目的とした。【方法】同意が得られた A 大学の

いることが示されていた。「精神的満足度の高さ」を構成し

研究協力者 8 名の浄水器から流出した水の提供を受けた。実

ている自己効力感、生きがい感、内的動機づけ、well-being

験 1：家庭用浄水器の細菌数の日内変動を確認した。試料は、

はレジリエンスと正の相関が示されていた。一方で情緒的消

滅菌されたスピッツ管に浄水器から水 10ml を採取した。採

耗感、脱人格化、達成感低下、抑うつ性、離職希望はレジリ

取は、朝一番、朝食後、昼食前、昼食後、夕食前、夕食後、

エンスと負の相関が示されていた。「ストレス対処能力」は

就寝前の 7 回を 2 日間行った。実験 2：100ml 連続通水によ

レジリエンスの高さと正の相関があり、レジリエンスが高い

り細菌数の減少があるのかを調査した。研究協力者 8 名の浄

群は自身が切り替えられる対処行動を取っていることが示さ

水器において、細菌数が多かった時間帯に連続通水を行い、

れていた。
「看護実践応力の高さ」は、看護実践能力が低い

10ml の水を 10 本ずつ採取し、細菌数の変化をみた。試料採

群に比べて高い群の方が、レジリエンスが有意に高いことが

取後は冷蔵庫に保管し、移送時は保冷剤を入れ温度を一定に

示されていた。また救急認定看護師は、救急看護師・他の領

保った。採取した水は遠心分離機を用い、2000G で 10 分間

域看護師よりもレジリエンスが高いことが示されていた。
「看

遠心することで集菌し、細菌をスピッツ管下部に集めた。濃

護師歴の長さ」と「社交性の高さ」は獲得的レジリエンス要

縮した水を普通寒天培地「ニッスイ」を用い、塗抹平板培養

因と正の相関が示されていた。【考察】
「精神的満足度の高さ」

法で培養した。37℃で 48 時間培養した後、コロニーカウン

に着目し、看護師の看護業務に対する意識改革が必要である。

ト法で確認した。本研究では細菌数のみ調査し、菌の種類は

看護業務のネガティブな面に着目するのではなく、日々の業

同定しないこととした。試料の提供を受けた研究協力者には、

務を自主的かつ前向きに取り組むことが精神的満足度に繋が

研究目的と方法、意義、研究に際し個人が特定されないこと、

り、レジリエンスの促進に繋がると考えられる。「看護実践

研究参加は自由意思であり、研究協力後の撤回が可能である

能力の高さ」とレジリエンスの高さは関連していることが示

ことを説明し同意を得た。【結果】実験 1：浄水器の種類と

されていた。実践は問題や課題を対処することに類似してい

水の採取時間の二元配置分散分析の結果、1 日目は浄水器の

る。問題に対して適切に対処することはレジリエンスの高さ

種類、採取時間ともに有意差は得られなかった。2 日目は浄

に関連している。実践能力の高さには自信、豊富な知識、看

水器では有意差がみられなかったが、採取時間では有意差が

護経験が関連していると考えられる。認定看護師のレジリエ

あった（p=0.006）
。実験 2：通水量ごとに細菌数が減少して

ンスの高さも、多くの課題の克服や学習による豊富な知識、

いる家庭もみられたが、通水量に関わらず細菌数の変化に一

目標達成などが関連していると考えられる。看護師のレジリ

定の傾向はみられなかった（p=0.15）。【考察】時間により細

エンスを促進するには目標達成、看護に対する前向きな態度・

菌数が変化していたため、夜間に細菌が繁殖し朝の浄水器の

満足感、自主的な学習による知識の積み重ねが必要である。

使用で繁殖した細菌が流出したことが考えられる。実験 2 で
は一定の傾向がみられなかったため、通水量で細菌が減少す
ることは考えにくい。以上より、浄水器を清潔に保つ必要性
が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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アルコール飲料による手指消毒の有効性につ
いて

－アルコール飲料の消毒効果、手荒れなどの使用感
の検証－
キーワード：医療用アルコール手指消毒剤
新型コロナウイルス感染症
アルコール飲料 代替品

大和高田市訪問看護ステーション
学園大学看護学部看護学科

2

大和高田市立病院

キーワード：新型コロナウイルス
ナースコール

手指衛生

IC タグ

○大杉 拓矢 ¹・五十嵐 行江 ¹・渡邉 志麻子 ²

○岡 美由紀 ¹・豊島 彩香 ²・古川 歩 ²・浅田 淳 ²・
中木 里実 ³
1

IC タグを用いた病院面会者に手指衛生行動に
関する観察研究

³ 山陽

¹ 福井大学医学部附属病院
² 株式会社ケアコム

【目的】COVID-19 の流行以後、入院患者の感染予防には、
職員や患者家族等への感染予防策の周知と徹底が重要であ
る。しかし、手指消毒剤は各病棟入り口にあるが、必ずしも

【目的】COVID-19 パンデミックの影響により医療用アルコール
手指消毒剤が枯渇し、その代替品として厚生労働省は特例的に
アルコール飲料の使用を認めた。しかしアルコール飲料が手指
へ与える影響については十分に検証されていない。そこでアル
コール飲料の消毒効果と手指への影響について検証し有効性に
ついて検討した。
【方法】実験前アンケートを実施し、手荒れが
少なく、アルコールアレルギーがない病棟看護師 13 名、訪問看
護師 2 名に対して実験を実施した。消毒効果については医療用
アルコール手指消毒剤で消毒後と、アルコール飲料で消毒後に
手形寒天培地を用い細菌培養実験を行った。24 時間後と 48 時
間後に発育コロニー数をカウントし、ウィルコクソンの符号付順
位和検定を用い検証した。使用感については対象看護師にアル
コール飲料を配布し、1 週間使用後に手荒れ、使用感のアンケー
ト調査を行った。手荒れの検証は、実験前アンケートとアルコー
ル飲料使用１週間後のアンケート結果をマクネマー検定を用い
検証した。尚、各検定有意水準 0.05 とした。
【結果】アルコール
飲料と医療用アルコール手指消毒剤使用後の細菌培養結果は、
24 時間後、48 時間後共に統計学的に有意差はみられなかった。
手荒れについては、アルコール飲料使用前と使用後では、統計
学的に有意差は見られなかった。使用感については、全員がア
ルコールの匂いが気になると回答した。
【考察】細菌培養、手荒
れの検証結果、共に統計学的に有意差はみられなかったため、
アルコール飲料は医療用アルコール手指消毒剤の代替品として
使用可能であると考える。しかしこの結果は対象者が少ないこ
とや、使用期間が短く手指への影響が少なかったことなども考
えられる。アルコール飲料での手指消毒は、匂いがきついとの
意見が多くみられ、他者からも匂いについて指摘を受けたとの
意見もあった。アルコール臭が否定的な感情を生じさせ、心理
的負担感が強くなる可能性があると考える。また禁酒の必要な
患者にとっては飲酒を助長させてしまい、治療にも影響を及ぼ
す可能性がある。このことからアルコール飲料の匂いは使用し
ている本人だけでなく、周囲にも広がることで不快感を与える可
能性がある。
【結論】アルコール飲料は医療用アルコ手指消毒剤

病棟に出入りする人が全員手指衛生を行っているかは不明で
ある。職員以外の面会者の手指衛生の実態を調査することは、
効果的な手指衛生を周知徹底させるための一助となる。安全・
安心な病棟運営、および一般社会の衛生への啓蒙活動への貢
献を目的として検証に取り組んだ。
【方法】A 病院の B 病棟
入り口に設置した手指消毒剤に IC タグを装着し、天井設置
の IoT ゲートウェイを利用し手指衛生を実施した回数と日時
を取得する。調査期間は 2021/2/1 より 2021/3/3 とし、手指
衛生剤の位置（病棟入り口脇、Ns ステーション脇）
、手指消
毒を奨励する表示の有無で 4 パターンに条件を設定し 7 日間
毎に計測を実施、比較検討した。補足データとして病棟で記
録される家族等面会者記録簿の来訪日時と数を、病棟入り口
インターホン履歴と紐づけし、面会者の数のみを抽出し個人
は特定せず比較分析した。本研究は、福井大学医学部附属病
院倫理審査委員会の承認を得た。既存情報の日時と数のみを
用いた研究であり、対象者の負担やリスク、有害事象、倫理
的問題は生じない。
【結果】各パターンの結果は、パターン
1（Ns ステーション脇、表示なし）は面会者 142 人、手指衛
生数 94 回
（0.7 回 / 人、
順守率 33％）
。パターン 2
（Ns ステーショ
ン脇、表示あり）は面会者 136 人、手指衛生数 147（1.1 回 /
人、順守率 54％）パターン 3（病棟入り口脇、表示なし）は
面会者 170 人、手指衛生数 41 回（0.2 回 / 人、順守率 12％）
パターン 4（病棟入り口脇、表示あり）は面会者 121 人、手
指衛生数 62 回（0.5 回 / 人、順守率 25.6％）であった。各パ
ターンの順守率は面会者× 2 回（来院時、帰宅時）を基に算
出した。
【考察】設置場所は病棟入り口脇より Ns ステーショ
ン脇への設置、表示は無より有が手指消毒の回数増加に効果
があった。病棟入り口脇より Ns ステーション脇が増えた理
由としては、入り口脇には職員がおらず面会者の手指衛生に
対する意識が向きにくい環境にあるのに対し、Ns ステーショ
ン脇では職員からの声掛けがあったり、見られているという
意識が増加に繋がったと考えられる。表示の有無に関しても
同様の理由が考えられる。

の代替品として使用可能である。しかし使用する際には使用者
や周囲へ匂いについての説明を行い、理解を求める必要がある。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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慢性維持透析患者の感染予防対策に関する意
識調査
キーワード：慢性維持透析患者

感染症

意識

糖尿病性舞踏病を発症した２型糖尿病患者へ
の看護師の関わり

－不随意運動による転倒事例からの学び－
キーワード：糖尿病性舞踏病

○大松 由香子・白山 早苗・宮田 麻実

不随意運動

転倒事例

○宮良 富子

公立能登総合病院

医療法人緑水会宜野湾記念病院

【目的】現在、世界中で新型コロナウイルス感染症が猛威を
振るっている。A 病院人工透析部に通院している患者からは

【目的】血糖コントロール中に片側糖尿病性舞踏病を発症し

恐怖心や危機感が感じられたが、マスクをつけない患者や待

た 2 型糖尿病患者への看護介入を振り返り、必要な看護支援

ち時間に近距離で談話している様子が見られた。そこで、今

を明らかにする。
【方法】調査期間：2021 年 1 月～ 2021 年 4

回慢性維持透析患者に感染予防対策の意識を明らかにするこ

月。分析方法：期間中の A 氏への関りを看護記録、診療録

とを目的とし本研究に取り組んだ。【方法】A 病院の倫理審

より後方視的に振り返り、必要な看護支援を考察する。倫理

査委員会の審査を受け、承諾を得た。「新型インフルエンザ

的配慮：患者・家族へ研究の主旨、個人情報又は研究以外に

対策に関する世論調査」を参考に研究者が独自に作成したア

は使用しないことを説明し、同意を得た。また、本研究は、

ンケートを同意が得られた患者に実施した。感染予防で気を

所属施設の倫理委員会にて承認を得た。事例：A 氏 80 代女性、

付けている場所、また必要がないと考える予防対策の項目な

5 年前より糖尿病を指摘され内服治療で HbA1c 7％台。独居

どから得られた回答を集計し、項目ごとに単純集計、自由記

で通所サービスを利用していたが、新型コロナ感染を心配し

載回答に関しては研究者間で整理した。【結果】88 名の透析

独断で中断。2021 年 1 月、腰痛悪化で B 病院へ入院した際、

患者にアンケートを配布し、回収数は 78 名そのうち有効回

HbA1c は 13.7％と血糖コントロール不良で糖尿病治療が開

答 65 名を分析対象とした。平均年齢 67.8 歳、男女比は男性

始された。
【結果】A 氏は、インスリンよる血糖コントロー

51 名、女性 14 名であった。感染予防で気をつけている場所は、

ルと内服治療で高血糖状態は徐々に改善した。血糖値の改善

「人混み」55 名（84.6%）、「外出時」48 名（73.8%）、「交通機

に伴い、不随意運動が出現したが食事や排泄場面では消失す

関」32 名（49.2%）で、人の集まる場所を選択していた。ま

ることから 24 時間の中での症状出現の場面や ADL に支障

た、その他の回答では「透析室」17 名（26.2%）、「透析更衣

をきたさないか観察を行なった。不随意運動に対し、A 氏も

室」11 名（16.9％）、
「自宅」7 名（10.8%）など、治療や生活

不安を訴えていたため、訴えを傾聴し症状の変化について声

の場を選択していた。透析治療を受ける際に必要がないと考

かけを行った。不随意運動について、NST 回診の中で多職

えている予防対策は、「治療中でもマスクを外さず正しく使

種による情報共有を行い、糖尿病性の不随意運動を疑い、抗

用する」14 名（21.5%）、
「ベッド間をロールカーテンで仕切る」

精神病薬や抗てんかん薬の内服が開始された結果、消失した。

13 名（20.0%）であった。自由記載には「まだマスクをつけ

しかし、その後一旦消失した不随意運動の出現によると思わ

ていない患者がいる」「待合室で大きい声で会話する患者が

れる転倒事故に至った。3 日間の歩行自立評価中に不随意運

いる」などの回答があった。【考察】感染予防で気をつけて

動の出現が観察されていたが情報が共有されず、転倒リス

いる場所については「人混み」が 84.6% と多かったが、様々

クのアセスメントが不足していた。
【考察】高齢者の糖尿病

な患者が集まる透析施設内や生活の場である「自宅」では感

患者が高血糖に伴い舞踏運動やバリズムなどの不随意運動が

染予防に関する意識は低かった。透析治療を受ける際に必要

急激に出現するという糖尿病性舞踏病が報告されている。1）

がないと考えている予防対策の結果から透析施設内が生活の

看護師は、片側性の不随意運動に対し、糖尿病性不随意運動

一部であり、清潔区域であると認識することで感染予防の意

によるものとの視点はなかった。A 氏は、頭部 MRI でも糖

識が低いと考える。今回の結果から、感染症に関して気をつ

尿病性舞踏病に特徴的な左レンズ核に高信号所見があったこ

けているようだが、情報の不足から適切な知識としての認識

とから、糖尿病性不随意運動の出現を予測した看護介入が必

は低かったと考える。安心・安全な透析治療が行えるように

要であったと考える。糖尿病性不随意運動の早期発見のため

適切な感染予防対応を丁寧に説明し理解してもらうことが必

には、血糖コントロール不良時の血糖改善時に起こりやすい

要である。

不随意運動を認識し、日常生活動作に影響を与えるリスクを
他職種と共に情報共有すること。また、糖尿病治療時におけ
る不随意運動による転倒防止を図り支援することも重要であ
る。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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橈骨動脈穿刺による心臓カテーテル術後の腫
脹対応（第 2 報）

従来の背板と JRC 蘇生ガイドライン 2015 推
奨の背板を用いた胸骨圧迫の質の検証

－簡易化した腫脹対応プロトコール使用の効果－

－パイロットスタディ－

キーワード：腫脹

キーワード：心肺蘇生

橈骨動脈穿刺

プロトコール

胸骨圧迫

背板

○若松 美智代・橋本 華菜・根本 妃良子・
村上 知美・長山 朋美

○八田 圭司・前田 晃史・池田 智香・白石 由美・
小林 正直

いわき市医療センター

市立ひらかた病院

【目的】A 病院では、心臓カテーテル検査と経皮的冠動脈形

【目的】心停止患者へできるかぎり早期に良質な胸骨圧迫を

成術（以下 PCI）目的の入院が多く、多病棟に入院してい

実施することは不可欠である。背板は心停止患者の背面に敷

る。先行研究で橈骨動脈穿刺用腫脹対応プロトコール（以下

くことにより理論上はマットレスの圧迫が均一化され、か

SMP）を作成し、PCI 後の橈骨動脈穿刺部上肢の周径を測定

つ面積が広くなることで応力が大きくなり、胸骨圧迫の深

することで、腫脹の観察を数値化することができた。しかし、

さに有効であるため使用されてきた。JRC 蘇生ガイドライ

周径測定部位が 4 箇所、測定回数が 6 回と多く継続困難とい

ン 2015（以下、GL）は、背板の大きさは「頭部から骨盤部

う課題があった。そこで、簡易化した SMP（以下プロトコー

までを保持する大きさであると胸骨圧迫の深さが増す」と幅

ル）を使用し、PCI に携わる看護師が安全に統一した腫脹の

50 ×長さ 86cm（以下、大背板）を推奨している。しかしな

観察と腫脹時の対応ができるかを検討した。【方法】期間：

がら、わが国で一般的に使用されている背板の大きさは、幅

令和元年 6 月 -12 月。対象：橈骨動脈穿刺の心臓カテーテル

45cm ×長さ 60cm（以下、小背板）と GL の推奨するサイズ

検査または、PCI を受けた患者 169 名。プロトコール使用看

より小さい。本研究は、蘇生人形（以下、人形）に対して背

護師 105 名。プロトコールの使用方法：周径測定部位は、止

板なし、大小 2 種類の背板を使用して胸骨圧迫の質を比較す

血用押圧具（以下 TR バンド ®）直下、直下と肘窩の中間点

る。【方法】参加者は看護師 17 名（うち男性 2 名）であり、

の 2 箇所とした。周径測定回数は、TR バンド ®初回減圧直

3 種（大背板、小背板、背板なし）の異なる背面の上に設置

前、帰室 1・2 時間後、TR バンド ®除去時の 4 回とした。腫

した人形に 2 分間の胸骨圧迫を実施した。3 種の胸骨圧迫の

脹の判定は、TR バンド ®初回減圧直前の測定値を基準とし、

順番は封筒法で決定し、クロスオーバー検定、単盲検法とし

5% 以上拡大を「腫脹あり」とした。分析方法 :「腫脹なし」

た。人形を生体の重量に近づけるために、25kg の重りを人

と判断した患者の腫脹率にフリードマン検定を行った。プロ

形と背板またはベッドの間に設置し、総重量を 60kg とした。

トコールを使用した看護師に、腫脹時の観察・判断・対応等

3 群の比較は一元配置分散分析で行い、有意水準は 5% 未満

のアンケートを実施した。結果は単純集計し自由記載は類似

とした。倫理的配慮：本研究は市立ひらかた病院倫理委員会

した内容でまとめた。【結果】患者 169 名中「腫脹あり」の

の審査を受けて実施した（番号：30-2）
。大背板と重り（25kg）

1 名は、プロトコールに沿って対応し予定通り退院した。
「腫

は、アズワン株式会社から提供を受けた。【結果】2 分間の

脹なし」の患者 168 名のフリードマン検定結果に有意差は

平均の圧迫の深さと標準偏差（cm）は、大背板 53.4（4.6）
、

なかった。アンケート結果は、腫脹の観察が「できた」104

小背板 49.5（5.2）
、なし 49.1（6.0）であり（p=0.04）、30 秒

名（99％）、
「できない」1 名（1％）。腫脹の判断が「できた」

間 隔 の 比 較 で は 30-60 秒（p=0.04）
、60-90 秒（p=0.03）、90-

100 名（95.2％）
「
、できない」4 名（3.8％）、未回答 1 名（1％）
。

120 秒（p=0.02）と有意に大背板が深かった。
【考察】心停止

腫脹時の対応が「できる」76 名（72.4％）、
「できない」21 名

患者の背面が硬くなる条件は、エアマットレスのエアを抜い

（20％）、未回答 8 名（7.6％）であった。腫脹時の対応ができ

たり、背板を使用したりして背面を硬くするか、あるいはマッ

ない理由は、
「腫脹がなかったので対応できるか分からない」

トレスが心停止患者の重みで十分に圧縮されるかである。小

であった。プロトコールを使用した看護師からは、
「勤務を

背板への胸骨圧迫は背板ごと沈み、人形（60kg）の前胸部へ

交替しても統一した判断ができる」という意見が多く出され

かかる深さは背板なしと大差はなかった。一方、大背板では

た。
【考察】カテーテル術後の観察行程を可視化したことで、

人形の背面強度が増し、人形への圧迫が深くなったと考える。

勤務交替後も統一した判断ができたと考える。測定部位と測

時間経過と深さは、開始 30 秒までは差がなかったが、それ

定回数を減少させたプロトコールの対応は、看護師間で統一

以降は差を認め、大背板は他と比べ、疲労による経時的変化

した腫脹時の観察と対応ができ、安全な看護につながったと

が少ないと考える。

考える。
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救急初療で外来看護師が実践する看護ケア
キーワード：地域包括ケア

救急看護師

救急外来リーダー看護師の臨床判断の実態と
手がかり

外来看護師

○若林 妙子 ¹・三浦 千景 ²・森田 尚子 ²

キーワード：ウォークイン リーダー看護師
緊急度判定（トリアージ） 臨床判断

¹ 佐久大学大学院看護学研究科
² 富山赤十字病院

○高安 真矢・荻原 典子

【目的】輪番日の救急初療を担う外来看護師が、どのような

国家公務員共済組合連合会横浜栄共済病院

看護ケアを実践しているか明らかにする。【方法】質的記述

【目的】A 病院二次救急外来では、すべての患者に院内トリ

的研究、期間：2019 年 6 月～ 8 月、対象：6 名、独自に作成

アージを実施しているが、ウォークイン患者はトリアージ判

したインタビューガイドをもとに約 1 時間程度の半構成的面

定結果だけではなく、リーダー看護師が診療の状況、患者の

接を行った。逐語録から基本データを作成し、コード化、サ

アセスメントを基に診察の順番を判断している。そのため、

ブカテゴリー化、カテゴリー化した。【倫理的配慮】富山赤

リーダー看護師は、複数のウォークイン患者や重症患者が重

十字病院倫理審査委員会の承認を得た。承認番号第 19-8 番
【結

なった場合、診察の優先順位を決定する際、悩み迷うことが

果】参加者の看護師経験年数：10 ～ 24 年、初療経験年数：

ある。そこで、リーダー看護師が、複数のウォークイン患者

4 か月～ 10 年、救急初療で外来看護師が実践している看護

や重症患者の診療の順番を決定する際、どのように判断して

ケアは＜外来での経験を活かす＞＜待ち時間への配慮＞＜危

優先順位を決定し、どのような情報や状況を手がかりとして

険を予測した対応＞＜医師とのスムーズなコミュニケーショ

いるのかについて明らかにしたいと考えた。【方法】1．研究

ン＞＜医師に診察を急いでもらうように言葉を選ぶ＞＜外来

対象者：A 病院救急外来に勤務するリーダー経験のある看護

での経験を活かしたコミュニケーション＞＜不安に寄り添う

師 2．研究期間：2019 年 7 月〜 9 月 3．データ収集内容：イ

姿勢＞＜家族も大切にする＞＜患者を生活者と捉える＞＜在

ンタビューガイドを用いて、研究対象者から診療状況の把握

宅療養を視野に入れた関わり＞の 10 個のカテゴリー（＜＞）
、

や臨床判断における手がかりについて、一人約 20 分程度で

20 個のサブカテゴリー（「」）、38 個のコードが抽出された。
【考

半構造化面接を行った。 4. 分析方法：逐語録を作成し、さ

察】1．外来看護師は、輪番日の初療において、外来での経

らに文脈に留意しながら意味内容を損なわないようにコード

験を活かした看護ケア「外来で学んだフィジカルアセスメン

化、共通する、あるいは異なるコードを集めてサブカテゴ

トの活用」など＜外来での経験を活かす＞看護ケアを実践し

リー、カテゴリー名をつけた。 5. 倫理的配慮：本研究は A

ていた。初療では、救命への看護ケアを外来での経験を活か

病院研究倫理委員会の承認を得て行った。対象者には目的、

しながら実践していると考える。 2．病状や疾患以外にも
「そ

意義、方法、参加は自由意志であることなどについて説明し

の人らしさを大切にした関わり」、「会話の中から患者の背景

承諾を得た。
【結果】1. 対象者の概要：対象者は看護師 4 名

を捉える」など、人格や生活面にも目を向け＜患者を生活者

で看護師経験 3 年～ 25 年、救急外来経験 3 年～ 10 年、救急

と捉える＞対応をしていた。外来看護師は、初療において患

外来リーダー経験 1 ～ 10 年、トリアージ経験 1 年〜 3 年で

者や家族の心のケアなど療養上の世話や生活指導などのケア

あった。 2. 救急外来リーダー看護師の臨床判断の実態と手

を大切にしている。 3．輪番日の初療は外来看護師と救急看

がかり：逐語録より、32 のコード、12 のサブカテゴリー、4

護師が勤務しており、互いに連携を図り、それぞれの専門性

つのカテゴリー『見た目の感じ』『自己の勘や感覚』『これま

を発揮しながら協働することが重要である。

でに得られた経験』
『あらゆる状況を関連づける』が抽出さ
れた（カテゴリーは『 』で示す）
。
【考察】
『見た目の感じ』は、
患者の第一印象からの感じたままが示され、バイタルサイン
やトリアージ結果とは異なる直感的な判断と考えられた。
『自
己の勘や感覚』は、何か気になる、何か変だと勘のようなこ
とから、患者のデータや主訴とは異なる違和感など、感覚か
らの判断と考えた。
『これまでに得られた経験』は、救急外
来看護師としてこれまでの経験知から培われた判断で、『あ
らゆる状況を関連づける』は、エピソードやあらゆる情報か
らアセスメントする看護師ならではの判断ではないかと考え
られた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅲ - ５

ポスター T - Ⅲ - ６

CAM-ICU を用いた HCU でのせん妄評価の
考察

ICDSC を用いた集中治療部におけるせん妄発
症の実態とその要因

キーワード：せん妄

キーワード：せん妄 集中治療部 せん妄評価スケール
ICDSC せん妄発症因子

－ CAM-ICU 陰性と評価した後に陽性となった 1 例－
CAM-ICU

ICDSC

HCU

○塩崎 史起・堂本 悟士・宮原 めぐみ・
三谷 亜紀子

○吉田 佐織 ¹・工藤 朝美 ¹・田中 優子 ¹・
山野内 靖子 ²

筑波大学附属病院

¹ 独立行政法人労働者健康安全機構青森労災病院
² 八戸学院大学健康医療学部看護学科

【目的】CAM-ICU は、挿管患者の多い ICU でのせん妄評価
の為に開発されたアセスメントツールである。本報告では
HCU での CAM-ICU を用いたせん妄の評価について症例を
基に考察する。発表についての同意は御本人病状悪化のため、
キーパーソンである家族に説明を実施し同意を得た。【方法】
症例研究：70 代男性 A 氏。脳腫瘍摘出術後、後療法目的に
入院。入院時の JCS はⅠ - １であった。入院後イレウスから
ショック状態となり HCU へ転棟となった。【結果】転棟時か
ら不穏状態であり、持続鎮静剤と身体拘束にて安全対策を実
施していた。入室８日目の日中、CAM-ICU は陰性であり落
ち着き過ごしていた。そのため、危険行動を起こす可能性が
低いと判断し身体拘束を解除した。しかし、夕方危険行動に
いたり身体拘束の使用を再開した。発見時の CAM-ICU は陽
性であった。【考察】せん妄の特徴として、精神疾患の診断・
統計マニュアル DSM-5 では、せん妄は１日の経過の中で注
意力及び意識水準の状態が変化するとある。さらに、古賀は
CAM-ICU の特徴として、その時々のピンポイントで、陰性・
陽性の２点で評価できると述べている。つまり、CAM-ICU
は変化し続けるせん妄の状態を評価時のピンポイントで判定
できるツールであるといえる。CAM-ICU 以外のせん妄評価
ツールとして ICDSC がある。ICDSC は８つの評価項目で構
成されるせん妄評価ツールである。卯野木らは ICDSC の特
徴として、ピンポイントでなく８～ 24 時間での患者の状況
で判定する事、せん妄を点数で判断できると述べている。A
氏を ICDSC に照らし合わせた場合５点となり A 氏は日中も
せん妄と判断できる。つまり、本症例においては CAM-ICU
のみの評価ではせん妄の急激な症状変化を捉えきることがで
きなかったと考えられる。HCU では全診療科の患者が入院
しており、重症度も一般病棟レベルから ICU レベルまでと
大きく異なる。また、様々な要因でせん妄に陥る患者が多い。
このような状況において 4：1 という看護体制では、ピンポ

【目的】せん妄評価スケール ICDSC を導入し、A 病院集中
治療部の入室患者におけるせん妄発症の実態と特徴を明ら
かにする。
【方法】集中治療部入室患者に対し、ICDSC によ
る継続的評価とせん妄発症要因 16 項目について調査した。
ICDSC 4 点以上をせん妄発症群、3 ～ 1 点をせん妄予備群、
0 点をせん妄非発症群の 3 群に分け、一元配置の分散分析と
要因間の相関をみた。病院医学研究倫理審査委員会の承認を
得て行った。研究参加は自由意思であり、データは個人が特
定されないようにした。【結果】対象者は 98 名であり、せん
妄発症率は 8%（8 名）であった。全体の平均年齢は 67.7 歳
であり、せん妄発症群が 79 歳で他群より有意に高かった。
せん妄発症因子では認知障害、薬剤で相関していた。また、
せん妄発症因子の ICDSC 得点平均は、準備・直接因子で有
意に高かった。せん妄との関連性が明らかになった因子は認
知障害、薬剤、高齢であった。疼痛の程度では有意差がなかっ
たが、疼痛スケール平均値はせん妄非発症群が高くせん妄発
症群では低かった。【考察】せん妄発症群の平均年齢は 12.7
歳高く、高齢によりせん妄発症の可能性が高まることが明ら
かになった。せん妄発症因子としては、認知障害、薬剤、高
齢が明らかであり、せん妄との関連性が示唆された。このこ
とから、患者の認知機能についての情報把握はせん妄を予測
する上で重要であり、ICDSC 活用によりせん妄の早期発見、
早期介入が可能となる。また、疼痛スケール平均値において
は、せん妄発症群より、せん妄非発症群が高かった。疼痛を
訴えた患者は、早期から適切な緩和ケアを受けられたと考え
る。一方、せん妄発症群の患者は疼痛の訴えが十分にできな
い状況であるために、疼痛緩和の介入が遅れ、疼痛コントロー
ルが不十分となる可能性が考えられた。よって、苦痛を訴え
ることが困難な患者ほど積極的な疼痛コントロールが必要で
あり、せん妄予防に直結する対策として示唆された。

イントの評価となる CAM-ICU 単一で全患者のせん妄を評価
し、安全を確保していくことは難しい。そのため、各せん妄
アセスメントツールの特性を理解した上で状況に応じて使い
分け、せん妄を早期発見し医療安全の確保に繋げていく必要
がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅲ - ７

ポスター T - Ⅲ - ８

熟練看護師におけるせん妄予防ケアの実態調
査

NICU 熟練看護師の暗黙知

－必要性の判断要因とケアに焦点をあてて－

－気管挿管された早産児のハンドリング場面の分析
から－

キーワード：せん妄リスク

キーワード：NICU

せん妄予防

熟練看護師

熟練

暗黙知

○安東 由依・増谷 早紀

○青木 絵里香・原田 貴和

大分赤十字病院

東京都立大塚病院

【目的】本研究の目的は、経験年数 10 年以上の熟練看護師が
せん妄予防ケアが必要であると判断する要因および実践して
いるケアを明らかにすることである。【方法】急性期治療を
行っている A 病院 B 病棟の熟練看護師の 5 名を対象に、半
構造化面接を実施した。独自に作成したインタビューガイド
を用い、せん妄予防ケアが必要であると判断する要因および
実践しているケアについて質問した。インタビュー内容をも
とに逐語録を作成し、質的記述的方法で分析を行った。分析
結果の信頼性と妥当性を高めるため、質的研究に関する専門
家に適宜スーパーバイズを受けながら進めた。本研究は A
病院看護研究倫理委員会の承認を得て実施した。【結果】熟
練看護師におけるせん妄予防ケアの必要性の判断要因とし
て、『知識に基づくせん妄発症の予測』『経験的直観に基づく
せん妄発症の予測』『知識と経験を統合したせん妄発症リス
クのアセスメント』の 3 の大カテゴリーを導出した。また、
熟練看護師が実践しているせん妄予防ケアとして、『知識や
技術を活かし提供するケア』『困難やジレンマを感じながら
行うケア』の 2 の大カテゴリーを導出した。【考察】熟練看
護師はせん妄を予測する際、直観により“何かおかしい”と
違和感を抱くほか、既存の知識と過去の経験をすり合わせて
リスクを察知していた。これは熟練看護師の長年の経験によ
り培われた能力であるが、本研究において具体的な要因が明
らかになったことで、熟練看護師のみならず他の看護師がせ
ん妄発症を予測する手がかりを得たと考える。熟練看護師の
実践するせん妄予防ケアでは、疼痛や心理的ストレスの除去
など、Lipowski のせん妄発症因子の分類のうち、誘発因子
への看護介入が多く語られた。このことから、熟練看護師は
病態や身体症状の理解や対処だけでなく、心に寄り添うプロ
として患者を取り巻く環境や心理的側面に着目し、ケアを実
践しているといえる。また、眠剤の与薬や身体抑制は、経験
豊富な熟練看護師においても困難やジレンマを感じながらも
やむをえず行っているケアであった。これは日々看護業務を
遂行する上での時間的余裕の無さやマンパワーの不足など、
急性期病棟の労働環境が影響した結果であり、業務改善を図
る必要性が見出された。

早産児

ハンドリング

【目的】早産児が出生後様々な処置によって受けるストレス
は、将来の発達にも影響を及ぼすと言われており、侵襲の少
ないハンドリングが求められる。熟練した看護師の技術は経
験を通じて個人の中に蓄積されるが、言葉による表現が難し
く暗黙知と呼ばれる。NICU 熟練看護師（以下熟練者）の暗
黙知を明らかにできれば、より良い看護実践に繋がると考え
られる。気管挿管された早産児へのハンドリング場面におけ
る、熟練者の暗黙知を明らかにすることを目的に研究を行っ
た。
【方法】
対象者は NICU 看護師経験５年以上の看護師６名。
対象者のハンドリング場面をカメラで撮影し、撮影された動
画を視聴しながら半構成的面接を行った。面接の内容は録音
して逐語録を作成、コード化し技術的側面と認知的側面に分
類して質的に分析した。倫理的配慮として、所属病院倫理審
査委員会の承認を得た。研究対象者とハンドリングを受ける
児の家族へ、研究目的、方法、自由意志による参加、匿名性
の保持等文書で説明し同意を得た。【結果】技術的側面 12 カ
テゴリー、認知的側面４カテゴリーが抽出された。熟練者は
《状況把握》《児に合わせたケアプラン》《介入の判断》《体位
交換の実施》
《チューブ位置管理》
《抜管リスクの評価》
《ホー
ルディング》
《終了の判断》において児の状況や反応をパター
ン認識し、それに対応するためのノウハウを持っていた。児
の心拍数などの生理的反応を見定めて《ストレスサインの評
価》
《安定化の評価》を行っていた。
《体位交換の実施》
《チュー
ブ位置管理》
《ポジショニング》では、経験によって身につ
いた熟練した行動様式を駆使していた。迷いや懸念を感じな
がらも省察を続け、児に優しいケア実践を目指すという思い・
信念を持っていた。
【考察】熟練者は児への最小限の刺激と
安定化を重要視しており、チューブ位置管理はそのための一
要素として捉えていた。状況のパターン認識と児の生理的反
応の把握、熟練した行動様式が児への必要最低限のハンドリ
ングを可能にしていると考えられた。熟練した技術と批判的
思考を持ちながら、流れるようなハンドリングを実践してい
た。熟練者の技術は語りを言語化するだけでは共有が難しい
内容が含まれていた。熟練者の暗黙知は、状況のパターン認
識と児の生理的反応の把握、熟練した行動様式、思考と実践
の協調であると考えられた。暗黙知の共有のためには、実践
の場の共有が重要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅲ - ９

ポスター T - Ⅲ -10

t-PA 治療中に待機する患者の家族に対する熟
練看護師の看護実践
キーワード：t-PA（血栓溶解療法） 熟練看護師
看護実践

家族

経カテーテル大動脈弁植え込み術（TAVI）
を受けた A 氏の経過の振り返りから外来看護
を考える
キーワード：外来 心不全
経カテーテル大動脈弁植え込み術

○石川 太朗・杉浦 みゆき・辻本 あづみ

高齢者

○石原 めぐみ・岩室 紀子

碧南市民病院

【目的】脳梗塞は、発症後可能な限り早期の血栓溶解療法（以

三井記念病院

下 t-PA）が推奨されている。救命処置が優先されるため、 【目的】経カテーテル大動脈弁植え込み術（以下 TAVI）後
看護師が家族と関わる時間を持てないジレンマを感じてい
に、心不全増悪し 1 年５か月後に亡くなった A 氏 80 代の事
る。その中で、家族に疎外感を与えないように声をかけ、家

例を経験した。A 氏の看護を振り返りチーム医療の現状を

族の治療参加も期待し早めに面会できるように配慮している

明らかにし今後の支援に活かす。【方法】1）初診 20XX 年 X

看護師が A 病院にいることが分かった。t-PA 治療中に待機

月～退院 20YY 年 Y 月までの 多職種介入についてカルテ調

する患者の家族に対する熟練看護師の看護実践の先行研究は

査。2）A 氏に必要な介入について自由記述アンケート調査

ないため明らかにする。【方法】t-PA を受ける患者を受け入

（B 病院循環器外来に在籍する看護師 10 名）を実施、記述か

れる A 病院 HCU の所属年数が 3 年以上、看護師経験年数

らキーワードを抽出。B 病院の倫理委員会の承認を得た。
【結

15 年以上の熟練看護師（ベナーの看護論で達人レベル）を

果】１）A 氏への多職種介入はそれぞれ看護師の病棟カンファ

対象に、t-PA 治療中に待機する患者の家族に対する看護実

レンス 44 回、医療ソーシャルワーカー（以下 MSW）含む

践を半構造化面接法にて個人面接し、録音を行う。録音内容

退院支援カンファレンス 7 回。薬剤師の薬剤管理指導 16 回。

を基に逐語録を作成し、意味ある文脈を抽出、コード化、カ

栄養士の栄養指導 5 回。理学療法士の心大血管リハ実施。し

テゴリー化する。倫理的配慮として、対象者に文書で説明し

かし外来看護師は入院サマリーの記録のみで、心不全手帳を

同意を得た。また、対象施設において倫理委員会の承認を得

用いた指導は入院、外来ともに未実施であった。2）回収率

た。
【結果】同意の得られた看護師は 40 歳代 3 名、50 歳代 1

80%、設問「A 氏に必要な看護について」の回答結果から抽

名の計 4 名で、4 名全てに面接を行なうことが出来た。t-PA

出したキーワードは心不全指導８人中 6 人（75％）。包括的

治療中に待機する患者の家族に対する熟練看護師の看護実践

な支援８人中 5 人（62.5%）
、地域・病棟との連携８人中 2 人

は、29 個のコードから 8 個のサブカテゴリー、3 個のカテゴ

（25%）。その人らしく生きることを尊重する支援８人中 2 人

リーに分類された。カテゴリーを『』、サブカテゴリーを（） （25％）があった。また、外来指導を行なう場の設定や多職
で示す。
『不安と心配を抱いている家族の思いを慮る』は、 種連携の活用ができる業務改善が必要という意見もあった。
16 コードで（看護師から見た家族の様子）（家族が抱いてい

【考察】A 氏は自覚症状の改善や日常生活の拡大を期待して

る思い）
（看護師の経験からくる家族の捉え方）（t-PA 治療

標準的な心不全治治療 TAVI を自己決定した。術後は薬物療

後の家族の様子の捉え方）の 4 つのサブカテゴリーにまとめ

法などの適切な治療を受け医学的な問題はなかった。入院中

られた。『治療内容の病状説明の補足をする』は、11 コード

は病棟看護師や栄養士の指導があり、社会的・環境要因の問

で（病状説明の補足）（患者の状態の説明）（今後の見通しの

題も MSW による退院調整が行われている。入院中は一連の

説明）の 3 つのサブカテゴリーに、『家族が患者に寄り添う

介入が包括的に行われるが、退院後は医師の医学的な診察の

のを促す』は 2 コードで（患者のそばに付き添ってもらうよ

みで、生活を看る看護介入、多職種と連携した介入が行われ

うな促し）にまとめられた。【考察】熟練看護師は、家族の

ていなかった。A 氏の心不全増悪の原因は日中の独居生活か

行動を観察し、家族が待機中に不安や心配な気持ちになって

らくる食生活の乱れや意欲低下、出血や蜂窩織炎など感染の

いることを推察していた。そこで、患者だけでなく家族の思

合併症があった。心不全増悪には医学的要因・社会的要因・

いを尊重し、患者に声をかけるよう促すなど家族が患者に寄

患者要因の 3 つの危険因子があると衣笠は述べている。A 氏

り添うのを促していた。また、患者の状態や家族の理解の程

が心不全をどのように認識し、どのような症状を体験し、心

度に合わせて、治療内容の病状説明の補足をしていた。t-PA

不全とどのように付き合い、管理しようとしているかなど自

治療中に待機する患者の家族に対する熟練看護師の観察やア

己管理や、社会的・環境要因への働きかけが不足していたこ

セスメントの視点を言語化したことは、今後の家族看護の一

とが明らかになった。外来で多職種の系統的な介入を調整す

助となると考える。

るために、介入時期や項目など介入をシステム化していく必
要性があると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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上部消化管癌患者の術前の栄養状態、フレイ
ル・サルコペニアの実態

顎間固定術に対する患者参加型パンフレット
の作成と検証

キーワード：上部消化癌患者 フレイル
周手術期看護 他職種連携

キーワード：顎間固定術

○渦原
益澤
今田
竹野

サルコペニア

東京都立多摩総合医療センター

【目的】顎間固定術を受ける患者が理解しやすいパンフレッ

¹ 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院
² 独立行政法人国立病院機構大阪医療センター

トの視点を明らかにする【方法】(1) 対象者２名に術前外来
受診後、病棟看護師が歯科外来個室にて研究同意書の説明

【目的】上部消化管癌患者の術前の栄養状態、及びフレイル・
サルコペニアの保有の有無は、術後回復にも影響するため、
その実態を把握することは重要である。本研究では、それ
らを明らかにすることを目的とした。【方法】2020 年 6 月〜
2021 年 3 月に A 病院の上部消化管癌手術前患者を対象とし
て、医師、看護師、栄養士が協働し栄養アセスメント、及び
フレイル・サルコペニアの診断を行った。身体的評価として
４m 歩行速度、握力、体組成を測定し、その結果をもとに診
断した。診断基準は、栄養アセスメントとして、GLIM（Global
Leadership Initiative on Malnutrition）基準、フレイル診断
は日本版 CHS（Cardiovascular Health Study）基準、サルコ
ペニア診断は AWGS（Asian Working For Sarcopenia）基
準を用いた。倫理的配慮：本研究は、A 病院倫理審査委員会
の承認を得て行った。（承認番号 20C023g）【結果】86 名、平
均年齢 70.6 歳（SD ± 11）、男性 57 名（66%）女性 29 名（34%）
）
より結果が得られた。疾患別は、食道癌患者は 13 名（16%）
、
胃癌患者 67 名（78%）、残胃癌患者 6 名（7%）であった。また、
診断においては、低栄養・フレイル・サルコペニアを 2 つ以
上有していた患者は、14 名（16%）で、その内訳は、低栄養・
フレイル・サルコペニアのあった患者が 1 名（1%)、フレイル・
サルコペニアが 1 名（1%）、低栄養・フレイルが 2 名（2%）
、
低栄養・プレフレイルが 10 名（12%）であった。一方、
低栄養・
フレイル・サルコペニアのいずれかひとつを有していた者は、
49 名（57％）で、プレフレイルのみが 38 名（44%）、フレイ
ルのみが 11 名（13%）であった。何も有していない患者は
23 名（27%）であった。【考察】対象者の約７割以上が、フ
レイル、もしくはプレフレイルを有していた。また、低栄養、
フレイル・サルコペニアを重複している患者もいた。患者の
平均年齢も高く、本研究結果は高齢上部消化管癌患者の栄養
状態の課題であると考えられた。これら患者への術前栄養・
リハビリテーション指導が必要である。
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パンフレット作成

○伊波 千尋・加藤 一敏・山崎 未沙登・
久松 有希乃

晋子 ¹・柳 智恵子 ¹・長尾 美恵 ¹・
徹 ¹・勝山 晋亮 ¹・杉村 啓二郎 ¹・
優子 ¹・齋藤 あすか ¹・鈴木 洋子 ¹・
淳²

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

患者参加型

を行い、同意を得てから仮パンフレットを配布。(2) 入院後、
手術 1、2 日前、仮パンフレットを用いた術前オリエンテー
ションを実施。(3) 退院 1、2 日前、仮パンフレットを見直し
ながらインタビューガイドに沿ってインタビューを実施。ボ
イスレコーダーを使用し半構造的インタビューを行う。イン
タビュー項目は (1) 内容、(2) デザイン、見せ方、(3) 時期。(4)
インタビュー結果より項目毎にパンフレットの有用性を事例
検討を行った。【結果】(1) 内容に関して、「同意書は文章だ
けだから、写真やイラストがあるとイメージが付きやすい。
でも、流れが分かるスケジュールがあるといい」という意見
が聞かれた。(2) デザイン・見せ方は、
「ゴム固定、顎間固定
のイメージが付きやすかった。顎間固定は写真のほうがい
い。
」という言葉が聞かれた。(3) 時期は「入院前にもらえて
よかったと意見が聞かれた。」そのほかに関しては、「食事の
レパートリーがあったらいい。重湯が苦手でした。
」と食事
に関する意見があった。
【考察】茂木は１）
「子どもと異なり、
成人は、学習のための資源となりうる過去の経験の蓄えを有
している。
」と述べている。しかし、
手術は未知の経験であり、
今までの学習から予測することが困難である。文章だけでな
く、イラストや写真を取り入ることで、パンフレットを読む
意欲をあげることができることが分かった。患者はそのほか
の意見として食事を重視していることが分かった。戸本らは
２）
「青年期の特徴と、顎矯正患者の特徴が重なりある複雑
な時期であり、術後は更に顎間固定されているため、より訴
えにくい状態」と述べている。パンフレットに病院で提供で
きる食事内容の記載があれば、患者自身が選択し、訴えやす
いのではないかと考える。術後の患者は入院前と変わらない
状態となり、身の回りのことにも目を向けられるようになっ
ている。パンフレットにより知識を得て、不安は軽減されて
いても、実際体験した時の苦痛はなくなるものではない。看
護師は患者が体験している苦痛や感じていることを捉え、支
持的にかかわる必要があるということが分かった。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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体位補助クッション使用による下肢手術患者
の腓骨神経麻痺予防
－下肢の外旋予防に焦点をあてて－
キーワード：下肢手術

腓骨神経麻痺

キーワード：周手術期

外旋予防

ワセリン

手術室看護

○井田 瞳 ¹・関島 香代子 ²・森川 妙子 ¹・
森山 京子 ¹・小竹 恵 ¹

○豊住 泰之・上田 麻衣・濱田 あかり

1 新潟大学医歯学総合病院
² 新潟大学大学院保健学研究科

熊本リハビリテーション病院

【目的】下肢手術の周手術期合併症に腓骨神経麻痺があり、
術後のリハビリテーションに影響を及ぼす。そのため下肢手
術患者の腓骨神経麻痺予防への取り組みは重要である。その
取り組みとして、A 病院 B 病棟では、肢位調整を行っていた
が具体的な取り決めはなく、安定した固定が困難で外旋傾向
となるケースがあり課題であった。そこで、クッションを活
用した術後の肢位調整方法（以下、術後下肢固定法）を考案し、
その効果を検討した。
【方法】対象は B 病棟で下肢手術を行っ
た患者 57 名（股関節 19 名・膝関節 30 名・足関節 8 名）
。デー
タ収集は、以下の方法で行った。1. 術後下肢固定法の実施：
大腿部に長方形のクッション A（33cm × 50cm）を敷き込み、
下腿部に L 字型のクッション B（80cm × 17cm）を 2 つ向
かい合わせるように重ねて敷き込んで下肢保持を行う、2. 術
直後から離床まで、チェックリスト（疼痛・痺れ・腓骨小頭
圧迫・内外旋の有無・足趾動・足関節底背屈・術後下肢固定
法による苦痛の有無・不穏の有無の 8 項目）に沿い、下肢の
状態観察・聞き取り調査を実施、3.1. と 2. の内容を、股関節群・
膝関節群・足関節群の手術部位別（以下、3 分類）に集計した。
分析は 3 分類別の集計結果と外旋および腓骨神経麻痺の発生
との比較検討である。倫理的配慮として、熊本リハビリテー
ション病院倫理委員会の承認を得た。【結果】3 分類別の集
計では、股関節群 19 名中 12 名（63.2％）は離床まで術後下
肢固定法を実施できたが、5 名（26.3％）は術後せん妄、2 名
（10.5％）は認知症のために中断した。膝関節群 30 名中 1 名
（3.3％）が疼痛のために肢位保持が困難となり一時的な外旋
がみられたが、除痛後、外旋は改善し全員が術後下肢固定法
を実施できた。足関節群では、身長が低い患者 1 名が脚長と
クッションのサイズが合わず、小さめのクッションに変更調
整し、全員が術後下肢固定法を実施できた。術後下肢固定法
が実施できた 49 名に腓骨神経麻痺の出現はなかった。
【考察】
下肢手術後は麻酔の影響で自動運動が行えずに下肢が外旋し
やすく、感覚鈍麻により患者自身では気づきにくいため、肢
位保持と下肢の状態観察・患者の訴えなどは重要である。今
回の術後下肢固定法では、チェックリストを併用することで
肢位調整を良好に保つことができ、手術部位に関わらず術後
の腓骨神経麻痺予防に効果的だったと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

手術室内における口角の水分量の経時的変化

－滅菌オリーブワセリン塗布による保湿効果の検討－

【目的】手術室の空調下で滅菌オリーブワセリン使用の有無
による口角の水分量の経時的変化を明らかにし、その保湿効
果について検討する。
【方法】倫理委員会の承認を得て、同
意の得られた 10 名に対し、2020 年 1 月～ 2020 年 3 月に量
的研究のうち侵襲を伴わない介入研究を実施。調査項目は室
内の湿度、性別、年齢、両側口角の水分量、被験者の自覚す
る乾燥感、スキンケアの有無。口角の水分量の測定には、肌
水分計を使用し、滅菌オリーブワセリン無塗布の状態で測定
間隔 10 分ごと計 60 分、その後同一被験者の両側口角に塗布
し同様に測定。水分量は 3 回続けて測定し、中央値を採用。
測定開始時を 0 として、開始時と各経過時間の水分量の差の
平均値を算出した。被験者が自覚する乾燥感は開始時と塗布
後 10 分毎に聞き取り調査を行った。単純集計は Microsoft
Excel 2017 を使用。無塗布時と塗布時とで対応のある t 検定
を用い、有意水準は p ＜ 0.05 とした。聞き取り調査結果は
記述統計量を算出した。【結果】研究参加者は 10 名中、男性
3 名、女性 7 名。年齢構成は、20 代 4 名、30 代 2 名、40 代
3 名、50 代 1 名。手術室内の湿度は平均で 35.5％。スキンケ
アは有りが 7 名、無しが 3 名。無塗布時の右口角では－ 1.3％
まで、左口角は－ 3.5％まで水分量が低下した。塗布時では
各経過時間において、3.17 ～ 6.43％の水分量の増加がみられ
た。無塗布時と塗布時の水分量の比較では、左右口角で 20
分以降 50 分まで水分量に有意差があり、塗布時の方で水分
量が高いことが示されたが、左口角では 60 分で有意差がな
かった。被験者が自覚する乾燥感は、無塗布時では経過時間
40、50、60 分時点で「乾いた感じはしない」と回答した人
が 0 人であるのに対し、塗布時では同経過時間でも「乾いた
感じはしない」と回答があった。
【考察】手術室内において
口角の水分量は経過時間と共に減少していることが明らかに
なった。またオリーブワセリンを塗布することにより水分量
は減少せず増加することが示された。塗布により皮膚の水分
量は増加、維持され、保湿効果が得られており、手術室の空
調下でも口角の皮膚創傷予防に効果があると考える。一方、
左口角では 60 分で有意差がなかったことからワセリンの効
果が長時間持続しない可能性があり、滅菌オリーブワセリン
を塗り足すことが必要であると推測される。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

321

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

ポスター T - Ⅲ -15

ポスター T - Ⅲ -16

整形外科における看護師の術後せん妄の認識
に関する実態調査
キーワード：看護師

実態調査

術後せん妄

高齢消化器外科手術患者に対するパンフレッ
トを活用した見当識訓練による術後せん妄予
防及び改善効果
キーワード：術後せん妄

○髙橋 麻衣子・長谷川 舞・富樫 由美・
窪田 真澄

高齢者

手術患者

○熊谷 正範

北海道整形外科記念病院

東京都立墨東病院

【目的】整形外科単科の A 病院において看護師は短期間でせ

【目的】術後せん妄に対しては複合的な介入の有効性が示唆

ん妄リスクの判断を求められているが、その判断は統一した

されているが、標準化された予防法等は明らかになっていな

基準がなくせん妄症状が現れてから対策を講じている例があ

い。今回、先行文献を基に独自のせん妄ケア用のパンフレッ

り、経験年数により判断や対応に差がある。判断基準があれ

トを作成して術前から介入し、その効果を検討した。【方法】

ばリスクを予測した対応が経験年数に関わらず出来ることに

研究デザインは前後比較試験。2018 年 10 月～ 11 月を非介

よって早期の安全対策の実施に繋がる。したがって、基準を

入群、2019 年 10 月～ 11 月を介入群とし、A 病院 B 病棟で

検討するには看護師の術後せん妄の知識と判断について実態

消化器外科手術を受けた 70 歳以上の患者を対象とした。先

を調査し、的確な術後せん妄リスクの判断を行うための基準

行研究を参考にして術後せん妄についてのパンフレットを作

作成に活かすことを目的とした。【方法】2020 年 9 ～ 12 月

成し、内容について精神科認定看護師の助言を受けて妥当性

に A 病院の全病棟看護師 98 名を対象にアンケート調査を実

を確保した。また、B 病棟の看護師全員に対して術後せん妄

施した。内容は、独自で選択した術後せん妄発症要因 14 項

についての学習会を実施した。介入群に対し担当看護師がパ

目の「知識」とアセスメントする時に重要と考える項目（以

ンフレットを使用し、本人及び家族に術前に情報提供を行い、

下「アセスメント」とする）について調査した。データ分析

術後に見当識訓練を実施した。先行文献を参考にせん妄症状

は記述統計で概観し、経験年数 5 年以下と 6 年以上の 2 群と

を定義し、電子カルテの診療録にせん妄症状の記載があった

し、
「知識」や「アセスメント」についてはカイニ乗検定で

場合をせん妄とした。電子カルテから対象の基本属性（性別、

比較した。倫理的配慮は、対象者に研究の主旨、参加協力の

年齢、主病名、術式、せん妄の危険因子の有無）及び、せん

自由、不参加による不利益はないこと、個人情報取り扱いの

妄症状の有無と日数について収集した。介入群と非介入群の

厳守を文書で説明した。研究実施は A 病院の倫理委員会の

基本属性、せん妄発生率及びのせん妄の期間をｔ検定、χ2

承認を得た。【結果】アンケート対象者 98 名、回収 87 名（回

検定を用いて比較した。分析には統計ソフト SPSS®Ver.23

収率 9％）、有効回答 82 名（94％）看護師平均経験年数 14.48
年、標準偏差値 8.7605 年、経験年数 5 年以下 13 名（16％）6
年以上 69 名（84％）だった。全看護師は、術後せん妄発症
要因の「知識」
「アセスメント」で、全項目とも 7 割以上が知っ
ている、重要と考えているとの回答だった。経験年数の 2 群
間の「知識」では、せん妄の既往、低酸素状態、感覚機能異
常、不安や緊張、リスクとなる薬剤の使用に経験年数の長い
方が有意に高かった。【考察】全看護師が、術後せん妄発症
要因の「知識」「アセスメント」共に７割以上が知っている、
重要と考えているとの回答だったのは、高齢患者の増加と共
にせん妄発症が増加しており、そのような状況で看護するた
めに必要な行動（カンファレンス、勉強会等）を個々が行っ
ていたためと考える。経験年数が長い方が有意に高い項目に、
せん妄の既往、低酸素状態、感覚機能異常、不安や緊張、リ
スクとなる薬剤の使用があったことを基準作成時に活かし検
討の必要があると考える。

を使用し、統計的有意水準は 5% 未満とした。本研究は東京
都立墨東病院倫理・個人情報保護委員会の承認を得て実施し、
研究対象者へは事前に研究目的と方法、倫理的配慮等につ
いて文書及び口頭で説明し、書面で同意を得た。
【結果】非
介入群の対象患者は 50 人、介入群の対象患者は 48 人で合計
98 人を分析対象とした。基本属性は非介入群と介入群で有
意差は無かった。術後せん妄を発症した者は非介入群で 14
人（28.0%）
、介入群で 10 人（20.8%）と非介入群の方が割
合が多かったが、有意差は認められなかった。術後せん妄の
期間は非介入群 2.9 ± 3.36 日、介入群で 3.8 ± 2.39 日と介入
群の方が長かったが有意差は認められなかった。【考察】せ
ん妄発症率の差では、介入群の割合が小さくパンフレットの
活用による有効性が示唆された。しかし、介入によって看護
師のせん妄に対する観察の頻度や認識が高まったことでオー
バートリアージとなり、介入群のせん妄平均期間が長くなっ
た可能性が考えられた。術後せん妄の改善には、より多くの
介入を組み合わせた複合的な介入が必要であると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ICU での早期離床に対する看護師の意識変化
－離床フローシートを作成して－

術後患者の早期離床が行えた事例から離床を
促進した要因を振り返る

キーワード：ICU 早期離床

キーワード：早期離床

離床フローチャート

促進要因

術後患者

○今野 泉・横山 みゆき・海藤 美紀

○藤原 美奈・鳥居 穂奈美・岡田 沙耶

山形県立新庄病院

碧南市民病院

【目的】A 病院集中治療室（以下 ICU）では、以前より離床

【目的】術後早期離床は、合併症の予防につながり、術後の

についての開始・中止基準シートを作成し早期離床に向けて

回復に大きな役割を果たしている。侵襲が大きい手術では、

取り組んできたが、実際にはシートの活用が少なく、看護師

離床が進まないケースが多い。しかし、今回早期離床が行え

の離床に対する不安が聞かれた。そこで、看護師の早期離床

た事例があり、何か特別な要因があったのではないかと考え、

に対する意識を把握・分析し、また新たに離床フローチャー

離床が促進した要因について検討する。
【方法】早期離床が

トを作成し離床の標準化を図ることで早期離床に対する看護

行えた 2 事例について、手術前日～術後 3 日目の看護記録か

師の意識変化を明らかにしようと考えた。【方法】調査期間：

ら早期離床を妨げる要因、離床が進む要因、看護師の介入、

令和元年 9 月～ 12 月。対象：A 病院 ICU 看護師 12 名。調

その他の 4 つのカテゴリーに分類し、その情報がどのように

査方法：日本離床学会の離床プロトコルを参照に離床フロー

関係し早期離床を促進させたのか分析する。対象者の個人が

チャートを作成し、その使用前後に離床に対する意識につい

特定されないよう配慮し、対象施設の倫理委員会の承認を得

てアンケートを実施・集計した。調査内容：早期離床に対す

た。【結果】事例）A 氏：70 歳代男性膵癌、亜全胃温存乳頭

る意識の 7 項目「ICU での早期離床は必要だと思うか」「自

十二指腸切除術、B 氏：60 歳代男性胸部下部食道癌、胸腔鏡

分は早期離床を積極的に行っているか」
「自分はフローチャー

下補助下食道亜全摘、胸骨後経路胃管再建術。早期離床を妨

トを活用しているか」「受け持ちの患者の離床をどこまで進

げる要因として、全身麻酔の経験がなく「痛みがこわい」と

めてよいか不安に思うか」「受け持ち患者の離床計画を決め

いう発言があった。眠剤は使用したが、
「熟睡感がない」と

る知識や技術に自信があるか」について選択式で回答を求め

不眠であった。発熱、低栄養状態にあった。離床が進む要因

た。また自由記載は離床フローチャート使用前後ごとにまと

として、自ら「歩かないかんで」と意欲があり、家族から

め、入院患者数・治療内容・離床件数も調査した。アンケー

「頑張り屋さん」と言われる性格であった。看護師の介入と

ト集計には、単純集計とウィルコクソン符号付順位和検定

しては、術前オリエンテーションを実施し離床の目的と必要

（p<0.05 有意差あり）を用いた。【倫理的配慮】アンケート用

性を説明した。
「先生から動かないといけないと言われてい

紙は無記名とし、研究参加は自由意志であり研究参加拒否は

る」と医師からの離床の声かけのアシストもあった。鎮痛剤

不利益のない事、プライバシー・機密性・匿名性の確保につ

の使用を離床前に行なうなどタイミングを検討し、疼痛コン

いて書面にて説明した。【結果】早期離床に対する意識の 7

トロールをした。点滴等のルートが多かったので、動きを妨

項目については、全項目で離床フローチャート使用前後では

げないように長さや固定方法を工夫した。侵襲の大きな手術

有意差がみられなかった。「早期離床はいつ頃開始している

であったこと、ルートが多いことから、病室に訪室すること

か」については、
「ICU 入室時から」と「入室 2 ～ 3 日後から」

が多く患者との関わる時間を多くもつことができた。その他

が使用後増加した。自由記載では、使用前は不安等の意見が

として、手術前に化学療法のため入院を同病棟にしていた。

あったが、使用後は同様の意見はなかった。離床件数のうち、

家族の面会が毎日あり、一緒に歩行していた。看護学生が担

ベッド上他動・自動運動は使用後増加した。【考察】早期離

当していた。
【考察】侵襲の大きな手術であり離床を妨げる

床に対する意識の 7 項目では大きな差はみられなかったが、

要因もあったが、鎮痛剤使用のタイミングを検討したことが

離床開始時期は離床フローチャート使用後のほうが早くなっ

早期離床につながったと考える。手術前から看護師との関係

ていた。離床件数では、床上他動・自動運動が使用後に増加

ができていたことや病室に頻回に訪室することで、信頼関係

していることから、離床フローチャートの活用により離床の

が構築され、離床を促す援助に対して受け入れがよかったと

判断基準が明確化し、離床の判断材料となったことで、看護

思われる。患者の離床に対する意欲があり、「頑張り屋さん」

師の離床時の不安が軽減し、他動運動や床上運動まで含めた

と言われる性格が早期離床につながり、家族のサポートや看

早期離床の意識づけが広がったと考える。

護学生の関わりなども後押しした。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
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③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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人工股関節置換術後の自主リハビリテーショ
ンにやる気ボードを活用した効果
キーワード：人工股関節置換術
やる気 整形外科

自主リハビリテーション
コミュニケーションツール

○佐藤 亜耶子・佐藤 美菜・藤田 幸恵

【目的】先行研究にて、人工股関節置換術（THA）術後患者
は自主リハビリテ―ション（自主リハ）方法が不明確であり、
看護師は知識不足・業務多忙から患者への関わりが不足し、
個々で指導内容が異なる現状が明らかとなった。そのため、
複数の看護師が短時間でも統一した指導ができ、患者の意
欲を向上させるコミュニケーションツールの必要性が示唆さ
れた。本研究では、患者と看護師が日々共に取り組む目標を
明確に示し、達成度を可視化する日めくり式のやる気ボード
が、自主リハに対する患者と看護師の意識に与える影響につ
いて明らかにする。【方法】THA 術後患者 5 名に対してやる
気ボードを使用後、半構成的面接を実施し、得られたデータ
を質的に分析した。また A 病院整形外科看護師 9 名に対し
てやる気ボード使用後の患者とのコミュニケーション時間、
指導や支援をする際の変化について質問紙調査を実施し、結
果を単純集計した。自由回答は質的に分析した。【結果】や
る気ボードを使用した THA 術後患者の自主リハに対する意
識は、＜筋力向上の実感＞＜自主リハ方法・目標の明確化＞
＜頑張りの承認による自主リハ意欲向上＞＜自主リハ意欲を
向上させる看護師の関わり＞など 11 カテゴリーが抽出され
た。看護師は、疾患やリハビリテーション（リハビリ）に対
する知識はやや自信がないとの回答が多かった。やる気ボー
ド使用後、コミュニケーション不足はあるが、使用前より指
導時間の増加がみられ、その統一化が図れたとの回答が得ら
れた。
【考察】自主リハ内容をイラストで示したパンフレッ
トと達成度を可視化できるやる気ボードを基に指導すること
で、自主リハ方法を明確に患者に伝えることができた。患者
は具体的な目標を設定されることで、目標を達成できるよう
頑張りたいというリハビリ意欲につながっていた。看護師は
コミュニケーション不足を実感していたが、患者は看護師が
リハビリに十分関わっているとの認識を持ち、一緒に取り組
んでくれたと感謝の言葉が聞かれた。このことから短い時間
の中でもリハビリを支援したい看護師の思いは伝わっていた
ことが分かった。また、知識不足があると不安に感じていて
も、やる気ボードがあることで複数の看護師で統一した指導
が行え、リハビリにおいて患者とのコミュニケーションが図
れることが分かり、やる気ボードは患者と看護師とのコミュ
ニケーションツールとして効果があることが示唆された。
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キーワード：DIEP

術後安静

苦痛

○岸 愛実・大原 沙綾・留場 茉莉絵・岡野 優子
前橋赤十字病院

盛岡市立病院

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

DIEP の術後安静中に患者が感じる苦痛

－苦痛緩和につながる看護の実現に向けて－

はい
はい
はい

【目的】DIEP の術後安静期間中に患者が感じる苦痛を明ら
かにし、苦痛緩和に向けて必要な看護を検討する。【方法】
DIEP を受け、術後ベッド上安静期間を過ごした女性５名を
対象に、術後離床が開始となった時点でインタビューを行っ
た。対象者ごとの逐語録より、対象者が語った「苦痛」に関
する記述部分を抽出し、ベレルソンの内容分析を行った。本
研究は倫理委員会で承認を得た。
【結果】苦痛に関する以下
の 13 カテゴリーが形成された。１安静度範囲内でしか動け
ない、２ドレーン・医療機器の存在が常に気になる、３床上
での排便に躊躇し、お腹が張る、４気力が湧かない、５創部
痛のみならず安静臥床を強いられるため全身が痛い、６麻酔
や挿管の影響に苦しむ、７熟眠できない、８日常動作に不
自由さを感じる、９時間の感覚がわからなくなる、10 今ま
で通りに動けるか心配になる、11 看護師に援助してもらう
ことに気兼ねする、12 拘束感や孤独感を感じる、13 治療経
過がわからず不安になる【考察】１・２・４・５・７・12・
13：患者は術後の安静度に身体的苦痛を強く感じ、不眠や気
力低下などの精神的苦痛にも影響したと考える。従って、除
圧を実施し、術後の安静度について術前からイメージをもっ
てもらうことの重要性が示唆された。３：羞恥心だけでなく、
床上安静を守りながら排泄をすることに困難さを感じていた
と考える。従って、安静度に合わせた方法でおむつ交換を実
施することを説明し、適切なタイミングで下剤の使用を提案
することの重要性が示唆された。６：術前の保温が不十分で
あったことから術後の寒気が生じたと考える。また、長時間
手術、術中の体位変換が咽頭部の違和感につながったと考え
る。従って、保温の徹底を看護師に周知すること、咽頭部の
違和感は一時的なものであると術前から説明していくことの
重要性が示唆された。９：術後患者が覚醒したときに時間の
感覚を取り戻すのが難しかったと考える。従って、昼夜の区
別がつくような関わりをし、環境整備を行うことの重要性が
示唆された。８・10・11：ベッド上安静による筋力低下を感
じ、退院後に元の生活に戻れるのかという不安を感じていた。
日常動作に不自由さを感じながらも看護師に対する遠慮やた
めらいで相談しにくかったと考える。従って、許可された運
動を促し、一緒に実施すること、治療上必要な支援であるこ
とを説明することの重要性が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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胸腔鏡下で呼吸器外科手術を受けた患者の肩
痛に有効な対処方法の検討
キーワード：胸腔鏡下

マッサージ

温熱療法

冷罨法

○吉田 七美・上原 真央・鈴木 美智子・蒲 朋佳・
岡村 英明・高橋 明子・須藤 瑞穂
NTT 東日本札幌病院

術後疼痛を訴える患者を観察する看護師の着
目点

－鎮痛薬を使用の有無で比較して－
キーワード：術後疼痛

鎮痛薬

着目点

○堀 達哉・池田 美樹
公立能登総合病院

【目的】胸腔鏡下呼吸器外科手術後の肩痛に対して有効な対

【目的】手術を受けた患者が疼痛を訴えた際の看護師の着目

処方法を明らかにする【方法】胸腔鏡下呼吸器外科手術後

点、鎮痛薬を必要もしくは不要とした理由を明らかにし看護

ICU へ入室した患者を対象とし、対処前後で NRS を用いて

師間で差があるのか調査した。
【方法】A 病院 B 病棟に勤務

肩痛を評価、改善値を測定した。対処方法は先行研究を参考

する看護師 33 名を対象とし、術当日と翌日に無記名自記述

にマッサージ、冷湿布、温熱療法、肩から上肢の他動・自動

式質問紙調査を行った。得られたデータは鎮痛薬を使用し

運動を提示し、その中から患者自身に選んでもらい実施した。

た群、使用しなかった群に分類し、2 群間の着目点の比較は

対処後原則 1 時間後に NRS を再評価し、対処別の NRS 改善

wilcoxon の順位和検定、マン・ホイットニーの U 検定を行っ

値をクラスカルウォリス検定を用いて分析し比較検討した。

た。鎮痛薬を必要、不要とした理由は記載内容を整理した。

倫理的配慮は、得たデータは研究目的以外には使用しない事、

研究参加はデータの保管、処理方法、研究協力と拒否、中断

研究への協力を断った場合にも不利益がない事、患者の意思

の自由について書面、口頭で説明し同意を得た。また、所属

で中止できる事を説明し同意を得た。【結果】対象は全 64 名、

先の倫理審査委員会規程に沿って審査を受け、承認を得て実

男性 34 名、女性 30 名であり平均年齢は 67.4 歳± 11.4 歳で

施した。
【結果】有効回答者は 10 名、
有効回答率は 85.7％（56

あった。術式別では、葉切除 34 例、部分切除 25 例、区域切

件中 48 件）であった。訪室時に鎮痛薬を使用した群は 17 件

除 5 例であった。肩痛を訴えた患者は 25 名（39％）
、訴えな

の回答があり、「表情」
「発言」
「体動」
「創部」
「バイタルサ

かった患者は 39 名（61％）であった。肩痛に対して実施さ

イン」「せん妄症状」「鎮痛薬の使用状況」「冷や汗」「鎮痛薬

れた対処は、温熱療法 9 例、マッサージ 5 例、冷湿布 11 例、

の持続注入の確認」の着目点が得られた。訪室時に鎮痛薬を

他動運動 0 例であった。そのうち実施された温熱療法、マッ

使用しなかった群は 31 件の回答あり「表情」「発言」「体動」

サージ、冷湿布の NRS 改善値でクラスカルウォリスによる

「創部」
「バイタルサイン」
「せん妄症状」
「鎮痛薬の使用状況」

検定を実施した。結果、温熱療法とマッサージの比較では P

「食欲」
「呼吸困難」の着目点が得られた。2 群間の検定を行

値 1.0000、温熱療法と冷湿布の比較では P 値 0.9966、マッサー

い「平均値に差がない可能性が高い」となった。鎮痛薬を使

ジと冷湿布の比較では P 値 0.9924 となりいずれも有意差は

用した理由は「患者の希望あり」が 73％、
「入眠目的での使用」

なかった。また全ての対処方法で NRS の増悪はなかった。
【考

が 20％、「早期除痛のため」が 7％であった。疼痛の有無に

察】胸腔鏡下呼吸器外科手術後の肩痛に有効な対処方法を明

関わらず使用しなかった理由は「痛みがない、自制内」が

らかにするために本研究を行ったが、NRS 改善値について

43％、「看護師が不要と判断」22％、「事前に使用済であり使

は対処方法間の有意な差は認められなかった。今回は、対処

用せず」が 17％、「患者が不要と返答」が 9％、「今後使用を

方法を患者に選択してもらい実施した。このことがどの対処

考慮」
が 9％だった。
【考察】
鎮痛薬を使用した群、
使用しなかっ

方法も肩痛緩和効果が認められる結果につながったと考えら

た群共に主観的評価と客観的評価を組み合わせて疼痛評価し

れる。本研究では NRS を用いた評価を行ったが、痛みは主

ており、鎮痛薬の使用が不要かどうか判断するため観察項目

観的なものであり定量化するのは難しい。誰にでも有効な方

が多くなる傾向があった。分析結果より 2 群の着目点の差は

法は一概には言えないが患者の望む対処方法を選択すること

ないため、鎮痛薬の使用の有無で着目点が変化する可能性は

で、肩痛緩和効果が期待されることが示唆された。このこと

低いと考える。鎮痛薬を使用する理由は除痛が主な目的であ

から、本研究は肩痛に苦しむ患者への対処方法を看護師が提

り、除痛以外の安楽が得られることを期待していた。鎮痛薬

案する時の一助となったと考える。今後は CPOT 等の客観

を使用しない理由は約半数が疼痛緩和できており不要であっ

的評価も加えることで、肩痛に対する緩和効果をより詳細に

たが、今後も術後疼痛を抱える患者の主観的な意見を引き出

分析できると考えられる。

す関わりが求められ、同時に潜在的な術後疼痛を把握するた
めに多種多様な着目点が必要になると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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消化器外科手術後に合併症を発症した患者・ 術後高齢患者の援助に葛藤を抱える病棟看護
家族に対する看護師の思いと行動
師への支援
キーワード：消化器外科
行動

手術後合併症

看護師

－副師長の役割と課題－

思い

キーワード：高齢患者

葛藤

看護師支援

副師長

○福田 美穂・沢田 悦子・田中 美佳・入井 美樹

○江坂 奈美

富山赤十字病院

地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター

【目的】消化器外科手術後に合併症を発症した患者・家族に
対する看護師の思いと行動を明らかにする。【方法】時期：
2020 年 7 月～ 8 月。急性期総合病院消化器外科術後合併症
を発症した患者・家族の看護を経験したことがある、管理者
を除くラダーレベル 2 相当以上の看護師 11 名にグループイ
ンタビューを行い、質的記述的研究を行った。研究参加者に
は口頭と文書で研究主旨を説明し、研究参加については、自
由意思であり、参加に同意しない場合も不利益は生じないこ
と、インタビューは途中中断が可能であることを説明し同意
を得た。固有名詞はすべて記号に変換し、匿名性を確保した。
【結果】本研究では 10 個のカテゴリー、32 個のサブカテゴ
リー、73 個のコードに抽出された。消化器外科手術後に合
併症を発症した患者・家族を看護する看護師の思いは、
「患者・
家族も辛いと思う」「合併症患者に関わるのが辛い」「患者・
家族に寄り添いたい」「看護の力でささえていきたい」「チー
ムで患者・家族を支えていきたい」であった。看護師の行動
は、
「患者の状態が悪化しないようにより一層気をつけてい
る」
「患者・家族に寄り添う」「患者・家族の状況を意識して
関わる」
「チームに働きかける」
「ストレスコーピングを行う」
が明らかになった。
【考察】消化器外科看護師は、合併症患
者の関りで看護師自身が辛い思いを抱えながら、チームと語
り合うことなどで自身のストレスコーピングを行い、看護の
力を発揮していると考える。また、看護師は消化器外科手術
後合併症患者の看護や関わりを積み重ね、看護経験や知識を
活かして患者・家族の辛い思いを理解した上で、「患者・家
族の状況を意識して関わる」や「チームに働きかける」など
の「患者・家族に寄り添う」看護に至っていると考える。

【目的】さまざまな合併症やハイリスクを有する高齢者が外
科的治療を選択した場合、多くの看護師が何かの葛藤を抱え
ケアをしている。今回、病棟看護師が葛藤を抱えた状況の中、
副師長として看護師支援を行った。支援内容を振り返り、葛
藤を抱える病棟看護師に対する副師長の役割と課題を明らか
にし、今後の看護師支援における示唆を得たので報告する。
【方法】1. 事例紹介：A 氏 70 歳代男性。消化器がんに対する
手術目的で入院となったが、ハイリスクが予測された。術後
合併症を繰り返し、A 病棟へ転棟したのは、術後２ヶ月目で
あった。A 氏は気管切開を行い、多くのドレーンが留置され
ていた。転棟直後、A 氏は「自宅に帰りたい」と話しリハビ
リに積極的であったが、さまざまな合併症を併発し、活気や
表情が乏しくなった。また、ケアを行う病棟看護師の表情が
硬くなっていくのがわかり、何らかの葛藤を抱えていること
に気づいた。2. 期間：20XX 年 Y 月～ 20XX 年 Y 月＋ 6 ヶ月。
3. データ収集方法と分析：副師長がケースを振り返り文書化
後にデータ化し、支援内容を抽出。支援のプロセスに添って
分析。4. 倫理的配慮：個人が特定されないなどプライバシー
を保護し、患者および家族に承諾を得た。また、堺市立総合
医療センター臨床研究倫理委員会の承認を得て行った。【結
果】まず一緒にケアを実施し、葛藤内容の明確化を図った。
その結果、多くの看護師が「なぜ手術をしたのか」
「ケアが
A 氏の希望に添っているのか」という葛藤を抱えていた。そ
こで、A 氏の「自宅へ帰りたい」という希望に焦点を当てた
ケアを病棟看護師と一緒に考え実践した。また、精神看護専
門看護師や理学療法士と目標を共有し、チームで A 氏に支
援できるよう調整した。すると、A 氏の表情が少し豊かにな
り、病棟看護師の表情も明るくなった。さらに A 氏が転院
後、多職種カンファレンスを開催し、A 氏の手術へかける強
い思いや医師も葛藤を抱えていたことを初めて知ることがで
きた。また、病棟看護師からは「A 氏から看護の基本を教え
て頂いた」というポジティブな意見がみられた。
【考察】ケ
アに葛藤を抱える病棟看護師に対する副師長の役割は、葛藤
内容を明らかにし、多職種と連携・調整することで看護師を
孤立させないことと、カンファレンスを通じて、患者自身の
意向を共有することが示唆された。入院早期から、患者の意
向を共有し合う支援が今後の課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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術後腸管運動促進に向けての取り組み
－チューイングガム咀嚼を取り入れて－

肩関節鏡手術を受けた患者が抱える術後およ
び退院後の不安・疑問の実態調査

キーワード：術後イレウス

キーワード：肩関節鏡手術

ガム咀嚼

炎症性腸疾患（IBD）

可動域制限

○東山 知佳・浅海 友来・栁 吏恵・大村 久美子

○黒木 明寿香・中谷 香穂

福岡大学筑紫病院

大阪済生会野江病院

日常生活指導

【目的】炎症性腸疾患（以下、IBD）患者においてチューイ

【目的】肩関節鏡手術を受ける患者は社会的役割や家庭内で

ングガム咀嚼が腸蠕動運動の促進及び、身体的・心理的に及

の役割を担う患者が多く、術後の可動域制限のある生活に不

ぼす影響を明らかにする。【方法】1. 研究対象：2019 年度腸

安を抱いているのではないかと考え、その実態を調査し必要

管切除術を受けた IBD 患者 14 症例をガム咀嚼群とし、比較

なケアの内容を明らかにすることを目的とした。
【方法】A

対象として、2018 年度腸管切除術を受けた IBD 患者 42 症例

病院で肩腱板断裂に対して関節鏡手術を受け、術後外転装具

をガム非咀嚼群とする。2. データ収集方法 1) 術後 1 日目か

による固定を必要とした患者を対象に研究者が作成したイ

ら 7 日目の期間で、1 日 3 回、5 分間ガムを咀嚼する。初回

ンタビューガイドに沿って入院中と退院後の外来受診時に半

は看護師が同席し、むせや誤嚥がないことを確認した。2) 両

構成的面接を行った。インタビュー内容は同意を得て IC レ

群で 1 日 3 回、排ガス・排便の状況や腹痛、腹部膨満感の観

コーダーに録音した。得られた録音データは逐語録にし、患

察を行った。3. データ分析方法 1) 主要評価項目は、手術日

者が実感した不安や疑問に関連する箇所を抽出した。抽出し

から初回排ガス・排便までの時間とし、U 検定を用いて比較

たデータの意味内容を読み取り 1 つの意味内容が含まれる単

した。副次評価項目はニボー像・イレウスの出現とし日数を

位データを作成し、帰納的方法で分析した。対象者には研究

割り出した。
【倫理的配慮】咀嚼群に対し利益・不利益を説

の目的を説明し、自由意思による参加であり拒否・途中中断

明し同意を得た。非咀嚼群はオプトアウトを A 病院ホーム

しても不利益はないこと、得たデータの匿名性を保証すると

ページ内に表示し、個人が限定しないように配慮した。両群

ともにプライバシーの保護を確約することを書面と口頭にて

ともに早期離床や疼痛管理などの看護介入に差はない。
【結

説明し、同意書への署名をもって研究参加の承諾を得た。な

果】術後初回排便平均はガム咀嚼群 2.71 日、非咀嚼群 2.83

お本研究はＡ病院看護部倫理審査委員会の承認を得て実施し

日で p=0.536 で有意差はなく、初回排ガスまでの平均は咀嚼

た。【結果】42 のコード、14 のサブカテゴリー、5 つのカテ

群 1.69 日、非咀嚼群 1.79 日で p=0.416 で有意差はなかった。

ゴリー《疼痛》《装具》《日常生活》《伸展・屈曲》《看護師に

イレウス発症率は咀嚼群 7.14％（1 例）、非咀嚼群 14.3％（6 例）

望む援助・説明》が抽出された。中でも《日常生活》は 5 つ

であり p=0.484 で有意差はなかった。ガム咀嚼による不利益

のカテゴリーの中で最も意見が多く、19 のコードが抽出さ

は「あり」と訴えた患者が 1 例で他 13 例は肯定的な反応で

れた。入院中の困りごとは、外転を維持しながらのシャワー

あった。不利益の理由は「お腹が張る。」との意見で、肯定

浴や更衣動作について「介助してもらうのも気を遣う」等、

的な意見は「気晴らしになって良い。」
「味を楽しめた。
」であっ

羞恥心に関するものと「上を向いて寝るのが胸を圧迫して苦

た。
【考察】術後初回排便と排ガスの時期で有意差はなかっ

しかった」という睡眠時の体位の苦痛が聞かれた。退院後は

たが、両群で初回排便・排ガス期間の短縮を認めており、術

利き手が使えない不便さの訴えがある一方で「トレーニング

後イレウス予防に効果がある可能性が見込まれた。対象群で

箸を使っていた」
「前開きやマジックテープ付きの服を使用

比較すると、イレウス発症率は咀嚼群 7.14%(1 例 )、非咀嚼

し腕を通さなくていいようにした」など患者自身でも日常生

群 14.3%(6 例 ) であった。咀嚼群のイレウス発症率が低い傾

活を工夫していた。《看護師に望む援助・説明》では「装具

向にあったということは、イレウス発症予防に効果がある可

をつける体験の時間が術前に欲しかった」など装具装着の指

能性がある。IBD は炎症性の癒着などの特殊な病態を有し、

導や「日常生活でしてはいけない動作などの具体的な説明が

術式においても広範囲に及ぶことが多いため、術後腸管安静

欲しかった」という声が聞かれた。
【考察】手術対象者は壮

目的のため絶食期間が長い。咀嚼行動により交感神経が活動

年期の患者が多くセルフケア能力が高いがゆえに術後に生じ

した後、咀嚼後に副交感神経活動が亢進するとされており気

る日常生活の変化とその注意点に関する具体的な指導が求め

分転換、リラックス効果にも繋がり、離床意欲も向上すると

られている。術前に装具装着の練習や利き手交換の練習、そ

考える。

の他術後生活に必要となる物品を患者の生活スタイルに合わ
せてともに考えることが求められている。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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A 病棟における COVID-19 患者の早期リハビ
リテーション介入の効果
キーワード：COVID-19 腹臥位療法
早期リハビリテーション

精神科病院における特定行為実践

－ COVID-19 クラスターで発生した褥瘡患者の実際－
キーワード：精神科病院

多職種協働

○吉田 順子・平澤 真実・浜崎 優子・新實 久美江・
石谷 美里
さいたま赤十字病院

特定行為実践

COVID-19

○高橋 歩
東京都立松沢病院

【目的】A 病院は、COVID-19 患者に対応する公立の精神科

【目的】A 病棟では重症患者の早期リハビリテーション（以
下リハビリとする）を実施している。COVID-19 患者を受け
入れ人工呼吸器装着や深鎮静下の肺保護戦略、酸素化改善目
的で腹臥位療法を行う回復過程の中で鎮静、安静に伴う筋力
低下から離床の停滞がみられた。また感染管理上、多職種の
入室が制限され、看護師のみでは限界があり効果的なリハビ
リが提供できないことが懸念された。そこで患者の早期回復
を目的に、COVID-19 患者用のリハビリテーションマニュア
ル（以下リハビリマニュアルとする）を多職種で作成し導入
した。
【方法】研究デザイン：観察研究。研究対象者：2020
年 4 月から 12 月までの人工心肺補助装置装着患者、死亡、
入院中の患者を除外した COVID-19 患者 20 名。データ収集
方法：COVID-19 患者のリハビリに関わる問題を環境・人的・
物的要因に分けて解決策を抽出。9 月よりリハビリマニュア
ルを導入し、導入前後の実施状況や ADL を記録用紙で一定
期間調査。データ分析方法：看護師だけで実施したリハビリ
と多職種協働のリハビリによって、A 病棟平均在室日数・平
均在院日数・腹臥位療法終了から端座位の到達日数および立
位到達日数を、看護記録・リハビリ記録で比較・分析する。
倫理的配慮：自施設の看護研究審査委員会の承認を得た。患
者データは個人が特定されないように匿名性を徹底する。
【結
果】COVID-19 患者のリハビリに関連した問題から解決策を
抽出し、フェーズに合せたリハビリマニュアルを多職種と作
成し導入した。感染対策を徹底の上で実践し、ボールやゴム
チューブなどの資源導入・活用を行った。その結果、導入前
(8 名 ) と導入後 (12 名 ) の比較において A 病棟平均在室日数
は 11.1 日が 9.7 日、平均在院日数は 38 日が 18.1 日に短縮した。
また、腹臥位終了から端座位到達日数は 4.5 日が 2.3 日、立
位到達日数は 6.4 日が 3.3 日に短縮した。【考察】リハビリは
ICU の平均在室日数や入院期間が短縮し、多職種介入は人工
呼吸器期間やせん妄期間の短縮、ADL 改善に有用であると
言われている。今回の取り組みで COVID-19 患者に対しても
有用性が示唆され、早期回復に繋げることができた。またリ

病院である。2020 年度、他施設から COVID-19 患者を多数
受け入れ、特定行為区分創傷管理研修修了者が、入院時既に
褥瘡を有する患者に早期に特定行為を実践した事による褥瘡
管理の有用性について報告する。【方法】1. COVID-19 治療
を目的に入院し、褥瘡を有する患者を改定 DESIGN-R Ⓡ 2020
から深達度毎（d1: 持続発赤・d2: 真皮損傷・D3: 皮下組織ま
での損傷・D4: 皮下組織を超える損傷・D5: 関節腔、体腔に
至る損傷・DDTI: 深部損傷褥瘡疑い・DU: 深達度不明）に分
類する。2. 褥瘡介入の開始日、特定行為の開始日、実践回数、
有害事象発生者数、褥瘡の転帰をもとに、介入した結果を評
価・分析した。3. 倫理的配慮は、本人の同意を得て実施し、
データは記号化し、個人情報を保護した。【結果】1. 褥瘡を
深達度毎に分類した結果、d1:6 名、d2:5 名、D3:1 名、D4:3 名、
DDTI:7 名、
DU:5 名であった。D4:1 名、
DDTI:4 名、
DU:2 名は、
壊死組織・ポケット形成を伴う深い褥瘡であった。褥瘡の大
きさは平均 5 センチ、最大 20 センチであり、7 名が皮下組
織を超えていた。2. 褥瘡介入は平均 1 日目から介入した。特
定行為は 9 名に実施し、実践開始は平均 11 日目からであっ
た。包括的指示と手順書にてデブリードマンは 7 名、局所陰
圧閉鎖療法は 2 名に実施した。デブリードマンの延べ実践回
数は 51 回、有害事象発生者は 0 名であった。転帰は、治癒
3 名、
軽快 4 名であった。治癒・軽快に要した平均日数は 16 日、
治癒・軽快率は 88% であった。褥瘡ケア全般に関する病棟
スタッフへの指導や栄養改善のための NST 介入、多職種と
連携して退院調整した結果、24 名は褥瘡が治癒・軽快し前
施設に退院となった。
【考察】
入院初期から褥瘡管理を開始し、
COVID-19 の集中治療と並行してタイムリーかつ適切なタイ
ミングでの特定行為を実践した。その結果褥瘡の早期治癒・
軽快に繋がったため介入は有効であったと考える。今回対象
の患者は、事前に褥瘡発生に関する情報がなく入院となった。
今後褥瘡管理の有用性を高めるために、施設間で褥瘡保有状
況の情報共有を図り、多職種チームや病棟と褥瘡管理・対策
の準備を事前に進める事が重要と考える。

ハビリマニュアルの作成によってリハビリの内容や手技の統
一ができ、看護の質の保証にも繋がった。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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COVID-19 陽性の高齢患者に対する摂食嚥下
機能回復に向けた取り組み

救命救急センターにおける COVID-19 に伴う
面会制限中の看護師の思いと対応

キーワード：COVID-19 摂食嚥下障害
KT バランスチャート®

キーワード：救命救急センター

○岩崎 せりな・藤田 夢加・竹内 美加・
香西 尚実
香川大学医学部附属病院
【目的】新型コロナウイルス感染症 ( 以下 COVID-19) が蔓延
する現在の医療現場では、感染拡大防止に努めながら患者に
質の高い医療を提供する方法が模索されている。入院中に摂
食嚥下障害を認めた COVID-19 陽性の高齢患者に対し、制限
下でも多職種介入を行い、早期離床、早期摂食嚥下機能回復
に努めた事例を振り返った。COVID-19 陽性の高齢患者にお
ける摂食嚥下機能回復に向けた看護のあり方を検討し、今後
の看護実践に役立てるものである。【方法】対象者 1 名の入
院中の電子カルテより得られたデータを基に症例報告として
まとめた。個人が特定されるような情報は収集しないよう配
慮した。
【結果】対象者：A 氏、90 歳代。COVID-19 の治療
目的で入院。呼吸状態悪化に伴い 7 日間絶飲食していたが、
急性期を脱し食事摂取再開。全身の筋力や摂食嚥下機能の低
下、覚醒不良により食事は全介助が必要で、嚥下に時間を要
した。KT バランスチャート®（以下 KTBC）の評価結果は
32 点。看護師による四肢のリハビリテーションや嚥下体操・
アイスマッサージ・口腔ケア、さらに言語聴覚士とリモート
で確認しながら食事形態のアップを行った。管理栄養士と協
働して患者の嗜好に合わせたメニューの検討、家族とのリ
モート面会を実施した結果、摂食意欲が向上した。一部介助
での車椅子移乗や食事の自力摂取が可能となり、食事再開か
ら 1 週間でミキサー・キザミ食を半量以上摂取可能となった。
退院時の KTBC は 43 点、特に摂食嚥下の機能と姿勢・活動
性が改善した。
【考察】COVID-19 陽性のため看護師による
四肢のリハビリテーションなどの直接介入により姿勢・活動
性が強化され、嚥下及び全身の筋力が改善された。さらに、
口腔ケアやアイスマッサージ、リモートでの家族との関わり
が刺激となり、覚醒不良の改善に繋がった。食欲は食物に対
する過去の経験、情緒、感情によって左右されると言われて
おり、嗜好を考慮したメニューや家族との繋がりの実感が摂
食意欲に繋がった。嚥下障害の発生には長期間の絶食が関与
していると言われている。COVID-19 陽性の高齢者であって
も急性期を脱した早期に患者の可能性を諦めず、適切な評価
を行い、看護師が必要な専門職との橋渡し役となることで、
摂食嚥下障害の改善に繋げることができる。制限下でも、家
族の参画や多職種の連携により、介入を続けることが重要で

COVID-19

面会制限

○橋本 裕子・宮本 加奈子・渡邊 規子・
桃井 瑠美
武蔵野赤十字病院

【目的】救命救急センターに入室する患者とその家族は危機
的状況にある。これまでは家族も看護の対象としてきたが、
COVID-19（新型コロナウイルス感染症 以下；コロナ）感染
拡大に伴い面会が制限され、看護師はこれまでのように家族
と十分に関わりを持つことができなくなり、看護の困難感や
ジレンマが生じていた。面会制限の中で看護師がどのように
考え、対応していたのかを明らかにする。
【方法】データ収
集期間は 2020 年 7 月 20 日～ 8 月 31 日。A 病院の救命救急
センターに勤務する看護師で同意が得られた 10 名を研究協
力者として、インタビューデータに基づく質的帰納的研究を
行った。【結果】98 個のコードから 13 のサブカテゴリー、3
つのカテゴリーが生成された。≪最初は全てが手探り≫とい
うカテゴリーは、
「ひっちゃかめっちゃかでルールが確立し
ていなかった」「とりあえず困ったときは師長さん !!」
「院内
感染や自分がうつるのではないかという恐怖との戦い」「初
めて経験した窓越しの看取りとバイオシールの衝撃とつら
さ」「面会に対する医師との温度差を感じた」で生成された。
≪面会は大切！≫というカテゴリーは、
「普段できていたこ
とができない」
「面会させてあげたいのに制限しなくてはい
けない葛藤」
「看護師が家族に会えないことで信頼関係が築
けないし患者・家族像が描けない」
「面会できないことで患
者・家族の非日常が大きくなる」で生成された。≪限られた
中で患者・家族を繋げる≫というカテゴリーは、
「試行錯誤
しながらタイミングを逃さず患者・家族を繋げようとする」
「繋がりを実感できた患者・家族のよろこび」「電話連絡には
良し悪しがある」などから生成された。
【考察】救命救急セ
ンターは救急医療から災害医療へ移行した状況であり、その
混乱の中、看護師は自らの感染や感染拡大に恐怖を感じ看取
りの在り方など様々な衝撃に直面しながら新たな体制作りを
行った。面会制限によりこれまで行ってきた家族への看護が
行えず、看護師としての役割を果たせないと感じ葛藤が生じ
た。患者と家族が何とか会えるような調整や電話連絡を行
なったりしていた。一方、信頼関係が築きにくい状況にある
看護師と家族の会話は不安の緩和になっているか分からない
とも考えられた。患者と家族が視覚的に繋がるようなツール
の活用が課題となった。

ある。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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面会が出来ない状況下で、長期入院となって
いる患者の家族支援
－マッカバンの二重 ABCX モデルを用いて看護介
入を振り返る－
キーワード：家族支援

面会制限

二重 ABCX モデル

○清水 千晶
大分県立病院

【目的】入院患者 A 氏の状態急変という危機状態の中、面会
ができない状況となった家族が、危機に対処する過程で有
効であった看護介入を明らかにする。
【方法】事例研究。対
象：B 病棟入院中、上部消化管内視鏡検査中の誤嚥で急性呼
吸窮迫症候群を患った 80 歳代 A 氏と家族（同居の妻、県外
在住の長女と次女）
。カルテより情報収集しマッカバンの二
重 ABCX モデルを用いて分析。所属施設の研究倫理委員会
の承認を取得し、対象者の同意を得て実施。
【結果】前危機
段階：家族は A 氏の状態急変というストレス源に、円満な
家族関係という既存資源を用い対処したが、A 氏を失うかも
しれないと認知し、面会のたび病状や人工呼吸器のアラーム
音に繰り返し説明を求めた。情報提供や受容的態度での関わ
り、不安環境の除去、ケア方法の話し合いを医療者が行い、
家族は状態について繰り返し説明を求めることは少なくなっ
たが、A 氏の日々の変化に動揺する様子は続いた。後危機段
階：A 氏の状態は一旦安定したが、気胸などによる転院の延
期、COVID-19 の流行に伴う面会制限、娘達の帰省困難によ
り家族のストレス源は蓄積した。家族は、A 氏の状態が分か
らない不安や何もしてあげられない辛さを看護師に訴えるな
どの対処をとり、医療者から電話で情報提供が受けられるよ
うになった。また、医療者と話し合い、県外からの A 氏との
オンライン面会、手紙や送り物による相互交流、リハビリテー
ション動画の視聴など新たな交流方法を獲得した。その結
果、家族は A 氏の体調が回復し、医療者と共に A 氏のため
にできることをしていると認知した。A 氏自身も役割を実感
し、リハビリテーションに意欲的になるという相乗効果がみ
られ、良好適応に至った。
【考察】前危機段階：医療者の関
わりは、家族の情緒的サポートと主観的な認識の修正につな
がったが、A 氏の状態は不安定で、家族の危機状態の回避に
は至らなかった。後危機段階：離れた中での交流方法の工夫
や情報を得る手段を新規資源として家族が獲得できるように
看護師が意識的に関わったことで、家族は繋がりを強め、家
族のもてる力や資源の強化や引き出し、また家族対処が的確
にできるようになったと考える。先行研究で、認知症患者と
遠方の家族との手紙などの交流は、互いの役割を内在化させ、
絆を深め、心理的ニーズを満たす要因になると述べられてい
るが、認知症以外の患者でも同様の効果が明らかになった。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

この演題は取下げになりました
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排尿障害リスクアセスメントシート活用によ
る排尿ケアチームの活動評価
キーワード：排尿ケアチーム 排尿障害
リスクアセスメントシート

○後藤 憂香・鹿川 友子・今 沙貴・松島 歩惟・
長内 功子・山下 慈・相澤 睦美
青森県立中央病院

重症患者のせん妄と排便状況の現状調査
キーワード：便秘

せん妄

現状調査

重症患者の看護

○西﨑 由里子 ¹・冨永 彩夏 ¹・山岸 美南 ¹・
長岡 直紀 ¹・原 美咲 ¹・山崎 友香子 ¹・
松尾 純 ¹・小岩井 祥 ¹・関 昌代 ¹・新井 清美 ²
¹ 信州大学医学部附属病院
² 信州大学医学部保健学科

【目的】排尿障害リスクアセスメントシート導入による排尿

【目的】「便秘」を含む排便パターンの乱れは、せん妄発症に

ケアチームの活動の変化を評価し、排尿障害リスクアセスメ

関連すると言われている。A 救命救急センターに入院する重

ントシートの有用性を検討する。【方法】調査内容は、2019

症患者は疾患や治療も様々であり、看護師は「便秘」への介

年 3 月～ 2021 年 2 月までの排尿ケアチーム（以下チーム）

入に困難感がある。そこで本研究は、A 救命救急センターに

依頼件数、2020 年 10 月導入開始から 2021 年 2 月までの排

おける重症患者のせん妄と排便状況を明らかにし、せん妄予

尿障害リスクアセスメントシート件数（以下シート）及び記

防のための排便ケアの在り方を検討する。【方法】2020 年 6

載内容（性別、65 歳以上有無、脳疾患、泌尿器疾患、脊髄

月〜 11 月末日までの期間に、A 救命救急センター重症管理

疾患、その他排尿障害リスク疾患、畜尿障害と排出障害が報

病床に入院し、研究への協力が得られた者を対象とした。調

告されている 14 分類からなる排尿障害リスク薬剤）を後方

査項目は、入院後７日間のせん妄評価スコア、排便状況、食

視的に収集した。分析は、記述統計及び 2019 年と 2020 年の

事の有無と形態、ADL、人工呼吸器装着の有無、処方薬剤

チーム依頼件数の比較、2020 年度のチーム月別依頼件数と

である。これらのデータから基本統計量を算出し、その後に

シート導入前後を Mann-Whitney 検定を用いて分析した。ま

χ2 検定または Fisher の直説法により検討を行った。本研究

た、排尿障害抽出率（シートに排尿障害リスク疾患、または

は、A 病院の倫理委員会で承認を得た。対象者には研究への

排尿障害リスク薬剤のいずれかが有りと回答した数を分子と

参加は自由意思であり、不参加の場合でも不利益は被らない

し、分母をシート件数とする）を算出した。尚、対象診療科

ことを明示し同意を得て実施した。【結果】対象者は 116 名

は脳神経外科・神経内科、泌尿器科、呼吸器科、外科、婦人科、

で男性 73 名（62.9％）
、女性 43 名（37.1％）
、平均年齢 66.28

整形外科である。倫理的配慮として、青森県立中央病院研究

歳（SD 19.19）であり、75 歳以上が 4 割以上となっていた。

倫理審査会の承諾を得て実施した。【結果】チーム依頼件数

疾患の内訳は心疾患が最も多く 55 名（47.4％）であり、次い

は、2019 年度（142 件）に対し 2020 年度（216 件）と有意

で外傷 27 名（23.3％）
、脳血管疾患と敗血症・感染症が 9 名

差を認めた（p ＝ 0.003）。2020 年度のシート提出件数は 336

（7.8％）となっていた。入院時に認知症の既往を有していた

件／ 5 ヵ月、シート提出の月平均は 67.2 件、2020 年度のシー

ものは 16 名（13.8％）であり、75 歳以上の者が 75％を占め

ト導入前後と月別のチーム依頼件数は有意差を認めなかっ

ていた。せん妄評価スコア陽性者が最も多かったのは入院 2

た。排尿障害の抽出率は 70.7％（排尿障害リスク疾患・薬剤

日目であり 43 名（37.1％）、入院 3 ～ 5 日は 25％前後で推移

164 件／シート提出 232 件）、シートの内訳をみると 65 歳以

し、入院 6 日目には 17.1％に減少した。また、排便状況をみ

上が 113 名（48.7％）、排尿障害リスク疾患では脳血管疾患が

ると入院 2 日目までは 8 割以上の者に排便がみられず、入院

47 名（20.2％）、糖尿病 31 名（13.3％）、泌尿器疾患が 30 名

4 日目以降は下痢便と普通便を呈する者の割合が同程度で推

（12.9％）の順に多く、排尿障害リスク薬剤の使用者は 59 名

移した。せん妄状況と排便状況をみると、入院 3 日目にせん

（25.4％）であった。【考察】経年別のチームの依頼件数では

妄評価スコア陽性と判定される者は有意に下痢便の頻度が高

有意に増加していたが、シートを導入した前後の月別依頼件

く、陰性と判定される者は有意に排便なしの頻度が高かった。

数では有意差を認めなかった。この要因には、シート導入時

さらに、入院 7 日目ではせん妄評価スコア陽性と判定される

に各診療科でのシート使用方法の周知不足があったことやコ

者は、有意に硬便の頻度が高い結果となった。
【考察】A 救

ロナ禍における病床稼働率の低下が考えられる。但し、シー

命救急センター入院患者の下痢便や硬便はせん妄発症に関連

トの運用により 10 人に 7 人と高い割合で排尿障害リスク患

している可能性があり、入院当初から３日目までに、より普

者がいることが明らかとなり、排尿障害が生じる前の早期介

通便に近い形状での排便を目指したケアが求められる。緊急

入が可能になったと考える。

入院かつ重症患者の排便ケアは、医療チームで入院当初から、
早期に取り組むべき課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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A 病院地域包括ケア病棟におけるデイケアの 「口から食べたい！」を叶えた看護
－摂食嚥下障害のある超高齢者への多職種協働によ
効果
る食支援－

－せん妄症状への効果－
キーワード：地域包括ケア
認知症

せん妄

デイケア

キーワード：食べたい QOL
多職種協働

高齢者

せん妄

ジレンマ

○千葉 梨沙・佐々木 佳織・井上 知・高橋 恵美子・
日向 園惠

○松下 侑太・松本 裕子
三菱京都病院

日本赤十字社石巻赤十字病院

【目的】A 病院地域包括ケア病棟において院内デイケアを実

施することによりどのような効果があったかを明らかにし、 【目的】超高齢な本人の唯一な望みは、口から食べたいとい
う一点であった。空腹という苦痛に対して経管栄養で満腹感
今後の看護援助の一助になるか検討する。【方法】対象は
2019 年 4 月～ 2020 年 3 月に A 病院地域包括ケア病棟に入院
した患者 1133 名とし、後ろ向きに調査した。新規取り組み
として 2019 年 10 月より院内デイケアの実施を開始した。そ
のため、2019 年 4 月～ 9 月を院内デイケア実施前（574 名）
、
2019 年 10 月～ 2020 年 3 月を院内デイケア実施後（559 名）
の 2 群で比較検討を行い、せん妄の発生頻度の差を統計学的
に検討した。また倫理的配慮としてオプトアウトを採用し、
研究対象者が可能な限り拒否できる機会を保障するために A
病院のホームページに研究の目的、概要、研究対象者、研究
対象者が研究を拒否する際の連絡先を掲載した。せん妄の有
無は、Delirium Screening Tool（DST）で判断した。実施対
象者は認知症高齢者自立度 2 以上の患者とし、院内デイケア
は週 1 回 1 時間程度実施し風船運動、塗り絵などを行った。
また、感染症が疑われる患者や高流量の酸素投与や医療的処
置が必要な患者は実施対象者より除外した。加えて、実施対
象者以外が実施内容の参加を希望された場合は他で機会を設
2

けた。統計ソフトは SPSS®を使用し、χ 検定、t 検定を使
用した。【結果】院内デイケア非実施群（平均年齢 72.8 歳）
とデイケア実施群（平均年齢 73.8 歳）でのせん妄発生率は
13.7％から 9.1％へ有意に減少していた（p=0.014）。性差・入
院日数に有意差は見られなかった。【考察】院内デイケアを
実施することにより、せん妄の発生率を減少させた。せん妄
の発生頻度が減少した要因として、日中の活動量の増加によ
る覚醒リズムの確立や塗り絵などのアクティビティによるス
トレス解消などがあげられる。ただ、週一回の実施により精
神症状が落ち着いた訳ではなく、病棟看護師も院内デイケア
の様子を観察し、どのようなケアが有効か学び、せん妄ケア
に繋げていた教育効果があったと考える。院内デイケアを病
棟全体の取り組みとして捉え、看護師にフィードバックする
ことにより効果的な看護援助になると考える。

が得られるように治療や看護を行ったが、かえってせん妄を
助長し身体拘束に繋がるという悪循環に担当チームとしてジ
レンマを抱えた。多職種と協働した結果、せん妄症状は消失
し本人が一番望んでいた経口摂取が可能となり、QOL を高
め満足感を得ることに繋がったので報告する。
【方法】事例：
心不全、胸水貯留で入院した 80 歳代男性。入院 1 ケ月前よ
り急激な ADL 低下あり。入院後の精査にて SLE 診断あり。
PSL での加療開始となったが、誤嚥性肺炎のため経管栄養と
なった。しかし栄養チューブ挿入による苦痛から自己抜去を
繰り返したため、やむを得ずミトン装着となっていた。方法：
データは診療録より収集し、その中から経口摂取を可能にし
た①多職種への相談と助言内容②看護実践③患者の反応につ
いて考察した。研究期間は令和 2 年 12 月 14 日～令和 3 年 3
月 31 日である。【結果】①多職種への相談と助言内容：認知
症ケアチームからは人工的水分・栄養補給を導入する場合も

「本人が苦痛なく受け入れられるケア」を工夫することが重
要であると助言を受け、ミトン装着による苦痛が大きいと判
断し、外す時間を増やして苦痛の軽減に努めた。そして、嚥
下外来では経口摂取は不可能と評価されたが、本人の「口か
ら食べたい」という望みを叶えたいと考え、摂食嚥下障害看
護認定看護師に相談し、左完全側臥位の体位と本人の協力が
得られるという条件での経口摂取に挑戦することになった。
②看護実践：常に誤嚥リスクを念頭に置き、安全に食べられ
ることができるようチームでケアを統一して援助した。仰臥
位 30 度のポジショニングから、
最終的には 60 度ギャッチアッ
プでの摂取ができた。③患者の反応：経口摂取化可能となり
満足感は大きく、いつも「ありがとう」と穏やかになった。
治療薬も問題なく経口摂取でき、経口での栄養管理のみで自
宅退院となった。
【考察】誤嚥性肺炎リスクは加齢とともに
高まるが、基本的欲求としての経口摂取は QOL に大きな影
響を及ぼす。今回は本人の希望を叶えるために多職種と協働
し、専門性を活かした視点からのケアの助言を、担当チーム
が一丸となって実践・統一し、本人の持てる力を引き出せた
ことで、QOL を高めることとなり、ジレンマの解消にもつ
ながり最良の結果が得られたと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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急性期病棟における高齢者へのレクリエー
ション導入による QOL の変化
キーワード：レクリエーション

QOL

認知機能

急性期

療養病棟におけるミトン装着患者の拘束解除
への援助

－生活の質の向上への取り組み－
キーワード：身体拘束

○吉田 綾・伊藤 雅人

生活歴

QOL

意欲の向上

○丸元 枝里子・倉田 和子・田中 友紀

東海大学医学部付属大磯病院

社会福祉法人岡山博愛会病院

【目的】急性期病棟で認知機能低下のある高齢者へのレク
リエーション導入が、QOL 向上に繋がるか明らかにする。 【目的】患者の生活歴を取り入れたミトン装着 ( 以後拘束 ) の
【方法】対象は、A 病棟に入室した安静度が車椅子以上かつ

解除を行う事で生活の質の向上を図る。
【方法】1. 研究対象：

Clinical Dementia Rating 軽度 1 点以上、65 歳以上の 15 名。

A 氏（90 歳代、男性、元医師）
、アルツハイマー型認知症（長

1 症例 2 週間とし、月～金曜日の約 15 分 / 回（最大 10 日間）
、

谷川式認知症スケール 10 点、意思疎通可）。誤嚥性肺炎にて

月・木曜日は音楽鑑賞、火・金曜日はリズム体操、水曜日は

気管切開、酸素療法、胃瘻造設中。チューブ類自己抜去にて

複数の趣味・ゲームを行った。介入前後に改編認知症高齢者

両手ミトン使用中。2. 研究期間：20XX 年 Y 月 18 日～ Z 月

の QOL 調査票（短縮版）
（short-QOL-D）、N 式老年者用日常

31 日。3. 調査方法：独自の評価表を用い観察法にて実施。4.

生活動作能力評価表（N-ADL）を評価し、カイ二乗検定、T

調査内容：1）拘束解除中の取り組み：本人、家族、カルテ

検定を用いて short-QOL-D の変化から背景要因を分析した。

から生活歴の情報収集を行い患者の希望を考慮し（1）雑誌

【結果】対象 14 名（1 名は病状悪化の為中止、平均年齢 83.4

や写真を観る（2）手紙を書くとした。2）評価表内容：
（1）

± 5.1 歳）を介入後に short-QOL-D が 1 点以上の増加 9 名（上

取り組み内容（2）拘束解除時間及び解除中に 1 人で過ごせ

昇群）、変化なし・1 点以上の減少 5 名（維持低下群）に分類、

た時間（3）拘束解除中の様子とした。5. 分析方法：下妻の

統計処理した。平均介入日数は 9.4 日、平均参加率は上昇群

紹介する QOL 構成要素（身体面、心理面、社会面、役割・

72.2%、維持低下群 36.6% であり、介入前後で short-QOL-D

機能面）により変化を明確にした。6. 倫理的配慮：患者、家

の全体点数は 5.1 点分、N-ADL 点数は 1.2 点分上昇群が増加

族に研究趣旨等、協力の有無は不利益にならないことを説明

した。また、介入頻度は参加率 50％以上の人数にて P<0.10

し承諾を得た。得られた情報管理の遵守を約束した。B 病院

であり、QOL への影響因子として、陽性感情の点数上昇人

倫理審査委員会で承認を得た。
【結果】拘束解除中に家族旅

数が P<0.01、N-ADL 向上人数、熟眠感、食事を楽しんでい

行の写真や職業関連本の鑑賞、手紙を書く等を取り組んだ結

るが P<0.10 だった。阻害要因として不参加理由の上位は拒

果、心理面では、当初拘縮が進み痩せた手指に不安を訴えミ

否、マンパワー不足、状態不安定、促進要因として高齢者施

トンの装着を希望していたが、2 週目頃より自由になった手

設やデイサービスによるレクリエーション経験の有無が挙

に笑顔が見られた。身体面では、4 週目以降に車椅子散歩を

がった。介入時、複数症例で生活意欲向上の言動を認めた。
【考

希望したり、髭剃りや口腔ケアを自ら進んで行った。社会面

察】参加率 50% 以上の人数で有意傾向を認める事から、最

では、看護者とのコミュニケーションが積極的になり、役割・

大介入日数 10 日のうち 5 日以上の参加が QOL 向上に寄与す

機能面では、医師として多くの命を支えてきたことを語った。

る可能性がある。また、活動と休息のバランス是正、食事を
始めとする生活意欲の上昇が相互作用し、QOL 向上に影響

解除時間は経時的に延長し、最大で 125 分間 1 人で過ごせた。
【考察】生活歴を考慮した取り組みが A 氏の興味関心を刺激

した可能性がある。上昇群の N-ADL 点数増加や対象者の言

し、
笑顔が見られ、
意欲等の心理面の向上に繋がった。そして、

動、陽性感情の点数上昇人数や熟眠感などが要因と考えられ

車椅子散歩や髭剃り等の ADL 拡大により、身体面が向上し

た。急性期病棟は、疾患や安静制限からストレスフルな環境

活動を取り戻した自信や、支持的な関わりで得られた信頼関

を強いられ、特に認知機能低下のある高齢者では、廃用症候

係が社会面にも影響したと考える。また A 氏が医師であっ

群や意欲低下を来しやすい。快の刺激を与える目的で今回の

た頃の経験等を語ったことは、自身の人生におけるプライド

介入を行ったが、阻害要因などから、スタッフ間連携や急性

を刺激し、役割・機能面を奮起した表れと考える。そしてこ

期病棟の状況を考慮した内容の再検討、患者毎に個別性を考

れらの QOL 構成要素が影響し合いながら生活の質を向上さ

慮した介入が課題となった。

せ、拘束解除時間及び 1 人で過ごせた時間の延長へと繋がっ
たと考える。身体拘束は尊厳を剥奪する行為であり常に細か
な評価や代替え案、関わり方等を検討・実施し、継続したい。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅲ -39

ポスター T - Ⅲ -40

小児集中治療科の治験の同意を判断する際の
母親の思い

IVR 科外来でのインフォームドコンセントに
おいて患者が同席看護師に求めている看護

キーワード：治験

キーワード：IVR

子ども

代諾

同意

集中治療

同席

○中本 貴之・友常 雅子

○岸本 千幸・田口 賀子

東京都立小児総合医療センター

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター

【目的】臨床試験において、同意の意思を確認する前に被験

【目的】画像下治療（Interventional Radiology：以下 IVR）

者に対して、研究の詳細について質問する機会と、研究に参

科外来診察での IC に同席する IVR 室看護師に対し、患者が

加するか否かを決断するのに十分な時間を与えなければなら

どのような看護を求めているのかを明らかにする。【方法】

ない、とガイドラインに規定されている。一方、小児集中治

2020 年 3 月～ 12 月に A 病院にて IVR 治療を受けた患者の

療領域での臨床試験では、時間的制約や急性期状況下で、主

うち、IVR 室看護師が IC に同席した者に対し半構造的面接

に被験者の家族が試験参加への意思決定を行わざるを得な

を実施した。逐語録を作成し求める看護内容についてコード

い。小児集中治療科での治験へ同意した代諾者の、治験の同

を抽出し、カテゴリー化した上で分析した。倫理的配慮とし

意を判断する際の思いを明らかにする。【方法】20XX 年 8

て所属施設の倫理審査委員会承認を得た。対象者には文書と

月～ 20XX+1 年 11 月、A 小児センター集中治療科で実施さ

口頭で研究の目的と方法、研究参加や途中辞退は自由意思で

れた治験に参加した子どもの母親に対して、同意説明～同意

あることを説明し同意を得た。【結果】8 名の対象者より 81

署名までの時間をカルテ調査、治験の代諾（同意を決めたタ

のコードが抽出され、21 の〈サブカテゴリー〉と 8 の《カ

イミング、同意する際の思い）について半構造化面接し質的

テゴリー》に集約された。カテゴリーは〈IVR に対するイメー

記述的分析した。本研究の実施にあたり、A 小児センター研

ジが持てるような情報提供〉などから構成される《医師の説

究倫理審査委員会の承認を受け、対象者より文書同意を得た。

明内容の理解とイメージ化に向けた援助》、〈意識下治療に対

【結果】同意説明した 8 名のうち 5 名にインタビュー調査した。

する不安への援助〉などから構成される《治療に対する予期

対象者は、全て 30 代の母親で、子どもの月齢［中央値（最小値、

不安への援助》、〈治療中の息止めに対する教育的支援〉など

最大値）］は、4 ヵ月（1 ヵ月、2 歳 3 ヵ月）だった。同意を
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インフォームドコンセント

から構成される《IVR という未知の体験への啓蒙・事前教育》、

決めた時期は、医師からの説明を受けた当日が 4 名、署名し

〈主科と IVR 科の連携役〉などから構成される《IVR 科内外

た当日が 1 名で、医師からの説明後平均 24 時間（最短で同

の橋渡し》、〈あらかじめ面識を持つことによる安心感の付

意説明時、最長で約 62 時間後）に署名していた。子どもの

与〉などから構成される《IC の場の共有による信頼関係の

治験の同意を判断する際の思いは、
《自分の子どもへの利益》
、

構築》等であった。
【考察】患者は同席看護師に、治療のイ

《自分の子どもが使用する不安》、＜時間的制約＞＜通常の治

メージ化に向けた援助や意識下治療に対する不安緩和、息止

療とは異なる選択＞等の《限られた条件での選択》、＜説明

めについての指導的関わりを求めていた。これは大半の患者

が理解できる＞等の《治験選択の納得》、
《ボランティア》
、
《夫

にとって IVR が耳慣れない治療であることから、患者自身

婦での決断》の 6 つのカテゴリーが抽出された。【考察】小

が治療内容を十分理解した上で主体的に治療に臨むため必要

児集中治療領域では、子どもの状態変化が著しい中、親は医

な看護であると考える。また患者は主治医や病棟・外来看護

師より最善と提示された治療に関する多くの選択をしている

師と IVR 科が連携するための橋渡し役を同席看護師に求め

中で、突如治験の選択を委ねられる。母親は、同意説明から

ていた。初対面である IVR 科医に安心して治療を任せられ

1 日程度の《限られた条件での選択》であっても、先行研究

るよう主科と IVR 科の相互連携を促進する介入や、入院前

と同様に《自分の子どもが使用する不安》と《自分の子ども

から退院後を視野に入れた病棟・外来看護師との継続看護な

の利益》を天秤にかけ、《ボランティア》の意義も踏まえて

ど、施設全体でのチーム医療の実践に向けた調整役の重要性

《治療選択の納得》ができることで《夫婦で決断》していた。

が示唆された。本来 IVR 治療は初対面の看護師が担当するが、

小児集中治療領域での臨床試験では、急ぐ状況や時間的制約、

患者は治療時も同席看護師の担当を希望していた。診察同席

ストレスのある状況下での倫理が求められており、子どもに

で場を共有することで信頼関係が構築され、面識のある看護

とっての最善を選択する親の心情に寄り添い、緊急時であっ

師が治療を担当することで緊張感が緩和されると考えられ、

ても家族で相談する場や時間を確保することが必要である。

安心できる治療環境の提供に向けた今後の課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅳ - １

ポスター T - Ⅳ - ２

精神科救急病棟の措置入院患者の現状分析
キーワード：精神科救急

措置入院患者

神経難病の子どもを持つ親の在宅療養選択に
影響した要因

データ調査

－発作を繰り返し長期入院していたミトコンドリア
脳筋症患児の 1 例－

○馬場 俊輔・西川 清子・北島 政臣

キーワード：在宅療養選択の要因
長期入院

独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センター

【目的】精神科救急病棟に措置入院となった患者の現状を分
析し、課題を明らかにする。【方法】X-3 年 4 月から X 年 3

○矢島 はるか・沢口 郁

月に A 病棟に措置入院となった対象患者のカルテ情報から、

東京都立神経病院

基本属性（性別、年齢）、診断名、在棟期間、隔離日数、措
置入院に至った理由及び入院時の LOCUS（精神症状評価尺
度）の 6 項目の点数と内容を抽出し、得られたデータを単純
集計し、標準偏差、平均値より傾向を分析した。また、3 ヶ
月内退院患者と 3 ヶ月外退院患者の 2 群間における平均値は
2

χ 検定で有意差を算出した。倫理的配慮として、匿名性の
保持に努め、B 施設の倫理審査委員会の承認を得た（承認番
号 2020-21）。【結果】3 年間に措置入院となった患者は 65 名
（男性 33 名、女性 32 名）であり、年齢は 30 歳代が最も多く、
平均 43.1 歳であった。診断名は統合失調症は 44.6％、気分障
害は 15.3％、急性一過性精神病性障害は 7.7％、自閉症スペ
クトラム障害は 6.2％、精神遅滞は 6.2％、その他が 20％であっ
た。在棟期間は、平均 83.56 日（± SD36.2）であった。3 ヶ
月内退院は 40 名、3 ヶ月外退院は 25 名であった。隔離日数
は、平均 35.1 日（± SD24.6）であった。入院に至った理由
は、他害行為が 46.1％、自傷と他害の両面が 33.8％、自傷行
為が 13.8％、脱衣・窃盗などが 6.2％であった。LOCUS では
１軸、２軸、４a 軸、４b 軸、６軸の点数が高く、一方で３
軸、５軸が低い点数であった。3 ヶ月内退院と 3 ヶ月外退院
とでは、LOCUS の平均値に明らかな差はみられなかったが、
在棟期間と隔離日数には有意差がみられた。【考察】A 病棟
の措置入院患者の現状として、平均年齢が 43.1 歳で 30 歳代
が最も多く、診断名では統合失調症と気分障害で全体の約半
数を占め、これらは現代の精神病床の特徴を反映していた。
また、入院に至った理由は当然のことながら他害行為、自傷
行為、他害と自傷の両面による入院で 90％を上回っていた。
3 ヶ月内退院と 3 ヶ月外退院の患者を比較すると、在棟期間
と隔離日数に有意差がみられたことから、入院期間が長期化
する要因の一つに隔離日数が影響している可能性が示唆され
た。以上より、入院期間 3 ヶ月を目指す精神科救急病棟の看
護師の役割としては、隔離期間の短縮に向け多職種で入院中
の LOCUS のデータの変化を含めたアセスメントと介入を行
う必要がある。

神経難病児の親

【目的】ミトコンドリア脳筋症小児型は、知的障害やてんか
んで発症し、脳梗塞発作を反復し臥床状態になることが多
い進行性の神経難病である。患児の QOL などを配慮し在宅
移行を目指しているが、病状が安定しない場合は入院が長期
化し退院調整が困難になる。退院までに約４年を要した事例
から、長期入院している患児の親の在宅療養の選択に影響を
与えた要因を明確にし、在宅移行において必要となる看護
支援を検討した。
【方法】研究対象者：ミトコンドリア脳筋
症の患児の母親
月

研究期間：20XX 年 10 月～ 20XX+1 年２

研究方法：質的記述的研究。カルテから患児の病状や退

院に関わる言動や医師、看護師の働きかけの記録を収集し、
それを基にインタビューガイドを作成しインタビューを実施
した。インタビュー内容は退院への思いに変化を与えるよう
なきっかけや出来事、退院を躊躇する原因などとし、在宅療
養選択に影響した要因が明確になるよう、出来事や思いの変
化が起こる前後の気持ちに留意し問いかけた。内容は IC レ
コーダーに記録し逐語録を作成しコード化、カテゴリー化し
た。倫理的配慮：対象者に研究の目的、方法、研究協力は自
由意思に基づき行われること、拒否や途中辞退しても不利益
を被らないこと、匿名性を遵守することなど説明し同意・署
名を得た。研究の実施にあたり所属施設の倫理委員会の承認
を得た。【結果】逐語録より 91 個の内容が抽出され、６個の
カテゴリーに分類された。カテゴリーの関係性を検討した結
果『医師からの説明後、退院へと意識の転換』
『とにかくやっ
てみようという覚悟を支えるもの』の２項目が在宅療養選択
に影響した要因であった。また『症状と治療への思い』『退
院はしたいが病状が安定しない』
『患児が寂しくないよう充
実させた入院環境』
『判断を求められる親の責任と不安』の
４項目が要因に関連した入院中の思いや状況であった。
【考
察】親は「家族の時間を大切にした方が良い」と言われ、退
院へと意識の転換が起こっていた。約４年の入院中看護師は、
親が様々な思いに揺れ、治療への思いと不安を強く抱いてい
ることを受け止めケアへ反映させた。また患児の QOL につ
いて対話を重ね、親の判断の支持に努めた。看護師が退院を
焦らず親の思いに寄り添ったことで、親は徐々に治療の限界
と患児の状態を受け入れ意識を転換させたと考えられ、在宅
療養選択において必要な看護支援であったと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅳ - ３

ポスター T - Ⅳ - ４

TAVI 後高齢患者と家族が自宅退院を実現さ
せた事例
キーワード：経カテーテル大動脈弁留置術
退院支援

高齢者

高齢者の身体抑制に対する患者の家族の思い
キーワード：身体抑制

家族の思い

地域包括ケア病棟

○冨永 久美 ¹・奥山 真由美 ²
¹ 岡山市立せのお病院
² 山陽学園大学

○後藤 みどり ¹・吉岡 尚美 ¹・大野 和美 ²
¹ 社会医療法人社団愛心館愛心メモリアル病院 ,
² 学校法人天使学園・天使大学看護栄養学部看護学科

【目的】地域包括ケア病棟で行われている高齢者への身体抑

【目的】経カテーテル大動脈弁留置術後、自宅退院を実現さ
せた高齢患者 A 氏に対して実施した退院支援を振り返り、
手術後も ADL の回復が困難な高齢者への自宅退院がかなっ
た要因と退院支援のあり方を検討することを目的とした。
【方
法】１．データ収集方法：対象患者に関する診療・看護記録、
地域医療経過記録をデータ収集源とした。２．分析方法：A
氏と家族の状況・退院支援の内容を宇都宮らの「退院支援の
３つの段階」に基づいて分析し、考察を行った。３．倫理的
配慮：患者と家族に研究目的、方法、個人情報保護、自由意
志による研究協力の可否によって診療上の不利益は生じない
こと等を説明後、同意書により同意を得た。【結果】重度大
動脈弁狭窄症により経カテーテル大動脈弁留置術後、B 病院
へ転院してきた 80 歳代女性 A 氏に退院支援を行った。第一
段階：自宅への退院を希望されたが、A 氏の ADL 低下と息
子が退院後のイメージが出来ないことで自宅退院は困難と判
断し、退院支援の必要性を確認した。第二段階：A 氏はリハ
ビリに拒否的でありリハビリの成果が上がらない状態が続い
ていた。医師・多職種と相談し介護の実際を実感してもらう
ための試験外泊・家屋調査を実施した。その際、１）介護が
困難なため自宅退院はできない、２）介護は難しいがサービ
スを調整し自宅退院する、３）介護は問題なく自宅退院でき
るの３つの可能性を考慮し、調査と準備を進めた。外泊後 A
氏は表情が良くなり、自宅で使用していた歩行補助具を入院
中のリハビリに取り入れた。第三段階：試験外泊後には必要
なリハビリや福祉サービスが明確となり、息子も退院後の介
護生活をイメージすることができ、ケアカンファレンス、福
祉サービス調整を進め自宅退院が実現した。【考察】自宅退
院は困難と考えた要因は看護師の一方的な思い込みであり、
患者・家族を中心に自宅退院を可能にする糸口をアセスメン
トし、自宅での生活を想定したリハビリを行うことが大切で
ある。自宅退院がかなった要因は試験外泊をきっかけに３つ
の可能性を考慮し、家屋調査・必要なリハビリ・福祉サービ
スの見直しをしたことと考える。患者・家族・看護師の認識
には相違があるため、看護師側の見方に偏ることなく話し合
いや試験外泊等を通し、患者にとってどのような支援が必要
か共に考えていくことが重要であり、本人や家族の希望・可

制が家族にどのように捉えられているのか明らかにし、今後
の家族に対する介入について検討する。
【方法】質的記述的
研究。対象は地域包括ケア病棟における 65 歳以上の患者で、
身体抑制を余儀なくされた患者の家族 3 名。患者の病状や治
療について理解し、心身において患者を支えるキーパーソン
とした。半構造化面接法で実施した。対象者の言葉を文字デー
タとして逐語録を作成し、共通する意味をコード化し、意味
が類似しているものをカテゴリー化した。倫理的配慮として、
せのお病院医療倫理委員会より承認を受け実施した。研究の
趣旨や方法、調査協力の有無による利益と不利益がないこと、
個人を特定できないよう配慮すること、データは研究以外の
目的で使用しないこと、本研究結果を公表することについて
同意書を用い説明し、承諾の得られた者には承諾書に署名を
頂いた。
【結果】最初に抑制使用の説明があった時にどのよ
うに思ったかについては、仕方がない、安心、病院へお任せ、
の 3 つのカテゴリーで構成された。実際に抑制を行っている
のを目の前にしてどのように思ったかについては、安全・安
心担保のための抑制、患者を大切に思うが故の抑制回避の諦
め、介護経験からとらえる抑制効果、患者へ与える苦痛、の
4 つのカテゴリーで構成された。
【考察】抑制するのは安全
上仕方がない事であるが安心して過ごす為に病院へお任せと
考えており、抑制について肯定的に捉えていた。抑制使用に
よる弊害として認知機能低下や尊厳の喪失、QOL 低下の恐
れがあり、抑制中であるからこそ全身状態や細かな変化に注
意して観察を行う事で家族が安全安心と思える入院生活を送
ることができると考える。入院中は病院に任せないといけな
いというルール厳守や医療者への遠慮が関与し抑制回避を諦
めているが、根底には患者の事を大切に思う家族の気持ちが
あった。抑制時間を減少する事で家族の抑制回避の諦めの思
いも軽減するのではないかと考える。在宅では介護を行う上
で患者家族の双方にストレスがかかると介護負担が増大する
が、介護衣を使用する事により清潔に過ごせ、介護経験から
とらえる抑制効果を感じていた。在宅と病院を行き来しなが
ら介護を行う家族の思いを尊重していかなければならないと
考える。退院後の生活を見据え切れ目のない医療と介護の継
続が適切に行われるように家族支援が重要になる。

能性を最大限に生かした退院支援へ繋がると考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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地域包括ケア病棟から自宅に退院する認知症
高齢患者の家族が担う内服管理の実態調査

在宅酸素機器を初回導入した慢性呼吸不全患
者の在宅療養生活の実態調査

－退院時と退院 1 か月後を比較して－

－患者 1 人 1 人の生活に沿った退院指導に向けて－

キーワード：内服管理

キーワード：在宅酸素機器
退院指導

認知症

高齢者

家族

○木下 暢子・田中 香里・岡下 里香・
水野 ひろみ

初回導入

慢性呼吸不全患者

○藤木 千穂・加藤 有紀
福井県立病院

公立能登総合病院

【目的】地域包括ケア病棟から自宅に退院する認知症高齢患
者の家族が行う内服管理の実態を明らかにする。【方法】研
究デザイン：量的研究。研究期間：2020 年 7 月 1 日～ 9 月
30 日。研究対象：入院前及び退院後も継続し内服管理を行
う認知症高齢者日常生活自立度 2 以上の患者の家族 10 名。
データ収集方法：退院時と退院 1 か月後に、独自に作成した
質問用紙を用いて聞き取り調査を行った。質問紙の内容は、
（1）基本属性（2）家族が行う内服管理方法（3）内服を管理
する上での困難と工夫とした。データ分析方法：退院時と退
院 1 か月後の結果を単純集計し、それぞれを比較した。倫理
的配慮：所属施設の倫理審査委員会の承認を得てから開始し
た。
【結果】対象者 10 名に依頼し、10 名の協力を得た。対
象の平均年齢は 64 歳、10 名全員が患者と同居していた。家
族に内服管理が移行した時期は、退院時より半年～ 5 年以内
が 2 名、5 ～ 10 年以内 6 名、30 年が 1 名、時期不明が 1 名だっ
た。10 名全員が薬局での一包化サービスを利用し、介護サー
ビスの利用は 3 名だった。家族が行う内服管理方法において、
10 名が薬の内容を理解していた。投与方法は、6 名が口に運
ぶまで見届けていた。退院時の飲み忘れが 6 名だったが、1
か月後は 2 名と減少した。内服管理する上での困難は、「何
かあったとき頼れる人がいない」、「内服セットが面倒」との
回答があった。工夫は、1 か月後に訪問看護師が内服セット
をすることで、
「負担が軽減した」との回答があった。
【考察】
地域包括ケア病棟から自宅に退院する認知症高齢患者の家族
が担う内服管理の実態は、家族が同居していることで、認知
症の進行など日頃から患者を細やかに観察する目を持ち患者
の状態に合わせ責任をもって内服管理を行っていた。また、
家族の長年の経験が内服管理の継続に繋がっていた。現在内
服管理できている家族でも、今後高齢化や病気など内服管理
が出来なくなる可能性がある。今回の結果から、在宅療養し
て行く上で介護サービスの利用は家族の介護負担の軽減に繋
がると考える。今後は、地域包括ケア病棟の役割として、介
護サービスの提案や利用方法等を退院支援として伝えていく
必要がある。また、患者・家族が自宅で安心して生活してい
けるよう入院当初より、地域の多職種と情報共有を行い、具
体的支援内容を共に検討し、サポート体制を整えていく事が

【目的】在宅酸素機器を初回導入した慢性呼吸不全患者の在
宅療養生活の実態を明らかにする。
【方法】対象者は、A 病
院で慢性呼吸不全により在宅酸素機器を初回導入し、退院後
一か月以内に初めて外来を受診する患者・家族 8 組。インタ
ビューガイドを用いた半構成的面接を行い、逐語録を作成し
た。逐語録からデータを抽出し、サブカテゴリー化・カテゴ
リー化した。質的記述的研究の経験者よりスーパーバイズを
受け、分析内容の検討を繰り返し行い信頼性、妥当性を確保
した。【結果】94 のデータから 27 のサブカテゴリーに抽出
され、そこから〈病気・治療の受け止め〉
、
〈機器の管理〉、
〈治
療によるトラブル〉、〈看護師の退院指導〉、〈他職種からの指
導〉、〈不自由さ・厄介さ〉、〈生活環境調整〉、〈在宅療養生活
を通して抱く感情〉、〈在宅酸素機器と共に生きようとする思
い〉の 9 つカテゴリーに分類された。患者は在宅での治療に
主導的に取り組む姿勢と在宅酸素機器への挑戦の思いで試行
錯誤しながら生活していた。また、退院後、患者の 75％に
鼻出血や粘膜の乾燥、マスクやチューブ接触部の発赤、疼痛
などの皮膚トラブルが出現していた。さらに、患者は導入前
と比較すると、外出、趣味・娯楽、家庭内役割が制限されて
いた。【考察】1．在宅酸素機器を初回導入した患者の在宅療
養生活の実態として、治療の受け入れ、必要性の理解には効
果の実感が影響していた。効果が実感できない患者は、治療
コンプライアンスが低下している状態にあり、入院中から労
作時の酸素飽和度の変化を意識付け、低酸素状態が患者自身
の身体に及ぼす影響について繰り返し知識を提供する教育指
導が重要である。2．看護師の退院指導においては、患者の
自尊感情や気力の維持向上に繋がる関わりが重要である。3．
病棟看護師の皮膚トラブルの予防、発生時の対処法について
の指導強化が必要である。4．制限の要因には、ボンベの持
ち運び、重さ、チューブなどの物理的要因と、体力の低下や
呼吸困難感とそれに伴う不安、心配といった身体的・精神的
要因が大きく関与していた。導入前と同様の生活を送ること
は難しいが、治療を行いながらその人らしい生活を送ること
を支えるために、どのような工夫をすると望む生活を送るこ
とが出来るのかを共に考えることが看護師の役割として重要
である。

大切である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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急性期病棟に勤務する看護師の退院支援の実
態

地域包括ケア病棟看護師が抱える介護支援専
門員との連携における現状と課題

キーワード：急性期病棟

キーワード：地域包括ケア病棟看護師
退院支援

退院支援

病棟看護師

実態調査

○吉川 みゆき・池原 裕子・中西 彩・小林 祐介・
若林 千裕
労働者健康安全機構山陰労災病院

介護支援専門員

○小林 麻衣・白岩 真由美・加藤 裕美・
高木 あけみ・荒巻 真由美
原町赤十字病院

【目的】A 病院では退院調整能力を備えた説明や指導が出来
ていない現状にある。そこで、退院支援を組織的に取り組む
ため、急性期病棟に勤務する看護師の退院支援に関する知識
と実践の実態を調査し、必要な教育と課題が明らかになった
ので報告する。【方法】研究対象者：急性期病棟看護師 199 名。
調査方法：岩脇らの病棟看護師の退院支援スキルに関するア
ンケートをもとに独自の質問用紙を作成。属性として、年代、
経験年数等を尋ねた。退院支援に関する知識 15 項目、実践
25 項目を 4 件法で尋ねた。分析方法：記述統計で度数を算出。
年代別と、経験年数は知識・実践を F 検定。退院支援への関
わり・研修会の参加・ナーシングスキル閲覧の有無で知識・
実践を t 検定。知識と実践の関係性についてはピアソンの相
関関係数により検討した。本研究は、所属施設の倫理委員会
の承認を得た。データは匿名化し個人が特定できないように
配慮した。
【結果】有効回答率 75.4％。1. 退院支援の知識
「知っ
ている」と回答したのは、介護保険自己負担率 41.3％、障害
者手帳交付によるサービス内容 23.3％、地域関係者との連携
方法 12.7％であった。2. 退院支援の実践「できている」と回
答したのは、在宅療養にかかる費用の把握 6％、転院や施設
入所にかかる費用の把握 6.7％、在宅医療に向けての介護・
看護技術指導は 42％、在宅での医療廃棄物の処理方法の指
導 27.4％、衛生材料調達方法の指導 19.4％、医療処置の簡便
化を意識した指導 22％であった。3. 属性別知識、看護実践
の比較では知識と看護実践についてピアソンの相関関係数を
求め、有意水準 0.1％で相関関係を認めた。知識においては、
ナーシングスキル閲覧の有無は（p ＜ 0.001）で、研修会へ
の参加の有無は（p ＜ 0.01）で有意差を認めた。実践におい
ては、ナーシングスキル閲覧の有無は（p ＜ 0.05）、研修会
への参加している人は（p ＜ 0.01）で有意差を認めた。
【考察】
急性期病棟看護師は、具体的なサービス内容と経済面に関す
る知識、実践では在宅療養にむけての指導が低く、在宅医療
への意識が持ちにくいことが明らかになった。看護師が在宅
での生活をイメージした知識・実践を向上させるためには、
患者の自宅での様子を病棟看護師にフィードバックできるシ
ステムやシリーズ化された研修など病院全体での取り組みが
必要であると示唆された。

【目的】地域包括ケア病棟では限られた入院期間で生活を見
据えた退院調整を行うなかで、介護支援専門員に連絡する
際「どのように情報提供したら良いか分からない」と言った
声が聞かれていた。そこで、地域包括ケア病棟看護師が抱く
介護支援専門員との連携への思いを明らかにし、円滑な退院
支援に繋がる示唆を得る事を目的とした。
【方法】研究期間
は令和 X 年 4 月～令和 X ＋ 1 年 3 月。対象者はリーダー業
務に携わる看護師 9 名に口頭と書面を用いて説明し同意を得
た。半構成的面接法にてデータ収集し質的記述的に分析し
た。【結果】190 コードから 42 サブカテゴリと〈医療社会福
祉士に依存している現状〉
〈介護支援専門員や多職種と協働
がうまく図れない現状〉
〈介護支援専門員に対する理解不足
から感じる距離感〉
〈介護支援専門員に情報提供する内容や
タイミングに対する難しさ〉〈介護支援専門員の役割の理解〉
〈介護支援専門員と直接連絡を取ることで得られる効果〉〈プ
ライマリーナースとしての役割に対する意識の高まり〉〈看
護師と多職種と患者家族とのより良い関係づくりを目指した
い〉
〈家族と介護支援専門員と看護師との繋がりを重視する
ことが大切〉
〈看護師が積極的に介護支援専門員と情報共有
していくことが必要〉
〈早期の退院に繋げるために看護師が
早期介入していくことが必要〉
〈退院調整の中で感じる介護
支援専門員への要望〉の 12 カテゴリに分類された。【考察】
プライマリーナースが責任を持ち退院まで関わるなかで、介
護支援専門員との連携の難しさや看護師の知識不足から患者
の状態で判断する退院調整の難しさがあると考える。また、
介護支援専門員と直接連携をとる事で得た気づきの中でプラ
イマリーナースとしての役割に対する意識の高まりが生じた
と考える。それらの事から退院支援を通じての気づきや学び
を看護師同士で共有していく必要性が示唆された。看護師と
介護支援専門員が互いに歩み寄り、早期の退院支援に向けて
本人・家族との間を取り持ちながら密に連絡を取り合う事が
必要と考える。COVID-19 の感染の終息が見えず直接会って
話す事が難しい状況であるからこそ、電話連絡の必要性が増
していると考える。早期の退院調整に繋げる為に、看護師が
介護支援専門員と同じ目線で支援や適切な連絡を行えるよう
カンファレンスの充実、退院後の生活を見据えた退院支援が
行える看護師の育成を行う必要性が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい
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①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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地域包括ケア病床における病棟看護師の退院
支援・退院調整実践能力の現状
キーワード：地域包括ケア病床
多職種連携

退院支援

キーワード：退院支援

退院調整

ケアマネジャー

地域包括ケア病棟

○早坂 恵理・大野 恵美・松浦 規子・若林 御華・
塩澤 裕美

○水野 奈美・奥田 綾佳・山崎 珠輝・
平井 志乃扶

社会医療法人博愛会菅間記念病院

かみいち総合病院

【目的】A 病棟は、退院支援担当者が中心となり退院支援・
退院調整を行い、担当者への依存度が高い現状がある。患者
が適切な時期に退院し、住み慣れた地域で自分らしく暮らし
続けるため、病棟看護師は入院早期から多角的視点で患者・
家族の思いに寄り添い、退院支援・退院調整を進める実践能
力を身につける必要がある。実践能力を高めるには、ポイン
トを絞った教育介入が必要となるが、現在の実践能力が不明
瞭なため、病棟看護師の退院支援・退院調整実践能力の現状
を明らかにする必要があると考え本研究に取り組んだ。
【方
法】A 病棟に勤務する病棟看護師で同意を得られた職員に
対し「退院支援看護師の個別支援における職務行動遂行能力
評価尺度 ( 以下 NDPAS)」を用い病棟看護師の退院支援実践
能力を調査した。B 病院医療倫理規定に基づき研究倫理審査
委員会の承認（6-20200804）を得て実施した。【結果】病棟
看護師 22 名のうち同意を得られた 21 名からの回答で、回収
率は 95％。尺度毎の平均点は 5 点満点中「退院後のケアバ
ランス見積力」3.2 点、「患者・家族との合意形成力」3.4 点、
「退院後のケアバランスの調整力」3.2 点、「退院後の療養場
所の移行準備力」2.9 点で、尺度全体の平均点は 20 点満点
中 12.6 点であった。24 項目中「家族が介護を行う意思があ
るか把握する」は 3.7 点、「患者の退院後の住環境を把握す
る」2.8 点であった。【考察】NDPAS の得点から A 病棟看護
師は、退院後の生活を見据えた看護をする能力があると考え
られたが、退院後の住居環境など情報を得ることが困難な項
目では、退院支援担当者へ依存し自身で行動することが少な
いため、得点の低さに繋がったと考える。多職種と連携を図
り、患者が安心できる療養環境を整えるため、社会資源の調
整が主となる場面において低い得点結果となったのは、介護
保険についての知識が少なく必要になる社会資源がイメージ
できず、支援の進め方が不明瞭となっているためであると考
えられた。病棟看護師は、不足している社会資源に関する知
識を深め、退院支援担当者と協働し、課題の検討、方向性を
共有したチームアプローチを行う事が重要となる。本結果よ
り、
「多職種との協働による療養環境を整える実践力の低さ」
と「介護保険の知識不足に伴い自身が率先して退院支援・退
院調整を実践する能力不足」が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

B 病棟から円滑に在宅へ移行するために

－ケアマネジャーへのアンケート調査を通して－

【目的】一昨年行ったアンケート調査では、A 病院ケアマネ
ジャーより「拡大カンファレンスでは不必要な情報が多い」
「家族に介護保険の区分変更を安易に勧めないで欲しい」な
どの意見が抽出された。今回は A 病院以外のケアマネジャー
もアンケート調査に加えることで、ケアマネジャーの得たい
情報や退院調整に対する要望を理解し、包括支援に関わる連
携・質を保ち、より円滑な退院調整が行えることを目的とす
る。【方法】対象は 20 ××年の間に A 病院 B 病棟から退院
された患者の担当ケアマネジャー。期間は 20 ××年 ケアマ
ネジャーが希望する退院支援を調査するため記述式によるア
ンケート用紙を作成、配布し調査。自由記載方式で、ケアマ
ネジャーの思いを抽出し意味内容を忠実に表すように簡潔に
表現しコードとする。また意味内容の類似性に従いコードを
分類しカテゴリー化。分類は研究指導者とともに検討し妥当
性を確保。研究参加の自由意思の尊重、匿名性の遵守、学会
発表の意図があること、研究協力の有無による本人への不利
益は生じないことを説明しアンケートの提出を持って同意と
みなした。
【結果】退院直前の連絡〈情報共有と連携不足〉
〈急
な退院の連絡〉
〈支援対象不明〉が抽出。退院後の生活は〈情
報提供不足〉
〈連絡不足〉が抽出。家屋調査は〈リハビリ不足〉
〈調整不足〉
〈過度な準備〉が抽出。拡大カンファレンスは〈専
門用語の多用〉
〈求める情報の不足〉
〈不適切な対応〉が抽出。
介護保険申請や区分変更の時期は〈評価の不一致〉
〈知識不足〉
〈伝達不足〉〈介護保険申請時期の検討不足〉が抽出。不必要
な区分変更は〈区分変更目的相違〉が抽出。指導は〈情報確
認不足〉
〈情報提供不足〉
〈介入不足〉が抽出。
【考察】面談
時にケアマネジャーに同席を促し、家屋調査では福祉用具業
者の同行を依頼。家族に区分変更を依頼するのではなくケア
マネジャーに相談するよう促し区分変更の相違が起こらない
よう配慮。看護師の介護保険に対する知識の向上のため勉強
会を開催。ケアマネジャーが必要な情報を提供するために早
期看護サマリー提供やケアマネジャーにオンラインでの実態
調査を早めに行ってもらう。昨年度、面談のマニュアルを作
成、拡大カンファレンスにも要点をまとめた用紙を作成し家
族の理解度も観察しながら発言することを提案していたが病
棟全体に周知できていなかったため再度周知し統一した支援
をすることが必要である。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅳ -12

病棟看護師が担う退院支援への役割に対する
認識とその課題

退院支援時の多職種連携における看護師の役割

－患者が安心して地域で療養出来るために－

－患者と家族で退院の意向に相違があった 1 事例を
通して－

キーワード：退院支援

キーワード：退院支援

他職種連携

在宅療養

多職種連携

看護師の役割

○宮本 晴加・森 万希生・荒瀬 弘美・
平井 志乃扶

○米田 和子
公益財団法人宮城厚生協会坂総合病院

かみいち総合病院

【目的】退院支援の内容と病棟看護師が在宅生活を想定した

退院支援を行うために必要な課題を明らかにする。
【方法】 【目的】超高齢で独居の A 氏は自宅退院を希望していた。患
者の思いを尊重し退院支援を行ったが、患者家族の健康問題
A 県の地域医療を担う中核病院 1 か所に勤務する病棟看護師
175 人に対して、無記名自記式質問紙調査を行った。病棟責
任者から看護師へ無記名自記式質問用紙の配布を依頼し記入
後回収した。質問項目は全 19 項目で問１～問 9 を基本属性、
問 10 ～問 15 までを退院支援の内容とした。問 16 ～問 19 ま
でを退院支援における考えや希望とした。病棟看護師に対し
ては質問紙に研究の趣旨、個人の匿名性の保護、調査協力
をしなくても不利益にならないこと等を記し配布した。
【結
果】165 人から回答があり、
（回収率 94.3％）であった。退院
支援は 165 人すべてが経験しており、支援の内容は「医療処
置」が最も多く、次に「日常生活動作」であった。回答者の
9 割は「退院後の患者が気になっている」と回答した。
【考察】
病棟看護師の院内における退院支援の重要性は、広範囲の看
護と医療管理の多さ、入院完結型から地域完結型への支援へ、
他職種との連携が地域での自立に繋がる。病棟看護師の退院
支援における課題と可能性は、退院支援へのジレンマ、訪問
看護師と病棟看護師の相互理解と役割向上、在宅看護の学習
経験と退院支援内容との関連性である。病棟看護師の退院支
援内容は「医療処置」「日常生活動作」が多く、支援内容か
ら医療依存度や要介護度が高い患者が自宅に戻っている状況
が確認された。病棟看護師は、訪問看護や在宅生活のイメー
ジが付きにくい現状にも置かれている。患者や家族が安心し
て地域で療養していくためには、病院から地域へ切れ目のな
い支援を行えるよう病棟看護師と他職種の連携を強化する必
要がある。また、病院や訪問看護師等との情報交換の方法、
在宅看護に関する研究会の参加など現任教育の充実が望まれ
る。

があり家族宅では十分な介護ができず自宅退院では安全な療

養生活が送れるか不安があり療養型病院へ転院となった。し
かし転院後に患者本人の強い拒否があり独居で自宅へ戻っ
た。B 病院から自宅に退院できなかった要因として A 氏に
関わったそれぞれの職種で退院支援の方向性や思いの相違が
あるのではないかと考え、この事例を通し、多職種の退院支
援に対する思いを考察し退院支援における看護師の役割を明
らかにする。
【方法】A 氏家族の了承を得て入院中の記録を
振り返り自宅退院についての考え・チーム医療としての不足
部分という２つの観点から医師・社会福祉士・理学療法士・
看護師にその時の心情をインタビューする。その逐語録を用
いて内容のコード化を行い類似性に基づきサブカテゴリ化・
カテゴリ化した。本研究は B 病院倫理委員会の承認を得た。
（承認番号 19-2）
【結果】退院についての質問では〈自宅退院
可能〉〈自宅退院困難〉〈自宅退院をすすめるためにできたこ
と〉
〈医療者の諦め〉の４つのカテゴリが抽出された。チー
ム医療として不足部分の質問では〈多職種の連携〉
〈家族へ
の情報収集不足〉
〈医療者の諦め〉の３つのカテゴリが抽出
された。
【考察】退院についての質問では〈自宅退院可能〉
〈自
宅退院困難〉の両方から環境や家族に関するコードが抽出さ
れ、どの職種も自宅退院には周囲の協力が必要だと考えてい
た。
〈自宅退院をすすめるためにできたこと〉で長男以外の
家族へのコードが抽出されなかったことから、キーパーソン
の長男以外の家族の意見も同様に聞き、反映・統合する関わ
りが必要であった。またチーム医療としての不足部分につい
ての質問では〈多職種連携〉より「カンファレンス不足」
「情
報の共有不足」のサブカテゴリが抽出され、情報収集された
内容を十分に共有する機会を作らなかったことが示唆され
た。定期的に情報を共有することで目標が統一され、それに
沿った退院支援に繋がると考えられる。以上から患者ととも
に家族との関係性を分析してそれぞれにアプローチしその意
見を退院支援に取り入れる多職種への働きかけ、チーム医療
の中心となって多職種の意見を確認しカンファレンスなどの
情報共有の場を設けて方向性を統一するように働きかけるこ
とが退院支援における看護師の役割だと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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終末期がん患者の在宅移行を支える病棟看護
師の役割と今後の課題

地域包括ケア病棟の退院支援における受け持
ち看護師役割の意識と変化

キーワード：終末期がん

キーワード：地域包括ケア病棟
退院支援

在宅移行

病棟看護師

意思決定

○郡司 沙季

役割遂行

○安達 祐子・藤田 幸代・香川 ゆかり

地方独立行政法人堺市立病院機構堺市立総合医療センター

島根県済生会江津総合病院

【目的】終末期における治療や療養環境の選択は、病院で勤
務する医療従事者と在宅療養を提供する医療従事者とのシー
ムレスな連携や情報共有が重要である。また、急激に状態が
進行するがん末期の場合には、患者と医療者との意思の統一
が特に重要となる。今回、病棟看護師が終末期がん患者の意
思決定を支援し、患者の望む療養環境を提供する中でその役
割について示唆を得たので報告する。【方法】終末期におけ
るがん患者の意思決定支援の実際を振り返り、在宅移行を支
える病棟看護師の役割と今後の課題を明らかにした。事例紹
介：A 氏 60 代 女性 原発不明がんのリンパ節腫大、腹膜播
種

受け持ち看護師

倫理的配慮：個人が特定されないなどプライバシーを保

護する。堺市立総合医療センター臨床研究倫理委員会の承認
を得た。
【結果】急激な病状進行がある中、A 氏の治療方針
は抗がん剤治療であったが、A 氏の現在の全身状態を鑑み、
治療の継続や在宅移行の可能性について共有する必要がある
と感じ、主治医と話し合った。その後改めて患者、家族に病
状説明を行い A 氏の望みは治療の継続ではなく、終末期を
自宅で過ごしたいと考えていることがわかった。早急に退院
調整看護師と協働し、地域の在宅医や訪問看護師と連携した。
このような支援の中、A 氏は夫や子どもに囲まれながら共に
充実した最期の時間を過ごすことができた。【考察】終末期
がん患者の限られた時間の中、病院内外の様々な職種が協力
し、チーム一丸となって関わったことで、患者の意思決定を
支援することができた。患者の意思決定を支援するためには、
患者や家族からの発言の本質を捉えた情報収集とアセスメン
トを行い、多職種との連携や調整を行う必要がある。また、
患者の望む療養環境を提供するためには、今後の治療や療養
先について選択し、ギアチェンジするタイミングを見逃さず、
患者と家族を含めた多職種間で話合いをすることが重要であ
る。この役割は、患者の最も近くでケアをしていた病棟看護
師だからこそ可能なことでもあった。より多くの患者の意思
を現実へ繋ぐために、多職種との連携や家族を含めた在宅療
養支援のあり方についての経験を積むことが今後の課題であ
る。

【目的】地域包括ケア病棟の看護師として受け持ち看護師の
役割をどのように意識して退院支援を遂行しているのか、ま
た地域包括ケア病棟に勤務してから退院支援の意識にどん
な変化があったかを明らかにする。
【方法】A 病院地域包括
ケア病棟に 1 年以上勤務するクリニカルラダー 2 ｂ（自立し
て必要な看護実践ができる看護師）以上の看護師 7 名に半構
造化面接法でインタビューを実施した。質的帰納的方法で分
析。逐語録から発言をコード化し、文章の意味の類似性に基
づきカテゴリー化した。倫理的配慮として、本研究は済生会
江津総合病院倫理審査会の承認後実施した。研究対象者へ研
究の趣旨、プライバシーの保護、参加の自由と不参加による
不利益のないことを口頭と文章で説明し同意を得た。
【結果】
同意の得られた看護師 7 名の年齢は 20 歳代～ 50 歳代、看護
師経験は 5 年～ 39 年、地域包括ケア病棟勤務歴は 1 年～ 6
年であった。面接時間は平均 30 分であった。受け持ち看護
師としての役割を果たすための心構え・意識については、40
のコードから 9 つのサブカテゴリー、3 つのカテゴリー＜入
院前の生活状況の情報を得た上での患者理解＞、＜多職種と
連携を取りながら退院後の生活を見据えた支援＞、＜受け持
ち看護師としての自覚を持った行動＞が抽出された。以下、
カテゴリーを＜ ＞で示す。地域包括病棟に勤務してからの
退院支援の意識の変化については、38 のコードから 11 のサ
ブカテゴリー、4 つのカテゴリー＜自ら発信し、多職種と関
わる＞、＜退院後の生活を意識しながら患者にとっての最適
を思慮＞、＜地域包括ケア病棟の看護師としての専門性の認
識＞、＜訪問看護からの学び＞が抽出された。
【考察】地域
包括病棟に勤務してからの退院支援の意識として、＜自ら発
信し多職種と関わり＞ながら、入院前の生活状況だけでなく
＜退院後の生活に目を向け、患者の最適を思慮＞するという
患者志向の意識が芽生えていることが明らかとなった。また、
＜受け持ち看護師という自覚を持った行動＞だけでなく、＜
地域包括ケア病棟の看護師としての専門性を認識＞しながら
退院支援を進めており、受け持ち看護師の役割遂行に関して
意識の変化があることが明らかとなった。さらに＜訪問看護
からの学び＞から、地域包括ケア病棟での訪問看護同行研修
の取り組みや、訪問看護ステーション出向事業への参加が退
院支援の意識の変化に繋がったと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅳ -16

ICU から病棟へ繋ぐ退院支援とはなにか

認知症患者に対する入院前カンファレンス実
施の後の変化

－関連職種への半構成的面接を実施して－
キーワード：看護師

退院調整

退院支援

ICU

急性期

キーワード：認知症 認知機能低下 病棟
入院前カンファレンス

○中原 萌花・児玉 隆誠
健康会新京都南病院

【目的】ICU・病棟看護師が捉える退院支援の違いや、ICU
での退院支援に有効な介入方法を明らかにし効果的な退院支
援体制構築の検討材料とする。【方法】研究参加者に同意を
得て、A 病院の ICU・一般病棟看護師に半構成的面接を行っ
た。インタビュー内容をコード化し、サブカテゴリー化、カ
テゴリー化へ抽象度を高めた。分析は質的研究の経験を有す
る研究者からスーパーバイズを受けた。本研究は A 病院の
倫理審査委員会の承認を得た。【結果】研究参加者は 8 名で、
164 コード、25 サブカテゴリー、10 カテゴリーが抽出され
た。問診票を使用し情報収集する際に重要視している事につ
いて質問を行い、ICU・一般病棟のいずれも《入院前の生活
状況》
《家族情報》が抽出された。しかし、《入院前の生活状
況》のコード内容には、洗濯や買い物の介助者 ･ 食事の調理
等、一般病棟では IADL まで意識して情報収集を行うとい
う違いがみられた。次に ICU の退院支援で求められている
ことについての質問に対し、《統一した支援の困難》《役割の
違いがある》
《患者や家族の思いを把握できる》《患者・家族
の思いを聞き、残す》《家族とスタッフの橋渡し》《退院カン
ファレンスの充実化》が抽出された。【考察】ICU と比較し、
一般病棟が IADL 等のより詳細な情報収集を行っていること
に関し、ICU では救命が優先となり情報を得る時間が短いこ
と、家族が動揺している中で退院後の生活について聞きづら
いことが考えられた。次に、一般病棟の看護師が ICU に求
める退院支援、ICU での有効的な退院支援とは、患者や家族・
医療者が同じ方向性を認識し治療に望めるよう意志決定支援
への介入をしていくことであることが明らかになった。その
為には入室時より支援を始める必要があり、転床後も円滑に
支援が進むよう記録に残し繋げることが必要である。水谷ら
は「超急性期病棟で退院に向けての支援は開始されているが、
他病棟へは周知されていない。継続看護として他病棟へ転棟
後も情報共有を行い、早期退院が行えるように病院全体で介
入を行っていくことが必要である。」と述べており、定期的
に退院支援カンファレンスを行い情報整理や方針の統一をし
ていく必要があると考える。しかし ICU の患者は在棟日数
が短く退院まで一貫した支援を行うことが少ない為経験年数
により情報収集にばらつきがあり、退院支援について知識習
得が今後の課題となる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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－経験年数別による看護師の態度と行動の変化－

はい
はい
はい

○野﨑 茜・佐々木 優子・齋藤 多恵子・石塚 景子・
鈴木 恵美子・春日 千里
日本医科大学千葉北総病院

【目的】認知症患者に対し困難感を抱いている病棟看護師が、
入院前カンファレンスを実施することで看護にどのような変
化をもたらすのか明らかにする。【方法】認知症患者 6 名の
入院前 7 日以内に 30 分程度、医師、外来および病棟看護師、
老人看護専門看護師、退院調整看護師、薬剤師で多職種カン
ファレンスを実施した。対象患者の受け持ち看護師を経験年
数 2 ～ 4 年目 3 名（1G）
、5 年目以上 3 名（2G）の経験年数
別のグループに分け、カンファレンス実施前、カンファレン
ス実施中、カンファレンス実施後の時期に分け、患者に対す
る思いや態度についての半構造的インタビューを行い、内容
を録音したデータから逐語録を作成し、帰納的にカテゴリー
化したものを分析した。倫理的配慮は A 病棟所属病院の倫
理委員会の承認を得た。研究データは鍵がかかる場所で情報
管理者が保管した。【結果】全コード数 107、そこから＜入
院前の患者の好みをケアに活かす＞や＜病棟スタッフとのケ
アの共有＞等の 27 ＜サブカテゴリー＞、（入院中の患者の最
善を思うケア）や（ケアの創造）等の 11( カテゴリー ) が抽
出された。
【考察】インタビューの分析結果から経験年数別
のグループ双方に共通する部分と、異なる部分がみられてい
た。入院前カンファレンスを実施する前には、＜過去の困難
感からくる不安＞などの陰性感情を抱いており２つのグルー
プ間で変化はみられなかった。入院前カンファレンスをする
ことによって、経験値の高い看護師はカンファレンスで専門
看護師から見た患者の状況や自宅での生活内容を知り、医師
と薬剤調整をするなど、事前にせん妄予防や個別ケアなど
の（専門性の高いケアの創造）をするという変化がみられた。
また、経験の浅い看護師においても、認知症患者を受け持つ
ことに不安を感じていたが、カンファレンスにより＜病棟ス
タッフとのケアの共有＞がされ、受け持ち患者を＜病棟ス
タッフが把握してくれている＞という安心感に繋がった。自
身のケアを振り返り、肯定的に表現しており成功体験を感じ
るという変化がみられた。このことから認知症高齢者の入院
前カンファレンスを多職種で行うことで、看護師が抱えてい
た困難感が緩和し、専門性の高い看護へと変化がみられた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅳ -18

継続看護に必要な情報提供を目指して

病院外来における在宅療養支援を促進する看
護管理

キーワード：継続看護

キーワード：地域包括ケア 在宅療養支援
看護管理 看護部長

－看護サマリーの充実に向けての取り組み－
退院支援

看護サマリー

○小畑 文・川瀬 遥・若松 昇子・長友 佐知
潤和会記念病院

【目的】退院直後から円滑な在宅療養生活が開始出来るため
に必要な情報を看護サマリーに記載できる。【方法】1. 研究
対象：病棟に在籍する看護師 13 人 2. 研究期間：2020 年 7 月
～ 9 月 3. データー収集と分析方法 1）既存の看護サマリー
の［日常生活援助項目］、［社会資源］、［要継続処置］の項目
で、個別性のある在宅療養生活に必要な情報がわかるよう記
載基準を作成する。病棟看護師へ記載方法と退院支援の勉強
会を実施する。2）在宅療養生活に必要な情報が記載できた
か、勉強会前後の看護サマリーで記載内容を比較する。 4.
倫理的配慮：対象者に研究の主旨、参加・不参加による不利
益がないこと、個人情報の保護に十分に配慮することを説明
し同意を得た。
【結果】病棟看護師の 62％（8 名）は個別性
のある詳細な情報を看護サマリーに記載できたが、38％（5
名）は看護サマリーの記載内容が不足していた。［日常生活
援助項目］では 15％（2 名）が全介助でも介助方法の詳細が
不足していた。［社会資源］では 38％（5 名）がキーパーソン、
ケアマネージャーの記載が無かった。［要継続処置］では 8％
（1 名）が医療処置の記載が無かった。【考察】
［日常生活援助］
介助が必要な患者の ADL から、どのような場面でどのよう
な支援が必要なのか、また考えられるリスクなど情報提供し
ていかなければ、安全・安心な在宅療養生活の継続にはつな
がらない。多職種で情報共有し日々の関わりの中で問題点を
明らかにし、看護介入を行い、退院後も必要な支援を継続し
ていけるよう情報提供していく必要がある。［社会資源］キー
パーソン・ケアマネージャーの情報も退院支援を進めていく
上で重要な情報の一つである。患者・家族が退院後の生活を
再構築できるよう、患者・家族背景を情報提供し、退院後も
必要な支援が継続していけるようテンプレートの使用方法や
個別に応じた家族情報の重要性について指導していく必要が
ある。
［要継続事項］今回提示した記載基準の内容には無い
情報が不足していた。担当する医療相談員の情報共有を行い、
退院後も必要な処置が継続していく必要がある。課題として、
看護サマリーの記載基準の見直しの追加・修正を継続し、質
向上に努めていきたい。

外来看護

○滝下 幸栄 ¹・中津 みつる ²・山川 京子 ²・
西本 道子 ²・南田 喜久美 ²・林 眞理 ²・
中尾 淳子 ²
¹ 京都府立医科大学医学部看護学科
² 公益社団法人京都府看護協会

【目的】地域包括ケアシステムの進展に伴い、病院外来にお
ける在宅療養支援が重要視されている。そこで、在宅療養支
援を促進する看護管理の内容について調査した。
【方法】
対象：
本研究前に行った質問紙調査で明らかとなった在宅療養支援
に実績がある病院の看護部長 10 名。調査時期：2019 年 2 月
～ 4 月。調査方法：半構造化面接。質問項目：自院における
在宅療養支援進展の理由と在宅療養支援に向けた看護管理内
容、自院の外来の位置づけ、在宅療養支援に関する外来看護
教育。分析：内容分析を行った。逐語録から記録単位を設定
しコード化。コードからサブカテゴリー、カテゴリーを抽出
した。質的研究に精通した研究者にスーパーバイズを受け信
頼性・妥当性の確保に努めた。倫理的配慮：研究参加者に目的・
方法の説明を行い文書による同意を得た。
【結果】研究参加
者の性別は、男性 2 名、女性 8 名で、看護部長経験年数は 3.0
± 2.1 年であった。聞き取り時間の平均は 19 分 12 秒± 14
分 34 秒であった。総コード数は 110、サブカテゴリーは 34、
カテゴリーは 12 抽出された。以下、カテゴリーを「

」で

示した。在宅療養支援進展の理由では、
「在宅療養支援を促
進する効果的な看護管理実践」、「在宅療養支援を促進する病
院機能と組織風土」、「よりよい外来看護を可能にする優れた
看護師の存在」、「看護実践を見直す機会となった外的刺激」
、
「在宅療養支援の進展に関する消極的評価」の 5 つのカテゴ
リーが抽出された。看護管理内容は、
「在宅療養支援実質化
に向けた活動」、「在宅療養支援の円滑な展開に向けた機能拡
大」の 2 つのカテゴリーが、
外来の位置づけでは、
「病院の“顔”
と“要”としての機能」、「患者情報の管理機能」の 2 つのカ
テゴリーが、外来看護教育は、
「様々な場での集合研修」、
「人
員配置・目標管理・外来看護実践を通じての教育」、「在宅療
養に特化した教育の未実施」の 3 つのカテゴリーが抽出され
た。【考察】在宅療養支援進展の理由として、効果的な看護
管理実践や組織風土への着目、優れた看護師の存在等が明ら
かとなった。また、円滑な展開に向けた機能拡大や支援実質
化の活動が行われ、外来の位置づけも明確であった。外来教
育では、集合研修や目標管理・実践を通じての教育が行われ
ている一方で在宅療養に特化した教育は行われていない事も
明らかとなった。本研究の利益相反はない。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅳ -20

病院外来における在宅療養支援進展に向けた
課題への対応
－病院看護管理者への聞き取り調査から－
キーワード：外来看護
看護管理

在宅療養支援
看護部長

A 県内の退院支援・調整活動の推進における
病院看護管理者が認識する課題
キーワード：退院支援

地域包括ケア

退院調整

病院看護管理者

○高橋 晶 ¹・堀畑 佐知子 ²・福田 裕美 ³・
森田 明美 ⁴・浅川 寿 ⁵・福井 厚子 ⁶・
永富 加代子 ⁷・泉谷 かな子 ⁸

○中津 みつる ¹・滝下 幸栄 ²・西本 道子 ¹・
林 眞理 ¹・南田 喜久美 ¹・山川 京子 ¹・
中尾 淳子 ¹
¹ 公益社団法人京都府看護協会 ² 京都府立医科大学医学部看護学科

【目的】地域包括ケアシステムの進展に伴い、地域・在宅と病
院を結ぶ重要な機能として外来看護が重要視されている。そ
こで病院外来における在宅療養支援進展への課題と課題克服
に向けた対策について調査した。
【方法】対象：本研究に先立
ち実施した質問紙調査において明らかとなった在宅療養支援
の実績がある病院の看護部長 10 名。調査時期：2019 年 2 月
～ 4 月。調査方法：半構造化面接。質問項目：在宅療養支援
進展への看護管理上の課題と克服方法、さらなる支援進展に
向けた看護管理。分析：内容分析を行った。逐語録から記録
単位を設定しコード化。コードからサブカテゴリー、カテゴ
リーを抽出した。質的研究に精通した研究者にスーパーバイ
ズを受け信頼性・妥当性の確保に努めた。倫理的配慮：研究
参加者に目的・方法の説明を行い文書による同意を得た。
【結
果】研究参加者の性別は、男性 2 名、女性 8 名で、看護部長
経験年数は 3.0 ± 2.1 年であった。聞き取り調査時間は 19 分
12 秒± 14 分 34 秒であった。総コード数は 84、
サブカテゴリー
は 24、
カテゴリーは 14 抽出された。以下、
カテゴリーを「 」
、
サブカテゴリーを［ ］で示した。看護管理上の課題は「外
来の業務・人員管理・連携に関する課題」
、
「外来看護教育に
関する課題」
「
、病院経営に関する課題」の３つのカテゴリーが、
課題克服方法は［外来でリーダーシップがとれる人材の適正
配置］等のサブカテゴリーからなる「外来の課題に応じた適
切な看護管理の展開」
、
［外来看護の概念化に向けた検討や職
種間インフォーマル会合などの促進］等のサブカテゴリーか
らなる「連携・共有を意図したコミュニケーション機会の設
定」
、
「情報管理や実践の改善」の３つのカテゴリーが抽出さ
れた。支援進展に向けた看護管理は、
［看護部の目標管理と
安定的運営］等のサブカテゴリーからなる「在宅療養支援が
可能となる組織強化の試み」
、
［研究発表・雑誌投稿など実践
成果の見える化］等のサブカテゴリーからなる「看護力向上
と動機付けにつながる効果的な学習機会の設定」
、
「地域への
広報活動」
、
「具体的実践なし」の 4 カテゴリーが抽出された。
【考察】病院外来の在宅療養支援進展に向け、業務・人員管理、
連携や教育、病院経営に関する課題があり、それぞれの問題
状況に即した課題克服の対策とさらなる進展への活動がなさ

¹ 天理医療大学医療学部看護学科 ² 公益財団法人天理よろづ相談
所病院 ³ 社会医療法人平和会吉田病院 ⁴ 医療法人桂会平尾病院
⁵ 奈良県立医科大学附属病院 ⁶ 宇陀市立病院 ⁷ 医療法人和幸会
阪奈中央病院 ⁸ 奈良県立病院機構奈良西和医療センター

【目的】A 県内の病院看護管理者が認識している、退院支援・
調整活動の推進における課題を明らかにすることである。
【方
法】対象：A 県内 77 施設の病院看護管理者。方法：
「退院支援・
調整活動の推進における悩みや課題」について自由に記述で
きる質問紙を配布し返送を依頼した。分析方法：自由記述か
ら得られた内容をコード化し、意味内容の類似性に従ってサ
ブカテゴリーを抽出、さらにカテゴリーを抽出した。
【倫理
的配慮】対象者に研究の趣旨、調査協力の自由や個人情報の
取扱いについて文書で説明し、質問紙の回答・返送をもって
同意とした。なお、本研究は奈良県看護協会倫理審査委員会
の承認を得て実施した。【結果】配布した 77 施設の病院看護
管理者のうち、49 施設（63.6%）から回答を得た。以下、カ
テゴリーは≪≫、サブカテゴリーは＜＞で示す。病院看護管
理者が認識している退院支援・調整活動における課題として、
≪施設内ルールの周知と徹底≫≪人材の確保困難≫≪人材育
成の推進困難≫≪他機関・他職種との連携・調整能力≫の４
つのカテゴリーが抽出された。それぞれのカテゴリーを形成
しているサブカテゴリーは≪院内ルールの周知と徹底≫は＜
ルールに基づいた連絡体制の周知と徹底＞や＜ルールの未浸
透＞などから構成された。≪人材の確保困難≫は＜人件費率
との兼ね合い＞や＜定数以上の他職種の採用困難＞などから
構成され、≪人材育成の推進困難≫は＜院内研修の企画・開
催の体制づくり＞や＜病棟ナースに対する教育の充実＞など
から構成された。≪他機関・他職種との連携・調整能力≫は
＜他職種との関係構築の難しさ＞や＜行政や地域の現場との
連携・調整困難＞から構成された。
【考察】明らかにされた
4 つの課題のうち、≪人材育成の推進困難≫は先行研究でも
同様に挙げられており、取り組むべき重要課題であるといえ
る。また、それぞれの課題の解決には、病院看護管理者に課
せられている、看護の対象者のニーズと看護職の知識・技術
を合致するよう計画し、財政的・物質的・人的資源を組織化
し、目標に向けて看護職を導き、目標の達成度を評価すると
いう役割遂行のもと、退院支援・調整活動に関してもより積
極的に関わることが必要であると考える。

れていることが明らかとなった。本研究の利益相反はない。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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退院調整部門が介入した脳神経外科緊急入院
患者の実態
キーワード：退院支援

DPC/PDPS

緊急入院

脳神経外科

○瀧本 久美子 ¹・中道 綾 ²

患者家族が幸せと安心を感じる地域生活を送
るために

－患者家族、B 病棟看護師へのアンケート調査を通
して－
キーワード：患者家族

¹ 独立行政法人労働者健康安全機構山陰労災病院
² 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院

【 目 的 】 Ａ 病 院 は D PC/ PD PS （ D ia g n o s is Pr o c e d u re
Combination/Per-Diem Payment System）を採用した地域
医療支援病院である。本研究では退院調整部門が介入しても
長期入院となった脳神経外科緊急入院患者の実態を明らかに
することを目的とした。【方法】H30 年 4 ～ 10 月に退院調整
介入した脳神経外科緊急入院患者 184 名を対象に、カルテか
らデータ（年齢、性別、疾患名、転帰先、家族構成、退院時
の日常生活自立度（A: 準寝たきり、B・C: 寝たきり）、看護
必要度（診療・療養上の指示が通じない）、DPC/PDPS の入
院期間）を収集し、記述統計を行った。データは匿名化し、
個人が特定されないよう留意した。DPC/PDPS には入院期
間Ⅰ～Ⅲが設定され、入院初期は最も短期のⅠと設定される
が、期間が長くなるに従いⅡ、Ⅲと移行する。患者がⅡの期
間以内に退院できるよう支援することが求められている。
【結
果】対象者 184 名中入院期間Ⅲ及びⅢ超過は 104 名（56.5％）
であった。入院期間Ⅲ 99 名（女性 41 名（41％）、男性 58 名
（59％）、平均年齢 75.7 歳（SD ± 11.7 歳）、範囲 40 ‐ 97 歳）
、
Ⅲ超過 5 名（4 名（80％）、1 名（20％）、73.6 歳（SD ± 24.2
歳）
、31 ‐ 91 歳）。それらの家族構成は独居が入院期間Ⅲ 21
名（21.2％）、Ⅲ超過 2 名（40％）。退院時日常生活自立度 B・
C が入院期間Ⅲ 81 名（81.8％）、Ⅲ超過 5 名（100％）であっ
た。退院時看護必要度（診療・療養上の指示が通じない）は、
入院期間Ⅲ 58 名（58.5％）、Ⅲ超過 4 名（80％）であった。
入院期間Ⅲは脳梗塞 53 名（53.5％）、脳出血 27 名（27.2％）
、
整形外科疾患有 27 名（27.2％）、癌有 21 名（21.2％）であっ
た。Ⅲ超過は脳梗塞 1 名（20％）、脳出血 1 名（20％）
、頭部
外傷疾患 3 名（60％）、整形外科疾患有 3 名（60％）であった。
【考察】退院調整部門が介入しても入院期間Ⅲを越える長期
入院となった患者が半数以上と多かった。Ⅲ超過では独居が
40％であり、寝たきりが 80％を超え、認知機能低下者の割
合も高かった。また、脳神経外科緊急入院であっても、癌や
頭部外傷疾患、整形外科疾患等を合併している者も多く、そ
れらへのケアが必要であることも長期入院につながったと考
える。

退院調整

看護師

○大野 恵美・早坂 恵理・松浦 規子・若林 御華・
塩澤 裕美
社会医療法人博愛会菅間記念病院

【目的】先行研究で抽出された「患者、家族の不安」につい
て病棟内で考察し患者家族にとって必要な退院支援を行った。
その結果、家族の思いはどう変化したか知ることで、より良い
退院支援ができ患者家族が充実した社会生活を送ることを目
的とする。
【方法】対象は病棟看護師と B 病棟から退院した患
者の家族。期間は 20 ××年 2 月 22 日～ 3 月 10 日患者家族の
退院後の状況を調査するために記述式によるアンケート用紙
を配布して調査。自由記載方式の回答は、家族の思いの記述
を抽出し、意味内容を忠実に表すように簡潔に表現しコード
とする。それを意味内容の類似性に従いコードを分類しカテ
ゴリー化。カテゴリーの分類は研究指導者とともに検討し妥
当性を確保。研究参加の自由意思の尊重、匿名性の遵守、学
会発表の意図があること、研究協力の有無による本人への不
利益は生じないことを説明しアンケートの提出を持って同意と
みなした。
【結果】
退院後の生活に対する不安
〈ADL の変化〉
〈介
護困難〉
〈副介護者不足〉
〈老々介護〉が抽出。再転倒とトイ
レに対する不安には〈ADL 低下〉
〈認知機能低下〉
〈介護者に
対する遠慮〉食事の不安は〈後遺症〉
〈誤嚥性肺炎〉
〈摂食動
作低下〉
〈介護者不足〉
〈認知機能低下〉が抽出。介護不安は〈自
宅介護の知識経験不足〉
〈老々介護〉が抽出。退院先への不満
は〈認知機能低下〉
〈人手不足〉が抽出。
【考察】面談や家族
来棟時、家族背景（家族の仕事状況、副介護者の存在、介護
者の年齢、不安、知識技術、経験）を情報収集。歩行能力や
排泄機能を入院前と比較し具体的な排泄パターンや転倒リス
クを家族、ケアマネジャーに説明することを面談のマニュア
ルに追加し統一した支援を目指す。診療計画書説明時に病棟
の概要説明が不足していたため転入から退院までの流れをマ
ニュアル化し病棟の概要理解を促す。加えてコロナ渦で家族
指導が激減したため、理解しやすいよう介護、医療指導とし
て動画撮影を行い家族、ケアマネジャーと情報共有していく。
今後の年齢や疾患に伴う ADL、認知機能低下を考慮し、施設
の利用範囲や特徴を加えて説明することで安心につながると
考えた。また、看護師の力量により家族への説明や関り方も
異なってくるため介護保険、地域サービス、施設等の勉強会
を行い統一した看護を提供していく。加えて再入院とならな
いよう転入当初より退院を見通しての指導行う必要がある。

倫理的配慮について
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「病棟看護師の退院支援における包括的評価
指標」を用いた A 病院病棟看護師の退院支援
の実態調査
－退院支援の重要性の認識に着目－

キーワード：退院支援 病棟看護師
病棟看護師の退院支援における包括的評価指標

○山根 果林・坂本 有香・藤本 侑子・坂東 加奈子・
米倉 和宏

A 病院地域包括ケア病棟に於ける退院支援リ
ンクナース制度の課題
キーワード：地域包括ケア病棟

多職種連携

退院支援

○山本 彩香・宮西 真由子
医療法人千寿会道後温泉病院

【目的】A 病院は平成 26 年に地域包括ケア病棟を開設。平成
30 年に、受け持ち看護師（以下看護師）への退院支援サポー
トを行う退院支援リンクナース制度（以下 LN）を立ち上げた。

徳島県立三好病院

【目的】A 病院が位置する医療圏には後方支援病院が少ないた
め、急性期病院としての機能だけではなく地域に密着した関わ
りも求められている。そこで、A 病院病棟看護師の退院支援
の実態を知るために、退院支援の重要性の認識に着目した実
態調査を目的する。
【方法】
A 病院病棟看護師 102 名の対象者に、
「病棟看護師の退院支援における包括的評価指標」を用いて質
問紙調査をした。2020 年 7 月 1 日～ 14 日に各病棟看護師長に
研究説明を行い、研究説明文書と無記名自記式質問紙調査票
を手渡し、配布を依頼した。更衣室前に回収箱を設置し、調
査票を回収した。調査票を投函した対象者が特定されないよ
うに病棟毎に番号を付与し、研究者のみに分かるように処理を
することで不利益とならないように行った。また、調査拒否や
回答内容による不利益を受けないこと、調査票は研究目的のみ
で使用することを説明文に記載した。調査票の投函をもって、
本調査に同意を得たこととした。
「病棟看護師の退院支援にお
ける包括的評価指標」を使用するにあたり、
『山本さやか』氏
に事前に許可を得た。指標の内容に改編はせず、既存尺度は
ないため、5「非常に高い」から 1「非常の低い」までの５件
法とした。分析は、対象者の概要と、指標を用いて作成した
35 項目の記述統計行った。回答の得点を確認し、A 病院病棟

看護師は、多職種と連携し患者の退院支援や意思決定支援を
行う中で重要な役割を担う。LN は看護師の経験や能力差に
より退院支援の助言や支援を行う。また、入院時より患者情
報やデータベース等からのスクリーニングを早期に行い、介
護保険取得の必要性や目指す状態や退院先の確認を行う。そ
の他、MSW やセラピスト、栄養士との多職種カンファレン
スを定期的に開催している。日常での看護現場に於いても、
看護師へ退院支援状況を確認しアドバイスを行い、円滑な退
院支援に繋げる事を目標に活動をしている。今回、LN 制度
の現状の課題を明確にし、今後の円滑な退院支援へ繋げる事
を目的に調査を行った為、報告する。
【方法】A 病院地域包
括ケア病棟看護師２４名を対象とした。LN について独自の
アンケートを作成。アンケートは選択式と記述式とし、記述
式結果をコード化した。調査期間は 2021 年 1 月から 2 月と
した。対象者には研究目的、方法、自由参加であり拒否によ
る不利益は生じないこと、個人情報の保護について説明し、
アンケートの回答をもって同意を得たとした。また院内看護
部倫理委員会の承認を得た。
【結果】
LN の役割は２３名
（96%）
が理解し、「退院支援について相談出来る立場」「退院支援の
指導や助言」
「看護師のサポート」を期待していた。LN が必

要である看護師は１７名（70％）、必要でない看護師は７名
看護師特有の因子が確認できるのではないのかと考えたため、 （30％）であった。理由は「体制」３名、「負担」２名、「役
主因子分析を行った。
【結果】主因子分析の結果、2 因子構造
割不足」２名、
「看護師の認識低下」１名であった。
【考察】

が妥当であると考えられた。第 1 因子を < 退院に必要なマネ
ジメントの過程 > 因子、第 2 因子を < 家族・多職種も参加す
る退院支援 > 因子と命名した。各属性と病棟間の差を検討す

るために、各下位尺度得点について t 検定を行った。その結果、
在宅実習の経験と入退院支援参加回数は < 退院に必要なマネ
ジメントの過程 > 下位尺度、訪問看護の実習経験は < 退院に
必要なマネジメントの過程 > と < 家族・多職種も参加する退
院支援 > 下位尺度の項目において、
「ない」より「ある」のほ
うが高い得点を示していた。その他の項目については、有意差
はなかった。
【考察】分析結果より、看護師はどの段階の年齢
や経験年数の時期においても学習をすることで、重要性の認
識が高まり、退院支援への苦手意識や難しさも緩和できると示

アンケート結果により、LN 制度の体制の改善や業務改善が
必要であると考えられた。また、３割の看護師は LN の必要
性を感じておらず、期待する LN の役割遂行ができていない
のではないかと推測された。退院支援について指導・相談・
助言をする立場の LN は、退院支援について知識の充実を図
り、広い視野と柔軟な判断で実践に繋げる必要がある。その
為には社会保険制度や介護保険制度についての知識を深め、
看護師や多職種とのコミュニケーション能力の向上や包括的
な退院支援の知識や技術が課題であると考えられた。更には、
日々看護実践を行う看護師一人一人の退院支援実践能力向上
へ繋げていく事が、一番の課題であると考えられた。

唆される。退院支援に対する認識を高めるためには、退院支
援関連の学習会参加を積極的に促す必要があると考えられる。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
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倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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新任退院支援看護師の成長に関連する経験

新任退院支援看護師の成長に関連する経験

－病棟看護師との関係に焦点をあてて－
キーワード：新任退院支援看護師

成長

経験

病棟看護師

○前田 朝子 ¹・立崎 恵美子 ²

キーワード：新任退院支援看護師

成長

経験

○立崎 恵美子 ¹・前田 朝子 ²

¹ 天使大学看護栄養学部看護学科

¹ 医療法人エム・ティー・エヌ北海道泌尿器科記念病院
² 天使大学看護栄養学部看護学科

² 医療法人エム・ティー・エヌ北海道泌尿器科記念病院
【目的】新任退院支援看護師への質問紙調査と経験の語りか
ら、成長に関連する経験における病棟看護師との関係を明ら
かにする。
【方法】研究対象者は、退院支援部門に配属後１
か月以内の退院支援看護師で同意が得られた者とした。デー
タ収集と分析は、配属後 1 か月時と６か月時に NDPAS（退
院支援看護師の個別支援における職務行動遂行能力評価尺
度）調査を実施し、NDPAS 調査で得られた変数を単変量解
析にて比較した。NDPAS は 4 因子 24 項目で構成され、5 件
法で得点化し、得点が高いほど能力が高い。また、配属後６
か月時に半構造化面接を行った。内容は同意を得て録音、逐
語録を作成し、コード化して、コードの類似性、共通性に基
づいて分類しサブカテゴリ、カテゴリを抽出した。倫理的配
慮として、対象者に研究目的、参加と参加撤回の自由、撤回
による不利益のないこと、個人情報保護について、書面と口
頭で説明し同意を得た。【結果】同意を得られた新任退院支
援看護師 6 名を対象とした。看護職の経験年数は平均 20.4 年
であった。NDPAS の得点は、配属後１か月時に比べ６か月
時で高くなっていたが有意差は認められなかった。NDPAS
項目中の、
『病院スタッフと共に入院中に医療管理やケアを
調整する』など、病院スタッフに関連する 3 項目の得点は 1
か月時、６か月時共に他項目よりも低かった。成長に関連し
た経験の語りから、29 サブカテゴリ、7 カテゴリが抽出され、
病棟看護師との関係に関連したものは［病棟看護師との対応
に苦慮する］［退院支援に向けて病棟看護師と協働するため
に様々な方策をとる］の 2 カテゴリであった。【考察】新任
退院支援看護師は、病棟看護師に声をかけるタイミングで悩
んだり、聞かれたことにうまく答えられないことで同僚との
対応の違いを感じるなど［病棟看護師との対応に苦慮する］
経験をしていた。NDPAS においても、病院スタッフに関連
する項目の得点が低いことから、病棟看護師との関係は配属
6 か月を経ても成長への大きな課題となっていることが推察
される。対応に苦慮しつつも［退院支援に向けて病棟看護師
と協働するために様々な方策をとる］ことができており、協
働に向けて前向きに取り組んでいた。病棟看護師と良好な関
係性を構築して協働するために、退院支援に関する知識・経
験をある程度得るまでは、経験者と複数で病棟訪問すること
が有効と考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

－退院支援部門への配属直後に感じる困難に焦点を
当てて－

はい
はい
はい

【目的】新任退院支援看護師の成長に関連する経験の語りか
ら、退院支援部門への配属直後に感じる困難を明らかにす
る。【方法】研究対象者は、退院支援部門に配属後 1 か月以
内の看護師で同意が得られた者とした。データ収集および分
析方法は、配属後 1 か月時と 6 か月時に NDPAS（退院支援
看護師の個別支援における職務行動遂行能力評価尺度）調査
を実施し、得られた変数を単変量解析にて比較した。さらに
配属後 6 か月時に半構造化面接を行った。NDPAS は 4 因子
24 項目で構成され、5 件法で得点化し、得点が高いほど能力
が高いことを示す。半構造化面接の内容は同意を得て録音し
逐語録を作成、コード化した。コードの類似性、共通性に基
づいて分類しサブカテゴリ、カテゴリを抽出した。倫理的配
慮として、対象者に研究目的、参加と参加撤回の自由、撤回
による不利益のないこと、個人情報保護について書面と口頭
で説明し同意を得た。【結果】同意を得られた 6 名が対象と
なった。看護職の経験年数は平均 20.4 年、現在の職場での経
験年数は平均 12.0 年であった。配属後 1 か月時と 6 か月時
で NDPAS 得点に有意差はなかった。成長に関連した経験の
語りから 244 コード、29 サブカテゴリ、7 カテゴリが抽出さ
れた。カテゴリの一つである［配属直後は戸惑いが大きかっ
た］には「することが多くて驚いた」
「初めは何をしていい
のかわからなかった」
「今まで療養場所のイメージや知識が
なかった」などのコードが含まれていた。
【考察】本研究の
参加者は豊富な看護師経験を有しており、自施設で退院支援
看護師の働きを見聞きし接する機会もあったと考える。しか
し、NDPAS 得点に有意差がなかったことから、これまでの
看護師の経験年数だけでは補えない能力が退院支援看護師に
は必要であると考える。配属直後には予想以上の業務の多さ
に驚き、何をすればよいのかわからず戸惑いを感じ、患者の
退院後の生活をイメージできないなど、多くの困難を感じて
いることが明らかとなった。配属直後の困難な状況に対し、
配属決定後から実際に配属されるまでの間に、退院支援看護
師の役割や業務について知る機会を設け、さらに配属後には、
事例検討などによる支援内容の評価や、在宅看護について学
ぶ機会を設けるなど、継続的に支援していくことが必要と考
える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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地域連携を推進するための「ケアマネジャー・ 急性期病棟に入院する患者への退院前自宅訪
訪問看護師直通電話」の設置に関する報告
問の効果
キーワード：地域連携

連携強化

退院支援看護師

キーワード：急性期病棟

退院前自宅訪問

自宅退院

○千石 千鶴・嶋中 ますみ・松崎 智子・
古田 亜紀子・緒方 典子

○武井 千草・岡﨑 友香・藤本 直美・伊久間 久美・
入澤 知央

恩賜財団済生会横浜市南部病院

独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院

【目的】ケアマネジャーや訪問看護師にとっての病院との連

【目的】急性期病棟に入院する患者への退院前自宅訪問の効

携では、
「連絡しにくい」「敷居が高い」「代表電話が繋がり

果と、患者の自宅退院の促進に向けた今後の課題を明らかに

にくい」等の問題があり、「情報提供がスムーズで相談しや

する。【方法】A 病棟で在宅療養環境整備が必要な患者を対

すい体制」が求められる。A 病院は、2019 年 3 月より退院

象に多職種で退院前自宅訪問を行い、訪問時の確認項目を用

支援看護師が直接対応する専用ダイヤル（以下なでしこダイ

いて在宅での療養上の指導を行う。また退院後 1 週間を目安

ヤル）を設置した。今回は、開始後約２年間のなでしこダイ

に病棟看護師が自宅訪問を行い、患者・家族に対し退院後の

ヤルの実績と評価について報告する。【方法】1. なでしこダ

生活状況の確認と退院前自宅訪問に関してインタビュー調査

イヤルは、退院支援看護師 6 名が専用 PHS を交代で対応し

を行った。インタビュー結果から逐語録を作成し意味内容が

ており、2019 年 3 ～ 2021 年 3 月の業績について整理する。2.

類似する記録単位をカテゴリ化した。【結果】8 件の退院前

アンケート調査は、年 2 回開催しているケアマネジャーとの

自宅訪問と退院後自宅訪問を実施し、インタビューの中から

交流会（調査は 2019 年 11 月 22 日に実施）の参加者で、同

急性期病棟に入院する患者への退院前自宅訪問の効果として

意を得られた 36 名にアンケートを実施し、単純集計にて分

61 記録単位を抽出し 12 カテゴリを形成した。12 カテゴリ

析した。3. 倫理的配慮について、結果の公表はアンケートの

は、(1) 退院前自宅訪問の効果があった、(2) 退院前自宅訪問

提出を持って同意とし、A 病院臨床研究倫理部会の承認を得

の効果がなかった、(3) 退院前自宅訪問に対する思い、(4) 退

た。
【結果】1. なでしこダイヤルの実績：連絡件数は、総数

院前自宅訪問後にも不安が残っていた 、
の 4 つに大別された。

5、885 件（2019 年 度 ）2、941 件、2020 年 度 2、944 件 ） 月

【考察】退院前自宅訪問の効果があったカテゴリの理由とし

平均 235 件、1 日平は 11.6 件であった。連絡者は、ケアマネ

て、退院前自宅訪問を多職種で実施したことで患者の問題を

ジャー 3、601 件（59.0%）、訪問看護師が 1、365 件（22.3%）
、

多角的に捉えることができ個別的な指導が安心感へ繋がった

その他（包括支援センター職員等）が 1、142 件（18.7%）で

ことがあげられる。一方で効果が得られなかったカテゴリに

あった。2. アンケート結果：対象者 36 名のうち、なでしこ

ついては、本研究対象者は高齢であり予防的な危険のリスク

ダイヤルを利用したことがあるのは 23 名（72%）で、利用

に対する理解が困難であった等の理由が考えられる。また、

目的は「患者情報に関する連絡・問い合わせ」
（17 名）や「病

自宅訪問に対して家族が羞恥心を感じるケースもあり、これ

棟訪問の事前連絡」（16 名）が多かった。また、なでしこダ

は日々の信頼関係の構築によって羞恥心を軽減出来ると考え

イヤルは連携強化に繋がっていると思うかの問いでは、
「と

る。退院前自宅訪問後にも不安が残存していたカテゴリの理

てもそう思う」が 12 名（52%）
、「そう思う」が 11 名（48%）

由については、退院後の生活に対する意向を患者・家族に確

であった。さらに、なでしこダイヤルの満足度は、
「とても

認し、不安を多職種で共有することが重要であると考える。

満足」11 名（48%）「満足」12 名（52%）であった。
【考察】

患者の自宅退院の促進に向けた今後の課題として、病棟看護

結果より「なでしこダイヤル」は、ケアマネジャーや訪問看

師は「短い在院日数の中で退院後の生活をイメージして、安

護師との連携強化に繋がっていることが分かった。2020 年 3

全な生活が送れるような支援を考える高いアセスメント能力

月より COVID － 19 の感染防止対策のため退院前カンファ

を身に付ける」
、「退院支援に関する能力を身に付ける」
、
「退

レンスが実施できない事態となり、なでしこダイヤルを利用

院後の生活に対する意向を患者・家族に確認する」
、
「 患者・

して担当部署の退院支援看護師と情報交換を行う機会が増え

家族の抱える不安を多職種で共有する」ことが重要であると

ている。以上よりなでしこダイヤルは病院と地域で在宅を支

明らかになった。

える人々との連携の障壁を取り除き、より深く繋がるための
取り組みに有効であったと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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新病院移転に伴う外来・入退院支援部門の継
続看護の取り組み
キーワード：継続看護

外来看護

入退院支援

○石渡 未来・川上 幸子・西井 晶子・藤本 晶子・
望月 久美子・笠井 克子・市村 博子・松岡 弓子・
大谷 志津子・三島 聖
横浜市立市民病院

終末期における在宅療養者と家族との看取り
キーワード：終末期

療養者

家族

在宅看取り

○高橋 研
JA 秋田厚生連雄勝中央病院

【目的】在宅療養中戸惑いや不安を持ちながらも在宅看取り
を行う事が出来た A 氏とその家族との関わりで、戸惑いや
不安を軽減する効果のあった関わりを明らかにする。
【方法】

【目的】A 病院は、がん診療、救急医療、感染症医療、小児・

事例研究。A 氏、80 歳代、男性、妻と 2 人暮らし。患者情

母子医療・地域医療、災害医療を担う地域の基幹病院であり、

報を収集し、プロセスレコードを作成、終末期における家族

202X 年新病院への移転を経験した。地域包括ケアシステム

の不安や在宅看取りの視点から分析した。研究の趣旨を妻と

において、従来の病院完結型から地域完結型の体制への転換

長女へ同意書を用いて説明した。任意参加である事、知り得

が求められるなか、A 病院の外来部門と入退院支援部門で

た情報は研究以外の目的で使用しない事、個人が特定されな

は、安全・安心で質の高い医療を提供すると共に、
「患者は

いよう配慮する事を口頭と文書で伝え、同意を得た。【結果】

地域で暮らす生活者である」という視点からの看護を目標と

A 氏は状態悪化前から在宅療養を希望していた。妻は介護へ

して、新病院継続看護チーム（以下継続看護チーム）を発足

の不安の訴えがあった。夫婦の状態を遠方の長女にも連絡し、

させた。今回はその取り組みを報告する。【方法】202X 年 5

帰省時は妻と一緒に介護した。主治医より終末期であると説

月～ 202Y 年 3 月の継続看護チーム活動記録をもとに、運営

明を受け、家族は在宅看取りを選択し長女は涙ぐむ妻を励ま

枠組み、活動内容を整理した。倫理的配慮として個人が特定

していた。妻と長女へ看取りのパンフレットを用い、終末期

されないよう配慮し、所属看護部倫理審査の承認を得た。
【結

における状態変化について説明した。妻は理解を示すが、説

果】継続看護チーム運営枠組み：メンバーは、外来・入退院

明後も点滴を希望したり、むせる A 氏に食事を介助する事

支援部門の看護課長 1 名・看護師長 4 名・看護師 25 名とし、

があった。終末期より毎日訪問に変更、A 氏の状態を説明し

専門看護師 1 名が運営を担当した。定例会は、毎月（1 時間） 「教えてもらったから安心できる、さわる事も怖くない」と、
家族と清潔ケアを実施した。A 氏は自宅で永眠。家族と共に
開催した。試行として、外来・入退院支援部門・病棟の協力
看護師により「継続看護が必要」と判断された患者は、電子

生前の思い出話をしながらエンゼルケアを実施し、妻が希望

カルテに印をつけて明示した。継続看護チーム活動内容：定

した服に着替えた。弔問時、長女は家で最後を迎えられて良

例会では、気がかりな患者の事例検討、情報共有、課題の明

かったと笑顔で話し、妻も頷いていた。
【考察】妻の言動か

確化を実施した。期間中 23 事例の検討を行い、3 事例は多

ら、家族は療養者の変化を受容出来ず、在宅看取りの決断や

職種カンファレンス、2 事例は多職種報告会（キャンサーボー

家族の思いが揺らぎ不安となっていたと考える。看護師は、

ド・地域事例検討会）が実施されていた。試行に協力した看

その思いを常に傾聴し不安や戸惑いを理解する必要がある。

護師により「継続看護が必要」と判断された患者は 535 名お

状態悪化前から子供たちへ働きかけ介護に参加してもらった

り、各部門にてカンファレンスや看護が実践され記録に残さ

事で、妻一人で介護する不安が軽減され、在宅療養を継続す

れていた。特にがんの苦痛緩和や、治療・療養の場の意思決

る事が出来た。家族は終末期に A 氏の状態がどう変化する

定支援を必要とする患者があがることが多く、院内認定・専

のか想像出来ず、最期を看取る心の準備が困難で戸惑いや不

門看護師、他部門・職種・専門チームへの相談、退院前後訪

安を感じていた。パンフレット指導や家族と共に清潔ケアを

問、訪問看護・訪問診療との連携につながる事例があった。
【考

行った事、終末期に看護師が毎日訪問し A 氏の現状を説明

察】地域で暮らす生活者を支える視点での取り組みとして、

した事は不安の軽減に有効であったと考える。エンゼルケア

継続看護が必要な患者を電子カルテの印で表示する方法によ

を実施した際や弔問時に A 氏の死を悲しむ発言がなく、看

り、他部門の看護師でもわかりやすく把握することができた

取った事に達成感を得ている事から、これらの関わりが家族

と考える。さらに各部門の看護師間で相談しながら看護実践・

の不安や戸惑いを軽減するものであったと言える。

記録を行い、必要時には認定・専門看護師、他部門・他職種
や専門チーム、地域との協働につなげられていた。継続看護
チームの定例会は、こうした継続看護の経過や経験を言語化
して共有・相談でき、次の支援につなげられる場となってい
たと考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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医療処置が必要となった療養者、家族の在宅
での実施状況と課題

A 訪問看護ステーションの新規訪問看護介入
者における 24 時間緊急連絡電話の実態

キーワード：訪問看護

キーワード：訪問看護

医療処置

継続

○林 ありさ ¹・新村 真樹 ¹・近藤 道代 ¹・
上野 栄一 ²

長野赤十字訪問看護ステーション

【目的】Ａ訪問看護ステーションは、高度急性期病院に併設

【目的】入院中から医療処置が必要となり、退院に向け病棟
看護師より指導を受けた療養者やその家族が、退院後に在宅
でどのように実施できているか、実施できない場合はその要
因を明らかにする。【方法】医療処置が必要となった療養者・
その家族、退院後初回訪問を行った訪問看護師、指導を行っ
た病棟担当看護師にアンケート調査を行った。研究デザイン
はアンケート調査、事例研究で実施した。【結果】事例は３
例（輸液交換２例、吸痰処置１例）で医療処置は実施できて
いた。実施者は３事例とも指導を受けた家族（70 歳代２名、
40 歳代１名）で、４回以上指導を受けていた。70 代の２名
は、実施する際にわからないことはあまりなかったが、在宅
での実施に対しての不安がたくさんあり、不安の理由は「忘
れてしまうから」であった。家族の手技獲得の自立度につい
ては、病棟看護師は３事例とも全て自立と評価していたが、
訪問看護師は１事例のみ自立と評価した。必要な物品が不足
している、処置の時間が曖昧である、処置を間違うなどがあっ
たため再指導を行っていた。どの事例においても入院中に４
回以上指導を受けており、在宅で医療処置を実施する際にわ
からないことはあまりないと回答しているが入院中に使用し
たパンフレットは活用されていなかった。退院後の新たな不
安や分からない事について、不測の事態が起きた場合の対応
については不安があると記載した対象が１事例あった。
【考
察】自宅での医療処置を行う際どのような管理するか、その
ために必要な物品はあるかなど、生活をイメージしながら指
導できていなかった可能性がある。また、入院中より起こり
うる機器のトラブルや状態変化に対する対処方法の説明が不
十分であったため不安となったと考える。入院中は手技獲得
を目指した指導が中心となっている可能性があるため、退院
時より医療処置を行う生活に不安があることを理解し介入す
る必要がある。退院後の不測の事態に対する不安については、
入院中より起こりうる機器のトラブルや療養者本人の状態変
化に対する対処方法について病棟看護師から説明を行い、退
院後は訪問看護師がその場に合った方法か確認し、その都度
繰り返し対応していくことが必要である。

350

緊急連絡電話

○坂口 美香・櫻澤 絵里子

¹ 厚生連高岡訪問看護ステーション
² 奈良学園大学保健医療学部看護学科

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

在宅支援

はい
はい
はい

し 24 時間対応体制・緊急時訪問看護加算を算定し、緊急時
の電話相談や訪問をしている。新規訪問看護介入者において
は、医療的な処置や状態変化に不安があるため相談が多いと
感じていた。そこで、実際に新規訪問看護介入者からの緊急
連絡電話件数、相談内容、利用者の背景を明らかにし、結果
を在宅療養生活の継続支援に活かせるようにこの研究に取り
組んだ。【方法】対象者 : 2019 年 4 月 1 日～ 9 月 30 日に新規
依頼があり介入した利用者 73 名。1 ヶ月以内の緊急携帯電
話記録、及び訪問看護記録よりデータを収集する。データを
調査用紙に記載し項目別に単純集計し分析する。個人が特定
できないよう配慮し、所属する看護部門の倫理審査委員会に
て承認を受けた。
【結果】緊急連絡電話があったのは、新規
訪問看護介入者 73 名中の 24 名で 32.8％であり、件数は 62
件であった。複数回電話があったのは、14 名で 58.3％であ
り 52 件であった。1 か月平均 0 ～ 20％。相談内容は、点滴
13 件（同一利用者）
、呼吸状態 8 件、その他 8 件、医療機器・
輸液ポンプ 7 件、状態相談 6 件、訪問について 6 件、発熱 5
件、次いで内服、排便、尿関連、転倒であった。利用者年齢
は 70 歳以上が 69.7% であり、介護者年齢は 70 歳以上が 60%
であった。主な疾患は悪性腫瘍 39.7%、血液疾患 12.3%、循
環器疾患 11%、精神・認知症 11% であった。新規訪問看護
介入者の 63％が医療処置を行っており、1 ヵ月以内の入院は
21 名であった。
【考察】緊急連絡電話があった新規訪問看護
介入者は約 3 割であり予想より少なく、相談件数は月により
ばらつきがあった。１か月以内の入院が約 3 割あったため、
利用者の状態が電話件数に影響したと考える。複数回連絡者
が約 6 割を占めたことからは、相談内容をスタッフで情報共
有し対応を検討する必要がある。医療処置が多いことや、利
用者と介護者の高齢化もトラブルや対応の難しさに繋がって
いると考える。また、身体症状の変化がみられた時に、どう
対応すれば良いか分からなくなり、利用者と家族の不安が関
係していると考える。緊急連絡電話が、新規訪問看護介入者
にとっての安心に繋がるように、相談しやすい対応をしてい
く必要があると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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訪問看護師の褥瘡ケアに関する調査
－病院と訪問看護ステーションの連携強化に
よる褥瘡ケアの充実と再発予防を目指して－
キーワード：褥瘡ケア
家族指導

在宅療養

訪問看護

退院指導

皮膚・排泄ケア認定特定看護師が在宅で特定
行為を実施した実践報告
キーワード：特定看護師

地域

在宅ケア

○大山 瞳

○滋野 幸絵・成田 都・稲垣 絵美・東 美奈子・
田代 望和

株式会社日立製作所ひたちなか総合病院

【目的】地域包括ケアのシステムが提唱され、訪問看護経験
のある皮膚・排泄ケアの観点から在宅へのとりくみを展開し

公立阿伎留医療センター

【目的】A 病院所在地域の高齢化率は 2021 年現在 30.1％で今
後も上昇傾向が続く見込みである。A 病院に褥瘡を有し入
院する患者の約５割が在宅からであり、退院後、在宅でも褥
瘡ケアを継続し、再発させないことが大事である。そこで訪
問看護ステーションの看護師を対象に、在宅療養における褥
瘡ケアの実態を調査し、今後、病院と訪問看護ステーション
の連携強化によって、在宅における褥瘡ケアの充実と再発防
止を検討する資料とすることを目的とする。
【方法】2019 年
11 月、A 病院と連携する 31 訪問看護ステーション中、管理
者の協力同意が得られた 18 か所の看護師 74 名を対象に、在
宅療養者の褥瘡ケアに関する無記名アンケート調査を行っ
た。調査内容は、看護師経験年数、訪問看護師経験年数、褥
瘡保有利用者への褥瘡ケア、褥瘡改善の妨げについてであ
る。研究概要と非参加による不利益の非発生の保証を記した
依頼文書と返信用封筒を同封した。本研究は A 病院倫理審
査委員会の承認を得ている。【結果】16 施設 68 名（回収率
91.9％）より回答を得られた。看護師経験年数 20 年以上 36
名（52.9％）、訪問看護師経験年数 3 年未満 29 名（42.6％）
、
5 ～ 10 年未満 17 名（25.0％）であった。実施率が高い褥瘡
ケアは、ポジショニングの工夫 63 名（92.6％）、エアマット
使用 60 名（88.2％）、ポリウレタンフィルム使用 60 名（88.2％）
、
栄養指導 56 名（82.4％）、保湿剤塗布 52 名（76.5％）であっ
たが、乾燥、冷却シート貼付、骨突出部マッサージ、円座使
用等の回答も少数あった。褥瘡改善の妨げ要因は、家族の
知識不足 35 名（51.5％）、清拭ケア不足 33 名（48.5％）
、介
護疲れ 29 名（42.6％）、協力不足 22 名（32.4％）、家族の非
同居 21 名（30.9％）、訪問看護利用回数不足 15 名（22.1％）
、
訪問看護師の知識不足 12 名（17.6％）であった。【考察】適
切な褥瘡ケアが実施される一方、一部で非推奨のケアが実施
されている。訪問看護師の褥瘡ケアの知識とスキルの更新が

ている。その 1 つに訪問看護ステーション看護師との同行訪
問がある。前回の研究より褥瘡ケアで介入した 69％が壊死
組織を有する褥瘡であり在宅での特定行為の必要性が示唆さ
れた。特定看護師として院内医師はもとより、院外医師の手
順書により在宅で血流のない壊死組織のデブリードメント、
局所陰圧閉鎖療法の対応を経験した。その内容を報告する。
【方法】対象

期間中に

A 施設皮膚・排泄ケア認定特定看

護師が在宅において血流のない壊死組織のデブリードメン
ト、局所陰圧閉鎖療法をおこなった患者
月から 20XX 年 3 月の一年間
訪問数

内容

期間

20XX 年 4

1、訪問看護との同行

2、血流のない壊死組織のデブリードメント、局所

陰圧閉鎖療法実施数、 3、有害事象の有無、程度
医師の院内院外別の数

5、訪問した地域

4、指示

倫理的配慮

本

演題発表に関して、A 施設倫理委員会において承認を受けて
いる。【結果】訪問看護師との同行訪問数は延べ 33 件であっ
た。このうち血流のない壊死組織のデブリードメント 10 件、
局所陰圧閉鎖療法 2 件であった。指示医師は院内が 2 件、院
外 10 件。地域は市内 4 件、市外 8 件であった。同行訪問の
依頼をうけた時点で褥瘡に壊死組織があれば事前に担当医師
と連携し、血流のない壊死組織のデブリードメントの手順書
を受けた。すべての医師が快諾した。有害事象はなく、その
後の褥瘡の経過は治癒もしくは治癒過程である。
【考察】
皮膚・
排泄ケア認定特定看護師として、院外医師の手順書により在
宅で特定行為が安全に実施できた。在宅で専門的ケアを受け
られることに家族をはじめ在宅チームから好評である。在宅
で過ごし褥瘡を有する方の多くは、介助が必要で、移動に時
間と労力、費用を有する。これらの背景からも在宅での特定
行為は効果的といえる。在宅での専門的ケア介入は益々必要
となってくる。未だ診療報酬として認められていないため、
認められるよう活動と効果を発信していきたい。

必要である。家族の知識・協力不足やマンパワー不足が在宅
での褥瘡ケアを妨げていることから、在宅療養移行患者の家
族に対し、褥瘡の発生や予防に関する情報を提供し、改善や
再発防止の為の家族の関わりを理解して頂く、訪問看護を上
手く活用し調整することが課題として浮かび上がった。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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小児 1 型糖尿病初発患者への患者教育の検討
－入院中と退院後の患者のセルフケアの比較－

A 病院外来に通院している高齢インスリン治
療患者の実態と課題

キーワード：小児

キーワード：インスリン治療

1 型糖尿病

患者教育

セルフケア

高齢者

外来

実態調査

○平山 翔子・石井 優子・浅田 美結・森 朱美

○石川 真弓 ¹・高橋 順子 ¹・田辺 生子 ²

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター

¹ 社会医療法人桑名恵風会桑名病院
² 新潟青陵大学

【目的】退院後にインスリンの怠薬、食生活の乱れが発覚し
た事例の、入院中と退院後の患者と家族のセルフケアを比較
し、入院中に不足していた患者教育を明らかにする。
【方法】
期間：20XX 年 10 月～ 20XX ＋ 1 年 2 月。対象：1 型糖尿病
初発の小学校中学年の児。方法：入院中と退院後の診療記録
より患者・家族の言動、医療者の指導内容を抽出した。患者
は『こどものセルフケア看護理論』の中の、「こどものセル
フケアの実行を可能にする力の構成要素」に沿い、不足して
いたセルフケア能力を明確にした。家族は「こどもへのケア
の実行を可能にする力の構成要素」に沿い、不足していたこ
どもへのケアを行う能力を明確にした。これらを基に入院中
と退院後の患者と家族のセルフケアを比較し、不足していた
患者教育を検討した。この研究は A センター看護部倫理委
員会の承認を得た。【結果】入院中に血糖測定やインスリン
自己注射の指導を行ったが、患者は知識を伴ったセルフケア
の実施はできておらず、手順通りに実施するのみであり、
〈セ
ルフケアについての知識を獲得し、記憶し、実践する能力〉
は手技のみの獲得にとどまり、退院後もセルフケアを行う動
機づけができていなかった。退院 1 週間前に実施した発達検

【目的】A 病院外来に通院しインスリン治療中の高齢患者の
実態を調査し課題を検討する。
【方法】研究デザイン：質問
紙調査による量的調査

対象：A 病院でインスリン注射を

行なっている 65 歳以上の外来通院患者
11 月～ 2020 年 1 月

研究期間：2019 年

調査内容：属性、現病歴、検査データ

等は患者のカルテより情報収集した。インスリン注射の思い
等に関して、研究者が作成した自記式質問紙による聞き取り
調査を対象者の外来受診時に実施した。インスリン注射・自
己血糖測定（以下、SMBG とする）の手技評価は病院独自の
評価表を用いて研究者が実施した。分析方法：アンケート集
計結果、およびカルテより収集した情報を記述統計にて分析
した。倫理的配慮：A 病院倫理審査委員会の承認を得て調査
を実施した。対象者には研究の趣旨を説明し同意を得て実施
した。【結果】対象者は 44 人、質問紙回収数 44 人（有効回
答率 100％）だった。対象者の属性は、年齢平均 76.8 歳（65
歳 -92 歳）で男女の比率はほぼ半数であった。35 人（79.5％）
がインスリン自己注射を実施していた。インスリン治療歴
は 5 年以上 10 年未満が 16 人（36.3％）で最も多かった。イ

査では 6 歳相当の発達であると診断されたが、母は患者の理

ンスリン自己注射の不安は、あり 8 人（22.8％）
、ない 28 人

であった。患者任せにすることの危険性を何度も説明してい

だった。思っていない理由は、「自分でやるべきこと」「最期

解度を把握できておらず、ケアの実施は患者任せにしており、 （77.8％）だった。将来誰かにインスリン注射をお願いしたい
と思っていないが 24 人（68.5％）
、
思っているが 11 人（31.4％）
〈こどもへのケアに必要な要因に注意を払う能力〉は不十分
たが、面会時間も少なく、母が治療に必要な知識を十分に獲
得できていないまま退院となってしまった。退院後は母が中
心となってケアを行っており、不安の表出が増えていた。
【考
察】患者の発達段階が年齢相当ではない疑いが生じた時点で
発達検査の依頼や患者の発達段階、家庭環境を再評価し、退
院後も継続可能なセルフケアの目標を決定することが必要と
考える。家族による支援が不足している場合は支援の必要性
を説明し、家族が患者の理解度を把握していない場合は、成
人移行支援で使用するチェックシートなどの、患者の現在の
理解度がわかる媒体を用いて家族の役割を説明することが重
要である。また、退院後のイメージができる外泊や家族の付
き添いも必要であった。さらに、患者の通学している学校へ
は情報提供を行っていたが、学校以外での家族支援を行う体
制を地域と連携して整えることができていない。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

まで自分でやりたい」が多かった。インスリン治療歴 5 年未
満では、手技良好 11 人、やや問題あるが可 0 人、不良 1 人、
他者実施 3 人であった。インスリン治療歴 5 年以上では、手
技良好 18 人、やや問題あるが可 7 人、不良 1 人、他者実施
3 人であった。【考察】インスリン治療歴が 5 年以上になる
と「手技良好」の人の割合が減少し「やや問題あるが可」が
増加傾向になる。 これは、インスリン注射を継続する中で
認知症状出現や手指の巧緻作業の困難さ等、加齢の影響によ
るためと考える。しかし、患者のインスリン注射を将来誰か
にお願いしたい思いは低く、
「人生の最期まで自分でやりた
い」という思いがあることが明らかになった。患者の自己注
射を継続したい思いを尊重し支援することが大切である。患
者の主体性を保ちつつ、患者も家族のサポートを受容できる
よう関係調整を図ることが今後の課題と考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅴ - ４

口腔汚染が著明な患者に対する誤嚥性肺炎予
防を目的とした介入の考察
キーワード：口腔ケア

口腔汚染

誤嚥性肺炎

○加藤 修人・野口 貴文・宮原 めぐみ・
三谷 亜紀子
筑波大学附属病院

【目的】誤嚥性肺炎は 2019 年度における日本人の死因第 6 位

広汎子宮全摘出術後に補助療法を受ける患者
の排尿障害に対する思いの変化と対処行動に
ついての質的研究
キーワード：広汎子宮全摘出術

排尿障害

補助療法

○鷲田 明子・清水 真佐子・清水 典江・
遠田 麻衣子・坂本 理沙・澤田石 彩
金沢大学附属病院

であり、これを予防することは重要な課題といえる。その予

【目的】広汎子宮全摘出術を受けた患者は、なかなか改善し

防には口腔内を清潔に保つことが有効とされている。入院

ない排尿障害に不安やストレスを抱えながら補助療法に臨ま

時、意識レベルが低下し口腔内の乾燥、汚染が著明な患者に

なければならない。医療者は補助療法へのケアを優先させて

対して実施した看護ケアが誤嚥性肺炎の予防に有効であった

しまう傾向があり、排尿障害に対する継続支援が不十分であ

か考察し報告する。【方法】A 氏 80 代男性、うっ血性心不

ると考えられた。そこで、本研究は広汎子宮全摘出術後に補

全、低酸素血症による意識障害で入院していた。A 氏は常

助療法を受ける患者の排尿障害に対する思いの変化と対処行

に開口し、口腔内乾燥著明で痰塊が付着していた。殆ど発語

動について明らかにすることで、必要な看護介入の示唆を得

がなく、ST 評価では随意嚥下困難とされていた。2 時間ご

ることを目的とした。
【方法】
対象者に半構造的面接を実施し、

とにスポンジブラシと 2％重曹水を用いて口腔ケアと唾液腺

質的帰納的に分析した。対象者に口頭と文書にて研究目的、

マッサージを実施した。また枕を高くし自然に閉口するよう

自由意志による同意と拒否及び撤回、プライバシーの保護、

にポジショニングを行った。継続したケアを実施するために

結果の公表について説明し、同意を得た。
【結果】研究参加

以上の方法を記したガイドを作成しスタッフ間で共有した。

に同意が得られた 6 名を分析した。広汎子宮全摘出術後に補

連日口腔内を撮影し、Eilers 口腔アセスメントガイド（以下、

助療法を受ける患者の排尿障害に対する思いの変化と対処行

OAG）を使用して評価した。なお学会発表について A 氏の

動として、36 個の代表的なコード、13 個のサブカテゴリー、

身元保証人に同意を得た。【結果】約 1 週間介入し OAG は

5 個のカテゴリーが抽出された。以下、カテゴリーを『』
、

声、舌、唾液、粘膜の項目で改善し、介入前の 20 点から 15

サブカテゴリーを≪≫で示す。広汎子宮全摘出術後に補助療

点に向上した。また痰が湿潤し自己喀痰可能になり、発語の

法を受ける患者は、排尿障害に直面した際、≪後遺症と割り

増加も認めた。
【考察】吉岡らは意識レベルの低下が続く患

切り、仕方ないと納得する≫など『術後変化した身体として

者は、常時開口しており舌の動きがないなどの口腔機能が低

事実を受け止める』ことをしていた。その後、看護師と共に

下した状態であり、口腔内の強い乾燥や衛生状態の悪化を招

排尿訓練に取り組みながら≪先が見えないことで不安にな

くと述べている。また、坂井によると口腔内が乾燥すると細

る≫、≪改善を期待する≫など『くすぶる排尿障害に一喜一

菌が繁殖しやすく、誤嚥性肺炎をはじめとする感染症の契機

憂する』ことを繰り返しながら≪話を聞いてもらい、気持ち

になるとしている。常時開口し発語が殆どなかった A 氏は

を整理する≫などの対処行動をとり、
『揺れ動く気持ちを自

口腔状態が悪化しやすい状況にあった。2 時間ごとの口腔ケ

分なりに消化する』ことをしていた。また≪排尿訓練を通し

ア、閉口を促すポジショニングの実施により、口腔内の湿潤

て自分の体を知る≫、≪自分なりの工夫ができるようにな

環境が維持され細菌の発生を予防することができたのではな

る≫など排尿訓練を継続することで『排尿訓練での経験が糧

いかと考えられる。さらに、原らによると唾液腺マッサージ

となる』となっていた。そして補助療法開始時には≪おしっ

直後の唾液分泌増加が認められ、口渇感の改善や安静時唾液

このことは忘れない≫など『補助療法中も排尿を気にかける』

量の増加がのちにみられたとされている。A 氏はケアによっ

ようになっていたが、≪副作用でおしっこが後回しになる≫

て口腔内が湿潤し、痰が軟らかくなったことで自己喀痰が可

こともあった。【考察】広汎子宮全摘出術を受けた患者は、

能になった。これは誤嚥性肺炎を患者自身の力で防ぐことに

くすぶる排尿障害に一喜一憂しながらも術後変化した状況に

繋がったと言えるのではないだろうか。直接的な口腔ケアと

適応しようと努力を重ねていた。また、看護師と共に取り組

間接的なケアを並行して行い、客観的な指標とガイドを活用

んだ排尿訓練での経験を糧に、自分なりの工夫を身につけ、

したことでケアの質の継続性が担保され、口腔汚染が改善さ

生活の中で排尿を気にかけるよう成長していた。今後は、揺

れた。口腔内の細菌除去とマッサージによる機能回復により

れ動く患者の気持ちを理解し、努力を支えながら補助療法の

誤嚥性肺炎の予防につながったと考える。

副作用症状など体調の変化に合わせた工夫を患者と共に考え
るなど、継続した支援が必要であると示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅴ - ６

ストーマセルフケアに患者と家族の目線を取
り入れた DVD 視聴と目標達成シートを用い
た効果

－便漏れにより様々な苦痛が生じた事例への関わり－

キーワード：ストーマセルフケア

キーワード：ストーマ

目標達成シート

DVD

便漏れ

訪問看護

多職種連携

○林 玲奈・青山 弥生・渡辺 桃子

○福島 香織

いわき市医療センター

社会福祉法人静岡市社会福祉協議会訪問看護ステーションしずお
か

【目的】A 病院 B 病棟のストーマ造設患者は、術後６回の指
導でストーマセルフケア（以下セルフケア）確立を目標とし
ている。しかし、患者・家族はセルフケアのイメージができ
ず、不安から指導回数の延長が多かった。患者と家族目線
の DVD（以下 DVD）と、ゴールを意識した目標達成シート
（以下シート）を用い、6 回の指導で患者・家族が自信をもっ
てセルフケアの手技習得ができるかを明らかにする。
【方法】
期間：令和 2 年 6 月～令和 3 年 1 月

対象：ストーマを造設

し自宅退院を目標にした患者 22 名、Ｂ病棟看護師 21 名

方

法：DVD は腹部を上から見た患者目線と腹部を正面から見
た家族目線を取り入れ作成、初回面板交換前に視聴とした。
指導は、ストーマを見る、面板を剥がす、カットする、貼付
する、助言のもと一通り実施、単独実施の６段階とし、前回
の内容確認後、次の指導を実施した。シートは「桃太郎」の
童話に合わせたストーリー仕立てとし、手技習得毎に物語の
一部のシールを貼付、全ての手技習得で物語が完成するよう
にした。シートには患者の自己評価（一人でできる２点・助
言でできる１点・援助が必要０点）と感想、看護師の他者評
価と患者へのポジティブメッセージを記載した。手技習得ま
での指導回数を集計、自己・他者評価点数を比較、患者の
感想をまとめた。看護師に DVD、シートの意見について無
記名のアンケート調査を行い、内容をまとめた。病院倫理委
員会の承認を得た。
【結果】自己評価は「面板を剥がす」が、
平均 1.67 点と最も低かった。自己・他者評価の点数差は指導
毎に縮小し、自己・他者評価とも最終指導時には全員が満点
だった。患者の感想は、「だんだん面板貼付が上手になった」
「DVD でイメージできたので、よく分かった」「桃太郎が完
成したとき達成感があった」などであった。平均指導回数は
5.7 回で、全員が６回以内で手技習得した。看護師は「目標
が明確で指導しやすい」など全員が肯定的な意見だった。
【考
察】初回面板交換前に患者目線の DVD を視聴したことでス
トーマやケアの方法をイメージでき、スムーズにセルフケア
に取り組むことにつながったと考える。シートは段階毎に目
標を立て、振り返りを行うことで患者・看護師で目標を共有
できた。患者はストーマ造設から退院までを桃太郎の物語に
重ね、楽しみながら手技習得し、目標の指導回数でセルフケ
アが確立できたと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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傍ストーマヘルニアを併発した高齢がん末期
患者の訪問看護

【目的】傍ストーマヘルニアを併発したことにより便漏れが
生じ、苦痛を感じている A 氏の訪問看護を行い、苦痛を緩
和するための効果的なケアが行えたと思われたため報告す
る。【方法】対象：A 氏、80 代男性、妻と二人暮らし、大腸
がんにてストーマ造設。方法：A 氏の問題、その原因、看護
の必要性とその理由、ケアとその根拠、A 氏と妻の変化を時
系列に書き出し分析した。分析は在宅看護専門看護師にスー
パーバイズを受けた。倫理的配慮：A 氏と妻に研究の目的と
方法、匿名性に配慮した発表形式について口頭で説明し同意
を得ると共に組織的合意を得た。
【結果】夫婦共にストーマ
を受容できず、ストーマ装具交換は訪問看護とデイサービス
にて行っていた。次第に便漏れが頻回に起きるようになると、
A 氏も妻も便漏れと便臭に対し不快感を強く訴えた。そして、
妻からは A 氏の存在を否定する言葉が聞かれた。更に A 氏
は便漏れが気になり、大好きな畑仕事が思うようにできなく
なった。これらの苦痛により A 氏は「死にたい」と訴える
ようになった。そこで、自尊心が護られた生活を取り戻すこ
とを目標とし、
1）
A 氏と妻の思いを傾聴し問題点を明確化。2）
デイサービスと訪問看護の連絡ノートを作成し、ストーマの
状態の共有とストーマ装具交換の手技を統一。3）手術をし
た病院の皮膚・排泄ケア認定看護師外来の受診に訪問看護師
も同行し、
問題点を相談。便臭解消効果のあるゼリーやストー
マ固定ベルトの情報提供を受け実施。4）ストーマ装具の変
更も行ったが効果はなく、他患者の便漏れ対策を情報収集し、
面板に切り込みを入れる等の工夫。を行った。1）～ 4）に
より便臭が軽減され便漏れがなくなると、A 氏は思い通りに
畑仕事ができるようになり、
夜も「安心して眠れるようになっ
た」と話した。
「死にたい」との発言も聞かれなくなり、妻
も「お父さんが死んだら淋しい」と話すようになった。また、
他患者の便漏れ対策を伝えた際には「ストーマで苦労してい
るのは私たちだけではないんだね」と A 氏と妻が話す姿が
見られた。
【考察】A 氏と妻の言動の変化から、A 氏の自尊
心が護られ苦痛の緩和が図れたのではないかと考えた。A 氏
の症例を通し、訪問看護師は、患者を支持するために問題点
を早急にアセスメントし解決へ導かなければならないこと、
解決のためには多職種連携や創意工夫する姿勢が重要である
ことを学んだ。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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定期的な内服カンファレンスの導入

－脳血管疾患患者の内服自己管理移行率の向上に向
けて－
キーワード：脳神経外科 脳血管疾患
内服管理 服薬管理

カンファレンス

失語症患者との関わりで重要な要素となる傾
聴について分析

－症例から信頼関係を構築する過程を検討－
キーワード：失語症

傾聴

信頼関係

○平田 沙織・村田 菜緒・川原崎 由美子・
鈴木 福子

○兼田 祥子・福間 千恵美・川邊 由希子
西宮渡辺心臓脳血管センター

焼津市立総合病院

【目的】脳血管疾患における主な治療として薬物療法が挙げ
られる。内服薬の飲み忘れや過剰内服による悪影響は大きい。
そのため、脳血管疾患の再発予防の観点からみても、退院後
の服薬コンプライアンスの向上は重要である。入院時より、
退院後の内服管理は誰が担うのか、患者自身で内服自己管理
が可能かどうかを検討する必要がある。しかし、A 病棟では
内服を自己管理していく必要のある患者に対しても看護師管
理のままになっている事例が多い。そこで内服管理に関して
検討する機会を持つために定期的な他職種カンファレンスを
実施し、脳血管疾患患者の内服自己管理移行率の上昇を目指
す。
【方法】2020 年 8 月 1 日から 2021 年 1 月 31 日までに入
院された脳血管疾患患者を対象とし、週に一度毎週火曜日に
内服管理に関する多職種カンファレンスを実施。カンファレ
ンスにて退院後に内服自己管理が必要な患者をピックアップ
し、認知機能や巧緻動作、薬袋の印字が判読可能か等評価を
行う。内服自己管理方法は患者の個別性に合わせて検討する。
尚、内服自己管理移行率は、研究期間中に脳神経外科として
入院された患者の中から内服自己管理へ移行した患者の割合
を算出。【結果】2020 年 8 月 1 日から 2021 年 1 月 31 日の内
服自己管理移行率は 18.18% である。前年と同一時期である
2019 年 8 月 1 日から 2020 年 1 月 31 日の移行率は 6.06% であり、
移行率は上昇している。【考察】内服自己管理移行率は上昇
しており、カンファレンスは有用であったと考えられる。

【目的】失語症患者との関わりを通し看護師の対応の中で傾
聴のあり方について検討した。
【方法】言語聴覚士による失
語症患者とのコミュニケーションに焦点を当てた勉強会を行
い、その後 3 名の失語症患者の事例検討を行った、結果とし
てあらゆる場面で傾聴を駆使していた事から看護における傾
聴について分析した。
【結果】看護師は失語症に対する知識
不足があったが、言語聴覚士による勉強会を実施したことで
知識を補い、看護実践へつながった。看護師はあらゆる場面
で傾聴を行っていた。勉強会で習得した「短くわかりやすい
声かけ」「はい、いいえで答えられる質問」「言葉意外のもの
を併用」「ゆっくり待つ」「推測」を実施しながら肯定的に患
者と向き合い距離感を保ちながら話に耳を傾け、同調、需要、
共感することができ、長尾の「傾聴」概念モデル通りの経過
をたどった。あらゆる傾聴方法を駆使することで情報を得て、
患者を総合的に捉え接することで信頼関係を構築することが
できた。
【考察】急性期脳外科病棟の看護師の失語症に対す
る認識を調査した片岡らは看護師の失語症に対する知識不足
を明らかにしている。言語聴覚士による病棟看護師への勉強
会は知識不足を補う事につながった。失語症患者において傾
聴というコミュニケーション手段は、患者の苦しさ辛さを受
け止める事に繋がり失語症患者と看護師の関係を築く大切な
構成要素だった。傾聴という行為は本来ロジャースの患者中
心療法に代表される聴く姿勢である。看護師と失語症患者と
の関係性はカウンセリングの場と通ずる関係と近いと考えら
れ肯定的に患者と関わることは患者の自己受容につながり大
切なことだった。杉本らは「看護師としては、失語症の症状
の評価だけではなく、失語症の身体的、精神、心理面などを
理解する必要がある。また、失語症患者を取り巻く周囲の人
間関係に関する情報を、さまざまな方向から情報を得る必要
がある」と述べており看護師は患者とのコミュニケーション
場面で、傾聴することで、患者を総合的に捉え接する事が出
来、患者の自尊心の尊重につながり信頼関係を構築していく
ことでよりよいケアの提供へとつながった。失語症患者と看
護師との関わりを中心に事例検討を行い、看護師がどのよう
に失語症患者と関わりを持ち、どのような経過をたどったの
か、傾聴の効果とは何なのかを明らかにしたことは今後失語
症患者との関わりにおいて有効であった。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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在宅で過ごす前頭側頭型認知症者の行動変容
を導いた多職種の連携した取り組み
キーワード：前頭側頭型認知症

在宅

多職種連携

【目的】前頭側頭型認知症は、脱抑制や反社会的行動、常同
行動、食行動異常などの特徴的な症状から介護や処遇に困難
をきたす認知症で、介護者の負担が他の認知症と比べて大き
いと言われている。今回、在宅で過ごす食行動異常に伴う社
会的不適切な行動が介護者の精神的負担となっていた A 氏
に対し、行動変容を目指し多職種が連携しアプローチした。
行動変容が見られた取り組みを考察し今後の示唆を得ること
を目的とした。
【方法】症例は、A 氏 70 代男性

前頭側頭型

妻長女と三人暮らし。A

氏の妻より「A 氏が菓子の空袋を川に捨てているようで、辛
い」と相談があった。自宅を訪問し生活の様子や環境の情報
を得、問題点の課題分析を行った。多職種カンファレンスを
5 回開催し、課題分析の妥当性や目標・具体策の検討、評価
をした。うち 1 回は本人と妻が参加した。菓子の空袋を川に
廃棄するＡ氏の行為は、妻の過去の声掛けから甘い菓子を食
することに対し罪悪感を持ち、2 階で一人過ごす時に菓子を
食し空袋を隠そうとするためではないかと分析した。生活習
慣病発症のリスクもあったため、甘い菓子の摂取は禁忌では
ないが量を決めることが大切という認識への修正と、2 階で
一人過ごす時間を減らした生活の汎化を目標とした。作業療
法士は、居間で行う課題作業の提供と評価を通所時に定期的
に行った。妻には、課題作業の取り組みの声掛けと見守りを
依頼した。診察時には毎日の体重を記載した手帳を持参して
もらい、主治医はその評価と声掛け、体調管理をした。ケア
マネージャーは、生活を見守り妻の心理的サポートを行った。
看護師は、評価とフィードバック、連携の調整を行った【結果】
課題作業は居間で連日取り組まれ、菓子の空袋はゴミ箱に廃
棄されるようになった。体重維持、HbA1c 維持、LH 比低下
がみられた。「夫の勤勉さ誠実さを思い出した」と妻の A 氏
に対する肯定的な発言が聞かれた。【考察】具体的な課題分
析の提示により各職種の理解と共通認識をし易くし、専門性
を発揮した具体策・実践に繋がり、Ａ氏の行動変容を導いた
と考える。在宅において習慣化させようとする行動の定着に
は、家族の協力は欠かせない。多職種連携による継続的なア
プローチは、介護家族の精神的サポートとして重要であった。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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筋力評価

転倒予防

医療法人起生会表参道吉田病院

社会医療法人健和会健和会病院

要介護 2 デイケア週 3 回

キーワード：認知症高齢者
4 つの介入

○松永 佳澄弥・冨岡 みな子

○坂井 純子

認知症

認知高齢者の転倒予防に向けての取り組み

はい
はい
はい

【目的】Ａ病院地域包括病床で、年間約 40 件の転倒事故が発
生している。転倒事故の要因は、歩行可能な認知症患者の
増加と高齢者施設から認知症を有する患者の転入院の増加
があった。そこで、認知症に対する効果的な転倒予防策を検
討するために、独自に計画した４つ（運動・教育・観察・環
境）の介入を実践し、介入前後を比較した。
【方法】認知症
高齢者の生活自立度（厚生労働省）判定基準２（日常生活に
支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見ら
れても、誰かが注意していれば自立できる）以上の認知症
高齢者で、転倒転落アセスメントスコア危険度３（17 点以
上：転倒転落をよく起こす）以上の患者で、該当する２名
（B 氏：80 歳代、C 氏 90 歳代）を対象とした。２名に１運動
介入：筋力強化トレーニング、２教育介入：運動の必要性を
説明し納得してもらう、３観察介入：転倒に繫がる危険な行
為、急いでいる落ち着かない様子はないか観察する。４環境
介入：対象者に対する転倒に繫がる環境を調整する、を実施
し、実施前後の転倒転落アセスメントスコアと徒手筋力テス
ト（MMT）を用いて比較検討した。なお、本研究 A 病院の
倫理委員会の承諾を得て実施した。【結果】B 氏に４つの介
入を 24 日間（入院中介入可能な期間）実施した。MMT で
は、右膝屈曲、右足背屈・底屈が 4（中程度の抵抗に対して
ほぼ全可動範囲を動かせる）からより 5（正常筋力）へ近い
4 ＋へと改善した。その結果転倒転落アセスメントスコアは
17 点（危険度３）から 16 点（危険度２：6 ～ 16 点転倒を起
こしやすい）へ改善した。C 氏に 4 つの介入を 42 日間（入
院中で介入可能な期間）
実施した。MMT では左股屈曲が 3（重
力に抗してほぼ可動域を動かせる）に近い 4 －から 4 へ、右
膝屈曲が 4 －から 4 ＋へと改善がみられた。その結果転倒転
落アセスメントスコア 17 点（危険度３）から 16 点（危険度
２）へ改善し、２事例とも転倒が予防できた。【考察】今回
の結果から、対象者は、4 つの介入により MMT と転倒転落
アセスメントスコアの改善がみられた。4 つの介入を実施す
るには、マンツーマンの個別の対応や強制的ではなく患者の
ペースに合わせた対応が必要とされる。こうした点をふまえ
た実践活動により、認知症高齢者も、4 つの介入が効果的な
転倒転落予防につながることが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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神経精神科病棟看護師における認知症者への
術前期のケア

訪問看護を軸にしたアルコール依存のある
ホームレス経験者の地域生活定着支援

キーワード：認知症者

キーワード：アルコール依存 ホームレス経験者
地域生活定着 訪問看護 多機関・多職種連携

術前期

神経精神科病棟

ケア

○中山 和昭・松田 美智子・岡崎 習司・竹内 雅代・
柴田 久美
かみいち総合病院

【目的】神経精神科病棟へ入院となった A 氏が、認知症によ
る行動・心理症状（以下 BPSD）を発症することなく手術を
受けることができた。そこで、神経精神科病棟看護師（以下
看護師）が術前期に行った効果的なケアを明らかにする。
【方
法】A 氏に関わった看護師 11 名にグループインタビューを
実施し、術前期に行ったケアの情報を収集した。内容をコー
ド化、類似性によりサブカテゴリー、カテゴリーへと抽出
し、研究指導者のスーパーバイズを受け質的に分析した。倫
理的配慮については医療倫理規定審査、承認を受けた。A 氏
および A 氏の家族、看護師へ本研究の意義と内容及びプラ
イバシーの保護を約束すること、参加は任意で匿名であり、
データは個人が特定されないように処理すること、参加・不
参加に関わらず不利益を被らないことを書面で説明し同意を
得た。
【結果】27 のコードが抽出され、6 サブカテゴリ―、2
カテゴリーが生成された。以下サブカテゴリーは「」、カテ
ゴリーは≪≫と記す。看護師が術前期に行った効果的なケア
は、
「自己選択できる環境」「思いの共感」「ふれあいの促進」
から≪ライフスタイルの継続≫、「やさしいタッチング」「反
応の確認」「ポジティブな表現」から≪安心を伝えるコミュ
ニケーション≫であった。【考察】看護師は、入院時より A
氏の思いを推測し、話を聞き理解を深め意思のある一人の人
として捉えていた。その中で看護師は A 氏の持っていた特
技を見出し、将棋や囲碁、習字など余暇の過ごし方の選択、
カレンダーや風物詩を用いた見当識への介入や、どこで誰と
過ごすかなど時間と空間の選択、入浴を足浴に変更するなど
ケア内容の選択への支援を行った。つまり、それぞれの自己
選択に共感して、他者とのふれあいを促進することが社会性
の維持につながったと考察する。その上で A 氏が伝えたい
ことは何かを確認し、手術という言葉に否定的な感情を表現
した場面では、落ち着いた雰囲気とやわらかい表情で寄り添
い触れながら短く受け止めやすい言葉で伝えられるように配
慮した。この連続する関係性の中で、看護師へ肯定的な感情
を抱くことで術前期の侵襲を伴うような処置への受容につな
がったと考察する。これらのことから、認知症者が BPSD を
発症することなく手術を受けるためには、術前期のみならず
入院時からのライフスタイルの継続と安心を伝えるコミュニ
ケーションを用いたケアが効果的である。

○水谷 聖子 ¹・森本 深雪 2・澤田 さやか 2・
鵜飼 亜紀 2・岡田 文美 2・大橋 裕子 1
¹ 日本福祉大学看護学部看護学科
² 医療法人八事の森中村訪問看護

【目的】10 年近く路上生活をしていたアルコール依存の 70
歳代男性の地域生活支援を、生活困窮者の支援を行う NPO
法人 X（以下、NPO 法人 X とする。）と Y 訪問看護チーム
が連携して行った。地域生活定着支援における訪問看護の関
わりを検討した。
【方法】研究デザインは事例研究。研究対
象期間は 2 年 6 か月。データ収集は、ICF モデルやストレン
グスマッピングを含む訪問看護の記録、NPO 法人 X との連
携・協働の会議録、関係機関との調整会議録などとした。分
析は ICF モデルにより、対象者のニーズの把握、支援方針
の確認と支援に焦点をあてた。倫理的配慮は研究者が所属す
る大学の研究倫理委員会の承認を得た（承諾番号 15-22）
。ま
た、NPO 法人 X や Y 訪問看護チームが所属する医療法人の
承諾を得た。本研究における開示すべき利益相反関係にある
企業はない。
【結果】１．事例紹介：70 歳代男性 A 氏。路
上の巡回相談で出会うときには朝からアルコールを摂取して
いた。アパートで生活したいと話しながらも、金銭管理や健
康管理は皆無であった。行政の巡回相談員と NPO 法人 X と
の協働でアパート入居を支援し、同時に精神科医による訪問
診療・訪問看護を開始した。２．①ニーズの把握：ICF モデ
ルを活用し対話を大切に対象理解につとめていた。ノンアル
コール飲料導入を試み、排泄がコントロールでき、救急搬送
もなくなり体調の良さを体感する言動が増えた。②支援方針
の確認：訪問看護で買い物や生活支援を行い、介護保険申請、
デイサービス利用、権利擁護の利用を開始した。サービス導
入時や事件発生時にはＡ氏宅に関係者が集まり、本人を交え
なが情報共有、支援方針確認し連絡調整を図った。③ A 氏
の意思を尊重：訪問看護師や関係者は、A 氏の思いや行動の
意味を大切に尊重する姿勢を崩さなかった。ノンアルコール
飲料併用のハームリダクションとしたが、
「朝に迎えに来る
んだ」と話しデイサービスが習慣化し活動を楽しんでいた。
毎朝近隣を散歩し室内に花を活け、訪問看護時にはにこやか
に対話していた。
【考察】路上生活者のハウジングファース
ト直後に、訪問診療と訪問看護を開始し、本人の意思を尊重
した関わりとして ICF モデルが関係者との共有に有効であっ
た。精神保健福祉手帳の取得、介護保険制度や権利擁護の活
用につながったと思われる。結果として安心した生活となり
地域生活定着につながったと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅴ -13

ポスター T - Ⅴ -14

統合失調症患者の睡眠に関する文献レビュー

精神科医療における緩下剤処方の実態

キーワード：統合失調症

キーワード：精神科医療

睡眠

文献レビュー

緩下剤処方

便秘の実態

○村田 ひとみ・吉村 直仁

○岸 美智子 ¹・坂本 年生 ²・長山 淳 ¹

大東文化大学スポーツ・健康科学部看護学科

¹ 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター
² 山陽学園大学看護学部看護学科

【目的】統合失調症は、感情障害など他の精神疾患とは異なり、
再入院率が高く、入退院を繰り返すことで機能が低下し、長
期入院につながるリスクが大きい。統合失調症の再発には睡
眠障害が関連し、入眠困難や中途覚醒、熟睡感の欠如などが
高頻度でみられる。睡眠障害の原因として、統合失調症の背
景にある神経機構の異常が直接的に不眠をもたらすこと、幻
聴や被害関係妄想などの精神症状により二次的に不眠をきた
すこと、日中の活動性の低下が不眠をもたらすことなどが想
定されるが、詳細は明らかになっていない。退院した統合失
調症患者が地域で安定した生活を維持するためには、睡眠の
コントロールが不可欠である。そこで本研究では、統合失調
症と睡眠に焦点を当てて文献検討を行い、研究の動向と課題
を明らかにすることを目的とする。【方法】和文献は、医学
中央雑誌を使用し、2016 年から 2021 年で、キーワードは、
「統
合失調症」
「睡眠」
「看護」とし、会議録や解説、レビュー文献、
内容が重複する文献を除外した。英文献は、CINAHL を用い、
「英文」を検索の条件とし、2016 年から 2021 年で、キーワー
ド は、「schizophrenia」「sleep」「nurse」 と し た。 和 英、 い
ずれの文献においても、結果に、睡眠に関する記述が含まれ
ていることを選定要件とした。
【結果】研究対象とした文献は、
11 件 ( 和文献 11 件、英文献 0 件 ) であった。研究デザインは、
事例研究が 4 件、介入研究が 4 件、量的記述的研究が 3 件で
あった。研究対象者は、入院している統合失調症患者が 10 件、
入院患者と看護師の両方を対象にしているものが 1 件であっ
た。対照群を設けていたのは 1 件のみであった。睡眠の評
価として、主観的データのみが 2 件、客観的データのみが 3
件、主観的データと客観的データの両方を用いていたのが 6
件で、そのうち不眠の評価として一般的に用いられている質
問票と活動計やアクチグラムの組み合わせは 2 件だった。
【考
察】統合失調症の睡眠に焦点を当てた研究が少ないというこ
とが示唆された。対象者は全て入院患者であったが、退院が
促進され、地域で生活している統合失調症患者が増加してい
る現状を考えると、病院以外で生活している統合失調症患者
の睡眠の実態についても調査する必要がある。また、主観的、
客観的データ収集のために何を使用するかということも検討

【目的】精神科病院では薬物療法の影響により便秘の副作用
に悩んでいる患者が多く、時には命にかかわるほど重症化す
るケースも散見される。向精神薬のなかでも特に抗精神病薬、
抗うつ薬は抗コリン作用が少なからず認められ、便秘は避け
て通ることができない問題であるため、緩下剤の使用状況と
看護師の排便ケアに着目した。精神科医療の現場、特に単科
精神科病院において、緩下剤の使用状況を糸口に排便コント
ロールに困難を抱えている現状を把握する。
【方法】2019 年
度 A 院に入院した患者の緩下剤の処方を診療録より後ろ向
きに調査。収集したデータは患者の性別、緩下剤処方の有無、
処方された緩下剤の種類 ( 酸化マグネシウム・ピコスルファー
トナトリウム水和物・センノシド・ルビプロストン・エロビ
キシバット水和物・炭酸水素ナトリウム無水リン酸二水素ナ
トリウム配合・グリセリン浣腸・マグコロール・大建中湯・
大黄甘草湯 )。分析方法は単純集計とした。
【結果】2019 年
度に A 院に入院した総数 1240 人のうち緩下剤処方があった
ものは 651 人
（52.5％）
。男女比は男性 520 人中 234 人
（45.0％）、
女性は 720 人中 417 人（57.9％）。緩下剤の種類ごとに確認
すると最も多く処方されていたのは酸化マグネシウムで 430
人。ついでピコスルファートナトリウム水和物が 424 人、グ
リセリン浣腸 149 人、センノシド 106 人、ルビプロストン
95 人、エロビキシバット水和物 25 人、炭酸水素ナトリウム・
無水リン酸二水素ナトリウム配合 19 人、大建中湯 12 人、大
黄甘草湯 12 人、マグコロール 3 人であった。
【考察】今回の
結果では入院患者の 52.5％に緩下剤の処方があった。強力な
排便作用がある刺激性下剤を使用している患者が緩下剤処方
の患者のうち 65.1％をしめていること、また自然排便がなく
即時的・物理的に排便を要する場面でのグリセリン浣腸の使
用も多くあることも明らかになった。単科精神科病院では排
便コントロールを悩んでいる患者が多く、同時にそれが看護
ケア上の大きな課題となっている現状が明らかとなった。今
後は、従来型の看護ケアに留まらず、近年急速に向上・普及
しつつある画像技術・デジタル技術等の活用も検討すべきで
あろうと筆者らは考えている。

すべき点であると考えられる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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ポスター T - Ⅴ -16

在宅療養中がん終末期利用者への就労支援に
ついての看護師の関わり
－仕事の悩みから派生するスピリチュアルペインへ
の支援－

A 病院で外来化学療法をうける患者と家族の
食事に対する思いの考察
キーワード：外来化学療法

食事

思い

楽しみ

生きる

○大友 ゆきえ

○山田 静香・翁長 まゆみ・崎原 友美子・
前森 里美・新里 裕子・伊波 百合恵・
神里 敬子

在宅療養支援ステーション楓の風世田谷サテライト

沖縄県立中部病院

キーワード：在宅療養

がん終末期

就労支援

【目的】がん終末期に、在宅療養を継続しながら就労を望ん

【目的】A 病院で外来化学療法をうける患者とその家族の食

でいた利用者への訪問看護事例の内容を振り返り、今後どの

事に対する思いを明らかにし、今後の支援につながる示唆

ような支援が必要なのか示唆を得る。【方法】事例研究。対

を得る。
【方法】外来化学療法をうける患者とその家族に対

象者に個人情報に配慮して学会で公表することを説明し同意

してそれぞれの食事に対する思いを引き出すためにインタ

を得た。電子カルテから患者・家族の言動、看護師の行った

ビューガイドを用いて、半構造的面接を行った。面接で得ら

介入を抽出し分析考察する。A 氏、50 歳台、女性。家族と同居。

れた文脈をコード化し、意味内容の近いコードをサブカテ

20XX 年子宮頸がん４期。20ZZ 年膀胱膣瘻、直腸膣瘻認め、

ゴリー化、さらにカテゴリー化し分析を行った。
【結果】患

尿管皮膚瘻、人工肛門造設。腹膜播種あり、小腸閉塞にて経

者の食事に対する思いの文脈から 44 個のコードを抽出した。

口摂取困難で中心静脈栄養となる。退院するにあたり、予後

それらは 14 のサブカテゴリーに分けられ、さらに＜食事の

不良、社会復帰困難と医師よりインフォームドコンセントあ

現状＞＜家族への思い＞＜家族主導の食事作り＞＜食事によ

り。診断前は会社員、管理職だったが、治療を機に退職。退

るセルフコントロール＞＜食事に関する情報整理＞の５つの

院後より訪問診療、訪問看護が導入された。【結果】A 氏よ

カテゴリーに分類された。家族の食事に対する思いからは、

り訪問看護導入直後から再就職の希望はきかれたが、医師の

47 個のコードを抽出した。それらは 10 のサブカテゴリーに

言葉が気掛かりで、もう就労はできないのかとも悩んでいた。

分けられ、さらに＜患者への思い＞＜家族の思い＞＜食べて

訪問時は A 氏との対話を行い辛い気持ちを受け止めながら、

もらうための食事の取り組み＞の３つのカテゴリーに分類さ

これまでの仕事の内容や就労に関する意思確認を行った。前

れた。【考察】患者は味覚の変化や食欲不振により、食べた

職は人の気持ちを聞く仕事が多く、A 氏も心が折れてしまっ

くても食べられない辛さや、ラーメンなどの嗜好品を家族に

た。看護師の人の気持ちを聞くというところをみて、そんな

食べさせてもらえない不満を抱きながらも、自分の食事に気

時はどのように自身の気持ちをリセットしているのかなど、

を遣ってくれる家族に対して感謝の気持ちを抱いていた。同

今までの就労での悩みを解決しようとする対話もみられた。

時に体重管理を行い、食事内容に気を遣うなどセルフコント

心が折れたこともあったが、A 氏にとっては一番輝いていた

ロールを行う反面、ラーメンや清涼飲料水を食事に加えるこ

時でもあるとも言われていた。一方で身体的苦痛も増え、症

とで楽しみを見出し、病気だけにとらわれない生活を望んで

状コントロールも行った。病状悪化に伴いせん妄も出現し、

いた。一方、家族は体に良い物を食べることが生きることに

就労に関しての取り組みを行うことが困難な状況となり、再

つながると考え、加工食品や甘い物を避け、栄養価が高い物

就職に繋がるような支援は行えなかった。【考察】A 氏は予

を食べて欲しいと願っていた。そして食事作りは患者のため

後告知や病状悪化に伴い、時間存在や自律存在が失われてい

にできる数少ないこととして、治療の継続、病状改善を期待

る状況と思われた。訪問看護師が、関係性の存在で支えるこ

し様々な工夫を行っていた。これらのことから患者にとって

とが必要と思われた。また病状進行に伴い、身体的苦痛への

食べることは楽しみを見出し、自分らしく生きるための手段

症状コントロールが中心となり、一番輝いていたころの姿か

として捉えているといえる。しかし、家族にとって食べるこ

ら疾患によりそのころの姿には戻れないという苦しみがある

とは病状改善に直結するものであり、生きることにつながる

と考えられた。A 氏と対話する中でも、終末期の現状を見極

こととして捉えられている。さらに患者、家族間で不満や要

めながら就労の意思を尊重しつつ、現状やその先の身体状況

望を言葉で伝えるといったコミュニケーションが不足してお

を予測し、出来ることはどのようなことなのか一緒に考えて

り、そのことで互いの食事に対する思いのずれが助長されて

いくことがスピリチュアルペインを緩和する支援であったと

いることがわかった。これらのことから看護師には、患者が

考えられる。また、健康時とは身体状況が異なること、それ

食事をおいしく楽しいと思えるための支援と、家族の思いを

に伴い就労に対しても価値観を少しずつシフトしていけるよ

受け止めつつ、両者のコミュニケーションを促す支援が求め

うに対話を進めることも必要であった。

られているといえる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅴ -18

化学療法を受けているがん患者が治療継続に
対して抱く思い

化学療法曝露対策で着用する個人防護用具の
説明方法で患者が受ける印象の違い

キーワード：がん

キーワード：がん化学療法 個人防護用具
患者が受ける印象

化学療法

思い

副作用

○遠藤 仁美・深谷 理奈

○金築 冬摘如・岩崎 花菜・門脇 萬純

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

島根県立中央病院

【目的】化学療法を受けている患者が、治療継続していく中
で抱く思いの変化を明らかにする。【方法】化学療法を 3 クー
ル以上実施した患者で化学療法の治療目的、疾患や年齢、性
別は問わず研究協力の同意を得られた 5 名に半構成面接を
行った。化学療法を継続していく中での思いの変化について
インタビューし、逐語録をコード化、カテゴリー化した。倫
理的配慮として、太田西ノ内病院生命倫理委員会の承認を得
た。研究協力の自由意思やプライバシーの保護などの倫理的
配慮等について書面と口頭で説明し同意を得た。【結果】逐
語録より、74 のコード、10 のサブカテゴリー、3 のカテゴ
リー [ 化学療法継続への受け入れ ][ 現在の化学療法に対する
辛さ ][ これからの化学療法継続への不安 ] が抽出された。以
下、文中のカテゴリーを [ ]、サブカテゴリー『
ドを〈

』、コー

〉で表す。【考察】化学療法を受けている患者が副

作用症状の増悪や体力低下により化学療法を継続していくこ
との困難さは容易に推察できる。患者が化学療法を継続して
いけるように支援していくことは看護師の役割であり、患者
の抱いた思いの変化を明らかにしたいと考えた。出現する化
学療法の副作用症状に対して、生きることと辛さを比較した
場合に、
〈副作用はしかたがない〉という化学療法を受け入
れるしかないという思いを抱きながら [ 化学療法継続への受
けいれ ] に至っていることが明らかになった。その中で、
〈現
状よりも楽になりたい〉といった治療継続する事よりも今後
の治療効果に期待が持てずに治療に対する怒りや自己の将来
に対する絶望や悲観、喪失感など〈今後の治療の効果がない
ことへのいら立ち、不安〉など化学療法継続に対する患者の
思いの変化がみられていた。治療期間が不透明で生涯にわた
り化学療法を継続する患者のなかには、自身の思いと家族の
思いの狭間での葛藤があり、また治療効果が得られないため
落胆や憤り、治療効果や治療選択への疑問が『今後の治療効
果への疑い』につながり、これまでの自身の経験から『今後
の副作用が心配』な思いや [ これからの化学療法継続への不
安 ] を抱いていると考える。化学療法を継続している患者は、
自分の身体に出現する症状や副作用だけでなく治療以外のと
りまく環境要因も影響し、治療継続に対して思いの変化がみ
らえることが明らかとなった。

【目的】抗がん剤曝露対策強化のため個人防護用具（以下、
防護用具）の着用開始後、患者から抗がん剤への不安や恐怖
感の訴え、防護服姿が不快といった声があり、防護用具の着
用が患者の不安を助長させているのではないかと考えた。そ
こで、患者が防護用具を着用した医療従事者と対面した時の
印象を明らかにし、防護用具着用についての説明方法の示唆
を得る。
【方法】入院で初回化学療法（注射）を受けた患者
を対象に、文書にて研究主旨と研究への参加は自由意思であ
ることを説明し、同意を得て独自に作成した無記名自記式ア
ンケート調査を実施した。調査内容は、基本属性、病気及び
化学療法に対する不安、抗がん剤の細胞毒性及び防護用具着
用目的の理解度、着用に関する説明の理解度、防護用具を着
用した医療従事者の印象（10 項目について「とてもそう思
う 5 点」から「全く思わない 1 点」の 5 段階で評価し得点化）
とした。入院期間で防護用具着用の説明を従来通りに行った
患者（口頭群）と、資料を用いて説明を行った患者（資料群）
の 2 群に分け、資料群に該当する患者には資料を用いること
について説明し同意を得た。また、口頭群、資料群別で性別、
曝露の理解度、防護用具着用目的の理解度、着用に関する説
明の理解度を理解できた群、理解できなかった群の 2 群に分
け医療従事者の印象を比較した。マンホイットニーの U 検
定で分析し有意確率は 5％未満とした。【結果】対象者は 32
名、口頭群 15 名、資料群 17 名であった。口頭群と資料群の
比較では、
医療従事者の印象の「威圧感がある」
「不安になる」
「気分を害した」「動揺した」の 4 項目で有意差があり、いず
れも資料群の得点が高かった。口頭群においては、着用目的
の理解度によって医療従事者の印象に有意差があり、理解で
きた群では「安全に抗がん剤を扱うことは大切だ」の得点が
高く、理解できなかった群では「威圧感がある」「緊張する」
の得点が高かった。資料群ではいずれの項目においても有意
差はなかった。
【考察】資料群では説明文書を用いたことで
情報過多となり、口頭群よりも負の印象が記憶に残ったと考
える。口頭群においては、着用目的を理解できなかった群の
負の印象の得点が高かったことから、着用目的を理解するこ
とは、防護用具着用による負の印象の緩和に繋ぐことができ
ると考える。今後患者に合わせて情報量を選択し、着用目的
を理解してもらえる説明方法を検討する。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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肺癌手術終了後に患者の家族が抱く思い

若年婦人科がん患者を支えるパートナーの体
験

キーワード：肺癌 術後看護 家族看護
サイコオンコロジー

キーワード：婦人科がん

○若狭 莉子・鈴木 千明・板垣 昂・菊地 憲一

パートナー

体験

○高野 和美・加藤 絵理・南 信子

JA 秋田厚生連大曲厚生医療センター

がん・感染症センター東京都立駒込病院

【目的】肺癌手術終了後に患者の家族が抱える思いを明らか
にする。
【方法】記述的質的研究として 2020 年 10 月の 1 カ
月間で調査した。対象は肺癌の手術を受けた患者の家族で研
究協力の同意が得られた 4 名。術後に抱える患者家族の思い
に関することを枠組みとし、半構造的面接法にて実施した。
面接時は同意を得て IC レコーダーに録音し、内容を逐語録
にした。本研究は院内看護研究倫理審査委員会の承認を得て
いる（承認番号 20-019）。【結果】術後に抱く家族の思いとし
て 56 のコードと 6 のカテゴリ、15 のサブカテゴリが抽出さ
れた。
【考察】
〈手術・入院に伴う安堵〉では術後に家族は手
術が無事に終了したことによる緊張からの解放があり、安堵
に繋がっていた。
〈手術時間・入院期間の変更に伴う家族の
不安〉では手術予定時間より早まった時の家族の葛藤があり、
手術時間の長短によって癌の進行度を予測してしまう家族の
姿があった。結果説明に伴い同席した家族は、〈手術終了時
に検体を目の当たりにした家族の衝撃、受容〉があった。検
体を目の当たりにしてショックを受けた事で、説明自体聞き
入れる事が出来ない家族もいたと推察された。今後は家族へ
の説明時には事前に組織検体を見ながらの説明であることを
伝え、家族の衝撃を緩和する配慮が必要であると考えた。
〈看
護師の関わりによる安心と遠慮〉では要望に対する素早い対
応に満足感があった。同時に看護師の多忙な業務への遠慮を
抱いており、遠慮を抱かせないためには家族の表情や反応を
見て関わる必要がある。〈病理結果と治療方針に関する家族
の思い〉について、サイコオンコロジーでは癌患者家族は患
者的側面と治療者的側面があり、第 2 の患者と呼ばれている。
様々な苦悩を抱えている家族には、患者と同様に看護の対象
として関わる必要性がある。治療継続が求められた際の家族
として支えたいという気持ちを察知して寄り添い、表出でき
るような声かけや機会を作る事が重要である。〈術後の生活
への不安〉として療養生活中の注意点への知識不足と不安や
患者の理解者として関わる家族の苦悩を抱えることがわかっ
た。家族だからこそ身内への遠慮や許容してあげたいという
思いがはたらき、強くは言えない葛藤が家族の不安や苦悩に
繋がっていると考えられた。そのため、患者・家族の思いに
共感し、個々のケースに応じた声かけや指導が求められる。

【目的】若年婦人科がん患者のパートナーの思いの変化やど
のような体験をしているのかを明らかにする【方法】1. 研究
期間：20XX 年 Y 月から 3 か月間 2. 研究対象：A 病院で悪
性腫瘍の手術療法を施行した 49 歳以下の若年婦人科がん患
者を支えるパートナー 3. 方法：インタビューガイドとフェ
イスシートを用いて半構造化面接を実施。音声データをもと
に逐語録を作成し、対象者の言葉や表情等を活かすため現象
学的研究法で分析 4. 倫理的配慮：A 病院倫理審査委員会で
承認を得たのち、書面にて患者と対象者いずれにも同意を得
た【結果】A 氏は妊孕性の喪失など今後戻らないことに悲嘆
するだけでなく、明るい未来を考えるようになっていた。参
加者の中で唯一性生活についての語りがあり、性生活の再開
について彼女から話題に出されるまでは聞けずにいた。A 氏
は考え方が似た母親に現状を話し、自身の対応方法について
肯定的な意見を求めていた。B 氏は手探りで妻と一緒に対処
方法を考えるという夫婦の問題解決方法が確立していった。
当初は漠然とした戸惑いがあったが、徐々に疾患への理解が
生まれ、支える方向性が定まっていった。B 氏は漠然とした
気持ちを知ってもらうことで、冷静を保っていた。C 氏は入
院手術に関して家族の問題として対処していた。また渦中に
いるときは夢中で生きていたが、振り返ると妻と新しい関係
を築けたことを「悪い事ばかりじゃない」と困難を前向きに
とらえるように変化していった。語りの中で、C 氏は医療者
に対して分からないことを「聞きたい」が、
「相談」したい
わけではなかった。
【考察】パートナーは子育てや仕事など
様々な役割をもつ妻や彼女ががんになり、危機に直面したこ
とで新たな関係性を構築していこうとしていた。パートナー
にとって、患者の生命以上に重要なことはない。妻や彼女を
失うかもしれない危機を回避することに苦難していたため、
婦人科若年がん特有の性に関する問題は優先順位が低くなっ
ていたと考えられる。一方、性に関する悩みを持ちながら話
せないケースもあるように、医療者はパートナーに対して気
持ちの整理がついた段階で、サポートが受けられる体制を作
り上げる必要がある。またそれぞれが身近な人の助けを借り
ながら、自身で解決策を導き出そうとしていた。情報提供な
どの直接的支援ではなく、病状や社会背景、困難感の程度に
合わせた支持的支援の必要性が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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有料個室に入院する患者が抱く不安と他の患
者との交流に対する希望

退院決定の判断における患者・家族間の意思
決定についての現状と課題

キーワード：個室病棟

キーワード：退院調整

人間関係

他者との交流

認識の相違

○國分 佳代・穂刈 祐香

○平山 英子・髙橋 典子

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

つがる西北五広域連合つがる総合病院

退院決定

【目的】個室病棟に入院している患者の疾患や入院生活にお

【目的】看護師と患者・家族間における退院の判断と意思決

ける不安や心配事の有無と他の患者との交流の希望との関係

定の現状と課題を明らかにする。
【方法】半構成的面接法を

を明らかにする。
【方法】対象の条件は退院時状態が安定し

行い面接内容で IC レコーダーに録音し遂語録を作成。コー

ており、質問紙への回答が可能な認知力と体力を備え、無記

ド化し類似したものをまとめ、サブカテゴリー、カテゴリー

名自記式質問紙を配布し任意で投函箱に投函とした。太田西

とした。A 病棟に入院している 50 名の研究への同意が得ら

ノ内病院生命倫理委員会の承認を得た。対象者に研究の主旨、

れた患者と家族に独自に作成したインタビューガイドに基づ

自由意志による同意と同意の撤回などの倫理的配慮について

き、退院予定日に退院が可能であると感じたか、退院に対す

文書にて説明し同意を得た。【結果】対象者 60 名、58 名の

る心配等についてインタビューした。倫理的配慮は対象者に

回収（回収率 96.7％）であった。58 名を有効回答（有効回答

本研究の目的、方法を説明し、参加は自由意思であること、

率 100％）とした。属性は男性 36 名、女性 22 名で平均年齢

参加の取りやめで不利益を生じない事、個人が特定されない

66.7 歳であった。入院目的は手術治療 41 名（70.1％）手術以

ように匿名化すること、得られた情報は、研究以外の目的で

外の治療が 13 名（22.4％）、検査が 3 名（5.2％）であった。

使用しない事、研究員以外で共有することはないこと、研究

個室利用の経験は初回は 13 名（22.4％）3 ～ 4 回目以上が 36

終了後はデータを消去すること、研究成果の公表について

名（62.1％）であった。療養生活に関しては「話したいと全

同意書にて同意を得た。なお、本研究は A 病院倫理委員会

く思わなかった」が 26 名（70.3％）であった。療養生活全般

の承認を得た。【結果】総コード数 208 からサブカテゴリー

に関する不安や心配事が「全くなかった」21 名（36.2％）
「少

17、カテゴリー 11 が抽出。患者、家族の退院意思決定を阻

しあった」あるいは「あった」19 名（32.8％）であった。また、

害する『連携目的の不一致』『連携対象についての認識不足』

個室を選択した理由で「他者に気を遣いたくない」が 13 名

『レベル・態度・姿勢』
『情報共有困難』の 4 要因が認められた。

（22.4％）
、「プライバシーを保ちたい」が 6 名（10.3％）
、
「新

【考察】今回の結果では 4 要因が抽出された。連携において、

型コロナ感染を避けたい」が 6 名（10.3％）、「他者に迷惑を

4 要因は相互に影響し合いながら連携における患者、家族の

かけたくない」「トイレに関して気を遣いたくない」がそれ

参加を阻害する状況を形成していた。退院の連携における患

ぞれ 5 名（8.6％）、
「ゆっくりしたい」が 4 名（6.8％）であった。

者、家族の参加を促すためには『連携目的の不一致』を解消

【考察】本研究は、65 歳以上と 65 歳未満で分類して考察した。

できるよう、『情報共有困難』を克服することが重要である。

不安や心配事に対して「全くなかった」と選択した結果につ

これには、患者、家族に対する働きかけ（
『レベル・態度・

いて、患者は個室である事で多床室のようにプライベートな

姿勢』
）が必要である。そして、このことが対等な関係を形

事を他の患者に聞かれることがなく、看護師との関わりも増

成し、意思決定を行う主体としての役割を尊重する（
『連携

え不安や心配事を抱えることが少ないのではないかと考え

対象についての認識不足』
）ことにつながる。連携には、
患者、

る。さらに、初回入院よりも複数回の入院で利用している患

家族の参加が必要であり、参加や意思決定が阻害されること

者が多いことより個室という環境で自己の疾患や治療に安心

はあってはならない。必要とする情報はどのようなものなの

して向き合える空間になっていることが推察された。個室環

かを理解し連携への参加を意識していく必要がある。結論は

境はプライバシーが保護でき、自分の生活リズムを整えやす

連携において、患者、家族の退院に対しての意思決定を困難

い環境にあると考える。また、不安や心配はあったがそのこ

にしている阻害要因として『連携目的の不一致』
『連携対象

とが他の患者との交流希望にはつながらず、個室環境が整っ

についての認識不足』
『レベル・態度・姿勢』
『情報共有困難』

ていることで家族や友人と電話や面会などで関われることか

の 4 要因の存在が明らかとなった。

らも他の患者との交流希望が少ないことが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
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新型コロナウイルス感染症患者・家族の意思
決定支援の現状

救急看護師の COVID-19 患者に対する看護実
践

キーワード：新型コロナウイルス感染症
意思決定支援

キーワード：COVID-19

多職種連携

救急看護師

看護実践

○村尾 めぐみ・奥山 博美

○兒島 育穂・和田 媛世・宮本 朋子

市立ひらかた病院

奈良県立医科大学附属病院

【 目 的 】A 病 院 で は 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症（ 以 下、
COVID-19）流行により面会制限が余儀なくされ、病状説明
や情報共有などの方法が変化している。特に COVID-19 患者
（以下、患者）においては面会禁止のため治療や療養場所な
どの意思決定に影響を与え、看護師もジレンマを抱える中で
の意思決定支援が求められる。そこで A 病院の患者・家族
への意思決定支援の現状を明らかにし、今後の課題を検討す
る。
【方法】1. デザイン：量的記述的研究、2. 対象者：A 病
院の COVID-19 専門病棟で勤務する看護師 25 人、3. 期間：
令和 2 年 11 月～令和 3 年 1 月、4. 調査方法：「COVID-19 患
者と家族をケアする看護師のためのガイド」を参考に独自の
自記式質問紙を作成し、意思決定支援の実施状況ついて４段
階リッカート尺度で評価した。支援内容については自由記載
で回答を得て内容分析した。A 大学医の倫理審査委員会での
承認を得た。
【結果】アンケート回収率は 84%（21 人）であった。
看護師は、治療やケアに関する意思決定支援について患者・
家族いずれに対しても約 40％（8 人）が「できている」と回
答した。療養場所における意思決定支援はケアマネジャーや
支援者との情報共有が 70％（14 人）ほど実施できていたが、
多職種カンファレンスの開催が約 40％（8 人）にとどまった。
患者への支援内容から「徹底した感染対策のもと意向に寄り
添う」「情報を分かりやすく伝える」「希望や意思を尊重でき
るように医療者間で共有する」の 3 カテゴリーが抽出された。
家族への支援内容から「病状の認識ができるように言語化す
る」「積極的に意向を確認する」「緊急時のみ対面ができるよ
う調整する」
「退院後の支援を医療者間で共有する」の 4 カ
テゴリーが抽出された。【考察】可能な限り患者・家族の治
療やケアに対する意思決定を確認し、医療者間で共有できる
ように調整しながら支援につなげていた。今後も面会禁止に
よる影響を考慮しながら患者・家族・地域で患者を支える医
療者も含めてコミュニケーションを効果的にとることが課題

【目的】本研究の目的は、救急看護師が新型コロナウイルス
感（coronavirus disease 2019： 以 下 COVID-19） 患 者 と 家
族に対する看護実践を明らかにすることである。これによ
り、COVID-19 患者と家族への看護実践の質向上につながる
と考える。
【方法】対象者は救急外来に勤務する看護師であ
り、インタビューガイドを用いた半構成的面接法による質的
記述的研究で行った。研究をすすめるにあたり、A 病院の
倫理審査の承認を得た後、研究を開始した。
【結果】研究対
象者 3 名は、平均看護師歴 18 年、平均救急外来歴 6 年、副
看護師長 1 名、主任 1 名、救急看護認定看護師 1 名、うち男
性は 1 名であった。インタビューの結果「患者の人権を擁護
する」「COVID-19 に関連した不安への実践」「感染に配慮し
た家族看護」の 3 カテゴリーを抽出した。「患者の人権を擁
護する」は、
〈偏見や差別から患者を守る配慮〉
、
〈感染して
落ち込む患者を支持する〉、〈普段と変わらない対応を心掛け
る〉の 3 サブカテゴリーによって構成された。「COVID-19
に関連した不安への実践」では、情報不足からくる患者に対
し〈COVID-19 に関連した正しい情報を提供する〉
、
〈感染や
症状悪化に対する不安への実践〉の 2 サブカテゴリーによっ
て構成された。
「感染に配慮した家族看護」は、感染予防を
優先しなければならない状態であるが、家族の要望に応えた
いという〈感染予防のため満足にできない家族看護〉によっ
て構成された。
【考察】救急看護師は、患者の人権を擁護す
る倫理的な行動や家族の不安を緩和する実践などを行ってい
た。家族との関わりの中で、自らの実践が本当にただしいの
か自己で悩みながら実践していたことが明らかになった。そ
のため、今後は救急看護師が患者に対して実践した看護をカ
ンファレンスなどで振り返り、救急看護師同士で、情報を共
有することが望まれる。これにより看護師の実践から生じる
ジレンマを解消でき、COVID-19 患者、家族への看護実践の
質が向上する可能性があると考える。

であると示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
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はい
はい
はい
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新型コロナウイルス感染症患者の意思決定支
援につながる思いへの看護実践

神経筋難病患者と家族との関わりの中で看護
師が感じる陰性感情

キーワード：新型コロナウイルス感染症
つながり

キーワード：陰性感情

思い

看護実践

神経筋難病

看護師

○相澤 舞

○宮本 朋子・児島 育穂・和田 媛世

独立行政法人国立病院機構新潟病院

奈良県立医科大学附属病院

【目的】新型コロナウイス感染症（以下、COVID-19）患者
は、呼吸状態が急激に悪化することも多く、希望や意思を確
認できないまま延命治療が行われることがある。また患者に
とって重要で大切な人（以下、キーパーソン）は、患者の症
状や治療について医療者から電話で説明される。感染予防の
観点から面会禁止により、キーパーソンは患者の状態を実際
に見て確認できない中で、延命治療といった重大な決断を迫
られ精神的負担が大きい。こうした背景から看護師は早い段
階から COVID-19 患者とキーパーソンの希望や意思が語れる
場を積極的に提供し意思決定ができるように関わることが重
要である。今回、看護師は COVID-19 患者とキーパーソンに
接し、どのような看護ケアを実践していたのかを明らかにす
ることで、今後の看護実践の一助にする。【方法】A 病院の
COVID-19 専門病棟に勤務する看護師 25 人に、質問紙調査
を実施した。自由記載のデータは内容分析を行った。A 大学
医の倫理審査委員会での承認を得た。【結果】アンケート回
収率は 21 人（有効回答率 84%）であった。COVID-19 患者
とキーパーソンへの看護実践の内容として「タイミングを見
極めた面会方法の調整」「患者と最期の時間を共有する」「早
期から ICT を活用したキーパーソンの精神的支援」の３カ
テゴリーを抽出した。【考察】看護師は COVID-19 患者の病
状変化から終末期への移行を予測することが困難である。そ
のため、限られた時間の中で COVID-19 患者とキーパーソン
が意思や希望を語れる場を設けることを配慮し、タイミング
を見極めた対面やリモート面会の調整をしていたことが明ら
かになった。さらに面会禁止の影響により、早期からキーパー
ソンの精神的支援が重要と考え継続していた。今後も感染拡
大対策を行いながら COVID-19 患者とキーパーソンがつなが
りを感じられるケアを継続する必要がある。

【目的】神経筋難病病棟で勤務する看護師の患者・家族との
関わりで感じた「嫌な思い」（定義：患者・家族との関わり
の中で生じる不快感、無力感、怒り、苦手意識、困ったな
という思い、会いたくないという思いが含まれ、相手に対す
る何らかの否定的な感情）を明らかにし、その思いへの向き
合い方を見いだす。
【方法】A 病院の神経筋難病病棟に勤務
する看護師 75 名を対象とし、自記式質問紙による調査を行
い、得られた質的データを類似性によってカテゴリー化した。
【結果】18 名から回答が得られた。回答した全員が患者との
関わりで「嫌な思い」を感じており、「暴言、攻撃的に感じ
る態度」が多かった。家族対応時に「嫌な思い」を感じた看
護師は少数であった。「嫌な思い」を感じた理由として、「自
己中心的な態度、不公平感」、「理解してもらえない、虚し
い」が多い傾向にあった。様々な対処行動をとっている中で
10 年目以上は、
「嫌な気持ちはあっても要望通りにした」と
「謝罪」のみであった。対処できた理由として、「上司、同僚
からのサポート」が多く、1 ～ 3 年目は「状況の客観視」が
なく、「他スタッフの対応を参考にした」が特徴的であった。
「嫌な思い」を感じた前後での患者対応は、「変化なし」が多
いが、患者は変わらないため気持ちを押し殺して対応してい
る看護師が多く、1 ～ 3 年目は「苦手意識をもつようになっ
た」が多い傾向があった。【考察】「嫌な思い」を感じる要因
として、神経筋難病がコミュニケーションが難しい点や性格
変化により良好なコミュニケーションがとれないことが根底
にあると考える。ケアに個別性があり慣れが必要な点も患者
との関係を築く上で問題になっている。経験年数が上がるに
つれ患者の特徴を理解し、感情コントロール能力が身につい
ていく。1 ～ 3 年目は、
患者に苦手意識をもつようになったが、
看護師個人の性格傾向にもよるが、状況の客観視がまだ困難
であるためと考える。対処行動をとれた理由として、
「上司・
同僚からのサポート」が多かったことからも、他スタッフと
の「嫌な思い」を感じた経験の共有が、自分の感情を受容す
るために必要であり、スタッフ間で思いを共有する場や支援
を求めやすい関係を作っていくことが、
「嫌な思い」と向き
合うために重要になる。また、自己効力感には成功体験の獲
得が有用であると示唆されており、肯定的感情を抱いた場面
も共有する意味があると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
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意思の伝達が困難な患者の「その人らしさ」 認知症患者の自分史を聞き取る関わりが看護
と「その人らしさ」を踏まえたケア
師に与えた影響
キーワード：その人らしさ
介護福祉士

意思の伝達が困難

療養病棟

キーワード：認知症患者

自分史

看護師

○河嶋 有美 ¹・山本 千鶴 ¹・稲垣 智美 ¹・
高島 由美 ¹・塚原 節子 ²

○矢崎 綾乃
健和会病院

¹ 公立学校共済組合北陸中央病院
² 東京医療学院大学保健医療学部看護学科

【目的】看護師・介護福祉士が認識する意思の伝達が困難な
患者の ｢その人らしさ｣ 及び ｢その人らしさ｣ を踏まえたケ

【目的】認知症患者への自分史の聞き取りが看護師に与えた

アの実践について明らかにすることを通し、より良い環境、

影響を明らかにする。【方法】対象：3 年目以上の看護師７

ケアの提供を検討する。【方法】A 療養病棟の看護師 11 名、

名

介護福祉士 9 名、計 20 名に半構造的面接調査を行い、逐語

聞き取り後、半構成的面接を行い逐語録を作成しコード化、

録を作成。意味内容を抽出し、データを意味のまとまりごと

カテゴリー分類した。倫理的配慮：所属施設の倫理審査委員

にコード化し、類似性のあるサブカテゴリーとして抽象度を

会の承認を得た。対象者に趣旨を説明し承諾を得、個人情報

高め、カテゴリー化した。分析結果について専門家のスーパー

に配慮した。
【結果】
〈認知症患者を知ろうとする思い〉〈人

バイズを受けた。倫理的配慮：対象者に文書及び口頭で説明

生の先輩としての尊敬の念〉
〈認知症患者の思いを活かした

し同意を得た。
【結果】カテゴリーを≪≫、サブカテゴリー

関わり〉〈認知症患者から話を引き出す困難感〉〈認知症患者

を＜＞で表す。意思の伝達が困難な患者の ｢その人らしさ｣

との充実した時間〉
の 5 つのカテゴリーが抽出された。
【考察】

については、≪無言の語り≫≪いままで生きてきたありのま

看護師は認知症患者と 1 対 1 で患者自身の言葉で自分史を聞

まの姿≫≪代弁者≫≪人間としての尊厳を持っている状態≫

き取るうちに、もっと〈認知症患者を知ろうとする思い〉が

≪答えが分からないもの≫≪意識したことがない≫という 6

強くなっている。鈴木らは「私たちが認知症の人に対する差

のカテゴリーと、12 のサブカテゴリーで構成された。それ

別や偏見をなくし認知症の人を一人の人として彼らの体験を

ら ｢その人らしさ｣ を踏まえたケアについては、≪看護・介

正しく理解してそれを受け入れることが何よりも看護の中で

護の基本の関わり≫≪人間としての尊厳を大切にする関わ

重要なことである」と述べている。自分史を聞き取ることで

り≫≪その人を知ろうとする関わり≫≪関わりの難しさ≫と

認知症患者のこれまでの人生・体験を知り理解し〈人生の先

いう 4 のカテゴリーと、8 のサブカテゴリーで構成された。
【考

輩としての尊敬の念〉を抱くようになった。そこから患者の

察】意思の伝達が困難な患者の ｢その人らしさ｣ について、

発言や行動がどのような理由から起きているのかとイメージ

＜感情の表現＞や＜ケアに対する反応＞などから、その人の

する材料にもなり、又、今までは入院患者としてしか見てい

≪無言の語り≫としてその時々の意思などを読み取り、＜好

なかったが、患者の違う一面を見た感覚になった看護師もい

きだったもの＞＜病気になる前の経験＞＜性格＞などから、

た。そして認知症だからと一括りにするものではなく認知症

≪いままで生きてきたありのままの姿≫を想像し、他者とは

患者にも過去があり、大切に思うものがあることを知り、自

違うその人個人の姿を捉えようとしていることが分かった。

分らしく過ごすことができるよう〈認知症患者の思いを活か

ただ、｢その人らしさ｣ を語る上で、その人を＜ものでも患

した関わり〉を取り入れ、患者が前を向いていけるようにそ

者でもない一人の人間として＞捉え、自分では満たせない＜

の患者の希望した目標を、看護として提供したいという意欲

安全と所属の欲求＞を満たし、≪人間としての尊厳を持って

に結びついている。一方で、話が繋がらない、聞きたいこと

いる状態≫にすることが根底として重要であると考える。ま

が聞けないなど〈認知症患者から話を引き出す困難感〉を感

た、それら ｢その人らしさ｣ を踏まえたケアについては、ま

じている。認知症患者から自分史を聞き取ることは容易では

ず、日常の＜基本的なケア＞＜話しかける＞＜触れる＞と

ない部分もある。しかし、思い出話など言葉がすらすら出て

いった≪看護・介護の基本の関わり≫、＜尊厳を持った関わ

くる認知症患者を目の当たりにし難しいがやりがいを感じ良

り＞＜寝かせきりにしない関わり＞＜快の関わり＞など≪人

い時間を過ごせたと〈認知症患者との充実した時間〉を持つ

間としての尊厳を大切にする関わり≫を行っていることが分

ことができたと考える。そして他の認知症患者にも自分史を

かった。≪その人を知ろうとする関わり≫を持ち続けること

聞き取り、看護に活かしたいと次への繋がりがみられる。看

が、看護職・介護職が大切にしている側面でもあり、共有す

護師は自分史を聞き取ることで、認知症患者は何を言っても

ることでより良い環境、ケアの提供に繋がると考える。

わからない人と捉えるのではなく、その人に合った関わりを

期間：2020 年 9 ～ 10 月

方法：認知症患者の自分史を

持ちたいという思いが強くなったと考える。
倫理的配慮について
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②倫理審査委員会の承認を得ていますか
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「トイレで排泄したい」と希望する高齢の多
発性骨髄腫患者へのケアで生じた看護師の倫
理的ジレンマ
キーワード：多発性骨髄腫

多職種連携

倫理的ジレンマ

脳卒中患者の思いが語られる清潔ケアにおけ
る看護師の関わり
キーワード：脳卒中患者 清潔ケア
思いの表出

患者の思い

○木本 沙織里・田崎 優香・石井 美佳・
會田 美鈴

○上田 紋子・竹下 絵理香・堤 由衣美・
姫野 美佐子

一般財団法人太田綜合病院附属西ノ内病院

飯塚病院

【目的】高齢の多発性骨髄腫患者への排泄ケアの過程で生じ
た看護師の倫理的ジレンマについて報告する。【方法】診療
録より排泄ケアの内容や患者の言動を考察し、看護師の倫理
的ジレンマについて記述する。患者に個人情報保護の遵守な
どを口頭で説明。看護部へ学会で発表することの承諾を得た。
【結果】80 代女性、独居。2 年前に多発性骨髄腫と診断され
化学療法施行。骨病変による胸腰椎圧迫骨折に伴う腰痛があ
り医療用麻薬を内服。月単位で ADL が低下し、移乗時など
看護師 3 名の介助が必要な状態。患者は日に日に動けなくな
る辛さや焦りを感じる中、「看護師に迷惑をかけるのは申し
訳ないけど、自分でできることはしたい」とトイレで排泄す
ることを強く希望した。看護師は転倒や新たな病的骨折のリ
スクなどを考慮し床上排泄が望ましいのではないかと考えた
が、患者の希望には反しており、この患者にとっての最善の
ケアが何かジレンマを抱えた。そこで患者にトイレでの排泄
を希望する意味を尋ね、「トイレに座った方がスムーズに排
泄できる。排泄だけは病気になる前のように自分でやりたい」
という患者の大切にする価値を明らかにすることができた。
しかし患者の希望するトイレでの排泄はリスクが高く、不安
やジレンマを抱える看護師も多かったため、チーム内で個々
の思いを表出する場を設け、患者に安全で安楽な排泄ケアを
提供できるよう医師や理学療法士と多職種カンファレンスを
実施した。移乗時など疼痛が悪化する場面において、事前に
鎮痛薬の内服、効果を確認し医師に薬剤調整を依頼すること
とした。理学療法士には移乗時の介助者の動きを確認しても
らい、患者・看護師ともに安全で安楽な排泄ケアについて情
報提供してもらった。その結果、チーム内で患者の排泄ケア
の統一化ができ、患者の希望を尊重することができた。
【考
察】看護師は患者の「トイレで排泄したい」という希望を尊
重したいと思う一方で、トイレで排泄することでのリスクよ
り、倫理原則の「自律尊重の原則」と「無害の原則」の対立
が生じジレンマを抱えていた。そのジレンマをそれぞれの言
葉で表出することは、対立する個々の価値を共有し、患者に
とっての排泄の意味を考える機会となった。さらに、安全で
安楽な排泄ケアの提供に向けた多職種でのカンファレンスは
排泄ケアの統一につながり、これらは患者にとって最善のケ

【目的】脳卒中患者の多くは運動障害や言語障害などの機能
障害が残り、意思表現がままならない場合がある。清潔ケア
を通して脳卒中患者がふと漏らした一言から患者の思いに気
づけた経験を持つ看護師は少なくない。清潔ケアの折に脳卒
中患者の思いの表出に繋がったと思われる看護師の関りにお
いて看護師が抱いている思いを明らかにする。【方法】
「脳
卒中患者に対して清潔ケア実施時に患者の思いを表出しても
らった経験」を持っている看護師 11 名に半構成的面接を行
い逐語録に起こし、コード化しサブカテゴリー、さらにカテ
ゴリーを抽出した。太田西ノ内病院生命倫理委員会の承認を
得た。対象者に研究の主旨、自由意志による同意と同意の撤
回などの倫理的配慮について文書と口頭にて説明し同意を得
た。【結果】逐語録より 173 のコードが抽出され、16 のサブ
カテゴリー〈リラックスできる機会を提供したい〉
〈人とし
ての尊厳を守りたい〉〈関係性を構築したい〉〈感情を表出し
てほしい〉
〈持てる力を高めたい〉の 5 つのカテゴリーが抽
出された。
〈人としての尊厳を守りたい〉のサブカテゴリー
として〔身体的な苦痛を緩和したい〕
〔患者の尊厳を守りたい〕
〔患者との間で信頼を築きたい〕が抽出された。〈持てる力を
高めたい〉のサブカテゴリーとして〔前向きな気持ちになっ
てほしい〕
〔できる力があることを実感してほしい〕が抽出
された。
【考察】看護師は清潔ケアで患者に〈リラックスで
きる機会を提供したい〉という思いが根底にある。看護師は
患者の辛い気持ちが緩和できるよう〈感情を表出してほしい〉
〈持てる力を高めたい〉という思いがあり、できる事を見つ
け前を向いてほしいという思いで関わっていた。看護師は単
に清潔保持だけでなく〈人としての尊厳を守りたい〉という
思いで患者に向き合っていたと考える。患者の気持ちに寄り
添いたいという看護師の願いが〈関係性を構築したい〉とい
う思いに繋がったと考える。清潔ケアという場が、患者が自
ら思いを吐露する糸口となると考える。その上で生理的欲求
が満たされる「清潔ケア」は患者と看護師の信頼関係があっ
て成り立ち、そこには患者の尊厳を守り、人としての在り方
を大事にする看護師が前提にいると推察される。看護師は清
潔ケアを通し、患者の思いを表出させるために様々な思いや
願いをもって関わっていることが明らかになった。

アを考えるために必要なプロセスであったと考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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意思決定支援の質向上に向けた取り組み

－アドバンス・ケア・プランニングに関する認知調
査－

NSSDM（共有型看護相談モデル）を用いた
がん患者の事例検討会が病棟看護師の意思決
定支援にあたえる影響

キーワード：ACP 意思決定支援
実態調査

キーワード：共有型看護相談モデル
意思決定支援

地域包括ケア病棟

○小谷 夏來 ¹・槇本 浩子 ¹・中谷 菜月 ¹・
石田 奈々恵 ¹・西村 由美 ¹・中木 里実 ²

事例検討会

○福岡 優花・工藤 千夏子・市口 早苗・
竹下 香代子・小林 ひなの・仲宗根 由貴奈・
斉藤 宝花・大久保 麻衣子

¹ 大和高田市立病院
² 山陽学園大学看護学研究科助産学専攻科看護学部

公立阿伎留医療センター

【目的】2025 年には国民の 30％が後期高齢者となる我が国で
は、人生の在り方について考慮した支援が求められアドバ
ンス・ケア・プランニング（以下 ACP）が推奨されている。
地域包括ケア病棟看護師（以下看護師）が ACP の理解を深
めその視点をもって看護することで今まで以上にその人らし
さを尊重した支援が可能になると思われる。そこで地域包括
ケア病棟における ACP の重要性に着目し看護師の理解や認
識等についての現状を把握するため ACP の勉強会開催後の
看護師の認知・理解及び意識の変化について実態を明らかに
した。
【方法】対象：看護師 19 人（研究メンバーを除く）期
間：2020 年 4 月～ 2021 年 1 月研究方法：アンケート調査の
項目は看護師の ACP の理解・認知度の現状と木澤の資料か
ら ACP の知識を問う 13 項目を抜粋して作成し実施した。こ
のアンケート結果を参考に ACP に関する理解度の低い項目
及び看護師が困っている事をもとに勉強会資料を作成した。
勉強会を開催した後に２回目のアンケート調査を実施した。
データの分析方法：同一看護師に 2 回アンケート調査を実施
し ACP に関する認知・理解度等の現状を把握した。分析は
単純集計・マクネマー検定を活用し勉強会前後のアンケート
結果を比較した。倫理的配慮：アンケートで得られた情報は
研究目的以外で使用しない事、回収したアンケートは鍵付き
ロッカーに保管し研究終了後速やかにシュレッダーへ破棄す
ることを明文化した。【結果】ACP の認知度：1 回目のアン
ケートでは「知っている」は 4 名「名前だけ知っている」は
14 名「知らない」は 1 名で「知っている」と回答した全員
ACP を実践したいと回答した。実際に ACP を実践した人は
2 名であった。2 回目のアンケートでは ACP の実践を行う際
の困難さや不安などの意見が聞かれた。ACP の理解度：1 回
目のアンケートにおける 13 項目全体の正解率 31.3％、2 回目
のアンケートは 53.8％であり有意差はなかった。【考察】看
護師は ACP と言わなくても日頃から意思決定支援を重視し
患者家族に寄り添った関わりを心がけていることがわかっ
た。また、勉強会開催により「知識が増えた」の意見が多く
聞かれた。これは ACP に対する看護師の積極的姿勢とその
必要性を意識するようになったからではないかと考える。今
後、ACP の実践に向け継続的な勉強会開催が課題である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

がん患者

はい
はい
はい

【目的】共有型看護相談モデル（Nursing Model for Supporting
Shared Decision Making、以下、NSSDM と記す。
）を用いた事
例検討会を通し、病棟看護師の“がん患者の意思決定支援”の
実施状況、意思決定支援の際に意識する事柄、思い、考え、行
動がどう変化するかを調査することを目的とする。
【方法】師長
を除く消化器科患者入院病棟の看護師 24 名を対象の NSSDM
を用いた事例検討会の前後で、オリジナル作成調査票にて意思
決定支援がどう変化するかをアンケート調査の集計結果に基づ
き分析する。
【結果】意思決定支援を行う看護師は、事例検討
会の実施前 6 名（25.0％）から実施後 11 名（45.8％）と 20.8 ポ
イント増加した。介入のタイミング（一人平均）は、実施前 0.7
個から実施後 1.2 個へ増加した。NSSDM を意識し、患者と「共
有すべき問題を点検する」看護師が実施前 15 名（62.5%）から
実施後 23 名（95.8%）と 33.3 ポイント増加した。また、
「がん
患者の意思決定支援において良い介入ができた経験がある」
「多
職種との連携が円滑に進んでいる」は実施前後で 29.2 ポイント
増加した。一方、
「患者の意向を受け止めきれない」
「心身状況
を捉えきれない」といった不安を感じた看護師が 16.7 ポイント
増加した。
【考察】NSSDM を事例検討会で学んだことで、看
護師によるがん患者への意思決定支援の実施頻度を促進させる
ことができた。がん患者の看護に携わる看護師には、日頃感じ
る戸惑いや難しさに関連し、意思決定支援技法の学習ニーズが
あった。今回、この学習ニーズを適した結果、意思決定支援実
施割合を増加させることに繋がったのであろう。患者が療養方
法を決める際、治療の中断時、療養場所を決める際といった 3
時点で介入が増加したのは、がん患者が余命の過ごし方を考え
る“ギアチェンジ期”にあたり、看護師の介入に患者が呼応し
やすい事が影響していると考える。また、患者が内的・外的要
因を正しく捉え、看護師は患者の問題を理解しようと意識的に
関わった結果でもあろう。事例検討会後にポジティブな姿勢・
ケアチーム連携の十分さにプラスの変化が出たことから、看護
師による患者の意思決定支援が促進されたことがわかる。一方
で事例検討会後に看護師の不安が増加したのは、がん患者に対
して積極的に意思決定支援介入を試み、患者と関わりを持つよ
うになった反面、踏み込めない・逃げ出したいと感じ、困難さ
に直面したと推測する。今後の事例検討会では、看護師の心に
ネガティブな感情が生じた実践経験の内容を盛り込みたい。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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がん看護に携わる病棟看護師の臨死期患者へ
のレスキュードーズ使用に対するジレンマ

終末期慢性呼吸器疾患患者のオピオイド導入
時に看護師が大切にしていること

キーワード：臨死期 レスキュードーズ
がん看護 倫理観

キーワード：終末期

ジレンマ

慢性呼吸器疾患患者

オピオイド

○山田 友里奈・新北 浩子・山本 美由紀

○古谷 愛子・富永 竜也・井上 智愛・大坪 みちる・
伏見 愛菜・青木 良憲

東京都立多摩総合医療センター

富山赤十字病院

【目的】がん看護の臨死期の疼痛管理における RD 使用に対
する看護師のジレンマを明らかにする。【方法】A 病院一般
病棟に勤務する看護師を対象に半構造化面接を行った。調査
開始前に、研究参加者に研究目的、意義、方法などを口頭お
よび文章で説明し同意を得た。得られたデータを質的記述的
に分析した。データは個人が特定できないように処理した。
東京都立多摩総合医療センター看護部倫理委員会の承認を得
た（承認番号 20-6）。【結果】研究参加者は、急性期と終末期
が混在する外科病棟に勤務する看護師 6 名で全員女性であっ
た。臨死期の患者への RD 使用に対する看護師のジレンマと
それに関連する行動は 6 のカテゴリー、12 のサブカテゴリー、
35 のコードから生成された。臨死期という予後が週単位か
ら看取りまでの時期の苦痛を訴えることのできない患者に対
して、看護師は適正な RD の使用の判断をするために《患者
の身体から出るサインを読み取る》ことに集中していた。そ
の判断の過程で《患者・家族を痛みから救いたい》という思
いと《患者に危害を与える恐怖》の思いが相反し《臨死期の
患者に代わって RD の判断をするジレンマ》が生じていた。
そして、適正な RD の使用となるように、他者に意見を求め
たり、命を預かるという責任の重圧を和らげたいという気持
ちから《ジレンマを軽減させる行動》をとっていた。さらに、
臨死期の患者の RD 使用に対する看護師のジレンマには、常
に《看護師としての倫理観》が大きく影響していた。
【考察】
看護師は臨死期の患者の自律尊重が守れていないと感じジレ
ンマを抱えていた。そのジレンマは、患者に代わって RD の
判断をゆだねられている重圧感であった。患者、家族の苦痛
の緩和をしたいという思いがある一方で、RD で患者に危害
を与えてはならないという思いが強くなり、ジレンマを増大
させていたと考える。看護師は痛みを主観と考える中で、患
者の意思を確認できないときの RD は看護師の自己判断とな
ると考えていた。看護師は、疼痛コントロールについてチー
ムに相談し、家族の希望に沿うことで、自分一人だけの判
断ではなくなると考えジレンマを軽減させていたと考える。
RD の使用の判断に至る過程においても、患者の尊厳や生命
を守るため倫理観を持って行動していた。一つひとつのケア
に対して倫理的な視点を持ち、チーム内で振り返り共有する

【目的】終末期慢性呼吸器疾患患者のオピオイド導入時に看
護師が大切にしていることを明らかにする【方法】1．研究
デザイン：質的記述的研究、2．参加者：6 人、3．データ収
集期間：2020 年 6 月～ 8 月、4．方法 1）研究対象者に依頼
文を配布した。2）参加者に研究者から再度口頭で説明用紙
を用いて説明を行い参加者の希望に沿って日程を調整した。
3）インタビューの内容は研究参加者の同意を得た上で IC レ
コーダーに録音し、
逐語録を作成した。4）
逐語録から基本デー
タを作成し、コード、サブカテゴリ―、カテゴリー化した。
質的研究経験者のアドバイスを受け信頼性・妥当性を確保し
た。【結果】分析の結果、10 のカテゴリーと、30 のサブカテ
ゴリー、110 のコードに抽出された。
「オピオイド導入に対
するタイミング」、「看護師のアセスメント」、「患者の状態の
家族の理解度」
、
「患者・家族のオピオイドに対する認識」、
「多
職種との協働」
「患者との信頼関係」
、
「身体的苦痛の緩和」
、
「精
神的安楽」、「患者の意思表明支援」、「その人らしく過ごすこ
と」であった。
【考察】慢性呼吸器疾患患者は、がん患者と
比べ予後の予測が難しく、看護師は意思表明支援のタイミン
グに難しさを感じている。事前に患者の意思を確認しておく
ことは、残された家族がオピオイド導入という難しい判断を
強いられることや、看護師のオピオイドをもっと早く導入で
きれば良かったという後悔も回避できるのではないかと考え
る。がん、非がんに関わらず終末の局面を、患者自身がいか
に過ごすかを意思表明することは、最期まで患者がその人ら
しく生きるために重要なことである。看護師は、慢性呼吸器
疾患患者の寛解と増悪を繰り返す終末期の軌道の特徴を捉え
て、患者に寄り添い意思表明支援をしていかなければならな
いと考える。また意思表明支援は看護師だけで行うものでは
なく、医師、看護師間、社会福祉士、リハビリ、薬剤師等の
多職種の医療チームで情報共有し患者の想いと医療者側の想
いをすり合わせながら、患者にとっての最善の方法やタイミ
ングを検討し、その人らしく過ごせるよう支えていくことが
大切である。今後は慢性呼吸器疾患患者のオピオイド導入に
向けて、終末の局面を想定し、患者の人生観や価値観を捉え
適切な段階で意思表明支援をしていかなければならない。

ことで看護師のジレンマは軽減すると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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中小規模病院看護師のがん疼痛ケア実践力の
実態
キーワード：中小規模病院看護師

がん性疼痛

看護師

がん患者へアロマセラピーを取り入れた足湯
の効果

－がん関連倦怠感を CFS と NRS で評価して－
キーワード：アロマセラピー
足湯

○辻 ちよ美・山崎 愛
湘陽かしわ台病院

【目的】中小規模病院の一般病棟に所属する看護師の疼痛マ
ネジメントにおける実践力を明らかにする。【方法】A 中小
規模病院 B 病棟勤務の看護師 23 名に 5 つの因子からなる
「が
んの痛みの看護ケア実践尺度」による質問紙調査を実施。統
計ソフト SPSS Ⓡ Ver22.0 を使用し、SD、平均値を求めた。
対象者には研究目的、方法、匿名性などを説明し、調査票回
収をもって同意の確認とする旨を説明した。研究対象施設の
倫理委員会の承認を得て実施した。実践尺度の使用は作成者
から承諾を得た。【結果】回収は 23 名、回収率 100％であっ
た。看護師のがんの痛みの看護ケア実践において最も平均値
の高い項目は、
「患者が訴える痛みの部位を確認している」
であった。その他平均値が 4 点以上の項目は「痛みは我慢せ
ず医師や看護師に伝えるよう患者に説明している」
「患者が
訴える痛みの部位を記録している」であった。最も平均値が
低い項目は「患者が訴える痛みの原因を、レントゲンや CT、
骨シンチなどの画像検査の結果に関連づけてアセスメントし
ている」であった。チーム医療の項目の中で「痛みへの対応
が困難な時や悩んだ時は、痛みの疼痛アセスメント治療、ケ
アなどについて、緩和ケアの専門家に相談している」
「精神
的、社会的、スピリチュアルな側面と関連付けてアセスメン
トしている」の 2 項目が平均値より低い結果となった。平均
値が 3 点以下の項目は 12 項目あり、そのうち 6 項目はアセ
スメントに関する項目であった。【考察】多くの看護師が患
者からの痛みの訴えを最も有用な情報源と捉えていることが
分かった。しかし、医師や薬剤師などの他職種とのカンファ
レスの不足から、痛みの原因を総合的に評価できていなかっ
た。個々の看護師の疼痛マネジメントのアセスメント能力不
足が明らかとなった。医師や他職種との連携、チーム医療の
推進を図ることで、アセスメントが充実する可能性が示唆さ
れた。

がん関連倦怠感（CFS）

○佐野 明世 ¹・新井 里美 ²・石井 和美 ²・葛西 傑 ¹・
蛸島 智子 ¹・実法 千恵 ¹
¹ 金沢医科大学病院
² 金沢医科大学看護学部

【目的】本研究の目的は、がん患者へアロマセラピーを使用
した足湯を実施し、倦怠感への効果を明らかにすることであ
る。【方法】対象は A 病棟に入院する倦怠感のあるがん患者
のうち、疼痛コントロールのための薬物療法が安定しており、
医師の許可と本人の同意が得られた患者 14 名とした。患者
１名に対してアロマ有・無の足湯をそれぞれ実施した。精油
はラベンダーとオレンジスイートの 2 種類を同量ブレンドし
たものを使用し、１回目の足湯後 3 日間あけて 2 回目の足湯
を実施した。患者にはそれぞれのケア介入前と、ケア終了 2
時間後に質問紙（CFS、NRS）を記載してもらった。分析方
法は血圧、脈拍、呼吸数、NRS、CFS の各項目について、ア
ロマ無とアロマ有の足湯の比較および、アロマ無足湯前後と
アロマ有足湯前後の比較として対応のある t 検定を行った。
なお、分析には統計解析ソフト SPSS Ⓡ 25.0 を用い、有意水
準は 5% とした。倫理的配慮は、本研究は介入研究およびア
ンケート調査で、所属施設の倫理審査の承認を得て実施し
た。手技は一般的な看護ケアであり身体侵襲は低いと考えら
れるが、心身の不調が生じた場合は、直ちにケアを中止し主
治医に連絡し対応することとした。
【結果】アロマ有、無そ
れぞれの足湯前後の比較では、アロマ無の足湯前後の血圧値
（収縮期 p=.009、拡張期 p=.001）で、またアロマ有の呼吸数
（p=.015）と CFS の下位尺度「身体的倦怠感」
（p=.029）に
おいて有意な差がみられた。また、アロマ有足湯後に複数の
患者から「眠れた」という発言が聞かれていた。
【考察】本
研究でアロマ有足湯前後のバイタルサイン測定で呼吸数が有
意に減少した。これはオレンジスイートとラベンダーの精油
を使用した足湯によって交感神経が抑制され、精油の香りに
より副交感神経が促進されたことによるリラクゼーション効
果が考えられ、患者の気分転換や睡眠の質を向上させること
へつながったと考える。また、CFS の身体的倦怠感に有意差
がみられたのは、アロマ有足湯の身体的介入をすることによ
り身体的倦怠感が改善されたことが考えられた。アロマセラ
ピーを取り入れた足湯はがん患者への有効なケアの一つであ
ることが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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心不全ステージ B・C 患者の死生観を明らか
にする

家族のサポートが見込めない終末期患者の意
思決定支援に関する現状と課題

キーワード：心不全

キーワード：意思決定支援

死生観

意思決定支援

○築山 悠・舘島 靖子

終末期

単身世帯

独居

○井手 径子 ¹・平岡 葉子 ¹・曽和 亜友子 ¹・
小堀 梨那 ²・山本 由佳 ¹・桑田 弘美 ³

公立能登総合病院

【目的】心不全は進行しながら増悪と緩解を繰り返す病態で
あり、意思決定支援がなされぬまま終末期を迎えてしまうこ
とがある。後悔なく生きられるよう、心不全ステージ B・C
患者の死生観を明らかにし、患者に寄り添う看護を考えたい
と思い、本研究に取り組んだ。
【方法】病院の倫理審査委員
会の承認を得て研究を開始した。A 病院に入院中の心不全ス
テージ B・C 患者に、リーフレットにて心不全について説明し、
9 項目のインタビューガイドに沿って、入院日～ 3 日以内と
2 週間目に面接を行った。得られた語りの逐語録を、1 回目
と 2 回目それぞれ作成し、共通の意味の語りをカテゴリー化
した。
【結果】対象者は男性 1 名女性 3 名、平均年齢は 74.7
± 7.8 歳、平均面接時間は 1 回目 56.5 分、2 回目 49.2 分であっ
た。1 回目面接は 128 コード、13 サブカテゴリーが抽出され、
「自己肯定する思い」「病気への恐怖」「自分らしい死に方の
欲求」
「自分らしく生きたい欲求」「自分のことより家族を優
先する思い」の 5 カテゴリーに分類された。2 回目面接は 77
コード、9 サブカテゴリーが抽出され、「生きる希望と意欲」
「自分らしい死に方の欲求」「家族を大切にする思い」
「病気
と付き合っていく恐怖」の 4 カテゴリーに分類された。
【考察】
面接 1 回目、病気への恐怖はあるが、今まで生きてきた経験
による自己肯定する思いが、自分らしく生きたい欲求を維持
させていると考える。2 回目は症状安定に伴い生きる希望と
意欲が生まれたが、病気への恐怖はなくなることなく、付き
合っていく恐怖へと変化している。苦痛をなくし延命治療は
しないと強く望んでいる反面、1 回目は家族が大切だからこ
そ死生観を素直に語れないという現状があった。さらに 2 回
目は家族の思いに答えようとしており、家族の存在は患者の
生き方に大きく影響していると考える。患者と家族は、心不
全は治る病気であると認識している傾向があり、知識の提供
を継続的に行う必要がある。自分らしく生きるために、何が
必要で、調整すべきことを患者・家族とともに考えることが
必要である。患者は、家族に言えないことを看護師には話し
ており、研究を通して改めて、患者と死について向き合い、
意思決定支援を行うことは大切であると感じた。信頼関係を
築き、経過とともに変化する思いを汲み取り、継続的に関わっ
ていく必要がある。今後も、患者が後悔のないように生きら
れるよう患者に寄り添う看護を行っていきたい。

¹ 国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院
² 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院
³ 国立大学法人滋賀医科大学医学部看護学科

【目的】高齢世帯の約４分の１は単身世帯であり、全がん罹
患率の年齢による変化では男女ともに 50 歳代から増加して
いることから、単身世帯でがんを抱えている患者が増加する
ことが予測できる。2019 年の研究「家族のサポートが見込
めない単身世帯の終末期患者に関する医療者の困難」にて医
療者は意思決定支援の難しさやジレンマを抱えていることが
分かった。そこで A 病棟の医師・看護師が行っている、家
族のサポートのない終末期患者の意思決定支援の現状を明ら
かにし課題を考察する。【方法】１．研究デザイン：質的記
述的研究。２．調査方法：病棟内に研究の趣旨を掲示し自主
的に協力が得られた者にインタビューを実施し逐語録を作成
した。面接内容は、家族のサポートが見込めない終末期患者
の関わりで印象に残っていること、困ったこと、工夫したこ
とである。期間は 2019 年７月～ 10 月。３．対象：A 病院の
医師、看護師計７名。平均年齢は 36 歳、職歴は平均 11.86 年。
４．分析方法：逐語録から家族のサポートが見込めない終末
期患者への意思決定支援について語られた言葉に着目、コー
ド化しデータの類似性に着目して、サブカテゴリー、カテゴ
リーを抽出した。５．倫理的配慮：滋賀医科大学医学・看護
学専門小委員会の承認を得て実施した。研究対象者に研究参
加は自由意思であり、参加の有無で不利益を被らないこと、
学会発表、プライバシーを厳守することなどを書面で説明し
承諾書により同意を得た。
【結果】家族のサポートが見込め
ない終末期患者の意思決定支援に関する現状と課題について
75 コード、15 サブカテゴリー、５カテゴリーが抽出された。
カテゴリーは《やむを得ず親族関係のない専門職者が代理意
思決定》《意思確認の機会を見極めることに苦悩》《頼れる家
族がいない患者の人となりや意思の確認に難航》《患者個人
の事情を斟酌せざるを得ない退院調整に葛藤》
《終末期ケア
として十分な看護ができたかどうかが心残り》であった。【考
察】１．医療者は患者の価値観や必要とする支援を家族に代
わって汲み取ることに苦悩している。２．重要な決定を委ね
る家族が不在で地域との関係が希薄な患者には意思を代弁で
きる人材の選定が必要である。３．患者の意思を看護師が推
測し反映させることは困難で、成人後見人制度等を利用する
場合、患者が意思決定時に利用できるよう、行政・福祉関係
者と共に検討する必要がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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消化器外科病棟におけるがん終末期患者の療
養先決定のタイミングの違いによる療養先移
行の実態
キーワード：がん終末期患者

療養先

BSC

キーワード：アドバンスケアプランニング
意思決定支援

がん看護

○阪本 祐子 ¹・奥山 真由美 ²

○竹嶋 佳織 ¹・太田 千尋 ²・作長 尚子 ²・
野田 明子 ²・服部 聖子 ²

¹ 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター
² 山陽学園大学

¹ 大阪府立大学大学院看護学研究科博士前期課程
² 滋賀医科大学医学部附属病院

【目的】A 病院における意思決定支援の現状、ACP の認識を

【目的】A 病院消化器外科病棟では、がん終末期において入
院時に BestSupportiveCare（BSC）の説明を受けて、療養先
を決定するケースが多い。今後の過ごし方や療養先について、
家族や医療従事者と十分に話し合い、決定していくための時
間的・精神的余裕がないのではないかと感じた。がん終末期
患者の療養先決定のタイミングの違いによる療養先移行の実
態を明らかにする。【方法】質的記述的研究。対象は 20XX
年 4 月 1 日～ 20XX ＋ 3 年 3 月 31 日に A 病院消化器外科病
棟へ入院したがん終末期患者。患者の属性・療養先決定に関
する項目・療養先移行の実際に関する項目を電子カルテより
データ収集し、療養先決定日が入院前であった群（外来決定
群）と入院後であった群（入院後決定群）に分け、各項目に
ついて比較検討した。所属施設の研究倫理委員会の審査の承
認を受けて実施した。【結果】対象者は 111 名。がん発症部
位は上部消化管 38 名、下部消化管 35 名、肝胆膵 38 名。平
均年齢 71 歳、男性 74 名、女性 37 名。療養先決定のタイミ
ングは外来決定群 37%、入院後決定群 63% であった。外来
決定群の療養先の希望は、緩和ケア病棟 76％、在宅 22％、
A 病院 2％、実際は緩和ケア病棟 71％、在宅 12％、A 病院
17％であった。入院後決定群の療養先の希望は、緩和ケア病
棟 60％、在宅 6％、A 病院 24％、実際は緩和ケア病棟 36％、
在宅 3％、A 病院 57％であった。療養先決定日から緩和ケア
病棟転院までの日数が 2 週間以内であったのは、外来決定群
10％、入院後決定群 40％であった。緩和ケア病棟転院後の
在院日数が 4 週間以上であったのは、外来決定群 38％、入
院後決定群 16％であった。【考察】半数以上が入院後、積極
的治療終了、BSC の方針となってから療養先を決定している。
「積極的治療終了と療養場所の移行」という意思決定を同時
に求められており、患者と家族にとって心身の苦痛が大きい
と考える。入院前に療養先を決定した患者は、希望通りの療
養先で療養できる可能性が高まるといえる。入院後に療養先
を決定した患者・家族は、短期間で現状を受け入れ、療養先
の変更を余儀なくされる上、転院後に十分な療養期間を得ら
れずに死を迎える傾向にあったといえる。そのため、患者の
望む療養を支えるためには、治療薬の変更時など早い段階か
らの意思決定支援が重要であることが示唆された。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

急性期 A 病院のがん看護における意思決定支
援の現状と ACP の認識

はい
はい
はい

明らかにすることで、患者・家族主体の意思決定支援の方法
を検討する。
【方法】
〈研究方法〉質的帰納的研究法〈対象〉
A 病院クリニカルラダー３以上のがん看護の経験がある看護
師 7 名〈データ収集方法〉半構成的面接法〈分析方法〉イン
タビュー内容から逐語録を作成し、コード化を行った。コー
ドを意思決定支援と ACP に関連することに分類しそれぞれ
の同類のコードを集めて、サブカテゴリー、カテゴリーに分
類した。
〈倫理的配慮〉研究への参加意志は自由で、インタ
ビューのあとでも参加の撤回が可能であること、参加の拒否
によって不利益受けないことを口頭と書面で説明し、同意
を得た。インタビューはプライバシーが守られる個室で行っ
た。IC レコーダーへの録音、メモをとらせてもらうことに
ついて、書面をもって説明し、同意の署名を得た。録音した
データは鍵がかかる場所へ保管し、研究者が鍵の管理を行っ
た。研究終了後にデータは 10 年間保管し、他者立ち会いの
もと削除することとし、その旨も研究参加者へ説明し同意を
得た。本研究は A 病院看護部倫理委員会の承認を得た。
【結果】
意思決定支援について〈患者の過去から未来への語りに注目
する〉〈本人と家族を結ぶ支援〉〈意思決定支援は一人ではで
きない〉〈意思決定支援を過程として考える〉〈看護師として
の倫理的態度と向き合う〉
〈急性期病院での困難感を感じる〉
の 6 カテゴリーと 13 のサブカテゴリーに分類された。ACP
に関連することについて〈ACP への見知〉〈ACP をどうよ
うに行うか〉
〈ACP 導入についての動き〉
の 3 つのカテゴリー、
9 つのサブカテゴリーに分類された。
【考察】意思決定支援
の現状について、患者の現在の希望だけを患者の意思ととら
えず、患者の過去や生きてきた背景から、未来への意思決定
支援につなげていく必要があり、ナラティブアプローチのよ
うな手法を意識的に用いることで、より効果的な意思決定支
援に結びつく可能性がある。先行研究と同様に ACP の認識
は十分でないことが明らかになった。また、がん看護におけ
る意思決定支援での困難感があることも明らかになり、ACP
そのものについての教育と同時にがん看護についての教育の
必要性が示唆された。今後は、幅広い臨床経験の看護師への
調査を行うことで ACP の普及・実践への課題を明確化して
いく必要がある。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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血液がん患者に対するアドバンス・ケア・プ
ランニングの実践

A 病院療養病棟看護師が考える患者家族への
アドバンス・ケア・プランニングの働きかけ

キーワード：血液がん アドバンス・ケア・プランニング
価値 信念

キーワード：看護師 アドバンス・ケア・プランニング
意思決定支援 療養病棟

○茂垣 さくら・一戸 唯・星野 明子

○戸田 直子 ¹・草開 美保 ¹・木下 淳子 ¹・
塚原 節子 ²

東京都立多摩総合医療センター

【目的】「アドバンス・ケア・プランニング（以下 ACP）は
患者が今後希望する医療やケアを考えるにあたり、本人の生
き方や価値観、信念などを、本人の語りを通して知り、本人
にとっての最善の方針をともに考えるプロセス」である。血
液がんは、化学療法で根治や症状緩和が可能な反面、重篤な
副作用により生命に関わる状況に陥る事がある。今回血液が
ん患者へ、江口が発表した「共に治療について考えていくた
めの質問紙」を使用し ACP を実践する事で患者が自身の事
を考え、本人にとっての最善の方針を共に話し合うきっかけ
となると考えた。ACP の実践を通し、患者の価値や信念を
明らかにし、今後の多職種連携や看護支援への示唆を得る事
を目的とした。
【方法】研究期間 : 令和 X 年～令和 X+1 年。
再発、レジメン変更が必要な血液がん患者で研究参加に同意
が得られた 4 名に、質問紙を配布、記載後に面談を実施。質
問紙と録音データから逐語録を作成し、内容についてまとめ
記述分析を行う。
【結果】A 氏は 1 回目の面談で寝たきりに
ならない事、2 回目の面談では、体力の低下を自覚し苛立ち
を感じると語り、身体症状の緩和を望んだ。B 氏は 2 回の面
談を通して完治を目指す語りが得られた。C 氏は可能性のあ
る治療をやり尽くしたいと話す一方で、死の不安も語り、家
族との時間を望んでいた。D 氏は延命を望み、治療を希望し
た。2 回目の面談では、完治の難しさを自覚し、最期は家で
過ごしたいと語り、その希望を叶えるため医師や理学療法士
と連携し退院調整を行った。【考察】再発告知を受けた患者
は完治への希望を持ち、同時に命の限りを認識する。患者は
大切な人との関わりを通し、自己の在り方を考えていた。質
問紙は「お互いに避けて通りたい話題」に対し、自らの事を
考え、話し合いのきっかけとなり、価値や信念を明らかにす
る重要なツールとなる。患者の価値や信念を共有する事は多
職種連携において、認識や意見の相違を無くし、患者がその
職種向けに話している情報を統合でき、希望に沿った介入に
繋がると考える。看護支援としては、多職種間の調整役を担
い患者のニーズに応えていく事が必要である。又、看護師は
患者の生活史や療養に対する思いを聞く機会が多く、患者の
アドボカシーとしての役割が求められる。患者や闘病を支え
る家族の思いは、再発や病状増悪の中で揺れ動くため、繰り
返し ACP を実践する事で希望の実現に繋がる。

¹ 公立学校共済組合北陸中央病院
² 東京医療学院大学保健医療学部看護学科

【目的】A 病院療養病棟看護師が考える患者家族へのアドバ
ンス・ケア・プランニング（以下を ACP）の働きかけを明
らかにする。【方法】対象は同意の得られた A 病院療養病棟
勤務の看護師 5 名。A 病院療養病棟での ACP を実践するに
あたり看護師はどう働きかければよいかについてグループイ
ンタビュー（半構成的面接）を 20XX 年 10 ～ 11 月に実施。
インタビュー内容は逐語録を作成、コード化、サブカテゴ
リー化、カテゴリー化した。分析は研究者間で一致をみるま
で繰り返し行った。倫理的配慮として対象者には文書と口頭
で研究主旨・内容を説明。拒否権の保証、結果は研究以外使
用しないこと、研究不参加でも不利益は無いことを確約し承
諾を得た。【結果】〈時間をかけて患者家族に寄り添い理解し
ようとする姿勢〉〈患者家族との信頼関係〉〈意思決定困難患
者を理解しようとする取り組み〉
〈人生の最終段階がイメー
ジできるような関わり〉
〈インフォームドコンセント（以下
を IC）のタイミングで今後の意思確認〉の 5 つのカテゴリー
を抽出した。【考察】A 病院療養病棟は、入院期間 90 日以上
の長期入院患者が 7 割以上と多く〈時間をかけて患者家族に
寄り添い理解しようとする姿勢〉が〈患者家族との信頼関係〉
に繋がると感じている。角田は「信頼関係を築くことによっ
て、患者・家族の警戒心がとれ安心感をもって話ができ、次
第に本心を語るようになる」と述べている。一方で A 病院
療養病棟は、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲランク以上の
患者が 8 割以上を占めており意思決定困難患者が多い環境に
ある。今後、患者の価値観を家族と共に探り記録するなどの
〈意思決定困難患者を理解しようとする取り組み〉が患者に
寄り添った看護に繋がると考える。また終末期の事を考えた
くない患者家族に対しては結論だけを求めず〈人生の最終段
階がイメージできるような関わり〉が必要であり何度でも話
し合うことや、
見守る姿勢が重要だと感じている。角田は「特
に病状や状態の悪化は、対象者と家族にとって将来起こり得
る状況が現実味を帯びるので、ACP 導入のチャンスになる」
と述べている。このことからも急変時や状態変化時などの
IC を活用する事で普段聞きづらい事も IC 時は聞きやす〈IC
のタイミングで今後の意思確認〉がしやすいと感じている。
つまり IC のタイミングが患者家族に一歩踏み込んだ内容も
聞き出せる機会になると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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A 県における在宅看取りを希望する訪問看護 “第 1 波”A 病院における COVID-19 患者の
利用者の最期に関する実態調査
看取り
－情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイ
ドライン策定後－
キーワード：在宅看取り 死亡診断等ガイドライン
訪問看護 情報通信機器（ICT） 検視

－感染管理と患者の尊厳の狭間で大切にしたこと－
キーワード：COVID-19 看取り
大切にしたこと

感染管理

尊厳

○高木 悦子 ¹・横内 昭江 ¹・小杉 実香 ¹・
中村 弘美 ¹・大貫 朋子 ¹・天野 久美子 ¹・
多田 啓恵 ²・栗原 順子 ¹

○清水 民枝 ¹・田城 孝雄 ²
¹ 公益社団法人新潟県看護協会訪問看護ステーションみつけ
² 放送大学大学院文化科学研究科

【目的】A 県における「情報通信機器 ( 以下 ICT とする ) を利

¹ 東京都立多摩総合医療センター
² 東京都立神経病院

用した死亡診断等ガイドライン」( 以下ガイドラインとする ) 策

【目的】新型コロナウイルス感染症（以下 COVID-19）は世界

定後の在宅看取りを希望する訪問看護利用者の最期に関する

中に広まり、日々多くの死亡者数が報告されている。厳重な感

実態を明らかにし、今後に活かす。
【方法】放送大学研究倫理

染管理下における、COVID-19 患者の看取りに関わった看護師

委員会の承認を得た。厚生労働省介護サービス情報公表シス

は、患者の尊厳を大切にするという従来の看取りができないこ

テムで公表 (R2 年 5 月 10 日 ) されている A 県内の訪問看護事

とに葛藤を抱いているのではないかと考えた。本研究では、感

業所の 149 名の管理者を対象に、自記式質問紙調査を実施し

染管理と患者の尊厳の狭間で看護師が大切にしたことを明らか

た。ガイドライン策定後の訪問看護事業所の状況、課題等を

にする。
【方法】研究対象：Y 年 4 月から 6 月まで A 病院専門

尋ねた。単純集計を行い、自由記載内容は類似した意味内容

病棟に勤務し、同意が得られた 42 名。データ分析方法：半構

ごとに分類した。
【結果】
85 名の管理者の回答を対象とした ( 回

造化面接で得た録音データをコード化し、質的記述的分析を

収率は 57%)。研修修了者は 2 名、研修中は 1 名だった。ガイ

行った。データ分析過程は、スーパーバイザーによる指導を受

ドラインに添ったサポートの実際はなかった。検視となった利

け、妥当性の確保に努めた。本研究の実施にあたり、A 病院倫

用者は 35 名だった。その理由は、予測されない、急な病状変

理委員会の承認を得た。
【結果】
COVID-19 患者さんの看取りで、

化、突然死が 15 名、主治医と連絡がとれないが 6 名、自死が

今まで経験した看取りと違ったことは、143 個のコードが抽出

2 名、事故、主治医が病院の医師で在宅医でない、家族が救急

され、カテゴリーは《患者、家族が大切な人と共にいられない

車を呼んだ、在宅医を決めていなかった、家族・親族の希望、

こと》
《看護師としての責任の重さ》
《看護師がケアに制限を感

が各 1 名、不明 7 名だった。課題は、ガイドラインは期待があ

じたこと》
《面会が感染リスクになること》の 4 個から構成され

る一方、医師・訪問看護師・利用者・家族からは、認知されず

た。感染管理下での「看取りの場面」で、患者の尊厳を守るた

需要や実践がない 30、訪問看護師が負担・不安になること 14、

めに大切にしたケアは 81 個のコードが抽出され、カテゴリ―

訪問看護事業所の負担になること 10、医師に関すること 10、

は《人として大切にされるケア》
《感染隔離下でできるケア》
《患

ガイドラインに添いサポートする訪問看護師の研修に関するこ

者と家族の繋がりを意識したケア》
《看取りをする家族を支え

と 7、家族の負担に関すること 1、であった。
【考察】検視理由

るケア》の 4 個から構成された。そのケアを大切に思った理由

のわかる 28 名は、ガイドラインに充てはまらない。事前に主

は 82 個のコードが抽出され、
《患者と同じように家族にもケア

治医と家族が十分な説明や取り決めは必要である。在宅医を

が必要と考えたため》
《患者の立場で考えたため》
《個々の看護

決めず、警察による検視を覚悟している家族がいることは、異

師の看護観》
《感染拡大防止のため》の 5 個から構成された。
【考

状死でない死亡診断の理解や、対応方法等、十分な説明が必

察】看取りの場面において、COVID-19 の第一波は平穏な看取

要である。ガイドラインは、期待がある一方、医師・訪問看護師・

りの臨床現場を厳重な感染管理を最優先にした環境へと一変さ

利用者・家族からは、
認知されず需要や実践がないことは、
地域、

せた。看護師は感染拡大防止の責任の重さと、家族が患者のそ

社会情勢に合わせ、更に必要性について議論を深めていくこと

ばに付き添えずに患者が 1 人で旅立つことなど従来の看取りの

が必要である。訪問看護師がガイドラインに添いサポートする

過程の違いに、困難感やジレンマを感じていた。しかし、患者

場合は一つの事業所内にサポートできる看護師や、拘束当番可

を取り巻く環境に合わせ、
看護師は患者、
家族にとっての「最善」

能な看護師を多数確保することが必要である。
日常的に主治医、

を模索し、大切にケアを実践していた。その背景には、臨床で

利用者、訪問看護事業所が、ICT 機器を活用し、コミュニケー

培われた看護観や倫理観により、看護師としての責任を果たそ

ションを図ることで、操作に慣れ、ネット環境の把握と対処策

うとしていたからではないかと考える。また、患者の疾病や従

を考えられ、不安が軽減できる。また有事の場合でも対応でき

来と異なる環境の中でも患者の尊厳を守るというケアリングの

る。実践で算定できる報酬がないので、検討が必要である。

姿勢を看護師は持っていたのだと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

はい
はい
はい
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婦人科悪性疾患の終末期患者のケアに携わる
看護師の思い

神経難病患者の看取りにかかわる看護師の思
い

キーワード：壮年期

キーワード：看取り

婦人科悪性疾患

終末期

障害者病棟

神経難病

○佐藤 牧子・浅見 祐妃・山田 典子

○長田 祥子・稲葉 眞里・西 真由

焼津市立総合病院

医療法人清和会水前寺とうや病院

終末期

【目的】婦人科悪性疾患の終末期患者（以下患者）のケアに

【目的】看護師の神経難病患者の死や看取りに対する思いを

携わる看護師が、亡くなる前まで患者に寄り添い、ケアを実

明確にする。
【方法】A 病院障害者一般病棟で働いている経

践していた時の看護師の思いを明らかにする。【方法】6 名

験年数 4 年目以上 10 年目以下の看護師 6 名に対し半構造化

の女性看護師にインタビューを行い内容を逐語的に文章に起

面接調査を行い、得たデータを分析する。本研究では、看取

こした。内容を示すサブカテゴリーを作成し、さらにカテゴ

りを「患者が亡くなった場面のケアだけでなく、死を免れな

リーの共通を分析、意味・内容の類似性に基づきカテゴリー

い状態で積極的な治療を行わないことが決定された患者や家

化を行い図式化した。本研究で取り扱う思いとは、携わる看

族との死期までと死後のかかわりやケア」と定義した。研究

護師が患者をケアする時に感じた心の動き、と定義する。倫

は A 病院の倫理委員会の承認を得た。研究対象者に研究目的、

理的配慮は、対象者には研究目的、途中での辞退が可能であ

個人情報の保護、拒否による不利益は生じないこと、守秘義

ること、個人情報の保護について説明して同意を得た。
【結

務について説明し承諾を得た。
【結果】研究対象者の看護師

果】看護師は〈心に残る患者との出来事〉を語る時、緩和の

経験年数は 7.5 年±１.64 年、神経難病病棟経験年数は 3.6 年

コントロールが早くできなかった等〈行動に移せなかったや

± 2.16 年だった。神経難病患者の看取りで生じた思いは『悲

るせなさ〉を多く語っていた。そして、急激に状態が悪化し

嘆的な感情』、『後悔、申し訳なさ』など 4 つに分類され、看

ADL が低下していくことを感じ〈経験値から察知した目の

取り後の気持ちの切り替えでは『切り替えができない』
、
『気

前の患者の死の予感〉をし、深呼吸してドアを開け〈患者に

持ちを切り替える』、『引きずった後に気持ちが戻る』の 3 つ

向き合う覚悟〉を決めて関わっていたため、年齢も近く感情

に分類された。神経難病患者の看取りの特徴では『経過やか

移入してしまった〈年齢、性別、経験を重ね合わせる思い〉

かわりの期間が長い』
、
『本人の意思や希望がわかりづらい』

があった。このような中で、自分たちだけでは解決できない

などの３つに分類され、患者とのかかわりや看取り経験が自

問題もあったため〈自分たち以外の専門家を活用したケア〉

己に与えた影響では『患者と家族の時間を大切にしたい』、
『看

のアドバイスを受け〈意識的に安楽を促す支援〉や〈知識や

取り時に丁寧にかかわりたい』
など 4 つに分類された。
【考察】

経験から得た支援の手立て〉をケアに生かした。ケアを経験

神経難病患者の多くは入院期間が長く、レスパイト入院で入

として積み重ねていくことで、患者と身近な存在でいたいと

退院を繰り返すなど患者や家族とかかわる時間が長いため、

いう潜在的意識が働き〈患者のための無意識な行動の実践〉

看護師は看取り後に『悲嘆的な感情』を感じていると考える。

に繋がった。10 個のカテゴリーが抽出され、これらのこと

しかし、看取り後には悲嘆を感じながらも役割意識や責任感

から本人の思いに寄り添っていることが大事であり、核概念

から気持ちを切り替えて患者のもとへ向かうことができてい

は〈患者が望むだろうというケアを維持させたい思い〉であ

た。
『引きずった後に気持ちが戻る』では「声掛けで気持ち

ると結論づけた。
【考察】今回の研究で、看護師が優しさや

が戻る」といった言葉があり、カンファレンス等で振り返り

思いやりを持って看護をし、同じ女性として患者と共鳴して

を行うことで悲嘆的な感情が軽減できていた。神経難病は疾

いることが分かった。共鳴についてワトキンスらは、程度の

患の進行によりコミュニケーション障害が生じるため、『本

差こそあれ共に感じ、共に喜び、共に悩むような治療者自身

人の意思や希望がわかりづらい』という思いに繋がっていた。

の中での内的体験を指すと述べている。同じ女性として、年

ライフステージや進行度を考慮しながら患者の意思を把握す

齢、性別、経験を重ね合わせ共にいることで患者を尊重し、

ることで、看取りへの満足感が向上できると考える。神経難

患者や家族の思いを受け止め、後悔のない最期を過ごせるこ

病患者の看取りにかかわる看護師は『患者と家族の時間を大

とが第一と考えていた。終末期看護を繰り返し体験し、心の

切にしたい』、『看取り時に丁寧にかかわりたい』という理想

葛藤を通し、その女性に何が本当に大事なことなのかを考え、

がありジレンマを感じていた。看護師がチームで患者や家族

それが日々のケアに繋がっているために、患者が望むだろう

に寄り添えるような工夫をしていく必要があると考える。

というケアを維持させたい思いを核概念と位置づけた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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地域包括ケア病棟看護師のがん看護に対する
困難感
－アンケート結果から見えた課題－
キーワード：困難感

がん看護

終末期

一般病棟での終末期肺がん患者とのコミュニ
ケーション場面における困難
キーワード：終末期肺がん患者

看取り

コミュニケーション

困難

○田中 麗菜 ¹・笠井 恭子 ²・中野 裕美 ¹・
佐々木 佐智江 ¹・勝見 瑞穂 ¹

○小野 詩穂・加藤 智子・谷口 さゆり
公益社団法人地域医療振興協会石岡第一病院

¹ 福井赤十字病院
² 福井県立大学

【目的】日本は、がん患者の死亡者数が約 38 万人となり、年々

増加傾向にある。終末期にあるがん患者は、患者の身体的・ 【目的】一般病棟の看護師が終末期肺がん患者とのコミュニ
ケーションの際に困難を感じた場面や状況、その時の感情や
精神的・社会的・スピリチュアルな苦痛に対してケアが必要
である。A 病院における地域包括ケア病棟の看護師は、増加
傾向にあるがん終末期患者の看護に対し、苦手意識や困難感
を抱えていた。そこで、看護師が抱えているがん看護の困難
感を明らかにし、今後のケアに役立てたいと考えた。
【方法】
地域包括ケア病棟の看護師 16 名に「看護師のがん看護に対
する困難感尺度」を用いてアンケート調査を実施した。49
問の各項目を単純計算で合計点数を出し、ドメイン別に平均
点を出した。本研究は石岡第一病院倫理委員会の承認を得て
行った。対象者に研究の目的・意義方法、研究協力に関する
利益・不利益、自由意思による参加、個人情報保護に対する
事項、公表の範囲等について説明し、研究参加への同意を得
た。
【結果】49 問の項目から平均点の高い 6 つの項目を、が
ん看護の困難感として抽出した。6 つの困難感は、「家族と
十分に話をする時間がとれない」「家族による看取りではな
く、医療者が中心の看取りになっている」「放射線治療や副
作用に関する知識・技術が不十分に感じる」「医師が終末期
の患者に関わる事に消極的である」「医師から終末期の患者
への治療や病状に関する説明が不十分」「身寄りがない患者
の在宅療養が困難である」であった。【考察】2020 年は新型
コロナウイルス感染症が流行し、病院は、感染症対策の見直
しや対応に追われた。A 病院も家族等の面会禁止の措置がと
られ、がんを患う入院患者の看取りの環境も変化した。患者
を看取る上で、患者だけではなく、家族を含めた看護ケアを
提供してきた看護師は、そこに倫理的なジレンマや複雑性を
感じ、がん看護の困難感に影響を及ぼした。今後はどのよう
な状況下においても、患者と家族との橋渡しが出来るような
関わりをもつことや、治療方針や相談ごとを医師と看護師で
共有し、よりよい患者のケアに繋げていくことが重要である。
また、入院前から ACP を確立し、その意思を尊重できるよ
うな体制を整備していくことも、がん看護に対する困難感を
解消するための鍵となることが示唆された。

思考を明らかにし終末期ケアのあり方の示唆を得ることであ

る。【方法】終末期肺がん患者のケアに関わる看護師 5 名を
対象とした。半構成的面接法を用い面接内容は対象者の承諾
を得て録音し面接終了後逐語録とした。調査期間は 20XX 年
6 月～ 11 月であった。逐語録を精読し困難を感じた場面や
状況、感情や思考を抽出しコード化した。全コードの意味が
類似するものをサブカテゴリーとして集め、サブカテゴリー
も同様にカテゴリーとして集めた。本研究はＡ病院倫理審査
委員会の承認を得て実施した。本研究に利益相反は存在しな
い。【結果】困難を感じた場面や状況は、≪看護師の理想と
患者の意志の相違がある時の対応≫、≪看護師のコミュニ
ケーションスキルによって感じる苦手意識の場面≫、≪余命
への意見を看護師に求められる場面≫の 3 カテゴリー、困難
を感じた時の感情・思考は、≪患者と看護師の意見が食い違っ
た時に生じた感情≫、≪他者から否定される時に感じる感
情≫、≪コミュニケーションの未熟さや関わりのタイミング
を逃して生じる感情≫、≪否定的な感情を消化できないまま
生じた感情≫の 4 カテゴリーが抽出された。【考察】看護師
は自分の理想と患者の意思に相違がある時の対応に困難を感
じていた。これは看護師の終末期ケアの理想と患者の意志に
違いがあると葛藤が生じるからだと考える。また看護師は、
自身のコミュニケーションスキルによって苦手意識を持つ場
面があり、さらに、患者からの予後に関する質問場面に困難
を感じていた。このことより、困難な場面に遭遇した際、自
己の実践を振り返ることでコミュニケーションスキルに磨き
をかけ臨機応変に柔軟に対応する能力を身につけていく必要
性が示唆された。一方、看護師が困難を感じたときの感情・
思考はネガティブなものが多かった。これは、患者の思いや
考えをコントロールするのは難しいこと、看護師の関わりに
不安がありコミュニケーションに自信がないこと、否定的感
情が生じた過去の場面を振り返っていないこと等が関連して
いると考えられる。これらのことから、終末期ケアの向上の
ためにはコミュニケーションに関する知識・技術を高めなが
ら、患者との関わりの中で生じた否定的感情をその都度内省
して消化していくことの重要性が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
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はい
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医療型療養病棟看護職が夜間帯に抱える不安
についての考察

透析室における事前指示書導入による看護師
の終末期医療に対する意識の変化

キーワード：臨死期

キーワード：血液透析
終末期

医療行為

医療型療養病棟

○青山 陽一・島村 和子・加藤 裕美・金井 典子
原町赤十字病院

【目的】A 病棟は医療型療養病棟であり、療養病棟入院基本
料 1 を算定している。夜勤は 16 時間夜勤を看護職 1 名・看
護補助者 1 名で行っているが、死亡退院の半数以上は夜間帯
である。それに加え麻薬の取り扱いや頻回な吸引など夜勤に
看護職が一人で行う医療行為に対して不安の声が聞かれてい
る。以上のことから、夜勤をする看護職の精神的負担が多い
と予測される。そこで、本研究の目的はＡ病棟の看護職が夜
勤帯で抱える不安の抽出をし、今後の課題の示唆を得ること
である。
【方法】対象：A 病棟で 1 年以上勤務し本研究に同
意を得られた看護職 5 名。データ収集方法：半構成的面接法。
分析方法：質的記述的分析を質的研究経験者の指導を受け
て実施した。研究期間：令和元年 X 月～令和 3 年 Y 月。本
研究は原町赤十字病院倫理委員会の承認を得ている。
【結果】
対象は看護職５名。コードは 114、サブカテゴリーは 22、カ
テゴリーは《一人で全ての医療行為を行うことで感じる負担
感》《トラブル時の対応への不安》《患者の状態の変化に気付
けるか気がかり》《適切な麻薬管理に対する不安》《急変や全
身状態悪化時の連絡の難しさ》《限られた状況下で対応する
ための行動》の 6 つに分類された。【考察】夜間帯の看護職
は、専門職一人という《限られた状況下で対応するための行
動》をしているが、
《適切な麻薬管理に対する不安》など《一
人で全ての医療行為を行うことで感じる負担感》が強い。ま
た、林らも「看護補助者とペアを組むとはいえ、専門職たっ
た一人夜勤を担う看護職の責任や負担は大きい。」と述べて
いる。これらのことから、夜勤における看護職一人体制から
生じる不安を軽減することが課題だと考えられる。そこで、
看護職を増員し夜勤を行なえる環境構築を検討する必要があ
る。また、
《急変や全身状態悪化時の連絡の難しさ》など《ト
ラブル時の対応への不安》や《患者の状態の変化に気付ける
気がかり》については、看護職自身の能力向上や看護補助者
の協力が重要である。そこで、看護職・看護補助者合同で勉
強会や現場で得た経験を言葉にして情報共有する場を作るこ
とが必要ではないかと考えられる。

患者による事前指示

意思決定

○中島 智香子 ¹・初田 真実子 ¹・草切 幸 ¹・
浦本 かおり ¹・稲村 尚子 ¹・塚原 節子 ²
¹ 黒部市民病院
² 東京医療学院大学保健医療学部看護学科

【目的】血液透析患者の事前指示書導入による透析室看護師
の終末期医療に対する意識の変化を明らかにする。【方法】
同意を得た A 病院透析室の看護師 13 名を対象に、事前指示
書導入前に終末期医療に対する意識調査と対象者の背景を含
む簡単なアンケートを行った。事前指示書導入 5 か月後に再
度同様の調査とアンケートを行った。意識調査は「緩和ケア
に関する医療者の知識・態度・困難感の評価尺度」を参考に
修正して用いた。対象者の背景は単純統計を行い、意識調査
は事前指示書の導入の前後で SPSS® statistics26 を用いて対
応のある t 検定を行った。【結果】対象者は看護師経験 10 年
以上の者が 80％、看取り看護への関わりがある者が 80％で
あった。意識調査では＜理念＞＜医療者間のコミュニケー
ション＞＜患者・家族と医療者のコミュニケーション＞に有
意差はなかった。＜苦痛のケア＞のドメイン平均は、1.96 ±
0.92 から 3.08 ± 1.13 となり、＜看取りのケア＞は 2.26 ± 0.92
から 2.89 ± 0.92 で 1％水準で、＜患者・家族中心のケア＞は
3.08 ± 0.95 から 3.44 ± 0.75 となり 5％水準で事前指示書導
入後の方が有意に行っていた結果が得られた。
【考察】終末
期医療に関心はあるが、直接本人を前に話すことは難しく、
コミュニケーションや対応は難しいという意識に変わりはな
かったと考えられた。透析室看護師の経験は少なくても看
護師経験は 10 年以上が多く、看取りの看護を経験している
者も多かった為、透析室での終末期医療にも関心を持ってい
る看護師が多いと推測された。＜苦痛のケア＞＜看取りのケ
ア＞は、患者の透析に対する苦痛の評価、死が近づいてきた
時の処置の評価、患者・家族の心配事を聞くなどの項目が有
意に行われており、事前指示書の導入によって、看護師と患
者で専門的な情報の共有や心情の共感ができ、ケアを起こす
きっかけとなったと推測された。＜患者・家族中心のケア＞
では、事前指示書の導入前は、終末期の話をするきっかけが
難しいと考える看護師の気持ちが、患者・家族との関りを阻
害し、関わりたいと思ってもきっかけがなく行動できなかっ
たと推測された。コミュニケーションや対応が難しいという
意識は変わらなかったが、事前指示書が導入されたことに
よって、実際に行動を起こすきっかけとなったと考えられた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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HCU の看取りの環境について

－患者家族のインタビューからみえてきたこと－

終末期がん患者において家族が本人らしく最
期を迎えられたと思えた要因とは何か

キーワード：看取り環境

キーワード：終末期ケア

HCU

患者家族

意思決定

家族

○内山 志穂里

○浅賀 未来・一宮 禎美・稲木 あい

健和会病院

NTT 東日本伊豆病院

【目的】A 病院ハイケアユニット（以下 HCU）での看取り場

【目的】本研究の目的は終末期がん患者において家族が本人

面で、患者と家族の時間は充分に作れているのか、隣のベッ

らしく最期を迎えられたと思えた要因は何かを明らかにする

ドの患者に家族は遠慮してしまわないか疑問に思った。先行

ことである。がん患者の死亡場所は緩和病棟よりも一般病棟

研究で、看護師は環境に対して「看取りにふさわしい環境で

で最期の時を過ごす患者が多い。しかし積極的に医療が行わ

はない」と述べている。今回、HCU で看取りを迎えた患者

れている一般病棟では、医療者は家族のニードをほとんど満

家族の看取りの環境に対する思いを明らかにした。【方法】1．

たしていないとの報告がある。また、家族の死別体験後では

研究期間：2019 年 10 月～ 2020 年 1 月 2．研究対象：A 病院

緩和病棟よりも一般病棟で患者と死別した家族の方が、苛立

HCU に 3 日以上入院し死亡退院された患者家族 3．研究デ

ちや怒り等の出現率が高いとの報告がある。従って、一般病

ザイン：質的研究 4．データ収集方法：インタビューガイド

棟においても終末期がん患者の「その人らしさ」を支える看

に基づく対面式の半構造化面接を行い、IC レコーダーに録

護が求められる。今回の事例では、一般病棟の終末期がん患

音した。5．データ分析方法：対象者のインタビューを逐語

者に対して家族が終始「本人らしく最期を迎えられた」と表

録にした後、看護師複数で分類カテゴリー化し分析した。6．

現された。先行研究において家族からみた「本人らしさ」に

倫理的配慮：A 病院倫理委員会の承認を受けて実施した。対

焦点を絞った研究は検索されなかったため本研究を実施し

象者には、研究趣旨・目的・方法を説明し、署名をもって同

た。【方法】終末期がん患者が本人らしく最期を迎えられた

意を得た。
【結果】4 家族 7 名に聴取し分析した結果、169 のコー

と発言した 1 家族を対象にインタビューを実施した . 逐語録

ド、20 のサブカテゴリー、５つのカテゴリー（以下《》
）
《HCU

を作成しコード化し類似性に沿ってカテゴリー別に分類し

という特殊な環境》《看取りに直面した家族の思い》
《周囲へ

た . 家族に研究の趣旨について説明し同意を得た .A 病院倫理

の気遣い》《プライバシーが守られない環境》《看護師の精神

審査委員会の承認を得た。
【結果】家族が本人らしく最期を

的支援》が抽出された。【考察】患者家族は、それぞれ HCU

迎えられたと思えた要因として 60 のコードを選択しそこか

の印象を抱いており、《HCU という特殊な環境》を受け入れ

ら 14 のサブカテゴリー、さらに［最期までお父さんらしい

て、治療を見守るしかないという思いがあるのではないかと

生活を尊重した］［最期まで会える意向が叶った］［病院で看

考える。アラームの音が気になったり、圧迫感を感じたりし

取る決断ができた］
［本人に生きててほしくて、あのとき必

ているかと考えたが、治療のために仕方がないという思いで

死に決断したこと］
［安心感を看護師がくれた］の 5 つカテ

あることがわかった。患者家族は、他のことを気にする余裕

ゴリーが抽出された。
【考察】結果より［最期まで会える意

がなく、その死に対し深い悲しみを感じており、他患者に看

向が叶った］ことで［病院で看取る決断ができた］というプ

取りの雰囲気を気づかせてしまうのではないかという《周囲

ロセスを辿っていた。家族と患者が自ら選択・決断できるよ

への気遣い》があった。カーテンやパーテーションだけでは

う支援することが看取りの満足度に繋がる。また、
［最期ま

《プライバシーが守れない環境》であることを理解し、ベッ

でお父さんらしい生活を尊重した］
［安心感を看護師がくれ

ドの位置を変更したり、個室への移動を検討したりするなど

た］の 2 つが示された。最期まで本人の意向を尊重し、やり

配慮も必要である。《看取りに直面した家族の思い》として、

たいことを叶えられるように看護師が親身になることで「本

家族は患者の死を覚悟しており、最期のときには付き添いた

人らしさ」を家族が感じたと考える。さらに、吸引などのケ

いという思いがあった。状況の説明をすることや、家族との

アを本人は拒否したが家族は [ 本人に生きててほしくて、あ

時間を作る環境を整えること、患者家族の不安や思いを傾聴

の時必死に決断した ] と語っており本人らしさとは対照的な

し、信頼関係を構築していくことは看護師の重要な役割であ

結果だった。医療者は終末期の心理を理解し患者や家族の

る。これらのことは HCU 以外でも実施されるべき看護の基

ニードに懸命に応えようとする姿が求められ、その中で看護

本であり、どのような場面でも実施していくことが大切であ

師は家族の状況に合わせて家族間のコミュニケーションを繋

ると考える。

いでいくことが大切である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか	はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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節目に合わせて送付するグリーフカードの評
価

緩和ケア病棟における予後予測スケールの効
果

－受け取る遺族の思いに関する調査から－

－多職種からみた看護ケアの向上－

キーワード：グリーフカード（手紙） 3 回の節目
遺族の思い

キーワード：緩和ケア病棟 多職種からみた看護ケアの向上
予測スケールの効果

○吉田 千華・廣瀬 真由美・小野寺 志保

○大石 真紀子・松本 智美・中野 万里子

いわき市医療センター

公益財団法人浅香山病院

【目的】A 病院緩和ケア病棟では、入院中の思い出を手書き

【目的】緩和ケア領域で予後予測指標の PPI は有用性が明ら

で記したグリーフカード（以下手紙）を法要に当たる四十九

かである。しかし、身体所見を踏まえたアセスメントを定期

日後、遺族の抑うつが出現しやすい半年後、立ち直り時期と

的に評価できず最期に家族が間に合わない事、Ns が家族へ

される１年後の３回の節目に送付している。手紙を受け取っ

看取りパンフレットである OPTIM の説明時期やケアに差異

た遺族の思いを明確にし、この取り組みが遺族のグリーフケ

が生じる事がある。その為、今回 PPI に身体所見を踏まえた

アの一環になるのかを評価したいと考えた。【方法】期間：

独自の予後予測スケール + 所属施設で使用している病期別

2020 年 7 月～ 8 月

対象：2019 年節目の手紙を３回送付し

標準看護計画の使用：以下予後予測ツールを作成使用し、実

た遺族 44 名。方法：３回の節目に手紙を受け取った時の思

践と活用を多職種が検討した。
【方法】研究期間は 2020 年 7

いを遺族に想起してもらう形式とした。［ポジティブ意見］

月 15 日～ 8 月 31 日。緩和ケア病棟へ入院後 4 日目以降の患

は「嬉しかった」等の４項目、
［ネガティブ意見］は「悲しかっ

者 10 名に Ns が予後予測ツールを活用した。3 週間未満は予

た」等の５項目、
［手紙の意見］は「突然で驚いた」等の６

後予測ツールで週 / 日単位に査定し毎日評価、3 週間以上は

項目、［自由記載］のアンケートを作成し対象者へ郵送した。

PPI で 1 週間毎に評価し予後予測ツールに沿ったケアを行っ

評価は（ない 0 点・あまりない 1 点・少しある 2 点・かなり

た。予後予測介入前後の看護ケア評価をスタッフ 7 名（医師

ある 3 点）の４段階リッカート尺度で単純集計し、評価尺度

1 名・薬剤師 2 名・その他 4 名）が看護記録から「多職種に

の数値が高いほど［ポジティブ意見］は好感度が高く［ネガ

よる看護記録チェック表」を用い 9 項目の評価を行った。各

ティブ意見］は嫌悪感が高いとした。３回の差をフリードマ

設問の 9 項目のうち 3 項目は 4 段階評価とし Wilcoxon 符号

ン検定で検証した。自由記載をコード化しカテゴリを抽出し

付順位和検定で分析し残り 6 項目は「出来ている」
「出来て

た。匿名性保護を文書で説明し調査票の返信を以て同意を確

いない」の 2 段階評価とし、クロス集計で分析しカイ 2 乗検

認した。【結果】回収数 29 名（65.9％）。全項目で回答があっ

定を実施した。有意差は 0.05 とした。本研究は A 病院研究

た 19 名（有効回答率 43.2％）を分析対象とした。［ポジティ

倫理委員会の承認を得て実施した。【結果】入院患者 10 名に

ブ意見］４項目の平均点は、四十九日後 2.42 点

半年後 2.36

対し Ns15 名のケアについて看護記録の査定を多職種全員が

１年後 2.33 点であった。最高点は四十九日後の「心が温

行った。予後予測介入前後の多職種による看護ケア評価は『月

かくなった」2.63 点であった。［ネガティブ意見］５項目の

/ 週 / 日単位の患者評価を定期的に行えている』が介入前に

平均点は、四十九日後 0.33 点

比べ P=0.005 で有意差があった。
『看護計画・ケア評価』『疼

点

半年後 0.3 点

１年後 0.28 点

で、
「迷惑」
「受け取りたくなかった」は３回とも 0 件であった。
［手紙の意見］の最高点は「手書きに好感を持った」四十九

痛 1 日評価』は介入前後で有意差がなかった。『看護計画に
患者・家族の希望を記載』は介入前後で 0％から 85％と上昇

１年後 2.47 点であった。検定

し『予後予測と看護計画の一致』は介入前後で 0％から 80％

で３回に有意差はなかった。自由記載の＜手紙を３回も頂き

に上昇した。『状態変化時のカンファレンスの実施』は 30％

嬉しくて泣いてしまった＞等の 25 コードから［喜び］［満足

と介入前後で効果が少なかった。多職種の総評は『病態変化

感］
［安堵感］の３カテゴリが抽出された。【考察】手紙を受

時の身体症状に応じた関わりができた』
『家族の病気の受け

け取る遺族はどの節目でも肯定的な感情が明らかとなった。

止め方や希望が記載され理解しやすかった』といった意見が

この感情には入院中からの丁寧な対応が影響していると考

あった。
【考察】終末期がん患者において予後予測を使用し

え、手書きで入院中のエピソードを添える方法も適切と考え

A 病棟独自の予後予測スケールと標準看護計画を使用する事

る。また、カテゴリから３回の節目の手紙は、遺族へ寄り添

は臨死期患者・家族に対して統一したケアを適時に行い苦痛

う力になり得ると推測される。以上からこの取り組みは遺族

緩和・QOL 向上・家族ケアに必要である事が明らかになった。

のグリーフケアの一環になると評価できる。

本研究から予後予測スケールの効果はケアの向上に繋がった

日後 2.53 点

半年後 2.47 点

と考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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内科病棟の看護師が緩和ケアチームへの介入
依頼を困難に感じている要因
キーワード：内科病棟

看護師

緩和ケアチーム

困難

○片貝 友奈・笹川 葉菜・加藤 裕美・髙木 あけみ・
荻原 才子
原町赤十字病院

【目的】内科病棟の看護師から「緩和ケアチームに依頼する
タイミングに悩む」、「どんな人を依頼していいのかわからな
い」といった声が聞かれている。このことから、緩和ケア
チームに依頼することに何らかの困難を感じていることが予
測された。内科病棟の看護師が緩和ケアチームへの介入依頼
を困難に感じている要因を明らかにし、緩和ケアチームへの
介入依頼をしやすくする方法を検討することとした。【方法】
対象者はリーダー業務に携わる看護師８名。対象者に口頭及
び書面を用いて説明し同意を得た。半構成的面接法にてデー
タ収集し質的記述的に分析した。【結果】内科病棟の看護師
が緩和ケアチームへの介入依頼を困難に感じている要因とし
て、
〈主治医とコミュニケーションを取ることの難しさ〉〈病
棟看護師が緩和ケアチームの介入に躊躇してしまう〉
〈病棟
看護師間でのカンファレンスが活かされず患者の選定が出来
ない〉〈病棟看護師の知識不足〉〈緩和ケアチームとコミュニ
ケーションを取ることの難しさ〉〈患者・家族が緩和ケアを
受け入れ難い〉の６つのカテゴリに分類された。【考察】主
治医とカンファレンスを行う機会が少ないことから〈主治医
とコミュニケーションを取ることの難しさ〉が生じ、緩和ケ
アチームの担当医が外科医師であり関わりが少ないことから
〈病棟看護師が緩和ケアチームの介入に躊躇してしまう〉状
況があると考える。〈病棟看護師間でのカンファレンスが活
かされず患者の選定が出来ない〉こともあり、カンファレン
スで緩和ケアチームの患者の選定について討議できる風土を
作り、定着させていく必要性が示唆された。また、緩和ケア
について知る機会が少ないことで〈病棟看護師の知識不足〉
があるため、緩和ケアチームの対象患者の選定の仕方や介入
のタイミング等に関する勉強会を行っていく必要性もあると
考えた。緩和ケアチームのラウンドが週 1 回であり、関わり
が少ないために苦手意識を看護師が感じていることから〈緩
和ケアチームとコミュニケーションを取ることの難しさ〉が
生じており、コミュニケーションが取りやすくなるよう緩和
ケアリンクナースが病棟と緩和ケアチームとの橋渡しとなる
必要性が示唆された。緩和ケアによいイメージがないため
に〈患者・家族が緩和ケアを受け入れ難い〉状況があるため、
院内の既存のリーフレットを活用するなどして緩和ケアにつ
いて知ってもらう機会も提供していきたいと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

治療の限界を理解し退院を望んだ末期心不全
患者の退院支援

－患者・家族の本意に沿って希望を叶えたチームの
協働－
キーワード：看取り

退院支援

チームの協働

○吉田 敦子 ¹・柄澤 清美 ²
¹ 社会医療法人桑名恵風会桑名病院
² 新潟青陵大学看護学部看護学科

【目的】高齢の末期心不全患者に対し治療限界の自覚から在
宅療養移行までを支えた病棟看護師の実践を分析し、そこに
含まれた看護の技を明らかにする。【方法】研究デザインは、
山本らの「ケアを見つめる事例研究」を用いた。(1) 看護経
過を振り返り、看護師の状況理解、実践とその意図、患者・
家族の反応について想起し記述した。その上で共同研究者と
の対話によって追加された想起や、診療録・看護記録から確
認した周辺事実についてもテキスト化し、そのすべてをデー
タとした。(2) 意図が類似する看護実践をまとめカテゴリー
を作成した。(3) カテゴリーと時期区分から成る表を作成し、
具体的な看護実践をカテゴリー毎に経過を追って書き入れ、
実践群を適切に表現するカテゴリーになるよう再検討した。
倫理的配慮としては、患者の家族に研究の趣旨と、研究協力
の任意性と撤回の自由、個人情報の保護について口頭、書面
をもって説明し同意を得て、社会医療法人 A 病院の倫理審
査委員会の承認を受けた。【結果】〈生活の仕方から価値観を
把握〉し、
〈家族間の関係性と熱量を知り〉
、
〈言葉の奥にあ
る思いを推察する〉ことを通して《本人・家族の佇まいと言
動から生き様を知る》ようにしながら状況説明と意思決定に
関わった。また、
《関係する専門職・家族を巻き込みワンチー
ムにする》ために〈平等な対話で方策を練る〉、〈認識のズレ
をそのままにせず家族が現実を理解出来る状況を作る〉
、
〈気
持ちを、会って、感じて、直接伝えて共有する〉、〈状況の変
わり目には多職種一同で合議する〉ことを行いチームの連携
を図った。そして、
〈今とこれからを関連づけながら見通し
を持ち〉、〈先に確信がなくても目標に近づくように動く〉こ
とで《ターニングポイントを見極め速やかな退院調整》が出
来た。【考察】絶えず患者の言葉、沈黙、表情、動作などの
意味を総合的に理解することと同時進行の退院支援の実践
は、医療者側の好みや常識や、患者・家族から語られた１回
の言葉だけを根拠にするのではなく、この患者・家族に相応
しい終末期の看取りの場を選択することに貢献したと考え
る。また、体調の変化がありながら臨機応変な各職種の対応
を得て在宅療養移行が可能になったのは、患者・家族の本意
の理解に温度差のないチームの協働の成果であると考えられ
た。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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高齢者施設での看取りにおける看護職の役割
と期待

COVID-19 を受け入れた A 病院における看護
師のストレス

－高齢者施設職員のアンケート結果から－

－手探りで対応した第一波－

キーワード：高齢者施設看取り

キーワード：COVID-19

学習

死生観

○千葉 由美子・三上 美和子・大内 千穂

看護師

ストレス

○河合 真由・古瀬 美穂・中野 延子・吉田 優作・
戸嶋 佑貴

栗原市在宅医療・介護連携支援センター

川崎市立川崎病院

【目的】A 市の高齢化率は 39.6%。最期を自宅で迎えること
は現実的ではなく高齢者施設での看取りもある。しかし、施

【目的】A 病院の A 病棟において、COVID-19 患者の看護に

設看取りにおける職員の向き合い方などは把握されていな

従事した看護師のストレスを明らかにする。【方法】1. 研究

い。そこで、施設看取りについて A 市内高齢者施設に勤務

対象

する職員の意識調査を実施したので、考察を加え報告する。

査期間 2020 年 6 月 1 日〜 2020 年 6 月 10 日

【方法】独自の質問紙を作成し協力を得られた施設の職員

方法

COVID-19 患者の看護に従事した看護師 57 名

2. 調

3. データ収集

A 市における感染状況と A 病院の病床数を鑑みて 6

815 名に質問紙を配布。個人が特定されないよう無記名式で

時期に分類し、6 時期別に 20 項目の質問を表記した質問紙

回答し施設ごとに回収。基本属性、看取りについての学習、

を配布し、ストレス指標を 4 段階 ( 指標 1 弱〜指標 4 強 ) に

看取り経験者の意識など質問は 20 項目。エクセル単純集計。

分けて単純集計した。4. 分析方法

調査期間は 2020 年 4 月～ 5 月。【結果】有効回答数 695 件（回

指数の平均値を出し、時期別、看護師の経験年数別、同居者

収率 85%）
。内訳は、介護老人福祉施設 229 件（33%）
、有料

の有無で分析し、
さらに 20 項目の質問を 5 つのカテゴリー（患

老人ホーム 151 件（22%）、介護老人保健施設 146 件（21%）
、

者像の変化、看護ケア、看護業務、業務環境、感染予防）に

グループホーム 129 件（19%）、その他 40 件（5％）
。資格別

分類し、平均値、標準偏差を用いて比較した。 5. 倫理的配

比率は、介護士 69%、看護師 15%、その他 16%。看取り介護

慮

経験ありは、全体が 77.4%。施設種別では介護老人福祉施設

配慮して、研究以外の目的で使用しないことを書面で説明し

94%、介護老人保健施設 95%、グループホーム 77%、有料老

同意を得た。
【結果】
57 名の看護師にアンケート調査を実施し、

人ホーム 33% であった。看取りに関する学習経験は、あり

回収は 51 名 ( 回収率＝ 89.4%) であった。看護師経験年数別に、

57%、なし 40% であった。学習したい内容は看取り期にある

A 群 (1 〜 5 年目 )、B 群 (6 〜 10 年目 )、C 群 (11 〜 15 年目 )、

利用者や家族の精神的サポート 68%、看取りの方針について

D 群 (16 年目以上 ) と 5 年ずつの 4 群に分類した。1.6 時期で、

の話し合いの持ち方 67%、看取り期の身体的変化 67% であっ

精神的ストレス平均値の最高値は 3 期 3.7 点、
最低値は 6 期 3.0

た。高齢者施設での看取りの必要性については必要である

点であった。2. 全群でストレス平均値の推移は類似しており、

67% であった。看取り期にもっとも関わった職種は看護師

C 群が 1 期、3 期を除いて精神的ストレスの平均値が高かっ

88% であった。自由記載は、施設での看取りは管理者の意向

た。3. 感染予防では、全時期・全群でストレス平均値が 3.0

により左右される、職員個々の死生観が違うなどあった。
【考

点以上であった。4. 同居者有の看護師は、誹謗中傷や自分へ

察】高齢者施設では看取り介護加算の有無にかかわらず、急

の感染リスクに対してストレスの平均値が高かった。【考察】

変を含め看取り介護が行われていた。高齢者施設職員の７割

1. こころの健康を維持するために必要な 4 要素 ( 職務遂行基

以上が介護看取りの経験があった。介護看取りの必要性は、

盤、個人のセルフケア、家族や同僚からのサポート、組織か

約 7 割が必要と回答。そのために学習したいことは、精神的

らのサポート ) のバランスを満たすことがストレス軽減に繋

サポートや終末期の身体的変化、看取りの方針についての話

がる可能性がある。2.C 群の看護師は、未知の経験で不明瞭

し合いの持ち方が多かった。高齢者施設での看取りについて

な点が多い中、A 群と D 群の看護師の間を取り持ちながら

は、施設管理者の看取りについての考え方と職員個々の死生

業務を行なっていたことが、ストレス要因となっていた可能

観が大きく関与していた。施設看取りでは看護師のリーダー

性がある。3. 感染防護具着用下の看護は、看護師全体にスト

シップ発揮が重要となることがわかった。終末期には医療が

レスを与える要因となる。4. 未知のウイルスへの感染リスク

必要となることが多く、施設看取りにおける看護師の役割は

や誹謗中傷が、自身だけではなく家族への影響を与えること

大きい。看護師は自施設以外の医療者との連携においても

がストレスの要因となる。

18 項目の質問をストレス

質問紙集計時に研究の趣旨を説明し、個人情報の保護に

コーディネーターとしての役割が期待される。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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コロナ感染症に対応する救急看護師の心理負
担

COVID-19 流行下における新人看護師のスト
レスとストレスコーピングの実際

キーワード：コロナ感染症

キーワード：新型コロナウイルス（COVID-19） 新人看護師
職業性ストレス ストレスコーピング

救急看護師

心的負担

○前田 晃史・八田 圭司・白石 由美

○半谷 翔平・吉野 雅人

市立ひらかた病院

東京都立多摩総合医療センター

【目的】コロナ感染症に携わる医療従事者は、業務負担、個
人防御具の不足、心理援助が十分でないことなどが心理負担
となり、精神症状を発症する危険がある。コロナ感染症に対
応した医療者の精神症状に関する先行研究では、第一線で従
事する医療者の中で女性看護師の精神症状は深刻であり、精
神状態の改善のために直ちに介入する必要性を述べている。
しかしながら、この研究では、具体的な心理負担の内容や介
入方法には言及していなかった。本研究の目的は、コロナ
感染症に対応する救急看護師の心理負担を明らかにすること
である。
【方法】研究デザインは質的記述的研究であり、イ
ンタビューガイドを用いた半構成的面接法を用いた。インタ
ビュー内容から、救急看護師のコロナ感染症に対応する心理
負担について、意味のある箇所を文章単位で取り出してコー
ド化し、サブカテゴリ、カテゴリを生成した。本研究は市立
ひらかた病院倫理委員会の審査を受けて実施した（番号 201）
。
【結果】研究参加者 5 名（うち男性 1 名）の平均看護師経
験歴は 11.7 年、平均救急外来経験歴は 9.1 年であり、インタ
ビュー平均時間は 59.9 分であった。インタビューの結果、81
コード、24 サブカテゴリ、6 カテゴリを生成した。生成した
6 カテゴリ（［］で示す）は、［拭えないコロナ感染への不安
と恐怖］、
［自らが感染を拡大させてしまう不安と恐怖］、［急
速な感染拡大に追いつかない対策に苦慮する］、［コロナ対応
に関連する苦悩］
、［周囲の反応に傷つく］、［コロナ対応の不
安や恐怖を拭う対応や支援］であった。【考察】救急看護師
は、自らが感染することや不十分な感染対策などにより、周
りへ感染を拡大させてしまう不安や恐怖を抱いていた。これ
は、十分にシステムが整っていないにもかかわらず、コロナ
感染に対応しなければならない状況がさらに不安や恐怖を助
長させており、過剰な感染対策で不安や恐怖を緩和していた
と考える。私生活では、コロナ感染に対応していることを周
りから非難されないように自らだけでなく、家族の行動も制
限していたと考える。救急看護師の心理的負担への支援とし
て、本研究で明らかにとなった心理負担を看護師同士で共有
する。救急看護師が定期的に話しあう機会を設けることで、
心理負担を吐露する場となるだけでなく、精神症状のスク
リーニングにもなると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

【目的】COVID-19 が流行し、新人看護師は外出自粛により
仕事以外でスタッフと交流する機会が少ない。そのため、
スタッフとの関係構築の機会や、家族・友人からの支援の
減少によるストレス反応の悪化が懸念される。本研究は、
COVID-19 流行下の、新人看護師のストレスとストレスコー
ピングの実際を把握することを目的とする。
【方法】A 病院
に 2020 年 4 月に新規採用された看護師 37 名に無記名の自記
式質問紙調査を行った。対象者に説明文を配布し、質問紙に
同意の記載欄を設け意思確認を行った。調査には職業性スト
レス簡易調査票、コーピング尺度を使用した。まず記述統計
を行い、平均値を COVID-19 発生前の新人看護師を対象とし
た先行研究と比較した。また、
「抑うつ感」の程度による〈ス
トレス要因〉〈修飾要因〉〈ストレスコーピング〉の比較をマ
ン・ホイットニーの U 検定で行った。【結果】有効回答は 26
名であった。先行研究と比較し、〈ストレス要因〉の「仕事
の量的負担」
（本研究 3.88：先行研究 10.32）
「仕事の質的負担」
、
（3.46：10.75）
、
「身体的負担」
（1.35：3.38）が高く、
「コントロー
ル」
（8.65：6.67）が低かった。また、
〈ストレス反応〉の「抑
うつ感」
（14.12：12.12）が高かった。U 検定では「抑うつ感」
が高い群は、普通以下の群と比較して「仕事の量的負担」が
優位に高く（p ＝ 0.012）
「仕事の適性度」
、
「上司からのサポー
ト」が優位に低かった（p ＝ 0.03、0.034）。〈ストレスコーピ
ング〉の「諦め」は優位に高かった（p ＝ 0.029）。【考察】A
病院は COVID-19 感染者急増に伴い、診療科再編や人事異動
が行われた。それによる業務内容の繁雑化や業務量の増加が、
仕事の負担増大の一因であると考えられる。元々新人看護師
は仕事の適性を感じにくく、仕事の負担増大によって、適性
をより低く感じている可能性がある。更に、仕事の負担増大
とコントロール感の低下が、問題解決を諦めるといった非効
果的コーピングに影響し、ストレス反応の悪化に繋がったと
考えられる。仕事の負担増大に対応できない新人看護師が増
加する可能性があり、ストレス反応の軽減に向けた業務量の
調整と、上司の支援が更に必要となる。よって、新人看護師
が業務を抱え込まず、チームで解決していけるような業務の
システム化を図る事が重要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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新型コロナウイルス感染症対応による看護師
の体験

新型コロナウイルス感染症患者の受け入れを
行った看護師の感情変化の傾向

キーワード：新型コロナウイルス感染症

キーワード：新型コロナウイルス感染症
看護師の感情変化の傾向
新型コロナウイルス対応

看護師

体験

○岡田 直子・那須 雅子・齋藤 美和子・
佐々木 千幸
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院

【目的】がん専門病院である A 病院では 2020 年 4 月 15 日か
ら 5 月 22 日まで（第 1 期）と 7 月 27 日から現在まで（第 1
期以降）新型コロナウイルス感染症患者を受入れている。受
入れ病棟となった B 病棟では感染症対応は初めてであるた
め、がん専門病院において感染症患者対応を行った看護師の
体験について明らかにし、今後の看護師のサポート体制につ
いて検討することを目的とした。【方法】受け入れ第 1 期に
B 病棟に所属していた看護師 10 名を対象に、1. 対応を命じ
られた時の受け入れ、2. 経験した苦痛や困難、3. 経験から得
られたこと、4. 内面の変化の経験、の 4 点をインタビューし
た。録音データより逐語録を作成し、質的内容分析を行った。
インタビューは質的内容分析の同意を得た看護師を対象に実
施し、逐語録作成の際には個人が特定されないよう配慮した。
【結果】1. 対応を命じられた時の受け入れについては、
［簡単
に受け入れられない思い］と［使命感の狭間］で葛藤しなが
ら［受け入れるための気持ちの整理］を行っていた。2. 経験
した苦痛や困難においては、［実感する身体的苦痛］や［体
験したことのない精神的苦痛］を経験していた。また、
［寄
り添う看護と対極の看護］
［患者意識の低さへの対応困難感］
があり、［看護観の揺さぶり］を体験していた。3. 経験から
得られたことでは、
［感染管理の意識の向上］や［他部署交
流から得た視野や技術の向上］があり、更に［普段の看護実
践では実感できなかった体験］を得ていた。4. 内面の変化の
経験では、がん患者とコロナ患者の異なる姿勢を目の当たり
にし、
［がん看護への思いを強くする］体験をしていた。
【考察】
インタビューによりがん専門病院の看護師が不慣れな感染症
患者対応を行った際の体験を明らかにすることができた。普
段行っている看護実践と異なる部分も多く、看護観を揺さぶ
られる体験をしていたが、その中でも看護師として技術の習
得や視野の広がりなど得られるものもあることがわかり、そ
れらはモチベーション維持に貢献していることが伺えた。し
かし、感染症患者への戸惑いを感じている看護師は多く、看
護観への影響を与えており、心理的支援の必要性も示唆され
た。今回のインタビューを元に、がん専門病院における感染
症患者受け入れの際のモチベーション維持の方法やサポート
体制など検討していく必要があると考える。

○永井 亜湖・水野 かおり・渡邉 美紀・
柘植 美幸
公益社団法人地域医療振興協会市立恵那病院

【目的】新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた看護師
の感情変化の傾向を明らかにする。【方法】A 病院看護師 6
名に参加の有無による不利益はない事、匿名性の厳守を説明
し同意を得た。準備前期（2 月）から現在（8 月）までを準
備前期、準備期、対応期、現在の時期に分け、インタビュー
ガイドを用いてインタビューをした。逐語録に起こし、コー
ド化しカテゴリー分類した。
【結果】3 カテゴリー（
『』で示す）
が抽出された。サブカテゴリーは《》
、
コードは「」で示す。『不
安な気持ち』は《経験がないことへの不安》が準備前期で「知
識がないから不安」等 13 コード、準備期では「経験不足に
よる不安」等 16 コード、対応期 12 コード、現在 0 コードが
抽出された。
《感染への不安》は「自分が感染することへの
不安」が準備前期 0 コード、準備期 11 コード、対応期で 13
コード、
現在で 6 コードであった。
「世間への感染拡大の不安」
は準備前期と準備期は 0 コード、
対応期と現在は 6 コードあっ
た。
『ジレンマ』は《受け入れがたい気持ち》が準備前期で
「準備不足へのジレンマ」等 21 コードが抽出されたが、手順
作成等の経過を経て準備期以降は 0 ～ 2 コードであった。
『看
護師としての思い』は《看護師としての使命感》が準備前期
9 コード、準備期 32 コード、対応期 13 コード、現在 20 コー
ドと全期に渡ってコード数は多く、特に準備期は多い結果と
なった。《他者を思う気持ち》は準備前期 4 コード、準備期
35 コード、対応期 20 コード、現在 19 コードが抽出された。
「同僚への思い」が準備期に 28 コードと多く、
「患者への思い」
は準備前期と現在では 2 ～ 3 コード、準備期で 7 コード、対
応期 17 コードと多かった。
【考察】
『不安な気持ち』では《経
験がないことへの不安》は準備前期から準備期に強く示され
たが経験を経て対応できたことが対応期以降の不安の軽減に
繋がった。
《感染への不安》は準備期に入り患者対応を行う
事をイメージし、対応をしたことで「自分が感染することへ
の不安」が高まった。対応できたことで不安は自分から「世
間への感染拡大の不安」へ変化していった。
『ジレンマ』で
は《受け入れがたい気持ち》が強く示されたが、準備が進み
受け入れる感情に変化した。
『看護師としての思い』では《看
護師としての使命感》が行動に繋がった。準備期間、患者対
応の期間を経て《他者を思う気持ち》の対象者に変化があっ
た。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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新型コロナウイルス感染症患者の看護を経験
した看護師の職業認識
キーワード：新型コロナウイルス感染症

看護師

職業認識

－産業カウンセラーによる面談を通して－
キーワード：COVID-19病棟看護師
メンタルサポート

○森 章恵・福田 香奈・小林 桃子
深谷赤十字病院

管理者支援

○堀込 克代・宮澤 久美子・田中 ひとみ

【目的】新型コロナウイルス感染症が流行し、最前線で働く
私たちは、身に迫る危険への恐怖や不安と看護職の責務を果
たす事への使命感の間で葛藤した。そこで、新型コロナウイ
ルス感染症患者の看護を経験した看護師が、看護師という職
業をどのように認識したのか明らかにする事を目的とした。
看護師という職業について理解を深め、よりよい看護実践に
繋がる一助を得ることとする。【方法】1. 研究デザイン：質
的帰納的研究。2. データ収集期間：2020 年 9 月～ 11 月。3. 対
象者：B 病棟で勤務する師長・係長を除く、研究協力者とし
て同意が得られた看護師 20 名。4. データ収集方法：6 グルー
プに分けて半構造型インタビューを実施。5. データ分析方法：
録音したインタビューから逐語録を作成し、コード化したも
のをカテゴリー分類した。6. 倫理的配慮：A 病院の看護研究
倫理審査委員会で承認を得たのち、研究対象者に口頭及び書
面にて説明し、署名、捺印を以って同意とした。【結果】43
のコード、6 のサブカテゴリーより、「自分や周囲の人の健
康を脅かす可能性がある危険な職業」「逆境を乗り越えチー
ムメンバーと協働することで自己成長できる職業」
「感謝さ
れることでやりがいを感じることができる職業」の 3 つのカ
テゴリーに分類した。【考察】「自分や周囲の人の健康を脅か
す可能性がある危険な職業」では、未知のウイルスによる疾
病そのものによる不安や、感染症における周囲への嫌悪感・
差別・偏見を強く受けた。周囲の人間の健康を脅かしてしま
う経験は、看護師という職業を身をもって危険な職業と認識
したと考える。
「チームメンバーと協働することで自己成長
できる職業」では、逆境といえる状況下でも看護できる事へ
のやりがいを感じ、自らの実践を前向きに捉えることができ、
レジリエンスが発揮されたと考える。また、良好なチームア
プローチにより実践能力が培われ、その自覚や達成感から自
己成長に繋げられたと考える。「感謝されることでやりがい
を感じることができる職業」では、患者や患者家族からの感
謝の言葉から看護する喜びや人の役に立てる喜びを感じ、や
りがいに繋がったと考える。未知なる感染症という危機的状
況を乗り越えるためには、レジリエンスやチームアプローチ
が発揮されることが重要である。今後新たな危機的状況が起
きても、チーム一丸となって取り組むことがより良い看護実
践に繋がっていく。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

COVID-19病棟で働く看護師の不安項目と支
援時期の検証

順天堂大学医学部附属静岡病院

【目的】COVID-19 病棟が緊急的に立ち上げられた際、そこ
で働く看護師の不安を少しでも軽減するために、A 病院看
護部では 2020 年 4 月より準備を始めていた。立ち上げメン
バーとして各部署の感染対策リンクナースを 1 名ずつ選出し
た。実際には 2020 年 10 月より開設する運びとなったが、実
際 COVID-19 病棟で勤務する中で看護師はどういった不安を
持つのか、産業カウンセラーに面談を依頼し、その面談結果
から不安項目を抽出し、必要な支援時期を考察する。
【方法】
2020 年 12 月、
COVID-19 病棟で働く看護師（11 名）を対象に、
産業カウンセラーによる面談を実施、畜語録を作成、カテゴ
リー化し、不安項目を検証する。対象者には個人情報保護に
ついて説明し承諾を得た。
【結果】対象者 11 名の内男性が 3
名、経験年数は 10 年目以下が 8 名、11 年目以上が 3 名であっ
た。COVID-19 病棟で勤務開始 1 ～ 2 週間は「先の見えない
不安」
「ストレス」他者との接触を控えることによる「孤独感」
等、不安の方が強かった。しかし 2 週目以降は、意見を言い
やすい雰囲気があり「役割意識」や「士気の高さ」
「学ぶ機
会」をもらった等、異動を好機と捉え、これまでに経験のな
い充実感を語っていた。
【考察】今回、産業カウンセラーに
よる面談の結果分析により、勤務開始直後 2 週間が不安感や
孤独感等先の見通しが不明なことへのストレスを抱えている
ことがわかった。今後は、勤務開始早期に不安解消のための
介入を行う必要があることが示唆された。2 週目以降は看護
師同士が緊張や不安な状況を共有し、同じ目的に向かうこと
で部署全体の士気が高まり、元病棟では経験したことのない
ケアに携わることが自信につながり、ひいてはやりがいにつ
ながっていったと考えられる。また面談から、看護管理者の
知識や経験が看護師の不安軽減につながったこともわかり、
看護管理者配置の重要性も解った。看護部では、早期から準
備をすることで COVID-19 病棟の開設メンバーとして役割認
識でき、不安軽減につながると考えた。しかし、部署異動か
つ COVID-19 病棟で働くことは、あらかじめ準備をしていて
も不安が大きいことが解り、またその不安は最初の 2 週間以
内に出現することが検証できたため、今後は異動後早期に介
入することで不安軽減に努め、職務のやりがいへとつながる
よう支援していきたいと考える。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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COVID-19 病棟におけるやりがい感を高める
職場環境構築のための管理者の役割

新型コロナウイルス感染症患者受け入れ準備
と運営にあたった病棟管理者の経験の把握

キーワード：COVID-19

キーワード：新型コロナ感染症 受け入れ準備
病棟管理者 心理的影響

やりがい

職場環境

○穂積 智子・有馬 美奈・渡辺 多美・秋月 伸哉
がん感染症センター都立駒込病院

とやりがいを持てる職場環境を構築するための管理者の役割
について振り返りを行い考察する。【方法】A 病棟に勤務す
る看護師 20 名に対して、配属時とその後 3 カ月毎に計 5 回
（2020 年 3 月～ 2021 年 3 月）無記名自記式質問紙による調
査を実施した。COVID-19 患者のケアに関する 15 項目、職
務満足度に関する 5 項目を 4 段階で調査し、メンタルヘル
スに関する 11 項目は該当の有無を単純集計し分析。自由記
載欄の内容はカテゴリー化し質的に分析。【結果】配属時に
COVID-19 患者のケアで不安が高かった 5 項目について、4
年目から 10 年目の中堅看護師をリーダーに任命し実践型研
修を実施。その結果、不安は配属 3 カ月後に 0.7 低下した。
また、職務満足度の仕事に対するやりがいは中堅看護師の満
足度の変化が大きく、配属時 2.8 から 3 か月後 3.3 に上昇した。
10 年目以上のベテラン看護師は、配属時より 3.5 と高値を維
持した。メンタルヘルスについては、配属時に「恐怖感・不
安がある」と回答した職員が 70％、「通常の看護が行えない
ことにジレンマを感じる」と回答した職員が 40％であったが、
6 カ月後には両項目ともに 20％に低下した。メンタルヘルス
で５項目以上該当する職員は、職務満足度の仕事のやりがい
に変動がみられた。自由記載欄をカテゴリー化した結果『貴
重な体験』
『社会貢献』
『一体感』の３つが抽出された。
【考察】
中堅看護師のやりがいは COVID-19 に対する不安軽減とリー
ダーとしての成功体験が大きく影響している。ベテラン看護
師のやりがいは、
「社会貢献」「最前線の現場にいる」という
意識が大きく影響し、さらに社会的承認により高値を維持で
きた。メンタルヘルスで該当する項目が多い職員は、精神的
に不安定なためやりがいの維持が困難であった。管理者とし
て、COVID-19 病棟でやりがいを高める職場環境を構築する
ためには、中堅看護師には求める役割を伝え、部署内での存
在意義を明確にし、承認する機会を設けることが効果的であ
る。ベテラン看護師へは目標設定の段階から参加してもらい、
病棟運営の一端を担っているという意識付けをすることが重
要である。精神的に不安定な職員に対しては、他職種の協力
を得て面談等早期より介入し、バーンアウトに繋がらないよ
うな働きかけを行うことが重要である。
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○岩田 江利子・小門 尚子
公立阿伎留医療センター

【目的】COVID-19 患者を受け入れる病棟で、職員が安心感

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

組織支援

【目的】新型コロナウイルス感染症 ( 以下、新型コロナ ) 患者
受け入れ病棟の準備と運営にあたった病棟管理者の経験を把
握し、組織的支援対策模索の基礎資料とする。【方法】2020
年 9 月時点で都内 139 の新型コロナ受け入れ病院のうち、実
際に新型コロナ患者の受け入れを経験した病棟管理者を対象
に、同年 11 月に郵送留置アンケート調査を行った。内容は、
準備開始から第 1 波収束までの期間に病棟管理者が感じたで
あろう様々な感情 ( 戸惑い・不安・支えられた等 )18 設問 ( リッ
カート回答：強く感じた～まったく感じなかったの 5 段階 )
で、回答度数は単純集計し、設問間の回答傾向を比較検討し
た。研究趣旨、参加の任意性、協力の是非及び回答内容によ
る不利益非発生の保証、守秘、匿名性の担保を記した協力依
頼文書を同封し、同意下でのみ回答の返送を依頼した。所属
施設倫理委員会の承認を得て実施した。【結果】57 名 ( 回答
率 41.0%) より回答を得た。病棟管理経験は平均 5 年 6 カ月
であった。
“強く感じた”と“感じた”の合計が多い順に「上
司や同僚、スタッフに支えられているという感覚」94.7%、
「新型コロナ患者を受け入れていない病棟ナースと自身の病
棟ナースで、新型コロナに対しての感じ方・考え方の違い」
91.2%、「刻一刻と変化する情報や組織の方針の変更に伴う戸
惑い」91.2%、「ウイルスの感染力・毒性などが明らかになっ
ていないこと ( 未知 ) への不安」
89.5%、
「病棟の設備 ( ハード面 )
に関する心配」87.7%、「家族や身近な人から支えられている
という感覚」86.0%、「他職種と自身の病棟ナースで新型コロ
ナに対しての感じ方・考え方の違い」82.5% であった。低かっ
た設問は「コロナ病棟で働くことに関する家族や身近な人の
心配」45.6%、
「病院に守られているという感覚」50.9% であっ
た。【考察】今般のような未曽有の事態下では、多様な混乱
や心理的動揺が発生することが予想できるが、本研究は、ウ
イルス対応に関連する不安等と対峙しながら、職場や家族等
の周囲に支えられている感覚を糧に職務にあたる病院管理者
の姿を明らかにした。一方で、直接担当しない同職及び他職
との感じ方・考え方の違いを感じた者が多く、病院に守られ
ているという感覚を感じた病棟管理者が多くなかったことが
問題であり、組織内の方針共有、組織が担当者を支える体制
の充実が期待される。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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感染に特化した看護事業継続計画運用で得た
効果と課題
キーワード：新型コロナウイルス感染症対策
事業継続計画

看護ケア

A 地域センター病院の COVID-19 病棟におけ
る看護実践報告 第 1 報

－看護師の経験と看護の実践－
キーワード：COVID-19 病棟

看護実践

看護師ストレス

○森谷 麻紗代・山﨑 智博・田中 美由紀・
羽野 琴美

○大井 裕美子・飯尾 里美・島本 真純・
細海 加代子

社会医療法人財団池友会新行橋病院

砂川市立病院

【目的】A 病院は、地域の災害拠点病院であり、新型コロナ
ウイルス感染症陽性患者受け入れ協力機関病院である。地域
での新型コロナウイルス感染症拡大により、看護では１．看
護師個人の判断による看護ケアの中止や縮小、２．病棟間に
よる提供される看護ケアに格差が生じていた。そのため、新
型コロナウイルス感染症対策事業継続計画の一環として、感
染に特化した看護に焦点をあてた事業継続計画（以下看護
BCP）を策定した。この看護 BCP は、
「清潔ケア」
「環境整備」
「検温」など看護ケアを感染状況に応じて段階的に変更して
いくように策定したものである。この看護 BCP の運用にあ
たって得た効果と課題を明らかにする。
【方法】１．策定期
間：令和 2 年 3 月～令和 2 年 11 月末。２．運用期間：令和
2 年 7 月～令和 3 年 4 月現在。３．対象者：看護師 290 名。４．
運用方法：看護 BCP 表をナースステーション内に掲示し周
知させた。看護師は感染レベル（国内、地域の発生状況に応
じて設定した A 病院独自の分類）に応じて、看護 BCP 表を
もとに看護ケアを実践する。５．倫理的配慮：本研究は、倫
理委員会の承認を得て、実施している。【結果】１．急性期
と回復期では優先する看護ケア（清潔ケア）や業務の違いが
あり、混乱が生じた。２．清潔ケアとリハビリ活動について、
提供している看護ケアが違うため、看護 BCP を急性期病棟
用と回復期病棟用に分けた。３．看護師からは看護ケアだけ
でなく、リハビリや荷物受け渡し、家族面談の場所、面会な
どより詳細な内容の提案があり、追加修正を行った。４．看
護師の感染対策意識向上のための行動指針として、感染防止
対策、職員の検温回数、会食の人数制限などを含めた職員共
通項目も新たに策定した。５．看護 BCP を理解できている
看護師とそうでない看護師が存在する。【考察】看護 BCP を
策定することで、管理者が感染レベルに応じた情報を伝達し
やすくなった。看護師にとっては、看護ケアや業務の一部を
統一することができ、感染レベルに応じた看護ケアの提供の
意識付けとなった。また、看護師の感染防止に対する行動の
統一化が図れた。これは不測の事態に対応する備えとなって
いる。しかし、現時点では運用を開始したばかりであり、全
看護師に周知徹底されているとはいい難い。今後、さらに実
用化し、継続、改定を重ねながら定着するよう、取り組むこ
とが必要である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい

【目的】A 病院は第２種感染症指定医療機関の役割を担う地
域センター病院である。当初、一般急性期病棟である B 病棟
内の感染症病床で患者の受け入れを開始し、患者数の増加に
伴い B 病棟を COVID-19 専用病棟とした。一生活者でもあ
る B 病棟の看護師は前例のない中、様々な困難に直面しな
がら看護実践を展開した。本研究の目的は、B 病棟に従事す
る看護師がどのような経験をし、どのように看護を実践して
いたと認識しているのかを明らかにするものである。
【方法】
研究デザイン：質的記述的研究デザイン
勤務する看護師 14 名

対象者：B 病棟に

データ収集方法：1 グループ 4 ～ 5 名

のグループインタビューをインタビューガイドを基に実施。
面接は個室で行い、インタビュアーはパワーが働かないよう
に外部の研究者に依頼した。また内容は IC レコーダーで録
音し終了後に逐語録を作成した。分析方法：文脈に沿って区
切りコード分類した。内容の類犠性と差異を確認しながらカ
テゴリー化を行った。分析は質的研究に習熟した研究者から
スーパーバイズを受け実施した。本研究は A 病院看護部の
倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】面接内容は、248 コー
ド、9 カテゴリー（〔〕で示す）、42 サブカテゴリー（〈〉で
示す）に分類された。B 病棟の看護師は〈情報の錯綜による
動揺〉や〈前例がない対応の模索〉など〔不明瞭な動向によ
る苦悩〕を抱えながら患者を受け入れた。そして〔患者を担
当することでの業務上のストレス〕
〔患者を担当することで
の生活上のストレス〕を強く感じた。情報が限られ感染対策
を最優先した〔不安や戸惑いの中での看護実践〕で〔身体へ
の影響〕を経験した看護師もおり、徐々に〔非日常における
ケアのジレンマ〕を感じるようになった。しかし〈経験と学
習からの感染不安の克服〉と〈変化する働き方と現状のへの
適応〉で、
〈制限がある中でできる看護〉を創意工夫しなが
ら実践した。対応の長期化による課題も明らかとなった。
【考
察】看護師個々がこれまでの経験で培った看護観、困難を共
にすることでのチーム力の向上、経験と学習からの自信の獲
得、環境へ適応するための自助努力で士気を維持し、患者・
家族に寄り添った看護実践能力の強化につながったことが示
唆された。しかし対応が長期化する中で、看護師の個人負担
は大きく、組織としての人員配置などの支援や COVID-19 患
者への多職種介入が必要である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか	はい

385

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

ポスター T - Ⅷ -12

ポスター T - Ⅷ -13

A 地域センター病院の COVID-19 病棟におけ
る看護実践報告 第 2 報

－ COVID-19 専用病棟に従事する看護師が感じる学
習に関するニーズ－
キーワード：COVID-19

看護教育

キャリア形成

A 地域センター病院の COVID-19 病棟におけ
る看護実践報告 第 3 報

－看護に対する患者評価－
キーワード：感染予防

看護

隔離

コミュニケーション

○島本 真純・飯尾 里美・大井 裕美子・
細海 加代子

○飯尾 里美・大井 裕美子・島本 真純・
細海 加代子

砂川市立病院

砂川市立病院

【目的】COVID 病棟（以下、B 病棟）稼働後、看護師は感染
【目的】A 病院は第 2 種感染症指定医療機関の役割を担う自治

の不安や業務環境の変化の中、試行錯誤しながらケアを実践

体病院で COVID-19 専用病棟（以下 B 病棟）を開設した。今

した。B 病棟に入院した患者にとって充分なケアを実践でき

後 COVID-19（以下 COVID）対応と並行したスタッフの継続

ていたのか、患者の評価を明らかにし今後のケアの質向上を

教育が必要であることが予想される。本研究は B 病棟で看護

図る。【方法】研究デザイン：質問紙による調査研究。対象

業務を行う看護師がどのような学習に関するニーズを感じて

者：B 病棟に令和 2 年 11 月～令和 3 年 1 月末に入院しその

いるのかを明らかにするものである。
【方法】質的記述的研究

後退院した患者 18 名データ収集方法：期間：令和 3 年 2 月

デザイン 対象者 :B 病棟に勤務する看護師 14 名 データ収集期

～ 3 月方法：対象患者 18 名に対し、入院時の気持ち、療養

間 : 令和 3 年 4 月 データ収集方法 : インタビューガイドを元に

環境、看護師の対応やケアなど入院生活に関する質問紙を

グループインタビューを実施し対象者にパワーが働かない外

郵送法で実施。本研究は A 病院倫理審査委員会の承認を得

部の研究者に依頼した。録音されたインタビューから逐語録

た。【結果】配布 18 件中回収 14 件（回収率 78％）で、対象

を作成。分析方法 : 文脈に沿って区切りコード分類した。内容

者の入院期間平均は 14 日間であった。患者の入院時の気持

の類似性を確認しカテゴリー化を行った。分析は質的研究に

ちは、重症化が不安、コロナで死ぬのかな、心の準備ができ

習熟した研究者からスーパーバイズを受け実施した。
【結果】

ていないなどであった。療養環境：適切 79％、普通 21％で、

インタビュー内容を質的帰納的に分析し 159 のコードから 4

病棟内の装飾について和んだ、楽しかったなどの感想があっ

つのカテゴリー（
〔〕で示す）と 18 のサブカテゴリー（
〈〉で

た。看護師は話しやすい雰囲気であったかについては、話し

示す）に分類された。B 病棟看護師は〔COVID 看護に関連す

やすい 86％、普通 14％だった。看護師の処置や検査の説明

る学習ニード〕を持ち、
〈COVID に関する知識不足〉に不安

は、適切 86％、普通 14％だった。看護師の PPE 着用につい

を抱えながら〈正解がないままの手探りな看護〉を行ってい

ては、適切 93％、普通７％で、感染予防をしっかりしてい

た。通常の JNA ラダー教育では起こり得ない学習環境の中で

て安心した、などの回答があった。ナースコールの対応につ

〔通常と同様の経験知を積みたいという思い〕を持ち、感染予

いては、適切 93％、普通７％だった。看護ケアについては、

防策を講じながらの看護に〈行った看護を意味づけられない

適切 86％、普通 14％で、印象に残ったケアは、「看護師との

不全感〉を持っていた。専用病棟への変更に伴い看護師は〈看

会話で気がまぎれた」
「コロナなので話かけるのをためらっ

護実践数の減少〉に不安を感じ〈継続教育の困難さ〉を課題

たが、看護師から話しかけてくれて嬉しかった」
「入院時の

に感じていた。看護師は〈上司の支援〉といった〔周囲の学

メッセージカードが嬉しかった」などの感想があった。改善

習支援環境〕に支えられていたが、この状況が続くことによ

点として病棟の清掃と「担当医に毎日会えないのが不安」と

る〔B 病棟における看護教育に関する課題〕に〈他部署看護

いう意見があった。
【考察】患者は、看護師が PPE を装着し

師との学習環境差〉を挙げていた。
【考察】B 病棟看護師は疾

た制限のある関わりであっても、話しやすい雰囲気と受け止

患の情報を求めるだけでなく、感染予防策講じながらの看護

め、効果的なコミュニケーションを受けたと評価していた。

に「これは本当に看護として成り立っているんだろうか」と

B 病棟の看護師が実践したケアは、患者の不安を軽減し、安

いう不全感を持ち、行った看護を意味づけることに支援を必

心した療養の支援に繋がった。清掃は、委託業者にかわり、

要としていた。このことから、疾患の情報提供だけでなく A

通常看護業務の傍ら、病棟スタッフが実施していた。清掃手

病院が取り入れている看護理論を用いた看護を意味づける支

順、物品不足の中、前例のない業務で不十分であることが明

援が重要であると考えた。今後の課題として B 病棟看護師と

らかとなった。患者はリモート回診など診療体制の変化によ

他部署看護師の学習環境差への介入が必要。B 病棟以外の人

り不安を強めた可能性がある。患者の療養上の不安を把握し、

員配置を行い、COVID 対応が可能な看護師を育成してロー

医師や多職種と協働して患者の生活を整える看護の役割の重

テーションし、学習機会を調整することが必要と考える。

要性を再認識した。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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A 地域センター病院の COVID-19 病棟におけ
る看護実践報告－第 4 報－
－病棟管理者の管理実践と今後の課題－
キーワード：COVID-19 病棟

管理者

病院経営マネジメントツールを使用した看護
管理の実際
キーワード：病院経営

管理実践

マネジメントツール

看護管理

○森木 妙子

○細海 加代子

高知大学医学部看護学科

砂川市立病院

【目的】先行研究において病院経営マネジメントツールを構
【目的】A 病院は、第 2 種感染症指定医療機関の役割を担う

成する因子について探索し 4 因子が抽出された。本研究では

自治体病院である。A 病院は当初、一般急性期病床内にあ

これらのマネジメントツールを使って病棟の改善や看護管理

る感染症病床で患者受け入れを開始し患者数の増加に伴い

の工夫にどのように役立てられたのかその実際を明らかにす

COVID-19（以下、COVID）専用病棟を開設した。本研究は、

る。マネジメントツールの定義は、現場責任者が現場の看護

病棟管理者（以下、管理者）がどのような思考で管理実践を

管理の改善や工夫に活用するための病院経営に関連した指標

行っていたのかを明らかにする。【方法】研究デザイン：質

である。
【方法】
１．研究対象者：500 床以上の急性期病院（7：1）

的記述的研究デザイン

の病棟看護師長、
副看護師長、
主任の 100 名、
２．研究方法：１）

対象者：専用病棟に勤務する師長・
方法：インタビューガイ

マネジメントツールを用いた看護管理教育の実施、２）教育

ドを元にグループインタビューを実施し対象者にパワーが働

実施後にマネジメントツールを各部署で試行、３）各部署施

かない外部の研究者に依頼した。録音されたインタビューか

行後に部署ごとのコンサルテーションを実施、４）コンサル

ら逐語録を作成。分析方法：文脈に沿って区切りコード分類

テーション後に質問紙調査の実施、
３．調査内容：属性 5 項目、

した。内容の類似性を確認しカテゴリー化を行った。分析は

マネジメントツールを構成する要素 44 項目、マネジメント

質的研究に習熟した研究者からスーパーバイズを受け実施し

への活用 16 項目である。４．分析方法：因子の決定は因子

た。
【結果】インタビュー内容を質的帰納的に分析し、9 カ

分析（主因子法、プロマックス回転）を行い、活用の程度は

テゴリーを抽出。管理者は、COVID 発生を受け、自らも〔未

記述統計、因子間の関連は相関の分析を行った。５．倫理的

知のウイルスへの管理者としての不安〕を抱えながら、組織

配慮：高知大学医学部倫理員会の承認（承認番号 31-188）を

の役割、自部署の専門性を考え患者受け入れを意識していた。

得た。説明文書にて研究の主旨、自由意思、研究結果の公表

同時に〔看護師への自部署の役割と自分の行動に自覚と責任

を説明し、質問紙にチェックボックスを設け、チェックをし

をもつ指導〕をし、自らが感染媒体にならない行動をとる

てもらい研究参加への同意を確認した。得られたデータは暗

指導をしていた。患者受け入れが決定した時は、〔一般患者

号化して取り扱い匿名性を重視し、個人情報を保護した。【結

と COVID 患者混在による対応〕として看護師を混在させな

果】１．因子分析の結果、部署の改善や看護管理の工夫に役

い環境を整え、共に看護実践に参加し、
〔COVID の情報収集

立てている要素として 16 項目 3 因子が抽出された。第 1 因

と他施設の看護実践の模倣〕で安全なケア提供を主体的に実

子は《収入を増やすための病院経営参画に役立つ》
、第 2 因

践していた。専用病棟設置の際は〔専用病棟移行に伴う看護

子は《病棟運営上の具体的な取り組みに役立つ》
、第 3 因子

師の身体的・精神的サポートの実践〕のため、看護師の意向

は《無駄をなくす管理に役立つ》であった。平均が 3.5 以上

調査を実施していた。〔専用病棟決定時の管理者の心理〕は、

の高い項目は「業務改善の意思決定に役立った」
、平均が 3.0

急な指示に備え準備し、A 病院看護部理念でもある〔管理者

未満の低い項目は「経営改善がされた」
「看護職員の離職が

不在時に対応できるように整える〕実践をしていた。【考察】

低下した」であった。2．因子間の相関では、強い相関があっ

管理者は COVID 発生当初、不確実な情報の中、困難を感じ

たのは第 1 因子と第 2 因子間（r=.639、p<.01）と第 1 因子

ながらも看護部理念の無意識の具現化と先見の状況を判断し

と第 3 因子間（r=.633、p<.01）であった。
【考察】現場の看

リーダーシップを発揮していた。そして、管理者間の連携に

護管理者による病院経営マネジメントツールの使い方とし

より役割分担を行い看護師の職場環境整備や不安ある看護実

て、看護管理に役立てていたのは、業務改善やシステム改善

践は看護師に寄り添い不安の軽減にあたっていたと考えられ

の意思決定が多いと考えられる。さらに部署ごとの経営評価

る。そして、COVID 状況下であってもキャリア支援や看護

にも使い病院の経営参画を目的に、マネジメントツールを継

の本質に気づかせる支援をしていた事が明らかとなった。今

続して使うことが重要であると考えている。

主任看護師（以下、管理者）3 名

後の課題は長期化に備え組織全体で COVID に関わる人材育
成を行う事が課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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スタッフのコスト管理意識を高め、算定漏れ
を減少させる試み

ペアを組んで看護業務を実践することが新人
看護師実践能力向上に及ぼす効果

キーワード：コスト管理意識

キーワード：ペア制

算定漏れ

行動変容

新人看護師実践能力

○中山 美里・益子 由美・梶原 綾

○田中 ひとみ

社会福祉法人愛徳福祉会大阪発達総合療育センター

順天堂大学医学部附属静岡病院

看護技術到達度

【目的】A 病棟では、診療報酬算定可能なケアを実施した際、 【目的】日々の看護業務において看護師 2 名がペアを組み、
電子カルテ上で算定入力を行うが、算定漏れが生じている現

安全・安心・効率的に看護ケアを提供する目的で、2020 年

状である。そのため実際に行ったケアの対価としての収益を

度からペア制を開始した。このペア制が、新人看護師の看護

得られず、経営に影響を及ぼす可能性がある。本研究は、A

技術到達度においても有効であることを明らかにする。【方

病棟の算定漏れの現状を明らかにし、学習会を行いスタッフ

法】新人看護師に対し、看護技術到達度アンケートを入職後

のコスト管理意識を高め、算定漏れの減少を目的とする。
【方

3 か月、6 か月で実施し、ペア制導入前の 2019 年度と、導入

法】A 病棟勤務の看護師と療育スタッフを対象に、コスト

後の 2020 年度とで比較・検討する。【結果】新人看護師は

に関する同内容の学習会を 2 回、学習会前後にコスト意識に

2019 年度 78 名、2020 年度 55 名であった。看護技術到達度

ついてアンケート調査を計 4 回実施し、学習会の「1 回目－

アンケート項目は、例年新人看護師への看護技術集合研修に

前」
「1 回目－後」
「2 回目－前」「2 回目－後」として比較し

て実技演習していた基本的看護技術である、1. おむつ交換、

た。また、学習会前後の一定期間で「浣腸」「摘便」「吸引」

2. 体位交換、3. 移乗・移送、4. 皮下注射、5. 輸液管理、6. イ

の算定漏れを調査し比較した。統計処理はカイ二乗検定また

ンスリン関連、7. 静脈血採血、8. 標準予防策、9. 針刺し防止

はフィッシャーの正確検定を行い、有意水準は 5％とした。
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対策、の 9 項目とし、
「１人でできる」
「指導があればできる」

アンケート調査時に研究の目的及び方法を説明し、アンケー

「１人ではできない」「未経験」のいずれかを選択する。そ

トの提出をもって同意とする。【結果】学習会前の算定漏れ

の結果、3 か月後において「１人でできる」と回答した割合

は「浣腸」21 件 /191 件（11％）、
「摘便」4 件 /14 件（29％）
、

は、7. 静脈血採血のみ 2019 年度 67.5%、2020 年度 65.5% と、

「吸引」25 件 /58 件（43％）であった。学習会の約 8 か月後

2019 年度が高かったが、他の 8 項目は 2020 年度が高かった。

の算定漏れは「浣腸」6 件 /163 件（4％）に有意に減少、
「摘

6 か月後においては、7. 静脈血採血は 2019 年度 76.6%、2020

便」5 件 /11 件（45％）で増加、
「吸引」11 件 /48 件中（23％）

年度 73.1% であり、8. 標準予防策は 2019 年度 94.8%、2020

で有意に減少した。看護師のアンケート結果では「1 回目－

年度 94.2% と、2 項目で 2019 年度が高かったものの、他の 7

前」に〈コストを意識しているか〉の設問で 89％が〈はい〉

項目は 2020 年度が高かった。【考察】2020 年度はコロナ禍

と回答、それ以後同等の設問では 100％が〈はい〉と回答した。

において三密を回避するという観点から、新人看護師への看

療育スタッフは「1 回目－前」に〈コストを意識しているか〉

護技術集合研修が開催できない状況下での配属となったた

の設問で 30％が〈はい〉と回答、
「2 回目－前」では 67% が〈は

め、
部署にはペア制による OJT の強化を依頼した。その結果、

い〉と回答した。
「1 回目－後」に同等の設問で 100％が〈は

入職後 3 か月、6 か月での看護技術到達度は 2020 年度の方

い〉と回答、「2 回目－後」で 100％が〈はい〉と回答し、有

が高く、これはペア制による新人看護実践能力向上が図れた

意に意識が向上した。また、「1 回目－後」「2 回目－前」間

のではないかと考えられる。また静脈血採血に関しては、夜

で有意な低下は認められなかった。【考察】看護師は学習会

間勤務帯ではペアを組むことができず、深夜勤務では新人 1

前よりコスト意識は高かった。療育スタッフは学習会を行う

人での実施となり、看護技術集合研修受講のできた 2019 年

ことでコスト意識向上が有意に見られ、約 8 か月後も有意な

度の方が高かったのではないかと推察される。2020 年度は

低下が見られなかったことより、コスト管理に対する意識は

新人看護師の看護技術集合研修が実施できなかったにもかか

保たれていたといえる。また、算定漏れ調査の結果より、学

わらず、集合研修の実施できた 2019 年度より看護技術到達

習会を行うことで行動変容が見られた。スタッフのコスト意

度が高かったことで、先輩看護師とペアを組んで看護業務を

識が高まることは、診療報酬の適正入力だけでなく医療材料

実践するペア制は、新人看護師の看護実践能力向上させるた

や日用品の適正利用に繋がり、経営参画となると考える。

めに有効であったと考えられる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

はい
はい
はい
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PNS®導入前後における看護の質的な変化と
看護師の負担軽減の検証
キーワード：パートナーシップ・ナーシング・システム
（PNS®）
業務の効率化 医療安全 看護の質 身体的負担

外来看護師における役割の再認識と今後の課
題

－定期的なケースカンファレンス実施により見えた
こと－
キーワード：外来看護師 認識 意識調査
ケースカンファレンス

○深田 陽介・矢部 涼夏・武藤 千穂
地方独立行政法人市立東大阪医療センター

○中山 千里・藤範 梨絵

【目的】A 病棟は循環器内科・内分泌代謝内科の急性期病棟

天和会松田病院

である。患者は循環動態が不安定で専門性や緊急性が高い
特徴があり、呼吸器管理、輸液管理そして心電図モニター

【目的】2016 年に A 病院の外来看護師を対象に行った先行研

管理がおこなわれる。パートナーシップ・ナーシング・シス

究で、外来看護師の関わりとして、患者の話を傾聴すること

テム®
（以下 PNS®とする）を導入し、安全で質の高い看護

の重要性を明らかにし、
「限られた環境で信頼関係を築くこ

を提供できると考え、PNS®導入前後における看護の質的変

との重要性」「多職種との連携不足」「自らの知識不足」を今

化と看護師の身体的・精神的負担軽減を検証した。【方法】

後の課題とした。これらを踏まえ、診療待ち時間を利用した

PNS®導入前後のインシデント件数、褥瘡発生率、超過勤務

声かけや傾聴等の取り組みを行っていた。先行研究から 5 年

時間の比較と、PNS®導入前後で看護師の身体的・精神的変

経過し外来看護師も半数以上変わり、役割認識も変化してい

化をアンケート調査した。その結果を、管理職を A 群、ラ

ると考えた。本研究の目的は、先行研究で明らかとなった課

ダー 3・4 を B 群、ラダー 1・2 を C 群に分類し分析した。
【結

題に対しケースカンファレンスを実施し外来看護師における

果】インシデントは 203 件から 92 件に減少し、内服関連が

役割認識の変化の有無を明確化にし、更なる課題を見出すこ

52.1% 減少した。深さ d2 以上の褥瘡発生率は 0.14% から 0.08%

とである。【方法】A 病院の外来看護師 15 名を対象とし、無

に減少し、医療関連機器圧迫創傷の発生率には変化がなかっ

記名自記式質問紙調査を実施した。
【結果】13 名から回答を

た。超過勤務時間は、月平均 1 人あたり 23.6 時間から 19.9

得られた（回収率 92％）
。実務経験 10 年以上が 11 名（85％）

時間に減少した。アンケートは A 病棟で勤務する看護師 30

であった。ケースカンファレンスを月に 1 回行った結果、
「気

名に配布し、導入前 24 名 ( 回収率 80%)、導入後 25 名 ( 回収

にかけて患者と接することが出来たか」の問いに「非常にあ

率 83%) の有効回答を得た。A 群と B 群は PNS®導入前後で、

る」と回答した人は取り組み前は 3 名（23％）であったが、

身体的・精神的負担を感じていることに変化はなかった。A

取り組み後は 6 名（46％）であった。取り組みによる変化

群と C 群は、導入後に「ストレスによる抑うつ気分を感じて

についての自由記載内容を分析した結果、6 サブカテゴリー

いる」という回答が増えた。自由意見では、「自分が気づか

と「患者に対する関心の高まり」
「意識の変化」
「行動の変化」

ない点に気づいてくれた」「業務の分担や協力ができ相談の

の 3 カテゴリーに分類できた。また、患者の体調変化や日常

機会も増えた」
「重症患者が多いと 1 人で行動してしまう」
「経

生活状況の把握、家族へのアプローチ、患者に寄り添う気

験年数が自分より下の看護師とペアになると負担が大きい」

持ちを持って接することを特に意識して関わっている、との

などの意見があった。【考察】PNS®は効率的な看護実践と現

回答もあった。先行研究からの課題であった多職種との連携

認訓練で知識と技術の伝承・伝授による人材育成の効果が期

不足や知識不足の声は少なく、先行研究以降、個々で意識し

待できると橘により報告されている。A 病棟でも PNS®導入

て取り組んでいたことが明らかになった。
【考察】実務経験

後は、１人の担当患者に対して２人の看護師がケアと同時に

10 年以上の中堅看護師が多く、個々の判断で患者への介入

記録をしたことで効率化が図られ、超過勤務時間の減少につ

を行っていた。しかし月に 1 回ケースカンファレンスを行い

ながった。また先輩看護師と行動をすることで、知識と技術

情報共有ができ、多角的視点から事象を捉え意識の方向性が

を現認訓練で習得でき、インシデント減少や褥瘡発生率の低

統一したと考える。またわずかな時間でも患者と関わる行動

下に影響を与えたと考える。精神的負担について A 群と B

を起こしていたことが明らかになり、ケースカンファレンス

群は指導的役割を担っており、PNS®導入で指導の機会が増

は看護師の意識と行動の変化をもたらし有効であったと考え

えたため負担が軽減しなかった。C 群で精神的負担が軽減し

る。今回、外来看護師のみでケースカンファレンスを行って

なかった要因は、２人で行動する安心感よりも、常に他者の

いた。しかし多職種と連携することで専門家からの意見を取

視線を受ける緊張感があったためと推測する。

り入れ、患者の QOL の向上や看護の質が向上するだけでな
く外来看護師の知識も身につけることが出来ると考える。多
職種を含めたケースカンファレンスを行うことが今後の課題
である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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指定管理者制度に基づき大学が管理する地域
医療を担う病院に異動した看護師の役割意識
の変化

急性期病棟における退院支援の業務内容に関
する調査・退院支援専従の役割を担う病棟看
護師の導入を目指して

キーワード：地域医療

キーワード：退院支援

意識変化

異動

看護師

○松岡 賢吾・釋迦野 陽子・小田 浩美

○荻原 香瑞誉

宮崎大学医学部附属病院コミュニティ・メディカルセンター

安曇野赤十字病院

【目的】平成 27 年度より、指定管理者制度に基づきＡ大学が

退院支援専従

【目的】A 病院では退院支援充実のために退院支援看護師が

Ｂ市立病院の指定管理運営を開始し、A 大学医学部附属病院

組織横断的に各病棟に介入している。しかし病棟看護師が、

C センターが開設された。看護師は、特定機能病院である大

患者の状態に即応して退院支援を行うことが困難であり課題

学病院から異動し、地域医療及び高齢者医療の役割を担って

となっていた。そこで今回、急性期病棟において退院支援専

いる。今回、地域医療を担う病院へ異動した看護師の役割意

従の役割を担う病棟勤務の看護師（以下退院支援病棟看護師）

識の変化を明らかにすることで、患者への医療、介護、福祉

の導入について検討したため報告する。
【方法】病棟看護師

の視点を備えた看護実践能力向上への示唆を得ることができ

24 名を対象とし退院支援の課題についてアンケートを行っ

ると考えた。
【方法】C センターの病棟に１年以上勤務する

た。内容を質的に分析し退院支援病棟看護師の業務内容を検

看護師７名を対象に半構造化面接を行った。データは、令和

討した。所属施設の研究倫理審査委員会の承認を得た。【結

2 年 12 月に収集した。倫理的配慮として、研究の趣旨、自

果】病棟の退院支援の課題として 4 カテゴリー、39 コード

由意思による参加と研究を断っても業務評価に影響しない

が抽出された。カテゴリー 1〈退院支援看護師との連携が不

旨、匿名性保持による個人情報の保護を文書で説明し、同意

十分〉では「退院支援看護師の役割がわからない」
「入院前

を得た。分析方法は、作成した逐語録からコードを作成し、
「地

の情報を活用できない」などのコードが抽出された。カテゴ

域医療を担う病院へ異動した看護師の役割意識の変化」の視

リー 2〈退院支援の進捗状況の把握ができず進まない〉では

点で、類似性や相違性に基づき抽象化し、カテゴリーを抽出

「交代勤務の中で担当患者の進捗状況を把握できない」「病状

した。
【結果】参加者は平均経験年数 14 年（SD ± 8.7）、部

や ADL の変化、治療方針の変更があり退院支援を進める時

署配属平均年数 4.2 年（SD ± 1.4）であった。異動した看護

期がわからない」などのコードが抽出された。カテゴリー 3

師の役割意識の変化について９のカテゴリーを抽出した。カ

〈地域包括ケアを担う専門職者や家族へアプローチができな

テゴリーは、コード数の多い順に〈退院後の生活に視点をお

い〉では、
「退院前カンファレンスで何を話し合えばいいか

いた退院支援の意識の高まり〉〈地域の関連職種と協働する

わからない」
「家族やケアマネージャーからの問い合わせに

ことによる退院支援における視野の広がり〉〈多様な疾患・

答えられない」などのコードが抽出された。カテゴリー 4〈退

経過に対する視野の広がり〉〈在宅での生活に視点をおいた

院支援に関する知識と経験不足〉では経験年数 3 年未満の対

退院支援の意識の高まり〉〈医療体制の違いに対する戸惑い〉

象者から「社会資源や介護保険についてわからない」
「経験

〈医療体制の違いに対する葛藤〉〈認知症高齢患者に対する看

不足で退院支援のアセスメントができない」などのコードが

護の視野の広がり〉〈専門分野別の医師や認定看護師がいな

抽出された。【考察】カテゴリー 1 から、入院前の情報を退

いことへの心理的負担〉〈多職種連携の重要性の再認識〉で

院支援看護師と共有し退院支援の初期計画を協働して立案す

あった。
【考察】地域医療を担う病院へ異動した看護師は、

ることとした。カテゴリー 2 から、患者の情報収集や医師へ

戸惑いや葛藤という心理的負担を抱えていた。このような中

の治療方針の確認、家族の介護力の判断、ソーシャルワーカー

で、患者宅を訪問しての退院前後訪問指導の経験や地域の関

との連携をし、病棟看護師が退院支援を進める時期や方法を

連職種と協働することにより、在宅での生活に視点を置いた

助言することとした。患者の状態把握のために、清潔・排泄・

退院支援の役割意識が高まっていた。また、地域医療の現場

食事援助、ナースコール対応は実施することとした。カテゴ

における様々な経験を通して、多様な疾患・経過をたどる患

リー 3 から、家族や地域包括ケアを担う専門職者からの窓口

者の看護に対する役割意識の高まりを認めていた。さらに、

となり、退院前カンファレンスの支援を行うことが導かれた。

高齢者に多い認知症症状に対するケアの経験を通して、認知

カテゴリー 4 から、退院支援で必要な知識、患者の個別性を

症高齢患者に対する看護の視野の広がりという役割意識の変

踏まえた退院支援の具体的方法の指導を行うこととし、病棟

化も現れていた。これらは、介護や福祉の視点も含めた看護

看護師全員が相談できるようにした。これらの業務を退院支

実践能力の向上へ繋がると考える。

援病棟看護師が実践し、今後評価していく。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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急性期病棟における多職種デスカンファレン
スによる看護師の現状と効果について
キーワード：多職種

デスカンファレンス

急性期病棟

LGBTQ 当事者対応において医療機関が求め
る支援

－ A 県 A 地域の調査より－
キーワード：LGBTQ

○高橋 江里奈・佐久間 紀香・金井 紀子

性的マイノリティ

医療機関

○林 久美子・粕谷 恵美子・柴 裕子・青木 郁子・
田中 耕

医療法人社団伊奈病院

【目的】デスカンファレンス（以降 DC とする）の実際や効

中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科

果についての現状を知り、今後の開催がより良いものとなる
よう問題点を明らかにする。
【方法】対象：A 病棟看護師 19 人。 【 目 的 】LGBTQ（Lesbian，Gay，Bisexual，Transgender，
期間：2020 年 5 月～ 11 月。アンケートの記述と回答数を単

Questioning：以下 LGBTQ）当事者に配慮した医療提供体制

純集計し、10 年目以下と 11 年目以上の回答に分け比較分析

を整備するために必要な教育の基礎資料となると考え、医療

する。【結果】10 年目以下では方法・話し合いの内容・時間・

機関における LGBTQ 当事者（以下：当事者）への対応・取

人数・満足度において満足度が 75％以上と高かった。1 ～ 5

り組みの実態を調査することを本研究の目的とした。
【方法】

年目の全員が話したい内容について話せていると回答してい

データ収集は、2020 年 7 月～ 12 月に無記名自記式質問紙調

る。DC に参加する時の心情として、6 ～ 10 年目は全員が積

査で行った。研究対象は、A 地域の医療機関（病院、医院、

極的だと回答している。理由は、ケア・多職種スタッフとの

歯科医院）の代表者とした。分析方法は、各項目の基本統計

『振り返り』のためと回答があった。活かされなかったことは、

量についてクロス集計の上でカイ 2 乗検定あるいは Fisher の

『共有したいことがあっても、発言や意見が少なく、自己完

正確確率検定を行った。職種間の経験年数について t 検定を

結してしまう』と回答があった。11 年目以上の DC 参加回数

行った。有意水準は 5% とした。研究者所属の倫理審査委員

は、11 回以上が 1 人（9％）のみであった。また目的につい

会の審査・承認を得た。
【結果】A 地域（10 市町村）の対象

ての満足度は、
『満足』
『やや満足』と 75％が回答した。
【考察】

318 施設に質問紙を送付し 87 部を回収（回収率 27.4%）
、有

1 ～ 5 年目は、DC に参加することで、先輩看護師から患者

効回答数 77 部（有効回答率 88.5%）であった。年齢は平均

との関わりを直接聞くなどして得られるものが多く、満足度

57.0 ± 11.5 歳であった。職種は医師 34 名（44.2%）
、歯科医

につながっているのではないかと思われる。6 ～ 10 年目は

師 30 名（39.0%）
、事務職員 6 名（7.8%）
、看護師 5 名（6.5%）、

DC に積極的であり、話し合いの重要性は理解しているが、
『自

その他 2 名（2.6%）。当事者に配慮した取り組みを行ってい

己完結してしまう』といったマイナス発言があり。多職種と

ると回答したのは 3 名（3.9％）であった。職種経験年数は平

共に DC を開催する意義を、相違なく周知していく必要があ

均 30.5 ± 11.8 年。経験年数は医師が平均 32.1 ± 12.0 年、医

ると思われる。11 年目以上の看護師は、DC の開催目的の理

師以外の職種は平均 28.3 ± 12.3 年であり経験年数に有意差

解はあるが、DC 参加より他の業務を優先しているのではな

は無かった（p ＝ 0.206）。当事者と医療的に関わった経験が

いかと思われる。また、DC に参加できなくとも自己にて感

有る者は、
医師 9 名、
医師以外 4 名であり 医師が有意に多かっ

情管理が行えている背景があると推測された。

た（p ＝ 0.046）。当事者対応を行う上で求める支援は“当事
者が医療施設に求める配慮の情報提供”47 名（61.0%）
、
“当
事者を理解するための資料配布”37 名（48.1%）、“当事者を
理解するための研修会の開催”21 名（27.3%）であった。【考
察】A 地域の医療機関で当事者への取り組みを行っている施
設は 3.9% と非常に少なかった。本調査の回収率が 30% 未満
であることからも関心の低さが浮き彫りとなった。医師は他
の職種と比較して当事者と医療的に関わった経験が有意に多
く、当事者が診察時に性自認・性指向を開示している可能性
が示唆された。当事者が求める配慮についての情報提供を希
望する者が最も多く、当事者が医療者に求める支援を明らか
にし医療者に周知することが必要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
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A 病院における整形外科外来の待ち時間に対
する取り組み
－患者サービスの向上に向けた待ち時間の提示－
キーワード：待ち時間 整形外科外来
待ち時間提示ボード

待ち時間の可視化

○野崎 真子 ¹・片岡 百合子 ¹・中屋 佳菜子 ¹・
佐々木 恵美 ¹・野里 同 ²
¹ 栃内病院
² 岩手医科大学看護学部

臨床看護師のキャリア別にみたジェネレー
ションギャップ
キーワード：新人看護師 看護管理者 中堅看護師
職場環境 ジェネレーションギャップ

○今川 萌子 ¹・佐藤 郁実 ¹・若井 和子 ²
¹ 川崎医科大学附属病院
² 川崎医療福祉大学保健看護学部保健看護学科

【目的】臨床看護師が抱いているキャリア別ジェネレーショ
ンギャップについて考察することを目的とした。
【方法】A

【目的】A 病院の整形外科外来では待ち時間が１時間を超え

病院看護師のうち、新人看護師（新卒 1 年未満）・中堅看護

る事もあり、患者から待ち時間の長さに対して不満言動が聞

師（経験 5 年～ 10 年未満）
・看護管理者（副主任以上の職位）

かれる事も少なくないことから、その対応が必要な状況にあ

197 名を対象に質問紙調査を実施した。調査内容は、ジェネ

る。先行研究では、待ち時間を長く感じる要因として“いつ

レーションギャップを 3 つの視点（看護観：
「看護での喜び」

呼ばれるかわからない”“順番がわからない”が挙げられて

「看護でのストレス」、価値観：「仕事を続けている理由」「看

いることから、待ち時間を可視化することでこの問題が改善

護師を辞めたいと思った理由」、世代観：「職場人間関係の喜

できるのではないかと考えた。そこで、本研究は診察までの

び」
「職場人間関係のストレス」「先輩・後輩関係でのジェネ

待ち時間を可視化し、患者サービスの向上に繋げることを目

レーションギャップ」
）において自由記載とした。分析方法

的に実施した。
【方法】1．研究対象：A 病院の整形外科外来

は、NTT 数理システム Text Mining Studio Ver.5.2 を用い

を受診した患者 220 名。2．データ収集方法：待ち時間を提

て係り受け頻度解析を基に原文と照合しながらグルーピング

示するボード（以下ボード）を作成。先行研究を参考に作成

を行った。さらに、キャリア別特徴語抽出（カイ二乗検定）

した待ち時間に対するアンケート用紙をボード設置前後に各

により、指標値 3.84 以上を有意水準（p<.05）とした。
【結

１週間ずつ配布し、外来に設置した BOX で回収を行った。3．

果】回収率 64.9％（有効回答 126 名）で、新人看護師 26.2%、

分析方法：アンケート結果は単純集計し、ボード設置前後で

中堅看護師 36.5%、看護管理者 37.3%、平均年齢 33.1（SD ±

比較検討した。4．倫理的配慮：アンケート用紙は無記名とし、

10.7）歳であった。有意差を認めたキャリア別特徴語抽出の

研究の主旨、個人が特定されないようプライバシーの保護に

指標値は、看護観では、新人看護師に「患者家族感謝の言葉」

十分に配慮すること、研究への参加を拒否した場合でも一切

5.86、看護管理者に「患者苦情」3.90 を認めた。価値観では、

不利益を受けないことを説明し、アンケートの記入をもって

新人に「奨学金返済」9.03、「経験を積む」4.83、「患者暴力」

同意とした。また、所属病院の看護部の承認を得て実施し

4.48、中堅看護師に「人間関係良い」4.18、看護管理者で「家

た。
【結果】回収率は 220 人中 193 人（87.72%）。ボード設置

庭両立難しい」6.79 を認めた。世代観では、新人に「先輩と

前後の回答は「いつ呼ばれるかわからない」は 15.4％（16 人）

の関係」11.90、「昔の言葉わからない」12.98、看護管理者に

から 33.7％（30 人）、「順番がわからない」は 16.3％（17 人） 「スタッフの成長」15.06 であった。有意差は無いが、次に高
から 35.9％（32 人）であった。年代的には 40 ～ 60 代で「い

値を示したのは中堅看護師の
「悪口を聞く」
3.42 であった。
【考

つ呼ばれるかわからない」「順番がわからない」と回答する

察】A 病院の新人看護師は、奨学金返済を理由に看護師を続

割合が高かった。自由記述では「待ち時間が表示されること

けている人が多い。また経験が浅く自信が持てない傾向が高

でどのくらい待つのか不安がなくなる」といった意見がある

い。先輩と良好な関係、患者や家族から感謝の言葉を得るこ

一方で、
「自分が何番目かわからないのでボードはあまり参

とは自己肯定感を高め、看護に対する動機付けになる。中堅

考にならなかった」との意見も聞かれた。【考察】待ち時間

看護師は、職場で自分の居場所を持ち人間関係が良いと認識

を可視化した結果、前向きな意見も聞かれ一定の効果は得ら

している反面、他者の悪口を聞く機会が多く同僚への不信感

れた。しかし、おおよその待ち時間がわかっても、自分の順

を抱く傾向にある。看護管理者は、人材育成するために職場

番、現在の進行状況がわからなければ、待ち時間に対する不

環境をマネジメントしている一方で、家庭でもマネジメント

満は解消しないことが確認された。ことに 40 ～ 60 代は、社

しながら仕事を継続しているため、ストレスが蓄積し易いこ

会的役割を多く担う世代であり時間の有効活用を求めている

とがわかった。

と考える。このことから、待ち時間を有効に活用できるよう
順番も掲示することや進行状況を細かに伝えることが今後の
課題である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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臨床経験年数 3 年目の看護師が抱いている感
情とその要因に関する考察

ICU におけるメンバーシップの育成過程から
みえた現場教育課題

キーワード：臨床経験年数 3 年目

キーワード：メンバーシップ

看護師

感情

要因

人材育成

役割

○牛山 陽介

○田村 梨圭・廣瀬 真弓・西川 明美

松本短期大学看護学科

社会医療法人杏嶺会一宮西病院

【目的】臨床経験年数 3 年目の看護師が日々の業務を通して

【目的】A 病院 ICU におけるメンバーシップの育成過程から、

抱いている感情を、その要因も含めて明確化し、考察するこ

チームメンバー（以下メンバーとする）の役割を明確にし、

とを目的として実施する。【方法】本研究は、A 医療施設に

その取り組みから今後の課題を考察した。
【方法】1. メンバー

勤務する臨床経験年数 3 年目の看護師 78 名に対して、質問

シップ能力の明確化 : メンバーとして意識的に行なっている

内容を独自に作成した無記名自記式質問紙調査を行い、有効

役割行動について、グループディスカッションを実施、その

回答 54 名から得られたデータを質的記述的に分析した。【結

内容を書記録として残し、管理者間でメンバーとして求めら

果】医療施設 A に勤務する研究対象者 78 名のうち、54 名か

れる役割行動項目を抽出した。2. メンバーシップ能力の評価 :

ら有効回答を得た（有効回答率：69.2%）。男女比は男性：女

抽出したメンバーシップの役割行動項目を用いて評価表を作

性＝ 4：50 であり、所属部署は外科系（小児・成人）が 26 名、

成し、4 段階尺度で自己評価を依頼した。点数が高値ほど実

内科系（小児・成人）が 8 名、その他（混合病棟・ICU・手

践できると評価し、その結果を単純集計し分析した。3. 倫理

術部・精神科等）が 20 名であった。所属部署に関係なく、

的配慮：所属施設看護部倫理審査委員会の承認を得て実施し

臨床経験年数 3 年目の看護師の約半数以上が、患者の回復や

ている。研究協力者には、研究の趣旨、プライバシーの保護、

患者・家族からの感謝の言葉等を要因とした「喜び」や「や

自由意思に基づく参加と辞退の権利を口頭で説明し、文書で

りがい」の感情を抱いていた。一方で、各所属部署の臨床経

同意を得た。【結果】１.138 の文章からメンバーに求められ

験年数 3 年目の看護師の約 3 割が、患者の状態悪化や死去、

る役割行動として、「積極的に自己研鑽できる」「セルフコン

多忙な業務や業務上の失敗等を要因とした「哀しさ」や「虚

トロールに努め、他者と円滑なコミュニケーションがとれる」

しさ」、
「辞職」といった感情を抱いていた。【考察】臨床経

「自己の考えを述べ、他者と知識を共有できる」「コメディカ

験年数 3 年目の看護師は、日々の看護業務を通して患者の回

ルとの連携がとれる」「リーダーの役割代行ができる」「指導

復や患者・家族からの感謝の言葉等を要因とした「喜び」や「や

に参画できる」等 14 項目を抽出した。後者 4 項目は、業務

りがい」の感情を抱いており、その感情が職務継続に影響し

帯リーダー経験者の言動によって構成されたメンバーシップ

ていると考えられる。一方で、患者の状態悪化や死去、多忙

の役割行動項目である。2. 対象者 23 名全員から協力が得ら

な業務や業務上の失敗等を要因とした「哀しさ」や「虚しさ」

れ分析対象とした。項目別に最も実践できると評価した項目

といった感情も抱いており、身体面や精神面の疲労や不調を

は 3.4 点、
「ペアと情報共有を行い、円滑な業務遂行ができる」

引き起こしたり、辞職に対する意識が芽生えることにつなが

等の 2 項目、次いで業務帯リーダー経験者が述べた役割行動

ると考えられる。以上から、臨床経験年 3 年目の看護師は、

4 項目を除いて最も低値の項目は 2.7 点、
「病棟全体の把握に

日々の病棟業務を通して、主に患者・家族からの反応や患者

努め、他患者の対応に備えることができる」等の 2 項目だっ

の状態の変化から影響を受けており、その受けている影響が

た。【考察】ICU には、術後の予定入室に加え、突発的な院

主な感情の要因になっているということが示唆された。

内外からの緊急入室が多い。故に医師からの指示や検査・処
置の介助等、時間に関わらず迅速に対応しなければならない
特徴を持っている。そのため、コメディカルやペア看護師と
の連携やイレギュラーに予測立てた行動など、個人の果たす
メンバーシップについて非常に意味を持って行動しているこ
とがわかる。一方で、病棟全体の急変リスクや他メンバーの
業務について把握できていない現状が伺える。イレギュラー
な事象にチームで迅速に対応するために、病棟全体を見渡し
備えるための俯瞰力と対応能力を養う現場教育を平行して行
う必要がある

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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主任看護師がとらえた理想の「臨床教育看護
師」像とは
－ 1 年間のワーキンググループ活動に取り組んで－

看護師長が求める副看護師長の姿
キーワード：次世代リーダー

理想像

人材育成

○小野 恵・近藤 裕美・大泉 美紀・村上 紀代恵

キーワード：主任看護師 臨床教育看護師像
ワーキンググループ活動

大崎市民病院

○上原 香織・山根 千津子

【目的】看護管理の役割は部署のマネジメントであり、人材
育成もその１つである。先行研究「中間管理職の実践モデル

埼玉石心会病院

【目的】A 病院では看護の質向上の取り組みとして、看護部
より主任看護師（以下：主任）に「臨床教育看護師」として
の役割を強化する新たな方針が打ち出され、主任会で 1 年間
の取り組みをすることにした。これを受けて、理想の「臨床
教育看護師」像を実践するために必要なワーキンググループ
を結成した。ワーキンググループは「知識」
「技術」
「看護観」
「態度」の 4 つに焦点を当てた。ワーキンググループ活動と、
主任が所属する部署の実践を通して「臨床教育看護師」像を
探求した。今回は、
「臨床教育看護師」としてどのような理
想があるのか、また活動後に理想がどのように変化したのか
を報告する。< 用語の定義 > 臨床教育看護師：当該診療科の
疾患・治療がわかり、実践モデルとなりスタッフに教育的に
関わる役割を持つ。【方法】自記式質問紙調査 ( 活動・実践
前 2020.6、活動・実践後 2021.1）にて臨床教育看護師として
ありたい姿を問いデータを収集した。得られたデータを共同
研究者と共にコード化、サブカテゴリー化、カテゴリー化し
分析した。< 倫理的配慮 >A 病院看護部倫理委員会の承認を
得た。質問紙調査内容のデータ使用は主任の同意を得ている。
【結果】主任 30 名（有効回答数 100％）2020 年 6 月では、24
のコード、13 のサブカテゴリーから「ロールモデルである」
「働
きやすい環境作りができる」
「スタッフと共に成長できる」
「指
導育成ができる」
「自己啓発ができる」「コミュニケーション
能力が高い」の 6 のカテゴリーを見出した。2021 年 1 月で
は抽出されたデータにほぼ差はなかったが、新たに 2 のコー
ドから 1 つのサブカテゴリー、「スタッフを動かす力がある」
というカテゴリーが見出された。【考察】理想の「臨床教育
看護師」像は、ワーキンググループ活動を実践したことで、
「ロールモデルである」など自己の役割を遂行する力ととも
に、
「導く力」というサブカテゴリーから見出された「スタッ
フを動かす力がある」という他者に働きかける力がさらに必
要であると変化していた。このことはグループ活動や所属す
る部署での実践を通して、スタッフからの反応の乏しさや物
足りなさを感じる場面で自身の発信方法などに悩み、動機づ
けの必要性を感じていたのではないかと推測する。動機づけ

の役割認識」の中で中間管理職である副看護師長は実践モデ
ルを無意識に演じ個々がその役割を繰り返すことで認識の内
面化を図り実践しているているとあった。そこで、各部署の
人材育成の責任を担う看護師長が副看護師長の役割を理解
した上で次世代のリーダーとしてどのような姿を求めている
のか、インタビュー調査により抽出し、人材育成の一助とす
る。【方法】研究対象：A 病院において看護師長の職位にあ
り、同意を得られた 9 名

研究方法：「看護師長が求める副

看護師長の姿」について半構造的面接法（質的研究）を実施
分析方法：インタビューより得られた言語より逐語録を作成
し、スパーバイズを受けながら帰納的ににカテゴリー分類し
た。倫理的配慮：対象者に本研究の目的・方法を文章にて明
示、自由意思により同意が得られた場合にのみインタビュー
を実施。得られたデータは厳重に管理し、本研究以外では使
用しないこと、個人が特定されないよう十分に配慮すること
を説明した。本研究はＡ病院看護部倫理委員会の承認を得て
いる。【結果】看護師長が求める副看護師長の姿として、49
のコードから 9 つのサブカテゴリーさらに〈問題解決に向け
た行動〉
〈役割を自覚し遂行〉
〈核のある看護実践〉
〈育成の
しくみとしての存在〉の 4 つのカテゴリーに分類された。【考
察】求める副看護師長の姿として、〈問題解決に向けた行動〉
では看護師として患者と向き合う姿、管理職として部署・組
織での姿。〈役割を自覚し遂行〉では、組織・部署での役割
と一看護師としての役割・使命感の自覚。
〈核のある看護実
践〉では、看護師としての信念、尊厳ある看護実践と、中間
管理職としてチーム活動の中心的存在であること。また、
〈育
成のしくみ〉では、スタッフの育成支援への姿が各部署・組
織の中で「実践モデル」となり次世代へ連鎖することがその
「しくみ」といえる。また、
抽出されたカテゴリー毎に看護師・
管理職の 2 つの姿を表していた。看護師長は、日常の業務の
中で副看護師長の管理職の役割と看護実践の姿勢を十分理解
し、さらにあるべき姿を描きながら関わっていると考えられ
る。今回の結果と先行研究から管理職が互いに共通認識を持
ち、意図的に人材育成に取り組む必要性があると示唆できた。

には内的・外的動機が必要と言われているが、これらを刺激
するための工夫やマネジメント力に課題があると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
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中間看護管理者の職務遂行上の困難と関連す
る要因の検討
－新任期と新任期以降の中間看護管理者の比較－
キーワード：中間看護管理者

困難

新任期

新任期以降

○戸部 理絵 ¹・吉川 三枝子 ²・佐藤 美由紀 ²・
朴 相俊 ²
¹ 信州大学医学部附属病院
² 佐久大学大学院看護学研究科

地域病院における病棟看護師長の役割に関す
る認識
キーワード：地域病院

看護師長

役割

認識

○名越 恵美 ¹・柳本 亜由美 ²・石川 静香 ¹
¹ 岡山県立大学大学院保健福祉学研究科看護学専攻
² 井原市立井原市民病院

【目的】超高齢社会となり、医療提供の場は多様化が進んで
いる。地域包括ケアシステムの導入や在院日数の短縮化など

【目的】近年の医療政策の変化の下、第一線で活躍する中間

社会が看護に期待する役割は拡大している。そのため、医療

看護管理者が抱えている困難は殆ど明確にされていない。そ

提供組織が有効に機能するうえで高いマネジメントの役割が

こで、中間看護管理者の職務遂行上の困難と関連要因を明ら

必要となる。そこで師長の役割を担う看護師の役割移行を円

かにし、さらに新任期と新任期以降の特長を明らかにするこ

滑に遂行するための支援に向けて、本研究では、地域の病院

とで、支援の一助とする。【方法】全国から無作為抽出した

の看護師長の役割に関する認識について明らかにすることを

300 床以上の病院に勤務する中間看護管理者 800 名、郵送法

目的とする。
【方法】質的帰納的研究デザイン。研究参加者

により自記式質問紙調査を 2019 年 8 月に実施。341 名から

は病棟師長の役割を担っている看護師 5 名。データ収集は、

回答があり（回収率 55.4%）、欠損値を除いた 301 名（有効回

スノーボーリングサンプリングにより研究の同意を得た病棟

答率 88.2％）を分析対象とした。調査内容は基本属性、自作

師長に半構造化面接を実施し逐語録を作成した。面接内容は、

の中間看護管理者の困難 68 項目。分析方法は困難の探索的

師長としての自覚、管理上の工夫等である。分析は、師長と

因子分析、及び単変量解析で有意差を認めた変数を独立変数

しての体験から得た思考について着目し、それぞれにコード

とし、新任期・新任期以降の得点を従属変数として多重ロジ

化、サブカテゴリー化、カテゴリー化を行った。倫理的配慮

スティク回帰分析を実施。佐久大学研究倫理委員会の承認を

として研究の目的、内容、個人情報の秘密保持等を口頭と文

得て実施した。
【結果】1）中間看護管理者の職務遂行上の困

書で説明し文書で同意を得た。
【結果】研究参加者は、全員

難は、探索的因子分析の結果、
《労務・人事管理に関わる困難》
、

女性。平均年齢 50 歳（47-53 歳）
、認識は、202 コード、59

《対人関係の調整に関わる困難》、《スタッフ育成に関わる困

サブカテゴリーであり、
〈管理職としての求感力〉
、
〈師長と

難》、
《組織目標の達成に関わる困難》、《看護の質管理に関わ

しての自己確信〉
、
〈スタッフの向上意欲を刺激〉
、
〈多職種・

る困難》
、
《セルフ・コントロールに関わる困難》の全 48 項

同職種間での円滑な仕事に向けた調整〉、〈地域の中で、住民

目６因子であった。各因子のクロンバックα係数は 0.947 で

と病院・病棟を結ぶ〉、〈倫理的問題発生への懸念〉、〈システ

あった。全ての中間看護管理者において最も困難感が高かっ

ムと実践の間の倫理的悩み〉、〈難渋するスタッフの道徳観の

たのは、
《労務・人事管理に関わる困難》であった。新任期

育成〉、〈看護師としての職業的アイデンティティの揺らぎ〉
、

ではさらに《セルフ・コントロールに関わる困難》が有意に

〈頼りになる上司・仲間への信頼〉の 10 カテゴリーが導き出

高いという特徴があった。2）新任期以降の中間看護管理者

された。
【考察】看護師長の役割に関する認識は、必要な情

の《セルフ・コントロールに関わる困難》では、看護師長経

報を自ら選択して求める力である〈管理職としての求感力〉

験年数：オッズ比 0.898（CI:0.821-0.982）、病院異動回数：オッ

を基盤にしていた。これは、管理者として病棟の体制や物事

ズ比 0.669（CI:0.450-0.994）。《中間看護管理者の困難の 48 項

を俯瞰してみるという看護師長の基軸になると考える。また、

目合計》では、看護師長経験年数 : オッズ比 0.894(CI:0.806-

人材育成を重視しており、患者にとって看護が顧客サービス

0.990)、病院異動回数 : オッズ比 0.558（CI:0.340-0.917）であり、

として有用であることを目指していると考える。さらに、ス

看護師長経験年数及び病院異動の回数が増えることは、困難

タッフの倫理観の育成や組織やシステムに対する倫理的課題

感の低下に影響していた。【考察】新任期は役割取得に伴う

は、秩序への関心から来るものと考える。一方で、臨床看護

困難が高い時期であり、業務負担の軽減や役割理解を促進し

から管理職へ役割移行するにあたり、職業的アイデンティ

ていく支援が必要である。新任期以降の困難の軽減には、病

ティの揺らぎが見られた。そのため、内的要因として自己確

院異動や部門を超えた連携などの挑戦的な仕事に取り組む経

信できるような体験や、外的要因として支えてくれる同僚や

験を計画的に行っていくことで困難を成長へ繫げることがで

上司の存在が必要であり、組織として師長を育成する重要性

きると考えられる。

が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
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③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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中規模病院におけるコンピテンシー実践支援
を主とした学習会の効果の検証

A 大学医学部附属病院における看護師の看護
研究に関するニーズ調査

キーワード：コンピテンシー

キーワード：看護研究

看護師長

学習会評価

研究支援体制

研究支援内容

○山本 美子

○内田 幸子 ¹・古田 佳代子 ¹・吉良 いずみ ²

国家公務員共済組合連合会千早病院

¹ 大分大学医学部附属病院
² 大分大学医学部基盤看護学講座基礎看護学

【目的】令和 2 年度師長対象のコンピテンシー学習会にグ
ループで実践支援をする方法を採用し効果を検証する【方
法】１. 対象：看護師長対象のコンピテンシ―学習会の参加
者で、研究協力への同意が得られた A 病院所属の看護師長
7 名、２. 研究方法：測定用具は a「コンピテンシー自己評価
表」日本看護管理学会教育委員会によって作成された質問紙
を用いた。b「一般性セルフ・エフィカシー自己評価表（作
者より質問紙を購入し使用）」にて自己効力感の測定ｃ「学
習会についての感想」は自由記載とし、分析内容を補完する
ために用いた。データ収集方法は、学習会開始前と最終学習
会終了時に対象者に配布し留め置き法にて回収した。分析方
法は、上記の測定用具 a・b を学習会前後で t 検定を用いて
比較した３倫理的配慮：所属施設の倫理審査委員会の承認を
得て実施した【結果】回収率 100％。師長経験年数は 3.45 ±
3.74 年。自己評価の全体平均値は学習会前 2.73、学習会後は
3.03 と有意に上昇した。クラスター別では全項目の学習会後
平均値は上昇したが、有意差を認めたのは「支援と人的サー
ビス」、
「マネジメント能力」
「インパクトと影響力」であった。
コンピテンシー群では「チームワークと強調」「顧客サービ
ス重視」が最高値を示し、最低値は「イニシアティブ」であっ
た。一般性セルフ・エフィカシー自己評価表の平均値は、学
習会前 8.71、学習会後は 10.42 と有意に上昇した。【考察】本
学習会は、グループワークでメンバーと相互支援（アドバイ
スや評価）をしながら実践と内省を繰り返し教訓や学びを得
て、さらなる実践という経験学習サイクルを意識したプログ
ラムにした。師長たちは、自己のスキル向上に手ごたえを感
じ、自己評価表全体の平均値が有意に上昇したと考える。一
般性セルフ・エフィカシー自己評価は、有意に上昇した。コ
ンピテンシーを意図的に発揮した事例を文章化しグループで
ディスカッションすることは、自己の実践を追認でき自己効
力感向上の一因になった。一方で、自己確信のコンピテンシー
の有意な変化が確認できなかったのは 8 か月という短い期間
では「自分の能力を確信する」までには到達できなかったと
推察する。今後コンピテンシーの理解を深め実践を積むこと
で、管理者としての自信や信念の強化に繋がると考える。今
回の検証結果から本学習会の有用性は確保されたといえる。

【目的】本研究では A 大学附属病院（以下 A 病院）の看護研
究支援における課題の把握を行い、今後の支援策の示唆を得
るために、看護研究への支援体制の活用状況と希望する支援
内容を明らかにすることを目的とする。
【方法】A 病院の「看
護部クリニカルラダー」において看護研究の基礎である「看
護実践の中でおこる疑問や課題に気づく力」を求めているレ
ベルⅠ以上の看護師 550 名を対象に Web アンケートを実施
した。調査内容は、対象者の属性、看護研究の経験、臨床で
看護研究を実施する際に必要だと思うサポートとし、単純集
計と自由記載の内容を要約しコード化、共通・類似するコー
ドを集めサブカテゴリー、及びカテゴリー化した。所属組織
の臨床研究倫理審査委員会での承認を経て実施し、Web 調
査の同意の確認欄への回答をもって同意とした。
【結果】回
収率 38.0％、有効回答率 99.5％の 208 名を分析対象とした。
対象の属性は 20 代が 36.5％と最も多かった。学生時代に看
護研究の経験のあるものは 77.0％であった。臨床現場で看護
研究の経験のあるものは 49.0％で、看護研究を実施する際、
所属部署の看護師長や研究支援担当看護師長、教員などの人
的資源を活用していた。
「臨床で看護研究を実施する際に必
要だと思うサポート」については、59 のコード、25 のサブ
カテゴリー、「研究実施の各段階における支援」「自由に活用
できる相談窓口の設置」「看護研究に関する院内研修の実施」
「院内での研究発表会の有効活用」「勤務時間や業務内容の調
整」
などの 10 のカテゴリーが抽出された。看護師は、
研究テー
マの発見や研究計画立案時から研究実施の各段階の支援、研
究プロセスで生じる疑問等を気軽に相談できる相談窓口を必
要としていた。また、学生時代の研究実施から年数が経過し
ており、基本的知識からの院内研修の実施を希望していた。
さらに、日常看護業務と並行して行うことへの業務調整に対
して支援を希望していた。
【考察】看護師は看護研究の実施
において、既存の支援体制としての人的資源を活用していた。
研究支援内容や支援者の役割を明確にし、通常業務や私生活
への負担を軽減し看護研究を遂行できるよう、研究計画書立
案の段階から現実的で実施可能な方法の支援が必要である。
また、看護研究の基本的知識に関する教育機会を設け、既存
の看護実践成果を看護研究につなげる仕組みづくりについて
も検討する。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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看護管理者における看護マネジメントリフレ
クションの成果
キーワード：マネジメントリフレクション
概念化

看護管理者

JNA ラダーに他職種ラダーを組み入れ、統一
ラダーに活かす試み

－ 2 職種団体のラダーで再構築した多職種連携－
キーワード：多職種連携 評価の適正化
MHSW ラダー

○中西 真由美

JNA ラダー

○簗瀬 哲治・稲見 聡・大栗 香・黒尾 将大・
石川 玄子

JA 網走厚生病院

【目的】看護管理者に「概念化研修」を導入し科長・係長が

医療法人報徳会宇都宮病院

看護マネジメントリフレクションに取り組んだ成果と行動の
変化及び今後の課題を明らかにする。【方法】1．対象：A 病

【目的】A 病院では法人内 11 部署で「日本看護協会看護師

院の科長・係長 31 名。2．分析期間：2018 年から 3 年間概

のクリニカルラダー」（以下 JNA ラダー）を職種に応じて修

念化研修とマネジメントリフレクション研修を実施した成果

正。独自の「A 病院ラダー」とし、職員の目標設定、教育、

について自作のアンケートで評価した。3．分析内容：2020

評価への活用を試みている。共通の評価基準を持つ事で職員

年 6 月と 2021 年 3 月に概念化に関する 6 項目 31 問の 5 段階

の目的意識、協働、連携への理解が深まったが、職種の違い

式質問紙とマネジメントリフレクションに関する 10 項目 5

を JNA ラダーのみで統一するには限界があり、他職種のラ

段階式の質問紙を用いて比較した。4．分析方法：アンケー

ダー取り入れる事で、更なる連携強化と職員評価の改善に活

トは単純集計し自由記述をまとめた。役職毎の変化について

かせると考えた。今回、精神科病院として協働の多い精神保

は SPSS®23 for Windows を用い有意水準（ｐ <0.05）とし、

健福祉士のキャリアラダー（以下 MHSW ラダー）を組み入

Mann-Whitney の U 検定を行った。倫理的配慮：所属施設の

れ、改善できるかを分析する。【方法】A 病院ラダーと JNA

倫理委員会の承認を得て無記名式調査とし個人情報の保持に

ラダーに含まれない「仕事と暮らしの調和」、「専門的支援関

努めた。
【結果】回収率は 2020 年 94％、2021 年 90％であった。

係形成力」、「ソーシャルアクション」、「専門職意識」などを

1．概念化：科長係長共に有意差は無かったが、心情の吐露、

MHSW ラダーから選択し A 病院ラダーを改善させた。6 月

共有・共感と承認が上昇した。2．マネジメントリフレクショ

と 12 月に評価。連携強化、職員評価の適正化に改善が得ら

ン：科長は皆同じ様に悩んでいると感じた、が有意に上昇し

れるか、倫理的配慮に基づいて看護職員 41 人と MHSW 12

た。係長は本音で話し合う事の困難さ、自分の意見を押し通

人にアンケート調査した。
【結果】回収率は 92％。仕事と暮

してしまう、自己の傾向を振り返る、が有意に上昇した。ま

らしの調和（自己管理、ライフワークバランス）を意識す

た有意差は無かったが科長係長共にスタッフの言動からその

るようになった 94％、専門的支援関係形成を意識し関われ

原因を考える、が上昇した。【考察】看護管理者の業務が複

た 92％、病院内外の医療の繋がりや制度を意識するように

雑多岐にわたり、管理者同士での問題の共有や共感が難しく

なった 78％、専門職意識が高まった 89％、連携が高まった

なってきている。今回 3 年間にわたり研修の機会を設け、リ

84％、適切な職員評価の目安となった 89％となった。また

フレクションを繰り返し結果、共有共感や心情の吐露が高ま

自由意見として、現代社会が看護師に求める役割の多様性を

り、問題の共有ができ看護管理者の心理的負担感の軽減に繋

感じた、退院後を考え関わる意識が強くなった等の意見が

がったと考える。またリフレクションからスタッフの言動の

あった。
【考察】現在、様々な職種でラダーを用いた自己研

意味を考え、自己の傾向を意識するようになり、自己のマネ

鑽、人材育成が行われている。しかし、それを多職種で共有

ジメントスタイルに気づく事ができた。また事例の深堀りを

している施設は少ない。統一のラダーを持つ事で、その職種

進める中で解決の鍵は自身にあることに気づき、スタッフの

に求められる役割や連携の在り方を共に学ぶ事ができる。求

言動を観察し褒めるという積極的な行動変容に繋がり、承認

められる看護師像は時と共に変化し、組織が期待するものと

が顕著に上昇したと考える。一方で看護管理者ならではのプ

同一でもない。柔軟にラダーの内容を改善させられる事によ

ライドや経験に基づく判断基準やセオリーがあることなどか

り、より実践的な活用に繋がる。地域ケアシステムの構築が

ら、本音で自由に話す事の困難感を感じており、問題の本質

重要となり、今まで以上に多職種連携や地域との関りが求め

を引き出すファシリテーターやオブザーバーの役割発揮の難

られている。社会のニーズをつかみ、専門職としての役割を

しさも明らかになった。ファシリテーターの養成やリフレク

明確にしたラダーを築き、可視化すると、更に共働、連携が

ションの体制再構築を今後の課題としたい。

深まる事が示された。べナーはドレイファスモデルを看護の
5 段階に発展させたが、JNA ラダーに他専門職ラダーを組み
入れる試みは職種を超えた協働の礎になり、多職種連携と職
員評価の改善に活かせる可能性がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
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はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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精神科病院の看護職者の倫理的行動の実態と
関連要因
－第 1 報－

キーワード：精神科看護職者

関連要因

倫理的行動

急性期病院の看護師が体験した倫理的事例の
分析

－臨床倫理コンサルテーションの導入を目指して－
キーワード：倫理的問題 倫理カンファレンス
臨床倫理コンサルテーション

○井村 紀代子 ¹・和田 由紀子 ²

○酒井 富美・井上 広美・矢野 明子・岡田 裕子・
澤田 広美・岡田 真理子

¹ 医療法人青松会松浜病院
² 新潟青陵大学大学院看護学研究科

松山赤十字病院

【目的】本研究は､ 精神科病院の看護職者の倫理的行動の実
態と関連要因を明らかにし､ 倫理的行動ができる人材育成へ

【目的】急性期病院の看護師が体験した倫理的事例から、事

の示唆を得る。【方法】A 県の単科精神科病院 7 施設の看護

例の領域・価値の対立、事例の関係者、倫理的問題を認識し

職者 503 名を対象に 2018 年 6 月～ 8 月､ 先行研究を参考に

た時の対応を明らかにし、臨床倫理コンサルテーション導入

独自で作成した無記名自記式質問紙を用いて託送法による調

の示唆を得る。
【方法】対象：A 病院看護師が体験した倫理

査を行った｡ 項目は関連要因（基本属性､ 倫理教育と知識の

的事例 224 例 期間：2019 年 4 月～ 2020 年 3 月 事例収集・分析：

状況､ 病院の特性）､ 倫理的行動は永野ら（2017）が作成し

独自に作成した事例記載用紙により事例を収集し、事例の領

た「看護師としての倫理的行動自己評価尺度」を用いた｡ デー

域・価値の対立、関係者、その時行った対応を抽出した。事

タ分析方法は基本統計量を算出し､ Mann-Whitney の U 検定

例の領域は「ETHICS and HUMAN RIGHTS in NURSING

､Kruskal-Wallis 検定を用いた｡ 統計解析には SPSS®
（Ver.22）

PRACTICE」( 日本語版 ) を参考に 2012 年作成、使用・改定

を用い有意水準は 5％とした。倫理的配慮として､ 研究対象

してきた 17 領域で分類、その時行った対応は、長崎ら（2018）

者に研究目的と協力への自由意思､ 守秘義務等を文書で説明

を参考に分類した。事例の読み取りは臨床倫理認定士ら看護

し質問紙の回答で同意とみなした｡【結果】有効回答 413（有

倫理委員会委員 6 名で行い、1 事例は 2 名で合意が得られる

効回答率 82.1%）。（以後（）内は % とする）。尺度得点は看

まで検討した。【結果】事例の領域は 17 領域全てにおいて抽

護師（82.1）が准看護師（17.9）より､ 師長（7.5）がスタッ

出された。上位は「患者・家族と医療従事者の価値観の相違

フ（82.8）
､ 主任また副師長（9.2）より有意に高かった。看

に関すること」13.8％「患者の意思に反して治療や看護を行

護基礎教育で倫理教育経験あり（69.5）がなし（27.6）より､

うこと」13.4％「患者の安全のための抑制や鎮静に関するこ

看護基礎教育終了後の倫理研修経験あり（53.5）がなし（43.1）

と」10.7％であった。価値の対立の上位は「自律尊重 vs 善行」

より、倫理綱領について知っている（60.2）が知らない（39.8）

50.9％
「自律尊重 vs 無危害」
12.5% であった。事例の関係者は、

より有意に高かった。倫理に関する知識は非常にある（1.9）

224 件に対し看護師 97.3％、患者 95.1％、医師 64.3％、患者

かなりある（34.9）が全くない（7.0）あまりない（56.2）よ

家族 46.0％、他患者 6.3％、他職種 5.8％、院外関係者 4.0％

り有意に高かった。倫理的問題を検討する機会や場の設置状

であった。
（複数回答）その時行った対応は、224 件に対し

況では､ 病棟で検討している（39.7）が病棟で検討していな

患者と相談 38.8%、看護師間でカンファレンス 22.3％、関係

い（60.3）より、職場は言いたいことが自由に言える雰囲気

者とカンファレンス 16.5％、同僚に相談 12.5％、上司に相談

は、はい（64.2）がいいえ（35.8）より有意に高かった。
【考察】

8.9％、委員会での検討 0％、何もできなかった 14.7% であっ

病棟で倫理的問題を検討し、意見が自由に言える雰囲気であ

た。（複数回答）【考察】倫理的事例の領域は多岐にわたって

ると認識している人の得点が高いことから、そのような環境

おり、価値の対立は「自律尊重 vs 善行」が半数を占めてい

は些細な気がかりも発言し易く看護の専門性を高められ、個

た。本研究の対象は看護師であったが、金田ら（2018）の報

人の倫理的感受性が向上し倫理的行動に繫がったと考える。

告では「善行 vs 自律尊重」32%「善行 vs 無危害」20% であり、

倫理的行動ができる人材育成には、倫理研修参加への支援、

職種による認識の違いがある。コンサルテーションの対象を

看護師長がリーダーシップを発揮し、倫理教育経験者や倫理

全職員にすることで、領域および価値の対立構造はより幅広

の知識がある人材の倫理観を共有できるように、倫理的問題

くなると推測される。事例の関係者は院外にも及び、その時

を病棟で検討する機会を設け倫理綱領を活用し、倫理的視点

行った対応では、
14.7% が「何もできなかった」と感じている。

で各々が自由に意見を言える職場風土作りに取り組むことが

臨床倫理コンサルテーションの導入は、関係者の調整を図り、

示唆された。

倫理的問題を共有し組織的な支援を行っていく。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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職員対象として倫理的問題の取り組みから見
えてきた課題

看護師が行動制限を行う際に感じる葛藤やジ
レンマの特徴

－ Jonsen 臨床倫理 4 分割表を導入して－

－行動制限の最少化に向けて－

キーワード：倫理カンファレンス

キーワード：行動制限

4 分割表

情報の共有

○梅原 美香・安田 英也・小林 万理・宮内 容子
医療法人春秋会城山病院

【目的】倫理的問題のプロセスで支援できる Jonsen4 分割表
（以下 4 分割表とする）を活用したことで、良かったこと、
困難であったことを明らかにする。【方法】期間：2019 年 4
月～ 2021 年 3 月。対象：A 病院に勤務する職員 576 名（看
護部、放射線科、リハビリ科、検査科、栄養科、ME センター、
薬剤科、事務部）。各部門教育委員担当者 13 名は、部門別倫
理カンファレンス主催（4 分割表活用）の役割を担った。教
育委員会担当者に 4 分割表を活用して良かったこと、困難で
あったことの記述式アンケート調査を行った。分析方法は、
Berlson、B. 内容分析を参考にコード化、カテゴリー化、類
似するものをまとめサブカテゴリー化、カテゴリー化した。
データ分析解釈は、本調査に関する研究者が複数関わり形成
されたカテゴリーの信頼性を確認した。教育委員会担当者に
対し教育専従者より 4 分割表の研修を行い個別対応で理解を
深めた。倫理カンファレンスの開催は、部門毎に行ったので
多職種カンファレンスの実施はなかった。倫理的配慮は、A
病院倫理委員会の承認を得て実施した。研究対象者にアン
ケートを配布し、質問紙は無記名・自由意思であり、参加・
不参加により不利益をきたさないことデータは個人が特定さ
れないよう厳重に管理した。口頭で説明しアンケートの回収
をもって研究の同意を得たこととした。【結果】以下カテゴ
リー≪≫で示す。4 分割表を活用して良かったこと、カテゴ
リー 12、サブカテゴリー 48。多い順に≪患者の情報共有≫
≪他者意見の尊重≫≪倫理カンファレンスの進行方法≫で
あった。4 分割表を活用時困難であったことでは、カテゴリー
8、サブカテゴリー 29。多い順に≪ 4 分割表の理解不足≫
≪時間の管理≫≪参加者の確保≫であった。【考察】倫理カ
ンファレンス時に 4 分割表を活用し情報を可視化すること
で、知らなかった患者情報や他者の考えを知る機会となった
と考えられる。一方、業務内で倫理カンファレンスの開催は、
時間確保・参加者の選定に苦戦していた。部門での勤務形態
は様々であるが、管理者を中心にタイムリーなカンファレン
スの開催ができるような場を設けることが課題である。また、
4 分割表導入に向けて病院全体の研修は行っていなかったこ
とから、理解が不足していることがわかった。今後は、病院
職員全体で共通知識を得るための計画的に研修をおこなうこ
とが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

葛藤

ジレンマ

○早田 陽子 ¹・森 真理子 ¹・鴋沢 春菜 ¹・
坪田 恵子 ²
¹ 不二越病院
² 富山大学大学院医学薬学研究部

【目的】本研究では行動制限を行う看護師の意識、葛藤、ジ
レンマを調査しその特徴を明らかにして行動制限の最少化に
繋げる。【方法】対象は A 病棟看護師 28 人とし行動制限に
対する看護師の意識、葛藤、ジレンマについてのアンケート
を行い、2 項選択法では単純集計とし、自由記載では類似内
容をカテゴリー化した。倫理的配慮では、アンケートへの協
力は自由参加であり得られたデータは厳重に管理し匿名で発
表することに同意を得た。【結果】アンケートは 100％の有
効回答であり、経験年数が 10 年以上の中堅看護師が 75％と
多く、明確な行動制限の定義を理解せず行動制限が継続され
ていた。「不必要な行動制限をしている」との回答は 86% で
あり、
「行動制限を解除する際にカンファレンスを行ってい
る」は 93% であった。また「行動制限の最少化に向けて働
きかけたい」は 82% であった。自由記載では行動制限前の
アプローチ方法として『患者を見守る』ことを優先していた。
行動制限の必要性を判断する要因として『患者の安全が守れ
ない』
『治療が安全に行われない』等の時に必要性を感じて
いた。また、行動制限に対する葛藤として“患者の安全のた
めに抑制はやむを得ない”等の内容を含む『患者の安全に対
する葛藤やジレンマ』と“看護師間の考えのズレがある”等
の内容を含む『抑制における看護師本位な考えに対する葛藤
やジレンマ』の 2 つのカテゴリーが抽出された。看護師が行
動制限を行う際に感じる葛藤の特徴としては、患者への行動
制限による ADL の低下、抑制を苦痛に感じる患者に対して
苦悩を抱く思いと、身体抑制をしたくないが解除で起こる転
倒等や責任の所在の問題に対しての再発防止のため、やむを
得ず抑制をしている思いがあり葛藤が生じていた。
【考察】
A 病棟看護師が行動制限を行う特徴は患者の安全確保と自分
の保身のためであり、その狭間で行動制限を行うことに葛藤
やジレンマを生じている。本研究からは看護師間の考え方の
違いも葛藤に影響を与えていることが考えられるため、チー
ムカンファレンスの充実や研修会の開催を通して看護師間の
思考プロセスを統一し、そのことにより患者の状態や状況を
より良く捉えられることで、行動制限の最少化にも繋げてい
くことができるのではないかと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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身体抑制の現状と現場看護師の葛藤（第 1 報） 身体抑制の現状と現場看護師の葛藤（第２報）
キーワード：身体抑制

葛藤

看護師

キーワード：身体抑制

葛藤

看護師

○中平 葉月 ¹・小島 由紀 ¹・松下 公平 ¹・神谷 綾 ¹・
濵田 翔 ¹・森木 妙子 ²

○松下 公平 ¹・神谷 綾 ¹・濵田 翔 ¹・中平 葉月 ¹・
小島 由紀 ¹・森木 妙子 ²

¹ 高知県立幡多けんみん病院
² 高知大学医学部看護学科

¹ 高知県立幡多けんみん病院
² 高知大学医学部看護学科

【目的】１．身体抑制の現状と実施した理由について明らか

【目的】１．身体抑制に影響を及ぼす現場看護師の葛藤を明

にする。２．現場看護師の葛藤について明らかにする。【方

らかにする。２．身体抑制と身体抑制を実施した理由との関

法】病棟看護師 200 名にアンケート調査を実施。データ収

連を明らかにする。【方法】病棟看護師 200 名にアンケート

集内容は看護師が抱えている思い 8 項目、身体抑制の実施の

調査を実施する。データ収集内容は看護師が抱えている思

現状 8 項目、身体抑制を実施した理由 16 項目。分析は統計

い 8 項目、身体抑制の実施の現状 8 項目、身体抑制を実施し

ソフト SPSS®Ver.24 を使用し記述統計を算出。倫理的配慮

た理由 16 項目である。分析方法は重回帰分析 ( ステップワ

は、調査対象者に説明文書で研究の趣旨、研究参加への自由

イズ法 ) を行う。倫理的配慮は、調査対象者に説明文書で研

意思、結果の公表について説明し、得られたデータは暗号化

究の趣旨、研究参加への自由意思、結果の公表について説明

してデータ分析を行い、個人のプライバシーを保護した。
【結

し、得られたデータは暗号化してデータ分析を行い、個人の

果】１．
「テントウムシ」と「コールマット」の抑制が最も

プライバシーを保護した。
【結果】１．身体抑制に影響を及

使用する割合が高く 79％であった。次に「ミトン」と「安

ぼす現場看護師の葛藤は、
「四肢抑制」と「ミトン」の抑制が、

全ベルト」「四肢抑制」「4 点柵」が 50％前後で使用され、
「経

看護師の葛藤の「安全に治療を行うために必要」に関係して

管栄養チューブ」
「ドレーンチューブ」「挿管チューブ」の抜

いた。
「安全ベルト」は、
葛藤の「マンパワー不足」にβ＝ 0.205

去防止が 70％前後で使用しており、
「転倒防止」
「術後せん妄」

ｐの強さで関係していた。
「テントウムシ」
「コールマット」
「4

「精神症状」が 50％前後、
「脱衣・オムツ外し」
「点滴抜去防止」

点柵」は、
葛藤の「抑制を実施することは倫理的にどうなのか」

「認知症の履歴のある患者だから」
「離棟・離床」が 30％程度。

に関係していた。また「4 点柵」は「抑制解除にためらいが

それに対して「75 歳以上の患者」「膀胱留置カテーテル抜去

ある」葛藤にも関係していることが明らかになった。２．身

防止」
「酸素外し」「暴力行為」「自傷行為」は抑制の理由と

体抑制と身体抑制を実施した理由との関連では、「四肢抑制」

して使われていなかった。また「患者や家族の意見」による

を行った理由としては、
「点滴抜去防止」
「酸素外し」
「転倒

実施も 13.4％見られた。２．現場看護師の葛藤が 90％以上を

防止」が関係し、
「ミトン」を行った理由では、
「経管栄養チュー

占めていたのは「病棟業務が繁忙」「マンパワー不足」「抑制

ブ」「膀胱留置カテーテル」「転倒防止」「脱衣・オムツ外し」

を実施することの倫理」「安全のために仕方ない」「しなくて

が関係していた。「安全ベルト」を行った理由としては、「患

よいならしたくない」「転倒や自己抜去が困る」「新しい体制

者や家族の意見」
「脱衣・オムツ外し」
「転倒防止」が関係し、
「テ

が必要」であった。一方で「抑制解除にためらいがある」と

ントウムシ」を行った理由としては、「転倒防止」「点滴抜去

いう理由も 72.6％であった。【考察】患者の動きを制限しな

防止」
「患者や家族の意見」が関係していることが明らかに

いてんとうむしやコールマットの予防策がよく使用されてい

なった。
【考察】抑制を実施する理由として共通していたの

るのではないかと考える。自己抜去防止の理由で抑制を実施

は「転倒防止」を目的に行われていたことであり、看護師が

するケースが多いことから、年齢に加え認知症やせん妄によ

無危害の原則を理由に、あらゆる抑制手段を肯定的に意味付

る精神状態が影響して抑制を実施するに至っているのではな

けして使っているのではないかと考えられる。四肢抑制とミ

いかと考える。現場看護師は、抑制は仕方ないという葛藤を

トンに関しては、安全な治療を優先して葛藤をあまり起こさ

抱えながら仕事をしていることが考えられる。

ずに実施していたと考えられ、それに対し安全ベルトは自分
たちの看護体制を理由に葛藤を起こしながら抑制を実施いて
いたのではないかと考える。
「四肢抑制」
「ミトン」
「安全ベ
ルト」など様々な抑制の手段に関して、
安易に使用せずチュー
ブ類の抜去防止や転倒防止と家族の要望に対応して使用する
ことが重要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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混合病棟に勤務する看護師の身体抑制に対す
る看護実践

A 病院看護部倫理委員会における身体拘束減
少の取り組みとその成果と課題

－身体抑制患者への看護の質向上に向けて看護実践
知を明らかにする－

キーワード：身体拘束

キーワード：身体抑制

○佐藤 晶子・桑原 美香・江上 直美・山田 弘美・
小野 五月

看護実践

中堅看護師

○中西 千晶・前田 晃史・霜田 絵美・木下 順子

倫理委員会

カンファレンス

聖隷三方原病院

市立ひらかた病院

【目的】2019 ～ 2020 年度の A 病院看護部倫理委員会におけ
【目的】身体拘束は、人権を侵害し、さらに患者の QOL を損

る身体拘束減少の取り組みとその成果と課題を報告する｡【方

なう行為である。A 病棟は、身体拘束の廃止にむけて、週一

法】1)2014 ～ 2018 年度の身体拘束に関する取り組みをふり

回カンファレンスを実施しているが、身体拘束される患者は

返り課題を抽出、2)2019 ～ 2021 年度の活動目標の 1 つに身

減少していない。その理由として、「患者にルート類を自己

体拘束減少を掲げそのための取り組みを計画 ･ 実施、3) 月

抜去されたことがあるため身体拘束は仕方ない」など看護師

別身体拘束数 ( 患者×身体拘束具×日数､ 精神科除く ) の推

の危険予知を優先し、患者に身体拘束を行っていた例が過半

移を確認した。倫理的配慮として看護部倫理委員会外部委員

数を占めていた。先行研究では、ベテラン看護師は、〈安全

の承認を得た｡【結果】1) 記録の定点調査やフィードバック

か尊厳かのジレンマ〉を抱えながらも、看護師や介護職員と

に取り組んだが 3 要件 ( 切迫性・一時性・非代替性 ) が全て

協力しながら、高度な看護実践を行っていることが明らかに

満たされていない､ 身体拘束実施前に代替案が実施されてい

なっている。しかし、A 病棟の過半数を占める中堅看護師の

ない等の課題があった。また､ 月別身体拘束数 1100 件以上

身体拘束についての看護実践は明らかになっていない。本研

､ 身体拘束実施患者 30 ～ 40 名 / 日で経年的に変化がなかっ

究の目的は、中堅看護師の身体拘束に対する看護実践を明ら

た。2) 中期目標に「人格の尊重､ 人権擁護」の視点から月別

かにすることである。これにより身体拘束患者に対する看護

身体拘束数 800 以下を掲げ､ 以下の取り組みを計画 ･ 実施し

実践の向上に寄与すると考える。【方法】研究参加者 3 名 ( 経

た。①毎日カンファレンスで 3 要件をアセスメントし身体拘

験年数 10 年程度 ) に、インタビューを行った ( 平均 40 分 )。

束の実施 ･ 継続 ･ 解除を検討する記録テンプレートの作成､

【結果】インタビューを元に逐語録を作成し、「身体拘束への

② 3 要件の定義 ･ アセスメントの視点､ モデル記録の提示､

高度看護実践」の内容をコード化し〔抑制は患者の安全を守

③ルート・チューブ類の自己抜去､ 転倒転落等身体拘束の理

る手段〕、
〔医療者都合による抑制〕、〔抑制への抵抗感を持ち

由となる行動別に行動の理由を探る､ 気にならない工夫等 6

ながら抑制を減らせない難しさへのジレンマ〕、〔患者の状況

つの視点からの代替案のリストの作成､ ④看護部倫理委員が

に応じた抑制の実施と解除〕の 4 カテゴリを生成した。
【考察】

週 1 回患者をラウンドし病棟カンファレンスに参加した｡ 患

中堅看護師は、抑制の必要性を評価し実践する能力を身につ

者ラウンドは病棟スタッフと共にベッドサイドで患者本人に

けており、
〔抑制は患者の安全を守る手段〕であると、責任

病状や医療器具の認識､ 苦痛の有無を確認 ･ 説明し、身体拘

感を持っていた。しかし、インシデントを起こすと当事者が

束を解除した状態で手指の動きなど自己抜去に至る患者の行

医師など他者から責められる重圧感があり、〔医療者都合に

動があるか切迫性について観察した。患者の反応と行動観察

よる抑制〕があった。また〔抑制への抵抗感を持ちながら抑

を踏まえ､ カンファレンスにおいてチューブ類固定方法の工

制を減らせない難しさへのジレンマ〕を持ちながら、実践し

夫等代替案を積極的に提案し､ 3 要件のアセスメントと記録

ていた。不要な抑制を減少させるためには、多職種で抑制カ

を支援した｡ 3) 月別身体拘束数平均が 2019 年度 967(30 名前

ンファレンスを開催する。そこで看護師の抑制を減らしたい

後 / 日 )､ 2020 年度 566(15 名前後 / 日 ) に減少し 1 年前倒し

思いを発信していくことでより、特に医師と協力的な関係を

で中期目標を達成した｡【考察】記録テンプレートや代替案

成立させることが必要である。また、中堅看護師が抑制の必

のリストなどツールの整備に加え､ 看護部倫理委員が患者と

要性をどのようにアセスメントし、実践しているのかを看護

の対話と行動観察に基づく 3 要件のアセスメント､ 代替案の

師間で共有することにより、看護師の抑制への実践能力が高

提案など病棟スタッフを直接支援したことにより、身体拘束

まり、抑制患者への看護の質向上に寄与すると考える。

解除に向け検討するプロセスが定着し身体拘束が減少した。
課題はスタッフが自律して行動観察による切迫性のアセスメ
ントと見守り以外の代替案を実施できることである。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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急性期病院における身体拘束実施に対する中
間管理者としての課題
－看護師のジレンマからの考察－
キーワード：急性期病院

身体拘束

ジレンマ

○古屋 曜子・鈴木 英子・島田 奈津美・村田 文明・
松尾 正人・野澤 陽子
順天堂大学医学部附属静岡病院

【目的】急性期病院において身体拘束を実施する際に生じる
看護師のジレンマから、中間管理者として実施すべき課題を
見出す。【方法】A 病院に勤務する病棟看護師に対してアン
ケート調査を実施し、その結果から身体拘束実施に対する看
護師のジレンマについてカテゴリー分類する。カテゴリー
をもとに、中間管理者として取り組むべき課題を明らかにす
る。アンケートは個人が特定されないよう無記名とし、研究
参加は自由であること、アンケートの回答をもって研究参加
に同意が得られたと解釈することを説明文書で明記した。個
人が特定されないよう配慮した。【結果】アンケート回答数
は 359 名（回収率 89.7％）。身体拘束実施時に生じる看護師
のジレンマは８つのカテゴリーと 20 のサブカテゴリーに分
類された。最も多かったのは「マンパワー不足」等の『医療
資源』
、次いで「患者の希望が叶えられないことによる葛藤」
等の『個々の倫理観』、「身体拘束開始時の判断」等の『身体
拘束実施の判断』、
「身体拘束しない環境下でのインシデント」
等の『リスク発生への意識』、「身体拘束による二次障害への
不安」等の『身体拘束による悪影響への懸念』、「患者の状態
にそぐわない身体拘束への葛藤」等の『患者の状態』、「終末
期の身体拘束」等の『治療に関連した身体拘束』、
『職場風土』
となった。
【考察】『医療資源』『個々の倫理観』は、見守り
が出来る状況であれば身体拘束が不要となるが、見守りが行
えない勤務の現状からジレンマを感じていると考えられる。
『身体拘束実施の判断』
『患者状態にそぐわない身体拘束』
『終
末期の身体拘束』『身体拘束による悪影響への懸念』につい
ては、身体拘束開始・解除の判断の核となる身体拘束の３原
則の検討が不十分であること、身体拘束に変わる代替案の知
識が不足していることで、身体拘束が実施され、ジレンマを
感じていることが推測される。『リスク発生への意識』では、
身体拘束をしていない状況下でのリスク報告書の作成がペナ
ルティとして捉えられている『職場風土』が要因と推測され
る。以上の考察から、中間管理者として、身体拘束開始・解
除基準の核となる身体拘束の３原則について理解を深めるた
めに、学習の場の提供、身体拘束に代わる代替案の普及を行
うとともに、身体拘束解除下で発生したリスクに対して、患
者の安全に配慮した上で寛容に捉える職場風土を作っていく
ことが課題である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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病棟管理者が行った身体拘束低減に向けた現
状分析

－看護師の身体拘束の判断に影響を与える因子に着
目して－
キーワード：身体拘束 意識調査
看護師の迷い

開始基準

インシデント

○鈴木 英子・島田奈津美・村田 文明・古屋 曜子・
松尾 正人・野澤 陽子
順天堂大学医学部附属静岡病院

【目的】臨床において身体拘束は、
「してはいけない」という
原則は知っていても、患者の安全確保を目的に「せざるを得
ない状況」を優先する事例も少なくない。A 病院の身体拘束
実施患者割合は、全国と比較しても高い現状がある。そこで、
身体拘束の判断に影響を与える因子を明らかにすることで、
身体拘束解除に向けた取り組みに繋げることを目的とし、看
護師を対象に、アンケートによる身体拘束に対する意識調査
を実施した。
【方法】A 病院病棟看護師に対し Web によるア
ンケート調査を実施した。質問項目は、日本集中治療医学会
看護部会の作成した身体拘束判断基準フローチャートを基に
作成した。研究はアンケート回答をもって同意とし、データ
として処理し個人が特定されないよう配慮した。
【結果】359
名 ( 回収率 89.7%) より回答が得られた。A 病院の身体拘束割
合を平均以上・未満の 2 群に分け比較した。経験年数には有
意差はなかった。管理者のカンファレンス参加の有無・看護
配置数・部署の構造・看護必要度 A 得点で有意差がみられ
た。開始基準と拘束以外のケアの工夫については、患者状態
やケアの工夫には有意差はなかった。開始判断として、病院
や看護部・病棟・管理者の方針を選択した看護師はほとんど
いなかった。6 人に 1 人はインシデントレポートの記載を開始
理由に挙げていた。その看護師は、そうでない看護師と比較
し、カンファレンスでの決定・リーダーの判断・ペアのスタッ
フの判断が有意に低かった。また、開始・解除の判断に迷う
看護師が 90% いた。判断の迷いに経験年数・病棟間、管理者
のカンファレンス参加の有無に有意差はなかった。
【考察】A
病院看護師の身体拘束開始の判断には、患者状態による差は
なく、病棟の構造や勤務の忙しさが影響していると考えられ
る。大多数の看護師は身体拘束に迷いを感じており、これは、
病院の基準が明確でないことが要因の 1 つと考えられる。ま
た、インシデントレポートの記載が看護師の判断に影響し、
それを選択したスタッフは他者の判断を仰ぐことでできてい
ないと考えられる。身体拘束に対する看護師の判断の迷いか
ら、有効なカンファレンスが実施されていない現状が推察さ
れる . このため、病棟管理者とともに部署内で身体拘束解除
に向けたカンファレンスを開催する風土を形成するとともに、
病院としての基準の提示が身体拘束の解除に向け必要となる。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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婦人科外来における内診を受けた患者の印象
に対する年齢別相違について
－受診しやすい婦人科外来を目指して－
キーワード：婦人科内診

心情

ERCP 検査体位における腹臥位と半腹臥位の
体圧の比較と苦痛の比較
キーワード：ERCP 検査体位

SD 法

○寺内 久美子・西田 千春・高木 友里・松﨑 久美・
東森 優子

苦痛

体圧値

○家原 奈津子・梶谷 雅子・嘉本 朝子・
和田 優子
島根県立中央病院

公立豊岡病院組合立公立豊岡病院

【目的】A 病院における内視鏡的逆行性胆管膵管造影法（以下、
【目的】婦人科内診時の印象を 40 歳前後で違いがあるかを明

ERCP とする）は、顔を右側に向け、両上肢を体幹に沿わせ

らかにする。【方法】A 病院婦人科を受診した妊婦以外の患

た腹臥位で行っている。検査中は鎮痛・鎮静剤を使用して苦

者 124 名を対象に、先行文献をもとに抽出した対比する 34

痛の軽減を図り、マット等を使用し安楽な体位となるよう工

の形容詞で構成した SD 法を用い、内診時の印象について自

夫をしているが、検査終了後に苦痛を訴える患者や、左頬の

記式質問紙を用い調査を行った。分析には SPSS®ver 26 を

皮膚障害を生じる患者もいる。そこで、腹臥位と半腹臥位で

用い、ポジティブな印象には 4 点、ネガティブな印象には 0

部位ごとの体圧値と経時的な苦痛の程度を調査し、患者に

点とし、Mann-Whitney の U 検定（有意水準５％とした）を

とってより安楽な ERCP 検査体位を検討することとした。
【方

行った。なお、本研究は豊岡病院倫理審査の承認を得て実施

法】調査期間は 2020 年 9 月 22 日から 12 月 24 日。Ａ病院に

した。
【結果】122 人（49.1 ± 14.1 歳）から有効回答が得られた。

勤務する職員で協力を得られた医師、看護師、放射線技師、

中央値よりポジティブな印象の方に得点が高かった項目は、

事務職など 23 名が、実際の検査台に腹臥位または半腹臥位

「静かな」
「明るい」
「美しい」
「清潔な」
「親切な」
「落ち着いた」

の検査体位となり、12 部位の体圧値を測定した。その後 30

「思いやりのある」
「安全な」
「緊張した」という形容詞であっ

分間同一体位を保持しながら５分毎に心拍数、血圧を測定し、

た。40 歳以上と 40 歳未満の 2 群に分け、比較した結果、40

10 分毎にフェイススケール（FRS）を用いて苦痛の程度を確

歳未満の群に「暗い」「重々しい」「嫌いな」「不親切な」「気

認した。対象者全員に対し２日にわたり両方の体位を調査し

持ちの悪い」
「無口な」
「危ない」の項目に有意差がみられた。

た。体圧値と苦痛を部位毎に単純集計し、ウィルコクソン検

【考察】
「明るい」「美しい」「清潔な」「危ない」といったポ

定を用いて比較した。苦痛の程度は FRS 平均値と経時的推

ジティブな印象の項目の得点が高かったことから、内診に対

移で比較し分散分析を行った。分析には SPSS®ver21 を用

しては肯定的な印象でとらえられていることが明らかとなっ

い、有意水準は５％以下とした。島根県立中央病院臨床研究・

た。40 歳未満の群において「暗い」
「重々しい」
「嫌いな」
「不

治験審査委員会の承認を得て実施した（中臨

R20-030）
。

親切な」
「気持ちの悪い」
「無口な」
「危ない」というネガティ

【結果】検査体位での平均体圧値は、腹臥位で左頬 51.8 ±

ブな形容詞の得点が高かったことから、若い年齢層に対して

15.9 mmHg、右膝 34.2 ± 12.4 mmHg、左前胸部 31.6 ± 11.0

明るい環境作りや内診時の丁寧な説明等細やかな対応の必要

mmHg の順で高く、半腹臥位では左頬 35.6 ± 11.9 mmHg、

性が示唆された。

左 耳 介 33.6 ± 10.0 mmHg、 左 肩 峰 突 起 32.1 ± 10.8 mmHg
の順で高かった。苦痛な部位は、両体位ともに頚部と答えた
者が最も多く、腹臥位で 21 名、半腹臥位で 11 名であった。
また、FRS 平均値の経時的推移では、腹臥位では頚部の苦痛
が開始時 0.7 から 30 分後 1.86 であり、有意差があった。半
腹臥位ではすべての部位の苦痛は 0.61 以下だった。血圧、心
拍数の平均値は、両体位とも大きな変動はなかった。【考察】
ERCP 検査体位において、半腹臥位は左頬の体圧値と頚部の
苦痛を軽減できた。しかし、左頬、左耳介、左肩峰突起の平
均体圧値はいずれも毛細血管閉塞圧を超えたことから、患者
の体格や皮膚の脆弱さを考慮した減圧の工夫は今後も検討す
る必要がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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3 ～ 6 歳の幼児後期の子どもに対する採血時の
アセスメント・アルゴリズムを用いた事例検討

病棟看護師の栄養に関する観察の現状調査

－小児科病棟でのアルゴリズムを使用した関わりを
通して－

キーワード：栄養

キーワード：抑制帯 子ども
アルゴリズム

医療法人重工記念長崎病院

採血

アセスメント

病棟看護師

臨床経験

○萩田 悠・堂下 理恵子

【目的】早期に栄養不良患者を識別し栄養状態を改善するこ

○山口 由依・大畑 千賀

とは、患者の治療効果を高め医療費の抑制及び在院日数の短

福岡大学筑紫病院

縮にも繋がる。A 病院では NST 介入時に低栄養が進行し栄

【目的】3 ～ 6 歳の子どもに対する採血時のアセスメント・
アルゴリズム ( 以下アルゴリズム ) の妥当性を明らかにする。
【方法】1. 研究対象：A 病院小児科病棟・外来で採血を受け
る 3 ～ 6 歳の子ども、保護者、採血を行う看護師 2. 研究方法：
事例検討 佐藤ら (2014) のアセスメント・シート ( 以下シート )
を用いて回答してもらい、採血に対する子どもの対処能力を
保護者が予測し、アルゴリズムを用い、その対処能力にあっ
たプレパレーション後に採血を実施、子どもと保護者、看護
師の言動を事例検討した。倫理的配慮として、研究者が所属
する施設の倫理委員会の承認を得た。【結果】アルゴリズム
は 20 例に使用、対象者の平均年齢 4.45 歳、全例が採血経験
あり、保護者の予測 / 情緒は平均 2.9 点、保護者の予測 / 協
力行動は平均 2.8 点であった。対処能力の内訳はスコア 1 が
4 名、スコア 2 が 12 名、スコア 3 が 0 名、スコア 4 が 4 名であっ
た。全例で抑制帯を使用しない採血が実施できた。その中で
対処能力が 1・2 と低い A・B 児と 4 と高い C 児の事例検討
をした。A 児 3 歳、平易な言葉での < 採血導入の声かけ >、
DVD を見せ頑張れそうな体勢を選択する < 対処方法の説明
>、頑張りを褒めてシールを渡す < 体験の振り返り > を実施
した。B 児 3 歳、A 児同様の関りに加え実際に練習する < 採
血の説明 > を行った。啼泣や腕を引っ込め嫌がる動作があっ
たため看護師が一旦休憩を挟み、子どもは落ち着くことが出
来た。C 児 6 歳、< 採血導入の声かけ > のみ行った。【考察】
A 児では保護者の同意がなければ実施が難しいことから、プ
レパレーションの必要性や有用性についての家族理解を深め
るような関わりが求められる。B 児では子どもとともに採血
実施方法を検討し、子どものタイミングに合わせて処置を進
めることで安心感が生まれ、医療者との信頼関係の形成や頑
張りを引き出す事へ繋がったと考える。アルゴリズムを用い
ることで、看護師の経験年数を問わず、児の対処能力の程度
と必要なプレパレーションの内容をアセスメントすることへ
の一助となった。その一方で、シートとアルゴリズムの特性

養改善に難渋した症例がみられたことがある。栄養の再評価
時期や評価方法も定まっていないことから、病棟看護師の栄
養に関する観察の現状を調査し、
明らかにする。
【方法】対象：
A 病院病棟看護師 77 名。期間：令和 2 年 6 月～同年 12 月。
方法：先行文献を参考に独自で栄養アセスメントの指標を作
成し、自記式質問紙調査を実施。臨床検査値 10 項目、身体
測定値 8 項目、臨床所見 23 項目の計 41 項目を各カテゴリー
に分類し、臨床経験年数別で観察の有無について X2 検定を
行った。【結果】回収率 92％、有効回答率 97.2％。臨床経験
年数は 5 年以下 27％、6-10 年 30％、11-15 年 28％、16 年目
以降 15％。栄養の知識不足を自覚していたのは 98.5％。各
カテゴリー別の観察の割合は臨床検査値 30.5％、身体測定値
32.2％、臨床所見 56.6％で臨床経験年数別の有意差はみられ
なかった。再評価時期は 2 週間 16.9％、1 ヶ月 4.2％、採血時
64.8％、評価なし 7％であった。栄養アセスメントの指標 41
項目のうち初回時は 45.7％観察出来ていたものが、再評価時
には 19.4％と低下し臨床検査値 21.7％、身体測定値 9％、臨
床所見 21.6％であった。手術に関する項目を観察している割
合は、初回時は CRP 15.4％、手術 46.4％、感染 50.7％、活
動量 43.6％で、再評価時は CRP 11.2％、手術 12.6％、感染
19.7％、活動量 7％であった。
【考察】多くの看護師は栄養に
関する知識不足を自覚しており、臨床経験年数別で有意差は
なかったものの各カテゴリー別の観察も低い傾向がみられ
た。特に手術に関する項目を観察している看護師は初回・再
評価時とも少なかった。A 病院は年間約 900 件の整形外科的
手術を行っており、手術前後の栄養状態を把握することは重
要であるため、手術と栄養を関連づけた観察の強化が必要で
ある。栄養の再評価時期は採血時が最も多かったが、栄養評
価のため NST から採血依頼することもあり、早期に栄養不
良患者の識別が出来ていない可能性がある。栄養状態に応じ
た定期的な評価が必要であるため、今後は栄養評価方法の検
討や観察の強化を目的とした取り組みが必要である。

上、適切に使用しなければ子どもの対処能力を誤って判断し
てしまう可能性があり、シートとアルゴリズムに関する看護
師の知識統一が不可欠である。今回は全例が採血経験があり、
今後は採血経験がない子どもへも対象を拡大し効果や妥当性
を確認していく。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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B 病棟看護師の糖尿病看護に対する意識調査
キーワード：糖尿病看護

意識調査

看護継続教育

○吉田 美香・池添 桃子・組橋 萌美・延口 陽子
徳島赤十字病院

【目的】A 病院 B 病棟は主に消化器内科、総合診療内科の患

超音波検査の画像情報がもたらす一般病棟看
護師のアセスメントに関わる思考への影響
キーワード：超音波検査

画像情報

アセスメント

○加藤 智香・松永 智志・水野 かおり
公益社団法人地域医療振興協会市立恵那病院

者が入院しているが、既往症として糖尿病を抱える患者が多

【目的】超音波検査（以下エコーと略す）の画像情報が一般

い。B 病棟は他部署から異動してきた看護師や新人看護師が

病棟看護師のアセスメントに関わる思考にどのような影響を

多く、病棟勤務年数 1 年未満の看護師が所属看護師全体の

及ぼすのかを明らかにする。
【方法】地域における A 病院 B

25％であり、糖尿病看護に対する意識 ( 知識面、行動面、意

病棟の看護師 10 名を対象とした。尿閉や頻尿のある患者に

識面 ) は看護師によって個人差があると考えられる。B 病棟

特定行為研修を修了した看護師がエコーを実施し、患者には

看護師の糖尿病看護に対する意識調査を行い、その結果から

紙面をもって同意を得た。研究対象者にはエコー画像を供覧

糖尿病看護の現状を把握し、継続教育の体制見直しや今後の

したのち、インタビューガイドに沿って質問した。エコー実

糖尿病看護の充実に繋げる。【方法】糖尿病看護に関する独

施前後の気づきや思考過程を述べてもらい、発言内容を録音

自で作成したアンケートを行う。アンケート内容は糖尿病看

した。逐語録に起こし、コード化しカテゴリー分類した。分

護に対する≪知識面≫、≪行動面≫、≪意識面≫の 3 つのカ

析過程では研究者間で内容の検討を繰り返した。
【結果】３

テゴリー合計 36 項目を 5 段階で評価する質問と 3 問の記述

カテゴリー (『』で示す )、９サブカテゴリー（≪≫で示す）、

式とした。アンケート結果は単純集計し、看護師経験年数、

30 コード（＜＞で示す）が抽出された。
『学ぶことへの動機

B 病棟経験年数で F 検定を用いて比較した (p ＜ 0.05 有意差

づけ』のカテゴリーは≪自身が持てる≫≪学びを深めたい≫

あり ) 。記述式は意見をそのまま抽出した。A 病院倫理委員

の２サブカテゴリーによって構成された。主に＜自分の考え

会の承認を得た。研究対象者に、研究の趣旨、方法、匿名性

が間違っていなかったと自信が持てる＞＜エコーの画像情報

の保持、自由意思での参加、プライバシーの保護等について

をみると解かる＞などのコードが抽出された。
『アセスメン

説明し同意を得た。【結果】同意を得られた対象者は 22 名、

トの視野の広がり』のカテゴリーは≪情報の意味を追求す

有効回答は 20 名だった。≪知識面≫は、看護師経験年数で

る≫≪解剖生理を意識する≫≪原因を考える≫≪エコーの画

は有意差がなく、B 病棟勤務年数 1 ～ 2 年目 (p ＝ 0.009) で有

像情報をみて新たな疑問を抱く≫≪排尿する為の具体策をあ

意差があった。≪行動面≫は、看護師経験年数 20 年以上 (p

げられる≫の５サブカテゴリーによって構成された。＜思考

＝ 0.026) で有意差があり、B 病棟勤務年数 5 年以上 (p ＝ 0.003)

に行き詰まりながらも諦めずに考える＞＜膀胱の解剖生理か

で有意差があった。≪意識面≫は、看護師経験年数と B 病棟

ら考え排尿を予測する＞などのコードが抽出された。
『看護

経験年数ともに有意差はなかった。記述式では「患者の理解

を振り返る』のカテゴリーは≪不足している情報に気づく≫

度や病識に合わせて指導していくのが難しい」「主病棟では

≪自分の考えを顧みる≫の２サブカテゴリーから構成され

ないが糖尿病に関する勉強会に参加したい」等の意見があっ

た。＜自分の知識が不足していることに気づく＞などのコー

た。
【考察】≪知識面≫は基本的な知識では差はないが、B

ドが抽出された。
【考察】本研究の対象看護師はエコーの画

病棟勤務年数 1 ～ 2 年目では有意差があることから糖尿病看

像情報から客観的な情報を得ることで、その他の情報と思考

護の専門性の難しさが伺える。≪行動面≫では経験年数の少

を統合し、自分のアセスメントが正しいと判断できる材料と

ない看護師が行動に移せていない現状と、看護師経験年数、

なり、自信を持つことができた。画像情報から何が考えられ

B 病棟勤務年数の多い看護師は、専門性の高い知識を有して

るのか、患者情報との関連付けを行い、情報の意味を追求し、

いるため患者指導を実践できていると考える。これらのこと

原因を深く考える行動に繋がった。エコー画像から客観的な

より B 病棟の糖尿病看護の質の向上のためには、専門性の高

情報を得ることは、批判的思考や深く考える動機となってお

い糖尿病看護について学習する機会を増やし、経験を積んだ

り、それはクリティカルシンキングに類似した考え方である。

看護師の教育的な関わりが必要であることが示唆された。

エコーの画像情報を得ることは看護師の考えを引き出すきっ
かけとなり、クリティカルシンキングを促進させると考える。
また、自分の行為の“振り返り”を行うことは臨床判断の思
考過程のひとつであり看護の振り返りとなった。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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脳卒中患者に対し長時間挿入されている尿道
留置カテーテル抜去への取り組み
キーワード：脳卒中

フローチャート

尿道留置カテーテル

認知症看護認定看護師の夜勤帯における横断
的活動に関する一報告

－認知症高齢者に対し夜勤看護師が抱く心の余裕の
支援に向けて－

○八島 薫 ¹・細木 美奈子 ¹・山本 美里 ¹・
宮下 悠希 ¹・上野 栄一 ²

キーワード：認知症高齢者
夜勤帯

¹ 富山県厚生農業協同組合連合会高岡病院
² 奈良学園大学保健医療学部

○松高 ゆり

BPSD

認知症看護認定看護師

高知県厚生農業協同組合連合会 JA 高知病院

【目的】尿道留置カテーテル（以下カテーテル）を挿入して
いる脳卒中患者に対して、A 病院で使用しているカテーテル

【目的】A 病院は B 市の基幹病院として地域医療を担ってい

適応のアセスメントフローチャート（以下フローチャート）

る。A 病院においても、夜勤帯で人員が減り、緊急度の高い

を活用することで、留置日数の短期化や有熱性の尿路感染症

患者に重きをおき、認知症高齢者への対応が後回しになって

の発生件数を減少できるかを明らかにする。【方法】研究デ

しまうのが現状である。夜勤看護師が困っている BPSD の症

ザインは量的研究 １）患者とその家族に研究の主旨につい

状を確認したところ、「夕方にかけての興奮」「食事が進まな

て同意を得る ２）同意後、フローチャートを用いた評価を

い」
「独力行動」などがあがった。夜勤看護師が困っている

開始し、カテーテルが抜去される日まで毎日評価を実施 ３）

その時に、その場面で認知症高齢者が安心できる環境を整え

カテーテル挿入中は、毎日フローチャートで５つの抜去基準

ることが重要な実践であると考えた。その取り組みについて

を評価し尿路感染症の兆候も観察 ４）医師より抜去許可が

ここに報告する。【方法】58 床地域包括ケア病棟（13:1）の

あった対象患者のカテーテルを抜去 ５）対象患者には介入

二交代制の夜勤帯（16:30 ～ 9:00・夜勤看護師 3 名・看護補

時から退院まで１日３回検温し、発熱の有無を確認 6）38 度

助者 1 名）に、認知症に関する相談や食事・口腔ケア・排泄

以上の発熱があった場合は、主治医に報告の上、尿検査を実

の介助、興奮時等の直接的な看護介入を実施し、その場面に

施 ７）カテーテル抜去後は、自排尿を測尿しブラッダース

居合わせた夜勤看護師から聞き取りを行った。対象者に対し、

キャンを用いて残尿測定 ８）研究期間中の対象患者と研究

個人を特定できないように匿名性を確保した。A 病院看護部

開始 6 ヵ月前の平均留置日数、有熱性の有無を比較【結果】

会の承諾を得ている。【結果】フロアーで夕食介助時、C 氏

期間中の対象患者は３名、6 ヵ月前は 12 名であった。対象

の帰宅願望が出現し、大声を発するため、周りの患者が落ち

患者は全て脳卒中急性期で安静保持と精密尿量測定が必要の

着かない様子になる。直ちにその場から、C 氏を誘い出して

ため留置されていた。6 カ月前の対象患者は急性期を脱して

廊下を歩きながら、
「困っている事はないですか」と聞いた

いたが、明らかな抜去基準はなく留置日数に差があった。期

ところ、排泄に関する事で困っていたという返事があり、排

間中のカテーテル留置平均日数は 5.6 日で、6 ヵ月前は 12.25

泄後は表情が落ち着いた。帰宅願望に関しては、
「今晩はこ

日であった。3 名は尿の性状に異常や発熱が見られず尿路感

こに泊まりませんか」と伝えると納得された。夜勤看護師は、

染症は発生しなかった。12 名については、発熱は数名みら

そのやり取りに対して視線を向けながらも食事介助から離れ

れていたが、明らかな尿路感染症の兆候を示す記録がなく

ることが出来ずにいたが、
「他の患者の対応が気になり、余

比較できなかった。期間中 1 名のみ残尿が多く、自排尿 240

裕がなかったが、対応してくれる人がいると思うと心に余裕

㎖ / 残尿 420㎖であったため導尿をしたが、翌日には自排尿

が持てた」等の言葉が返ってきた。
【考察】認知症看護認定

250ml/ 残尿量 36ml で正常となった。12 名の残尿に関して

看護師に期待される役割の中に「認知症看護の実践を通して

はデータがなかった。
【考察】尿道留置日数を短縮できたのは、

役割モデルを示し、看護職に対する具体的な指導・相談対応

フローチャートを毎日使用し評価し適切なタイミングで不要

ができる」という項目に従い、活動を行った。認知症高齢者

なカテーテルを抜去できたからと考える。また、留置日数が

の関りとして、相手のペースに合わせる事正しいと理解しな

短縮したことで尿路感染症が発生しなかったと考える。さら

がらも、人員が減少する夜勤帯では、十分に関われない事も

に、患者の状態で抜去を判断するフローチャートにより、経

多く、心に余裕がなくなる。しかし、専門的な直接的介入や

験年数や知識の有無に関係なく、カテーテル抜去への一貫し

それができる看護師がそこにいて相談できることによって、

た看護となるため、今後も継続する事が必要である。

余裕が生まれたと考える。研究の限界として、今回は一人の
看護師への聞き取りによる報告となった。今後の課題として
夜勤帯の横断的活動を継続し、その成果を明らかにしていく
必要性があると考えている。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

406

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

ポスター T - Ⅷ -54
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せん妄ハイリスク患者のせん妄予防に対する
取り組み（第 1 報）
－看護師のせん妄状態の理解度とチェックリストの
活用－
キーワード：せん妄状態
勉強会

ハイリスク患者

チェックリスト

○櫻木 真由 ¹・西内 美奈 ¹・加用 明子 ¹・
森木 妙子 ²

せん妄ハイリスク患者のせん妄予防に対する
取り組み（第 2 報）

－せん妄ハイリスク因子の確認と予防行動－
キーワード：せん妄

ハイリスク因子

予防行動

○西内 美奈 ¹・加用 明子 ¹・櫻木 真由 ¹・
森木 妙子 ²
¹ 高知県立幡多けんみん病院
² 高知大学医学部看護学科

¹ 高知県立幡多けんみん病院
² 高知大学医学部看護学科

【目的】１．せん妄ハイリスク因子の確認の程度を明らかに

する。２．実際に行っている予防行動の実際を明らかにする。
【目的】１．看護師のせん妄状態の理解度を明らかにする。２． 【方法】病棟看護師 32 名にアンケート調査をせん妄勉強会の
せん妄チェックリストの活用状況を明らかにする。
【方法】病
介入前後で実施について行う。データ収集内容はせん妄ハイ
棟看護師 32 名にアンケート調査をせん妄勉強会の介入前後で

実施（内容は 10 月にせん妄の治療とケア、11 月に薬剤）につ
いて行う。さらに病棟看護師全員がチェック表を活用してせん
妄予防行動と入院時の対策を実施。データ収集内容は看護師
のせん妄状態の理解度 12 項目、せん妄チェックリストの活用
と理由の記述。分析方法は、統計ソフト SPSS® Ver.24 を用
いて基本統計量を算出。せん妄チェックリストの活用状況につ
いては質的にまとめカテゴリー化する。勉強会による介入前後
の効果を分析するためにノンパラメトリック検定を行う。倫理
的配慮として、アンケート実施にあたって、調査への参加は任
意であること、調査の目的、調査データの取り扱いなどについ
て掲示し記入後のアンケート用紙の掲示をもって研究に同意し
たと判断することを依頼文書に明記。
【結果】せん妄状態につ
いての知識は、
「1 よく知らない」
、
「2 あまり知らない」
、
「3 ま
あまあ知っている」
、
「4 よく知っている」の 4 段階で評価した。
平均がすべての項目において 3.0 未満で、全体的に理解度が弱
い結果であった。せん妄チェックリストの活用は入院時の業務
の中の一つに組み込まれているため活用率は 100％である。そ
のうち 67％のスタッフが有効に活用できていると考えている
が、33％のスタッフは有効活用できていないという結果になっ
た。活用時の意見としては、
「対応」
「ハイリスク患者の抽出」
「評価」
「せん妄ケア」
「対応の困難感」が抽出。勉強会による
効果をノンパラメトリック検定（2 個の対応サンプルによるウィ
ルコクスンの符号付き順位検定）を用いて分析した結果、勉強
会によってせん妄状態の理解度が介入後に有意に高くなった
知識は 8 項目あった。
【考察】介入後に有意に高くなっていた
8 項目から、学習後にせん妄に対する基本的知識や、薬剤の特
徴と誘発についてかなりの知識が向上したと考えられ、看護師
が効果的な予防行動を入院早期から行うためには必要不可欠
な 8 項目であり、学習の必要性が高いと考えられる。入院時
のせん妄ハイリスクチェックリストは 100％使用している中で、
有効活用できていないと回答したスタッフがいたのは、チェッ
クすることが手段ではなく目的化となっていたと考えられる。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

リスク因子の確認 7 項目、予防行動 13 項目である。分析方
法は基本統計量の算出とノンパラメトリック検定を行う。倫
理的配慮として対象者への説明文書に、参加の任意、研究の
趣旨、データの取り扱いについて明記し、回収をもって同意
を得た。
【結果】１．せん妄ハイリスク因子の確認の程度で
は介入前の平均が 2.88 ～ 3.19 の間で、介入後が 3.16 ～ 3.48
の間であった。２．実際に行っている予防行動の実態につい
て、
１）
「予防行動が 8 割以上できている」割合は介入前では、
「はい」が 17 名（53.8％）であったが、勉強会介入後は、
「は
い」が 5 名（15.6％）と低い。２）経験年数による「予防行
動が 8 割以上できている」の違いを分析した結果、経験年数
では有意差はみられない。３）せん妄ハイリスク患者に行う
予防行動の平均は、介入前が 2.09 ～ 3.47 の間で、介入後が
2.50 ～ 3.67 の間であった。介入前では平均が 3.0 以上の項目
は 6 項目であったが、介入後は 9 項目に増えた。４）勉強会
によるハイリスク因子についての確認の変化では、勉強会に
よってハイリスク因子についての確認が介入後に有意に高く
なったのは、
7 項目中 5 項目であり勉強会の効果があった。５）
実際に行っている予防行動の変化では、13 項目中 4 項目で
勉強会の効果があった。【考察】7 項目中 5 項目に効果がみ
られたことから、勉強会後にハイリスク因子の確認として、
せん妄の既往、年齢 75 歳以上、アルコール飲料の増減や薬
剤の種類、手術状況を確認することができるようになったと
考えられる。また実際に行っている予防行動の変化があった
4 項目から、飲水を促すことや輸液量増量の提案、さらに日
中の適度な運動やリハビリが重要であると考えられる。これ
らは特別な準備は必要とせず、看護師が意識することで行動
できる項目であり、知識を得たことで容易に行動化できる看
護と考える。しかし、実際に行っている「予防行動が 8 割以
上できている」が勉強会介入後に低くなったのは、より具体
的で詳細な知識を得ることで、それに伴った予防行動がとれ
ていないという自己評価の低下が起きたと考えられる。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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手術決定をする外来からの介入の必要な項目
を検証
キーワード：術前・術後訪問
手術看護

術前外来

術前訪問記録の見直し

－術前訪問用紙の標準化に向けて－
キーワード：術前訪問

周術期管理

情報収集

術前訪問用紙

標準化

○林 恵・坪内 千奈・秋山 穂尚

○山口 礼・田中 ひとみ

新京都南病院

順天堂大学医学部附属静岡病院

【目的】術前訪問に積極的にとり組み、2020 年度は、3118 件（全
手術件数 39、9％）実施できた。しかし入院してからの手術
前日訪問では、口腔内の汚染や動揺歯、口唇の裂傷など気管
挿管時のトラブル、内服中止薬の継続による手術の中止・延
期といった事象には対応ができていないことがわかった。そ
こで、手術を患者がベストな状態で臨めるためには、どういっ
た内容を入院前の外来患者に説明し、準備をしてもらう必要
があるのかを術前インタビュー結果から抽出し、検証する。
【方法】術前訪問を実施した患者に不安、喀痰・呼吸機能訓
練法、スキントラブル（乾燥・脆弱）、動揺歯の有無、喫煙
者に禁煙の有無をインタビューし、その結果から入院前に介
入の必要な支援を抽出する。【結果】術前訪問を実施した患
者インタビューを 287 名実施した。インタビュー結果から、
手術室環境や麻酔の不安は、109 名であった。特に硬膜外・
脊椎麻酔の不安や術後疼痛に関することが多かった。動揺歯
は、15 名にあり、歯科を受診したのは 2 名のみであった。喀痰・
呼吸訓練は、面倒、時間がないという回答がみられた。スキ
ントラブル（乾燥・脆弱）は、42 名であり、その内 20 名は
保湿がされていなかった。喫煙者は 24 名であり、禁煙の必
要性は理解していたが、数日前に禁煙したのは 2 名であった。
これらの結果をもとに、手術当日の流れ、麻酔について、術
後せん妄予防、口腔ケア、呼吸機能訓練、スキントラブル予防、
禁煙指導の項目が外来から介入の必要な支援であることが抽
出された。
【考察】今回の取り組みにより、手術前日の訪問
からでは患者が心身の準備をするには遅いことがわかり、手
術決定時の外来から早期介入し、周術期の合併症予防のため
の教育的な関わりの必要性を得ることができた。麻酔方法や
手順、動揺歯による冴牙損傷、脱落歯の歯科診療の必要性、
喫煙の術後合併症についての情報提供、患者が理解を深めて、
患者がベストな状態で手術に臨めるための必要な支援が明ら
かになった。また、今後の展望として、現行の外来での手術
前指導を評価するため、術後訪問にてインタビューを実施し
ている。それをもとに、術後合併症予防に向けて、手術看護

【目的】1. 術前訪問におけるスタッフの情報収集の内容を現
状把握する。2. 全ての手術に必要な情報を整理する。3. 必要
な事項が明文化された術前訪問用紙を作成し、統一した情報
収集を行えるようにする。
【方法】これまで術前訪問用紙と
して使用された「手術申し送り書」とカルテの「術前訪問記録」
70 例を収過去の手術申し送り書を収集し、カテゴリーに分
類を行う。リストアップした項目をカテゴリー別に分類した
後、基本別、麻酔別、体位別に必要事項を根拠付けし整理さ
れた用紙を作成する。【結果】患者の既往歴や、現病歴、血
液検査データーの異常値や、アレルギーの有無等の一部の情
報は共通に収集されていたが、ほぼ白紙の用紙にアセスメン
トツールも無い状態で記載をしていた為、収集した項目の記
載順序は個人によってばらばらで、情報収集を行ったスタッ
フ以外がみた時には判りにくいものとなっていた。それらの
収集内容を分析し、個人が必要としている情報を確認するこ
とで全ての手術に必要な基本情報が 27 項目になることが分
かった。分類された項目の根拠付けを行い、そこから基本情
報、全身麻酔、脊椎麻酔の 3 分類に再構築を行った。また、
手術体位保持する為の情報として、関節可動域制限の有無や、
四肢麻痺の有無、体動による痛みなどの収集がほぼ全例に記
載されていた。【考察】各個人の情報収集は 27 項目に分類で
きることが分かった。基本情報の２７項目はどの手術におい
ても必要な基本情報になることが分かった。再構築を行うこ
とでどの麻酔法に対しても必要な基本情報と全身麻酔、脊椎
麻酔の個別情報に分けることが可能だった。四肢可動域制限
は麻酔導入には影響なくとも手術の体位保持に対して重要で
あるとの認識が多いということが分かった。以上の考察より
項目が明文化された術前訪問用紙の作成が行えた。目標 3 と
してあげた「必要な事項が明文化された術前訪問用紙を作成
し、統一した情報収集を行えるようにする。」に関しては、
評価のできる件数は集まってはいない。今後の課題として件
数を集め実際に統一された情報収集が行えたかどうかを検証
していきたい。

師が、外来から介入することで患者の自己管理能力を高め、
かつ、専門性をも高める教育システムの整備・環境を調整し
ていきたいと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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消灯時間延長がもたらす効果

精神科看護師が考える精神科療養環境の特性

－追加眠剤・転倒転落統計、看護師・患者へのアン （第３報）
ケートを通して－
－患者のプライバシーや人権に関わる療養環境評価
と看護職の属性の分析－
キーワード：消灯時間

追加眠剤

転倒転落

精神科

○石川 蓮太朗・関 千帆・青木 竣也・星野 達也
成田赤十字病院

【目的】消灯時間の変更前後で追加眠剤、転倒件数を比較し、
消灯時間との因果関係を明らかにする。患者の睡眠の質、看

キーワード：精神科看護師

療養環境評価

職業経験の質

○鈴木 雪乃 ¹・林 和枝 ²・小山 沙都実 ¹・
新井 信之 ¹・小林 純子 ²
¹ 名古屋女子大学健康科学部看護学科
² 椙山女学園大学看護学部

護業務にどのような影響があるか明らかにする。【方法】対

象：現実見当識、認知機能障害のない精神科入院患者 85 名、 【目的】精神科病棟では、精神症状による事故防止・安全の
優先、患者のプライバシーや人権への配慮など、病院や病棟
精神科の夜勤に従事している看護師 25 名 期間：21 時消灯
2 か月、22 時消灯 3 ヶ月 方法：消灯を 22 時、眠前薬の配薬
を 21 時へ変更し、前後で追加眠剤服薬数と転倒数のクロス
集計を行った。平行して質問紙調査も行い、患者には睡眠の
質について、看護師には業務への影響について調査、クロス
集計を行い自由記述の生データを内容ごとにまとめた。な
お、アンケート調査は無記名とし、22 時消灯に参加しない
場合でも治療上の不利益はないことを文書にして説明した。
【結果】追加眠剤使用総数は、入院患者数に大きな違いはな
かったが、不眠時使用回数の 25％の減少が見受けられた。1
日ごとの追加眠剤使用回数は、実施前後で 1 日 5 回以下であ
る日数が増え、1 日 10 回以上である日数が減った。時間ご
との不眠時使用回数は 21-23 時に追加眠剤を使用する患者が
減少した。眠前薬が影響している転倒転落は実施前後 3 件ず
つと変化はなく、追加眠剤が影響している転倒は実施前後共
に 0 件であった。患者アンケートの内容として、実施前後共
に 22 時消灯変更への賛成意見が多く、21 時配薬・22 時消灯
が丁度の群がそれぞれ増加している。また、睡眠の質は項目
ごとに満足度を 1-10 の 10 段階で質問したが、すべての項目
で改善が見られ、特に改善が見られたのは「寝つきの良さ」
であった。看護師アンケートについて 22 時消灯変更への反
対意見は 0 件で業務ストレスが減少したと答えた人が全体の
80％であった。「業務的余裕が出来た」「患者との関わる時間
が増えた」との意見が得られた。【考察】22 時消灯により就
寝時間が自宅への生活へ近づいたことで、追加眠剤の使用率
が減少し睡眠の質が向上、より良い睡眠導入に繋がったとい
える。追加眠剤の配薬に関わる業務が減少し、消灯時間まで
の時間が 1 時間伸びたことで時間的余裕もでき、看護師の業
務ストレスが軽減されたと考えられる。同時に看護師のゆと
りのある関わりが患者に安心感を与え、睡眠導入にも効果が
あったのではないかと考えられる。転倒転落の件数の変化が
見られなかったことに関しては、研究期間が短かったという
可能性が考えられる。

により療養環境が異なる。本研究では第１報、第２報に引き

続き、患者のプライバシーや人権に関わる療養環境に関する
項目を抽出（以下、人権に関わる療養環境評価）し、看護職
の属性との関連を分析した。これを通して、精神科看護の質
の向上に対する示唆を得ることを目的とする。【方法】2021
年１月に東海地方の精神科病棟を有する病院の看護管理者か
ら承諾の得られた 19 施設、1149 名の看護職者を対象として
郵送法による無記名自記式質問紙調査を行った。独自に作成
した療養環境評価 15 項目のうち、人権に関わる療養環境評
価６項目（多床室のカーテン設置、多床室での身体的拘束､
公衆電話の位置など）を抽出し、看護職の属性（18 項目）と
の関連を IBM SPSS®ver.27.0 を用いて Kruskal-Wallis 検定
を行った。研究者所属の研究倫理審査の承認を得た（承認番
号 2020-16）
。
【結果】720 名から回答があり（回収率 62.7％）
711 名を分析対象者（有効回答率 98.8％）とした。人権に
関わる療養環境の評価６項目と看護職の属性との KruskalWallis 検定の結果、看護基礎教育、院内外の研修参加の頻度、
勤務場所などに有意差がみられた。准看護師よりも看護師、
精神科救急病棟の経験のある者のほうが、多床室にカーテン
を設置するべきと考え、公衆電話は扉付きの個室にするべき
と考える傾向だった。精神科勤務歴５年以上よりも５年未満
の者、精神科救急病棟の経験のない者のほうが、多床室での
身体的拘束は状況によって必要であると考える傾向だった。
【考察】看護基礎教育の充実、精神科勤務歴、精神科救急病
棟での勤務経験など、経験や知識を得る機会が多いほどより
患者のプライバシーや人権に配慮した療養環境を考える傾向
が推測される。これらの療養環境は、患者自身が選択や対処
をすることができない環境であると同時に看護職個人でも対
処できず、患者のプライバシーや人権への課題と現状に矛盾
を抱えながら業務に従事していることも推測される。患者の
安全を守りつつ人権に配慮した療養環境を考察する精神科看
護職は、高い倫理観を持ち、経験と研鑽の積み重ねが重要で
あることが改めて示唆された。附記

本研究は名古屋女子大

学教育・基盤研究助成費による。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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面会禁止時における終末期患者・家族に対す
る看護師長の方針

COVID-19 対象病棟での看護実践を通して経
験した学びに関する研究

キーワード：面会禁止 終末期患者
新型コロナウイルス感染症

キーワード：学び

東京都立広尾病院

深谷赤十字病院

【目的】A 病院では新型コロナウイルス感染症の感染拡大に
より、感染予防対策の強化に努めた。病院・看護部の方針で
は「面会を禁止とする。但し、やむを得ない用件のみ入館許
可証の所持者に限り入館を許可する」とした。そのため患者・
家族に十分な支援が行えず、看護師は面会禁止時の患者・家
族への対応に苦慮していた。面会禁止時、一般病棟における
終末期患者と家族が有意義な時間を過ごすために、看護師長
がどのような方針で家族支援を行っているかを明らかにする
ことで、面会禁止時の患者・家族支援の一助とする。
【方法】
終末期患者が入院する一般病棟の看護師長で本研究に同意を
得られた 5 名に、半構成的面接法によるインタビューを行っ
た。データ収集期間は令和 2 年 11 月～ 12 月、データ分析方
法はカテゴリー分類とし逐語録を作成し抽出したコードをカ
テゴリー化した。A 病院看護研究倫理審査会の承認後、口
頭と文章で説明し同意を得た。【結果】病棟看護師長のイン
タビューから、31 個のコード、4 個のサブカテゴリー、2 個
のカテゴリーが抽出された。患者・家族への感染予防対策の
説明・指導、面会方法の工夫のサブカテゴリーから「患者の
安全を守る取り組み」のカテゴリーが抽出された。患者の思
いを家族に伝えるための工夫、患者の症状や状態の変化に応
じた対応のサブカテゴリーから「患者・家族の思いや状況に
沿った関わり」のカテゴリーが抽出された。【考察】看護師
長は面会禁止時でも終末期にある患者には、工夫をして面会
をさせていた。患者の安全を守る取り組みについて看護師長
は、終末期患者で体力が低下しており易感染状態であること
から、面会時は家族の体調確認を行い少人数で短時間の面会
とし、家族には感染予防対策について指導を行うことで患者
の安全を守りながら面会できるように取り組んでいると考え
られる。また残り少ない余命であることから病棟師長の判断
で患者の状況に応じて面会を許可したり、病棟の入り口でガ
ラス越しでの面会を工夫したり、面会禁止でも可能な限り患
者と家族の思いに沿った対応をしていると考えられる。その
ため看護師は、看護師長の方針を知り、面会禁止時でも患者・
家族の思いをくみ取り、報告、連絡、相談をすることで、可
能な限り患者・家族の思いに沿った関わりができるようにな
り患者・家族支援につながる。
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パンデミック

○井手 厚平

○石関 美那子・新井 桃子・佐藤 真理奈

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

COVID-19

【目的】COVID-19 患者および疑陽性患者の看護実践を通し
て経験した看護師の学びについて明らかにする【方法】2020
年 4 月以降に COVID-19 対象病棟で入院患者の看護にあたっ
た看護師に質問紙調査を行った。先行文献では肯定的な意見
や学びを調査したものは見られなかったため、両面から分析
できるよう設問を選択した。調査は設問１「よかったこと」
設問２「困ったこと」設問３「得られた学び」設問４「パン
デミック時に必要なこと」とし、設問１〜３は是非と理由、
設問４は回答を自由記載とした。自由記載の分析にはテキス
トマイニングを用いた。研究への参加は自由意志とし、質
問紙の回答をもって同意を得ることを明記した。
【結果】対
象 110 名のうち有効回答数は 89 名であった。各設問の肯定
割合は、設問１では 85.4％、設問２では 98.9％、設問３では
89.9％となった。 それぞれの結果からは、設問１では「感染
対策が学べた」「病棟の一体感を感じた」などに分類された。
設問２では「人手が足りない」
「防護用具の脱着に時間がか
かる」
「認知症対応」などに分類された。設問３では「隔離
患者の対応」「効率を考えた訪室」「家族の面会」などに分類
された。設問４では「知識の共有」
「職場の団結」などに分
類された。これらの結果から４点の学びに分類することがで
きた。【考察】感染症に対応した設備もない一般病棟で準備
の段階から実践的な経験を通して感染管理に対する考えを深
めることができたと考えられる。感染対策を学べたという肯
定意見からも感染管理についての学びが得られたと示唆され
た。一方で、人的物的資源が不足し対応にも時間がかかると
いう結果が得られたが、それゆえに効率よく業務を行うため
入室前に準備や手順をイメージすることで、効率を考えた訪
室という学びが得られたと考えられた。感染対応のために隔
離が必要となるために認知症患者や家族の面会などの対応に
困ったという結果が得られた。しかし、患者対応や面会につ
いて対応を工夫して実践を行うことで、隔離患者への対応を
学ぶことができたのだと考えられた。これらの学びからパン
デミック時には職場の共通意識と団結が必要という結果が得
られた。職場でお互いの経験を共有し、みんなで考えて対応
することにより共通した目標と行動様式をもつことで協調性
が増し、職場への帰属意識が高まり職場の団結力が増したと
考えられた。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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COVID19 の患児を含めた家族対応

新型コロナウイルス感染症擬似症例受け入れ
病棟における看護

－感染症病棟と小児病棟との協働－
キーワード：COVID-19

家族

－クラスターを経験して得た教訓－

小児

キーワード：新型コロナウイルス感染症
クラスター

○井上 真理子・浜沖 幸子
社会医療法人大雄会総合大雄会病院

【目的】A 病院はコロナウイルス感染症（Coronavirus disease2019：
COVID-19）を受け入れている。今回 COVID-19 の変異株に罹
患した 2 歳児の双生児と母親の継承家族を B 病棟でを受け入
れたため、小児病棟の関わり方を実践から振り返り、今後の
課題を明確にした。【方法】受け入れ準備、時期に合わせた
関わり方と具体的な方法（患児や家族に対して）を B 病棟管
理者、感染管理認定看護師、小児病棟管理者と保育士と行う。
【結果】１．入院前に必要な情報共有と環境づくり・患児が
小児であれば発達段階・発達課題の障害の有無・日常生活行
動の範囲・患児のパーソナリティ・幼児は家庭や保育園な
どの生活の場を確認して環境の設定と安全の確保を行った。
２．入院後から ZOOM を利用した遊びの提供と母の休息確
保・小児の状態及び付き添う家族も育児できる状況判断を行
い、疾患の問題以外に＃気分転換活動不足＃家族役割機能変
調＃転倒転落リスク状態の NANDA®診断ラベルを立案、具
体的計画を立案し、入院から退院まで関わった。また、＃気
分転換活動不足の診断ラベルにおいては保育士と立案して
ZOOM を通した遊び内容を考えた。３．退院時には保育士
が作成したメダルを子どもに渡した。【考察】入院前には情
報から転倒転落リスクアセスメントをし、頻回に訪室できな
い環境であることからサークルベッドで過ごすか、低床ベッ
ドで過ごすかの選択を行う必要がある。また、入院中に治療
が中断されないよう遊びを取り入れた工夫を常時行ってい
る。感染病棟の中で全身防護服での遊びの提供より、ZOOM
を通して絵本の読み聞かせなどでの関りが感染には低リスク
となり、子どもへの表情の理解に繋がったと考える。母に関
しては、母の心身の疲労度を考慮して、子どもと別の部屋で
休息を得る時間の確保をしたことで育児を乗り越えられたと
考える。今回の関わり方では、感染拡大や感染の暴露を考え
ながら、B 病棟へは小児病棟で行う母子に対してのアセスメ
ントの視点を伝えた。共通認識として NANDA®診断ラベル
や看護計画（保育士協働の保育計画を含む）から計画の具体
的内容を説明し、実践の支援と記録を行った。今後他病棟に
おいても小児看護を理解した患児を含む家族への関わりがで
きるように小児病棟として支援を行いたい。

擬似症例

○高木 聡・本村 春華・島田 昂・岡本 大・
唐木 文江・上野 ひろむ・今田 ゆかり
日本医科大学武蔵小杉病院

【目的】A 病院は B 県にある救命救急センターを有する急性
期病院である。A 病院では 2020 年 4 月から県の要請を受け
新型コロナウイルス感染症（新型コロナ）に係る重点医療機
関協力病院として擬似症例の受け入れを開始した。約 1 年間
で擬似症例だけでなく陽性者の対応、さらに 2 度のクラス
ターを経験し対策を重ねてきた。この貴重な経験を分析する
ことは意義があると考え報告することとした。【方法】1．デ
ザイン：事例研究、2．方法：感染用病棟の状況また発生し
た事象、およびその対応について後方視的に振り返り文献的
考察を行った。
【結果】新型コロナ擬似症例の患者は陽性と
陰性が混在する可能性があるためコホ―ティングできない。
そのため内科病棟の東側にある個室６床を感染用病床として
全例を個室に隔離した。東側では専属スタッフがフル PPE
で患者の看護を行い、遺伝子検査で陰性確認後に一般病床に
転出することを徹底した。感染用病床には延べ 600 人以上の
患者が入院し、うち１１名が陽性であったが院内感染は認め
なかった。一方、2020 年 12 月、2021 年 3 月にいずれも西側
の一般病床でクラスターが発生した。１度目は、感染用病床
に入院した患者が一般病床へ移動した後に陽性化し、スタッ
フも感染して急速に拡がった（患者１４名、スタッフ６名が
陽性）
。病棟ではクラスター後に、看護職員個々の感染対策
の見直し（アイガード装着、手指消毒強化、職員間の感染予
防など）
、また共有部分の消毒強化、さらに発熱者に対する
迅速で確実な対応（隔離とゾーニングの徹底、遺伝子検査を
繰り返し行う）を徹底した。２度目は入院前の遺伝子検査が
陰性であった予定入院の患者が入院後に陽性化し発生した
が（患者７名が陽性、スタッフの陽性者なし）
、一部屋内に
封じ込めることができた。
【考察】新型コロナ陽性または擬
似症例受け入れ病棟において、個室隔離や個人の感染対策徹
底、および遺伝子検査による診断が重要なことは言うまでも
ない。しかし患者の症状は一様ではなく、また診断のために
遺伝子検査を複数回要する場合もあり、一般病棟でも集団感
染が起きるリスクが高いことが言われている。我々は今回の
経験を通じてどのような施設でも院内感染また感染拡大が起
こり得ることを実感した。感染者の受け入れの有無に関わら
ず、どんな病床においても医療者個人また病棟全体での絶え
間ない感染対策が重要であると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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A 病院精神科病棟における精神疾患患者の新
型コロナウイルス陽性者受け入れ体制構築か
ら実動までの検証
キーワード：精神科

新型コロナウイルス

感染対策

メディカルスタッフへの個人防護具着脱方法
教育介入と効果の検証
キーワード：個人防護具

感染防止対策

教育介入

○岡崎 博樹・高柳 佳忠・荒瀬 孝志・川倉 康之・
上村 将太・宮本 佳典・中崎 祐希江

○上村 麗子・大山 好子・佐久間 瑛子・
川枝 佳子・橋口 美穂子・東杢比野 智美・
山口 敬子・長崎 奈穂

富山市立富山市民病院

鹿児島県立薩南病院

【目的】A 病院精神科病棟において新型コロナウイルス陽性

【目的】A 病院では個人防護具 ( 以下 PPE) 着脱訓練が未実施

者（以下陽性者とする）受け入れ体制を整え、1 カ月間実動

であったメディカルスタッフを対象に着脱方法の教育介入を

を行った。陽性者の入院はなかったが、その間に入院した患

実施し、その効果を検証した。
【方法】対象は A 病院の放射

者を疑似症患者として対応した。今回、精神科病棟における

線技師 5 名中２名、検査技師 9 名中３名、臨床工学士 4 名中

陽性者受け入れへの検証を行い、今後の感染対策への問題点

２名、
薬剤師 5 名中 1 名、
理学療法士 5 名中 1 名の合計 9 名 ( 無

を抽出することを目的に本研究に取り組んだ。【方法】A 病

作為抽出 )、令和 2 年 9 月〜 12 月を調査期間とし、感染リン

院精神科病棟に勤務し、陽性者受け入れへの体制構築に携

クナースにより PPE 着脱の教育動画やチェックリストを作

わった看護師 6 名を対象にインタビューガイドを基に面接を

成し、これらを用いて教育介入前後を直接観察にて点数評価

行った。内容は了承を得て IC レコーダーに録音し、面接は

した。介入前後の各点数の平均差を対応のないｔ検定にて検

プライバシーが確保できる個室で実施した。録音した内容か

証した ( α＝ .05)。
【倫理的配慮】本研究は A 病院の倫理委

ら逐語録を作成し、データとしたものをコード化し類似性に

員会の承認を得て開始した。
【結果】着衣手順の介入前後の

よりカテゴリー化を行った。信頼性の確保のため、質的研究

総点は前 63 点、後 85 点で有意差あり、10 項目中 3 項目（③

経験者によるスーパーバイズを受けた。また、A 病院看護

N95 マスクのバンド調整：前 33 点、後 78 点、⑤シールチェッ

研究倫理審査委員会の承認を得、研究対象者には文章で研究

ク：前 11 点、後 56 点、⑩装着順番の遵守：前 56 点、後 100 点）

目的・方法・研究参加拒否および途中自体の自由、データの

に介入後 40 点以上の改善あり、⑤⑩の項目に有意差があっ

匿名性の守秘、結果は学術的に公開する旨を説明し同意を得

た。脱衣手順では総点は前 58 点、後 79 点で有意差あり、19

た。（承認番号 2020 － 001）【結果】対象者 6 名全員より同

項目中３項目
（②一重目手袋を中表に外す：前 33 点、
後 100 点、

意を得られ、研究に参加した。以下、カテゴリーは「」で示

③一重目手袋丸めて廃棄する前：前 0 点、後 56 点、⑧ガウ

す。コードは合計 104 コードであり「病棟スタッフ全員での

ンの肩の外し方：前 44 点、後 100 点）に介入後 50 点以上の

陽性者受け入れ体制構築への取り組みの必要性」、
「COVID-19

改善があり、②③⑧の項目に有意差があった。介入後に低下

に対する情報や知識不足による不安」、「病棟内ゾーニングに

した項目は 2 項目（⑤フェイスシールドの外し方：前 100 点、

伴う弊害」、
「精神疾患患者への対応と感染対策の両立の難し

後 89 点、⑰ N95 マスク外し方：前 78 点、後 67 点）で有意

さ」
、
「COVID-19 対応における指揮命令系統及び情報伝達の

差は無かった。また、脱衣過程での手指消毒は前後 44 点で

問題」
、
「COVID-19 対応における評価・検証の必要性」の 6

あった。【考察】N95 マスク着用点数が低い理由として、検

項目に分類された。
【考察】「精神疾患患者への対応と感染対

査室では検体を陰圧ボックス下で行う為、着用機会がない事

策の両立の難しさ」について述べる。疑似症患者の入院は一

が判明した。また、手袋を丸めて廃棄する方法を理解してお

律に医療保護入院とし、隔離対応とすることで感染拡大の抑

らず介入時に初めて知ったという意見も聞かれた。脱衣各工

止につながるが、隔離時に使用した鍵は 1 つで対応看護師間

程での手指消毒は改善が無く、脱衣時に手の汚染を想定せず

で共有していたため、施錠に伴う病棟看護師間での接触感染

に脱衣している事が分かった。着脱順番は脱衣時に自分や周

リスクが発生していたと考えられる。また、対応する看護師

囲を汚染させない脱衣順番を想定した着衣順序が決められて

は隔離対応に伴う疑似症患者の精神状態悪化への懸念を抱き

いるが、看護ケアの様に汚染度の高い業務が少ない部門では

ながら対応しており、感染対策での隔離対応の必要性とそれ

PPE の使用機会が少ない、清潔領域を前提として PPE を使

に伴う精神状態悪化への葛藤を感じていたと考えられる。今

用する等、脱衣時の汚染リスクを想像し難いと考える。感染

回、陽性者ではなく疑似症患者の対応であったが、精神疾患

対策は不可視物を想像しながら汚染領域を広げない手技が重

を有する陽性者および疑似症患者の精神状態をアセスメント

要である。今後は塗料等を用いた可視化での脱衣教育を行う

した上で医師と協議し、感染対策としての隔離対応を検討し

等の理解度が深まる方法で着脱訓練を計画していく。

実施する必要がある。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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ゴーグル装着に対する反復学習による手術室
外回り業務を担当する看護師のゴーグル装着
率の変化

医療用 PHS の汚染状況を明らかにする
キーワード：PHS

病原菌

－間接的観察法を用いた評価－

○渡辺 啓示・矢崎 大地

キーワード：ゴーグル 反復学習
間接的観察法

市立甲府病院

手術室外回り看護師

【目的】医療現場では重要な連絡方法として医療 PHS が使用

○原田 麻里・千光士 典子・青山 絵美

されている。PHS は高頻度接触面であり感染の媒介になる可
能性がある。より安全な医療を提供するために、PHS の汚

碧南市民病院

染状況を明らかにする。【方法】A 病院の倫理委員会の承認
【目的】手術室外回り看護師は、血液暴露リスクのある中で

を得て行った。調査は衛生的手洗いをした上で未滅菌手袋を

業務を行なっており、ゴーグル装着の必要性を感じている。

装着、無作為に選択した 3 日間の 9 時に医療用 PHS 4 台を

しかし、実際にはゴーグル装着ができていないことがある。

研究者 2 名が事前に未滅菌ガーゼに細菌の付着がない事を確

そこで本研究は、ルミノール反応実験を用いた視覚的介入と、

認、1 枚を八つ折りにして、PHS の面毎に面を変えて上面、

ゴーグル装着の必要性についての反復学習を行ない、外回り

底面を左から右へ拭き取り後、左側面、背面、右側面、表面

業務時のゴーグル装着率（以下、装着率）を、間接的観察法

の順に上から下へ一方向に各面 1 回ずつ吹き残しがないよう

を用いて比較することとする。【方法】ラーニングピラミッ

拭き取った。PHS は胸ポケットに携帯、拭き取り前後、4 時

ドによると、デモンストレーション型の学習方法は、講義や

間後、8 時間後に蒸留水で濡らしたシードスワブで PHS 全

読書だけよりも学習定着率が高いとされている。そのため、

体を満遍なく拭い検体を採取した。検体は培地に直接塗布し

学習会ではゴーグル装着についての講義と、外回り業務で装

35℃、24 時間培養した。TSAII 5％羊血液寒天培地 /BTB 乳

着したゴーグルを用いたルミノールによる血液反応実験を行

糖加寒天培地 (I プレート ) と MRSA-Cl 寒天培地を用いた。

う。記憶を司る海馬での情報の一時保存期間は 30 日と言わ

拭き取り直前、直後、4 時間後、8 時間後の細菌数を時間毎

れているため、4 週間後に同様の学習会を行う。間接的観察

にデータ化し、細菌のコロニー数の変化を明らかにした。【結

は、血液暴露リスクの高いガーゼカウントを含む出血量測定

果】検出された菌の多くは常在菌であったが、3 例から病原

時とし、手術室に設置している監視モニターの録画映像を用

体が検出された。1 日目拭き取り前 PHS ①から 1cfu( 以下単

いて研究者がカウントする。調査期間は、各 7 日分とし「介

位は cfu とする )、②から 0、③から 1、④から 11、拭き取り

入前」「第 1 回学習会後」「第 2 回学習会後」「第 2 回学習会

後①から 3、②から 0、③から 0、④から 3、4 時間後①から

から４週間後」とした。ガーゼカウントを含む出血量測定し

48、②から 7、③から 8、④から 2、8 時間後①から 89、②

た回数を分母とし、その時ゴーグル装着できていた回数を分

から 10、③から 5、④から 4、2 日目拭き取り前①から 13、

子とし、百分率で装着率を算出した。装着率をそれぞれの調

②から緑膿菌含む 55、③から 10、④から 31、拭き取り直後

査期間毎にマンホイットニーのＵ検定を使用し分析する。倫

①から 0、②から 1、③から 3、④から 33、4 時間後①から

理的配慮として、A 病院手術室看護師へ研究同意書を用いて

42、②から MRSA 含む 200、③から 2、④から 100、8 時間

説明し同意を得た。また、対象施設において倫理委員会の承

後①から 8、②から 10、③から 0、④から 2、3 日目拭き取

認を得た。【結果】「介入前」手術件数 21 件装着率 55％、
「第

り前①から 2、②から 3、③から 4、④から 3、拭き取り直後

1 回学習会後」手術件数 30 件装着率 68％、「第 2 回学習会

①から 0、②から 22、③から 1、④から 1、4 時間後①から 0、

後」手術件数 31 件装着率 66％、
「第 2 回学習会から４週間後」

②から 7、③から 3、④から 2、8 時間後①から 30、②から

手術件数 30 件装着率 42％であった。それぞれの期間毎の比

3、③から 66、④から大腸菌含む 7 の細菌が検出された。【考

較を行ったが有意差はみられなかった。
【考察】先行研究では、

察】医療現場では緊急対応も迫られる事が多くあり手指消毒

眼周囲への血液・体液飛散の実態を提示したことで装着率が

せず PHS を操作することもあるため、PHS に付着した病原

28％上昇したとある。我々は、反復学習という介入を続けた

菌が医療従事者の手指を介して患者へ伝播してしまう恐れが

ところ、装着率は維持されたが、介入をやめると装着率は低

ある。衛生的手洗いを遵守する事で PHS からの伝播を防ぐ

下した。2 度の反復学習では、短期的な効果は得られても、

事ができると考えられる。

学習効果は定着しないという実態が明らかになった。限られ
た研究期間内では、２回の反復学習を行うことが限界であり、
長期的な効果を得るためには、定期的な学習会の開催や啓蒙
活動を行うことでゴーグル装着が習慣化するのではないかと
考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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手指衛生の実態調査及び遵守率向上と定着へ
の課題
キーワード：手指衛生

実態調査

遵守率向上

直接観察法

○小岩井 春香・塚田 都子
長野寿光会上山田病院

【目的】手指衛生に対する実態調査を行い、結果に応じた必
要と考えられる介入によって、3 年間で遵守率向上を目指す。
また、今後の課題を明らかにする。【方法】A 病棟の職員 32
名を対象とした。本研究は医療法人長野寿光会上山田病院倫
理委員会における倫理審査で承認を得て実施した。用語の定
義

介入…感染の伝播経路、手指消毒の有効性・正しい手順・

5 つのタイミングについての勉強会、1 ヶ月毎の手指消毒剤
の使用量の集計と周知、直接観察法の実施。遵守率…1 ヶ月
毎の患者 1 人当たりの手指消毒剤の使用量÷ 1 ヶ月毎の 1 人
当たりの目標値に対する手指消毒剤の使用量× 100(1) 実態調
査は 2 ヶ月間の手指消毒剤の使用量を計測、介入前後にアン
ケートを実施し、知識や手指衛生に対する自己評価を比較し
た。(2) 介入は 2 ヶ月間実施した。(3) 実態調査の結果、実際
の手技を確認し、適切な手指衛生行動ができているか評価す
る必要性を感じ、直接観察法を実施した。実際に 20 分間行
動を観察し、適切な手指衛生を実施した回数÷観察された手
指衛生を要する機会数× 100 で、目標に対する遵守率とは別
に、直接観察法においての遵守率を算出した。【結果】介入
前の遵守率は 18.9％ ( 患者 1 人当たり約 1.1 回 / 日 ) だった。
そこで入退室時に 1 回の手指消毒を目標に必要量を算出 ( 患
者 1 人当たり 5.8 回 / 日 ) し、患者 1 人当たりの手指消毒剤
の使用量の結果報告と共に周知・改善に努めた。また、実態
調査の結果、正しい知識・技術を習得していない事が考えら
れ、勉強会を実施した。介入後の遵守率は 31.0％ ( 患者 1 人
当たり 1.8 回 / 日 ) へ増加した。直接観察法における遵守率
は 2.0％であった。介入後のアンケートでは、手指消毒の正
しい手順を知っている・大体知っているという回答が 19％
増加し、手指消毒剤の適切な量を知っている・大体知ってい
るという回答では 30％増加した。一方、手指衛生の 5 つの
タイミングで手指消毒ができている・大体できているという
回答は全ての項目において減少した。【考察】手指消毒剤の
使用量による遵守率は 1.6 倍に向上したが目標に及ばず、直
接観察法でも遵守率 2.0％と低かった。これは、手指衛生の
知識は向上したが、業務内の手指衛生行動につながっていな
い事が原因と考えられ、実践に即した教育的関わりが必要で
あると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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化粧水の細菌汚染状況の実態
キーワード：化粧水

細菌汚染

使用期間

○生駒 妙香 ¹・寺本 久美子 ¹・岡川 寛 ¹・
石田 美佳子 ¹・四ケ所 朋花 ²・高橋 明香里 ³・
林 朋加 ⁴・本多 栞 ⁵・白木 公康 ¹
¹ 千里金蘭大学看護学部看護学科 ² 城東中央病院
会吹田病院 ⁴ 市立豊中病院 ⁵ 箕面市立病院

³ 大阪府済生

【目的】新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって
人々の感染防止への意識は高まっている。先行研究では病院
で使用する寝具類の細菌汚染や共用される医療用 PHS の細
菌汚染状況が報告されているが、感染源すべてが明らかに
なっている現状にはない。そこで入院中にも日常的に使用す
る化粧水に着目し、細菌汚染状況の実態を明らかにすること
を目的に研究を行った。【方法】同意が得られた A 大学の研
究協力者 7 名から化粧水の提供を受けた。試料 1 は 2 ～ 6 か
月使用している化粧水、試料 2 は未使用の状態と使用開始後
2 か月間に計 6 回の調査を行った。化粧水のノズルはポンプ
式・スプレー式・直接式の 3 種類とした。使用方法はコット
ンを使用せず直接手にとって使用、室内常温、暗所にて保管
した。採取は化粧水 1ml を滅菌ボトルに直接採取し冷蔵庫で
保管した後、保冷剤を用いて運搬した。培養は普通寒天培地
「ニッスイ」を用い、0.2ml を塗抹平板培養法にて実施、37℃
で 48 時間培養した後、コロニーカウント法で確認した。本
研究では菌数のみを調査し菌の種類の同定は行わなかった。
研究協力者には研究目的と意義・方法、個人が特定されない
こと、研究協力の自由意思、撤回が可能であることを説明し
同意を得て実施した。【結果】試料 1 の 6 か月以上使用した
化粧水ではさまざまな細菌が 40 個以上認めた。試料 2 では
平均 1.2 個の細菌を認め、ノズル別の細菌数の平均は、ポン
プ式 0.9 個、スプレー式 1.8 個、直接式 1.2 個であった。使用
期間では使用前の平均は 1.0 個、
1 週目では 1.3 個、
4 週目 1.2 個、
10 週目 1.9 個であった。【考察】化粧水は医薬品医療機器等
法において使用期限を記載する必要がないが、メーカーでは
開封後 2 ～ 3 か月以内の使用を推奨している。本研究でも使
用後 10 週ではやや増加したものの急増していないことから、
メーカーの推奨時期を裏付ける結果といえる。ノズルによる
差は大きくないことから用途や好みで選択できることを確認
した。他方で入院時の持ち込みタオルから、医療者を介した
水平感染の症例報告があることから、入院に際しては使用期
間が明らかな化粧水を持ち込むことが推奨される。持ち込み
化粧水が院内感染源にならいよう入院物品の説明では注意喚
起が必要であることが示唆された。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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医療廃棄物の分別への介入による看護職員の
行動変容

脳神経外科疾患を持つ患者の転倒した要因の
分析

キーワード：医療廃棄物

キーワード：脳神経外科

行動変容

WEB 配信

○山西 恵子・松枝 純子・安永 ひろみ

転倒

要因分析

○長尾 陽菜・志多 亜希子・鷲見 瞳・小松 稚奈・
森 夕嘉

山陽小野田市民病院

独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター

【目的】A 病院では「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処
理マニュアル」をもとに、医療廃棄物の分別をすすめている

【目的】脳神経外科における転倒に関係する要因を明らかに

が、分別が徹底できていない現状がある。そこで、外来看護

し、転倒リスクの評価方法を新たに検討する。
【方法】研究

師の医療廃棄物の分別の知識と意識を、web のメールシス

対象者：A 病棟で平成 31 年 4 月 1 日～令和 2 年 8 月 31 日に

テムを用い、具体的な画像を活用した問題を提示し学習を促

転倒した脳神経外科疾患を持つ患者 38 名。また非転倒群と

した前後で調査比較し、web による教育効果を検討する目

して、転倒群の患者と同数で同年代、同性別の患者の中から

的で研究を行った。【方法】研究対象者は外来看護師 34 名。

ランダムで選出した 38 名。データ分析方法 : 患者を転倒群・

データーの収集方法は、院内の web で外来看護師を対象に

非転倒群の 2 群に分類し、Mann-Whitney の U 検定とχ 2 乗

医療廃棄物に関する簡単なクイズ 5 問を 2 週間に 1 度のペー

検定を用いて差の検定を行った。次に、転倒を従属変数とし

スで 2 ヶ月間計 4 回実施し、クイズを行う前後で、テスト

有意差があった項目を独立変数に投入したロジスティック回

とアンケートを行った。収集した内容は、WEB メールの開

帰分析を行った ( 変数増加法 )。有意確率は 0.05 未満を統計

封率、廃棄物の分別の知識のテスト（1 回目 19 項目）
、廃棄

学的有意水準とした。調査項目については脳神経外科疾患の

物の分別に関する意識（8 項目）とし、分析方法は、Mann-

症状による項目と、ADL や感覚器の状態などを含むその他

Whitney の U 検定にて検定を行った。p<0.05 を有意差あり

の項目を挙げた。
【結果】脳神経外科疾患の症状による項目

とした。本研究は研究者が属する施設の医療倫理審査委員会

について、意識障害の有無・意識レベル・入院時の MMT の

で承認を得て実施した。（承認番号 19-2）【結果】web メール

平均・転倒時の麻痺側下肢の MMT・転倒時の MMT の平均・

の開封率が 1 回目 91.18％、2 回目 70.59％、3 回目 55.88％、

半側空間無視の有無について転倒群と非転倒群間での有意差

4 回 目 67.65 ％ で あ っ た。 知 識 テ ス ト で は、 ア ル コ ー ル 綿

がみられた。その他の項目については、移動・排泄や食事の

(p=0.0006)、ナースシューズ (p=0.0012)、点滴セット (p=0.00027)

介助の有無など ADL に関する項目について 2 群間での有意

の 3 項目で有意な差が認められた。分別に対する意識（アン

差がみられた。一方で視力や聴力などの感覚器の状態につい

ケート）は、
「廃棄物問題に関心がある」「廃棄物の正しい分

ては本研究では有意差が見られなかった。次に有意差があっ

別方法を知っている」などの廃棄物に関する関心度を聞いて

た項目についてロジスティック回帰分析を行った結果、最も

いるが、クイズ前後で有意な差は認められなかった。自由記

ODDS 比が高く転倒との相関性が強かったものは意識障害の

載では、
「正しく分別しようという意識が強まった」「最新の

有無であり、ODDS 比は 16 倍であった。次いで移動・排泄

捨て方、正しい分別方法を全員に周知してほしい」などがあっ

の介助の有無の ODDS 比 15 倍、食事介助の有無の ODDS 比

た。
【考察】医療廃棄物の分別の知識テストで 3 項目につい

5 倍であった。【考察】回帰分析の結果から、麻痺や空間無

ては有意な差が認められたことは、WEB のメールシステム

視といった脳神経外科特有の症状よりも、食事や移動・排泄

により知識が深まり、教育の効果はあったのではないかと考

の介助の有無といった ADL の状況と転倒との相関が強いこ

える。また、テストの正答率が上昇し、自由記載で分別する

とが判明した。食事や移動・排泄の介助の有無は、認知機能

努力をしていることが認められたことから、行動変容の準備

や麻痺、空間無視など様々な転倒にかかわる要素の状況を総

期から実行期への移行期間にあることが推察された。しかし、

合的に反映しているものであると考えた。麻痺や空間無視と

正しく分別できているかどうか、他の職員に確認するなどの

いった脳神経外科疾患の症状より、食事や移動・排泄の介助

自信のない行動もみられたため、今後はリーダー的立場のス

の有無の ODDS が高いという結果から、麻痺や空間無視の

タッフを配置し、定期的に学習会を計画し、職員に周知する

個別の状態をみるよりも、それらを総合的に反映していると

ことでさらなる分別に関する意識の変化と行動変容促す必要

考えられる食事や移動・排泄の状況を評価することで転倒リ

があると考える。

スクの程度を判断できることが示された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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転倒転落に対する看護師の行動と意識の変化

－回復期リハビリテーション病棟における取組の効
果－

小児転倒・転落アセスメントツールとビデオ
スライドによる看護師と付添い者の意識の変
化

キーワード：シグナル表示

キーワード：小児

KYT

転倒転落

行動の変化

○西牟田 龍二・前田 幸子

転倒転落

アセスメントツール

○永岡 美穂・高比良 洋子・曽田 由美・
末田 博子

飯塚市立病院

【目的】転倒転落高リスク群患者への転倒転落予防対策を取
り組み起こった看護師の行動変化と意識の変化を明らかにす
る。
【方法】M-FIM 50 点未満及び C-FIM 20 点未満の患者
を転倒転落高リスク群患者とし、ナースコールボードにシグ
ナル表示として青色表示、更に睡眠剤内服している患者に
は、赤色表示を行った。表示した患者に対し KYT と転倒転
落予防の為のカンファレンスを行った。介入前と介入後 2 ヶ
月で対象看護師６名に半構成面接を行い内容から逐語録を作
成、転倒転落に対する行動の変化と意識の変化を示す言葉を
抽出し、コード化、カテゴリー化を行った。倫理的配慮とし
ては本研究の目的を書面で説明し、任意参加であり拒否する
権利を保障する。得られた情報は、本研究以外では使用せ
ず、取り扱う情報は秘密厳守し個人が特定でものは一切記載
しないことを約束し研究同意書のサインをもって同意を得る
ものとした。収集した情報は、分析結果がまとまった時点で
速やかに破棄する。なお、本研究は院内の倫理委員会の許可
を受け実施した。【結果】４１のコードを抽出し①表示によっ
て転倒の危険度が高いと認識し優先的に対応するようになっ
た②転倒転落への安全意識と気を付けるべきことの認識を持
ち考えることができた③他チームの患者に対しても危険リス
クを認識し患者に患者に優先順位をつけて対応することがで
きた④他患者の事例を通じて担当患者や同じ状況にある患者
の対策案として取り入れ活用できるようになった⑤予測され
る転倒転落の危険を踏まえて環境を整えることができた、の
５つのカテゴリーが得られた。【考察】予測される転倒転落
を踏まえて環境を整えることができたというカテゴリー結果
より、看護師が転倒転落予防策を考え環境調整を行うように
なったという行動変容がみられたと考える。シグナル表示だ
けでなく、KYT やカンファレンスを行ったことで患者の情
報を共有し、危険予測した上で環境調整を行うという行動に
変化したと考える。今回は看護師のみの結果であったが、今
後は病棟内の多職種間で KYT やカンファレンスを実施、リ
スク因子の情報共有が転倒転落予防に重要な対策となり得る
と考える。

山口県済生会下関総合病院

【目的】成人と小児の混合病棟の B 病棟は、小児の入院患者
が年間 870 名、転倒転落件数が年間平均 10 件だった。入院
時に転倒転落に対する説明を行ったが、看護師が付添い者の
状況を含めた個々のリスクを把握できていなかった。そこで、
小児転倒転落リスクアセスメントツール（C-FRAT）の活用
とビデオスライド（以下動画とする）を使用することで、看
護師と付添い者の転倒転落に対する意識の向上へ繋がること
を期待した。
【方法】研究期間は 2020 年１月～ 11 月、研究
対象は B 病棟の看護師 20 名と B 病棟に入院した小児の付添
い者 49 名。看護師に対し、先行研究を参考に 35 項目の質問
用紙を独自に作成し、５段階リッカート尺度（５点：常にし
ている～１点：まったくしていない）で評価した。付添い者
に対し 7 項目の転倒転落に対する質問用紙を独自に作成し、
３段階で評価した（介入前）
。看護師に対し、カンファレン
ス時間に C-FRAT の活用方法と独自で作成した転倒転落防
止注意喚起する動画の視聴を実施した。付添い者に対し、入
院当日に動画の視聴と C-FRAT を実施した（介入後）。介入
前と同様の質問紙調査を看護師と付添い者に行った。介入前
後で、看護師への質問紙結果をウィルコクソン符号付順位和
検定、付添い者への質問紙結果をカイ二乗検定で分析した。
【結果】看護師の介入前後の比較では、
「転倒転落リスクアセ
スメントのタイミングについて」の 3 項目で介入後が有意に
上昇した（ｐ＞ 0.01

ｐ＞ 0.05）
。
「小児について」
「家族に

ついて」
「環境に対しての対策」の項目で１項目ずつ介入後
が有意に上昇した（ｐ＞ 0.05）。付添い者に対して行った介
入前後の比較では有意差はなかった。
【考察】看護師に対し
ては動画を使用することで転倒転落の原因を具体的にイメー
ジすることができ、C-FRAT を使用することでアセスメント
のタイミングが明確となり、意識が高まったと言える。付添
い者は、児が緊急入院という突然の状況であり、病状が心配
な状態である為、入院時に動画の視聴と C-FRAT を行った
が印象に残らなかったと考える。緊急入院時は、付添い者の
精神的動揺が考えられ、入院後すぐの説明では、関心が児に
向いているため、十分に理解できない可能性がある。今後は、
入院時だけではなく、患児の状態にあった適切な時期に説明
を行い、理解を深める必要がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

416

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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混合病棟における小児の点滴管理に対する看
護師の意識変化
－チェックリストを作成・使用して－
キーワード：小児 点滴管理
混合病棟看護師

A 病棟における循環器疾患のチューブ類の自
己抜去発生の特徴について
キーワード：循環器内科

チェックリスト

せん妄

自己抜去

インシデント

○福田 拓也・井上 留美
山形県立新庄病院

○五十嵐 衛・安食 美智子・川又 由香・
阿部 和子

【目的】A 病棟はチューブ類自己抜去のインシデントが多い。

県立新庄病院

循環器疾患患者におけるチューブ類自己抜去発生についての

【目的】混合病棟では小児科チーム以外の看護師も小児の点
滴管理をすることがあり、対応に難渋していた。独自の小児
点滴管理チェックリスト（以下チェックリスト）を作成・運
用することで看護師の小児の点滴管理への困難感やストレス
などが変化するかを明らかにすることを目的とし研究を行っ
た。
【方法】期間：2019 年 10 月～ 12 月。対象：B 病棟所属
の看護師 20 名。調査方法：チェックリスト運用前後の無記
名自記式質問紙調査。調査内容：属性（年代、経験年数 ( 看
護師、小児科 )）、小児の点滴管理に対する意識 4 項目（Visual
Analogue Sca で 0：全く感じない -100：とても感じる）
、場
面毎の不安 9 項目（4 段階評価）
、分析方法：項目ごとに単
純集計を行い、チェックリスト運用前後で小児の点滴管理に
対する意識は対応のある t 検定、場面毎の不安はウィルコク
ソンの符号付順位和検定を用いて検定した。有意水準は 5％
未満とした。倫理的配慮：対象者には研究協力は自由意思に
よるもので拒否しても不利益がない、調査結果は個人が特定
されないよう集計し院内外の研究発表の目的にのみ使用する
旨、書面を用いて説明。アンケートの同意欄にチェックし提
出された回答のみ集計した。本研究は所属機関の倫理審査委
員会の承認の下で実施した。【結果】20 名のうち 17 名から
回答があり、回収率 85％で全て有効回答とし分析した（有
効回答率 100％）
。小児の点滴管理に対する意識 4 項目・場
面毎の不安 9 項目どちらもチェックリスト運用前後で有意差
は見られなかった。しかし「小児の点滴管理への自信」の項
目で運用後に平均値が上昇（33.7 から 41.4）した。
「児が刺
入部を気にする」場面の不安では運用後の中央値が 3 から 4
に上昇した。
【考察】チェックリスト運用 1 ヶ月では、小児
の点滴管理に対する困難感やストレスについて有意な結果は
得られなかった。しかし一部の項目で平均値や中央値の上昇
といった変化がみられており、チェックリストで確認方法を
統一したことで、今後看護師の意識付けや不安軽減に繋げて
いけるのではないかと考える。

事例検討により要因を明らかにし、具体的な対策を検討する。
【方法】調査期間：令和 X 年 12 月～令和 X +1 年。調査対象：
チューブ類の自己抜去歴のある患者のインシデント 4 件。調
査方法：チューブ類の自己抜去のインシデントレポートをも
とに発生時の状況を振り返る。調査内容：年齢、性別、発生
時間、疾患、入院日数、治療内容、認知症高齢者の日常生活
自立度ランク ( 以下ランク )、自己抜去歴、身体抑制の有無、
既往歴、事例の詳細、当事者背景。データ分析方法：インシ
デント内容・詳細、発生要因、対策について事例毎に時系列
でまとめて分析した。倫理的配慮：所属施設の倫理審査委員
会の承認を得て研究を実施した。対象者に看護研究の趣旨、
研究協力は否定でき不利益もないこと、プライバシーの保護
について、結果は本研究以外データを使用しないこと、デー
タは研究者以外使用せず厳重に管理し研究終了後はデータを
処理すること、研究結果は院内外や学会で発表することにつ
いての書面を病棟内に掲示し同意を得た。
【結果】全症例で
年齢は 80 歳代、入院から 1 週間未満といった比較的早い段
階でインシデント発生リスクが高かった。発生時間は 2 時か
ら 3 時の間と 14 時から 15 時の間に集中した。ランクは
「なし」
から「3a」。当事者は経験年数に大きな差はなかったが、不
慣れな環境にある部署配属年数 1 年未満の看護師による報告
が多かった。
【考察】循環器疾患患者の特徴として点滴や酸
素、心電図モニターなどチューブ類使用による生活環境の変
化から一時的に混乱が生じやすくなる傾向にある。加えて高
齢者は環境の変化から、せん妄はいつでも起こりうる可能性
があり、日中から患者の療養環境を整えるといった環境的な
介入が必要である。また看護師の経験年数に関わらず、不慣
れな環境での業務が発生要因の一つとして挙げられ、医療者
側の意識を高めていく必要がある。定期的な患者カンファレ
ンスを実施し、情報共有を図っていくことが重要である。せ
ん妄ハイスクリーニングシートを活用することにより、主観
だけではなく客観的な評価が可能となった。その結果看護師
のアセスメント力が向上し自己抜去予防に繋がることで、安
心安全な入院生活が出来るようになるのではないかと示唆さ
れる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか	はい
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2 施設間におけるインシデントレポート報告
率と属人風土との関連

6R 一人双方向型薬剤確認方法の導入に関す
る認知度と気持ちの変化

キーワード：インシデントレポート

キーワード：シングルチェック

報告率

属人風土

○小泉 麻美 ¹・真部 高子 ¹・小林 貞子 ²・
山口 千恵美 ²・昆野 亞友子 ³・近藤 暁子 ⁴・
小泉 麻美 ¹

医療安全

薬剤確認方法

○川上 將
総合病院南生協病院

【目的】6R 一人双方型薬剤確認方法（以下、6R チェック）

¹ 労働者健康安全機構東京労災病院
² 労働者健康安全機構関東労災病院
³ 労働者健康安全機構医療企画部医療安全対策課
⁴ 東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科国際看護開発学

の導入に関する前後比較アンケートから認知度の評価と気持
ちの変化を得る。【方法】A 病院看護師 300 名に対し、2020
年 6 月と 2021 年 1 月に同一のアンケートを実施した。内容

【目的】岡本らは、属人風土が強い組織や職場では組織的違反
が多く行われ、過誤されていると述べている。A 病院において
12 部署を対象として部署毎の属人風土得点の平均点と影響レベ
ル 0から2のインシデントレポート報告率との関連を分析したが、
統計的に有意な関連は見られなかった。そこで、本研究では部
署を増やし 2 施設間で、同関連を再検証した。
【方法】400 床の
A 病院と 610 床の B 病院の看護部長、看護副部長、看護師長、
看護師長補佐及び 2019 年 4 月に入職した看護師を除くスタッフ
ナース 802 名（A 病院 278 名、B 病院 524 名）に、対象者の基
本属性、インシデントレポートに関する状況、属人風土得点を
無記名自記式質問紙を用いて調査した。調査票は、各部署の看
護師長を通じて配布し、回答は各部署に設置した回収袋を用い、
配布 21 日後に筆者と共同研究者が回収した。調査期間は 2019
年 6 月 13 日から 7 月 4 日とし、分析には SPSS®Version26+ を
使用した。
【結果】802 名中 465 名（回収率 57.9％）の回答を得
たが、属人風土得点に欠損のあった 16 名を除外し 449 名（有
効回答率 56.3％）
を分析の対象とした。A 病院は 12 部署を有し、
2018 年のインシデントレポートの総数は 2529 件であり、そのう
ち影響レベル 0 から 2 の報告件数は 2229 件（88.1％）であった。
一方、B 病院は 21 部署を有し、インシデントレポートの総数は
3527 件あり、そのうち影響レベル 0 から 2 の報告件数は 3148
件（89.2％）であった。A・B の両病院の部署毎の属人風土得点
の平均点は 5.0 点から 16.4 点であり、A・B 病院の施設間の部
署毎での差は見られなかった（t=0.264, p ＝ 0.793）
。また、2 病
院について属人風土得点が高いほどインシデントレポート報告
率は高い傾向があったが、p ＜ 0.05 レベルで統計的に有意な関
連は見られなかった（ρ＝ 0.206, p=0.249, n=33）
。
【考察】イン
シデントレポートの報告率と属人風土には有意な相関は見られ
なかった。属人風土は、人的要素を重視する考え方であること
から、アンケート調査時点での部署の人間関係や業務の忙しさ
などが属人風土に影響を与えると考える。また、
今回の調査では、
属人風土得点が高いほどインシデントレポート報告率が高い傾

は 1. 確認方法の 6R（正しい患者・薬・目的・用量・経路・
時間）を理解している 2.6R の確認は薬剤準備段階において
確認することを理解している 3. 自分は薬剤確認時に 6R を用
いて声を出し、指差し確認が出来ている 4. 薬剤確認方法は、
一人双方型と二人連続型、二人同時連続型の 3 種類あること
を理解している 5. 一般薬剤の確認方法は、6R 一人双方型で
あり、対象は全看護師であり、経験年齢に関係なく施行でき
ると理解している 6. 麻薬・ハイリスク・特管薬以外の薬剤は
一人双方向型で実施出来ている 7. 麻薬・ハイリスク薬・特管
薬は二人連続型または二人同時連続型のどちらかで確認する
8. ハイリスク薬剤・特管薬の情報は院内薬剤情報ネットワー
クにあると理解しているの 8 項目とした。回答は 3 件法〔「理
解していない（出来ていない）
」
「どちらともいえない」「理
解している（出来ている）」〕とした。また一人で確認するこ
とへの不安を 3 件法と自由記載を設定した。分析は SPSS®
（χ2 検定および残差分析）を用いて前後比較を検討した。A
病院倫理委員会の承認を得た。
【結果】
配布人数 300 名に対し、
有効回答数は（前）227 名（後）245 名であった。前後比較
では、全ての質問に対し有意差がみられた（p<0.05）
。残差
分析から全ての質問に関し「理解している」となり改善傾向
がみられた。不安についても前アンケートでは「不安である」
から後アンケートでは「不安はない」となった（p<0.05）
。【考
察】改善を示した背景には、各部署から選出されている医療
安全メンバーによるスタッフへの啓発活動、具体的には月に
一回の定期的な薬剤確認時に見回りきちんと手順を遵守して
いるかの確認、6R チェックをしている見本映像を各部署の
スタッフが全員確認するという継続的な学習が改善につな
がったと考える。不安の自由記載に関しても「一人ではやは
り不安」や「安全ではないのではないか」との意見もあるが、
「一人の方が相手を探さなくてよい」や「他業務への時間が
とれる」など前向きな意見もあり、不安に思う気持ちを汲み
取り前向きな意見にしていく活動が必要と考える。

向があり、組織的違反を生む土壌がインシデント発生につなが
るのではないかと考えられた。組織風土を改めていくことが、イ
ンシデントの減少につながるかどうか検証する必要がある。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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地域包括ケア病棟看護師の体動センサー使用
に対する意識の変化

－体動センサー使用時のチェックリスト・カンファ
レンスを導入して－
キーワード：身体的拘束

看護師の不安

地域包括ケア病棟

○松尾 文・林田 早苗

介護事業所における暴力・ハラスメントの実
態調査と取り組み
キーワード：暴力・ハラスメント 身体的暴力
モラルハラスメント セクシャルハラスメント

○助迫 幸子・佐藤 千秋
訪問看護ステーションこばたけ

日本赤十字社長崎原爆病院

【目的】昨今、介護事業の場において職員が利用者とその家

【目的】A 病院地域包括ケア病棟は、筋力低下や寝たきりの
高齢患者、認知症患者が多く、転倒予防が課題である。2018
年度、入院患者の平均 15％、多い時で約 35％が体動センサー
（以後センサーとする）を使用していた。センサーの必要性
や解除の判断は受け持ち看護師に任されている。解除後に患
者が転倒した経験をもつ看護師は少なくない。そのため、看
護師は個人でセンサーを解除することに不安がある。今回、
センサー使用中の患者を、独自に作成した「体動センサー使
用時のチェックリスト」を用いてアセスメントを行い、カン
ファレンスで情報共有し、複数の看護師で判断することで、
センサーの適切な使用に対する看護師の意識の変化を明らか
にする事とした。【方法】令和 2 年 4 月～ 6 月、A 病院地域
包括ケア病棟でセンサー使用中の患者を対象に毎週チェック
リストを用いてアセスメントを行い、カンファレンスで情報
共有した。実施前後の看護師の意識の変化について、看護師
20 名に無記名自記式アンケート調査を実施、選択式回答は t
検定にて分析した。
【結果】センサー解除時の看護師の不安は、
t 検定の結果、チェックリスト・カンファレンス実施前後で
有意差が認められた（t (36) ＝ 4.36、p ＝ 0.0001）。チェック
リスト使用でアセスメントがしやすくなったと答えた看護師
は 70％、カンファレンスで情報共有することで解除時の不安
が軽減したと答えた看護師は 85％であった。客観的に統一
した指標がありアセスメントしやすくなった、スタッフと情
報共有することで安心感が得られたなどの言葉が聞かれた。
12 件カンファレンスを実施、その内 5 件はセンサー解除し、
転倒なく退院した。転倒リスクの看護計画に沿って定期的な
評価ができていない看護師がチェックリスト・カンファレン
ス実施前後共に 50％であった。【考察】これまでセンサーの
必要性や解除の判断は看護師個人に任され、センサー解除時
の不安があり漫然とセンサー使用を続けていた。毎週チェッ
クリストとカンファレンスを実施し看護師がセンサーの使用
方法や解除時期について意見交換することで自分のアセスメ
ントに自信を持つ事ができ、看護師の不安は軽減した。セン
サーを適切に使用するという意識づけになったが、定期的な
評価の定着には至っていない。今後、看護計画の評価を定期
的に行い、看護師間で共有しケアに活かしていくことが今後

族から受ける暴力・ハラスメント被害が報告されている。A
法人でも以前から被害報告があり、現状を明らかにすべく暴
力・ハラスメントの実態調査を行った。これまで暴力・ハラ
スメントに対する具体的なマニュアルがなかったため、加え
て対策を行った。なお本研究での「暴力・ハラスメント」と
は職員が利用者や家族から受けることに限定する。
【方法】
質問紙調査法で調査用紙はアンケート用紙により、
内容は「利
用者・家族からの暴力・ハラスメントの経験の有無」。調査
期間は 2019 年 1 ～ 12 月。対象者はデイサービス
（以下デイ）、
小規模多機能（以下小規模）
、
サービス付き高齢者向け住宅（以
下サ高住）
、訪問看護ステーション（以下訪看）の職員 55 名。
倫理的配慮として研究対象者へ調査の目的、プライバシーの
保護のため匿名性を順守すること、調査は自由参加であり途
中撤回も可能であることを説明した。分析方法は対象背景及
び各項目の単純集計を出し分析を行った。
【結果】デイでは
身体的暴力を受けたと答えた職員は 32％、モラルハラスメ
ント（以下モラハラ）は 42％、セクシャルハラスメント（以
下セクハラ）は 26％であった。小規模では身体的暴力を受
けたと答えた職員は 71％、モラハラとセクハラは 33％であっ
た。サ高住では身体的暴力を受けた職員は 75％、モラハラ
とセクハラは 25％であった。訪看では身体的暴力は 57％、
モラハラは 0％、セクハラが 100％であった。【考察】デイの
利用者は認知症を有する人の割合が 3 割である。利用者との
会話の内容、送迎やケアが時間通りに進まない状況の理解が
難しく、利用者の中で混乱を生じ暴言やクレームがあった。
これらからモラハラを受けたと感じることが多いのではと考
えた。小規模の利用者は認知症を有する人の割合が 5 割、平
均要介護度が 3 である。身体的介護が多いが、認知症のため
協力や理解が得られず身体的暴力が多いのではと考えた。サ
高住の利用者は認知症を有する人の割合が 3 割、平均要介護
度は 2.3 である。身体的暴力が多い理由の背景は小規模と同
様と考えた。訪看のセクハラの内容は同じ利用者から卑猥な
言動があった。以上からマニュアル作成と対策を実施し、職
員に対して暴力の KYT などの研修を実施した。看護・介護
の質を担保するためには、
「職員を守る」意識が重要である
ことを再認識した。

の課題である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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看護師の医療安全管理者が役割を遂行してい
く中で感じる醍醐味
キーワード：看護師

醍醐味

医療安全管理者

役割遂行

○井刈 二三 ¹・吉川 三枝子 ²

新型コロナウイルス協力機関病院における看
護師のストレスと対処

－コロナ患者の受け入れと対応チーム結成の経験か
らみえた課題－
キーワード：ストレス 対処 新型コロナウイルス
感染症対応チーム

¹ 松本協立病院
² 佐久大学大学院看護学研究科

【目的】看護師の医療安全管理者が役割を遂行していく中で
感じる醍醐味とはどのようなものかを明らかにする。
【方法】

○菊地 恵美・赤羽 美奈・矢満田 由起子・
近藤 篤
公益社団法人地域医療振興協会石岡第一病院

本研究への同意が得られた A 県で安全対策加算 1 を取得し
ている病院の医療安全管理者を 3 年以上経験した看護師 5 名

【目的】2020 年 4 月、感染症協力機関病院となった A 病院は、

に半構成的面接法を行い質的記述的に分析した。厳密性は 2

新型コロナウイルス疑い患者を受け入れるための準備と感染

名の教員からスーパーバイズを受けた。倫理的配慮として佐

症対応チームの結成を行った。感染症対応チームの看護師は、

久大学研究倫理委員会の承認を得て実施した。【結果】看護

感染症に対する知識や経験不足、未知のウイルスであること

師の医療安全管理者が役割を遂行していく中で感じる醍醐味

から不安やストレスを感じていたのではないかと考えた。そこ

には 17 のサブカテゴリーと 6 つのカテゴリーが抽出された。

で、感染症対応チームの看護師が新型コロナウイルス疑い患

《人とのつながりを実感できる》は < 手ごわい患者・家族と

者受け入れと感染症対応チーム結成によって受けたストレスと

とことん付き合う事で関係性を築ける >< 直接会って話し合

対処を明らかにする。
【方法】看護師 12 名、准看護師 3 名を

い納得する事で多職種が同じ方向に向ける >< 多職種がチー

対象に、リチャード・S・ラザルスらが考案した対処様式測定

ムとして機能できるように仲間づくりを広げてきた >< 医療

法を参考に作成したアンケートを実施。KJ 法を用いて 2 つの

安全管理者と関係ない相談でも頼られる >< 院内外に支えて

対処ストラテジー、4 つの対処モード、自由回答もストレス内

くれる仲間がいると実感できる >< 職種をこえて信頼関係を

容と対処内容に振り分け、単純集計した。研究は A 病院倫理

つくれている > の６つのサブカテゴリー、《経験のない新し

委員会の承認を得て行った。
【結果】有効回答数 13 名。2 つの

い世界が広がる》は < 医療安全管理者だからこそ経験でき

対処ストラテジーは問題中心の対処 10 名、情動中心の対処 3

ることがある >< 看護職では知りえなかった新しい世界が広

名であった。4 つの対処モードは情報の収集 10 名、認知的対

がる > の 2 つのサブカテゴリー、
《自分らしさを発揮できる》

処 1 名、直接行為 1 名、行為の抑制 0 名であった。自由回答

は < 状況を瞬時に見抜き的中できる >< 自分だから出来る関

の結果、ストレスは 17 のサブカテゴリーの中から、特に多かっ

係づくりがある > の 2 つのサブカテゴリー、《仕事を楽しん

た心理的、身体的、業務的ストレスの 3 カテゴリーを抽出し

でいる》は < 止まることなく活動し続けてしまう自分を楽し

た。心理的ストレスの 34 件は偏見や感染に対する不安。身体

んでいる > の１つのサブカテゴリー、《自分の仕事の成果が

的ストレスは 6 人が頭痛や不眠、
眩暈等の身体的症状を訴えた。

見通せる》は < 自分の貢献が病院の収益に可視化される ><

業務的ストレスでは 25 件がチーム結成、環境の整備・体制の

齟齬により長期介入した患者・家族から感謝される >< 医師

遅れと回答があった。対処内容は 5 つのサブカテゴリーの中か

から認められているという実感がある >< 自分の介入で医師

ら、看護師としての使命感、情報収集の 2 カテゴリーを抽出し

の行動が変えられる >< 経験値が蓄積し結果が見えてくる >

た。看護師としての使命感は 12 件、情報収集は 6 件の回答で

の 5 のサブカテゴリー、《最後にあなたでよかったと思われ

あった。
【考察】予期しない感染症の流行時は、問題解決に向

る》は < 引退するとき惜しまれることが最高の充実感である

けて情報収集に取り組む対処の傾向がみられ、看護師は非日

> の１つのサブカテゴリーが抽出された。【考察】看護師の

常的な業務の中で、
使命感と情報収集で対処していた。一方で、

医療安全管理者は、役割を遂行する中で職種を超えて、多職

心理的ストレスの結果からもあるように、医療従事者は社会的

種、患者・家族など人々とのつながりが実感でき、自らの成

偏見や差別を受けやすく、実際に差別を受けた職員もいたこと

長を促進させ、成果が見通せるようになり、仕事を楽しみ、

から心理的負担が大きなものであったと考える。心理的負担を

努力していく事に醍醐味を感じていた。医療安全管理者の醍

原因とは言い切れないが、実際に身体的症状を訴えた看護師

醐味は、困難な役割を継続していくうえで必須の原動力であ

もいた。感染症対応チームの長期的な健康を守るため、有事

り、積極的に安全活動に取り組むことで、今後の安全文化の

下においては心の健康が重要であると考える。今後も一人ひ

醸成に繋がり、医療の質向上に寄与すると考える。

とりのレジリエンスを高め、組織として、正確で迅速な情報伝
達方法の確立、メンタルヘルスサポート体制の構築を行うこと
は、重要かつ優先順位の高い課題と考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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X 県における看護職の夜勤・交代勤務におけ
る実態調査第 2 報
－夜勤に焦点をあてて－
キーワード：看護職

労働環境

キーワード：症状
夜勤

【目的】X 県看護職の夜勤に関する現状を明らかにし労働環
境改善の課題を抽出する。【方法】1．調査対象者：X 県看
護協会に所属する病院勤務の看護職から無作為抽出した 1、
先行文献等をもとに委員会で独自に

作成した調査用紙を使用。3．調査期間：2018 年 8 月 1 日～
4．調査方法：無記名自記式アンケート調査

勤務形態

青森県立中央病院

¹ 公益社団法人青森県看護協会看護労働環境対策委員会 ² 総合リ
ハビリ美保野病院 ³ 青い森病院 ⁴ 八戸赤十字病院 ⁵ 青森県立
中央病院 ⁶ 黒石厚生病院 ⁷ 鰺ヶ沢病院 ⁸ 青森県立保健大学

31 日

疲労度

○川村 浩介・風晴 竜太・木元 美穂・宝田 愛・
山下 慈・石川 里香子

○田中 珠実 ¹・田中 雪子 ²・本間 貢 ³・
梨子 秀子 ⁴・萬谷 暁春 ⁵・盛 時子 ⁶・
沼宮内 千鶴 ⁷・村上 眞須美 ⁸

476 名 2．調査内容

看護師の深夜前の勤務体制別にみた深夜勤務
後の疲労度の検討

5．倫

理的配慮：X 県看護協会倫理審査委員会の承認を得た（承認
番号 1）。アンケート用紙の返送をもって同意と判断した。6. 分
析方法：記述統計や kruskal － Wallis 検定を実施した。
【結
果】回収数 430（29％）であった。1．回答者の概要；女性
93.5％、男性 6.5％であった。年齢は 40 歳代 28.6％が最も多
く、所属施設の設置主体は「県・市町村等」46.5％、
「医療法
人等」18.6％、であった。病床規模は、400 床以上が 42.3％
で最も多く、次いで 100 ～ 199 床が 19.1％であった。2．夜
間勤務の状況；交代制勤務している 338 名のうち、3 交代勤
務者は 212 名 62.7％、2 交代勤務者は 64 名 18.9％で、このう
ち 12 時間夜勤者は 9 名 14.1％、16 時間勤務者は 52 名 81.3％
であった。夜勤回数は、3 交代制勤務者は準夜・深夜合わせ
て月 1 ～ 18 回で平均 8.38 回（± 2.26）、2 交代制夜勤者は、
月 1 ～ 10 回平均 4.78 回（± 1.86）であった。ミックス制は
18 名 5.3％であった。夜勤回数は、設置主体、病床数で有意
差はなかった。
【考察】今回の X 県の調査では、夜勤回数の
平均値や、16 時間夜勤の割合は、2010 年の日本看護協会の
調査と比較すると同程度であった。しかし、夜勤回数はばら
つきが大きく、課題があることが分かった。設置主体や病床
数で有意差がないことから、県全体の課題であると考えられ、
夜勤者の確保が困難であることが反映されていると考える。
一方ミックス制等夜勤者の状況に合わせて夜勤方式を選択で
きる方法が導入されていることも分かった。一部の看護職に
夜勤の負担が偏ることがないように、看護職の状況に合わせ
た勤務ができるような支援や対策を整備することが重要であ

【目的】看護師の深夜前の勤務体制別に深夜勤務後と疲労度
を比較することを目的とする。【方法】令和 2 年 8 月〜 9 月
に A 施設に従事する看護師を対象に、深夜勤務終了後に基本
属性、深夜前の勤務体制（日勤・休み・時間休み）、深夜勤
務前の自覚症状 6 項目（イライラ・だるい・はりつめる・不
安・憂鬱・集中できない）を 1 〜 4 点の配点で点数が高い程
疲労度が高いと評価、VAS（0 〜 10）における疲労度等を質
問紙にて調査した。分析は記述統計である。尚、本研究は A
施設の倫理審査委員会の承認を得た。【結果】対象 518 名に
配布、
内 308 名（回収率 59%）から回収、
有効回答は 289 名（有
効回答率 93%）であった。対象の基本属性では、未婚が 156
名と 54.6% を占め、
子どもがいると回答したのは 90 名
（31.1%）
であった。年代は 40 代が 79 名（27%）
、30 代が 74 名（26%）
を占め、深夜前の過ごし方では、家事・育児が 154 名（53.2%）
と最も多かった。深夜前の勤務体制では、時間休みが 124 名
と最も多く次いで日勤が 109 名、休みが 56 名であった。時
間休みは平均 138.8( ± 78.9) 分取得、深夜前勤務別の睡眠時
間は日勤 197.8( ± 110.3) 分、休み 259.8( ± 138.7) 分、時間休
み 222.1( ± 118.7) 分であった。深夜前の勤務体制 : 日勤 vs 休
み vs 時間休と自覚症状（しばしばあった or ほとんどあっ
た ） で は、 集 中 で き な い は 29.4%vs14.2%vs22.5%、 不 安 は
39.5%vs28.5%vs36.8% であった。また、
勤務別に疲労度
（VAS）
を 比 較 し た 結 果、 日 勤 7.3( ± 2.5)cm、 時 間 休 み 6.6( ± 2.7)
cm、休み 6.4( ± 2.8)cm と日勤が最も疲労度が高かった。
【考
察】深夜前の日勤は、他の勤務に比べ症状を体験する看護師
が多く、疲労度と高い傾向であった。これは、日勤から深夜
までの時間が短い勤務形態が精神的・身体的にも悪影響を及
ぼす先行研究の結果を支持しており、深夜前の時間休み導入
は症状及び疲労度の軽減に有効な方法と考える。一方で、休
み深夜は症状・疲労度が最も少ない勤務だが、先行研究では
休日の過ごし方に満足感が得られにくいとの報告がある。深
夜前の過ごし方では家事・育児が半数を超えるため、休憩時
間が長く確保出来る二交代制または原則深夜前の時間休み導
入等の体制整備の検討が必要と考える。

る。結果として夜勤回数にばらつきがあり、負担の偏りが懸
念される。夜勤回数や夜勤の拘束時間には設置主体や病床数
で有意差はなく、改善には県全体で取り組む必要がある。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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A 県における看護師長の「看護職の夜勤・交
代制勤務に関するガイドライン」の理解度
キーワード：夜勤・交代制勤務
理解度

○芳賀
高野
小沢
相川

ガイドライン

看護師長

A 県内の病院における「看護職の夜勤・交代
制勤務に関するガイドライン」の準拠状況に
影響する要因
キーワード：看護師長

了 ¹・山田 光子 ¹・望月 優子 ²・
和美 ²・中山 小百合 ²・長田 美幸 ²・
みぐみ ²・小松 きよ子 ²・柳樂 美紀 ²・
潤子 ²

¹ 山梨県立大学看護学部
² 公益社団法人山梨県看護協会社会経済福祉委員会

○望月
小沢
高野
芳賀

夜勤・交代制勤務

ガイドライン

優子 ¹・中山 小百合 ¹・長田 美幸 ¹・
めぐみ ¹・小松 きよ子 ¹・柳樂 美紀 ¹・
和美 ¹・相川 潤子 ¹・山田 光子 ²・
了²

¹ 公益社団法人山梨県看護協会社会経済福祉委員会
² 山梨県立大学看護学部

【目的】
「看護職の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン（以
下ガイドライン）
」については、実施状況に関する調査はある
が、看護師長（以下師長）のガイドラインの理解度に関する
文献は見当たらない。本研究の目的はＡ県内における師長の
ガイドラインの理解度を明らかにすることである。
【方法】Ａ
県内 60 病院に勤務し実際に勤務表を作成する師長約 300 名を
対象に、属性、ガイドラインの理解度を調査した。ガイドライ
ンの理解度は、ガイドラインの全 11 基準に対応した状況設定
問題（以下理解度テスト）を独自に作成しガイドラインに適
合しているか否かの回答を得た。
【倫理的配慮】所属先の研究
倫理審査会の承認後、研究協力施設と研究協力者に、書面で
研究目的・方法ならびに倫理的配慮について説明をした。調
査用紙返送をもって同意を確認した。本研究における利益相
反はない。
【結果】103 名より回答が得られ（回収率 62.4％）
、
98 名を有効回答とした（有効回答率 95.1％）
。理解度テストは
平均正答率 64.8％であった。最も高い正答率を示した問題は、
基準 7（夜勤時の仮眠）に関するもので正答率は 91.8％、最も
低い正答率を示した問題は、基準 8（夜勤後の休息）に関す
るもので正答率は 44.3％であった。高得点群（8 点以上）と低
得点群（1 ～ 6 点）を比較して、年齢、看護師経験年数、師
長経験年数、所属病床数、
、および退職率の平均、さらに、性別、
学歴、育児・介護経験の有無、看護体制、および夜勤体制の
割合については有意差を認めなかった。一方で 300 床以下の
病院（以下中小規模病院）は 301 床以上の大規模病院よりも
低得点群の割合が有意に高かった（p ＝ .016）
。中小規模病院
の師長は理解度テストにおいて、基準１（勤務間隔）
、基準 8、
基準 9（週末の連続休日）
、基準 10（交代の方向）に関する問
題で誤答する割合が高かった（p ＜ .05）
。
【考察】Ａ県の師長
のガイドラインの理解度は 64.8％と低かった。特に中小規模
病院の師長は、低得点群の割合が高かったため、中小規模病
院に対するガイドライン周知が望まれる。中小規模病院の師
長が誤答した問題は、基準 1，8，9，10 に関するものが多かっ
たため、特に周知が必要な基準であることが示唆された。今
後本調査で得られた準拠状況やその理由等の分析を進めガイ

【目的】A 県内の病院に勤務する看護師長が捉えた「看護職
の夜勤・交代制勤務に関するガイドライン」の準拠状況に影
響する要因を明らかにする。【方法】対象者は A 県内の病院
に勤務し夜勤・交代勤務を行う部署の勤務表の作成を行う看
護師長約 300 名。調査期間は 2020 年 12 月〜 1 月 31 日で、
調査内容は、基本属性、「看護職の夜勤・交代勤務ガイドラ
イン ( 以下ガイドラインとする )」の理解度得点、ガイドラ
イン準拠状況、ワークエンゲージメント尺度（以下 WE と
する）、日本看護協会編「看護職の WLB インデックス調査」
であり、無記名自記式質問調査にて実施した。倫理的配慮と
して所属する看護協会倫理審査委員会の承認を得て実施した
（承認番号 11）。研究協力施設と研究協力者に書面で、研究
目的・方法ならびに倫理的配慮について説明をした。調査用
紙返送をもって同意を確認した。尺度は許諾を得て使用した。
本研究における利益相反はない。【結果】回収数 96 名（回収
率 69.2%）
、有効回答率 95% であった。基本的属性、WLB、
WE、病院病床別・看護体制等とガイドラインの準拠状況で
は有意差はなく、学歴のみ有意差が認められた（p<0.05）。
ガイドライン準拠状況は、基準 4「夜勤の連続回数」（でき
ている 88％）が高く、基準 7「夜勤時の仮眠」（できている
36％）が低かった。ガイドライン理解度得点とガイドライ
ン準拠状況基準 2「勤務の拘束時間は 13 時間以内となるよ
うにしている」、基準 6「休憩時間は、夜勤の途中で 1 時間
以上を確保できている」で有意な差が認められた（Kruskal
Wallis 検定、p=0.003、p=0.008）
。交替勤務の種類で看護師
長のガイドラインの理解度には有意な差（p=0.76）は認めら
れなかったが、2 交代勤務を実施している方が、ガイドライ
ンに準拠した勤務を実施していた（p=0.013）
。
【考察】勤務
表を作成する看護師長のガイドラインの準拠状況に影響する
要因は、交代制勤務、学歴であった。ガイドラインの理解度
は基準 2 基準 6 の準拠状況に影響していた。ガイドラインの
準拠は、勤務作成者のみならず職員全体で安全と健康な働く
環境について議論する中で組織改革が期待される。

ドライン周知の方略について検討する必要がある。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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A 県内病院に勤務する看護師長の認識する
「看護職の夜勤・交代勤務ガイドライン」と
ワークエンゲージメントとの関連
キーワード：ワークエンゲージメント
ワークライフバランス

○山田
相川
長田
小沢

夜勤ガイドライン

光子 ¹・芳賀 了 ¹・高野 和美 ²・
潤子 ³・望月 優子 ²・小松 きよ子 ²・
美幸 ²・柳楽 美紀 ²・中山 小百合 ²・
めぐみ ²

急性期病院で働いている看護職の原動力

－ワーク・ライフ・バランスの視点から－
キーワード：看護職

ワーク・ライフ・バランス

原動力

○熊野 由奈・圓山 美保・松本 かおり・三浦 香織・
田口 奈々枝
富山赤十字病院

【目的】急性期病院で働いているキャリア開発ラダー、レベ
ルⅢの看護職の原動力を仕事と生活の面から明らかにする。
【方法】研究デザイン：質的研究。参加者：A 病院の病棟に

¹ 山梨県立大学看護学部看護学科
² 公益社団法人山梨県看護協会社会経済福祉委員会
³ 公益社団法人山梨県看護協会

勤務する看護職 5 人。データ収集期間：2020 年 11 月データ
収集方法：独自に作成したインタビューガイドに基づき、半

【目的】看護師長が認識している「看護職の夜勤・交代勤務
ガイドライン」とワークエンゲージメントとの関連を明らか
にする。
【方法】A 県内 60 病院に勤務し実際に勤務表を作成
する看護師長約 300 名を対象に基本属性、「看護職の夜勤・
交代勤務ガイドライン ( 以下ガイドラインとする )」の理解
と実態、ワークエンゲージメント尺度（以下 WE とする）
、
Ⓡ

ワークライフバランス尺度日本看護協会編 （以下 WLB と
する ) を調査した . 所属する A 看護協会の研究倫理審査委員
会の審査（承認番号；11）を受けた後、研究協力施設と研究
協力者に書面で、研究目的・方法ならびに倫理的配慮につい
て説明をした。調査用紙返送をもって同意を確認した。尺
度は許諾を得て使用した。本研究における利益相反はない。
【結果】103 名より回答が得られ（回収率 62.4％）、98 名を有
効回答とした（有効回答率 95.1％）。ガイドラインの理解度、
勤務実態と WE には関連が認められなかったが、勤務表作
成時にガイドラインを重要視する看護師長の方が、WE が高
く (p<0.01)、有意差が認められた。基本属性の年齢、看護管
理経験、専門学歴、婚姻、夜勤体制、看護体制、病院病床数
とは関連が認められなかったが、介護経験がある看護師長の
方が、WE が高く（p ＞ 0.05）有意差が認められた。さらに
WE と WLB とは正の相関 (r=0.33、p<0.01) が認められた。
【考
察】WE は、「仕事に関連するポジティブで充実した心理状
態であり、活力、熱意、没頭によって特徴づけられる」といい、
バーンアウトの対概念と定義されている。看護師長は WLB
を整えることで働き続けるための活力の向上になると考えら
れる。また、ガイドラインを重要視して勤務表を作成してい
る看護師長の方が、WE が高く、ガイドラインをより重要視
していくことで職場の仕事に対する活力が向上することが示
唆された。

構成面接を行った。それをもとにコード、サブカテゴリー、
カテゴリー化した。【結果】分析の結果、66 個のコード、21
個のサブカテゴリー、7 個のカテゴリーが抽出された。
〔他
者からの承認〕では、< スタッフからの承認 > と < 患者か
らの承認 > の 2 個のサブカテゴリーから構成された。〔自分
を支えてくれるスタッフの存在〕では、< 自分を支えてくれ
るスタッフの存在 > と < 自分を支えてくれたスタッフの存
在 > の 2 個のサブカテゴリーから構成された。〔看護職とし
てのやりがい〕では、< 看護の仕事が好き > と < 患者と関
わりたい > と < 人材育成 > と < 自己研鑽の成果 > の 4 個の
サブカテゴリーから構成された。〔就業継続に対する思い〕
では、< 就業継続に対する不安 > と < 就業継続への意欲 >
の 2 個のサブカテゴリーで構成された。〔家族に対する責任
感〕では、< 生活を支える > と < 家庭での立場 > と < 介護
が必要な家族への関わり > の 3 個のサブカテゴリーから構成
された。〔自分を支えてくれる周りの存在〕では、< 家族の
存在 > と < 友人の存在 > と < ペットの存在 > の 3 個のサブ
カテゴリーから構成された。
〔気持ちを切り替える〕では、<
活動しやすい休日がある > と < 一人で過ごす時間を持つ >
と < 日常の小さな達成感 > と < 日常と異なる体験としたい
> と < 時には仕事でリフレッシュ > の 5 個のサブカテゴリー
から構成された。
【考察】仕事面の〔他者からの承認〕と生
活面の〔家族に対する責任感〕は自己の存在価値を実感する
ことで、原動力となっている。生活面の〔自分を支えてくれ
る周りの存在〕と仕事面の〔自分を支えてくれるスタッフの
存在〕は関わりや言葉がけを振り返ることで自分の心の支え
となり原動力となっている。仕事面には〔看護職としてのや
りがい〕と〔就業継続に対する思い〕があり、
生活面では〔気
持ちを切り替える〕ことがモチベーションの維持・向上につ
ながる原動力となっている。これらの原動力が仕事と生活に
働きかけ循環している事で、就業継続に繋がっている。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅷ -88

ポスター T - Ⅷ -89

A 病院職員の時間外労働と私生活に対する満
足感の実態
キーワード：時間外労働

私生活

満足感

○渡邉 歩美・和泉 亜耶伽・安部 小雪
一般財団法人太田綜合病院附属熱海病院

【目的】近年、看護要員の時間外労働が課題となり、仕事と
私生活の両立を図る為にワーク・ライフ・バランスの充実が
求められている。そのため、本研究では、看護要員の時間外
労働および私生活に対する満足感の実態を明らかにし、ワー
ク・ライフ・バランスを充実するための対策を検討する事を
目的とする。
【方法】対象者は看護師 19 人、准看護師 1 人と
看護補助者 6 人とした。調査方法は無記名自記式調査を用い、
留め置き法にて回収。調査期間は 2020 年 9 月から 10 月まで
とした。調査内容は仕事と私生活の満足感などとし、倫理的
配慮は書面にて研究の目的および方法について説明した。本
研究への参加は自由意志であり、アンケートの回収によって
同意とみなし、不参加でも不利益を被らない事を説明した。
本研究は研究者所属の倫理審査委員会の承認を得た。分析は
単純集計を行った。【結果】対象者は看護要員 26 人であり、
26 人から回答を得た。回収率 100％、有効回答率は 100％。
対象者の属性は女性 25 人（96％）、男性は 1 人（4％）
、平均
年齢は 37.3 歳、標準偏差は 13.7。仕事、私生活共に満足して
いると回答した対象者は 8 人（31％）。時間外労働がある者
は 22 人（85％）
、時間外労働がある中でも仕事と私生活共に
満足している対象者は 8 人（36％）であり、その中で工夫し
て生活していると回答した者は 5 人（23％）。希望通りの休
暇が取得できていることや、家族の協力を得ること、先を見
据えた行動をすることが理由に挙げられた。時間外労働があ
り仕事への満足感がやや不満または不満と回答した対象者は
9 人（41％）であった。【考察】本研究では、時間外があり
ながらも仕事と私生活共に満足していると回答した対象者は
8 人（36％）であり、家族の協力を得て工夫し生活をしてい
ることや、希望通りの休暇の取得ができていることが満足感
を高める要員として挙げられた。先行研究でも家族理解や協
力、支えを得ながら勤務を継続している。また、時間に制約
があるからこそ、一人一人が時間を意識して仕事ができてい
ると述べている。このことより、満足感を高めていくために
は仕事も生活も工夫をする必要があると考える。ワーク・ラ
イフ・バランスのさらなる充実を図る為には、仕事と私生活
の両立に対する満足感の低い職員への個別支援をするととも
に時間外労働を削減する為に組織として業務改善の強化が求
められる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか	はい
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働き続きたいと思う職場を目指して

－明日も職場に行きたいと思えるポジティブワード－
キーワード：働きやすい職場 ポジティブ
ポジティブワード

○敦賀谷 小百合・柳井田 恭子・藤原 実香・
野田 浩美・岩本 基実・佐々木 悦子
川崎市立井田病院

【目的】働き続けたいと思う職場は組織がつくるものではな
く、一人ひとりの価値観や感情の連鎖による集合体としてつ
くられていく。一方、看護の現場は固定思考やネガティブ感
情が出現しやすく、それは次への仕事意欲に影響を及ぼす。
そこで、明日も職場に行きたいという思いを刺激するポジ
ティブワードを明らかにすることを目的に本研究に取り組ん
だ。【方法】看護職員 335 名を対象に、１日が終わった時に
かけられたい言葉、明日も頑張ろうと思う言葉ついて記述式
アンケート調査を実施した。記述内容をデータとして、テキ
ストマイニングによる言語分析を行なった。分析については
単語頻度解析、対応バブル分析、特徴語抽出の順に行った。
次に幸せを構成する５つの要素 PEAMA の視点で、単語を
分類し、その関係性を図式化した。アンケートについては、
回収をもって同意とし、個人が特定できないようにアンケー
トボックスを用いた。回収率は 83％（279 名）であった。な
お、本研究は看護部倫理審査委員会の承認を得ている。【結
果】言語分析の結果、
単語として「お疲れ様」と「ありがとう」
の頻度が高かった。対応バブルとしては、
「笑顔・お疲れ様」
「大
変・ありがとう」
「協力・働きやすい」などが同時に出現し
ていた。PEAMA の５つの要素の視点での単語分類した結果、
人間関係には「一緒に」
「、私たち」といったつながりを示
す言葉、「助かった」「頼りにしている」など承認を示す言葉
が、達成感には、「○○ができるようになったね」「すごく発
表がよかった」といったやった感を示す言葉が、
熱中には、
「今
日は患者のこと熱く語ったね」といった充実感を示す分類さ
れた。ポジティブ感情には、「楽しかった」「ありがとう」な
ど感謝を示す言葉が分類された。これらの関係性には、自ら
が行動することにより生じる体験を通して得る意義、達成感、
熱中と、他者から言葉かけにより高まる人間関係が相互に影
響し、
ポジティブ感情を促進するという構造があった。
【考察】
日々の実践の中で、自らの看護実践や役割遂行を通して得ら
れる達成感や充実感は、周囲から言葉かけにより促進される
と同時に人間関係の深まりの実感につながる。そして、単語
と単語をつなぐ言葉かけが、明日も職場に行きたいと思える
ポジティブ感情を引き出すことが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅷ -90
自施設のモジュール型継続受け持ち方式の検
討
－時間外労働削減に取り組んだ業務改善の効果－

キーワード：時間外労働 モジュール型継続受け持ち方式
セル看護提供方式 ® 業務改善

○佐藤 幸子・加藤 栄子
独立行政法人地域医療機能推進機構秋田病院

【目的】少子高齢化社会の中、健康でやりがいをもって働き続
けるための職場環境の整備が必要であり、その中でも時間外
労働をなくすことは重要な課題だ。A 病棟はモジュール型継
続受け持ち方式だが、動線が長くチーム以外の看護援助を行
う業務内容が重なるという現状があった。これらのことが時
間外労働の要因であると考え、この職場環境を改善すること
で時間外労働を削減できないかと考えた。そこで今回、自施
設の看護提供方式を活かし、さらにセル看護提供方式® を参
考にした業務改善が時間外労働削減に効果があるかを明らか
にする。
【方法】看護提供方式を見直しセル看護提供方式 ®
を参考にした業務改善を行う。その後、2020 年 11 月に A 病
棟の看護師 25 名を対象に、研究参加への同意を確認し業務
改善後の体制に対してアンケート調査（自由記載で留め置き
法）を行う。そのデータは KJ 法で分析した。同時に 2020 年
11 月と 2019 年 11 月の、看護師一人当たりの時間外労働の
月平均時間を比較した。【結果】業務改善は、動線を意識し
た環境を整え、病室単位でチーム編成し、患者の傍で記録す
るよう周知した。そして、担当患者への看護援助の時間と人
員をチーム内でカンファレンスし調整した。アンケート自由
記載からは 9 つのカテゴリーが抽出された。その内訳は、
「業
務負担の軽減 6 件」「患者情報把握の容易さ 12 件」
「動線の
短縮化 4 件」
「責任感向上 3 件」
「チーム間の連携力向上 8 件」
「他チームの患者情報把握の困難さ 12 件」「看護補助者との
連携の困難さ 4 件」「受け持つ患者状況の偏り 4 件」「部屋移
動後の患者管理の困難さ 4 件」だった。また、一年前と比較
した看護師一人当たりの時間外労働の月平均時間は、4.51 時
間 / 月削減していた。【考察】セル看護提供方式®を参考に
した職場環境作りは、業務効率を改善し時間外労働の削減に
つながった。チーム以外の業務負担が減り動線が短くなった
ことで、担当患者への看護提供時間が確保された。さらに、
自施設の看護提供方式を活かした業務改善は、チームや担当
患者をより意識した看護提供につながり、看護実践に対する
満足度の向上ができたと考える。以上のことから、時間外労
働削減に対する業務改善は、看護の質と患者満足度の向上の
ためにも重要だと示唆された。しかし、情報共有の点で課題
が残ったため、今後も時間外労働の要因分析と業務改善を継

ポスター T - Ⅷ -91
固定チームナーシング導入施設における勤務
表作成の現状と看護管理の課題
キーワード：看護管理

勤務編成

労務管理

○佐藤 廣行 ¹・筆矢 昌美 ²・伊藤 加代子 ³・
片山 美帆 ⁴・北神 洋子 ⁵・小澤 知子 ⁶
¹ 聖フランシスコ病院 ² 金澤脳神経外科病院 ³ 名古屋市立大学
病院 ⁴ 高島平中央総合病院 ⁵ IMS グループ本部 ⁶ 東京医療保
健大学医療保健学部看護学科

【目的】固定チームナーシング導入施設に焦点をあて、勤務
表作成の現状を調査し、病床機能別の特徴と看護管理上の課
題を明らかにする。
【方法】固定チームナーシング全国集会
にて発表のあった 103 施設の看護師長（1 施設 2 名）206 名
に自記式質問紙調査を実施。質問項目は、対象者および施設
と職員の概要、勤務表作成基準の状況、勤務表編成の状況（日
本看護協会：勤務編成の基準 11 項目）。分析は、基本統計に
より全体と病床機能別の各項目の量と構成比を算出、
「満た
している」が全体構成比より低い項目を抽出。< 倫理的配慮
> 発表者が所属する聖フランシスコ病院の臨床研究審査会の
承認を受け実施。対象者の選択は、固定チームナーシング研
究会会長の承諾を受けた。【結果】アンケート配布は 103 施
設 206 部、回収率 51.4% であった。1) 対象者の属性：平均年
齢 49.9 歳、平均看護師経験年数 25.8 年、病棟師長経験年数 5.9
年。2) 施設の概要：病床機能は急性期 66、慢性期 15、ケアミッ
クス 25 であった。平均在院日数は急性期 13.7 日、慢性期
92.5 日、ケアミックス 19.7 日であった。3) 交代勤務と勤務表
作成の条件：(1) 交代勤務の基本形態は均等 2 交代 44.3%、3
交代 16%、
変則 2 交代 22.6%、
3 交代 2 交代ミックス 17% であっ
た。(2) 勤務表作成基準の有無は全体構成比で高いものは「看
護部の勤務表作成基準があり、それに則って作成」90.6%、
低いものは「看護部の勤務表作成基がないので常に師長の判
断で作成」2.8% であった。(3) 勤務希望のとり方については
勤務希望のとり方では高い順に「スタッフの勤務希望につい
てルールを決めている」32%、
「スタッフの勤務希望は勤務
作成時に確認している」27% であり、低いものは「スタッフ
の勤務希望についてルールを決めていない」1% であった。4)
ガイドライン 11 項目の全体構成との差について特に差が大
きかったケアミクスは全体構成比より低い順に、
「(3) 夜勤回
数」
「(7) 夜勤時の仮眠」
「(9) 週末の連続休日」
「(1) 勤務間隔」
「(11)
早出の始業時刻」
「(8) 夜勤後の休息」
「(2) 勤務拘束時間」であっ
た【考察】特に差が大きかったケアミクスは、緊急入院や周
手術期の看護、認知症を有する高齢者など患者の状態は複雑
化する。更に診療の補助と日常生活の援助が昼夜にわたり多
重課題を抱えやすいと考える。

続することが重要である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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精神科看護師の仕事の負担感と仕事上で求め
る支援に関する実態
キーワード：精神科

仕事の負担感

支援

看護師

集中治療室で 3 年間職務継続できた要因

－卒後 4 年目へのフォーカスグループインタビュー
より－
キーワード：職務継続 集中治療室 4 年目看護師
フォーカスグループインタビュー

○松坂 朋佳・齋藤 深雪
山形大学医学部看護学科

○宮野 陽子・足立 裕美子・伊藤 弘紀

【目的】精神科看護師の仕事の負担感と仕事上で求める支援
について明らかにすることであった。
【方法】東北地方の 5 施
設の精神科病院に勤務する看護師 259 名を対象に質問紙調査
を実施した。調査内容は、性別、年齢、仕事の負担感、仕事
以外の負担感などの属性、日本版精神健康調査票 12 項目版
（GHQ-12）
、現在仕事上で求める支援であった。調査期間は
2019 年 9 月から 12 月であった。倫理的配慮として、対象者
には、調査票は無記名であり調査結果の公表の際に個人が特
定されないこと、協力同意の撤回は可能であり不利益が生じ
ないこと、データは統計的に処理し、本研究の目的以外には
Ⓡ

使用しないことを書面にて説明した。分析には SPSS ver.26
を使用し、支援内容は制度的サポートとメンタルサポート
に分類した。
【結果】分析対象は 189 名（有効回答率 80.4％）
であった。女性が 128 名（67.7％）を占め、平均年齢は 39 歳
であった。仕事を負担に感じる看護師は 142 名（75.2％）
、仕
事以外を負担に感じる看護師は 106 名（56.1％）であった。
看護師の GHQ 得点は 3.8 ± 0.2 点で、抑うつ状態と判断され
る 4 点以上は 89 名（47.1％）であった。分析対象者への仕事
上で求める支援項目では 96 件の回答を得られた。制度的サ
ポートで最も多かったものは、看護師の増員（19 件）であっ
た。メンタルサポートでは、職場内外に相談相手が欲しい（6
件）とする内容が最も多かった。【考察】仕事を負担に感じ
る看護師は約 8 割おり、約半数は GHQ 得点が 4 点以上であ
ることから、仕事の負担感が高く精神的不健康度の高い集団
であった。仕事上で求める支援では、制度的サポートで看護
師の増員を求める内容が最も多かった。その理由は、約８割
が仕事を負担に感じていることと医療法における精神科特例
があると考える。看護師個々の仕事の負担を軽減するために
看護師の増員を求めていたと考える。メンタルサポートで仕
事に関する相談相手を求める内容が最も多かった理由は、精
神看護の難しさがあると考える。看護ケアに自信をなくし、
患者の言動に感傷的になってしまうなど、悩みや不安を抱え
やすいことから、相談相手を求めていたと考える。以上のこ
とから、精神科看護師は、仕事における負担感が高いために、
看護師の増員、職場内に相談できる場所を求めていることが
明らかとなった。

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院

【目的】A 病棟では、入職から 3 年以内で離職する看護師が
多い現状があり、日本看護協会調査研究報告「2011 年病院
看護実態調査」でも、経験 3 年の看護師の離職率は看護職員
全体の離職率よりも高いと報告されている。しかし A 病棟
の卒後 4 年目看護師は一人も欠けることなく職務継続できて
いる。本研究は、A 病棟の卒後 4 年目看護師 7 名が入職して
から集中治療室で 3 年間職務継続できている要因を明らかに
することを目的とする。
【方法】A 病棟の卒後 4 年目看護師
7 名を対象にフォーカスグループインタビューを行った。対
象者には研究目的、対象者の匿名性の確保、参加の任意性、
また協力をしなくても業務上の不利益を受けないことを口頭
及び書面で説明し、文書で同意を得た。インタビュー内容を
逐語録化し、類似したコードを集めてカテゴリー化した。分
類整理したコード、サブカテゴリ―、カテゴリーは研究協力
者に提示して内容を確認し、真実性の確保に努めた。本研究
は B 病院の倫理審査会の承認を得て実施した。【結果】3 年
間職務継続できた理由を構成する要素として、31 のコード、
12 のサブカテゴリ―、4 つのカテゴリー〈仕事をする上での
支えがある〉〈実践能力が身についた自信〉〈職務満足を感じ
ることのできる場〉
〈慣れている環境で安心できる〉が抽出
された。
【考察】同期同士で悩みや厳しい指導を受けた思い
を共有しながら乗り越えることで成長につながり、同期以外
にも立場の近い先輩の精神的な支えがあることから、
〈仕事
をする上での支えがある〉という内容が導かれた。A 病棟で
は疾患チェックリストを作成し、項目ごとに具体的な達成目
標を提示している。ひとつひとつの目標を達成できたことの
積み重ねは〈実践能力が身についた自信〉につながり、部署
STEP の評価により成長を確認し、次の課題を明確にするな
ど、教育体制が確立されていることも自信につながっている
と考える。対象者は全員、集中治療室での勤務を希望してい
た。A 病棟の専門領域の明確さが配属希望につながり、希望
に沿った配属が〈職務満足を感じることのできる場〉となっ
たと考える。A 病棟が〈慣れている環境で安心できる〉と感
じるようになったのは、今の職場への慣れだけではなく、希
望に沿った配属による職務満足や、同期や先輩の支えがある
こと、看護実践を積むことで自信につながったことも関連し
ていると考えられる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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中堅看護師の職業継続意思に影響を与える要
因
キーワード：中堅看護師 リーダー業務
ローテーション制度

急性期病院における 2 交替制勤務導入に伴っ
た育児中看護師のワークライフバランスの変
化
キーワード：看護師

○藤谷 淳子・黒坪 瑞恵

交替制

ワークライフバランス

育児

○小林 慈子 ¹・根建 繭子 ¹・荻野 博美 ¹・
稲村 尚子 ¹・塚原 節子 ²

社会医療法人景岳会南大阪病院

【目的】A 病院看護師においては中堅として役割を担う時期
に、離職の希望が多くなる現状があった。そこで、本研究で

¹ 黒部市民病院
² 東京医療学院大学保健医療学部看護学科

は中堅看護師に職業継続意思に影響を与える要因について調

【目的】急性期病棟における 2 交替制勤務導入に伴った育児

査を行った。そのことにより離職につながる問題を明らかに

中看護師の WLB（ワーク・ライフ・バランス）の変化を明

し、看護管理者の中堅看護師に対する職業継続支援への契機

らかにする。【方法】病棟勤務の小学生以下の子供を持ち、3

とすることを目的とした。【方法】調査は A 病院常勤勤務看

交替制勤務経験がある 2 交替制勤務に従事している看護師

護師、5 年～ 15 年を対象とし、看護研究者が所属する病院の

13 名に 2 交替制勤務導入前後での WLB の変化をアンケー

看護部倫理委員会の承認を得て実施した。自由回答式質問の

ト形式で書き出してもらい、得られた情報をコード化しカテ

うち 1 つ以上に回答のあった 49 名の回答を分析対象とした。

ゴリー分類した。研究期間は 20XX 年 9 月【結果】得られた

調査項目は日本看護協会が調査した 2019 年度、地域別・年

164 のコードから 28 のサブカテゴリーが導き出され、6 のカ

代別データによる看護師が離職する理由「スキル・キャリア

テゴリーに分類された。以下、カテゴリーは〈〉を用いて記

アップしたい」
「勤務環境不満がある」「結婚・出産で続けら

述する。ポジティブな変化：
〈家族の一員として役割を果た

れない」「人間関係がしんどい」の理由から質問を＜人材育

せる充実感〉〈休息時間確保による心と体の安定〉〈時間のロ

成＞＜組織運営＞＜仕事・病院への満足度＞＜職場の雰囲気

スの軽減〉
〈自分時間確保による生活の充実〉ネガティブな

＞とカテゴリー分類した。さらにカテゴリーから 17 項目の

変化：〈家庭内での役割遂行不足〉〈長時間勤務による心身の

概念を抽出し質問紙調査を行った。【結果】１．＜仕事・病

疲労度の増加〉
【考察】ポジティブな変化としては〈家族の

院への満足度＞＜職場の雰囲気＞は全体の 72％が満足であっ

一員として役割を果たせる充実感〉は、先行研究において、

た。２．＜人材育成＞＜組織運営＞は全体の 67％が管理者

家族とのコミュニケーションは WLB の満足度を高くすると

からの支援や公平な評価を受けていると感じていた。３．行

報告されているように、２交替制勤務となり家族との時間が

いたい看護実践は 45％ができており、役割に対する達成感

増えた事、母親や家族としての役割を果たす時間ができた事

は 35％であった。４．中堅看護師は全体の 56％が現状維持

が充実感や満足度の高まりに繋がっていると予測された。
〈休

を望み、スキル・キャリアアップなど変革を求めていない傾

息時間確保による心と体の安定〉は、多くの先行研究でも報

向にあった。
【考察】＜仕事・病院への満足度＞＜職場の雰

告されているが、深夜入りがなく生体リズムが整った事や、

囲気＞については満足に感じており、さらに現状維持を望む

パターン化された勤務で時間的余裕もでき心身共に安定した

理由は、中堅看護師は看護実践能力がある一定のレベルに到

状態になったと推察された。
〈時間のロスの軽減〉は、総出

達し、そこから次の段階へ上がるまでにプラトー現象が生じ

勤回数が減った事、長日勤の存在で引継ぎがスムーズになっ

やすくなることが示唆される。また、＜人材育成＞＜組織運

た事で時間外勤務が減ったと感じており、WLB が取れた状

営＞は役割意識を持つためには専門性の取得や、自己効力感

態に変化したと考えられる。
〈自分時間確保による生活の充

を高める経験が必要と考えるが、ライフイベントによる負担

実〉は、先行研究において、生活にゆとりが高いと WLB の

感や、専門職者としての自己理解が不明確でキャリアビジョ

満足度が高くなると述べられており、休息・家事育児にかけ

ンが描けていないことが推察された。それにより、理想とす

る時間が増えた事で、自分のために使える時間が確保され生

る管理者像が持てないことも示唆された。課題として、中堅

活が充実した事が WLB に良い変化を与えていたと考えられ

看護師が変革を求めない職場風土を変えるとともに、看護管

た。一方ネガティブな変化として〈家庭内での役割遂行不足〉

理者はスキル・キャリアアップへのモデルとなる必要がある。

は、夕食や寝かしつけの忙しい時間帯に母親がおらず、子供

そして、優秀な人材が長期に渡りその高い能力を発揮し続け

の生活リズムや心のバランスが崩れ、家族に負担をかける事

ていけるように、リテンション・マネジメントを実践するこ

に苦痛を感じていたと予測された。
〈長時間勤務による心身

とで人材の定着を図ることが重要である。

の疲労度の増加〉は、拘束時間が長い事で心身の疲労を増加
させており、対象者が育児中看護師であり、私生活において
様々な役割を担っているためと考えられた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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企業立病院における夜勤看護師・フルタイム
看護師確保への取り組みに向けて
キーワード：育児短時間勤務制度
意識改革

パートナーへの協力依頼

○坂田 貴代・小倉 美保・小野 直子・宮本 真智代・
湯川 多美子・益田 亜佐子・石川 智康・
吉野 和代
NTT 東日本関東病院

明日も行きたいと思う職場を目指して

－ SOAR 分析によるポジティブ効果－
キーワード：働きやすい職場

ポジティブ

SOAR 分析

○柳井田 恭子・敦賀谷 小百合・藤原 実香・
野田 浩美・岩本 基実・佐々木 悦子
川崎市立井田病院

【目的】働きやすい職場づくりの一環として「明日も行きた

【目的】企業立病院である A 病院では育児短時間勤務者制度
利用者が看護職員全体の 10％を占め、夜勤従事者は全体の
約 50％しかいない現状がある。そこで育児をしながら働い
ている背景や思いなどを把握・分析し、夜勤・フルタイム看
護師確保への対策を検討することを目的にアンケート調査を
実施した。
【方法】通信会社が提供するｅ - ランニングのア
プリを使用してアンケート調査を実施した。対象は産前産後・
育児休職中、現在育児短時間勤務制度利用中の職員と育児経
験のある職員とした。対象者の選定条件の比較検討は実施し
ていない。統計処理には Excel を使用し、分析は単純集計と
クロス集計で実施。調査期間は 2020 年 11 月 2 日～ 11 月 30
日である。属性は性別、年代、経験年数、家族構成、子供の

いと思える職場」をテーマとし SOAR 分析を試みた。SOAR
分析は、弱みや脅威を見い出す SWOT 分析とは異なり、強
み・機会・抱負・結果に焦点をあてており、後ろ向きの単語
がないという特徴がある。今回、SOAR 分析を行う中で、参
加者同士が語りながら高揚していく姿を目のあたりにした。
そこで、SOAR 分析の体験と通してどのような変化があった
のかそのプロセスを明らかにすることを目的に本研究に取り
組んだ。【方法】本調査の趣旨を伝え同意の得られた 6 名を
対象にグループインタビューし SOAR 分析を行ったときの
思いを自由に語ってもらった。それを記述しデータとし、質
的統合法で分析をした。最終ラベルの内容からシンボルマー
クを作成し、その相互関係から空間配置図を作成、文章化し

た。なお、本研究は看護部倫理審査委員会の承認を得ている。
人数等とした。倫理的な配慮として、院内の倫理審査（20-113） 【結果】データ化されたラベルは、98 枚であった。5 段階の
の承認を経て調査を実施。調査の協力は回答者の自由意思と
分析を経て６つの最終ラベルに統合された。６つのシンボル
し、得られた情報はデータ化したうえでセキュリティ対策の

うえ管理することとした。【結果】アプリの配布数は 737 件、
回収率 58.5％、有効回答率 100％、分析対象者数 161 名であっ
た。対象者の性別は女性が 94％、男性 6％、年代は 40 歳代
が 50％、30 歳代が 37％、20 歳代が 6％であった。経験年
数は 20 年以上が 34％、15 年～ 20 年が 24％、10 ～ 15 年が
21％、5 ～ 10 年が 17％であった。子供の数は 2 人が 46％と
1 番多かった。フルタイムに復帰希望の子供の年齢は育児短
時間勤務制度が適応ではなくなる小学 4 年生からが 38％と
もっとも多く、夜勤復帰を希望する年齢も小学 4 年生からが
39％であったが、それよりも「該当なし（夜勤を希望しない、
もしくは夜勤をしていない）」の回答が 46％と最も多かった。
夜勤が可能かとの質問にも 50％が不可能と回答。日勤フル
タイムについては 44％が可能、30％が条件によって可能で
あり、休日勤務については 28％が可能、5％が条件によって
可能であった。【考察】2018 年滋賀県公立甲賀病院での取り
組みで、夜勤が出来ない看護師にアンケート調査を実施しそ
の結果から 4 つの施策を実施したことにより夜勤従事者数 2.4
倍へと成果をあげることができていた。この取り組み結果を

マークは、「テーマと 4 つの問い」「ネガティブからポジティ
ブへの思考のスイッチ」
「自分と対話しながら外部環境をみ
る」「互いの体験の共有と同感と共感」「湧きだす思い・ひら
めきを語り合う」
「螺旋のようにつながり統合される」であ
る。６つのシンボルマークの構造は、「テーマと 4 つの問い」
が「自分と対話しながら外部環境をみる」ことや「ネガティ
ブからポジティブへの思考のスイッチ」を引き起こし、同時
に「互いの体験の共有と同感と共感」と、その時に「湧きだ
す思い・ひらめきを語り合う楽しさ」を感じながらすすめて
いき、最終的に「螺旋のようにつながり統合される」ことを
実感するというものであった。【考察】SOAR 分析は、自己
と対話しながら他者の体験を聴き、その時湧き出た思いを言
葉として表現する、それを他者が否定せずに聴くという相互
作用が信頼関係を深め、安心して発言できる場をつくる。ま
た、自己の体験を呼び起こし、その意味を文字として可視化
する。この認識ののぼりおりが認識の発展やポジティブ思考
を促し、高揚感を引き起こしていくプロセスがあることが示
唆された。

踏まえ A 病院の特徴を考慮した対策を実施することで、夜
勤看護師・フルタイム看護師確保へ繋げられるのではないか
と考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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COVID-19 患者のケアを行う看護師が、感染
対策と患者へケアを行う間で感じたジレンマ

がん専門病院における COVID-19 病棟での感
染対策の標準化

キーワード：COVID-19

キーワード：がん専門病院

感染対策

ジレンマ

○真崎 涼子・小杉 実香・長田 夕子

感染管理

○那須 雅子 ¹・岡田 直子 ¹・久々湊 由佳子 ²・
石田 康子 ¹・中野 貴代子 ¹・室谷 美々子 ¹

東京都立多摩総合医療センター

【目的】COVID-19 患者のケアを行う事は患者との接触を減
らす必要があり、看護師のやりがいに繋がりにくい。そのた
め感染対策と患者へケアを行う間で看護師が感じたジレンマ
を明らかにする。【方法】本研究は A 病院の看護部倫理委員
会の承認を得た。データ収集期間は X 年 9 月〜 10 月、対象
は A 病院当該病棟に勤務する同意が得られた 9 名。分析は
半構造化面接で得たデータをコード化、質的記述的分析を用
いて行った。
【結果】感染対策と患者へのケアを行う間で看
護師が感じたジレンマから 281 個のコード、50 個のサブカ
テゴリー、4 個のカテゴリーが抽出された。カテゴリーの「や
りがいが見出せない」は理想とする看護と実際に行っている
看護とのギャップから、やりがいが見出しにくいことを示し
ていた。「感染対策疲労」は身体的・精神的疲労を示していた。
「倫理的葛藤」は身体抑制をすることに対し、正しいのか葛
藤していたことを示している。「看護の迷い」は COVID-19
看護が初めてで、このケアで良いのか確証を得ることができ
ず悩んだことを示している。サブカテゴリーを相関図にする
と、
〈今までと同じようにできない〉〈理想の看護ができない〉
というサブカテゴリーを中心に、類似したサブカテゴリーが
近くに配置され、相互に関係していた。
【考察】患者との接
触を最小限とするため、患者の個別性に合わせたケアができ
ず、看護師はその役割を十分に果たせず悩んでいたと考える。
看護師は感染対策の重要性を理解しているからこそ「感染対
策優先」と考えていたが、その一方で感染対策を行うことに
付随する追加の業務や妨げに疲労を感じていた。また、患者
の安全を優先し身体抑制をせざるを得ないこともあった。し
かし一方で、自分たちの行動は本当に正しいのか、何もでき
ない自分たちが後ろめたいというような気持ちを抱え、ジレ
ンマを感じていた。今回 COVID-19 看護は初めての経験であ
り、COVID-19 看護のガイドラインもなかったため、看護師
はこの看護ケアが正しいといった確証を得ることができず、
ジレンマを抱えたまま看護ケアを行っていたと考える。カテ
ゴリーは 4 つに大きく分類されたが、それぞれが独立して存
在するのではなく、〈今までと同じようにできない〉ことが
「看護の迷い」に繋がり、「感染対策優先」のために〈理想の
看護ができない〉など相互に影響し合い看護師のジレンマを
形成していた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

COVID-19

¹ 研究開発法人国立がん研究センター中央病院
² 独立行政法人国立病院機構災害医療センター

【 目 的 】A 病 院 は が ん 専 門 病 院 で、 感 染 症 指 定 医 療 機 関
ではないが、行政からの要請を受け 2020 年 4 月中旬から
COVID-19 患者専用病棟を立ち上げ、入院患者の受け入れを
開始した。スタッフは、継続して COVID-19 病棟に所属す
る看護師 ( コアナース )、定期的に交代する看護師 ( リリー
フナース )・医師と、その他コメディカルで構成されており、
全スタッフがマニュアルを遵守することに注力した。その結
果、感染対策の徹底とそれを標準化することができた。これ
までの病棟運営を振り返り、感染対策の標準化につながった
活動をまとめ報告する。
【方法】1. マニュアルの作成と改訂：
COVID-19 対応感染対策マニュアルは現場の看護師と感染管
理認定看護師が作成した。マニュアルは現場の実践の中で修
正し、1 週間に 1 回の頻度で改訂した。2. 感染管理における
疑問解決の体制：立ち上げ準備の 4 月 14 日から 5 月 14 日ま
では院内の感染管理認定看護師がリリーフナースとして配置
され、
疑問が生じた時その場で解決できる環境を整えた。3. 教
育的関わり：各勤務帯にコアナースを配置できるよう勤務計
画を立て、定期的に入れ替わるリリーフナースの教育を行っ
た。教育の内容は、
感染管理や病棟業務などであった。
【結果】
現場に即したマニュアルを作成したことで、リリーフ看護師
から業務の習得がしやすかったという意見が聞かれ、PPE 着
脱手順の遵守率は 100% を達成し、12 月調査の手指衛生順守
率は 95％であった。また、感染管理についての疑問をタイ
ムリーに解決することで業務や入院患者の増加、患者の状態
変化など、求められる業務が変化した際に適切に対応するこ
とができた。リリーフナースは環境も業務内容も違う中でコ
アナースの教育により業務を習得し計画通りの交代勤務をす
ることができた。総受け入れ患者数 307 名（2021 年 3 月 31
日現在）、配置された総看護師数 83 名、医師数 70 名の状況
においてクラスターの発生はなかった。
【考察】実践の中で
定期的に改訂したことでよりわかりやすく実践可能なマニュ
アルとなり、感染対策の徹底に繋がった。感染対策が標準化
されたことは業務が整理され、感染対策の質の担保に繋がっ
た。またリリーフナースが入れ替わる中で全員がマニュアル
を遵守できる体制をとれた要因にはコアナースの教育的関わ
りや教育できる環境を調整したことが挙げられる。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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面会制限の中、看護師だから出来ること

－定期的な電話面談を入院患者の家族に行って－
キーワード：面会制限

電話面談

家族看護

環境整備に対する B 病棟看護師の意識調査
キーワード：環境整備

療養環境

看護技術

看護師の意識

○水野 なつみ・松尾 奈都美・加藤 公美

○今 方美・木村 里美

川崎医科大学付属病院

医療法人社団愛友会金沢文庫病院

【目的】患者の療養環境を整えることは看護技術の一つであ

【目的】COVID-19 の影響で昨年度より面会の制限が始まり、

ると考える。シーツ交換や部屋の掃除は、業者委託や看護助

患者家族（以下家族）は病状の悪化や最期の時を迎える際に

手が行う施設が増える中、
A 病院では看護師が行っている。F・

面会となる現状がある。今回、看護師は家族へ何が出来るか

ナイチンゲールは「看護覚書」の中で環境整備の重要性を述

検証し、リモート面会運用迄の間電話面談（以下面談）を企

べている。しかし B 病棟では看護師の主観的な満足で終わっ

画した。面談で入院生活の様子を伝え、家族の想いを聴く事

ている現状がある。環境整備は、患者の状況や状態に合わせ

の効果と看護師への影響を考察する。【方法】面談は 2020 年

た個別性のあるものが満足にもつながると考えた。そこで入

11 月～ 2021 年 3 月まで B 病棟の日々の部屋担当看護師（以

院生活における患者固有の空間に対して看護師の環境整備に

下看護師）が研究主旨を説明し、152 名中同意した 76 名の

対する意識調査を行い、看護実践の示唆を得るため本研究を

みへ週 1 回行った。質問紙は、実際に面談を受けた家族へ退

行う事とした。
【方法】
所属施設の倫理委員会の承認を得た後、

院時・病棟転棟時に電話又は用紙を配布し、電話面談を行っ

B 病棟看護師 28 名に対しアンケート調査を行い、調査項目

た看護師 32 名中実際対応した 23 名には研究終了時に実施し

の回答は単純集計し、得られた結果を経験年数ごとにクロ

た。家族質問項目は、入院時に「看護師へ聞きたい事」
「不

ス分析を実施した。なお分析については統計ソフト SPSS®

安に思う事」、終了時に「面談の感想」「不安軽減の有無」
「今

Statistics 26.0 を使用した。自由記載では日頃環境整備に対

後も続けたいか」を選択・自由記載式に調査した。質問紙の

して心掛けている事を尋ね、得られたデータをコード化し意

数値結果は単純集計し、自由記載形式は意味の類似性に沿い

味内容が類似するものを集約しサブカテゴリー、カテゴリー

研究者間でカテゴリ・サブカテゴリに分類した。家族、看護

化を行った。カテゴリー生成に至るプロセスでは質的研究者

師へ研究で得た情報はプライバシーを保護する事を説明し口

のスーパーバイズを受け信頼性を確保した。【結果】B 病棟

頭と書面にて同意を得た。また A 病院倫理審査委員会にて

に勤務する看護師 27 名に配布し 24 名から回答が得られた（回

承認を得た。【結果】面談主旨の説明で、「様子を聞けるのは

収率 89％）。環境整備における行動の回答分布では、全体の

嬉しい」と同意した殆どの家族が話した。家族は、76 名中

70％以上の看護師が整理整頓や清潔が維持できているかを重

91％が面談を「良かった」と答え、不安は 93％が「軽減した」

視し、病室の環境整備に取り組んでいることが分かった。反

と答えた。また 96％が「取り組みを続けて欲しい」と答えた。

対に不要な物を撤去する。オーバーテーブルの物を避けて拭

自由記載式では電話面談の「良かった理由」は、≪様子が分

き掃除をすると言う項目では「とてもある」は 0％であった。

かる≫≪不安軽減≫≪安心≫≪必要性を感じない≫の４サブ

経験年数別にみると新人に不要になったものを撤去する判断

カテゴリに分類された。「不安軽減理由」は≪感謝≫≪様子

ができない傾向があることが明らかとなった。自由記載では

知が分かる≫≪電話が楽しみ≫の 3 サブカテゴリに分類され

整理整頓や清潔を保つことに重点を置き実践している有り様

た。看護師は 96％が面談を行って良かったと答え、自由記

が 3 カテゴリー、7 サブカテゴリー、18 コードで構成されて

載は面談の感想を≪家族の安心≫≪想いを知る≫≪ケアの向

いた。【考察】B 病棟の看護師が実践する環境整備は全体的

上≫≪負担≫の４サブカテゴリに分類された。【考察】面談

に視覚的な部分の整理整頓を意識している看護師が多くみら

を約半数の家族が希望した事は、患者の状態を知りたいが手

れ、患者の療養環境が安全と快適さが実現できる環境を目指

段が限られる現状がある為と考えられた。面談で定期的に患

すものであった。このことは F・ナイチンゲールの看護の概

者の入院生活の様子を伝えた事により、会えない中でも家族

念の一つである「看護がしなければならないことは－中略－

が患者の様子を想起し、不安軽減に繋がる効果を得られた。

最善の状態に患者を置くことである」ことが後押しされたと

また看護師は、家族の想いを聴き患者の日々のケアに活かす

考える。

事や、感謝の言葉を聴き看護のやりがいに繋がったと考える。
しかし、業務を抱えながら面談を行う事が看護師の負担とな
る事も示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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複数回転倒した患者の実態及び特徴

病棟看護師のスキンテアに対する認識

キーワード：複数回転倒

キーワード：スキンテア

認知

身体機能

対策

外傷性損傷

皮膚トラブル

○松本 綾子・菅野 春美・佐藤 美枝・宗像 智子

○池田 倫子・藤本 聖菜・松原 史菜

一般財団法人太田綜合病院附属熱海病院

JR 広島病院

【目的】患者の安全の観点から転倒対策は重要で、これまで

【目的】高齢者の皮膚は加齢による生理的変化によって皮膚

に転倒のリスク要因については知見が蓄積されている。しか

バリア機能が低下するためスキンテアが発生しやすくなる。

し、複数回転倒した患者の実態および特徴に関する報告は見

病棟内において医療器具によるスキンテアも発生しており

当たらない。本研究では、複数回転倒した経験のある患者の

本研究は病棟看護師のスキンテア対策への実態調査を行い病

実態及び特徴を明らかすることで、転倒防止策を強化するこ

棟のスキンテア対策の課題を明らかにすることを目的とし

とを目的とした。【方法】対象は令和 2 年 4 月～ 10 月の間 A

た。【方法】研究方法はアンケートによる量的分析、対象は

病棟に入院中の転倒した患者とし、転倒報告書、カルテ、転

A 病院に勤務している B・C 病棟勤務の全看護師 51 名、期

倒・転落スコアシート等からデータを収集した。調査項目は

間は 2020 年 3 月〜 12 月まで実施。看護師が日勤帯に受持つ

年齢、発生件数、診断名、認知機能、FIM 等であった。分

患者に対する観察や確認、スキントラブルの現状を病棟看護

析は Excel を用いて集計した。所属施設の臨床倫理委員会の

師のスキンテアへの実施割合で比較した。倫理的配慮としア

承認を得て実施した。
【結果】令和 2 年 4 月～ 10 月の間で転

ンケートは無記名で実施。【結果】アンケート回収率 51 名中

倒した患者は 18 人、転倒事故件数は 26 件であった。複数回

42 名。過去 1 年のスキンテア発見件数は 9 割以上があった。

転倒した患者は 5 人（27%）で件数は 8 件であった。年齢は

スキンテアリスクアセスメントではステロイドや抗凝固薬な

80 歳以上が 5 人、うち 2 人が 90 歳以上であった。転倒間隔

どの薬物使用、抗がん剤治療、放射線治療歴の観察は年齢、

は 8 件中 5 件が 2 週間以内であった。場所は 8 件中 7 件が病

ADL、認知機能、栄養状態、四肢麻痺、スキンテアや褥瘡発

室であり、いずれも介助者は不在であった。転倒発生の時間

生率、皮膚状態の観察率に比べ低く約 5 割程度。身体拘束時

帯は、長日勤帯（17:00 ～ 21:00）で 3 件、夜勤帯（20:30 ～ 9:00）

2 時間おきの皮膚状態観察は約 3 割、2 回以上は 5 割、評価・

で 5 件であった。麻痺のある患者は 2 人。服薬状況は 5 人中

検討は 9 割以上が毎日か時々実施している。医療器具 ( カテー

4 人が眠剤・安定剤、1 人が降圧利尿剤を内服していた。患

テル類など ) の使用時は約 9 割が 2 回以上皮膚状態を観察し

者の認知症高齢者スクリーニングは、2b 以上が 4 人であった。

ているが約 3 割が医療機器を外していない。約 9 割が保護テー

転倒・転落危険度 2 が 2 人、3 が 3 人であった。センサー使

プの相談検討やケア時全介助の患者に 2 名以上で体位変換時

用者は 3 人（床センサー：1 人、離床センサー：2 人）
。体幹

必ずか時々実施している。
【考察】医療機器の使用時の観察

抑制使用が 1 人、抑制不使用は 4 人であった。複数回転倒患

や保護テープの検討・交換、ケア時に 2 名以上での実施は病

者の排泄や移乗動作は一部介助を要した。複数回転倒患者の

棟にてケア時ペアリングで実施することが周知されており共

5 人の主病名は脳梗塞であった。複数回転倒 8 件中 4 件が排

通認識ができているため実施率が 8 〜 9 割と高い。観察でき

泄関連の理由であった。【考察】本研究では複数回転倒した

ていない項目に関してはスキンテアリスク要因であるという

経験がある患者は 5 人（27％）、複数回転倒した患者の特徴

共通認識を持つために勉強会を開きスキンテアに対する認識

として、高齢、認知機能の低下があり、活動に見守りから一

向上に努めていく必要がある。また身体拘束時 2 時間おきに

部介助が必要等であった。患者には脳血管疾患に罹患してい

抑制を解除して観察する習慣を身につけるため、チェック表

たことから、感覚障害や片麻痺がある。また、高次脳機能障

の作成や看護指示入力の検討を行う必要がある。スキンテア

害もしくは認知症の診断があり、認知症高齢者スクリーニン

は日々の行動やケアによって発生する損傷であるため、スキ

グ評価において認知力低下がみられ、転倒のリスクが高まっ

ンテアの概念を病棟内で十分に理解し今後は患者に対して正

ていたため複数回転倒に繋がったと考えられる。この事から、

しい技術を提供しスキンテア対策に取り組んでいく。

転倒防止策を強化するためには入院早期の段階で転倒に関す
るリスクをアセスメントするため転倒対策シートを作成する
こと、多職種で転倒予防対策を検討、共有することが必要で
ある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅷ -104

ポスター T - Ⅷ -105

全身麻酔下の呼吸器手術患者に対する術前オ
リエンテーション

－ ESWAT の 5 因子に沿ったパンフレットを用いて－
キーワード：術前オリエンテーション
不安因子に沿ったパンフレット

不安軽減

看護師のおむつ交換スキルの現状

－ベッドサイドケア充実に向けて－
キーワード：ベッドサイドケア
失禁時の漏れ

おむつ交換スキル

○土井 淳詩・寺島 英子・三ツ塚 璃奈・
大井 亜紀

○眞部 尚明・小林 由希菜・荒井 明美・
佐治 美江

かみいち総合病院

竹田綜合病院

【目的】A 病棟の 1 日の業務時間調査を行ったところ、おむ

【目的】A 病棟では、手術を受ける患者から不安の声が聞か

つ交換に最も多くの時間を要していた。ベッドサイドケアを

れており、より患者のニーズに合った関わりが必要であると

充実させるため、おむつ交換時間の短縮を試みたが失禁時の

考える。そこで、小笠らが発表した「待機手術患者用心配事

漏れが発生した。その要因として、看護師のおむつ交換スキ

アセスメントツール（ESWAT）」の不安を構成する 5 因子

ルが関係しているのではないかと考えた。今回、A 病棟看護

に沿ったパンフレットを作成し、術前オリエンテーションを

師のおむつ交換スキルを明らかにすることを目的として本研

行うことで患者の不安軽減に繋がるかを明らかにする。
【方

究に取り組んだ。
【方法】A 病棟の看護師 20 名を対象とし、

法】1. 対象者：A 病棟に入院した全身麻酔下で開胸または

研究対象者へ調査依頼文書と評価用紙を配布する。研究参加

胸腔鏡下手術を受ける患者 20 名。2. 方法：不安因子に沿っ

者には研究参加は自由意志で拒否による不利益はないことを

たパンフレットを用い術前オリエンテーションを行い、そ

文書と口頭で説明した。評価用紙はおむつメーカー 5 社の各

の前後で日本語版 STAI を実施した。STAI の採点は、日本

ホームページより「おむつのあて方」を参考に、排泄ケアに

語版 STAI マニュアルに沿って単純集計した。結果をウィル

関する講習会を受講した者（以下、講習修了者）と研究メン

コクソンの符号付順位検定を用い有意水準 5% で比較検討し

バーが独自に作成した。評価用紙は自己評価後に回収袋に投

た。3. 倫理的配慮：対象者に研究の主旨、参加は自由意思で

函し、同項目で講習修了者による直接観察法で他者評価を実

あること、個人が特定されないこと等を説明し、同意を得ら

施した。その際には患者のプライバシー保護に配慮した。評

れた患者のみとした。所属施設の臨床倫理委員会で承認を得

価項目は 10 個で、「おむつのサイズ」「汚染物の除去」「尿取

た。
【結果】対象者 20 名（男性 11 名、女性 9 名）に術前オ

りパッドのあて方」「紙おむつのあて方」の視点で評価し、0

リエンテーションの前後で STAI を実施した。状態不安にお

～ 3 点の 4 段階評価とした。本研究は B 病院医療倫理規定

いて、高不安状態にある患者が 1 回目は 17 名、2 回目は 14

に基づき、医療倫理委員会の審査をうけ承認を得た。【結果】

名であった。状態不安の P 項目の点数減少に有意差がみられ

評価用紙の回収率は 100％。
「おむつのサイズ」では他者評価

（p ＝ 0.017）、さらに男女別で検定した結果、女性に有意差

1.5 点と患者に適したサイズのおむつを選択できていなかっ

が認められた（p ＝ 0.038）。特性不安において、平均値では

た。「汚染物の除去」は自己評価 2.8 点、他者評価共 3.0 点で

1 回目 44.05、2 回目 39.65 で、点数の減少に有意差がみられ

あった。
「尿取りパッドのあて方」では尿取りパットを振ら

た（p ＝ 0.026）。平均値の男女別では、1 回目：男性 42.63、

ずにギャザーを立てる、男女の特徴を捉えた パッドの使用

女性 44.66

で他者評価 1.2 点、
「紙おむつのあて方」は隙間なくおむつを

2 回目：男性 39.27、女性 40.11 であった。
【考察】

状態不安における結果から、不安軽減に繋がったのは、不安

あてることや尿取りパットを包むようにギャザー部分を持ち

因子を考慮したパンフレットを用い、さらに写真やイラスト

上げながら引き上げることが他者評価 1.0 点で「おむつサイ

などを工夫したことで、手術に対するイメージがつきやすく

ズの選択」
「尿取りパット・紙おむつのあて方」でおむつ交

なったためと考える。男女別でみた場合として、女性におけ

換スキルが低い結果となった。
【考察】A 病棟の看護師は「適

る状態不安の P 項目の点数減少に有意差がみられた。一般的

切なサイズ選定」「正しく尿取りパッドや紙おむつをあてる」

に不安障害は女性に多い傾向があることから、術前オリエン

ことのおむつ交換スキルが低かった。日常業務の中で習慣化

テーションをすることで不安減少が優位に表れやすいと考え

された手技では根拠のないおむつ交換となり、失禁時の漏れ

る。特性不安の減少について、一般的に変化しないと言われ

が発生する要因の一つになると考えられる。本研究により明

ているが、本研究では有意差がみられた。不安因子に沿った

らかとなった要因に焦点をあてた勉強会や指導介入、おむつ

パンフレットを用いた術前オリエンテーションによるものか

交換スキルを継続して評価、可視化することでスキル向上が

の関連性は、今後対象者を増やし考察する必要がある。

期待されると共に、患者の負担軽減やベッドサイドケア充実
の一助となると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅷ -106
この演題は取下げになりました

ポスター T - Ⅷ -107
整形外科病棟看護師の多重課題に対する困難
感と対処法

－経験年数 10 年以上の看護師を対象にして－
キーワード：整形外科病棟 多重課題 困難
経験年数 10 年以上の看護師

対処

○南本 悠貴・辻岡 美恵子
済生会奈良病院

【目的】整形外科病棟看護師の多重課題に対する困難感と思
い、対処法を明らかにする。
【方法】インタビューの手法を
用いた質的記述デザイン、対象者は A 病棟看護師経験年数
10 年以上の看護師 5 名。録音した音声データを逐語録に起
こし、逐語録の中から研究目的である多重課題に対する思い
が述べられている部分を中心に取り出してコード化、内容の
類似に基づいてサブカテゴリー、カテゴリー化を行った。分
析プロセス及びデータの信頼性を確保するために研究メン
バーでの検討に加え、分析経験のある研究者とともに繰り返
し検討を行った。【結果】研究対象者 5 名の属性は、平均年
齢 46.6 歳、看護師歴平均 22.6 年 A 病棟勤務平均 6.2 年であっ
た。得られたデータの内容を遂語録に起こし 74 のコードが
得られ、32 のサブカテゴリーと 14 のカテゴリーに大別され
た。
「多重課題を抱えながら他のスタッフのフォローを求め
られる」
「医療者間でタイムリーなコミュニケーションがと
れない」
「多様なニーズを持つ患者への対応が求められ時間
配分が難しい」「業務やケアを思うように遂行できない」
「で
きるだけ迅速かつ丁寧に患者に関わりたい」
「仕様のない状
況下で自己の患者対応への葛藤がある」
「患者ニーズに対応
するため時間管理を重視したい」
「課題に対し自ら前向き取
り組みたい」「メンバーに働きかけて協力を得る」「自分で創
意工夫し対応する」「患者に関わる時間の調整を行う」「業務
の特性から優先順位を考え対応する」
「患者の個別性から優
先順位を決め対応する」に分けられた。【考察】看護師は、
対象の患者の理解をまず行い、対象のニーズを把握し、看護
実践を行う。安全安楽に看護技術をチームアプローチで行い、
責務を持ち、倫理的に思考・行動を行う。毎日の業務の中で、
毎日繰り返される行動である。その行動は、経験年数や、チー
ム内の自己の立ち位置により多重課題のレべルは変化し高度
化していると考える。今回の対象者は経験が豊富である。し
かし、様々な困難感を持ち、思いを持っている。整形外科病
棟での手術日は週に２から３日ある。手術前後の周術期看護
では、時間の管理が必要であり、患者の優先順位を常に考え
て行動している。入院期間も短く、患者の治癒過程も素早く
展開していく。時間と、優先順位は常に体感しながら工夫を
こらし、対処していると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅷ -108

ポスター T - Ⅷ -109

A 病院外来の問診票の評価
キーワード：業務改善

処置室業務

問診票

外来待ち時間

○大橋 宏美・原田 君佳・遠藤 祥子・馬場 智恵
一般財団法人太田綜合病院附属熱海病院

【目的】A 病院内科外来は、患者の症状把握や適した診療科
へ継ぐため、初診患者や定期受診でない患者は、処置室で症

外来での骨粗鬆症治療週２回テリパラチド製
剤の自己注射導入からみえた課題と対策
キーワード：骨粗鬆症

継続看護

自己注射

外来看護

○梶田 和恵・寺石 友香・木村 乃里子
医療法人徳洲会札幌徳洲会病院

【目的】外来での週 2 回テリパラチド製剤の自己注射導入方

状確認を行っている。症状確認時の情報収集の進め方は担当

法について、継続看護の課題と対策を明確にする。【方法】

した看護師により様々であり、既存の問診票はあるが使用頻

A 病院倫理委員会の承認を得たのちに実施。研究対象者：A

度は少ない。また処置室業務は、採血・点滴・検査予約・注

病院外来にて、週 2 回テリパラチド製剤自己注射導入をした

射等も多い中で症状確認を行っているため、患者の待ち時間

患者 12 名。データ収集方法：2020 年 3 月から 2020 年 11 月

が延長している。その為、本研究では、既存の問診票を評価し、

の期間で自己注射を導入した患者カルテから自己注射継続で

短時間で必要な情報を記載できる改訂版問診票を作成する上

きた群、継続できなかった群に分け、「年齢」
「性別」
「住居

での基礎資料とする事を目的とする。【方法】対象者は、内

形態」
「サポート者の有無」
「継続可否の理由」
「導入前のテ

科外来看護師 13 名であった。無記名式アンケートを配布し、

リパラチド製剤の投薬歴」「既往歴」「導入後の定期受診時の

留め置き法について回収した。調査項目は、配属年数や既存

患者への手技確認についての看護記録の有無」の項目を単純

の問診票活用経験の有無等であった。分析は、量的データは

計算し、比較分析を行う。
【結果】自己注射導入者の平均年

単純集計を行った。本研究は、A 病院臨床倫理委員会の承認

齢は 77 歳。導入後の継続率は 67％。継続できた群でサポー

を得て実施した。なお、本研究で得た情報は、研究以外で使

ト者ありは 75％、サポート者なしの 25％は、他剤自己注射

用しない事、研究へ参加しなくとも不利益が生じない事を書

の経験者であった。継続できなかった群のサポート者なしは

面にて説明し、対象者からのアンケート回収を持って同意を

75％。継続できなかった主な理由は、手技困難、副作用、認

得た。
【結果】対象者は女性 13 名 (100%) であった。配属年

知力低下であった。導入後の定期受診時の患者への手技確認

数は最長 10 年、最短 1 年未満であった。問診票を活用した

についての看護記録は、継続患者 8 名中、指導後 2 回目の受

経験がある対象者は 5 名 (38％ )、活用した経験がないは 8 名

診時までは 50％に記録を確認したが、3 回目以降から記録は

(62％ ) であり、問診票の所在がわからないという意見があっ

確認されなかった。継続できなかった群の 75％は、自己注

た。問診票が患者にとってわかりやすいと回答した対象者は

射指導時に手技困難、導入後１回目の受診前に副作用、手技

8 名 (62％ )、わかりにくいは 5 名 (38％ ) であり、既存の問診

困難にて継続困難となっており、25％は導入後、1 回目の受

票は質問事項に丸をつける形式で患者によって丸の数が多く

診時は手技問題ないと記録されていたが、2 回目の受診時に

なり、何が一番辛い症状なのか分りにくいという意見があっ

は記録がなく、3 回目の受診前に認知力低下にて継続困難と

た。問診票で必要な情報が得られていると回答した対象者は

なっていた。
【考察】自己注射導入の平均年齢は 77 歳であり、

6 名 (46％ )、得られていないは 7 名 (54％ ) であり、既存の問

継続できた群の 75％はサポート者がいたが、継続できなかっ

診票は具体的でないため、医師が診察時に必要とする情報が

た群の 75％にサポート者がいなかったことから、高齢者の

少ないという意見があった。問診票の有効な活用が、患者の

自己注射導入と継続にはサポート者の存在が影響すると考え

待ち時間の短縮や負担軽減に繋がると思うと回答した対象者

られる。継続できなかった理由の中には、導入後の手技困難、

は 13 名 (100％ ) であった。【考察】本研究では問診票を活用

認知力低下が挙げられたが、一方では導入後の定期受診時の

した経験がない看護師がいること、課題として問診票の内容

手技確認の看護記録の記載率が低かったことから、現行の導

以外にも問診票を把握していない事などが明らかになった。

入方法における課題として、外来看護師間の自己注射導入す

A 病院の患者の特徴として高齢、認知症の患者が多く、家族

る患者へのアセスメントや手技確認、患者の思いを確認する

付き添いの受診は少ない。このことから、問診票はヘルスリ

といった関わりについて共通認識ができていないことが挙げ

テラシーの知識と技術を活用し改訂すると共に、効果的な活

られる。これらのことから外来における支援体制の構築が必

用のためには職員間で問診票の目的等を共有する事が必要で

要であると考える。

ある。
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外来看護師の看護実践に関する調査研究
キーワード：外来診療

外来看護師

病棟 - 外来のローテーション勤務を経験した
看護師がとらえる困難とその効果

看護実践

キーワード：外来 - 外来ローテーション
外来看護

○橋本 由佳・坂千代 沙千・延 めぐみ
吉野川医療センター

看護方式

○東谷 朗子・田中 いずみ

【目的】中規模急性期病院における、外来看護師の看護の現

手稲渓仁会病院

状と課題を明らかにする【方法】混合研究法による内容分析

である。研究対象は、A 急性期病院の外来看護師 32 名で、 【目的】今日において在院日数の短縮により、治療方針など
の重要な意思決定や複雑な治療も外来で行われるようにな
外来看護経験 3 年未満が 6 名、3 年以上が 26 名であった。先
行研究をもとに独自で作成したアンケート用紙を使用し、同
意の得られた対象者に無記名で調査した。分析は、選択問題
を複数回答ととしたため単純集計とし、属性で比較する場合
はパーセンテージを用いた。記述式回答は、収集したデータ
から類似性と相違性を考慮し、帰納的にカテゴリー化を行っ
た。
【結果】外来看護で大切にしていることとして、【コミュ
ニケーション】と回答した者が最も多かった。最も少なかっ
たのは、
【リフレクション】という結果であった。3 年以上 3
年未満の外来経験年数別で最も差が大きかったのは、
【状況
把握】の項目であり、3 年以上が高かった。また、外来での
看護実践は、≪限られた時間での看護実践≫をベースに、
【患
者の状況を把握する】【患者との関係性を築く】【看護の展開
を予測する】
【多職種と連携】の 4 つが抽出された。実践し
たいと思ているができてないことは、【時間をかけたかかわ
り】【救急看護のスキルアップ】【地域連携】の 3 つが抽出で
きた。
【考察】A 急性期病院の外来看護師の看護実践は、限
られた時間であることを意識しながら、コミュニケーション
を駆使し、患者の状況把握や、患者との関係性の構築、看護
の展開を予測することや多職種連携を行っていた。これは、
次に担当できるかどうかわからない勤務環境であるため、今
のこの出会いを大切に看護しているためと考えられる。また、
3 年未満の看護師の状況把握に対する意識が 3 年以上の看護
師に比較して低かったのは、経験不足が考えられる。これは、
時間調整能力が低いため、患者に目を向ける時間の余裕がな
いことが考えられる。実践したいができていないことの多く
は、現状から一歩前進する看護と考える。可能にするには、
どうすれば次に活かせるかリフレクションが重要である。し
たがって、今後の課題は、スタッフ全員のリフレクションに
対する意識の向上を図ることである。

り、外来看護の重要性が増している。これまでの入院病棟

を中心とした看護提供のあり方を再考するために、本研究
は、病棟看護師が外来で看護業務を実践することでの困難と
その効果を明らかにすることを目的とする。【方法】対象は、
ローテーション研修または応援業務で外来業務を経験した病
棟看護師 28 名と、受け入れ側の外来看護師 17 名とした。方
法は、病棟看護師に外来での看護業務に携わった際に認識し
た『困難』と『効果』
、外来看護師に病棟看護師を受け入れ
て感じた『困難』と『効果』について自由記述の質問紙を作
成した。その記述内容を分析対象データとし、分析方法は
Berelson の内容分析の手法を用いた。記録単位は主語と述語
からなる一文章とし、各記録単位を意味内容の類似性に基づ
き分類した。倫理的配慮として、研究者所属施設の倫理審査
委員会の審査を受け承認を得た。
【結果】対象者の平均看護
師経験年数は、病棟看護師が 12.6 年 (SD6.9)、外来看護師が
18.7 年 (SD8.4) であった。病棟看護師の『困難』としては「シ
ステムがわからないことによる外来業務への戸惑い」(13 記
録単位 :25%)、
「限られた時間の中での情報収集が難しい」(10
記録単位 :19%) が多かった。一方『効果』としては「入院前
後の患者の様子を知ることで病棟のケアにいかせる」(10 記
録単位 :18%)、「外来の患者の生活がみえて病棟での退院支援
につなげられる」(9 記録単位 :16%) といった病棟への看護に
活かせる内容が抽出された。外来看護師側の『困難』として
は、「スタッフの力量がわからないため業務を任せられない」
(9 記録単位 :26%)、
「外来業務をしながら教える時間がない」
(7 記録単位 :21%) が多かった。また、
『効果』については「病
棟看護師と情報共有しやすい」(8 記録単位 :18%) が抽出され
た。【考察】病棟看護師が外来看護業務を行うことで、お互
いに情報共有がしやすくなり、病棟のケアに活かすことがで
きるなどの効果がみられた。しかし、外来での業務は短い時
間の中での実践であることやシステムの違いもあり、教える
側も含めて戸惑いや困難が生じている。そのため、外来にお
ける業務基準の整備や効果的な教育ツールの検討が必要であ
ると考える。
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分散型看護方式導入による患者ケアの変化
－看護師の主観的比較による調査分析－

ペアリング（日勤帯のみの二人一組の看護業
務）導入後の意識調査

キーワード：看護方式変更

キーワード：看護システム

分散型看護方式

主観的比較

○土田 亜紀・荒堀 比路美・高野 美穂・佐藤 愛梨・
柴門 咲良・七野 美香・松浦 智子

意識調査

業務改善

○冨岡 千春・小林 真央
秋田大学医学部附属病院

NTT 東日本札幌病院

【目的】A 病院 B 病棟では看護の質の改善を目指し、2 年前
【目的】A 病院は 2018 年度よりモジュール型看護方式から、

から日勤帯のみ二人一組で看護教務を行う看護活動を導入し

分散型看護方式（以下ピット制）を導入した。ピット制の導

た（以下ペアリング）
。ペアリング導入後から 2 年が経過し

入により、業務の効率化は見られたが具体的な看護ケアの変

その効果を検討するため意識調査を行った。
【方法】調査期

化については不明であった。よって、ピット制導入前後で看

間：令和 2 年 5 月 1 日～ 30 日。対象者：A 病院 B 病棟看護

護ケアにどのような変化があったかを明らかにするため研究

師（37 名）
。データ収集方法：属性とペアリングに対する意

に取り組んだ。
【方法】QNCQ － NS と「看護師の転倒リス

識を問う無記名自記式質問紙調査。対象者には文書で研究目

クマネジメント力の構成概念とその構造」を参考に、アンケー

的と参加の自由等を説明し質問紙への回答をもって同意を得

トを作成し、回答の選択肢は 4 段階のリッカート尺度（１：

た。研究者所属の倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】の

そうではない～４：非常にそうである）とした。アンケート

べ 372 名（1 日平均 12 名、31 日間）に質問紙を配布し 104

は看護方式変更を経験した 3 病棟の看護師 75 名に配布した。

件（回収率 27.9％、有効回答率 100％）の回答を得た。有意

アンケート結果をピット制開始前後で、マン・ホイットニー

水準 5％でカイ二乗検定を行った結果、経験年数 1-4 年目と

検定を実施し、更にリーダー経験の有無、経験年数毎に検定

ペアになると安心して看護に取り組めなかった、相談できな

を実施した。倫理的配慮は、院内の医の倫理審査委員会の承

かった、看護力の差による負担を感じたと答える有意な傾向

認を得てから、対象者に事前に了承を得た。【結果】質問６、

があった。経験年数 10 年目以上とペアとなるとその反対と

質問１６以外の質問に有意差は見られなかった。質問６「看

なる傾向があった。また業務分担は経験年数 5-9 年目とペア

護師間の連絡は密にとっている」は P 値＝ 0.000692 で有意

になるとできなかったと答える有意な傾向があった。【考察】

差があり、リーダー経験別でリーダー経験がある群のみ、経

経験年数 10 年目以上は看護師経験を重ねることで看護実践

験年数で４～９年目に有意差があり看護師のコミュニケー

能力に加え看護チーム全体を見渡す業務調整能力に長けてお

ションがとりにくくなっていた。質問１６「患者に頼まれた

り、ペアになった相手が安心して看護に臨めるよなったと考

ことはすぐに行う」は P 値＝ 0.0402 で有意差があり、リーダー

える。質問紙回答者が経験年数 1-4 年目では勤務時間内に業

経験別でリーダー経験のない群のみ有意差があった。リー

務を終了することができた、看護判断の際にペアに相談でき

ダー経験のない経験が浅い看護師の得点が高く、患者に頼ま

たと答える傾向があり、経験が浅い看護師にとってはペアリ

れたことはすぐに行うようになったと回答していた。質問

ングにより相談する相手が明確になっていることはアセスメ

１７「タイミングよく生活に合わせて排泄の介助をする」で

ントや看護ケアを行う上での負担感を軽減し、安心感につな

有意差はなかったが、経験年数の長い人の得点が高かった。

がっていると考える。また、1-4 年目の看護師とそれ以上の

【考察】リーダー経験のない経験年数の浅い看護師は、ピッ

経験年数を有する看護師でのペアリングを行うことでペア間

トに滞在し患者のそばにいることで患者のニーズに対応する

でコミュニケーションが増え、それぞれの業務の進捗状況を

ことができ、ケアの提供がしやすくなっていたと考える。10

確認し合うことで先輩看護師がペアの不足部分を補完できた

～ 20 年目の看護師は、看護方式変更後も看護師間の連携に

ことが業務量の調整につながり時間内での業務終了につな

特に変化は感じていなかった。経験年数の長い看護師は、病

がったと考える。一方で経験の浅い看護師の安心感は経験を

棟全体を把握しチーム全体で相互支援をする能力を獲得して

重ねた看護実践能力の高い看護師の負担によって支えられて

いるため、変化を感じていないのではないかと考える。看護

いる可能性があり、現状では経験年数 5 年目以上ではペアで

方式変更後、患者ケアの提供がしやすくなった反面、ピット

看護実践することに負担感の方を大きく感じている可能性が

制となりそれぞれの拠点に分かれことにより、チーム間でお

示唆された。経験年数 5 年目以上の看護師のペアリングへの

互いの状況が見えづらくなり、連携不足を感じている看護師

負担感軽減の方策検討が必要と考える。

が多くなっていた。
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A 病棟における PNS®定着推進の取り組み

看護師が仕事中に感じるゆとり

キーワード：PNS® 振り返り会

キーワード：看護師

監査票

ゆとり

業務

○佐々木 利奈・猪又 一美

○高橋 佳織

公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院

地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立足柄上病院

【目的】A 病棟は 2014 年からパートナーシップナーシング

【目的】
A 病棟の日勤終業時間は 21 ～ 22 時に常態化していた。

システム Partnership Nursing System®（以下 PNS®と略す）

時間外勤務が 3 時間を越えると、疲労が蓄積し業務効率が低

を導入している。導入時は院内研修や学習会などが行われて

下する。ゆとりがあると、
他者を気遣うことや物事をポジティ

いたが現在は行われていない。年月の経過と共に知識を失念

ブに考えられ、看護師個人の生産性の向上、質の高い看護実

している現状があり、研究を通して PNS®の定着推進に取り

践に繋がると考えられる。そこで、A 病棟看護師は仕事中に

組みたいと考えた。定着促進の取り組みとして A 病棟スタッ

ゆとりは何から得られるかを明らかにして、安心して働きや

フに振り返り会と自己監査を行うこととした。PNS®の 3 項

すい職場環境づくりに活かしたい。
【方法】1.

目「情報共有」
「マインド」「補完」に焦点を当て、自己監査

法：インタビュー調査 2.

と振り返り会の逐語録から看護師の意識に変化がみられる

9 月現在に勤務する A 病棟看護師 25 名（13.2 年 SD10.1）3.

か、明らかにすることを目的とした。【方法】2020 年 11 月

データ分析法：内容を逐語碌にして、研究指導者と合意に達

～ 12 月 A 病棟看護師に振り返り会を開催した。開催前後に

するまで検討を重ねカテゴリー化し分析する【結果】A 病棟

自己監査票をメンバー（16 項目）、リーダー（18 項目）と対

看護師の仕事中に感じるゆとりは、≪安心できるスタッフが

象別の用紙を用い、各項目を点数化した。監査票を取り組み

いる勤務≫や≪患者ケア≫を通して得ることができていた。

Ⓡ

データ収集方

対象者：201X 年 12 月～ 201Y 年

前後で PNS 自己各項目の得点変化を Wilcoxon の符号付順

一方で、≪業務量≫≪受け持つ患者数や患者重症度≫≪自分

位和検定で分析した。その後、振り返り会の内容を逐語録に

の計画通りに仕事ができる≫状況から、ゆとりを想定してい

起こし、
「情報共有」「マインド育成」「補完」に関連した言

る看護師がいた。また、ゆとりを感じたことがない看護師も

葉を整理し、個人の思いの変化など類似する内容のものをま

いた。【考察】仕事中に感じるゆとりの ≪安心できるスタッ

とめた。【結果】自己監査は前後で回答のあった 17 名を分析

フがいる勤務≫は状況から得られる心の状態で、気軽に確認

対象とした。有効回答率は、日勤メンバー 73％、日勤リーダー

や質問ができ、安心して看護実践が行える。この状況は、看

67％であった。日勤メンバーの項目全てにおいて有意差はな

護師個人の生産性や意欲が上がり、質の高い看護や医療事故

かった。振り返り会は計７回開催した。メンバーにおいて
「ペ

のリスクの低下に繋がると考えられる。≪患者ケア≫は看護

ア看護師は相談しやすさがありますか」の項目の監査表の変

実践の結果から得られるゆとりで、実践したことを振り返る

化はなかったが振り返り会にて「声掛けが多いと心強い」
「感

ことができ、自己の成功体験の自信、失敗からも学びが得ら

謝の気持ちを言った方が気持ちよく働ける」という肯定的意

れる自己効力感や看護実践能力が高いことが考えられる。ま

見が複数あった。また、日勤リーダーでは「常に先を考えな

た、自分が何をすべきか考え行動できるので、対処能力が高

がら行動している」との発言が複数みられた。【考察】「ペア

くゆとりを作り出せることが考えられる。一方で、ゆとりを

看護師は相談しやすさがありますか」という問いに肯定的意

想定している看護師やゆとりを感じたことがない看護師は個

見がみられたことは振り返り会を通し、ペアやリーダーへの

人のキャパシティーが影響するため、ゆとりを作り出すこと

感謝の気持ちを表現する大切さを共有したことが影響を与え

が難しいと考えられる。時間外勤務の常態化は、疲労の蓄積

たと考える。また、振り返り会の日勤リーダーの発言から、

や休息時間の減少により、仕事と生活の調和が崩れやすく、

リーダーは先を読んだ采配など適切なマネジメントをしてい

心身の疲労がまた看護師の仕事中に感じるゆとりに影響す

ることが読み取れた。振り返り会による成功例や日々の共有

る。以上の事から、
日頃からお互いが相手に関心を寄せコミュ

をすすめることはメンバーのテキストとなり、リーダー育成

ニケーションを意識し、プラスのフィードバッグを行うこと

や PNS®の目的である「成果と責任の共有」に繋がる考え、

が、ゆとりを持ち安心して自信をもって働きやすい環境や看

今後も継続していく。

護実践能力を高めることに繋がっていくと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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深夜入り看護師の記録時間を勤務時間内に確
保した時間外勤務や疲労感への効果の検討

病棟クラーク導入による時間外労働短縮の取
り組み

キーワード：看護記録

キーワード：時間外労働

時間外

疲労感

○五十嵐 真実 ¹・大橋 富士美 ¹・森内 美由紀 ¹・
金田 真樹子 ¹・澤田 一将 ¹・稲村 尚子 ¹・
塚原 節子 ²

○宮野 祐貴・浅尾 智子
富山県済生会富山病院

急性期患者を受け入れており、8 割以上が緊急入院である。

【目的】本研究では、深夜入り看護師を対象に、看護記録時
間を勤務時間内に確保することで時間外勤務や、深夜入り業
務における疲労感への効果を明らかにする。【方法】本研究
協力への同意が得られた A 病院 B 病棟の看護師 16 名に、2
か月間 30 分間の看護記録時間を確保し、導入前後に日本産
業衛生学会・産業疲労研究会が作成した自覚症調べ（SSI）
と対象者の背景を含む簡単なアンケートを行った。尚、深夜
入り看護師が日勤帯で 30 分間看護記録時間を確保できるよ
うに各チームで毎日調整を行った。また、記録時間の間は他
スタッフがコール対応を行った。さらに A 病院が運用して
いるナーススケジューラを用いて時間外勤務時間のデータを
出し、SPSS®Statistiscs26 を用い分析を行った。【結果】30
分間の記録時間導入前後で 1 人当たりの 1 日の時間外につい
て対応のあるｔ検定を行ったところ、有意差は得られなかっ
た。また、日勤後と深夜後の SSI 結果について各群の合計平
均値に対応のあるｔ検定を行ったところ、導入前では眠気感、
不快感、だるさ感、ぼやけ感で有意に増加していたのが、導
入後では眠気感のみの増加にとどまっていた。対象者全員か
ら有効回答が得られ、今後も記録時間の確保導入をしていき
たいかの質問に対し、全ての者に継続意思があった。
【考察】
時間外勤務短縮に繋がらなかったのは、30 分間記録時間確
保導入期間が短くデータが少ないことや、導入前後では患者
の重症度や病棟背景が統一ではなかったことが影響したと考
えられた。導入後で疲労度が眠気のみの増加に抑えられたの
は、周囲のスタッフからのソーシャルサポートを受けること
に伴い、他スタッフに支えられているという精神面でのポジ
ティブな作用により心理的ストレスが低減及び、仕事に対す
る活気が上昇したことが影響していると考えられた。記録時
間確保が定着し時間外勤務を短縮することができれば、休息
時間増加に繋がり、さらなる疲労感軽減が期待できると考え
る。それらは、ワーク・ライフ・バランスの充実や看護の質
の向上にも繋がることが期待される。
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業務改善

【目的】A 病棟は脳卒中センターとして SCU を併設し脳卒中

¹ 黒部市民病院
² 東京医療学院大学保健医療学部看護学科

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

病棟クラーク

そのため入院対応により予定外の業務が増加し時間外労働に
繋がっている。2020 年 4 月より時間外労働の罰則付き上限
規制が導入され看護師の労働環境の見直しが求められてい
る。A 病棟では 2020 年 12 月より病棟クラークが配属された。
病棟クラーク導入に向けて看護師、看護助手業務を見直し病
棟クラークへの業務委譲を実施した。それぞれの業務分担が
詳細化したことで各業務の効率化が進み、結果として時間外
労働の削減が実現したので報告する。【方法】導入前後 3 ヶ
月間の時間外労働時間を調査し効果について検討した。A 病
棟看護師 26 名、SCU 看護師 11 名、看護助手 4 名にアンケー
トを実施し病棟クラーク導入に対する意見調査を実施した。
倫理的配慮については、対象者に研究の趣旨と、アンケート
は無記名とし得られたデータは研究以外に使用しないことを
口頭にて説明しアンケートの回収をもって同意とした。また
B 病院看護研究倫理委員会の承認を得た。【結果】病床稼働
率は、取り組み前 3 ヶ月平均 82.4％、取り組み後 3 ヶ月平均
87.3％であった。時間外労働は、取り組み前 3 ヶ月間では 1
人月平均 6.6 時間であったが、取り組み後では 1 人月平均 5.5
時間と減少した。アンケート回収率は 100％であった。意見
として「緊急入院時の負担軽減」
「事務的作業を委譲できた
ことにより患者対応に集中できた」
「面会対応や電話対応に
時間がとられない」
「退院、転院、転棟時の書類準備が任せ
られる」
「病状説明や面談日の調整など家族への電話連絡に
要する時間が減った」などであった。
【考察】病棟クラーク
導入により、病棟看護師、看護助手の時間外労働時間は、導
入前後 3 ヶ月間を比較して 1 人あたり平均 1.1 時間削減がで
きた。アンケート結果から緊急入院対応にかかる時間の短縮
が大きく影響していると考える。また面会対応や電話対応な
ど、細かな業務中断も減少し、患者の観察やケアに集中でき
るという実感に繋がったと考える。さらにこの取り組みによ
り、あらためてリーダー看護師、メンバー看護師及び看護助
手の業務見直しと病棟クラークへの業務委譲ができ、それぞ
れの専門性を発揮することに繋がったと考える。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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看護師が自律的に IT を活用し業務変革を考
える時
－デジタルの民主化－
キーワード：IT 活用

DX

業務改善

デジタルの民主化

－行動制限カンファレンスでの活用に向けた取り組
み－
キーワード：行動制限

○篠原 光江・安納 秀一・佐藤 巳那子・
岡田 裕有子・斎藤 英津子・石川 玄子

アセスメントシート

PANSS － EC

○鴇田 百合子 ¹・深谷 真理子 ¹・光永 憲香 ²・
山田 忍 ³・小山 悦子 ⁴・佐藤 遼 ¹

医療法人報徳会宇都宮病院

【目的】情報技術（以下 IT）活用の必要性が急務である事は
自覚しているが、日常業務の中で IT 化を実践する時間や人
材、余裕もないのが実情である。一方、日本のデジタル化の
遅れは大きな課題となり、国もデジタル庁を設置するなど改
革を進めている。A 病院では、7 年前より情報収集、共有の
ためにタブレットを配置したが、看護師が十分に活用できて
いなかった。しかしコロナ禍によりオンライン面会、会議が
必須となり、自ら積極的に IT を活用することで、業務改善、
意識改革ができるかを検証した。【方法】A 病院 B 病棟職員
29 名にデジタル化による意義や、活用による業務改善、前
後の意識変容などを WEB アンケートにより調査し、単純集
計した。アンケート協力の有無で不利益を得ないこと、記名
式とし公表時は個人が特定されないように配慮すると明記し
た。
【結果】IT と看護について興味がある 89.7％、IT 機器
について苦手意識がある 62.1％、IT 機器（タブレット）導
入前より業務が改善された 82.8％、デジタルトランスフォー
メーション（以下 DX）について知っている 82.8％、DX で
看護業務や病院での変革に期待できる 85.7%、医療での IT
活用ニーズが高まっている 89.7％、IT 活用が業務改善につ
ながった 93.1%。自由意見として、休みの変更連絡がし易く
なった。会議に移動がなく時間の有効活用ができた。部署
の活動内容が全職員に報告できるようになった。オンライ
ン面会ができて患者家族から感謝された。オンライン面会、
WEB 研修等、他職種との連絡に IT が有効だったなどの意
見があった。
【考察】デジタルの民主化という言葉があるが、
看護師が直接 IT 機器を使って、業務連絡をする、情報共有
をする、勤務表を配布しペーパーレスに協力するなど、一つ
一つ病棟で試みることで、無理なく IT の導入ができた。病
棟管理上も、個々の意見を直接聞くことが出来、会議では全
員の出席はできなかったが、テーマを共有し、一人も欠ける
ことなく課題を考えることができた。特にコロナワクチン接
種時には全員に症状確認をし、スタッフも管理者も不安なく、
2 回とも実施できた。患者家族にも、動画面会の早い導入に
感謝され、苦手意識や不安があったが、IT 機器に触れる機
会が増えたことで、合理的な時間、空間の利用、業務改善、
職員の意識改革につながり、病棟管理にも有効な手段である
ことが示唆された。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

総合病院精神科病棟における行動制限アセス
メントシートの導入

¹ 東北大学病院
². 東北福祉大学
³ せんだんホスピタル
⁴ 元東北大学病院

【目的】行動制限を要する患者への看護の質の保証や継続した
看護を実現していくために、行動制限アセスメントシートを作
成し導入した。継続した活用によって精神状態のアセスメント
への自信を高めることが明かとなったのでここに報告する。
【方
法】行動制限アセスメントシートは、先行研究から PANSS －
EC を基に作成した。
「興奮」
「敵意」
「緊張」
「非協調性」
「衝動
性調節障害」の 5 項目を 1 点から 7 点の合計得点で評価し、行
動制限カンファレンス時に記録した。総合病院精神科病棟を対
象とし、2018 年 4 月から試験運用開始した。対象病棟の看護師
全員を対象に、半年後に 1 回目、その約 1 年後に 2 回目のアン
ケートを実施した。得られた結果から修正を重ね、2019 年 4 月
から運用開始となった。アンケートの自由記載については、質
的に分析し、行動制限アセスメントシートを導入したことによる
評価と考察を行った。収集したデータは個人が特定されないよ
う匿名化し、個人情報の取り扱いには十分配慮した。2020 年 3
月東北大学病院看護部看護研究計画書検討会にて承認を得た。
【結果】患者の精神状態のアセスメントについて、
「自信がもて
た」
「概ね自信がもてた」と回答した者は 1 回目のアンケートで
は 57.8％、2 回目のアンケートでは 79.0％であった。患者の状態
を看護師間での共有することについて、
「活かせた」
「時々活か
せた」と回答した者は、1 回目のアンケートでは 68.4％、2 回目
のアンケートでは 84.2％であった。自由記載からは、1 回目のア
ンケートでは、行動制限アセスメントシートが < アセスメント
の保障 > となっていた。2 回目のアンケートでは、観察の視点
と数値化によって〈精神状態の可視化〉ができ、観察のポイン
トや患者の状態について < 看護師間の共有 > が可能となってい
た。しかし、< 多職種との共有不足 >< 定着不足 > という課題
があった。そのため、
2019 年 12 月から電子カルテ上にて点数化、
カンファレンス記録に記載し継続して活用している。
【考察】看
護師間で患者の精神状態を共有していくこと、さらに行動制限
アセスメントシートの活用を継続していくことによって、患者の
精神状態のアセスメントへの自信が高まったと考えられる。し
かし、行動制限アセスメントシートの定着、多職種との共有の
ためにはカンファレンス記録に記載する等の工夫が必要である。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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地域包括ケア病棟で患者情報共有を行った結
果
－医療用ピクトグラムを利用して－
キーワード：地域包括ケア病棟
情報共有

一般病棟から精神科病棟に配置転換した看護
師が抱く陰性感情とその対処行動
キーワード：精神科病棟看護師 陰性感情
一般病棟経験看護師 対処行動

医療用ピクトグラム

○毛利 誠 ¹・早崎 智美 ¹・岸 睦子 ¹・山崎 将 ¹・
前田 美奈子 ¹・高松 聡 ¹・一ノ山 隆司 ²

○佐伯 裕香
明石市立市民病院

¹ 富山県厚生連滑川病院
² 金城大学看護学部

【目的】地域包括ケア病棟 ( 以下 A 病棟 ) の 2019 年の平均在
院日数は 14 日であり、全国の地域包括ケア病棟の平均在院
日数は 25，5 日と比較すると大幅に短い。この短い期間で
他職種と患者情報を共有し把握することで安心で安全な看護
を提供できると考える。医療用ピクトグラムは言語に依存
せず視覚的、直感的に素早い情報伝達が可能という特徴があ
る。その利点を生かし、他職種で情報を共有するためのツー
ルとして医療用ピクトグラムを使用することで経験年数や職
種に左右されない看護を提供できるのではないかと考えこの
研究を行った。
【方法】A 病棟に勤務する看護師 21 名看護
助手 10 名に研究で使用する医療用ピクトグラムの資料を作
成し、研究の目的方法について説明会を実施。ピクトグラム
使用前後で情報収集、情報共有、生活援助を行う上での必要
な情報などについて選択式、自由記載欄の記述式のアンケー
ト実施し調査研究を行い、単純集計、比較検証【結果】アン
ケートの回収率は使用前 87％、使用後は 68％。医療用ピク
トグラム使用前のアンケートでは、患者情報は援助前に事前
に収集できている 85％、患者情報がわからずに看護・援助
を行い不安になったことがある、とてもあった、たまにあっ
た 93％。ピクトグラム使用後は迅速に情報を取ることがで
きた 96％、不安なく看護・介助が出来た 90％。自由記述欄
は、ピクトグラムが小さくて見にくい、表示がわかりずらい、
必要なピクトグラムがない、表示場所が分からないと記述が
あった。
【考察】結果から情報収集が出来ていると述べてい
るが実際はケアを行う上で不安を感じており、情報の把握が
不十分であるためであると読み取れる。A 病棟では、看護師
と看護助手の情報共有ツールとして文字のみで伝達するケア
表を使用していたが、排尿介助など生活動作と直結している
ナースコールが多く、すぐに対応しなければならないため情
報が分からずに介助を行いそのため不安を抱えながら患者に
看護を提供していることがある。医療用ピクトグラム使用前
後で 96％の人が迅速に情報を読み取ることが出来た、90％
が不安なく看護・介助が出来たと結果が出来ている。残りの
10％の改善点としては、医療用ピクトグラムの表示方法を見
直すことで、今後解決可能な課題であった。

【目的】一般病棟から精神科病棟に配置転換となった看護師
が抱く陰性感情と、
その際の対処行動を明らかにする。
【方法】
１．研究デザイン：質的帰納的研究方法 ２．研究対象：A
病院精神科病棟に勤務し、一般病棟での勤務経験があり、研
究参加に同意が得られた看護師 8 人。３．調査期間：20XX
年 5 月～ 7 月 ４．データ収集方法：データ収集のために考
案したインタビューガイドに基づき、対象者に個別の半構成
化面接を実施。５．データ分析方法：音声データから逐語録
を作成し、質的帰納的に分析。類似性に基づいてサブカテゴ
リー、カテゴリー化して命名。分析内容の信頼性と妥当性を、
質的研究者からのスーパービジョンを得るとともに、研究者
間での内容確認と同意形成を行った。
【結果】本文中のカテ
ゴリーを≪≫、サブカテゴリーを＜＞で表記する。陰性感情
では 31 の記述データから集約されたのは≪精神症状に影響
された対応の難しさ≫では＜看護師としての価値観に対する
ことから生じる葛藤＞＜理解してもらえないことに対する苛
立ち＞≪関わりに困惑する抵抗感≫では＜感情的な要求に対
する嫌悪感＞＜患者の予測できない行動に対する不安＞≪予
測できない症状からくる恐怖心≫では＜患者のイメージから
くる恐怖感＞≪解消されない思いから生じる無力感≫では＜
拒否や否定されたことによる抑うつ感＞だった。対処行動で
は 20 の記述データから集約されたのは≪情報を共有しチー
ム全体で対応≫では＜カンファレンスをする＞＜他スタッフ
と相談する＞＜スタッフ複数で対応する＞

≪疾患に対する

肯定的捉え方≫では＜自分自身で納得する＞≪精神科特有の
関わり方の学び≫では＜距離を取って様子をみる＞≪自身の
感情の調整≫では＜理性的に対応する＞

≪経験豊富なス

タッフの存在≫では＜他スタッフの対応を学ぶ＞だった。
【考
察】一般病棟では身体的症状に対処する場面が多いが、精神
科病棟では疾患特有の病態変化に対峙した対応が増え、陰性
感情を抱く場面が多いと推察される。また、患者からの感情
的要求や拒否から感じる無力感から、充分な関わりが困難と
なり、患者－看護師関係に悪影響を与えると捉えることがで
きる。陰性感情を抱いた際、感情を認識し、スタッフ間で共
有し適切な対処行動をとれるよう学ぶことが重要であり、情
報共有により不全感を抱かず実感できる場の必要性が示唆さ
れる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅷ -122

ポスター T - Ⅷ -123

精神科病院ストレスケア病棟の看護師が体験
しているストレッサーとストレスへの対処に
関する研究

ケアミックス型病院における回復期病棟へ異
動した看護師が抱えるジレンマ

－インタビューの結果から－
キーワード：ケアミックス型病院
ジレンマ

キーワード：精神科病院 ストレスケア病棟
看護師のストレス ストレッサー
ストレスへの対処

回復期病棟

多職種連携

○宮内 ひかる・横山 美香・石本 彩由里・
中川 陽子

○山本 由紀 ¹・谷口 光二 ¹・軸丸 清子 ²
¹ 長岡病院
² 聖カタリナ大学人間健康福祉学部看護学科

一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院

【目的】ストレスケア病棟には、気分障害や不安障害、パニッ
ク障害、摂食障害、発達障害、パーソナリティ障害などを有
する（またはその傾向を持つ）患者が多い。生き辛さを抱え、
生活で疲弊しやすく、場合によっては希死念慮を抱き、自殺
防止のために入院してくることもある。その看護には困難な
介入が多く、退院に向けてはリワーク（Re-Work）を念頭に
おいた支援が必要となり、患者の家族や医療関係者のみでな
く、職場や学校、福祉など多職種との連携が必要不可欠とな
る。そのためストレスケア病棟の看護師には身体・心理的な
負担が大きい。本研究では、ストレスケア病棟に勤務する看
護師が体験するストレッサーとストレスへの対処を明らかす
ることを目的とする。
【方法】半構造化インタビューによる
質的記述的研究。対象はＡ精神科病院のストレスケア病棟勤
務経験 2 年以上の看護師 6 人。研究者所属機関の研究倫理審
査委員会の承認を得て行った。
【結果】ストレッサーは、152
コード、33 サブカテゴリー、７カテゴリー、≪対人関係の
葛藤≫≪役割の葛藤≫≪脅威（身体的・心理的）≫の３コア
カテゴリーが生成された。ストレスへの対処は、219 コード、
39 サブカテゴリー、９カテゴリー、≪問題解決に努める≫≪
感情や気持ちの均衡に努める≫の２コアカテゴリーが生成さ
れた。
【考察】厚生労働省（2016）は、労働者の職業性スト
レスを高い順に、
「仕事の量・質」
「仕事の失敗、責任の発生等」
「対人関係」
「役割・地位の変化等」
「会社の将来、雇用の安
定性」
「事故や災害の体験」
としている。本研究で明らかになっ
たストレッサーの≪脅威（身体・心理的）≫は、この中に含
まれておらず、ストレスケア病棟に特徴的なストレッサーで
あると言える。吉本（2008）は、看護師が患者やその家族か
らの暴力暴言を受ける危険と現実について、女性専門職のス
トレスの中でもずば抜けて大きいと述べている。このように
ストレスケア病棟の看護師は、大きなストレスにさらされな
がら仕事をしていると言える。またラザルスは、ストレス対
処の目的によって問題焦点型と情動焦点型に分類している。
本研究の≪問題解決に努める≫は前者、≪感情や気持ちの均
衡に努める≫は後者であると言える。嶋（2006）が言うよう

【目的】A 病院はケアミックス型病院であり部署間異動が入
職 3 年目に行われている。急性期病棟から回復期リハビリ
テーション病棟（以下回復期リハ病棟）へ異動となった看
護師のジレンマを明らかにしたい（用語の定義：本研究にお
ける「ジレンマ」とは、異動となった看護師が感じるものと
限定し、「看護師の気持ちの中の戸惑いや割り切れない思い」
と定義する）
【方法】１．研究デザイン：半構成的面接よる
調査研究 ２．対象：急性期病棟から回復期リハ病棟へ異動
になった職務経験年数 5 年未満の看護師 5 名 ３．データ収
集の具体的方法：対象者に異動後の多職種との連携の現状や
感じたジレンマについて、半構成的面接を実施 ４．データ
の分析方法：録音した内容から逐語録を作成。逐語録から内
容をコード化し、内容の類似したものを分類、カテゴリー化
した【結果】抽出されたジレンマに関するカテゴリーは（多
職種の連携の必要性）
（多職種との連携のとり方がわからな
い）（退院調整の知識不足）（急性期病棟と回復期リハ病棟の
看護師の業務内容の違いへの戸惑い）
（患者の長期入院によ
る責任感、重圧、それに伴う受け持ち看護師のストレス）で
あった。急性期病棟では入院期間が短く患者・家族、多職種
との連携をとる機会が少なかったこと、職種それぞれの考え
方の違いや観察視点などがありそこから何を共有してよいか
わからない、退院調整に関わる機会が少なかったことなどが
原因として挙げられた【考察】異動を経験した看護師の多く
は、多職種との連携の必要性は理解できているが、連携のと
り方がわからないことや、退院調整の方法がわからないとい
うジレンマを抱えている現状が明らかになった。回復期リハ
病棟の看護師としての役割の認識不足や知識・経験不足、多
職種との連携にジレンマを感じていると考えられる。また、
看護師経験 5 年未満の看護師は、異動後まもなくは業務内容
の違いに戸惑い、多職種と専門的役割の相互理解を図るまで
に至らずジレンマとなっていると考えられる。長期入院中の
患者・家族の希望に添いたいという受け持ち看護師としての
責任感や、重圧、慣れない退院調整もジレンマの原因と考え
られる。

に、この二つの手段を上手く組み合わせるためにも、看護師
は自己のストレス状況を正しく理解しなければならない。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅷ -125

A 病院における大腿骨近位部骨折へのリエゾ
ンサービスに対する看護師の思い

中堅看護師が抱えるリーダー業務における役
割遂行の困難と求める支援

キーワード：大腿骨近位部骨折患者
整形外科病棟 看護師

キーワード：中堅看護師

リエゾンサービス

支援

¹ 岡山市民病院
² 山陽学園大学

¹ 新潟県立十日町病院
² 長岡崇徳大学看護学部看護学科

【目的】リーダーとは、その勤務帯に責任を持つ立場であり

【目的】A 病院における大腿骨近位部骨折患者へのリエゾン
サービス（以下、リエゾン）に対する看護師の思いを明らか
にする。【方法】A 病院整形外科病棟に勤務している大腿骨
近位部骨折患者に関わった経験のある看護師を対象とした。
本研究では、「大腿骨近位部骨折患者」を大腿骨転子部骨折・
大腿骨頸部骨折で入院し手術を受けた患者をいう。研究への
同意が得られた看護師を、A 病院における看護師のクリニカ
ルラダーを参考にして、整形外科病棟経験 4 年目以上の看護
師とそれ以下の看護師の 2 グループに分け、大腿骨近位部骨
折患者に対するリエゾンについて、「リエゾンの取り組みに
ついて知っている事」「対象患者への対応で困った場面」等
についてインタビューガイドに基いてフォーカスグループイ
ンタビューを行った。インタビュー内容は参加者の同意を得
て IC レコーダーに録音し、作成した。リエゾンに対する看
護師の思いについて質的帰納的に分析し、カテゴリーを抽出
した。所属施設の研究倫理委員会の承認を得て実施した。
【結
果】対象者は看護師 6 名で、インタビューの平均時間は 40
分であった。分析の結果 111 コードから 23 サブカテゴリー
と、以下の６カテゴリー《大腿骨近位部骨折患者が対象で再
骨折予防の取り組みということは分かるが詳しくは分からな
い≫≪リーフレットが活用できず患者・家族への説明不足を
実感している≫≪周手術期合併症の減少に対する取り組みが
減少している≫≪リエゾンを地域に繋げたい≫≪リエゾンで
介入したことによる再骨折予防の成果がみえずやりがいを感
じにくい≫≪リエゾンをに対して知識を得る・院内での取り
組みを統一する・スタッフ間の受け継ぎが必要≫が抽出され
た。
【考察】A 病院における大腿骨近位部骨折患者へのリエ
ゾンに対する理解が十分ではなく、患者・家族への説明時に
活用する教材も積極的に活用されていないことが明らかに
なった。まずは、Ａ病院で取り組むリエゾンに対する理解を
深めるための定期的な学習会を継続していくことが必要であ
ると考える。また、看護師のみならずリエゾンに携わる大腿
骨近位部骨折リエゾンチームにおいても、整形外科病棟内だ
けではなく外来や地域との連携を確立させていくことが今後
の課題である。本演題発表に関連して開示すべき利益相反関
係にある企業等はない。
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困難

○畦田 知左子 ¹・奧山 真由美 ²・安藤 直美 ¹

○富永 恵美 ¹・森 桃子 ¹・石井 幸恵 ¹・
目黒 優子 ²

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

リーダーシップ

はい
はい
はい

責任も重い。その役割を適切に遂行することで共に勤務する
看護師は円滑に業務を遂行でき、質の高い看護の提供に繋が
る。先行研究ではリーダーシップ行動がストレス認知の構造
の 1 つであると明確になっているが、リーダー業務における
具体的な困難を明らかにする研究は少ない。また、中堅看護
師は発達度合に個人差があり、
多くの葛藤を抱えている。リー
ダー業務の経験も浅く、ここでの心理的負担も葛藤の一因に
なると予想される。具体的に何に困難を感じ、どのようなサ
ポートを受け乗り越えたのか、どのようなサポートが欲しい
のかを明確にすることで、求める支援内容を明確にすること
が可能となる。リーダー業務における役割遂行の具体的な困
難と克服方法を明確にし、求める支援内容を明らかにする。
【方法】
期間：2020 年 3 月～ 4 月。対象：岡山市民病院でリーダー
業務を始めて 5 年以内の看護師。調査方法：半構成的面接方
法でインタビューを行った。本研究は岡山市立市民病院看護
部倫理委員会の承認を得た。対象者には目的、方法、参加を
辞退しても不利益を被らないことを説明し同意を得た。【結
果】対象者は計 7 名。データを個別分析した結果、困難な内
容は、［立場の変化に対する心理的準備不足］［環境の準備不
足］
［潜在するマイナス意識］
、
克服方法は［人的支援］
［経験］
のカテゴリーが抽出された。
【考察】困難の内容の３つのカ
テゴリーから、中堅看護師は、
［立場の変化に対する心理的
準備不足］
［環境の準備不足］より、役割の変化や周囲の環
境が整っていないことに対し、不安やストレスを抱えたまま
リーダー業務を始めていた。［潜在するマイナス意識］より、
自信が持てぬままの独り立ちも多く、シャドーの不十分さを
感じていた。また、リーダーとして病棟全体を見る能力の不
足や自らの未熟さを実感し、スタッフのフォローが十分にで
きていないと感じていた。これらの困難の克服には、
［人的
支援］として、考えを理解し適切な助言を与えてくれる管理
者、進んで業務を受けてくれる同僚、悩みを共有できる同期
の存在が重要であった。また、
［経験］を積むことで、
リーダー
業務の役割遂行について前向きな気持ちへ変化していた。以
上より、困難に対する支援として、特に、管理者、同僚、同
期の存在ならびに周囲からの承認とサポートが重要であるこ
とが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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A 病院の看護補助者の業務内容実態調査

感染リンク助手活動についての考察

キーワード：看護補助者

キーワード：看護補助者
行動変容

協働

看護補助者業務

○増田 あすか・早川 美咲

感染管理組織

○恒松 愛・津枝 忍・木下 京子

東京都立多摩総合医療センター

社会福祉法人恩賜財団島根県済生会江津総合病院

【目的】A 病院は 2015 年から看護補助者（以下補助者）を配
属しているが、看護師から業務分担拡大の要望があった。依
頼する業務が拡大しない要因はなにか、看護師と補助者は業
務の認識に差があるのではないかと考えた。そこで補助者業
務に関する看護師の依頼状況と補助者自身が「実施できる」
または「できない」と判断する業務の実態を明らかにする。
【方
法】看護師 351 名、補助者 36 名に質問紙調査を実施。看護
師には業務依頼状況と依頼していない理由、補助者には業務
実施状況とできない理由を調査した。分析方法は補助者業務
をカテゴリー化し単純集計した。本研究は A 病院倫理委員
会にて承認を受けた。【結果】日常生活援助に関わる項目「搬
送」
「排泄」等は看護師の 80% 以上が依頼し、補助者の 80%
以上が「できる」と回答した。日常生活援助に関わらない項
目「書類準備」
「薬品管理」等は看護師の 10% が依頼し、補
助者の 33% が「できる」と回答した。日常生活援助に関わ
らない項目を看護師が依頼していない理由は「補助者業務と
知らなかった」が 45%、「任せるのが不安」が 16.1%、
「自分
でやった方が早い」が 6.4% であった。補助者ができないと
回答した理由は「未経験」が 45%、「自信がない」が 1.6% で
あった。
【考察】看護師が依頼している業務と補助者ができ
ると感じている業務に大きな差はなかった。日常生活援助は
看護師の依頼が習慣化しており、補助者も実施回数を重ねる
ことで自信に繋がっていた。日常生活援助に関わらない項目
は実施件数が少なく、依頼できることを知らない看護師が半
数近くいたが、補助者は「指示があればできる」と回答して
おり、できない訳ではないことが分かった。看護師が補助者
の業務範囲や技術の習得状況を理解していないため、依頼に
偏りが生じていたことがわかった。また両者の視点の違いと
して、看護師は責任感を常に意識し安全性や業務の効率性を
重視していること、補助者は手順に沿った業務を実施するこ
とを意識していることが明らかになった。看護師が補助者に
対し依頼していない理由には、この視点が影響していること
がわかった。看護師には補助者の技術習得状況の把握と積極
的に実践できる環境を整える必要性を周知し、補助者には積
極的に技術習得に取り組んでもらうことが必要である。お互
いの役割を共有しながら協働することで、質の高い看護サー
ビスに繋がると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

感染管理

【目的】本研究の目的は感染リンク助手の組織化が看護チー
ムに与える影響を明らかにすることである。A 病院の看護補
助者（以下助手）は中材業務や清潔ケア・排泄ケアなど患者
の治療や療養に密接にかかわっており、感染源への曝露や媒
介者となる危険性がある。そこで、感染管理における専門性
を高め、組織的な教育や活動を行うことを目的に、2015 年に
感染リンク助手を組織した。今回、5 年間の活動を評価し今
後の組織運営に役立てたいと考えた。
【方法】2014 年以前に
入職した看護師・助手に対し、無記名自記式質問紙を用いて
感染リンク助手組織化前後の行動変容を調査した。質問紙の
提出をもって同意を得たこととし、調査したデータはコード
化して匿名性を確保した。得られた結果を数値化し、認知度
の違いによる行動変容の差をマンホイットニーの U 検定に
て分析した。
（有意水準 5％）
【結果】本研究に同意を得られ
た 101 名のうち有効回答は 84 名であった。( 回収率：94.1％、
有効回答率：94.8％ ) 感染リンク助手の認知度について、「存
在も活動も知っている」と回答したのは看護師群では管理が
88.9％、スタッフが 46.7％であり、助手群ではリーダー・ス
タッフ共に約半数であった。また、看護師については、
「感
染リンク助手の存在も活動も知っている」群の方が「感染リ
ンク助手の存在は知っているが、
活動は知らない」群より「感
染管理への興味」「研修参加」「行動変容の自覚」について有
意に得点が高かった。（いずれも P<0.05）しかし、助手につ
いてはいずれも両群に有意差は認められなかった。自由記載
では、
「感染リンク助手活動の可視化をすべき」という回答
が看護師・助手両方から 11 件、「感染リンク助手が発信すべ
き情報を知りたい」という回答が１件得られた。
【考察】本
研究より、活動から 5 年が経過したが感染リンク助手の認知
度は十分とは言えないこと、役職・役割にあたることで高く
なることがわかった。また、感染リンク助手の認知度が高い
ほど感染管理に対する意識が高く、自身の行動変容に自覚が
みられた。つまり、感染リンク助手の認知度を高めることで、
看護チーム全体の感染管理意識の向上・正しい感染管理行動
につながっていくことが示唆された。今後は、研修会の講師
や業務改善の中心になるなど、感染リンク助手が活躍する場
の提供、活動・成果の可視化などを行い認知度を高めていき
たい。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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病棟看護師の退院支援・退院調整の実践能力
の実態調査
キーワード：退院支援

コミュニケーション

退院調整

専門・認定看護師の介入に関する実態調査
第2弾

－複数分野の専門・認定看護師が介入する条件とは－
キーワード：専門看護師
複数分野

○北尾 有理・廣永 愛美・白倉 昌子
山陽小野田市民病院

【目的】退院支援・退院調整を行うには、知識、コミュニケー
ション能力が必要である。そこで、Ａ病院病棟看護師の知識、
コミュニケーション能力の現状を調査すると共に、退院支援・
退院調整と知識、コミュニケーション能力の関連性を明らか
にする目的で研究を行った。
【方法】基本属性は退院調整経験、
職位、年代、看護職経験年数、病棟勤務年数とした。退院支援・
退院調整の実践能力は、退院支援看護師の個別支援における
職務遂行尺度（以下 NDPAS）で調査し、知識はオリジナル
の質問紙によって回答を求め、コミュニケーション能力は、
コミュニケーション尺度（ENDCOREs）を用い、5 段階のリッ
カ―ト尺度にて回答を求めた。データの分析は基本属性とそ
れぞれを Mann-Whitney の U 検定で比較し、NDPAS と知識、
コミュニケーション能力の関連性を spearman の順位相関係
数にて検討した。
（有意水準は P<0.05 とした）【倫理的配慮】
本研究は、研究者の属する施設の医療倫理審査委員会の承諾
を得て行った。
【結果】対象者 77 名にアンケートを配布し、
57 名（74％）の回答を得た。知識については、退院調整経験
別ではあり群が有意に高かった。看護職経験年数別では、20
年以上が 10 年以上に比べ有意に高かった。病棟勤務年数別
では、20 年以上が他の年数に比べ有意に高かった。NDPAS
は退院調整経験別では、あり群が有意に高かった。コミュニ
ケーション能力は、職位別で副師長・主任が、スタッフに比
べ有意に高かった。NDPAS と知識は（r ＝ 0.565、P<0.01）
NDPAS とコミュニケーション能力は（r ＝ 0.447、P<0.01）
知識とコミュニケーション能力は（r ＝ 0.323、P<0.05）で相
関関係を認めた。
【考察】退院調整経験のある者や看護職経
験年数の多い者は、経験を重ねることで知識を得ることがで
きる。また、退院調整経験のある者は退院調整に必要な情報
を収集し、理解できているため有意差が見られたのではない
かと考える。看護管理職は調整、意思決定、コミュニケーショ
ンなどの仕事を担うことが多い。コミュニケーション能力は
日々のコミュニケーションを意識することで磨かれていくと
考える。今後は地域包括ケアが推進されている中で病棟看護
師の役割を学び、多職種関での意見交換を行う機会を持つこ
とが、退院支援の円滑につながるのではないかと考える。

認定看護師

看護介入

連携

○松本 奈緒美 ¹・小林 久希 ¹・芝本 和恵 ¹・
島内 美紀 ¹・東 美由紀 ¹・峰岸 三恵 ¹・
村口 さつき ¹・山岡 綾子 ¹・福井 久美子 ²
¹ 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター
² 独立行政法人国立病院機構京都医療センター

【目的】本研究の目的は、2 分野以上の専門看護師（CNS）と
認定看護師（CN）が、同時に介入すべき患者に早期に対応で
きる情報システムの構築を目標に、CNS・CN の介入した状況
や条件について明らかにすることである。
【方法】研究対象は
2020 年 9 月 1 日～ 2020 年 9 月 30 日の入院患者 663 名のうち、
緊急入院、分娩目的入院、新生児、1 泊 2 日予定入院、小児科
を除く予定入院した患者 251 名とした。データは電子カルテの
記録より、年齢、疾患、CNS・CN の介入の有無、自立度、血
液データ、苦痛のスクリーニング等を抽出した。対象患者で複
数の CNS・CN が介入した患者のデータを分析した。倫理的配
慮は研究施設の倫理審査承認後、
内容を遵守して実施した。
【結
果】2 分野以上の CNS・CN が介入した患者は 8 名で、平均年
齢は 74.8 歳、75 歳以上の後期高齢者は 62.5％を占めていた。
疾患はがん 5 名、心疾患 2 名、感染症 1 名でがん患者の割合
が多かった。介入開始までの日数は平均 5.6 日、中央値 2 日と
早期に介入できていた。CNS・CN の介入分野はがん看護 2 件、
がん性疼痛看護 2 件、緩和ケア 1 件、がん化学療法看護 1 件、
手術看護 1 件、感染管理４件、皮膚・排泄ケア 4 件、認知症
看護 2 件であった。介入分野に同じ組み合わせは無かった。認
知症患者は 2 人（25％）で、障害高齢者の日常生活自立度（寝
たきり度）は高かった。血液データでは、炎症、血液凝固反応
を示す数値が高く、腎機能や栄養状態の低下、貧血が見られ
た。がん患者に実施した苦痛のスクリーニングでは、病状や治
療について気がかりがある 1 名、日常生活について気がかりが
ある 1 名、からだのつらさスコア 2 以上 2 名、気持ちのつらさ
スコア 5 以上 3 名、専門チームへの相談希望ありが 3 名と、何
らかの気がかりやつらさを抱え、専門チームに相談を希望して
いる患者が多かった。
【考察】2 分野以上の CNS・CN が介入
した患者は後期高齢者、がん患者が多く、栄養状態の低下や貧
血がみられた一因として、疾患や治療に伴う食欲不振などによ
り起こっていた可能性が考えられる。また、がん患者の苦痛に
ついて全人的アセスメントを行い、他分野の CNS・CN と連携
をとっていく必要があることが示唆された。介入開始は早期に
できており、予定入院のため入院目的が明確であったことや各
分野の入院時スクリーニングが効果的であったためと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
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IVR 領域における多職種のチームアプローチ
に対する認識と実践能力

脳死肝移植待機患者一事例における移植前に
必要な支援の検討

キーワード：チーム医療

キーワード：肝移植

IVR

多職種

チームアプローチ

○今井 駿・瀬戸 亜梨彩・永尾 京美

脳死肝移植

多職種連携

○田原 里奈 ¹・川内 美千代 ¹・栗木 聖子 ¹・
泊 加奈美 ¹・新地 悠紀乃 ¹・山下 亜矢子 ²

国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院

【目的】患者にとって安全・安楽な治療環境の提供に向け画
像下治療（IVR）領域の医師、診療放射線技師（以下技師）
、
臨床工学技士（以下 ME）、看護師のチームアプローチに関
する認識と、学際的チームアプローチの実践能力についての
実態を明らかにする。【方法】医師、技師、ME、看護師の
計 182 名に対し、対象者の属性、IPW 実践能力評価尺度（以
下 CICS29）チームアプローチ評価尺度（以下 TAAS）等の
質問紙を配布した。分析方法は、各評価尺度の下位尺度につ
いて記述統計量を算出し、職種間の比較にクラスカルウォ
リス検定を用いた。有意水準は 5％未満とし、結果は中央
値（25%-75%）で示す。本研究は所属施設の倫理審査委員会
の承認を得た。無記名自記式質問紙に研究の主旨を記載した
書類を同封し、回収箱への提出にて同意とした。データは
施錠管理し、発表後 5 年保存し、処分することとした。【結
果】質問紙の回収数は 143 名（78.6%）、有効回答数は 138 名
（96.5%）で、職種の内訳は、医師 59 名（42.8%）、技師 31 名
（22.5%）、ME 25 名（18.1%）、看護師 23 名（16.7%）であっ
た。CICS29 全体の合計得点は 107.5（95.5-116.0）、医師 115.0
（107.5-119.5）、技師 98.0（85.0-112.0）、ME 100.5（94.0-111.0）
、
看護師 100.5（84.8-111.0）で、技師、ME、看護師は医師よ
り低かった（p=.000）。中でも「専門職としての役割遂行」
尺度では、医師 16.0（15.0-16.0）、技師 15.0（14.0-16.0）
、ME
15.0（14.5-16.5）に対し看護師は 14.0（10.0-16.0）で最も低かっ
た（p=.001）。また、TAAS 全体の合計得点は 76.0（68.0-78.0）
、
医師 78.0（76.0-85.0）、技師 71.5（67.5-78.0）、ME 71.0（65.5-78.5）
、
看護師 67.0（63.0-76.0）で、技師、ME、看護師は医師より低
かった（p=.000）。【考察】技師、ME、看護師の実践能力とチー
ムアプローチ力の評価は医師より低かった。理由は業務範囲
が不明瞭な為評価されにくく、自信や達成感が得られにくい
事が挙げられる。また看護師は、専門的な役割が発揮されて
いないことが示唆された為、今後の課題となる。

¹ 鹿児島大学病院
² 鹿児島大学医学部保健学科地域包括看護学講座

【目的】本研究は、身体状態の悪化に伴い肝性脳症を発症し
た脳死肝移植待機患者を通して、病棟看護師の看護実践と多
職種連携の課題を明らかにすることを目的とする。
【方法】
本研究は事例研究である。研究対象者は、非アルコール性脂
肪肝炎から非代償性肝硬変となり、家族からの生体肝移植よ
り脳死肝移植へ変更となった 40 歳代の入院患者である。デー
タ収集期間は 2020 年 12 月～ 2021 年 2 月である。診療録と
看護記録より対象者の表情や言動、身体及び精神状況、対象
者や家族に対するケア、院内の多職種連携に関する内容を抽
出し、データとした。そのデータを経時的に書き起こし、患
者の状態、病棟看護師の看護実践と院内の多職種連携の状況
をステージに分類し分析した。研究対象者に、研究の趣旨、
自由意思による参加、研究に参加しない場合でも不利益を被
ることがないこと等を文章と口頭で説明し、書面にて同意を
得た。【結果】分析の結果、入院中の経過はⅠ期（肝不全発
症期）、Ⅱ期（肝不全増悪期）、Ⅲ期（脳症発症期）の 3 期に
分類された。病棟看護師の看護実践と院内の多職種連携の内
容として、Ⅰ期は肝不全による身体的精神的苦痛の増強に対
して、排泄コントロールに対するケア、黄疸に伴うスキンケ
ア、肝不全増悪に伴う不安に対する精神的支援等を行った。
看護師、医師、医療ソーシャルワーカー等によるカンファレ
ンスを症状変化時に不定期に開催し、情報共有を行った。Ⅱ
期は、肝不全による全身浮腫と腹水貯留による呼吸状態悪化
によるトータルペインの緩和ケアを行うとともに、精神科リ
エゾンチームを導入した。主治医より患者・家族に予後の告
知が行われ、不安が生じていたため、治療選択に対する意思
決定支援等を行った。また、リハビリ部門と協働し、理学療
法士による ADL 維持、改善に向けた介入を行った。Ⅲ期は
肝性脳症を発症したため、劇症化兆候の早期発見、精神的苦
痛の緩和を図り、安楽に過ごすためのケアを実施した。そし
て移植のための転院準備について多職種と連携を図り、転院
時の移送手段を検討し、必要物品の確保等を行った。
【考察】
脳死肝移植待機患者は、トータルペインの緩和及び患者・家
族の治療選択に対する意思決定支援が重要となる。また肝性
脳症を機に移植順位が変動する可能性があるため、移植コー
ディネーターを含めた定期的なカンファレンスを開催するこ
とが課題として示された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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治療完遂のために病棟看護師・チーム・多職
種と連携して関わった一例

外科病棟看護師が抱えるゆらぎの表出の場と
してのチームカンファレンスの現状と課題

キーワード：チーム医療

キーワード：外科病棟

多職種連携

病棟看護師

○平 歩・浅野 美和子

チームカンファレンス

ゆらぎ

○長田 尚美・木村 直美・加藤 裕美・高木 あけみ・
飯塚 みゆき

天理よろづ相談所病院

原町赤十字病院

【目的】身体的・精神的・社会的問題を抱える患者に対して、
チーム・多職種と地域での関わりを振り返り、病棟看護師の

【目的】外科病棟看護師は病状の進行に伴い出現する身体や

役割を考える。【方法】A 氏の診療記録を用いた事例研究。

こころの痛みを目の当たりにし、これでいいのだろうかとゆ

なお本研究をするにあたって、発表に際し、対象者に本研究

らぎを感じながら患者援助を行うことがある。先行文献より

の目的、自由意志であること、途中拒否が可能であること、

看護師のゆらぎの対処と方法としてカンファレンスの重要性

プライバシーが守られることを説明し、同意を得た。所属部

が述べられているが、ゆらぎを表出できるカンファレンスが

門の倫理委員会の承認を得た。【結果】A 氏、40 代、女性、

行われているかは不確かである。そこで、看護師が抱えるゆ

子宮頸がん患者。子宮頸がんに対して放射線同時化学療目的

らぎの表出の場としてカンファレンスが有効活用されている

で入院した。A 氏には未成年の 2 人の子どもがいるが、離婚

かに焦点を当て、カンファレンスの現状と課題を明らかにす

しており、元夫や親・兄弟と連絡をとっていないため、頼れ

る。【方法】対象者は外科病棟配属年数 2 ～ 7 年でリーダー

る成人がいない状態であった。入院時の A 氏は疼痛による

業務をしている看護師 6 名。口頭・書面で同意を得てから逐

苦痛が強く、睡眠薬の過剰服用（乱用）による意識朦朧の状

語録を精読し、カンファレンスの現状と課題について抽出し、

態で、意思決定が困難であった。また、A 氏入院中、自宅で

それぞれ内容を精読しコード化し、さらにカテゴリ化した。

子どもだけで過ごすことになり、子どもの安全確保への課題

【結果】外科病棟看護師が抱えるゆらぎの表出の場としてカ

が生じていた。治療中に排泄トラブルや皮膚障害が出現し治

ンファレンスの現状と課題として 7 のカテゴリ〈多忙なため

療継続に支障が出たり、おむつが必要になるなど経済的問題

に時間に制限があり落ち着いて話せる雰囲気ではない〉〈個

が出現した。その都度、主治医をはじめ、緩和ケアチーム等

人的なゆらぎをカンファレンスで表出できない〉〈カンファ

の包括チーム・認定看護師・精神科や放射線科などの他部門

レンスに対する意識や認識が低い〉
〈カンファレンス以外で

の医師や看護師、薬剤師や放射線技師、地域医療連携室の看

ゆらぎを解決している〉〈スタッフ同士の雰囲気は良い〉〈カ

護師や MSW など様々なチーム・多職種と連携した。また地

ンファレンスの必要性を感じる〉
〈カンファレンスができる

域の関係機関や民生委員・学校などにも協力を得て問題解決

環境を整える〉に分類された。【考察】〈多忙なために時間に

を試みた。一つ一つの問題が解決されるに伴い、A 氏の治療

制限があり落ち着いて話せる雰囲気ではない〉は外科病棟と

に対する前向きな言葉が見られるようになった。そして予定

いう特徴のために生じ〈個人的なゆらぎをカンファレンスで

していた治療を完遂することができた。
【考察】身体的・精

表出できない〉は個人的な特性や経験値から生じていると考

神的・社会的問題を看護師だけで解決するのは困難であった。

える。また、ゆらぎが表出できるカンファレンスが行えてい

本事例では、様々なチーム・多職種に情報提供し各専門家と

ないことから〈カンファレンスに対する意識や認識が低い〉

協働することで問題の解決ができた。身体的・精神的問題が

という状況が起きていると考える。そのような中でも〈カン

ひとつひとつ解決することで病気に向き合うようになり、社

ファレンス以外でゆらぎを解決している〉という対処をとっ

会的問題がクリアされたことで安心して治療を受けられるよ

ており、その対処は〈スタッフ同士の雰囲気は良い〉ために

うになり、治療完遂することができたと考える。病棟看護師

行えていると考えた。その良い雰囲気を強みとしてカンファ

は患者と密に関われるため信頼関係を築きやすい。また、患

レンスに活用する必要がある。また看護師はゆらぎを感じる

者の状態を 24 時間観察し、起こっている問題にいち早く気

機会が多いことや、人に話すことでゆらぎを軽減できるとい

づくことができる存在である。問題解決に向けて、チーム・

う成功体験を持っていることから〈カンファレンスの必要性

多職種と協働し、調整役として力を発揮することが病棟看護

を感じる〉が生じたと考える。
〈カンファレンスができる環

師の役割である。

境を整える〉ではカンファレンスを改善しようという気持ち
も伺えた。今後は限られた時間の中でも有意義なカンファレ
ンスが行えるよう、経験のある看護師の支援を受けながらカ
ンファレンスの体制づくりを行う必要が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅷ -135

A 病棟におけるニアミスカンファンレンスに
対するスタッフの意識調査

－ケアカンファレンスで得られた効果－

キーワード：ニアミスカンファレンス
安全チーム

キーワード：カンファレンス
チーム医療

意識調査

外来の新たな取り組み

情報共有

情報整理

○渡邉 英恵・上田 美津子・北 訓美

○林 愛菜・亀井 ゆき枝・忍田 祐美子・
小泉 亜紀子

独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院

三井記念病院

【目的】外来は、複数の診療科を受診する患者が多い。しか

【目的】A 病棟では 2012 年より安全への意識向上を目的に、

し、診療科間で情報を共有する機会が少ない事が原因で、患

経験年数 2 年目以上のスタッフ 5-6 名で構成された安全チー

者からは重複した説明を受け不満の声を聴く事があった。さ

ムを発足し活動してきた。活動内容は、インシデント・ニア

らに、看護師自身も患者からの声を聴いてジレンマを抱えて

ミス分析と対策の検討、スタッフ教育と様々である。2019

いた。その為、外来の新たな取り組みとしてケアカンファレ

年より新しい試みとして 1-2 か月に 1 回、ニアミス報告を題

ンスと題し、定期的に話し合う場を設けた。結果、ケアカン

材に対策を検討するニアミスカンファレンスを行ってきた。

ファレンスは情報を共有する事で患者から効果的な反応が得

このニアミスカンファレンスがスタッフの意識や行動にどの

られ事をここで報告する。
【方法】期間：2020 年 7 月～ 2021

ような影響を与えたか実態を把握する目的で調査した。
【方

年3月

法】2019 年 4 月～ 2021 年 2 月に A 病棟での勤務経験があり、

活動する前にマニュアルを作成し外来会議の場で説明

緩和ケア認定看護師とチームリーダーを中心に運営
2週

2021 年現在 B 病院に在籍スタッフ 26 名（経験年数１-15 年目）

間に 1 回のペースで実施

に、独自に作成した質問紙を用いて調査を実施した。
【倫理

場で評価しマニュアルを修正

半年間、1 か月おきに外来会議の

的配慮】B 病院看護部研究倫理委員会の承認を得た。対象者

ス記録に保存【結果】実施件数は 19 件。テーマ別では、情

電子カルテ上のカンファレン

には調査趣旨を説明し、参加は自由意志であること、個人を

報共有 13 件、在宅支援 3 件、緊急性が高い病態を抱える患者・

特定できる情報は公表しないこと、質問紙の回答をもって同

家族の支援体制への検討 3 件。病状が進行した患者の在宅支

意とした。
【結果】配布した 26 名中 18 名回収（69.2％）。有

援を実践した 1 人の患者からの声から「皆に支えてもらって

効回答数 16 名（有効回答率 88.8％）。ニアミスカンファレン

いる感じがする」
。カンファレンスに参加した看護師の声か

スが事故防止に役立つと思うかに対し、
「そう思う」75％「ど

ら、一人で支援する不安が軽減した。他者の意見を聴く事で

ちらかといえばそう思う」19％「どちらともいえない」6％

気づく場となった。情報が整理され正しい情報を各診療科へ

であった。自由記載では、「他者の意見も聞けて参考になる」

繋ぐ事が出来た。患者の疾患の受け止め方等の情報を共有し

が最も多く、
「他のスタッフが工夫を知り、自分の行動の改

意図的に関わる意識が芽生えた等の発言があった。
【考察】

善にもつながる」「個人で解決できない事例も多々あり実践

カンファレンスのテーマを整理すると、カンファレンスは各

に役立った」「自分自身安全に業務ができるようになってき

診療科が抱える情報を共有する場として活用する事が多かっ

た」「インシデントが予防できた」など実践への影響を示す

た。また、カンファレンスに参加した看護師の反応から、患

ものもあった。一方、「低学年の主体的な発言が少ない」「勤

者の包括的な問題をキャッチできているスタッフがいる事に

務状況で全員が参加できない」との回答もあった。【考察】

気づけた取り組みだった。さらに、そのキャッチされた問題

ニアミスカンファレンスを通じて、行動を振り返る、経験の

をカンファレンスの場で情報が整理され患者へ意図的な関わ

ない事例を疑似体験できるなど、事故防止の意識づけに役立

りができ、患者から安心感が得られた発言がみられた。日々

てられたと考える。また、自身の行動の改善や変化を感じる

の業務の中に情報を共有する取り組みを行う事で、チーム医

意見や、今後取り上げてほしいテーマに関する意見も多く聞

療に貢献する場となり、この取り組みで得られた効果だと考

かれたことから、事故防止に対する関心が高くなったと考え

える。今後の課題として、活発な取り組みとなる為にも、カ

る。しかし、調査用質問紙の有効回答率は 69.2% にとどまっ

ンファレンスの場を増やす運営方法の検討や、より包括的な

た。事故防止策の一環として、ニアミスカンファレンスに対

視点で支援する為にも多職種参加型へ活動を拡大していきた

する積極性を高めることが課題となる。今後はニアミスカン

い。倫理的配慮：発表するにあたり、スタッフへ目的を説明

ファレンスと実際のインシデント発生との関連性を調査し、

し承認をもらった。また、患者からは個人が特定されない配

この取り組みを継続していくことが重要であると考える。

慮し書面で同意を得る。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

はい
はい
はい
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身体拘束に関するカンファレンスを継続する
ことで得られた効果
－副効果として得られたインシデント報告数の低減
の一考察を踏まえて－
キーワード：身体拘束 身体拘束の 3 原則
身体拘束予防ガイドライン
チームカンファレンス

身体抑制のない看護の実現に向けた急性期病
院 A 病棟看護師の具体的行動
キーワード：身体抑制 急性期病院
具体的行動

認知症ケアチーム

○小平 雄希・箱田 千恵・荒牧 敦子・手島 由紀子・
高橋 美春
伊勢崎市民病院

○小河原 みゆき ¹・大前 薫 ²
¹ 関西国際大学保健医療学部
² 公益社団法人日本海員掖済会神戸掖済会病院

【目的】A 病棟看護師が身体抑制のない看護を提供するため
に行っている具体的行動（以下、具体的行動とする）を明ら

【目的】地域包括ケア病棟であるが、眼科の白内障手術や内
視鏡的ポリープ切除後の短期入院も多く、平均在院日数は
10.3 日～ 11.3 日（2018 年度）と短い。入院、病棟転棟、他
施設からの転医などと環境の変化に適応するのに時間を要す
る患者も多い。身体拘束を一時的に行う機会も多く、身体拘
束予防ガイドラインに則った身体拘束とその解除が病棟看護
スタッフ間で周知できることを目的として、カンファレンス
を毎日実施した。その結果得られた効果について報告する。
【方法】後ろ向きコホート研究。本研究は、A 病院の院内倫
理委員会の承認を得た。統計解析には EXCEL2016 を使用し、
Student t-test を行い、有意水準は 5％以下とした。電子カ
ルテの看護ケアから、日々身体拘束に関する一覧表をワーク
シートで出力できるようシステム変更を行った。入院患者の
身体拘束一覧表に沿って毎日（土日・祝日も含む）15 分～
30 分以内でカンファレンスを実施した。
【結果】１．カンファ
レンスを毎日実施後は、4 点柵、ウーゴ君 ®、つなぎ服、安
全ベルト、ミトンの使用頻度は有意に低くなった。２．コー
ルマットやサイドコールの使用頻度が有意に高くなった。３．
インシデント報告数は低減した。【考察】毎日カンファレン
スを実施する事で、
（1）みんなで議論し、身体拘束が切迫性・
非代償一時性であるかの共通認識が持てた。（2）常に代替案
を考え、限定的・短時間の拘束とすることができるようにな
り、スタッフの意識の持ち方が変化したと考える。（3）身体
拘束について共通認識することで、スタッフ全員で患者を守
るという職場風土としての体制づくりができた。（4）主治
医への相談、患者の受け持ちセラピスト（PT・OT・ST）、
MSW、などの意見も取り入れ、看護チームカンファレンス
へと発展できた。

かにする。
【方法】A 病棟看護師 26 名（看護師長除く）が行っ
ている具体的行動について認知症ケア関連の文献を参考に独
自の質問紙を作成。対象者特性は選択式回答、具体的行動は
1) 転倒・転落の危険性が高い時、2) ルート類を抜く行動があ
る時、3) 攻撃的な行為がある時、4) ケアに抵抗する時、5) オ
ムツ・衣類の脱衣がある時の 5 場面に分けて自由式回答で調
査。記述内容を類似性に基づき分類した。本研究は所属施設
の倫理委員会で承認を受け実施した。
【結果】回収率 88%（有
効回答 100%）
、
身体抑制の実施経験は 73.9%。具体的行動では、
1) はベッド周囲の環境調整・患者が行動しやすい動線の工夫、
2) はルート類が患者の視界に入らない位置の工夫、テープ固
定の調整、3) は患者と同じ目線で笑顔で声かけ、医師・認知
症ケアチーム等の多職種に協力を得る、4) は承諾を得てから
のケアやケア方法の工夫、5) はオムツ交換のタイミングの工
夫、排泄行動・皮膚状態をアセスメントし対応する等であっ
た。【考察】具体的行動を検討した結果、
「1. 患者への負担軽
減を目指した専門職種の介入・連携」「2. 患者の気持ちに配
慮した関わり」
「3. 患者の個別性に応じた環境調整・観察強化」
「4. 危険を予測した対応・工夫」「5. 患者が安心・快適に過ご
すための見守り」「6. 生活リズムの調整」の 6 つの内容に分
けられた。
「1. 患者への負担軽減を目指した専門職種の介入・
連携」は、看護師が医師や認知症ケアチームと積極的に情報
交換やカンファレンスを実施して問題を共有し、点滴の実施
時間やルート類の早期抜去を検討したり、実施した具体的行
動の成功体験をスタッフ間で共有しながら看護の方向性を統
一している行動であった。このように看護師が身体抑制のな
い看護を実践したことを良き成功体験として意味づけること
は大切である。A 病棟ではカンファレンスで医師・認知症ケ
アチームと共に患者の行動の意味や理由を考え、より良い関
係を築くための受容的態度の方法を学んだり、実践している
身体抑制のない看護を振り返り、共有していた。これらのこ
とが身体抑制のない看護への意識を向上させ、患者の個別性
に配慮した環境調整や危険回避の工夫、見守り等の具体的行
動に繋がったと考える。
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急性期病棟における認知症患者の尊厳を守る
実践を通して看護師が得た学び
キーワード：急性期病棟 認知症患者
リフレクション

尊厳

学び

－病棟看護師との協働に焦点を当てて－
キーワード：急性期病院
協働

○藤永 加奈・和喜 歌菜・川真田 めぐみ・
前田 美由希・藤田 裕美

高齢患者

せん妄ケア

看護師

○藤井 惇子 ¹・竹田 恵子 ²

徳島赤十字病院

¹ 川崎医療福祉大学大学院医療福祉学研究科保健看護学専攻
² 川崎医療福祉大学保健看護学部保健看護学科

【目的】A 病院 B 病棟の看護師に対して、これまでの認知症
患者の尊厳を守る実践を振り返る機会を作り、その過程より
得られた学びを明らかにする。【方法】研究の趣旨を口頭と
書面で同意を得た研究参加者にリフレクションを実施し、終
了後 1 週間以内にインタビューを行った。インタビュー後逐
語録を作成し、認知症患者の尊厳を守る実践を通しての学び
について語られている部分に着目してコード化を行い、サブ
カテゴリー、カテゴリーを形成した。リフレクションやイン
タビューはプライバシーが保護できる場所で実施し、研究参
加者が自由に発言できるように研究者が司会を行った。
【結
果】急性期病棟における認知症患者の尊厳を守る実践を通し
て看護師が得た学びは、７のカテゴリー≪患者の思いをくみ
取り生活背景を考慮した看護支援の重要性≫、≪患者主体の
訴えに着目する意識付け≫、≪関わり方の工夫次第で患者が
より善く変化する実感と懸念≫、≪自己の感情に正直に向き
合う気付き≫、≪自己の内面の変化と患者理解の深まりに伴
うケアの変化≫、≪体験の共有による視野の拡大≫、≪理想
の看護を共に目指すチーム全体のケアの質向上への意識付
け≫が形成された。
【考察】≪体験の共有による視野の拡大≫、
≪理想の看護を共に目指すチーム全体のケアの質向上への意
識付け≫から、これまで自分達が実践してきたケアの意味を
見出しそれぞれの価値観を共有することが出来ていた。また、
自分たちが実践してきたケアが間違っていなかったことを
チームで確信し、チーム全体が成長するというポジティブな
学びが明らかとなった。さらに、≪関わり方の工夫次第で患
者がより善く変化する実感と懸念≫から、他者の認知症患者
への対応を聞くことで関わり方を工夫すれば、患者が自身の
思いを表出してくれたり、意欲的な動作をみせるなど患者が
より善く変化することを学んでいた。一方で、今まで実施で
きていた院内デイケアや家族面会を通して得られるその人ら
しさの情報収集が COVID-19 の感染予防に伴い難しくなり、
認知症患者の尊厳を守る実践への懸念となっていた。以上の
ことから、振り返る機会を作ることで認知症患者の尊厳を守
りチーム全体のケアの質向上に繋がることが明らかになっ
た。課題として、定期的にリフレクションを継続することや、
認知症患者のそれまでの日常が少しでも継続できるように
チームで工夫や調整をしていくことが挙げられる。
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急性期病院における高齢患者のせん妄ケアに
関するケアチーム看護師の実践

【目的】急性期病院においてせん妄ケアを行っている多職種
連携チーム（以下ケアチームとする）の看護師を対象に、高
齢患者のせん妄ケアに関するケアチーム看護師の実践につい
て、病棟看護師との協働に焦点を当て明らかにする。本研究
の結果から高齢患者のせん妄ケアに関する看護実践の示唆を
得ることが期待される。
【方法】急性期病院においてせん妄
ケアを行っているケアチームの看護師１名を対象に、高齢患
者のせん妄ケアにおける病棟看護師との協働について半構造
化面接を行った。研究デザインは質的記述的研究とし、谷津
の分析手法の手順に基づいて分析を行った。面接で得られた
データから逐語録を作成。ケアチーム看護師の実践について
の語りを抽出し、病棟看護師との協働に着目しながら洗い出
し段階のコード、サブカテゴリ―、カテゴリーへと抽象度を
上げていった。分析過程で質的研究、せん妄ケア、老年看護
学に精通した研究者のスーパーバイズを受けた。なお、研究
対象者に対して研究の目的、方法、自由意思による参加と途
中辞退の権利の保障、匿名性の遵守、結果の公表について書
面および口頭で説明を行い、同意書への署名による承諾を得
た。本研究は所属施設の倫理委員会の承認（承認番号：20
－ 033）を得て実施した。
【結果】分析の結果、53 の洗い出
し段階のコード、16 のサブカテゴリ―、５つのカテゴリー
が抽出された。カテゴリーは≪非薬物療法に重点を置いた包
括的なせん妄ケアのビジョン作りと組織作り≫≪非薬物療法
に重点を置いた包括的なせん妄ケアの成果を導くための実
践≫≪病棟看護師への教育的介入≫≪病棟看護師との協働の
基盤作り≫≪病棟看護師と協働した実践≫であった。
【考察】
ケアチーム看護師は≪非薬物療法に重点を置いた包括的なせ
ん妄ケアのビジョン作りと組織作り≫と並行して≪非薬物療
法に重点を置いた包括的なせん妄ケアの成果を導くための実
践≫をしていた。さらに丁寧な≪病棟看護師への教育的介
入≫と≪病棟看護師との協働の基盤作り≫が≪病棟看護師と
協働した実践≫につながっていた。ケアチーム看護師は、管
理者の視点、教育者の視点、実践者の視点で、組織全体のせ
ん妄ケアの実践力向上ための計画を練り、実践し、評価する
プロセスを繰り返しながら病棟看護師との協働の基盤を作っ
ていた。病棟看護師との協働には、協働の基盤作り、教育的
介入が不可欠であることが示唆された。
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ICDSC 導入、早期介入の効果

－ A 病棟における科別のせん妄有病率の実際－

A 病院 Open ICU での人工呼吸器離脱プロト
コールの運用と課題

キーワード：ICDSC リスク因子 心臓血管外科
開腹消化器外科術後 せん妄

キーワード：Open ICU 人工呼吸器離脱プロトコール
人工呼吸器期間の短縮

○豊島 龍海 ¹・横山 眞帆 ²・本田 富恵 ¹

○飯島 雄希・下村 真一・中村 真大

1

医療法人社団筑波記念会筑波記念病院

2

社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会泉尾病院
元社会福祉法人恩賜財団済生会大阪府済生会泉尾病院

【目的】術後せん妄は、それ自体が予後に影響を及ぼし必要
な安静保持ができなくなり、生命の危機や回復の遅延につな
がるとされている。今回、せん妄のアセスメントツールを用
い統一した、せん妄発症因子の評価を行い早期介入を行うこ
とにより、せん妄発症予防対策の有用性の検証を目的とし
た。
【方法】期間は 2019 年 8 月～ 2020 年 10 月。対象は外科
開腹手術患者 56 名と心臓血管外科（以下心外とする）手術
後患者 41 名。一般的なせん妄発症 3 要因である、準備 5 項
目・直接 3 項目・促進 7 項目を記載した入室前アセスメン
トシートを作成し、チェックを行いせん妄発症リスクを把
握。ICDSC 評価を行った。また入室前アセスメントシート
を活用し看護介入をした。看護介入前と、看護介入後前後で
のせん妄発症率を比較。倫理的配慮として病院倫理委員会で
承認を得、研究で得られた情報は厳重に管理し研究目的以外
に使用せず。
【結果】せん妄発症の割合は、外科患者の看護
介入前は 6.9%、看護介入後は前期・後期ともに 0%。心外患
者の看護介入前 45.1%、前期 50%、後期 33.3%。せん妄発症
因子の平均点は、外科と心外の介入前・前期・後期全てを比
較すると心外が高かった。しかし、準備因子項目に外科と心
外の差は見られなかった。【考察】前期は介入前より心外の
上昇がみられた。後期は外科・心外ともに軽減傾向にあり、
ICDSC 評価、看護介入の効果はあったといえる。せん妄に
は過活動性・低活動性・混合性の 3 種類があり、その中でも
低活動性せん妄は落ち着きがあり、静かな症状のため見逃さ
れやすく水面下での症状が多いとされている。せん妄の分類
に応じた対応はないとされており、早期の予防が低活動性せ
ん妄にも効果的とされているため、早くに気づく事ができる
よう知識をつける必要がある。準備因子の差はほとんどない
が、直接、促進因子の該当が多く、入室前からせん妄リスク
を抱えている。心外においては手術１週間前からの入院のた
め、術前からせん妄発症リスクが 10 ～ 40％と高い状態と言
え、挿管帰室、身体拘束、ドレーン本数も多いため、せん妄
発症率にも反映されたと考える。ICDSC 導入を行うことで
経験年数に関係なく統一した評価が行え、点数化することで

【目的】A 病院は、OpenICU であり各診療科主治医のもと患
者が入室し、周手術期患者の他、人工呼吸器管理を要する患
者に対してクリティカルケア看護を行っている。これまで、
人工呼吸器離脱において、ガイドラインに準じて weaning す
る場合と、主治医の治療方針によって進む場合があり、共通
した人工呼吸器離脱プロトコールはない状況にあった。今回、
人工呼吸器離脱プロトコールを作成し、各診療科主治医制の
もとで運用した結果を振り返り今後の課題を明確にする｡【方
法】ICU 内で集中ケア認定看護師、呼吸療法認定士を中心
に呼吸サポートチーム（以下 RST）を組んだ。文献とガイ
ドライン参考にし、SAT ／ SBT 導入と鎮痛評価スケールを
組み込んだ内容を取り入れ、人工呼吸器装着患者対象に人工
呼吸器離脱プロトコールを作成した。2020 年 4 月 1 日から
2021 年 1 月 31 日まで人工呼吸器離脱困難または、挿管期間
の長期化が予測された患者対象とした。プロトコール適応は
主治医の同意のもと実施した。対象患者に対して、担当看護
師と共に RST スタッフがプロトコール運用を行った。各勤
務帯の担当看護師が継続して患者に実践できるよう、プロト
コールは電子カルテ内でテンプレート化した。
【結果】対象
患者 12 症例のうち、介入回数延べ 23 回のプロトコールをも
とにした介入があった。プロトコールの運用によって、主治
医の治療計画より人工呼吸器期間の短縮となった症例もあっ
た。介入後に抜管できたが、
数日後、
再挿管が必要となったが、
再度介入し人工呼吸器抜管できた症例もあった。主治医の同
意のもと診療科問わず、共通の人工呼吸器離脱プロトコール
を使用し逸脱しての介入はなかった。
【考察】各診療科主治
医制の OpenICU である A 病院で、自施設に合った呼吸器離
脱プロトコールを作成し運用した。プロトコールがあること
で、人工呼吸器離脱の手順と評価指標が統一された事から有
害事象を起こさずに介入できたと考える。また、RST スタッ
フと共に担当看護師もプロトコールの運用で、患者へ継続的
介入となったと考える。今後の課題として、人工呼吸器期間
の短縮が、自施設におけるクリティカルケア看護の質の向上
となるか評価していくことが必要となる。

同じレベルで患者の情報を捉えることができ、意識して早期
から観察、看護介入をすることはせん妄発症率の軽減に対し
て有用であった。
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第二次救急医療機関の役割を担う病院職員の
救急対応に対する意識改革の取り組みの成果

夜間帯を想定した看護師と介護士の協働によ
る急変時シミュレーション研修の効果

キーワード：第二次救急医療機関

キーワード：急変シミュレーション研修
介護士

地域中核病院

意識改革

○伊原 暁子

協働

看護師

○秋元 恵子 ¹・石田 一美 ¹・窪田 雅江 ¹・
塚原 節子 ²

越谷誠和病院

【目的】A 病院は第二次救急医療機関として救急車の受け入
れに力を入れており、地域に期待されている中核病院である。
これまで救急担当看護師の教育や救急隊との連携を深め、顔
の見える関係を築き上げてきた。さらに受け入れ強化するた
めには、救急担当看護師だけではなく、地域中核病院の役割
を担う病院職員の意識改革も必要である。本研究では、第二
次救急医療機関として救急対応に関する病院職員の意識改革
を目指した取り組みの成果を明らかにする。【方法】実施し
た内容は、年 6 回の院内 BLS 研修参加、年 1 回救急車同乗
研修の参加、救急救命士再教育実習 6 名、24 時間体制 1 名 3
日間で関わりことである。対象は未研修の看護師 19 名、検
査技師 3 名、事務職員 5 名、放射線科技師 3 名の 30 名で実
施した。実施期間は 2019 年 5 月から 2020 年 4 月の 1 年間と
した。評価は KJ 法で行った。5 グループで個々が思った事
を可視化し、同じカテゴリーの付箋をグループ化した。倫理
的配慮として調査協力は自由意思であり、協力の有無によ
る不利益はないこと、書面と口頭で伝えた。本研究は A 病
院看護管理者部会で承認を得た。【結果】大グループ化では、
BLS 研修の参加、救急患者受け入れの推進、顔が見える関係
の 3 つに絞られた。BLS は一般市民もでき、医療従事者とし
て必要な知識である。救急隊が病院選定で困惑している。現
場滞在時間が長くなり患者の状態が悪くなるため、救急車の
受け入れをすべきである。救急隊とコミュニケーションが図
れ、救急隊と顔の見える関係ができた。などの意見があがっ
た。
【考察】従来病職員は BLS 研修に無関心であったが一般
市民もできると知り、医療従事者として必要性を感じたので
はないだろうか。救急車同乗研修では救急隊が困惑する現状
を知り、迅速に救急車の受け入れをすべきと気持ちに変化が
あったと考えられる。救急救命士再教育実習は初めての試み
だったが、救急担当スタッフだけではなく病棟・手術室スタッ
フやコメディカル部門も関わり、救急隊との距離が縮まった
ことで救急隊と顔の見える関係に繋がった。取り組み後、各
部署の協力体制が構築され、転院搬送や救急車受け入れ時な
ど円滑に行えている。意識改革とは、仕事や組織内で働く上
で考え方や態度などを変えることである。研修などの施策だ
けでは意識改革も難しいが、今回の取り組みでは意識改革の
成果があったといえる。

¹ 公立学校共済組合北陸中央病院
² 東京医療学院大学保健医療学部看護学科

【目的】A 病棟は地域包括ケア病棟で、夜間帯の急変時には
看護師と介護士の協働による対応が必要である。そこで夜間
帯を想定した看護師と介護士の協働による急変時シミュレー
ション研修を 3 年間継続した効果を明らかにする。
【方法】
対象は 20XX 年から 3 年間 A 病棟に勤務する看護師・介護
士全員。研修目的・達成目標を明確化し夜間帯で急変のある
場面を想定したシナリオを作成し看護師・介護士 3 名 1 組で
研修を実施。評価方法は 2 つのアンケート調査（1）初年度
の受講者全員に不安の調査を研修前後に実施、4 段階評価し
T 検定（2）3 年間継続受講者に研修目的 5 項目の効果を 5
段階評価、さらに自由記載した内容をコード化しカテゴリー
を抽出。倫理的配慮として所属施設の倫理審査委員会承認後、
対象者に研究の目的、参加は自由意志であり断っても不利益
は生じないことを書面で説明し同意を得た。
【結果】対象は
初年度受講した看護師 21 名、介護士 10 名、３年間継続した
看護師８名、介護士５名（1）研修前後で不安が有意に軽減
した項目は、看護師は患者発見後の対応（P 値 0.005）、介護
士への必要物品の指示（P 値 0.01）だった。AED と DC の
準備と施行に有意差はなかった。介護士は、救急カートの準
備（P 値 0.01）
、心臓マッサージ、AED・DC・呼吸器の準備
（P 値 0.02）の不安が優位に軽減した。（2）3 年間、研修を受
講し最も効果があったのは、看護師・介護士共に急変直後の
対応力の向上だった。自由記載から 4 つのカテゴリー・急変
時の相互連携の強化・急変時の初動対応力の向上・前に踏み
出す力・急変時の不安の軽減が抽出された。一方、明確化し
た課題は・軽減しない不安・適切な判断と明確な指示だしの
個人差であった。【考察】不安の軽減につながった背景には、
看護師・介護士が急変時の役割把握ができたため相互連携の
強化、具体的に初動対応を実践したことで急変のイメージが
付いたと考える。研修の効果として、主体的で肯定的な思考、
つまり前に踏み出す力にも影響した。さらに研修の副産物と
して、急変時以外の日常業務における協働にも効果があった。
一方、看護師により個人差がみられた介護士への明確な指示
だしや経験不足の実践に対する不安の課題が明確となった。
今後も、思考と実践を統合することができるシミュレーショ
ン研修を定期的に継続することで、効果の持続と向上が期待
できると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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特定行為研修修了後の後期研修（修練期間） DPNS で働く看護師が質の高い看護を提供す
のシステム構築
るためにペア看護師と実施した良い連携
キーワード：特定行為研修 修練 安全で確実な行為
システム化 チーム医療

キーワード：DPNS

○小楠 香織・藤井 晃子・奥田 弥奈・牛江 愛・
謝 瑛子・佐藤 正実・家崎 志のぶ・鈴木 輝彦・
三浦 昌子
名古屋大学医学部附属病院

連携

人間関係

チーム医療

○北村 晴美・内田 浩代・深津 由美・伊藤 優峻
前橋赤十字病院

【目的】DPNS で働く看護を実践する看護師が患者への質の
高い看護を提供するためにペア看護師と実施した良い連携に

【目的】特定行為研修を修了した看護師が実際の現場で、安
全・確実に専門的な技能を提供するために A 病院は特定行
為研修修了後の研修を「後期研修」と位置づけ、さらに経験
を積んでから病院長の許可のもと正式に病院で特定看護師と
して働くという仕組みを構築した。A 病院においては、手術
室の特定看護師への期待が高い。そこで、麻酔科医と後期研
修の方法など検討を積み重ね実施に至った。今回、手術室で
の後期研修の取り組みと特定行為研修修了者（以下研修修了
者とする）の後期研修の実践から課題を明らかにする。
【方
法】研究期間は 20XX 年 8 月～ 20XX 年 5 月。特定行為研修
を修了した手術室看護師 2 名、麻酔科医、手術室師長に対し
て、後期研修に関する内容や方法について半構成的面接を実
施し、得られた内容をカテゴリー化して分析した。本研究を
取り組むにあたり、研究対象者には事前に説明書を提示し、
インタビュー前に口頭で説明し承諾を得た。また個人情報保
護を厳守し、研究に参加しなくても不利益とならないことを
説明した。A 病院生命倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】
インタビューから後期研修内容として「看護師と麻酔科医の
視点の違い」
「患者安全の強化」「チーム医療の強化」の 3 個
のカテゴリーが抽出された。研修修了者、麻酔科医、師長の
三者とも後期研修で麻酔科医と実践に近い形で特定行為をす
ることで、看護師とは違う視点から患者の全体像を把握する
ための視野を広げられると述べていた。麻酔科医や研修医の
間に研修修了者が入ることで患者安全に繋がった事例も聞か
れた。また、研修修了者も医師も研修修了後に即独り立ちで
の実践は危険であり、後期研修の必要性を述べていた。チー
ム医療の点では、医師、特に術者の診療科医師には周知が不
十分であること、医師の中でも特定行為に対する考え方の違
いがあること、麻酔科医による指導方法の違いがあることが
わかった。
【考察】研修修了者が修了後即独り立ちする前に
医師と協働して特定行為を行うことは、知識の広がり、医師
との連携強化、特に侵襲的な行為でより安全に確実に行うた
めにも必要であることが確認できた。また医師や看護師にお

ついて明らかにし、その特徴の考察を通して連携の向上に繋
がる示唆を得る。【方法】DPNS で働く看護を実践した経験
を持つ看護師（看護師長を除く）255 名に質問紙を配布し、
162 名（回収率 63.9％）により回答を得た。このうち自由回
答式質問に回答した記述を分析対象とし、Berelson、B の方
法論を参考にした看護教育学における内容分析を用いて分析
した。【結果】DPNS で働く護を実践する看護師が患者へ質
の高い看護を提供するためにペア看護師と実施した良い連携
を表す 16 カテゴリを形成した。それらは、〈１．多重課題や
多忙な業務を円滑に分担し対応できる〉、〈２．不十分な看護
実践に気づけるような言葉をかけるのみならず、それを実施
できる〉、〈３．困難を感じた看護実践をすぐに相談できる〉
、
〈４．不足している患者情報や習得不十分な知識や技術を補
完できる〉
〈５．同時並行に実践できる看護を分担し、円滑
に対応できる〉
〈６．不在により対応困難な看護をペア看護
師が実践してくれる〉
、
〈７．一方のみが把握している可能性
のある情報を共有できるように適宜コミュニケーションが図
れる〉
、
〈８．確実に看護を実践するために相談できる〉
、
〈９．
早期に対応したい看護を容易に依頼できる〉、〈10．１人では
対応困難な看護にも２人で即時に対応できる〉、〈11．事前に
共有した情報を活用し、円滑に看護を実践できる〉、〈12．優
先度の高い患者以外にも看護を実践できるよう分担し、円滑
に対応できる〉
、〈13．適切な看護を実践するための情報を共
有できる〉、〈14．困難を感じた看護実践の適切な方法の助言
を受ける〉、〈15．看護実践の効率化に向けた具体的方法の助
言を受ける〉、〈16．危険が伴う可能性のある患者に２人で対
応できる〉であった。
【考察】考察により、DPNS で働く看
護を実践する看護師が患者へ質の高い看護を提供するために
ペア看護師と実践した良い連携を表すカテゴリは、
《対応困
難な看護をペア看護師に依頼し分担できる》などの５つの特
徴を持つことを示した。また、各特徴は、連携の向上のため
に、自身の困難基準を明確にし、基準を超えた場合にはすぐ
に支援を要請することの重要性などを示唆した。

いて特定行為研修の理解が不足しているため、引き続き特定
行為研修の周知は必要である。今後は更に具体的な課題を明
確にし後期研修のシステムをより良いものにしていき、質の
高い医療を提供できるような特定看護師の育成を目指す。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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PNS®の年間パートナー選出にエゴグラムを
使用したことによる影響

A 大学 3 年次看護学生が領域別実習に抱える
不安

キーワード：PNS® エゴグラム

キーワード：3 年次

年間パートナー

○宇井 はるな

看護学生

実習

不安

○後藤 理香 ¹・大村 郁子 ¹・菅原 美保 ²・
岡田 尚美 ³・藤長 すが子 ²

碧南市民病院

【目的】A 病院 B 病棟は、小児科・眼科・内科・産婦人科の
混合病棟であり、効率よく患者・家族に安全で質の高い看護
を提供することを目的に、３年前よりパートナーシップ・ナー
シング・システム®（以下 PNS®）を取り入れている。PNS®
年間パートナー（以下パートナー）の選出は、スタッフ同士
が公の場で自分の長所や短所が異なる看護師をパートナーと
して選ぶことが推奨されているが、客観的な指標がないため
実際にそのようなパートナーを選定することは難しく、B 病
棟のパートナー選出の場でも思うように選出が進まない状況
がある。そこで、自分発見できることが特色といわれている
エゴグラムを活用し、自分の性格を客観的に把握したうえで
パートナーの選出を行うことで、適切なパートナーを選出で
き、PNS®の効果がより発揮できると考えた。以上より本研
究では、パートナー選出にエゴグラムを用いることで互いの
特性を知り、どのような影響があったのかを明らかにする。
【方法】同意の得られた B 病棟の看護師にエゴグラム実施し、
エゴグラムの学習会を行った。学習会ではエゴグラムの構成
要素、エゴグラムのポイント、代表的な 7 つのパターン、パー
トナー選出方法を説明した。パートナー選出を行ったのちに
8 名に対し半構造化面接でエゴグラムを使用したパートナー
選出に対する影響を聞き、質的記述的に分析を行った。倫理
的配慮として文書で説明し同意を得た。対象施設において倫
理委員会の承認を得た。【結果】対象者は全て女性で、20 歳
代 2 名、30 歳代 1 名、40 歳代 3 名、60 歳代 2 名であった。
自己理解のためのエゴグラムの活用として〈自分の新たな特
性を知り落胆した〉〈自分と他者の新たな特性を知ることが
できた〉
〈エゴグラムの結果で出た自分の特性に納得した〉
の 3 つのカテゴリーが抽出された。パートナー選出時にエゴ
グラムを使用したことによる影響では、〈エゴグラムが判断
基準となり互いを補完し合えるパートナー選出が容易になっ
た〉というカテゴリーが抽出された。【考察】エゴグラムを
実施することで、自己理解が深まるだけでなく自己受容や他
者理解も促進されるため、年間パートナー選出に必要な互い
の特性を知ることができたと考えられる。また、パートナー
選出の発表をする際にエゴグラムの結果が自分の意見の根拠
となることでパートナー選出が容易になるため、パートナー
選出の負担が軽減すると考える。

¹ 元日本医療大学保健医療学部
² 北海道文教大学人間科学部
³ 札幌医科大学保健医療学部

【目的】A 大学の看護学生が領域別実習において抱える不安
の実態を明らかにし、学生への実習での支援の在り方につい
て示唆を得る。
【方法】本研究は、A 大学看護学生の領域別
実習に臨む前の 3 学年を対象にアンケート調査を 2 年間実施
した。対象学生に研究趣旨を口頭、書面で説明し、書面で研
究協力の同意を得られた学生から留置法にてアンケートを回
収した。対象者は、1 年目 68 名、2 年目 91 名であった。調
査期間は、2 年とも実習開始直前のオリエンテーション時期
とした。先行研究のレビューをもとに作成した自作質問紙を
用いた。各項目は記述統計を行い、χ 2 検定を用いて経年比
較を行った。自由記載は、意味内容から類似性、関連性に基
づいて分類した。倫理的配慮は、A 大学倫理審査委員会の承
認（審査番号：倫理元－ 14）を得て実施した。
【結果】1 年
目は 68 名中 41 名（60.3%）から回答があり、回答欄に記載
のないものを除き 40 名を分析対象とした。2 年目は、91 名
中 48 名（52.7％）から回答があり 48 名を分析対象とした。
不安があると回答した項目で最も多かったのは、
1 年目は、
「看
護過程の展開」
「知識」が最も高く、次いで「実習記録」、
「看
護援助の実践」
、
「カンファレンスの実施」であった。2 年目
では、「看護過程の展開」「看護援助の実践」が最も高く、次
いで「実習記録」、「カンファレンスの実施」、「自身の看護技
術」、「臨地実習指導者・スタッフとのコミュニケーション」
、
「知識」であった。自由記載は、「どのような患者かわからな
い」
「記録物に時間がかかる」などの記載があった。経年比
較で有意差を認めたのは「知識」のみで、１年目より 2 年目
の不安ありの割合が有意に低かった（p ＜ 0.05）。【考察】A
大学看護学生が実習に抱く不安要因は、調査年度にかかわら
ず、看護過程の展開や看護援助の実践、記録物に関する不安
が高かった。唯一、差があった「知識」について、不安を低
減させた要因をさらに検証し、学生への支援のあり方につい
て再構築していく必要がある。不安があることが必ずしも目
標達成を阻害する要因にはならないが、教員と実習指導者は
学生が抱く不安を認識、理解し、明らかにする関わりが必要
である。実習前の準備状況の確認、実習中はモデリングと見
守り、更には学生同士による能動的な学修方法を検討してい
く必要がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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基礎看護学実習 I におけるリフレクションか
ら得られる気づきの変化
－ペアリフレクションの有用性の検討－
キーワード：リフレクション

気づき

キーワード：学内実習

基礎看護学実習

患者指導

学生の学び

吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科

¹ 首都医校看護学部高度専門士看護学科
² 日本医療科学大学

【目的】2020 年度は COVID-19 に絡み医療提供体制の維持及

【目的】基礎看護学実習 I のリフレクションにおいて、個人
リフレクションで得られた気づきから、ペアリフレクション
を行うことによって得られた気づきはどのように変化したか
ついて明らかにする。【方法】3 年課程 4 年制看護学科 1 年
生の基礎看護学実習Ⅰ履修者において、本研究の同意が得ら
れた 20 名の学生のリフレクションシートの「個人リフレク
ションで得られた気づき」と「ペアリフレクションで得られ
た気づき」を比較し、各学生の気づきの変化についてカテゴ
リー化し考察した。本研究の立案・実施に関して、所属施設
の倫理委員会の承認を得て実施した。本研究の参加は自由意
志であり成績には一切関与しないこと、個人情報の保護を厳
守し知り得た情報は本研究以外には使用しないことを口頭及
び書面にて説明し同意を得た。【結果】個人リフレクション
を踏まえてペアリフレクションにより新たに得られた気づき
について、
［コミュニケーション方法の新たな手段］（7）
、
［自
己中心的思考からの脱却］（4）、
［考え方・捉え方の拡大］
（3）
、
［学生―患者間のコミュニケーションの重要性］（2）
、
［場面
内の自己を客観視する視点の幅］（1）、［場面内の自己の行動
の概念化］
（1）
、
［コミュニケーション前の情報収集の重要
性］
（1）
、［観察力の重要性］（1）が抽出され、基礎看護学実
習 I のペアリフレクションによって 8 つのカテゴリーの「気
づき」が増した。
【考察】個人リフレクションでは、時間と
場所を変えて気がかりな場面を振り返ることで、場面内容を
客観視出来、新たな気づきは得られる。しかし、個人リフレ
クションは、学生自身の一方向の思考・視点で振り返ること
になり、リフレクションの場面の中で生じた自己中心性な思
考・視点からの脱却は困難である。ペアリフレクションによっ
て、ペアの学生から受けた質問や自分と異なる考えを聞くこ
とによって、自分自身だけでは思い付いたり、考えたり、見
えていなかった新たな気づきが生まれたと考えられる。また
学生は、ペアリフレクションを行うことによって、個人にお
ける思考の限界に気づき、他者の考えを得ることにより、視
野が広がるものと考える。これらの経験により、リフレクショ
ンの重要性に気づき、看護しながらリフレクションをする姿
勢を体得していくと考える。
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慢性期看護

○柘野 浩子・飯田 尚美

○早崎 聖子 ¹・豊吉 泰典 ²

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

学内での成人看護学実習（慢性期看護）にお
いて患者指導演習を実施した学生の学び

び感染予防の観点から病院施設での実習が制限され、この状
況は今後も続くことが予測される。本研究の目的は、学内で
の成人看護学実習で患者指導演習（以下；演習）を実施した
学生の学びを明らかにし、今後の学内実習指導上の示唆を得
ることである。本演習では、①学生全員が同一患者を受け持
つ②実習メンバー全員が互いの演習場面を観察する③教員が
患者・家族役となる。【方法】研究対象は A 大学看護学科の
成人看護学実習を履修した 50 名のうち学内実習を行った 43
名の演習後のレポートで、質的帰納的に分析した。対象者に
は研究目的、レポートは ID 化し個人が特定されないこと、
協力の有無が成績評価に影響しないこと等を口頭と文書で説
明し、書面で同意を得た。
【結果】研究協力の同意が得られ
た 36 名のレポートから、一文一意味に記述内容を切り取り
108 のコードとし、内容の類似性と相違性を検討しながら 14
サブカテゴリー、5 つのカテゴリーへと集約した。学生は、
演習を通して慢性疾患を抱える成人期の患者の特性を捉えな
がら、身体的・心理的・社会的側面からアセスメントして「対
象の健康課題を見出す」ことが、患者指導の第一段階として
重要であると学んでいた。そして、エンパワメント・エデュ
ケーションの概念を活用しながら、健康課題に対する「個別
性に応じた指導の在り方」について理解を深めていた。また、
個別性に対応するためには「患者を支える周囲との関わり」
も不可欠であり、
「指導における看護技術の重要性」も学ん
でいた。さらに、グループワークやグループディスカッショ
ンを通して「患者指導演習での気づき」を共有し、学生自身
の新たな課題を見出していたことが明らかとなった。【考察】
今回、同一患者の演習場面を学生間で共有したことで、看護
の対象を理解することの意義を改めて考え、対象を支える周
囲の環境や、専門的な看護技術が個別性のある看護に繋がる
ことを深く学ぶことができたと考える。さらに、
実習メンバー
や教員からのフィードバックにより、自身の看護実践に対す
る患者・家族の反応や思いを客観的に振り返り、学びを深化
させていたと推察する。今後、学生に対して学内実習での演
習の意味づけを十分に行い、慢性疾患を抱える成人期の患者
に対する看護が実践できるよう工夫していく必要性が示唆さ
れた。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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学内での成人看護学実習（慢性期看護）にお
ける看護学生の学び
キーワード：学内実習

慢性期看護

学生の学び

○飯田 尚美・柘野 浩子

－成人看護学実習におけるストレスとストレス・
コーピングの現状－
キーワード：看護学生 ストレス 臨地実習
ストレス・コーピング

吉備国際大学保健医療福祉学部看護学科

【目的】2020 年度は COVID-19 の発生に伴い、医療提供体制
の維持及び感染予防の観点から病院施設での実習が制限さ
れ、この状況は今後も続くことが予測される。本研究の目的
は、３週間の学内での成人看護学実習（慢性期看護）におけ
る看護学生の学びを明らかにし、今後の実習指導上の示唆を
得ることである。【方法】研究対象は、A 大学看護学科の成
人看護学実習を履修した 50 名のうち、学内実習を行った 43
名の実習後レポート（テーマ：「実習を通しての学び」）の記
述内容であり、質的帰納的に分析した。対象者には研究目的、
レポートは ID 化し個人が特定されないこと、協力の有無が
成績評価に影響しないこと等を口頭と文書で説明し、書面で
同意を得た。
【結果】研究協力の同意が得られた 36 名のレポー
トの記述内容から、一文一意味に記述内容を切り取り 154 の
コードとし、内容の類似性と相違性を検討しながら 17 サブ
カテゴリー、4 つのカテゴリーへと集約した。成人看護学実
習（慢性期看護）において学生は、受け持ち患者に対する看
護実践と、
“セルフマネジメント”や“家族看護”など「成
人看護の基盤となる理論・概念の探究」のためのグループワー
ク（GW）やグループディスカッション（GD）を通して、看
護の対象を捉える視点が広がっていた。そして、「個別性の
ある看護実践」に対する理解を深めながら経験知を積んでい
た。さらに、GW や GD の実践は、学生のアサーティブスキ
ルへの関心を高めたり、自己成長の実感などに繋がっており、
「グループダイナミクスの効果」が十分に発揮されていた。
これらの学習を経験しながら、学生は学内という実習環境で
あっても「看護専門職としてのビジョンの形成」へと繋がる
学びを経験していたことが明らかとなった。【考察】今回の
学内実習では、全実習時間の約半分を GW や GD に充てた。
これにより、看護の基盤となる理論や概念を踏まえて、成人
期にある対象を総合的に理解し、慢性疾患を抱える患者の看
護について学びを深めることができたと考える。また、学生
たちは置かれた環境の中で実習目標を到達するために、主体
的に学ぶことの意義や価値を見出しており、日々の学習課題
を明確にしながら指導を行ったことも効果的であったと考え
る。今後、慢性疾患を抱える成人期の患者を具体的にイメー
ジでき、より実践的な学びが得られるよう教育環境の整備を
していく必要性が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

成人看護学実習における看護学生のストレス
に関する文献検討

はい
はい
はい

○青木 郁子・粕谷 恵美子・林 久美子・柴 裕子
中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科

【目的】成人看護学実習におけるストレスについて文献検討
を行い、ストレスおよびコーピングの現状について明らかに
し、実習での学生のコーピング行動の指導への知見、さらに
今後の調査の示唆を得る。【方法】医中誌 Web 版を用い「臨
地実習」、「ストレス」、「看護学生」をキーワードとし、2015
年から 2020 年の原著論文を検索した（2020 年 12 月 22 日検
索）
。その結果、53 件の文献が抽出され、成人看護学実習（以
下、実習）におけるストレスおよびストレス・コーピングの
現状が示されている 8 件の文献を検討した。なお、文献の
要約および引用で述べられている意味内容を損なわないよう
にし、検索結果の情報の取り扱いにおける倫理的配慮に留意
した。【結果】文献を精読した結果、対象者は 4 年制の看護
系大学の学生が 5 件、専門学校の学生が 3 件であった。調査
の時期は、実習前 1 件、実習中 3 件、実習後 1 件、実習前後
の比較 3 件であった。8 件のうち 6 件がラザルスのストレス
理論を用いた調査であった。調査内容からストレスに関する
研究 4 件と、ストレスおよびコーピングに関する研究 4 件に
分類された。ストレスに関する研究では、実習後のストレス
要因は、看護過程の展開の困難さ、患者・実習グループメン
バー・教員・実習指導者との対人関係、身体的疲労であるこ
とが明らかになった。ストレスおよびコーピングに関する研
究では、実習中のストレス要因は記録物、身体的疲労が抽出
され、コーピングは状況を捉えて適応する状況対応および状
況コントロールが、ストレス反応を低減することが示唆され
た。また、実習後にストレスの高い学生は、問題解決を図る
問題焦点型のコーピングを選択しない傾向にあった。
【考察】
成人看護学実習は、周術期・急性期では患者の状態が急速に
変化する病態を捉え、慢性期では、疾患を持ちながら生活を
する患者の複雑な環境や背景をふまえた対人関係を構築し看
護展開を行う必要がある。これらのことから、ストレスの要
因として看護過程の展開の困難さ、対人関係が抽出されたと
推測する。ストレスの高い学生に対し、問題解決型のコーピ
ングが行えるよう、学生個人に応じた指導者・教員の指導の
必要性が示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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老年看護学実習において実習場面の振り返り
にグループ模擬実演を取り入れた効果
キーワード：模擬実演

振り返り

実習

気づき

老年看護

○八木 美恵子・遠藤 由香里
いわき市医療センター看護専門学校

【目的】臨地での看護場面等の見学や情報をもとにグループ
模擬実演を行い実習場面の振り返りをすることが、学生のど
のような気づきにつながるのかを明らかにする。【方法】A
校の老年看護学実習において、令和元年に実際に患者を受け
持ち、援助を行った学生 40 名を対照群、令和 2 年に看護援
助等の見学と見学した看護場面をグループで模擬実演し、臨
地実習の振り返りを行った学生 40 名を研究群とした。期間
は令和 3 年 1 月～ 3 月で、両群に対し研究趣旨、自由意思で
の参加、プライバシー保護や評価と無関係であることを説明
し、書面にて同意を得た。両群の実習記録の気づきに関する
記述を抜粋し、内容を抽出してコード化し、カテゴリ化して
比較した。また、研究群はグループ模擬実演の内容、実習目
標の到達、グループ模擬実演に対する意見（自由意見）につ
いてアンケート調査し単純集計した。【結果】対照群は 298
コード、7 カテゴリ、研究群は 429 コード、11 カテゴリに分
類された。
『』をカテゴリで記す。両群に共通する学生の気
づきは、『患者状況のアセスメント』『看護行為のアセスメン
ト』
『看護師の実践場面の振り返り』『知識不足』『看護実践
後の振り返り』等があった。また研究群のみに『行為の検証』
『患者の気持ちを想像する』『看護師の役割の理解』『家族へ
の援助の必要性』等が抽出された。研究群に対するアンケー
ト回答数は 28(70%) であった。グループ模擬実演について、
内容は「臥床患者の体位変換」「口腔ケア」「文字盤によるコ
ミュニケーション」「移乗介助」「手足浴」「清拭」等があっ
た。また実習目標の到達に役立ったかでは、
「入院環境の調整」
96.4％、
「二次障害の防止」96.4％、「加齢変化と健康障害の
理解」92.9％、
「家族への影響の把握」64.3％で、自由記載意
見には「自分たちで患者を演じることにより気持ちの理解に
つながった」
「臨床に近づける形で学びが深まった」等があっ
た。
【考察】両群に共通する気づきは、患者状況や看護場面、
自らの知識不足について学生の視点で振り返った内容であっ
た。研究群は模擬実演の準備や実践を通して、看護師や患者
の視点から看護場面を再構成した。加えて、グループでの振
り返りにより、患者の気持ちを慮り、患者の状況から家族へ
の援助の必要性に気づいた。模擬実演による振り返りは、行
為の検証や洞察を広げるのに役立つことが示唆された。

地方大学病院一般病棟におけるペア実習の効
果

－臨地実習指導者の視点による検討－
キーワード：ペア実習

老年看護学実習

臨地実習指導者

○赤栩 絢 ¹・水口 智華 ¹・香西 尚実 ¹・
森河 佑季 ²
¹ 香川大学医学部附属病院
² 香川大学医学部看護学科

【目的】地方都市の 600 余床を有する大学病院一般病棟の老
年看護学実習で、学生 2 名 1 組で 1 名の患者を受け持つ実習
形態（以下、ペア実習）を導入した。ペア実習は母性や小児
看護学の分野で行われ、学生や教員の視点では効果が明らか
にされている。しかし臨地実習指導者（以下、指導者）の視
点でペア実習の効果を明らかにした研究は見当たらず、検
討する事で実習環境の整備に貢献できると考えた。【方法】
1. データ収集方法 : 看護師経験年数、指導者経験年数が違う
指導者 2 名が 2019 年度の実習期間中に体験し、記録してい
たペア学生と患者の相互作用の場面、患者や学生の変化、患
者・学生・教員・医療従事者からペア実習に関する感想とし
て聴取した内容をデータとした。2. 分析方法：記録していた
場面や内容を指導者が体験した時にどう感じたか補足して記
述し、指導者の視点でペア実習の効果を質的帰納的に明らか
にして検討した。分析による妥当性を確保するため、質的研
究者によるスーパーバイスを受けた。3. 倫理的配慮：香川大
学医学部倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】指導者
の視点によるペア実習の効果は、52 のコードから 16 のサブ
カテゴリー、6 のカテゴリーが抽出された。6 つのカテゴリー
は《実習環境調整のしやすさ》
《臨地実習指導者による指導
の質向上》《臨地実習指導者の苦悩》《学生が捉える患者像の
広がり》《相互作用による学生の人間的成長》《患者の受容と
満足度向上》であった。
【考察】学生が受け持つ患者を指導
者が毎日担当し、一貫して指導を行う実習指導体制上、患者
数を減らすことで業務の煩雑さが減り、患者と学生の状況を
把握し易くなり、指導時間の確保もできた。指導者に時間的・
精神的余裕が生まれ、効果的な実習環境の整備や指導の質向
上へ繋がった。しかし、学生の理解度に差があると指導者の
苦悩がみられた。学生の変化の過程を捉えた指導を行うこと
でペア実習の効果を高めると言われている。本研究でも負の
相互作用を認めたペアに指導者と教員が連携して学生個々、
ペア、グループへの介入を使い分け、ペアの関係性が改善し、
適切なケアの実施や学生の人間的成長へ繋げることができ
た。患者には、学生がペアで協力して介入することで受容を
引き出すことや、満足度向上の効果があった。指導者が指導
役割を果たし、学生が実習目標を達成できるような実習環境
を整備する上で、ペア実習は有効である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅸ - ８
老年看護学実習におけるシミュレーション教
育導入の検討と課題

－臨床判断と多職種連携を取り入れた実習を通して－
キーワード：老年看護学実習 シミュレーション教育
介護老人保健施設 臨床判断 多職種連携

○小泉 結香・那須 詠子・齋藤 友紀子・本田 有里・
荒谷 美香
慈恵第三看護専門学校

【目的】老年看護学実習におけるシミュレーション教育導入
による学生の学びを明らかにしその効果と改善策を検討す
る。
【方法】時期：2 年次 12 月。実習目的：臨床判断と多職
種連携を理解する。実習方法：介護老人保健施設（以下、老
健施設）の特性と働く職種について事前学習をした。利用者
設定は看護介入で改善の見込みのある脱水症状をもつ老年者
に、看護師役の学生が必要と思われる観察、アセスメントを
し、看護援助を実施した。また、観察、報告など必要時、多
職 種 と 協 働 し て よ い と し た。3G が 同 じ 事 例 を 実 施 し、
ZOOM で他グループの実施を観察し、その違いから学びを
得た。分析対象は学生 16 名の最終レポートで、分析方法は
記述内容から学びに関する記述を抽出し、意味ごとに分類し
た。なお、倫理的配慮は、研究の目的・方法・データの匿名
性を保証することを調査依頼用紙と口頭で説明し、協力者に
同意を得た。所属施設の倫理審査委員会相当の機関の承認を
得て実施した。【結果】19 １コードが抽出され、6 つの大カ
テゴリー、24 カテゴリーに分類された（大カテゴリー「」
、
カテゴリー＜＞で表記する）。「多職種連携をするための看護
の基本技術」では、＜多職種への尊重＞、＜多職種との連携
のタイミング＞、
「臨床判断の要素」では、＜高齢者の特性
の理解＞、＜情報からの判断と根拠にもとづいた判断＞、
＜緊急の見極めと症状悪化の予防＞、「施設と多職種の理解」
では、＜老健施設での介護士の役割機能＞、＜実習体験から
生じた介護士の誤った理解＞、「老健施設で働く看護師の役
割」では、＜責任のある看護師の仕事＞、＜実習体験から生
じた看護師に対する誤った理解＞、「老健施設で生活する対
象の特徴と理解」
、「演習から得られた学生の学び」では＜失
敗体験から得られた学び＞が抽出された。【考察】1．臨床判
断は老年者の特徴を捉えつつ情報から判断したり、緊急度の
見極めができ、看護介入できていた。理由として、施設で起
こりやすく、看護介入によって改善できる脱水に設定したた
めであると考える。2．多職種連携では、多職種の特性を知り、
どの職種へ何を依頼するのか学ぶことができていた。理由と
して、事前学習し演習目的を明確にしたことによる効果であ

ポスター T - Ⅸ - ９
精神看護学実習における患者

－学生関係に関する患者の視点からの文献検討－
キーワード：精神看護学実習

対人関係

患者の思い

○夫 博美
大阪信愛学院短期大学看護学科

【目的】精神看護学実習において患者が学生との対人関係を
どのように体験しているのかを明らかにする。
【方法】文献
研究。データベースは、医学中央雑誌 Web 版 Ver.5 を使用
した。キーワードを「精神看護学実習」and「学生」and「対
人関係」and「会議録を除く」として検索した。対象文献で
明らかにされている患者－学生の対人関係をコードとして抽
出し、カテゴリ化することにより質的に分析した。倫理的配
慮：本研究は、文献研究のため、倫理的配慮を要する研究に
は該当しない。著作権の侵害、剽窃をしないように留意した。
【結果】キーワード検索の結果、112 件が抽出された。その
中で精神看護学実習における患者－学生関係についてのもの
は、26 文献であった。その内訳は、学生を研究対象とした
ものが 24 文献、患者を研究対象としたものが 2 文献であっ
た。このことから患者を研究対象とした研究は少ないことが
明らかになった。さらにハンドサーチで 3 文献が抽出された。
患者を研究対象とした 2 文献とハンドサーチで抽出した 3 文
献を合わせた 5 文献を分析対象とした。分析の結果、42 コー
ドが抽出され、
13 サブカテゴリ、
5 カテゴリに整理された。
（以
下、サブカテゴリ〔〕
、カテゴリ《》で示す）患者と学生の
対人関係には《治療的関係》と《学習的関係》の 2 種類の関
係が存在していた。学生が治療者という立場に対しては、患
者が患者役割になる《治療的関係》であり、患者は、学生に
対して〔対人関係の治療効果〕と〔ケアの効果〕を感じてい
た。一方、学生の学習者という立場に対しては、患者が支援
者役割になる《学習的関係》であり、患者は、その関係の中
で、〔学生への配慮〕と〔社会貢献〕を考えていた。患者は、
学生との対人関係で〔未熟な技術〕と〔倫理的配慮不足〕によっ
て《不快感》を体験していた。そして、患者の《負担感》と
して〔心身への負荷〕と〔物理的負担〕が示された。患者の
中には《病状悪化》を自覚する者がいた。
【考察】患者－学
生の対人関係の特徴として患者は、学生から看護ケアを受け
る患者役割を果たす一方で、学生の学習への支援者として参
加・協力していることが明らかになった。また、学生が行う
ケアだけではなく、対人関係に《負担感》を感じること、学
生のかかわり方が《不快感》につながること、場合によって
は《病状悪化》につながることが課題である。

ると考える。その一方で、看護師や介護士に対する誤った理
解といった課題もあきらかになった。改善策として、演習に
現職の介護職の導入を検討する。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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ポスター T - Ⅸ -10
精神看護学におけるシミュレーション教育と
臨地実習での学び
－コミュニケーションにおける学生の学びの検討－
キーワード：コミュニケーション シミュレーション教育
精神看護学 臨地実習

○平澤 由希子・迎田 美香
いわき市医療センター看護専門学校

ポスター T - Ⅸ -11
在宅看護論実習に向けた積み上げ型学習を効
果的にするための演習方略の検討（第 2 報）

－テキストマイニングを用いた実習終了後の学びか
らの分析－
キーワード：在宅看護論 演習方略
テキストマイニング

学び

○山下 淳也・井上 マユミ
聖マリアンナ医科大学看護専門学校

【目的】シミュレーション教育と臨地実習における学生のコ
ミュケーションの学びを明らかにする。【方法】対象：A 校

【目的】2 年次の演習方略が実習に向けた積み上げ学習とし

3 年生 40 名。期間：令和 3 年 1 ～ 3 月。方法：学生 20 名は

て効果的であるか実習終了後のアンケート結果を基に明ら

感染症対策のため臨地実習の代替として学内でシミュレー

かにする。
【方法】質的研究。A 看護専門学校の在宅看護論

ション教育を行った（以下学内群）。4 場面を設定し、教員

実習履修者 75 名を対象に、実習終了後に Web 上で無記名

が患者役となり 5 分程度自由にコミュニケーションを行っ

選択式、一部自由記載式の①記録の書き方②対象理解のプロ

た。全員が 1 回以上実践し、実践以外の学生は見学した。実

セス③演習体験④日常生活支援・調整において大切にした視

践の前後で話し合い、学びの共有をした。臨地実習となった

点の内容でアンケート収集した（回収 70 名）
。④の結果を

学生 20 名（以下臨地群）は患者を受け持ち 11 日間の実習を

Khcoder.ver.3 を用い、階層的クラスター及び多次元尺度構

行った。記録よりコミュニケーションの学びに関連した内容

成法から図表化する。第１報で示した図表と比較し、変化を

を抜粋しコード化、サブカテゴリー、カテゴリー化した。い

分析する。その後、①～③の頻出リストを作成し、第 1 報と

わき市医療センター倫理委員会の承認を得た。対象者に文書

今回の図表の比較結果にどのように影響を与えたか明らかに

で研究の目的・趣旨・自由意思での参加・プライバシー保護

する。演習方略とは、学生の演習活動が効果的に進むことを

等を説明し同意を得た。
【結果】40 名から同意を得た。コミュ

目指し、意図的に演習プロセスや方法を構成することとする。

ニケーションの学びを校内群で 200 コード抽出し 39 サブカ

倫理的配慮は聖マリアンナ医科大学看護専門学校研究倫理審

テゴリー、8 カテゴリーに分類、臨地群で 237 コード抽出し

査委員会の承認を得て、必要事項を口頭で説明し、web 上

47 サブカテゴリー、12 カテゴリーに分類した。学内群は『患

で同意の確認を行った。
【結果】学生の学びの内容より研究

者・学生が安心できる関わりをする』『患者を観察し次の関

対象は 447 文字、階層的クラスターでは「意思を尊重する姿

わりにいかす』
『患者の意思を尊重し関わる』『患者の思いを

勢」等 7 つ表記し、第 1 報では「限られた時間の中で、確実

聴き感情に共感する』『患者が前に進もうとする支援をする』

に実施したい思い」等 7 つ表記した。次に多次元尺度構成法

『真剣に患者と向き合うことが大切』
『沈黙を大切に待つ』
『既

を用いた図表では、次元 1 は実現すべきことと援助すべきこ

習の知識・経験をいかしコミュニケーションを図る』の 8 カ

とが対比し「援助の方向性」に、次元 2 は対象者の意志・希

テゴリーであった。臨地群は『患者の意思を尊重しゆっくり

望と対象者の能力・環境が対比し「考える視点」とした。第

関わる』『毎日継続的に観察し患者の個性に合わせて関わる』

1 報では、次元 1 は生活を支援するとは何かと療養者へ支援

『患者の感情の受け皿になる』『楽しい時間を過ごすことが患

するとは何かが対比し「視点の明確化」
、次元 2 は訪問看護

者の精神症状の安定につながる』『一対一の人間として真摯

師が訪問時実践すべきことと療養者が訪問看護師に求めてい

に関わる』『患者と振り返り患者が自分で考えられるよう支

ることが対比し「看護師の実践力」とした。また、実習での

援する』
『精神障害者にも気持ちはきちんと伝わる』『言葉に

演習経験の活用状況に関する頻出リストでは、名詞では「書

して伝え患者の自己肯定感を高める関わりをする』『焦らず

き方」
「マナー」等が、
動詞では「捉える」
「考える」
「できる」

徐々に関係を築けばよい』『精神障害者は生きづらさを抱え

等が多かった。【考察】第１報と今回の結果を比較すると、2

ている』
『学生の関わりにより患者の行動が変わる』『患者の

年次よりも療養者に着目し、どのような姿勢で何をすべきか

言動の意味をよく考え関わる』の 12 カテゴリーであった。
【考

考えることができた。そして、実習で療養者と関わる中で生

察】学内群は机上の知識を基に、患者と関わる際の姿勢や態

活がイメージでき、支援を考える視点が明確となり、学びの

度を学んでいた。臨地群は患者との継続した関わりから学び、

ワードが具体的に変化したと考える。変化に影響を与えた要

精神障害への理解を深めていた。シミュレーション教育での

因は、学生自身が演習経験を活用しながら看護の実践、支援

学びを基に、実際の患者との関わりに繋ぐことが必要と考え

の方法、考え方などを深められたことが要因である。そのた

る。

め、2 年次の演習方略は、実習において学生の思考を動かし、
行動化へと発展させる効果がある。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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ポスター T - Ⅸ -12

ポスター T - Ⅸ -13

産婦人科外来での妊娠期の看護を学ぶ看護実
習における看護学生の学びに関する研究
－ KJ 法による実習記録内容の構造化から－

キーワード：産婦人科外来 妊娠期の看護を学ぶ看護実習
看護学生 KJ 法

○佐藤 良子 ¹・山口 恵子 ²・中島 清美 ²

統合実習「複数受け持ち実習代替案」を経験
した看護学生の学び
キーワード：統合実習 複数受け持ち実習
看護学生

代替案

○高橋 和恵
春日部市立看護専門学校

¹ 元金沢看護専門学校
² 金沢看護専門学校

【目的】令和 2 年 2 月以降、新型コロナウイルス感染症の感

【目的】目的は、2 日間の産婦人科外来の妊娠期の看護を学
ぶ看護実習における学生の学びを明らかにすることである。
この結果は、産婦人科外来の妊娠期の看護を学ぶ看護実習の
有効性や課題について示唆を得る資料となると考える。
【方
法】対象：3 年課程 A 看護専門学校で 2018 年度母性看護学
実習を履修した学生 42 名のうち、同意が得られた 39 名の外
来実習記録内容。外来実習記録内容は妊婦健診と保健指導場
面の見学内容とそのアセスメント。調査期間：2019 年 1 月
～ 3 月。分析：KJ 法を用いた。産婦人科外来実習 2 日間の
実習記録を繰り返し読み、妊娠期の看護の学びに関する内容
を適切に単位化・圧縮化してラベル化した。それらのラベル
を 2 ～ 5 枚ずつ集め、表札作りを行った。以上のグループ編
成を最終的に 10 束以内のグループになるまで繰り返し、図
解化した。分析の全過程において母性看護学ならびに KJ 法
を含む質的研究に精通する研究者のスーパーバイズを受け、
分析内容における真実性の確保に尽くした。本研究は、金沢
看護専門学校倫理審査委員会の承認（承認番号 19303）を得
て実施した。実習の成績判定終了後、研究目的や方法、研究
協力は自由意思で成績に関係しないこと、個人情報保護の厳
守、結果の公表について口頭および書面にて説明し、同意
書の提出をもって研究協力の意思を確認した。【結果】実習
記録内容から作成したラベルの合計は 561 枚で、多段ピック
アップにより 37 枚を精選した。これらを元ラベルとして KJ
法を実施し、2 段階のグループ編成を経て 6 つの島に統合さ
れた。学生は、看護者と妊婦のかかわり場面と医師の診察場
面を見学して≪妊娠に伴う母体の変化≫と≪胎児の成長≫を
学んでいた。そして、≪妊婦の揺れ動く気持ちを体験から実
感≫していた。看護者のケアの特徴として≪妊婦の安全・安
楽を守る≫ことを基本に≪母親役割取得過程に必要なセルフ
ケア≫への援助を学んでいた。見学のみでなく≪技術の実施
からリアリティを感じる≫体験をしていた。【考察】≪妊娠
に伴う母体の変化≫≪胎児の成長≫は身体的特性、≪妊婦の
揺れ動く気持ちを体験から実感≫は心理社会的特性の学びで
あると考える。≪妊婦の安全・安楽を守る≫≪母親役割取得
過程に必要なセルフケア≫は妊娠期の看護の特徴の学びであ
ると考える。≪技術の実施からリアリティを感じる≫は技術

染拡大に伴い看護基礎教育の現場では、実践活動の場 ( 以下
「臨地」とする ) における実習時間の短縮や実習中止等の対
応が長期化した。2・6 月に厚生労働省から臨地実習の取り
扱いについて臨地での実習時間が全く確保できない場合、感
染予防策を講じ、学内での演習や模擬事例などの看護過程の
展開などで代替するよう通達がされた。今回、統合実習の複
数受け持ち実習を学内での演習による代替案で実施した。複
数受け持ち実習の目的は「複数の患者の看護援助を自ら考え
実践できる」である。統合実習「複数受け持ち実習代替案」
を経験した看護学生にどのような学びがあったかまとめたの
で報告する。【方法】研究対象；3 年課程看護学生 3 年生 ( 総
数 36 名 )、研究期間；令和 2 年 11 ～ 12 月、デ－タ収集・分
析方法；統合実習終了後、必須課題の実習記録とは別に「複
数受け持ち実習代替案を通して学んだこと」というテ－マで
200 字以内の自由記載レポ－トを、終了後１週間以内に提出
するよう対象学生に依頼した。そして研究者がレポ－ト内容
を精読して意味の読み取りを行い質的帰納的に分析した。
【倫
理的配慮】研究の実施にあたって、研究計画書を学生が所属
する組織の倫理審査委員会相当の機関に提出し許可を得た。
また対象学生には研究の趣旨と協力を口頭・文書で行いレポ
－トの分析を拒否できること、個人は特定できないようにし
成績評価にも影響しないことを説明し自由記載レポ－トの提
出をもって同意を確認した。
【結果】学生レポ－トの回収率
は 100% であり自由記載レポ－トの総記録単位 156 を抽出し
デ－タとした。サブカテゴリ 17、
カテゴリ 7 という結果となっ
た。1 番多かったのは「優先順位のエビデンス」(30.8%) で、
以下「多重課題への対応」「他者への協力要請の重要性」
「自
己の性格・傾向・力量の自覚」「模擬患者となっての気づき」
「判断力・責任感の重要性」
「時間管理の重要性」であった。
【考察】「優先順位のエビデンス」が最も多く、複数受け持ち
実習代替案にて実習目的を達成しうる学びを得ていた。また
模擬患者となり、患者の思いに気づき、自己の課題を明確化
することができている学生もいた。
【結論】統合実習「複数
受け持ち実習代替案」を経験し、実習目的を達成しうる学び
を得ており、臨地での実習ではなかったが代替案として妥当
であったと考える。

の実施の重要性を示していると考える。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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学内実習として取り組んだ 4 年次の統合実習
（老年）における学修成果
キーワード：統合実習

学内実習

学修成果

○重久 加代子・中角 吉伸
宮崎県立看護大学看護学部看護学科

【目的】本研究の目的は、コロナ禍のなかで学内実習として
取り組んだ 4 年次統合実習（老年）の学修成果を明らかにす
ることであった。【方法】研究対象は全日学内で統合実習（老
年）を履修した 3 名の学生の評価表と 2 種類の課題レポート
であった。データ収集は 3 種類の記録より、課題を含めた学
びを実習目的・目標に照らして抽出しコード化したものを、
内容の類似性と相違性に沿って学修成果の視点で分類しカテ
ゴリ化した。分析の信頼性は、1 人の研究者が分析したもの
を共同研究者と意見が一致するまで検討して決定することで
確保に努めた。倫理的配慮として、対象者からの自由意思に
よる承諾を得た。【結果】120 コードより 14 サブカテゴリ、4
カテゴリが抽出された。『チーム医療・多職種連携を実現す
るために必要な知識と看護師の役割』は「多職種連携におけ
る看護の役割の理解」等 5、『看護チームの一員として求め
られることの理解』は「看護の一員であることの理解」
等 2、
『看
護におけるカンファレンスの有用性の理解』は「カンファレ
スの効果の理解」等 2、
『個別的な看護の実践（看護過程の展開）
に必要な知識・技術・態度の向上』は「看護に対する理解の
深化」等 5 のサブカテゴリより構成されていた。【考察】『看
護チームの一員として求められることの理解』と『個別的な
看護の実践（看護過程の展開）に必要な知識・技術・態度の
向上』は、到達目標である [ チームおよび対象群の特質を把
握 ] し [ 人々の看護について、事例やロールプレイ等を活用し、
看護の方向性を考える ] や、[ 対象群への看護過程を展開す
ることにおいてチームの一員として自己の持てる力を発揮す
る ] の内容に対応する学習成果であると考える。前年度まで
の臨地実習では明確に評価することができなった学修成果と
して、
『チーム医療・多職種連携を実現するために必要な知
識と看護師の役割』および『看護におけるカンファレンスの
有用性の理解』が抽出された。これらは看護チームの一員と
してチームアプローチを行うために、学生の実習ファイルを
カルテとして用いたことや受持患者や担当患者への看護の実
践および受持患者の患者役を担ったこと等にくわえ、段階的
に順序性をもって対象や学習課題に取り組める学内実習の利
点を生かした実習内容による効果と推察される。これらより、
学内実習として取り組んだ 4 年次の統合実習および実習計画
の有用性が示唆された。

コロナ禍における実習形態の変化が学生の技
術修得に及ぼす影響

－卒業時看護技術到達度と自信度の評価－
キーワード：コロナ禍 実習 技術修得
卒業時看護技術到達度 自信度

○中安 ゆかり・遠藤 貞子・津坂 美保
学校法人明星学園浦和学院専門学校

【目的】コロナ禍の影響で 2021 年卒業生は、臨地での受け持
ち患者への看護実践ができず、総実習時間数の８～９割を学
内でのシミュレーション実習に代替えした。実習形態が変更
になったことが、学生の卒業時の看護技術修得に及ぼした影
響を知ることで、シミュレーション実習の課題を明らかにす
る。さらに学生の技術到達度・自信度を評価することで、基
礎教育から卒後教育へ円滑に移行をするための技術教育の示
唆を得る。
【方法】対象：A 看護学校 2021 年卒業生 34 名の
うち自主提出された自記式質問紙。調査方法：厚生労働省「看
護師に求められる実践能力と卒業時の到達目標」に基づき、
卒業時看護技術到達度・自信度に関して、４件法を用いて独
自に作成した用紙にて調査した。分析方法：今回のデータと、
第 28 回日本看護学校協議会学会発表「養成課程別における
卒業時看護技術到達度と自信度の関係」の A 看護学校のデー
タを比較した。倫理的配慮：研究目的、任意性、匿名性、個
人情報保護、参加の有無にて不利益がないことを口頭と書面
で説明し、同意を得た。【結果】回収率 91.17%。先行調査よ
り到達度が高いものは、142 項目のうち 41 項目、変わらな
いものは８項目、低いものは 93 項目であった。先行調査よ
り自信度が高いものは 31 項目、変わらない者は５項目、低
いものは 106 項目であった。到達度レベル４およびレベル１、
２の環境整備・感染予防・アセスメントの自信度が高く、レ
ベル１および２の技術のうち、沐浴、排泄援助、呼吸循環、
検査に関する項目の自信度は低かった。
【考察】レベル４の
技術およびレベル１、２の技術のうち環境整備・感染予防・
アセスメントの自信度が高いのは、学内でのシミュレーショ
ン実習で、学生が考える時間や技術を経験する時間が十分に
確保できたことが要因であると考える。しかし、沐浴、排泄
援助、呼吸循環、検査に関する技術は、シミュレーション実
習で学ぶことに限界があり、受け持ち患者への看護実践が出
来なかったため、自信度が低いと考える。よって、学生は患
者へ看護実践することで、技術の獲得を実感できる看護技術
に対して、不安を抱いていると考える。したがって、シミュ
レーション内容の再考が必要であり、卒後教育の内容として
は、患者に直接ケアする機会を早期に与え、受け持ち患者へ
の看護経験を通して技術の獲得・向上に向けた支援が必要で
あることが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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①人を対象とした研究ですか
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③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

ポスター T - Ⅸ -16

ポスター T - Ⅸ -17

新型コロナウイルス感染予防対策下でのオン
ライン実習の取り組み

臨地実習指導者の役割葛藤と属性・実習指導
体制・処遇との関連

キーワード：小児看護

キーワード：臨地実習指導者
処遇

学生実習

看護師の語り

○田中 美葉子 ¹・加藤 真美亜 ¹・高梨 都 ¹・
金山 俊介 ²

実習指導体制

○山口 恵子 ¹・中島 清美 ¹・佐藤 良子 ²
¹ 金沢看護専門学校
² 元金沢看護専門学校

¹ 鳥取大学医学部附属病院
² 鳥取大学

【目的】A 病院では、新型コロナウイルス感染予防対策の一
環として、看護師から学生に対し、オンラインによる看護に
関する語りの場が設けられた。この語りとは近年ナラティブ
とも称され、他者の経験した看護を共有できるという利点が
ある。今回、この語りを導入した小児看護学実習の取り組み
を報告する。【方法】時間は質疑応答を含め 1 回 30 分とした。
場所は病棟内と病棟外とし、オンライン専用アプリを使用し
実施した。参加者は 1 グループ 8 名の学生・実習指導教員・
臨地実習担当看護師・語りを実践する看護師 2 名であった。
語りを実践する看護師は日勤者で若手と中堅以上のスタッフ
から一名ずつ選出した。語りの内容は、小児看護に関するこ
とであれば自由とした。看護師が語り終えた後、学生、看護
師双方から感想を募り、その内容を集約した。倫理的配慮と
して、公表の際に個人が特定されないようにし、看護部倫理
審査委員会にて承認を得た。【結果】語りの内容は家族への
対応、終末期ケア、子どもの特性に合わせたケアの重要性な
どが多かった。学生の感想で最も多かったのは「学びがあっ
た」、
「勉強になった」、
「知ることができた」、
「参考になった」
という、学生自身の学びに関する事であった。次に多かった
のは「イメージが湧いた」、
「分かりやすかった」、
「興味を持っ
た」、
「印象深かった」という、看護場面の想像と理解に関す
る事であった。看護師の感想で最も多かったのは、自身が行っ
た看護について「振り返ることができた」、「再認識できた」
という、語りを実践した看護師の内省に関する事であった。
また、
「分かってもらえてよかった」という、学生に共感し
てもらったことを好ましく感じた看護師もいた。【考察】感
想を聴取した学生の多くが、語りによって看護場面を共有し、
自身の学びへと繋げていたと考える。また、看護師において
は自身の看護観を再考する機会となった。オンラインでも語
りの利点は得られており、今回の取り組みは学生の看護実践
能力向上の一端を担い、通常の臨床実習で得られる学びを補
足することができた。新型コロナウイルス感染の収束が見え
ない状況において、オンライン実習は今後も臨床実習の代替
となることが予想される。そのため、学生の学びと成長を促
す内容の検討は継続していく必要あると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

役割葛藤

【目的】目的は、臨地実習指導者の役割葛藤と属性・実習指
導体制・処遇との関連を明らかにすることである。処遇とは、
実習指導に関連した時間の勤務内での確保、実習指導の報酬、
実習指導への上司や組織の評価とした。この結果は、臨地実
習指導者の役割葛藤を軽減するための実習指導体制や処遇を
検討する資料となると考える。
【方法】A 病院グループの臨
地実習指導者 102 名を対象に無記名自記式質問紙調査を行っ
た。調査期間は 2019 年 7 月～ 8 月。調査内容は、属性 7 項
目、実習指導体制 7 項目、処遇 5 項目、植村ら (2017）を参
考にした役割葛藤 9 項目で 5 段階リッカート尺度。分析は、
属性・実習指導体制・処遇と役割葛藤の得点の比較を 2 項目
間で Mann-Whitney の U 検定、3 項目以上で Kruskal-Wallis
検定で行った。解析は SPSS®を用い有意水準は 5％とした。
本研究は金沢看護専門学校倫理審査委員会の承認（承認番号
19301）を得て実施した。対象者には文書で研究目的・意義・
研究協力の任意性・匿名性の保持・結果の公表について説明
し、質問紙の回答をもって研究協力への同意を得たとみなし
た。【結果】回収数は 94 名、有効回答数は 86 名であった（回
収率 92.2％、有効回答率 84.3％）。臨地実習指導者の役割葛
藤の 19 項目は『看護師と臨地実習指導者の役割の両立の困
難さ』『臨地実習指導者役割を遂行する困難さ』『患者に平等
にケアが行えない』に区分した。
『看護師と臨地実習指導者
の役割の両立の困難さ』は、属性の「臨地実習指導者講習会
受講のきっかけ」
、実習指導体制の「同部署の臨地実習指導
者人数」「看護教員と臨地実習指導者間の連携」、処遇の「実
習記録の添削・評価の時間帯」で有意差があった。
『臨地実
習指導者役割を遂行する困難さ』は、実習指導体制の「臨地
実習受入れ科目数」「同部署の臨地実習指導者人数」「看護教
員と臨地実習指導者間の連携」、処遇の「実習記録の添削・
評価の時間帯」で有意差があった。
【考察】臨地実習指導者
の役割葛藤の『看護師と臨地実習指導者の役割の両立の困難
さ』と『臨地実習指導者役割を遂行する困難さ』に共通して
「同部署の臨地実習指導者人数」「看護教員と臨地実習指導者
間の連携」
「実習記録の添削・評価の時間帯」が影響している。
また、「臨地実習指導者講習会受講のきっかけ」「臨地実習受
入れ科目数」も影響している。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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安全な患者移送への意識改善

患者体験型フィジカルアセスメント演習にお
ける学生の学びの特徴

－疑似体験を通して検証する－
キーワード：移送

速度

－授業最終レポートのテキストマイニング分析から－

2 歩 / 秒超えない

キーワード：看護基礎教育 看護技術教育
フィジカルアセスメント 患者体験
テキストマイニング

○田中 佑季・吉田 量代・藤井 由香・
幸村 賀奈子
医療法人大医会日進おりど病院

【目的】患者移送の原則は、安全に移送することである。実
際の移送は、速度が速かったり衝撃を与えてしまったり、業
務の繁忙や慣れなど様々な要因から患者に不安や恐怖心を感
じさせてしまっていると考えられる。根拠と事故防止からみ
た基礎・臨床看護技術より“2 歩 / 秒超えない速さがよい”
と推奨されており、スタッフが搬送患者の疑似体験を行い、
患者の身体影響と気持ちを実感し共有することで移送時の患
者の心身の負担を軽減でき、スタッフの技術向上と意識変化
から安心安全な移送することを目的とする。
【方法】研究期間：
2020 年 8 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日

研究対象：A 病院

B 病棟看護職員 24 名 (1) 患者移送の勉強会 (2) 搬送患者の疑
似体験①移送方法別速度調査 指定距離をストップウォッチ
で計測 (3) 独自のアンケート調査【結果】通常歩行速度：平
均毎時 4.71Km。車椅子移送では、介助者のペース速度：平
均毎時 4.01Km、安心できる速度：平均毎時 3.18Km。ストレッ
チャー移送では、介助者

のペース速度：平均毎時 3.86Km、

移送患者の安心できる速度：平均毎時 2.53Km、2 歩 / 秒超
えない速度：平均毎時 2.63Km。ベッド移送では、介助者の
ペース移送：平均毎時 3.19Km、移送患者の安心できる速度：
平均毎時 2.25Km、2 歩 / 秒超えない速度：平均毎時 2.33Km。
体験を通して早いと感じる 16 名、頭からの移送の不快感 9 名、
見えない不安 / 恐怖 6 名、振動 3 名の意見があった。また、
今後はゆっくり心がける 9 名、言葉がけの重要性 5 名、思い
やりを心がける 2 名いた。ほかには運ばれている自分が物扱
いと感じるが、ゆっくりだと大切にされているという意見も
あった。
【考察】全ての移送方法において介助者のペース速
度が、移送患者の安心できる速度を上回っており、時間厳守
を強いられる検査案内や多忙な業務から無意識な業務優先を
し介助者のペース速度になったと考えられる。高齢者は身体
機能低下により動作がゆっくりになる。移送時には目的先が
見えない恐怖や、介助者のペース速度ではコントロールが難
しく精神的身体的負担があると考えられる。細やかな声かけ
と患者の表情や様子を常に観察し安心できる移送が必要であ
る。安心安全な移送に対する知識を持ち、疑似体験で得た結
果をフィードバックし繋げることが必要であると考える。

○佐藤 聖一・田代 恵美・近藤 邦・阿久津 滝子・
林 圭子
国際医療福祉大学医療保健学部看護学科

【目的】患者体験型フィジカルアセスメント（以下、PA）演
習における学生の学びの特徴を明らかにする。
【方法】対象 :
A 大学 1 年生 76 名の最終レポート。倫理的配慮 :A 大学倫理
委員会の承認を得た。成績確定後に研究の趣旨、参加の自由
と成績への無影響、匿名性確保、研究結果公表について説明
し同意を得た。科目展開 : PA 演習において、学生了承の上、
プライバシーに配慮した上で、モデル人形は使用せず、頸部、
胸部、腹部を衣服の上からや実際に学生同士がお互いの身体
に触れる患者体験型を取り入れた演習（以下、患者体験型演
習）を行い、「演習での学び」を最終レポートとして課した。
分析方法 : テキストマイニングの手法で分析した。KHcoder3
を用い、語と語の関係性を示す共起ネットワークを求め、各
語の使用状況を確認し分析した。
【結果】共起ネットワーク
から８クラスターに分類され、各クラスターを以下のように
命名した。
（以下、
「語」＜クラスター名＞）1.「患者」
「看護」
「立場」等 13 語が共起した＜患者の立場に立ったフィジカル
アセスメント＞ 2.「プライバシー」
「配慮」
「羞恥心」等 10
語が共起した＜プライバシーへの具体的配慮＞ 3.「問診」
「聴
診」
「視診」等 7 語が共起した＜ PA 技術＞ 4.「コミュニケー
ション」
「用語」
「言葉」等 6 語が共起した＜コミュニケーショ
ン技法＞ 5.「患者役」
「看護師役」「経験」等 4 語が共起した
＜患者役と看護師役の経験＞ 6.「正常」
「異常」
「病気」の 3
語が共起した＜必要な知識＞ 7.「得る」「情報」
「同意」の 3
語が共起した＜看護師が患者から得るもの＞ 8.「観察」
「気
づく」の 2 語が共起した＜観察の意味＞。
【考察】学生は、
本演習から PA の前提として、＜必要な知識＞＜看護師が患
者から得るもの＞＜観察の意味＞の必要性を認識していた。
また、＜患者役と看護師役の経験＞＜コミュニケーション技
法＞＜プライバシーへの具体的配慮＞＜ PA 技術＞といった
技術習得のみならず、患者 - 看護師の関係性、患者の権利擁
護について学んだという特徴が明らかとなった。これは、本
演習が、患者体験型演習であったことから、学生自身がリア
リティをもって患者の立場を経験したことが要因と考えられ
る。また、学生は演習を通して＜患者の立場に立った PA ＞
について学ぶことができ、自身の看護技術や看護観について
の課題を明らかしていることも示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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看護基礎教育における講義・演習で学生が学
んだことに関する文献検討

看護系大学における糖尿病患者へのフットケ
ア教育に関する教授内容の検討

キーワード：看護技術

キーワード：看護系大学 糖尿病看護
シラバス 実態調査

看護基礎教育

看護学生

学び

○川島 良子・西田 絵美
新潟県立看護大学

【目的】看護基礎教育での講義・演習における学生の学びの
内容を明らかにし、今後の教育への示唆をえる。【方法】医
中誌で「看護技術」「看護基礎教育」「看護学生」「学び」「講
義」
「演習」をキーワードに、2010 ～ 2020 年、原著論文に
限り検索を行った結果 19 件、
「看護技術」「演習」「看護学生」
「学び」
「基礎看護学」をキーワードに、2010 ～ 2020 年原著
論文に限り検索し 18 件が検索され、そのうち、重複や抄録
やタイトルから 10 件に絞り込んだ。文献を精読し 8 件を分
析対象とした。倫理的配慮については、著作権に配慮して内
容を抽出した。【結果】8 件の論文は、基礎看護学分野が 7 件、
成人看護学分野が 1 件であった。講義・演習に関する学びは
2 件、演習のみが 5 件、演習・実習では 1 件であった。教育
施設別では大学 7 件、専門学校 1 件であった。8 件の論文から、
講義・演習方法と学生の学びを抽出した。小林ら（2011）は、
基礎看護技術２の科目で、事例に基づいた援助計画の立案に
よる演習を行い、学生は「計画が甘かった」
「優先順位難しい」
などを学んだ。中西ら（2015）は看護技術論３で臨床看護師
の指導の参加による演習を行い、学生は「具体的な説明によ
る学び」
「臨床での実際」などを学んだ。滝沢ら（2017）は、
成人看護学実習の演習において、口腔・鼻腔・気管内吸引の
演習を行い、モデルに対する吸引技術を通して学んだことを
明らかにした。学生に、「吸引される患者の立場になった時、
患者はどういう状況になり、どんな思いを抱くと思いますか」
と課題を与え、学生は、「痛い」「息苦しい」「怖い」などの
身体的・心理的状態を表していた。【考察】看護基礎教育で
は講義や演習に様々な工夫を行い学生の学びを深めるように
努力している。事例による看護援助の展開から、計画立案す
る難しさを経験することにより、学生の学びがより現実的な
学びに繋がっている。教員と臨床看護師が協働して看護技術
を教えることにより、学生は実践的な看護技術を学んでいる
と考える。吸引の学習では、学生に与えた課題から、患者を

フットケア教育

○城光寺 志保 ¹・濱野 初恵 ²・山口 徳子 ¹
¹ 医療法人社団睦心会あさなぎ病院
² 公立大学法人富山県立大学看護部

【目的】看護系大学における糖尿病患者を対象としたフット
ケア教育の現状を明らかにし、今後のフットケア教育につい
ての示唆を得る。【方法】2020 年 1 月現在、日本看護系大学
協議会会員校データベースに登録されている 189 大学のうち
161 校を分析対象とした。ホームページ上にて公開されてい
るカリキュラムおよび「糖尿病」「フットケア」「足病変」を
キーワードとするシラバス、授業科目とその内容、担当教員
紹介ページについてデータ収集した。また、教授内容につい
てカテゴリー化を行った。
【結果】キーワードがシラバスに
記載されている大学は全体の 10.6%、17 校 20 科目であった。
授業内容の構成要素には、
【糖尿病に伴う足病変リスク】
【フッ
トケア看護技術】
【患者理解】
【事例検討】
【フットケアによ
る効果】の 5 カテゴリーが抽出された。また、成人看護学や
老年看護学、在宅看護学といった複数の領域において記載さ
れていた。
【考察】糖尿病患者に対するフットケアについて
の講義・演習を含めた実施は少ない傾向にあった。その理由
として、講義・演習等を強化している大学の半数近くが、フッ
トケアに関連した資格を有する認定看護師や専門看護師が在
籍しており、そのことが講義、演習の強化に繋がっているも
のと考える。今回の結果から、フットケア教育の向上には、
糖尿病患者への教育経験がある認定看護師や専門看護師との
連携教育やシミュレーション教育なども視野に入れ、検討し
ていく必要があると考える。
【結論】近年、フットケアへの
関心が高まる中、糖尿病患者に特化したフットケア教育は、
今後ますます増加が予想される糖尿病患者への看護を担う上
で重要である。そのため、看護基礎教育において、１．病態
を踏まえたアセスメント能力向上のための学習強化、２．認
定看護師や専門看護師の活用による臨床との連携強化が質の
高い看護師を育成する上での課題である。

イメージ化することに役立ち、患者の苦痛や心理的な影響に
ついて考える機会になっていた。課題を課すことで、患者の
立場に立った援助の理解に繋がる学習になったと考える。講
義や演習で看護実践に結びつくように工夫することで看護の
学習に繋がることが示唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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ジグゾー法を基礎看護技術演習「導尿」に導
入した教育効果
キーワード：看護技術

ジグゾー法

演習

○奥山 幸子・岡崎 久美・角田 はる美

教員が患者役を演じたロールプレイングによ
る学生の学び

－コロナ禍の臨地実習困難に伴う精神看護学学内実
習において－
キーワード：精神看護学 看護学生
学内実習 教員

大和大学保健医療学部看護学科

【目的】看護基礎教育において、学習者が能動的に学習でき
る教育方法への転換が進められている。基礎看護技術の習得
において、エリオット・アロソンが提唱したジグゾー法を用
いて演習を行うことで、学生の主体的学習を促進し、技術習
得を高めるとともに責任感などの看護師の資質の育成に役立
つ。本研究では、基礎看護技術「導尿」の演習にジグゾー法
を用い、その教育効果を調査し、今後の課題を明らかにする。
【方法】1．対象：A 大学看護学科 1 年生 120 名。2．対象の
講義：排泄の援助（4 時間）、演習（4 時間）3．排泄の講義後、
演習オリエンテーションを実施。学生 4 名を 1 グループとし、
患者の準備・無菌操作による物品準備・男性導尿・女性導尿
の役割決定、演習迄に事前学習を課題とした。演習時一連の
項目が終了後、教師役割学生によるデモンストレーションを
実施し導尿技術を再確認した。4．演習記録返却後、自記式
質問紙を留置き法で回収した。質問内容は、事前学習の取組
み・演習時の意見交換・役割意識・根拠を考えての実施・時
間を考慮した実施・疑問点の解決・目標到達度・課題の明確化・
既習学習との関連について 5 段階評価で点数化し、平均値を
算出しｔ検定を行った（P ＜ 0.05）
。倫理的配慮は、大和大
学倫理委員会の承認後、対象者へ書面と口頭にて研究主旨、
匿名性の遵守、拒否の自由、データは目的以外には使用しな
いこと及び研究発表することを説明し質問紙の回収をもって
同意を得た。
【結果】75 名（62.5％）から質問紙を回収、欠
損値のあるデータを除外し有効回答 66 名（55.0％）であった。
事前学習の取組みに有意差はなかったが、事前学習時間、テ
キストの活用、動画視聴で有意差がみられた。演習時の役割
意識、根拠考えての実施、時間を考慮した実施、疑問点の解
決、目標到達度においても有意差がみられたが、課題の明確
化、既習学習との関連では有意差はなかった。
【考察】ジグゾー
法を取り入れる前後で、学生の事前学習に取組む姿勢に変化
はなかったが、動画やテキストの学習時間が増加し、演習時
の役割意識が高いことから、役割の責任感から能動的学習に
繋がったと考える。またメンバー間で意見交換しながら互い
に学習を深めることが出来た。しかし、デモンストレーショ
ンが必要という意見が少数ではあるが聞かれたため、学生へ
のオリエンテーション実施後、フォローの場を設けていく必
要がある。

ロールプレイング

○鈴木 弘子・神山 奈津江・境 敏一・小熊 陽子
報徳看護専門学校

【目的】教員が精神に障がいをもつ患者を演じたロールプレ
イングによる学生の学びを明らかにし、今後の精神看護学の
授業及び他領域での導入を検討する。
【方法】対象は A 看護
専門学校、精神看護学学内実習中の 2 年生 9 名。教員が患者
役となり、1 グループ 4 ～ 5 名の学生に患者の病状のみを知
らせロールプレイングを実施した。実施後の感想をグラウン
デッドセオリーアプローチの手法を用いてコード化し、意味
内容の類似性や関係性に基づいて分類し、サブカテゴリー、
カテゴリーを生成した。尚、当該施設の研究倫理委員会の承
認を得て実施した。
【結果】
99 のコードから 8 カテゴリー
（
《

》

で示す）が抽出された。< コミュニケーションの難しさの学
び >< 共感・傾聴・気持ちの伝え方の学び >< 非言語的コミュ
ニケーションの存在の実感 >< 自分のコミュニケーション不
足・見直しの必要性の学び > のサブカテゴリーから《コミュ
ニケーションの学びの機会》をコアカテゴリーとして見出し
た。学生は《台本も練習もない演技の不安》を感じ《教員の
患者役による緊張感と充実感》の中で《患者との関わり同様
の状況からの患者のイメージ》が持てたが《患者への対応の
戸惑いと不安》も感じた。学生はロールプレイングを《コ
ミュニケーションの学びの機会》と肯定的に捉えた。その結
果、< 戸惑い、失敗からの自分の傾向の気づき > という《自
己の傾向の気づき》となった。それは < できなかった自分の
ふがいなさへの落ち込み・無力感 > という《自己の気づきへ
の辛さ》となったが、< 患者を安心させられた対応の気づき
>< メンバーや教員の助言によるできたことの気づき > とい
う《できていることの気づき》にも繋がった。
【考察】教員
が患者役を演じたロールプレイングは、紙面の患者や学生の
患者役では学べないコミュニケーションの学びの機会になっ
た。学生は台本も練習もないことと教員が患者役であること
に緊張感はあったが、患者と同様に真剣に向き合うことがで
きた。これによりコミュニケーションの難しさから学びを深
められたことから、精神看護学の授業や他領域での導入にも
効果があると考える。教員が演じていることによる学生の緊
張への配慮が必要であった。コミュニケーションの戸惑いか
ら自分の傾向に気づくことができたことは今後の看護に有意
義であるが、自己の気づきは、学生にとって辛いものである
ことを意識した実施後の学生への対応が重要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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ロールプレイをもちいた訪問看護演習の教育
的効果

精神看護学の授業の前に精神病院見学を行う
ことの意義

キーワード：訪問看護演習

キーワード：精神看護学
授業効果

ロールプレイ

事例展開

○樋口 キエ子 ¹・塚越 八重子 ²・藤原 美津子 ²・
黒澤 磨由美 ²・小島 優子 ²
1
2

精神病院見学

看護学生

○西岡 俊雄・佐竹 典子・林 かおる・足立 育子
丹波市立看護専門学校

前群馬医療福祉大学看護学部
群馬医療福祉大学看護学部

【目的】A 看護専門学校では 20 年以上前より精神看護学の授
【目的】訪問看護演習（ロールプレイ）による学び（演習で

業開始前に精神科病院の見学を実施している。見学は「精神

の良かったこと、演習を通しての自己課題）の記述から、実

科病院の構造・特殊性を知る」「入院患者の環境を知る」
「看

践した訪問看護演習の教育的効果を明らかにする。演習概要：

護場面を知る」ことを目標としており、見学することでこ

訪問看護の知識・技術・態度を修得する目的で訪問看護の場

れらの項目についてイメージしながらその後の講義に臨め

面を事例展開・ロールプレイで実演する学習形態。【方法】1.

ると考えている。見学後学生の感想は聞いていたが、具体的

対象：F 看護大学 2 年次生で本研究に同意が得られた 74 名。2．

な学生の意識の変化や授業前に見学を行うことの意義につい

期間：2019 年 2 月～ 2021 年 3 月 3．データ収集：ロールプ

ては評価ができていなかったため、今回調査を行い授業効果

レイ演習後の「演習での良かったこと」「演習を通しての自

に繋げたいと考えた。先行研究では精神科病院見学によって

己の課題」の自由記述を抜き出し、各定義に相応した記述を

学生が精神障害者に対して持つイメージの変化を明らかにし

コード化、抽象度を高めながら最終グループをカテゴリとし

た文献はあるが、授業の前に実施することの意義を述べた

内容を表す命名をした。4．倫理的配慮：調査協力の有無は

文献は見当たらなかった。そこで、本研究により、精神科病

成績に影響しない、自由意思による参加、データは個人特定

院見学が精神看護学の授業への動機付けとなっているかを明

できない取扱いをすることを文書と口頭で説明し同意書を得

らかにし、今後の精神看護学の授業構成の一助にしたいと考

た。研究代表者所属理審査会の承認を得て実施。
【結果】
1．
「演

える。【方法】対象：2020 年度 A 校の 2 年生 40 名。調査期

習での良かったこと」は、241 件の記述データを分析した結果、

間：2020 年 8 月～ 11 月。調査方法：精神科病院見学の前後

8 カテゴリ《他グループの視点から気づく》《実演の手ごた

に、学生が持つ精神科病院や精神障害者についてのイメージ

えを実感》
《在宅看護のイメージ化》
《グループダイナミクス》

等に対して、自己記述式質問調査を実施した。分析方法：自

《生活の場での看護実践の深まり》《利用者中心のケア》
《マ

由記述による回答を質的に分析・カテゴリー化した後データ

ナー・気遣い・配慮》《授業の成果と課題》と 22 のサブカテ

数の比較を行った。倫理的配慮：校内倫理委員会の倫理審査

ゴリ［多様な視点の気付き］［在宅看護の様子の具体］等と

を受け、承認を得ており、質問紙の回答によって同意を得た

241 コードが抽出された。2．
「演習を通しての自己の課題」
は、

ものとする。【結果】39 名（97.5％）から有効回答が得られ

219 件を分析した結果、7 カテゴリ《看護に必要な過程を的

た。回答結果を、精神障害者、精神科病院、精神看護に分類

確に踏む》《利用者への礼儀とマナーの順守》《コミュニケー

し分析を行った。見学前には先行研究同様「一般病院と違う」

ション技術を磨く》
《臨機応変な対応の実施》
《家族への支援》 「閉鎖的」「怖い」という内容が多かった。見学後には「一般
《対象者主体のケア》《課題とその対応》、18 のサブカテゴリ

病院と変わらない」「開放的」等のカテゴリーが増加した。

［事前の準備がより良い援助に繋がる］［訪問時のマナーや言

また「隔離室」「身体拘束」「倫理」などの具体的な内容が増

葉遣い 17］等と 219 コードが抽出された。【考察】1．
「良かっ

加した。【考察】見学により、肯定的印象が増加することで、

たこと」「自己の課題」の特徴はカテゴリの類似性から各 3

その後の講義にも前向き・肯定的に捉えられると考える。ま

つの特徴に分類した。「良かったこと」は『グループダイナ

た、見学前後でイメージが抽象的から具体的な内容へと変化

ミクス』『生活の場での看護の深まり』『実演の手ごたえの実

しており、百聞は一見に如かずの言葉通り、一度見学するこ

感』に「自己の課題」は、『対象者中心のケア』『看護の過程

とで精神科病院の構造・精神看護の特殊性が理解でき、授業

を的確に踏む』
『課題対応の具体』に分類した。2．
「良かっ

への動機付けに繋がっていると考える。見学後に講義を行う

たこと」と「自己の課題」の関連では「良かったこと」での

講師も、精神科病院見学の場面を講義中に想起させ、イメー

気づきを「自己の課題」で具体化した表現で示しており、演

ジ化を図りながら講義を行っており、精神看護学の授業前に

習過程を振り返えるという教育的意義が示された。

精神科病院見学を行うことは効果的な手法であることが示唆
された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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はい
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インシデントの情報共有が看護学生の安全意
識に及ぼす影響

異学年交流が人間関係や学習意欲に及ぼす影
響第 4 報

－学年進行による医療安全意識の検討第 2 報－

－解剖生理グループワークによる協同学習－

キーワード：看護学生

キーワード：看護学生 異学年交流
解剖生理

インシデント

情報共有

○前川 昌代・上野 妙子・山田 眞子・撫養 文代
専門学校ベルランド看護助産大学校

【目的】看護学実習に臨む学生に対して行う継続したインシ
デントの情報共有が医療安全に対する意識に変化を及ぼす影
響を知り、医療安全教育の課題とその対策を検討する。
【方
法】A 看護師養成所では医療安全教育として掲示板を用い
たインシデントの情報共有を実施しているが、2020 年度は
COVID-19 感染拡大防止に配慮し掲示板ではなく、ICT を活
用しタイムリーな情報共有に変更した。学年進行による安全
意識の変化を捉えるために、同じ学生を対象に掲示板を用い
て情報共有を実施した 2 年次の 9 月（1 回目）・12 月（2 回
目）・3 月（3 回目）と、ICT を活用して情報共有を実施した
3 年次の 9 月（4 回目）・12 月（5 回目）・3 月（6 回目）の合
計 6 回アンケート調査を行った。使用尺度は開発者の許可を
得て安全意識尺度（村上・野澤・岩田、2003）を用い、5 件
法で質問紙調査を実施した。Friedman 検定の後、有意差が
あった項目は Bonferroni を用いて多重比較をおこなった（p
＜ .01）。質問紙は対象者 78 名に配布し、全ての質問に回答
し欠損値がない 72 名を分析対象とした。A 看護師養成所研
究倫理審査委員会で承認を得て、研究対象者には自由参加で
あり参加の有無によって不利益が生じない旨を説明し同意を
得た。
【結果】安全意識尺度の合計得点は、94.54 ～ 95.18 の
間で推移し、3 年次の 5 回目が一番高値であった。安全意識
の下位尺度毎に検定を行った結果、「黙従性」に有意差が認
められた（p ＜ .01）
。多重比較の結果、2 年次の 3 回目より
3 年次の 4・5・6 回目が有意に高かった。また、2 年次の 2
回目は、2 年次の 1 回目より有意に低値であった。【考察】2
年次の 3 回目より 3 年次の 4・5・6 回目の「黙従性」が有意
に高値であったのは、3 年次の 4 月から 9 月までの看護学実
習での体験や ICT によるインシデントの情報共有等が要因
であると考えられる。体験を通し根拠を持って看護を実践す
る能力が向上したこと、ICT を活用したタイムリーな情報共
有を通して他者の経験が自分自身にも起こり得ると感じる機
会となり、不十分な知識・技術のまま行動しないよう踏みと
どまって考える力が養われたと考える。継続したインシデン
トの情報共有は、医療安全に対する意識向上を図ることに有
効であることが示唆された。

人間関係

学習意欲

○百々 直子 ¹・福嶌 松代 ¹・江﨑 智子 ²
¹ 社会福祉法人枚方療育園関西看護専門学校
² 社会福祉法人枚方療育園津田荘

【目的】異学年交流が「人間関係や学習意欲」に及ぼす影響
を明らかにする。
【方法】(1) デザイン : 量的・質的研究 (2) 時
期 : 前期 2019 年 6・7 月に 1 回 90 分での実施。1・2 年生の
解剖生理グループワーク（以下 GW）をワールド・カフェ方
式で 2 学年交流での実施。後期 2019 年 10 月実施の解剖生理
GW 発表時の 1・2 年生と 1・3 年生の 3 学年での交流。(3) 対
象 :1 年生 99 名、2 年生 96 名、3 学年 88 名。(4) 方法 : 無記名
自記式質問紙調査（自由記載を含む）
。分析方法 : 異学年交流
実施前後のアンケートの 4 段階評価をχ ² 検定及びｔ検定で
分析し、自由記載については計量テキスト分析を行った。倫
理的配慮は研究趣旨を説明、匿名性質問紙調査の回収をもっ
て同意とし関西看護専門学校倫理委員の承認を得た。【結果】
異学年交流の前後のアンケート結果では「人間関係」が 1 年
生は〈前 3.0 後 3.6〉2 年生は〈前 2.8 後 3.5〉であり、
「学習
する意味の理解」は 1 年生が〈前 3.2 後 3.6〉2 年生は〈前 3.0
後 3.4〉とｐ＜ 0.01 と有意差を認めた。学習意欲の変化では
1 年生の平均 3.5、2 年生の平均 3.2 と 1 年生の方がより「学
習意欲の変化」に有意差を認めた。解剖生理 GW 発表後の 3
学年での交流の質問紙調査では、
「新たな発見」
「学習意欲」
の項目で 1 年生の平均が高く、p ＜ 0.01 と有意差を認めた。
3 学年による自由記載による計量テキスト分析の結果は１年
生が「聞ける」
「出来る」
、2 年生は「復習」
「役立つ」
、3 年
生は「実習」
「頑張る」と特徴があり、
3 学年共通の頻出語は「分
かる」であった。
【考察】学生によっては「教員が教えるよ
りも、自分たちと同じ境遇にある身近な先輩の成功体験や学
習方略を学ぶことで、不安が軽減し自己効力感を高める」（谷
村ら、2016）と報告している。今回、意図的に夏休み前に異
学年交流を図れたことは、入学後の人間関係が不安定な１年
生にとって学校での人間関係作りや学習意欲を向上させるの
に効果的であった。更に解剖生理 GW の 1 年生の発表を 2・
3 年生が聞いたことにより、2・3 年生は学習や実習の意欲向
上に刺激を受け、また 1 年生は安心して「聞ける」関係性で
「出来る」「分かる」体験が学習意欲に繋がったと考える。結
論として、異学年交流は「人間関係や学習意欲」に影響を与
え、特に 1 年生にとって異学年交流は効果的であることが示
唆された。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

466

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

ポスター T - Ⅸ -28

ポスター T - Ⅸ -29

看護学教員が講義の授業設計の過程で困難と
感じやすい活動

新型コロナウイルス感染拡大による看護師等教
育機関への影響と対応に関する調査（第一報）

キーワード：授業設計

キーワード：新型コロナウイルス 感染拡大 影響と対応
看護師養成機関の管理者 不安と課題

－教育経験年数による比較－
講義

困難

教育経験年数

○高橋 裕子・松田 安弘
群馬県立県民健康科学大学看護学部

【目的】看護学教員は、授業設計の過程で様々な困難に直面
し、日々の授業改善に試行錯誤している。そこで、講義の授
業設計の過程で困難と感じやすい活動を教育経験年数毎に明
らかにし、その特徴を考察することを目指し、本研究に着手

－看護師養成機関の管理者が感じた不安や課題－

○山下 麻実 ¹・増田 信代 ²・阿保 真由美 ³・
今井 れい子 ⁴・大堀 由美子 ⁵・大木 友美 ⁶・
叶谷 由佳 ⁷
¹ 横浜創英大学看護学部看護学科 ² 茅ヶ崎看護専門学校 ³ 神奈
川県立保健福祉大学看護学科 ⁴ 湘南看護専門学校 ⁵ 神奈川県立
衛生専門学校 ⁶ 昭和大学保健医療学部看護学科 ⁷ 横浜市立大学
医学部看護学科

した。
【方法】第１段階として、全国の看護基礎教育機関に
所属する教員 484 名を対象に質問紙調査を実施し、178 名か

【目的】2020 年、新型コロナウイルス感染拡大により、看護師等

ら得た記述、444 記録単位を質的帰納的に分析した。その結果、

教育機関は講義・実習など看護教育・運営等あらゆる場面にお

看護学教員が講義の授業設計の過程で困難と感じる活動 37

いて大きな影響を受けた。本研究は新型コロナウイルス感染拡

カテゴリが形成された。本研究は、これに続く第２段階であ

大する中、A 県内の看護師等教育機関の管理者が感じた不安や

る。まず、上述の 178 名を、教育経験年数 1 ～ 4 年の教員（以

課題を明らかにし、今後の看護基礎教育の質の向上発展に役立

下、経験の浅い教員群）、５～ 10 年の教員（以下、中堅教員

てることを目的として調査を実施した。
【方法】1. 対象者：A 県

群）、11 年以上の教員（以下、熟達教員群）に分類した。次に、

内看護師等教育機関全 43 校に勤務する管理者である。2. 調査

群毎に、記録単位が各カテゴリに分類されていた数を集計し、

内容および方法：新型コロナウイルス感染拡大により、学校管

その数が記録単位総数に占める割合を算出した。また、割合

理上の不安や課題について自由記述を求める web アンケートを

の上位３位のカテゴリを「困難と感じやすい活動」として特

実施した。3. 調査期間：2020 年 11 月 4. 分析方法：記述された

定した。倫理的配慮：研究者所属施設の倫理委員会の承認を

内容を丁寧に読み取り、データを意味内容の類似性と相違性に

得た。
【結果】経験の浅い教員群は 66 名、平均 42.1 歳（SD7.0）
、

従って、単文化し、コード化した。さらに、コードの意味内容の

中堅教員群は 56 名、平均 46.3 歳（SD7.0）、熟達教員群は 56 名、

類似性に従って、分類・抽象化し、サブカテゴリー化、カテゴリー

平均 53.3 歳（SD7.0）であった。経験の浅い教員が困難と感

化を行った。信頼性と整合性については、分析の過程と結果で、

じやすい活動は、〈多数の学習内容の中から教授すべき内容

研究者間での慎重な分析・検討を繰り返した。5. 倫理的配慮：

の精選〉12.8%、
〈学生の学習内容の理解に効果的なスライド

神奈川県看護師等養成機関連絡協議会倫理審査委員会の承認

画面や配付資料の作成〉9.3%、〈授業時間内に完結させる授

を得て個人情報保護などに関する規定を遵守し実施した。本調

業展開の計画〉5.8% であった。中堅教員が困難と感じやす

査に関する利益相反はない。
【結果】1.A 県看護師等教育機関

い活動は、
〈多数の学習内容の中から教授すべき内容の精選〉

43 校を対象に調査を依頼した結果、29 校（回収率：67.4％）の

14.8%、
〈学生の学習内容の理解を促進する説明の考案〉7.0%、

回答があった。回答者の内訳は大学６校（20.7％）短期大学 1

〈学生の学習内容の理解に効果的な教材の選択と入手〉4.9%

校（3.4％）看護師養成所 3 年課程 19 校（65.5%）
、看護師養成

であった。熟達教員が困難と感じやすい活動は、〈多数の学

所 2 年課程 3 校（10.3％）であり、准看護師養成所からの回答

習内容の中から教授すべき内容の精選〉11.5%、〈学生の学習

はなかった。2. 看護師等養成機関に勤務する管理者の不安や課

内容の理解を促進する説明の考案〉8.5%、〈他の授業や業務

題として 6 つのカテゴリー≪ ≫が抽出された。管理者は新型

を優先しながらの授業設計の時間捻出〉7.7% であった。
【考察】

コロナウイルス感染拡大する中≪感染管理≫や学生や教員の

教員は、授業設計の経験を重ねながら困難を克服しているも

≪メンタルヘルス≫≪保護者の反応≫に配慮し、新型コロナウ

のの、新たな困難が生じていることが示唆された。また、教

イルスによる課題や制約を抱えながら、今できる≪看護教育の

育経験年数に関わらず、教授すべき内容の精選に困難を感じ

方法≫を模索していた。また、同時に、看護基礎教育から卒後

ている可能性が示唆された。

に向けた≪看護教育全般≫への不安も感じていた。さらには、
経済・人的側面から≪学校経営≫についても課題を感じていた。
【考察】今回の調査により、新型コロナウイルス感染症流行時に
おける看護職の養成について課題が示唆された。今後、看護基
礎教育の質の発展にむけて、新たな様式による看護教育や家族
を含めた学生支援、学校運営を検討することが必要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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新型コロナウイルス感染拡大による看護師等教
育機関への影響と対応に関する調査（第二報）
－管理者が求める行政からのサポート－

コロナ禍の看護師国家試験対策における学生
の意識と支援の検討
キーワード：看護師国家試験対策 コロナ禍
アクティブラーニング

キーワード：新型コロナウイルス 感染拡大
看護師等養成機関 影響と対応
行政からのサポート

○臼田 成之・小林 美奈子・熊田 ますみ

○増田 信代 ¹・山下 麻実 ²・阿保 真由美 ³・
今井 れい子 ⁴・大堀 由美子 ⁵・大木 友美 ⁶・
叶谷 由佳 ⁷
¹ 茅ヶ崎看護専門学校 ² 横浜創英大学看護学部看護学科 ³ 神奈
川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科 ⁴ 湘南看護専門学校
⁵ 神奈川県立衛生看護専門学校 ⁶ 昭和大学保健医療学部看護学科
⁷ 横浜市立大学医学部看護学科

平成医療短期大学看護学科

【目的】看護師国家試験対策（以下、国試対策）は社会情勢
の変化で工夫を要し、コロナ禍において国試対策を主にオン
ラインで実施した。本研究では、国試を終えた卒業生を対象
に、国試対策中の学習状況の把握と国試対策の内容の評価等
についてアンケート調査を実施し、今後の対策の示唆を得る
ことを目的とする。
【方法】研究期間：2021 年 3 月～ 4 月。

【目的】2020 年、新型コロナウイルス感染拡大により、看護師

研 究 対 象：3 年 制 短 期 大 学 看 護 学 科 卒 業 生 39 名。 研 究 方

等教育機関は講義・実習など看護教育・運営等あらゆる場面に

法：Google Classroom による Web 上アンケート調査。量的

おいて大きな影響を受けた。本研究は新型コロナウイルス感染

データは Microsoft Excel による単純集計。倫理的配慮とし

拡大する中、A 県内の看護師等教育機関の管理者が求める行

て、回答は任意、個人情報は web 経由で返信された段階で

政のサポートを明らかにし、今後の看護基礎教育の質の向上発

個人特定できないよう配慮した。本研究は平成医療短期大学

展に役立てることを目的として調査を実施した。
【方法】1．対

研究倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】有効回答率

象者：A 県内看護師等教育機関全 43 校に勤務する管理者。2．

92.3％。学習状況として、3 年次に本格的に国試対策の学習

調査内容および方法：新型コロナウイルス感染拡大により、管

を始めた時期は、
7 ～ 9 月が 41.7％、
10 月以降が 36.1％の順で、

理者が求める行政のサポートについて自由記述を求める web

その動機は、模擬試験の結果からの危機感や焦りが 75.0％で

アンケート。3．調査期間：2020 年 11 月。4．分析方法：記述

あった。国試対策に焦りや危機感を抱き始めたのは、12 月

された内容を丁寧に読み取り、データを意味内容の類似性と相

が 27.8％、10 月と 1 月が各 22.2％で、国試対策の学習開始困

違性に従って、単文化し、コード化した。さらに、コードの意

難理由は、学習方法が分からないが 58.3％、やる気が出ない

味内容の類似性に従って、分類・抽象化し、サブカテゴリー化、

が 55.6％であった。自宅学習は、5 時間と 6 時間が各 22.2％

カテゴリー化を行った。信頼性と整合性については、分析の過

で 1 時間が 11.1％いた。オンライン使用機器は、
スマートフォ

程と結果で、研究者間での慎重な分析・検討を繰り返した。5．

ン利用者が 41.7％、オンライン対策による身体不調は、疲れ

倫理的配慮：神奈川県看護師等養成機関連絡協議会倫理審査

目が 69.4％、肩こりと腰痛が各 41.7％であった。国試対策の

委員会の承認を得て個人情報保護などに関する規定を遵守し実

全体的評価は、77.8％が満足であった。対面による対策を受

施した。
【結果】1．A 県看護師等教育機関 43 校を対象に調査

けて良かった点は、多くの問題が解けたが 61.1％、友人と教

を依頼した結果、29 校（回収率：67.4％）の回答があった。回

え合う中で学習を深められたが 55.6％、困った点は感染への

答者の内訳は大学６校（20.7％）短期大学 1 校（3.4％）看護師

不安が 25.0％であった。また、将来の看護師像は、信頼され

養成所 3 年課程 19
（65.5%）
、
看護師養成所 2 年課程 3 校
（10.3％）

る看護師が 69.4％、知識のある看護師が 44.4％、技術のある

であり、准看護師養成所からの回答はなかった。2．看護師等

看護師が 38.9％であった。【考察】学生はコロナ禍で在宅学

養成機関に勤務する管理者が求める行政からのサポートについ

習を余儀なくされ学内での対策が少ない中、友人と教え合う

て≪経済支援≫≪教育の充実化≫≪ ICT 向上に向けた支援≫

学習に高い評価を認めた。今後、オンラインによる身体不調

≪情報共有と調整≫ 4 つのカテゴリーが抽出された。特に ICT

を考慮し、学生間で教え合い危機感や焦りを緩和できるよう

に関することは 3 つのカテゴリーの内容に含まれており、行政

なアクティブラーニングの強化が必要である。さらに、知識・

からの強いサポートの必要性が明らかになった。
【考察】コロ

技術のある看護師像を目指す学生は半数以下で、科学的根拠

ナ禍において、ICT はこれまで以上に身近な存在になっている。

による看護の重要性についてキャリア支援の一貫として低学

また、第 5 次となる看護基礎教育におけるカリキュラム改正で

年から国試対策の検討にも示唆を得た。

は、ICT を活用するための基礎的能力やコミュニケーション能
力の強化に関する内容の充実が求められている。今後の看護基
礎教育の質の向上にむけて、ICT 活用に向けた支援が喫緊の
課題であり、行政等関係各所と連携していく必要がある。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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学生の不安軽減につながる新型コロナウイル
ス対応ガイドラインとは
－評価における記述データの分析から－

キーワード：看護学生

キーワード：新型コロナウイルス（COVID-19）
ガイドライン 不安軽減

ストレス

看護教育

○東野 和馬 ¹・楠本 莉可 ²・眞野 祥子 ³・
山本 智津子 ³

○平野 美樹子・小越 佐知子・高橋 江美子・
佐藤 玲胡

¹ 摂南大学大学院看護学研究科
² 独立行政法人地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター
³ 摂南大学看護学部看護学科

長岡赤十字看護専門学校

【目的】新型コロナウイルス対応ガイドラインが学生の不安軽
減につながった理由を、学生の記述データから分析する。な
お、ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症 COVID-19
（Coronavirus disease 2019）の基本的知識、感染経路ととも
に、学生の行動傾向をふまえ、最新エビデンスに基づき策定、
感染状況に応じて適宜改訂。学生が自分で考え行動できるよ
う、感染レベル別対応、フローチャートなどを用いて構成さ
れている。
【方法】1. 調査対象 :3 年課程看護教育施設に在籍
する学生 1 ～ 3 年生 134 人。2. 調査期間 :2021 年 2 月。3. 調
査方法 : 無記名自記式質問紙調査。4. 調査内容 : ガイドライ
ンが不安軽減につながった理由（自由記述）。5. 分析方法 : 記
述データから、不安軽減につながった文脈を抽出してコード
化、それらを類似性に基づいて分類、サブカテゴリーとし、
さらに抽象度をあげてカテゴリーとした。質的研究に精通し
た研究者の協力にて、分析の妥当性を確保した。6. 倫理的配
慮 : 所属教育施設倫理審査委員会の承認を受け、実施した。
【結
果】分析した結果、8 カテゴリー、20 サブカテゴリー、71 コー
ドが抽出された。カテゴリーは、《行動を具体的にイメージ
できる表現》、
《対策と実際の対応の一貫性》、《感染が疑われ
たときの行動、対応》、《様々な状況における感染対策》、《感
染予防行動を助ける適時の情報、手段の提供》、《学生自身が
感染リスクを判断、対応する》、《根拠を元にしたガイドライ
ンに沿った行動の有効性》、
《ガイドライン自体》であった。
《学生自身が感染リスクを判断、対応する》は、〈感染リスク
を判断〉、
〈練習時も消毒〉などから構成され、学生自身が感
染リスクを判断し、行動していることが伺えた。《根拠を元
にしたガイドラインに沿った行動の有効性》は、〈根拠を元
にしたガイドライン〉、
〈感染者がでていないという結果〉
、
〈結
果としての授業の継続〉などから構成され、根拠を元にした
ガイドラインに沿った行動が、結果として授業継続につなが
ることに安心感を得ていることが伺えた。【考察】結果から、
ガイドラインは、感染予防行動を具体的にイメージできると
共に、根拠と学生の行動傾向をふまえ、学生が“当事者意識”
をもち、自分で感染リスクを判断して行動できるよう構成す
ることが、不安軽減を図るうえで極めて重要である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

看護系大学生のストレッサーとストレス反応
について

【目的】看護系大学の 1 年生と 4 年生のストレッサーとスト
レス反応の違いを明らかにし、看護系大学生の精神的健康推
進に役立てる。【方法】看護系大学の 1 年生と 4 年生を対象
とした。尾関
（1993）
の大学生のストレス自己評価尺度を用い、
ストレッサーをストレッサー質問紙、ストレス反応をストレ
ス反応質問紙で測定し、被調査者の属性（年齢、性別）を尋
ねた。ストレッサー質問紙の各項目の得点、ストレス反応質
問紙の 7 下位尺度得点の２群間比較は Mann-whitneyU 検定
を用いた。本研究は摂南大学研究倫理委員会の承認を得た。
対象者に文書を用い研究目的、方法、手順、協力の任意性を
説明し無記名式質問表の回収をもって同意とみなした。
【結
果】1 年生 58 名、
4 年生 61 名から回答を得た。１年生では「家
族と過ごす時間が減った」
「興味のない授業を受けるように
なった」
が４年生より有意に得点が高かった。4 年生では、
「将
来の職業について考えるようになった」「自分の勉強、試験、
卒業等が上手く進まない」といった自身の学業や将来に関す
る計８項目が 1 年生より有意に高かった。ストレス反応では
不安（1 年生 3.14、
4 年生 5.74）
、
怒り（1 年生 3.22、
4 年生 4.18）
で学年間で有意差を認めた。【考察】1 年生が有意に高い結
果となった「家族と過ごす時間が減った」では、アルバイト
従事が一つの要因として考える。
「興味のない授業を受ける
ようになった」では、臨地での経験が少ない段階で高度な専
門知識を一方的に教えられること、一般教養等の看護に関係
ないと感じられる授業の受講が影響していると考える。一方、
4 年生が 1 年生と比べて自身の学業や将来に関するストレッ
サーが有意に高かったことに関しては、学年を増すごとに試
験の回数や学習内容の難易度が上がっていくこと、卒業や就
職が目前に迫ってくることがストレッサーとなっていること
が考えられる。ストレス反応については、4 年生は、自身の
卒業や就職といった将来のことに加え、本調査時期が実習期
間中であったことも影響して「不安」
「怒り」がストレス反
応として現れた可能性がある。以上のことから、1 年生には
看護学という学問を想像しやすくするため、早期から臨床実
習や看護技術体験が必要である。4 年生には、学業や自身の
将来等で不安や悩みを抱える学生の早期発見・介入、相談支
援体制の整備、実習中の精神的サポートが必要である。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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親の養育態度と看護学生の自己効力感との関
連

地域包括ケア病棟で勤務する卒後 2 年以内の
看護師が退院支援で抱く困難感

キーワード：親の養育態度

キーワード：地域包括ケア病棟
新人看護師

看護学生

自己効力感

○中島 清美 ¹・山口 恵子 ¹・佐藤 良子 ²

¹ 社会医療法人仁生会細木病院
² 元社会医療法人仁生会細木病院

【目的】目的は、親の養育態度と看護学生の自己効力感の関
連を明らかにすることである。思春期は、親からの自立と依
存との間で揺れ、親子関係の葛藤が起こりやすくなる。また、
親の養育態度が大学生の自己肯定感に影響を及ぼすことが報
告されている。しかし、親の養育態度が自己効力感に及ぼす
影響を明らかにした報告は見当たらない。この結果は、看護
学生のメンタルヘルス支援の一資料になると考えた。
【方法】
対象：3 年課程看護師養成所の学生 123 名。方法：無記名自
記式質問紙調査。調査期間：2019 年 6 月～ 7 月。調査内容：
年齢・性別、PBI 尺度 ( 親の養育態度尺度 ) 日本語版 (Parker
ら 1979、小川ら 1991）、一般性自己効力感尺度 (GSES) ( 坂野
ら 1989)。分析方法：PBI 尺度の母親と父親のそれぞれの養
護得点と過干渉得点を GSES の総得点と下位尺度 ( 行動の積
極性、失敗に対する不安、能力の社会的位置づけ ) の得点の
関連を Spearman の順位相関係数で調べた。解析は SPSS®
を用い有意水準は 5％とした。金沢看護専門学校倫理審査委
員会の承認（承認番号 19302）を得て実施した。対象者には
文書で研究目的・意義・研究協力の任意性・匿名性の保持・
結果の公表について説明し質問紙の回答をもって研究協力へ
の同意を得たとみなした。【結果】回収数 71 名、有効回答
数 63 名 ( 回収率 57.7%、有効回答率 51.2％ )。母親の養育態
度 (n=63) では、養護と GSES 総得点 (r=.254、p<.044)、能力
の社会的位置づけ (r=.334、p<.007) に有意な相関が認められ
た。父親の養育態度 (n=61) では、養護と行動の積極性 (r=.256、
p<.046) に有意な相関が認められた。母親と父親の養育態度
の過干渉では相関は認められなかった。【考察】PBI 尺度は、
養護得点が高いほど親は自分に対して暖かく受容的であった
ことを示し、低ければ拒否的で愛情が感じられないことを示
す。過干渉得点は高いほど親が自分を子ども扱いし自分に対
し侵入的で過保護と評価、得点が低いほど自分の自律性や主
体性を尊重してくれた評価していることを示す。養育得点と
GSES 得点で有意な相関があった相関係数はいずれも 0.2 ～
0.3 であり、やや相関があるという結果であったが、親の養
育態度の養護が看護学生の自己効力感に関連していることが
明らかとなった。
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困難感

○藤本 あゆみ ¹・岡崎 千佐子 ¹・宇賀 安侑美 ²

¹ 金沢看護専門学校
² 元金沢看護専門学校

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

退院支援

はい
はい
はい

【目的】地域包括ケア病棟の退院支援では、患者の ADL の
目標が未到達や家族間で退院先の希望が違う等の問題に直面
し、先行研究では、8 割近くの看護師が退院支援に困難さを
感じている。退院支援で困難感を抱きやすいと考えられる卒
後 2 年以内の看護師に焦点をあて、退院支援のどのような場
面で困難感を抱いているのかを明らかにすることを目的とす
る。【方法】1．用語の定義：困難感とは、退院支援を行う際
に看護師が解決しがたいと感じる場面とその内容及びその時
に抱く不安や悩み、ジレンマとした。2. 対象者：A 病院の地
域包括ケア病棟の卒後 2 年目以内の看護師（以下、看護師）
3 名。3. データ収集 / 分析方法：文献に基づき半構成インタ
ビューガイドを作成、面接にてデータを収集した。面接は許
可を得て録音し逐語録とし研究目的に関連した内容を抽出し
カテゴリー化した。4．倫理的配慮：対象者に、研究の主旨
とプライバシーの保護等を説明し、対象施設の倫理審査委員
会より承認を得た。【結果】対象者の背景は、全員が女性で、
病棟経験年数は平均 1 年 6 ケ月であった。地域包括ケア病棟
で勤務する看護師が退院支援で困難感を抱く場面として、27
のコード、12 のサブカテゴリー、5 つのカテゴリーが抽出さ
れた。看護師は、< 情報収集を行う場面 > や < 院外多職種
や患者・家族との調整 > を行う際に困難感を抱いていた。そ
して、社会資源に関する知識・経験不足から < 社会資源の活
用 >、患者・家族が希望する退院先と現状の ADL に差があ
る場合やゴール設定の難しさから、< 退院目標の設定や目標
に対する支援 > や < 患者・家族に対する援助 > においても
困難感を抱いていた。【考察】看護師は、退院支援において、
患者と家族で退院先の希望が異なる場合に、経験や知識の少
なさから優先順位の決定を難しいと感じていた。退院支援で
は、患者・家族のニーズを共有して多職種協働による生活重
視の支援体制を整えていくことが大切である。特に退院支援
を看護師が担当する場合は、多職種カンファレンスを増やし
情報を共有する機会を設けることや、先輩看護師などが、看
護師に関わり方を意図的に見せることで、退院支援で抱く困
難感の軽減に繋がると考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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外科病棟新人看護師が先輩看護師に求める指
導や支援
－二年目看護師の調査より－
キーワード：新人看護師

外科病棟

新卒看護師の職場適応を支援する要素の抽出

－職場適応過程で抱いた新卒看護師の思いから－
キーワード：新卒看護師

指導

支援

職場適応

社会化

支援要素

○前田 律子 ¹・永池 京子 ²・永田 あゆみ ³

○稲垣 有美・松井 佐知子・五十嵐 智美・
森島 大樹・菅野 明日香

¹ 早稲田速記医療福祉専門学校看護学科
² 河北医療財団看護統括部
³ 河北医療財団介護老人保健施設

群馬大学医学部附属病院

【目的】心身の状態が不安定で致命的な変化をきたしやすい
周術期の患者 ( 以下、手術患者 ) と ICU からの転出患者 ( 以下、
ICU 患者 ) を看護の対象とする外科病棟では、患者の病状変
化に対応するための能力が必要とされる。新人看護師 ( 以下、
新人 ) が外科病棟で看護師として成長していくために、先輩
看護師 ( 以下、先輩 ) からどのような指導や支援を必要とし
ているのかを明らかにする。【方法】新人時代の 1 年間を乗
り越えた A 病院外科系病棟 3 部署の卒後 2 年目看護師 12 名
に対し WEB アンケートを実施した。新人の時に手術患者・
ICU 患者を受け持つ際に先輩からどのような指導や支援が必
要だったか、印象に残った指導や支援、支えとなった指導や
支援は何かを複数選択・自由記載にて回答してもらった。得
られた回答を記述統計、質的記述的に分析した。対象者に研
究の概要、個人情報保護、本研究により不利益は生じないこ
と、研究への参加は自由意志によるものであり、無記名のた
め WEB アンケートへの回答をもって本研究の同意を得られ
たものとみなすことを口頭と文書にて説明した。【結果】12
名全員より回答を得た。90% 以上の対象者が先輩から欲し
かった指導や支援は [ 看護実践・業務遂行のための手助け ]
であったと回答した。自由記載の回答からは、先輩が見本と
して見せた [ 患者への声掛け ] や [ 観察項目やアセスメント
に関する指導 ][ICU 患者を受け入れる準備についての指導 ]
[ 先輩に相談できること ] が印象に残った指導・支援であり [ 一
緒に見てくれているという安心感 ] があった。もっと先輩か
らして欲しかった支援は [ 新人が自ら考え動けるよう見守る
こと ] であった。新人の 1 年間で辛かったことを乗り越える
上で [ 困ったときに相談しやすい ] 環境や [ 先輩からの声掛け ]
が支えとなっていた。【考察】新人は、術後管理について事
前に先輩とアセスメント項目や観察ポイントを確認すること
で手術患者や ICU 患者を受け持つ時に不安が軽減し患者の
看護にあたることができていた。先輩の患者への接し方を見
て先輩と一緒に実践することで不明な点が質問でき、新人の
精神的な負担を軽減することに繋がっていた。先輩は、新人
のことを気にかけ、先輩から声をかけ成長を見守ることが効
果的であると考える。時には見守り新人が自ら考え動けるよ

【目的】施設の強みを生かした指導体制や学ぶ環境、組織的
支援のあり方について示唆を得るために、現行の新人看護職
員研修（新人研修）に対する満足の度合いと、看護実践能力
の獲得時の経験や職場適応などに抱いた思いを明らかにす
る。
【方法】
１．無記名自記式質問紙法によるアンケート調査。
対象：A 病院看護部に 2018 年 4 月採用となり現在も勤務し
ている看護師 32 名。調査期間：2019 年 7 月～ 8 月。調査項
目（独自に作成）：研修体制、指導体制、自身の課題、取り
組みと結果、職場適応と自己成長に関する満足度。２．職場
適応に関する聞き取り調査（半構成的面接法）。対象：「社会
人基礎力評価」を実施した卒後 2 年目看護師の中から職場適
応が良かったと思われる師長推薦があった看護師 12 名。イ
ンタビュー期間：2019 年 7 月～ 9 月。調査項目：研修計画・
プログラムについて、指導者の関わり方、職場環境と風土、
自己の成長と課題、新人としての 1 年間で覚えた満足感、と
した。倫理的配慮：研究者が所属する機関における研究倫理
審査会の承認を得て実施した。
【結果】１．アンケート調査：
32 名中 20 名より回答が得られた（62.5％）。新人研修につい
て満足を示す割合が高い項目は「指導者の指導・関わり方」
（9
割）
「指導者との相性」
（8 割）であった。満足を示す者の割
合が低い項目は「評価方法」
（4 割）
「目標・課題の明確さ」
（4 割）
であった。自身の課題取り組み及び職場適応と自己成長は全
体的に低かった。２．インタビュー調査：本人同意を得た看
護師 7 名から回答が得られた。抱いた思いは、「役割意識が
高い指導者の存在」「集合研修で広がる学び」「なじみやすい
職場環境」
「とけこめない職場環境」
「一歩踏み出せた成長」
「発
達途上の課題」
「やってみて、ほめてもらえて満足感」など
の他（
「存在を認めてくれる関り」
「評価の時は蚊帳の外」
「仕
事と距離を置くストレス対処法」）の計 10 のカテゴリーが抽
出された。
【考察】3 つの枠組（指導体制・学ぶ環境・組織
的支援）から整理すると、指導体制では評価体制への改善の
必要性が明らかとなった。学ぶ環境としては、他者からの承
認、次なる課題が再確認できる教育システムの普及等の必要
性が示された。組織的支援では、指導する側・される側が共
に満足する効果的な関わりの工夫が示唆された。

う支援し、フォローしたり、気軽に相談できる雰囲気を作っ
てあげることが大切である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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プリセプターが捉えた新人看護師の成長
キーワード：新人看護師

成長

新人看護師を指導・支援するエルダー看護師
のストレス要因

プリセプター

－内容分析によるカテゴリー化を通して－

○齋藤 亜有 ¹・畠山 弓 ¹・土居 可奈 ¹・
松本 美穂 ¹・山崎 恵 ¹・森 采未 ²・川上 理子 ²
¹ 土佐市立土佐市民病院
² 高知県立大学看護学部

キーワード：新人看護師 指導・支援 エルダー看護師
ストレス要因 内容分析

○米田 安希子・片山 雄太・金子 智美・
倉光 千恵

【目的】本研究の目的はプリセプターが捉える新人看護師の
成長とはどのようなものかを明らかにすることで、プリセプ

医療法人宇部興産中央病院

ターの役割を明確化し、具体的な支援方法に繋げることであ

【目的】新人看護師を指導・支援するエルダーのストレス要

る。
【方法】質的記述的研究。文献検討をもとに半構成的イ

因を明らかにする。
【方法】クリニカルラダーレベル２以上

ンタビューガイドを作成後、インタビューを実施した。デー

の看護師を対象に、基本属性を問う選択回答式質問とリサー

タは逐語録に記述し、事例毎にプリセプターの捉える新人看

チクエスチョンを問う自由回答式質問で構成された質問紙に

護師の成長を文脈に沿って抽出・コード化した上で、意味内

よるアンケート調査を実施した。アンケートの結果からリ

容から類似したコードをまとめ、カテゴリー化した。対象者

サーチクエスチョンに回答のあるエルダー経験者 20 名を選

は A 病院に勤務し、新卒看護師のプリセプターをした経験

抜し半構成的面接を行った。データ化した逐語録を切片化し

のある看護師 6 名とし、データ収集期間は 2020 年 11 月 1 日

意味のまとまりごとにラベルを付けた。コード化したラベル

～ 12 月 24 日であった。倫理的配慮として研究計画書は A

をもとにカテゴリー抽出を行った。本研究は、A 病院看護部

病院倫理委員会の審査を受け承認を得た。【結果】対象者は

倫理審査委員会による倫理審査を経て承認を受けた。本研究

女性 6 名、看護師経験年数 9 ～ 30 年であった。プリセプター

への参加は強制ではなく、対象者の自由意思で決定され、調

が新人看護師の成長に対する捉えとして≪人間関係の構築≫

査中に知り得た情報は、個人の特定が困難となるように匿名

≪職場環境への適応≫≪努力する姿勢≫≪看護業務能力の向

で行う事を説明した。研究概要に関する説明を文書で行い、

上≫≪精神面の成長≫の 5 カテゴリーが見出された。≪人間

自筆による研究参加の同意を得た。【結果】有効回答 156 名

関係の構築≫とは職場の上司や先輩に相談したり、コミュニ

のアンケート調査から新人看護師の指導・支援についてスト

ケ―ションをとることで人間関係を築くことであり、
『人間

レスを感じている看護師は 78％であった。半構成的面接法

関係を築くことができる』『問題解決のための相談をする』

によるインタビューから 5 種類の《カテゴリー》と 24 種類

の 2 サブカテゴリーからなっていた。≪職場環境への適応≫

の〈サブカテゴリー〉が抽出できた。コード数の多い順に
とは職場の環境に馴染むことであり、『職場環境に馴染む』 《新人看護師の脆弱性》79《過密業務下での指導・教育体制》
のサブカテゴリーからなっていた。≪努力する姿勢≫とは、 69、《苦痛》57、《不安》32、《限界》11 と分析した。【考察】
看護業務の中で知識や技術を習得する姿勢のことであり、
『ミ

エルダー看護師は、社会人基礎力が未熟で自発性のない新人

スを繰り返さないための努力をする』『知識や技術を得るた

看護師に対し、思うように成長せず不安や困難さ、無力感を

めに努力する』の２サブカテゴリーからなっていた。≪看護

感じ、指導・支援への意欲が低下していく。さらに他スタッ

業務能力の向上≫とは、経験を経て日々の業務を円滑に進め

フから非難を受けることで、ダブルバインドに直面し孤立し

られるようになることであり、『看護技術や知識が向上する』

てしまう。このことは、焦りや怒りを抑圧しながら指導する

『経験を積んでできることが増える』『ペース配分して業務を

状況に陥る。この状況が続くことで、指導・支援の限界や苦

こなすことができる』の 3 サブカテゴリーからなっていた。

痛を感じ、悪循環となっている。5 つに分類されたストレス

≪精神面の成長≫とは成功体験を重ねていくことで自信とな

要因は、互いが関連し合いエルダー看護師はさらなるストレ

ることであり、
『精神的に強くなる』のサブカテゴリーから

スをもたらす可能性が考えられる。エルダー看護師の様々な

なっていた。
【考察】プリセプターは、新人看護師に対し職

ストレス要因を改善するためには、新人指導におけるスタッ

場へ馴染めるように本人の力を引き出し、チームメンバーや

フの役割を明確にし、病棟全体で支援し孤立させない体制づ

患者、家族とよりよい人間関係を構築することを支え、看護

くりと、新人看護師の社会人基礎力向上に向けた取り組みを

業務能力の向上や精神面の成長を促進するために、実践現場

並行して進めていく必要性が示唆される。

で努力することの大切さを伝えながら、成長できるよう導い
ていく役割であるとプリセプターは捉えていた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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新人教育体制の現状と課題

職場内教育体制の統一

－チーム支援型教育体制を導入して－
キーワード：新人教育

チーム支援

教育体制

－看護職員全員で新人を育てる仕組みづくり－
役割

キーワード：新人看護職員

職場内教育

○根本 幸代・池田 康幸・菅原 多栄子

○古賀 幸代

東京医科大学茨城医療センター

地方独立行政法人大牟田市立病院

チーム支援型

【目的】新人看護師教育における「チーム支援型教育体制（以

【目的】A 病院における新人看護職員教育のあるべき姿は、
「看

下、教育体制）」の各役割別の現状と課題を明らかにする。
【方

護職員全員で新人を育てる」であるが、
臨床の職場内教育（以

法】1．期間：令和 2 年 12 月～令和 3 年 4 月

下 OJT）で新人看護師を指導する体制は、各病棟まかせに

2．対象：A

病院正規雇用看護師 359 名（新人看護師含む）3．方法

１）

なっており統一されていない。そのため、体制が整っている

教育体制について独自作成したアンケート調査（役割別に

病棟とそうでない病棟の新人看護師の不安感に差がある。そ

配布：1 新人看護師

3 管理者）２）アンケー

こで今回、新人看護師が安心して OJT を受けることができ

2 スタッフ

ト集計：アンケートの選択肢項目は単純集計を行い各回答の

るために OJT 体制の統一に取り組み、評価を行ったのでこ

「理由」欄において、KJ 法の手法を利用しカテゴリー化する。

こに報告する。
【方法】1. 期間：2019 年 12 月～ 2020 年 12 月 2.

３）アンケートの評価（1）役割別に得られたデータから現

対象者：A 病院新人看護師 12 名、副看護師長 15 名、教育委

状と課題を抽出し役割別の課題を対比する。得られた結果か

員 7 名、チームリーダー 18 名、4 年目看護師 6 名、2 年目看

ら「教育体制」の課題を明らかにし具体的解決策を見出す。４．

護師 11 名 3. 方法：職場内教育体制標準化への取り組みとし

倫理的配慮

て、
コッタ－の 8 段階変革プロセスを活用し実施 4. 評価指標：

研究への参加はアンケートの回収をもって同意

が得られたこととし個人が特定されないよう無記名で提出・ （1）新人看護師の教育体制への不安感（2）臨床実践能力（3）
データ処理することを書面で説明した。【結果】アンケート

実地指導者の意識 5. 倫理的配慮：個人が特定されないように

配布 359 枚、回収 352 枚、有効回答率 98％。教育体制につい

配慮した【結果】対象者 57 名（新人看護師以外）に実施し

て「とてもよい」「よい」と答えたスタッツフは全体の 58％

たアンケート調査では、98.2 パーセントのスタッフがチーム

（役割別に新人 91％、相談役 60％、メンバー 41％、リーダー

支援型教育体制を継続したいと答えた。（1）新人看護師の不

45％、指導者 55％、管理者 93％）であり、「どちらともいえ

安感：6 月 9 月 12 月の面談時に、教育体制について不安を

ない」と答えたスタッフは全体の 40％（役割別に新人 9％、

訴える新人看護師は 0 人であった。また、全ての新人看護師

相談役 39％、メンバー 58％、リーダー 48％、指導者 45％、

が、自分をサポートしてくれる先輩が明確で聞きやすいと答

管理者 7％）であった。理由について KJ 法の手法を利用し

えた。（2）臨床実践能力達成状況：病棟間での新人看護師の

カテゴリー化した。「看護の視点・知識の拡大」のカテゴリー

臨床実践能力達成状況に差はなかった。（3）チーム支援型教

で新人は「チーム指導のため指導に偏りがない」「多角的な

育導入前後の実地指導者の役割遂行状況をプリセプター役割

看護の視点・視野の広がりがある」に対し指導側は「指導に

自己評価尺度を用いて評価した。結果、教育委員、チームリー

偏りがない」
「沢山の視点や知識が得られる」と回答していた。

ダー、4 年目看護師ともに下位尺度すべての項目で、チーム

「情報共有」では「役割があるので相談しやすい」と返答す

支援型教育導入後の得点が上昇していた。
【考察】チーム支

る新人に対し、指導側は「情報共有ができていないと成長に

援型教育を導入したことで、新人看護師をサポートする先輩

繋がらない」「チームで育てる意識が強くなった」「責任が分

が明確なり、新人看護師の不安感の軽減に繋がったのではな

散され負担は減るが、責任の所在が不明確」と回答していた。

いかと考える。これまでＡ病院では、実地指導者は主に教育

【考察】
「教育体制」は各役割別に指導内容を提示したことで、

委員のスタッフが担っていた。しかし、チーム支援型教育で

スタッフそれぞれの役割意識が強くなり、役割に応じた力を

はチーム内でそれぞれのメンバーが得意分野を指導するよう

発揮して行動し課題を見出していた。役割別の差異はなく

に役割分担されていることから、チームメンバーすべてが実

チーム力の向上や個人負担の軽減という利点と共に、役割分

地指導者となる。教育委員、チームリーダー、4 年目看護師

散による責任の不明確さと情報共有の難しさ等が指導側の感

ともに実地指導者の役割遂行状況が全ての項目で上昇してい

じた教育体制の課題となった。求められる役割と具体的行動

た結果からも、スタッフの新人看護師教育への意識が変わり

指針を時期別に提示していく必要性が明らかとなった。

A 病院の新人看護職員教育のあるべき姿に近づいたと考え
る。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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新型コロナウイルス感染症専門病院で勤務す
る新人看護職員の体験と職務継続に至った要
因
キーワード：新型コロナウイルス感染症専門病院
新人看護職員 職務継続

コロナ禍における新人看護師教育の考察と課
題
キーワード：ICT

新人教育

OJT

○斎藤 美智子・山本 和代・荒木 敬雄・杉原 陽子・
川口 麻衣・田中 小巻・林 有里

○小林 恭子 ¹・間中 麻衣子 ¹・大石 美香 ¹・
江口 啓子 ¹・濱中 秀人 ²・堀井 小百合 ¹

神戸市立医療センター西市民病院

¹ 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立十三市民病院
² 地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター

【目的】本研究の目的は、新型コロナウイルス感染症専門病院
で勤務する新人看護職員の体験と職務継続に至った要因を明
らかにすることである。
【方法】新型コロナウイルス感染症専
門病院に指定を受けた A 病院の新人看護職員 6 名に、1 名の
研究者がインタビューガイドに基づき半構成的面接を行った。
研究参加者の同意に基づき IC レコーダーに録音した。インタ
ビュー内容を逐語録に起こし、専門病院に指定を受けたとき
の体験、職務継続に至った要因について語られた部分を抽出
し、質的記述的に分析した。本研究は A 病院看護研究倫理審
査会の承認を得て実施し、インタビューは個室で行い、個人
が特定され得る情報はデータの抽出度を上げた。インタビュー
の平均所要時間は約 26 分であった。データ分析は、研究者間
で合意が得られるまでディスカッションを行い、研究参加者
によるメンバーチェッキングを実施した。
【結果】新型コロナ
ウイルス感染症専門病院に指定を受けたときの体験は、4 カテ
ゴリが生成され、新人看護職員は≪衝撃と漠然とした不安≫、
≪感染に対する不安≫、≪新人看護師としての成長に対する
不安≫を抱き、≪甘んじて受け入れる≫に至っていた。また、
新型コロナウイルス感染症専門病院で勤務する新人看護職員
が職務継続に至った要因は、≪先輩看護師の姿≫、≪看護観
と使命感≫、≪周囲の人々からの支え≫、≪感染への不安の
払拭≫、≪前向きな気持ちの持ちよう≫の 5 カテゴリが生成
された。
【考察】新人看護職員は、専門病院に指定を受けたと
きには≪感染に対する不安≫を感じていたが、職務を継続す
る中で、院内感染を起こしていない事実や感染予防対策の徹
底により≪感染への不安の払拭≫に至っていた。不安を抱え
ながらも前向きに業務を遂行する先輩看護師の存在や、その
先輩看護師が、≪新人看護師としての成長に対する不安≫を
受け入れ、新人看護職員の思いを聴く時間を持つことで気持
ちの表出ができ、≪前向きな気持ちの持ちよう≫へと変化を
もたらした。また、各部署でのプリセプターを中心とした
OJT で、集合研修での学びを深めるための時間を十分に持ち、
新人看護職員の「できる」ことを増やしたり、認定看護師や
人材育成委員、コメディカルの協力を得て、過去の事例やシ

【目的】2020 年度は、コロナウイルス感染症流行により、教
育場面に多くの影響が及んだ。A 病院も新人教育計画を急遽
変更することとなり、ICT を利用した研修を取り入れ集合研
修から OJT に切り替えた。そこで、コロナ禍における新人
看護師教育の課題を明らかにしたので報告する。
【方法】急
性期中規模の A 病院の新人教育は、各部署の教育委員が中
心となり、屋根瓦方式で毎月集合研修を行っていた。しかし、
2020 年度は集合研修が開催困難となり、一昨年に導入したオ
ンライン教育ツールを活用し OJT に切り替えるというハイ
ブリット型の研修を試みた。2018 年度と 2020 年度の新人看
護技術チェックリストの結果と、研修後のアンケート結果を
比較し、新人の学習達成度等を考察した。倫理的配慮として、
対象者に研究実施公表の同意を得て、アンケートは個人の特
定ができないよう匿名で収集した。
【結果】技術チェックリ
ストは 16 項目あり、一人でできる割合を比較した。最も差
が大きかったのは救命救急・処置技術で 2018 年度が 53.5％、
2020 年度が 35.5％。次いで与薬の技術は 2018 年度が 66.3％、
2020 年度が 57.4％。症状・生体機能管理技術は 2018 年度が
76.8％、2020 年度が 69.6％。アンケート結果は 6 研修に関し
て、学習達成度は「達成できた」・理解度・実際への応用・
進め方は「とても良い」の割合を比較した。2020 年度の方
が全ての割合が高かった。最も差があったのは学習達成度で
2018 年度が 98.7％、2020 年度が 85.4％。実践への応用は 1％
の差であった。
【考察】コロナ専用病棟開設の影響で、どこ
も混合病棟となり自部署で経験できるはずの専門的な技術経
験の機会が減り経験項目が分散した。一人でできる割合が少
なかった項目は、学生の間に経験することができない項目で
あり、実践での繰り返し経験が必要となる項目であった。こ
のため看護技術チェックリストは１年で評価するのではな
く、活用の方法を変える必要があると思われる。新人が感じ
ているスキル面での不安は、自己評価として学習達成度が低
く表れたが、研修中にスキルチェックをしてもらうことで軽
減されると考えられ今後の課題とした。一方、スキルに自信
はないが、学んで得たものには差はなく実践への応用ができ
ると考え、新人研修への ICT 活用方法に関しては工夫が必
要であると示唆を得た。

ミュレーションを通じた看護技術研修等を行うなど、病院全
体で新人看護職員の成長を促す関わりが必要である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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コロナ禍における新入職員のメンタルサポー
ト＆リフレッシュ研修の効果
キーワード：新入職員 多職種合同
リフレッシュ

メンタルサポート

－フォーカスグループインタビューを通して－
キーワード：若手看護師

○井ノ上 まどか・木村 里美・今 方美・
藤田 裕介・唐釜 隼人

自己課題

不安要素の明確化

○中山 瞳・山崎 栞
東京都立多摩総合医療センター

医療法人社団愛友会金沢文庫病院

【目的】昨年より流行している COVIT-19（以下コロナ）の
影響により、新入職員（以下新人）は、毎年のレジャー施設
での研修が中止となった。三密回避・外出の禁止等、行動制
限を強いられる事態となり、職員同士の関りが減少した事を
背景に A 病院では多職種合同新入職員メンタルサポート＆
リフレッシュ研修（以下研修）を 2 回実施しその効果を検証
する。【方法】新人 20 名 ( 看護部 10 名、コ・メディカル 10 名 )
に、2020 年 10 月と 2021 年 2 月に研修を実施した。10 月は
臨床心理士の講義と、レクリエーション（以下レク）
、ナラ
ティブワークを実施した。2 月は臨床心理士の講義、レク、
リフレクションを実施した。2 度の研修前後でアンケートに
てデータ収集し、自由記載内容はカテゴリー分析した。新人
に口頭と書面で研究の目的と個人情報を保護する事を説明し
同意を得た。また A 病院倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】
普段同期と交流は「ある」と回答した新人は 10 月は 90％、
2 月は 58％に減少した。研修はストレスの対処に「大いに
活かせる・まあ活かせる」と 10 月は 85％が回答し、2 月は
89％に上昇した。研修での交流は、100％の新人が「できた・
ある程度できた」と回答し、94.8％の新人が「研修は有意義
である」と答えた。職場でのメンタルヘルス対策は「大変重
要・どちらかというと重要」と 10 月は 100％が回答し、2 月
は 84％と減少した。10 月の研修で新人の思いや学びは、19
コードから４サブカテゴリーに集約され、《リフレッシュ効
果》
《支え》の 2 カテゴリーが形成された。2 月の研修で得
られた新人の思いや学びは、18 コードから 6 サブカテゴリー
に集約され、
《成長》《リフレッシュ効果》《感謝》の 3 カテ
ゴリーに集約された。【考察】今年度はコロナにより活動が
制限された事により、ストレス発散がうまくできない状況に
あった。加えて各部署に配属され各々の部署で職務に従事す
る中、同期同士の交流の機会は減少している。今回 2 回の研
修が新人にとって多職同期の交流の場となり、メンタルセル
フコントロールを学び、同期同士が今の気持ちを共有するこ
とで互いに成長を実感し支えとなったと考える。またレクを
通してリフレッシュ効果も得られ、ワークを通して自己と向
き合う事で課題を見出し 2 年目への意欲につながったと考え
る。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

急性期混合病棟で働く若手看護師の自己課題
の明確化

【目的】若手看護師の不安要素の具体化や自己課題の明確化
をする事で、今後のサポート体制の構築に繋げる。
【方法】
A 病院 B 病棟、役職を持たない若手看護師 4 名にフォーカ
スグループインタビューを実施。インタビュー時には IC レ
コーダーを使用した。対象者には目的、方法、匿名性を守る
ことを伝え同意を得た。内容を逐語録に起こし質的記述的方
法でデータ抽出し KJ 法を用い、コード化、カテゴリー化し
分析。【結果】6 つのカテゴリーと 32 のサブカテゴリーから
形成された。不安要素として 2 つのカテゴリーが抽出された。
『患者の個別性に合わせた看護』は 25 の初期コード 4 つのサ
ブカテゴリーから形成。2 つ目の不安要素として『経験値の
低さから抱く不安』が挙がり、28 の初期コード「急変時の
対応が分からない」等 5 つのサブカテゴリーから形成された。
『若手看護師を取り巻く環境』は 88 の初期コード 7 つのサブ
カテゴリーから形成。『ケアに反映できていること』は 42 の
初期コード 7 つのサブカテゴリーから形成。『なりたい自分』
は冷静に機敏に動ける先輩ってすごい等 23 の初期コード「機
敏で冷静さを保つ」等 7 つのサブカテゴリーから形成され
た。『なりたい自分になるために』は 17 の初期コード「心掛
けていること」
「希望するサポート」の 2 つのサブカテゴリー
から形成。
「心掛けていること」では看護技術習得への向上
心を持つこと「希望するサポート」では先輩の患者指導を見
たい等の希望が聞かれた。
【考察】個別性に合わせた看護は
多種多様であり若手看護師は、自分自身の看護が正しいのか
分からず不安を抱いていると考える。一方で若手看護師は指
導を受けコミュニケーション能力や根拠を持った看護の学び
を得ていた。また働く環境の影響や指導を受けての学び、振
り返りを行う事で自己課題を明確化していた。若手看護師は
指導を受けることや学習に対する意欲を持つことを心がけて
おり自己課題の達成に向け努力していると伺える。自己課題
は模範となる看護師の影響や、自身の抱く不安要素と重なっ
ており不安を軽減するための自己課題を挙げていると推測さ
れる。本研究は研究対象者 4 名より得た結果であり今後のサ
ポート体制の構築までには至らない。しかし自己課題を明確
化する事で若手看護師が希望するサポートが具体化された。
希望に沿いサポートを行う事で自己課題克服、不安の軽減に
も繋がると考える。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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退院支援に関わる看護師の質向上に向けた教 「現場ですぐできる 10 のこと」の導入 2 年後
育プログラムの開発と成果
の看護師の家族との関わりにおける実践と課
－ラダーレベルに応じた専門知識の習得を目指して－ 題
キーワード：退院支援

他職種協働

人材育成

キーワード：家族との関わり方 受け持ち看護師
看護師の役割 退院支援の実践

○宇崎 真由子・西森 恭子

○河原 紀子 ¹・野村 佳代 ²

社会医療法人景岳会南大阪病院

【目的】地域包括ケアシステムの構築と推進のためには、病
院と地域の看護職との連携が不可欠であり、入院時から継続
した退院支援が行えるよう看護師の退院支援に関する知識・
技術が重要と考えた。Ａ病院看護部では、キャリア開発ラダー
の教育プログラムに退院支援の研修を開始し 3 年目となる。
そこで、質向上にむけた人材育成の成果を分析したので報告
する。
【方法】1. 研修開催：2018 年 4 月から 2020 年 12 月ま
での期間でラダーレベルに応じた退院支援研修を開催。講師
は MSW、訪問看護師、地域包括支援センターケアマネジャー
へ依頼しラダーレベルに応じた専門知識の習得を目指した。
2. データ収集：研修受講者 79 名に対し学び・実践レポート
の提出を課題とした。レポートの回収は各部署の所属長へ提
出した後、回収した。3. 調査期間：2018 年 4 月から 2020 年
12 月。4. 分析方法：全受講者のレポート計 79 枚を KJ 法を
用いて、カテゴリ分類し研修の学び・実践内容を分析した。
5. 倫理的配慮：質問紙は無記名とし研究参加に同意したもの
として提出した。課題レポートは研究以外に使用しない事を
説明した。本研究は倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
課題レポート分析結果：7 カテゴリ 27 サブカテゴリ 329 コー
ドを抽出した。以下〔〕をカテゴリとする。研修における学
びについては〔退院支援に必要な知識〕〔退院支援に必要な
情報と介入時期〕
〔専門職者との連携〕と回答した者が多く、
実践においては〔退院支援に必要な情報と問題点の抽出〕
〔看
護師におけるチームアプローチの実際〕の 2 カテゴリが得ら
れた。
〔看護師におけるチームアプローチの実際〕を回答し
た者は、ラダーレベル３以上が多かった。【考察】専門的な
知識と退院後の患者の様子や、介入の実際を学び退院後の生
活を理解した事で〔退院支援に必要な情報収集と問題点の抽
出〕ができた。グループワークで他部署の退院支援介入に関
わるアセスメントの視点や、支援内容を知り自部署の課題に
気付いた。そして、自身の行動を振り返ることで個々の役割
意識が高まり、レベル３以上においては教育的視点への関り
に結びき実践へと繋がったと考える。さらに、各専門職種に
よる現場の声を届ける事で、具体的にお互いのニーズを認識
できたため専門職種による研修は効果的で退院支援に関わる
看護師の育成に繋がった。

¹ 岡山医療生活協同組合岡山東中央病院
² 防衛医科大学校看護学科

【目的】「地域包括ケアシステム」の構築がすすむ今日でも、
退院支援の困難な事例がある。困難となる要因として、家族
と接する機会が少ないこと、看護師のコミュニケーション力
がなどがあり、渡辺の『家族ケアの方法論』による「現場で
すぐできる 10 のこと（以下『ケア 10』とする）
」を家族ケア
の指標として導入した。
『ケア 10』導入後の調査から定着し
たと考えられ、2 年後には、家族との関係構築に向けた積極
性が示された。一方で、家族の視点に立てないことや、退院
後の生活イメージづくりの難しさを示した。そこで、
『ケア
10』導入 2 年後の看護師の家族との関わりにおける実践と課
題を明らかにすることにした。【方法】1) 対象

回復期リハ

ビリテーション病棟で『ケア 10』導入から継続的に研究に
参加している看護師のうち、
クリニカルラダー（以下「ラダー」
とする）1 から 1 名、ラダー 2 から 2 名、ラダー 3 から 2 名
計 5 名とした。2) データ収集方法

対象者には、研究方法を

説明し自由参加とプライバシーの保護を保証したうえで、同
意書への署名をもって同意とみなした。インタビューガイド
に基づき半構成的面接を実施した。なお、インタビュー内容
は、家族と信頼関係を築くための看護職の実践と課題を明ら
かにするものとした。面接内容は許可を得て録音した。3) デー
タ分析方法

面接内容を逐語録として精読したのちに、実践

と課題についての記述部分の内容を分析した。
【結果】
『ケア
10』は看護師にとって「道しるべ」
「心構え」
「家族の評価」
であり、「雰囲気づくり」「応対時の配慮」を実践で心がけな
がら、「雰囲気づくり」「応対時の配慮」「情報提供」「情報収
集」「家族の意識改革」「家族に合わせた関わり」などの関わ
りを行っていた。その結果、看護師は「積極的な関わり」「関
わりの意識付け」
「体制の強化」のような変化につながって
いた。家族との関わるために「情報共有」「討議」「協働」を
医療者間で行っていた。しかし、「人任せ」
「独断」
「対応の
難しさ」「経験値」のような課題が残った。【考察】看護師は
『ケア 10』導入 2 年後には、家族の視点に立つように心がけ、
積極的に「家族に合わせた関わり」ができ「関わりの意識付
け」
「体制の強化」を実践していた。しかし、繁多な業務の
中で、対応の難しい家族に対しては、「人任せ」
「独断」
「経
験値」などの課題が残り、家族との関わりを困難にしていた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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院内ファシリテーター養成研修の現状と課題

教育指導担当者への教育支援プログラムの評価

キーワード：院内ファシリテーター研修
ファシリテーションスキル 継続教育

キーワード：看護教育 教育担当者 新人看護師
教育的支援 経時的変化

○松本 修一 ¹・小菅 邦彦 ¹・吉田 智美 ¹・巽 達也 ¹・
菊池 智瑛未 ¹・伊藤 洋子 ¹・内藤 知佐子 ²

○中山 由美 ¹・神戸 美輪子 ²・下村 陽一 ³・
細田 泰子 ⁴・長山 秀子 ⁵・伊地知 仁美 ⁶・
安田 照美 ⁷・谷田 由紀子 ⁸

－ 4 年間の受講生のアンケートから見えてきたもの－

¹ 滋賀県立総合病院
² 京都大学大学院医学研究科

【目的】患者に最善の医療を提供するには、チーム内での質
の高い対話を紡ぐことのできるファシリテーターの存在が欠
かせない。そこで、A 病院ではファシリテーター養成研修を
行い、研修を通してどのような知識やスキルが身についてい
るのか、研修の効果さらに今後の課題を明らかにする。
【方
法】研究対象者：20XX 年度から 20XX+3 年度の研修を受講
した 53 名、研究デザイン：研修後の自記式質問用紙を用い
て、研修内容のファシリテーションスキルについて得られた
こと、気づいたこと、研修の課題などについて調査を行い、
内容分析を行った。倫理的配慮：対象者にプライバシー保護
を文書と口頭で説明した。また、A 病院の倫理審査委員会の
承認を得た。【結果】対象者の内訳は、看護師 31 名、医師、
放射線技師、リハビリテーションスタッフ、検査技師各 4 名、
薬剤師 3 名、MSW、臨床工学技士、管理栄養士各 1 名であった。
ファシリテーションスキルについて得られたことや気づいた
ことでは、チームの関係性を構築するために、話しやすい雰
囲気を作り、緊張感を和らげるための“場づくり”や他者を
承認することの重要性に気づいたという意見が多かった。ま
た、ホワイトボードを用いた話し合いでは、“きくスキル”
を使いチームメンバーの発言を引き出し、そして自分自身の
考えにも気づきが生まれるなど、話した内容を可視化するこ
とでチーム全体の効率的な話し合いに繋がるといった意見が
あった。さらに、チームが成長していくには、話し合いのプ
ロセスを構造化するための“デザインする力”が鍵になると
いった気づきも述べられていた。本研修は多職種が参加して
おり、様々な視点での意見や考え方を知ることができ、多職
種連携の大切さを身をもって実感できたという他職種との相
互理解を促す機会にもなっていた。一方で、年に 3 回の研修
で全てのスキルを学び、習得することは難しく、研修回数を
増やして欲しいという要望や実際にスキルを実践してみたが
十分に活かすには更なる訓練やフォローが必要と感じるとの
意見があった。
【考察】研修に参加した職種は看護師が大半
を占めたが、院内で活躍する多くの職種が参加した。多職種
でスキルを習得するためにグループワークを繰り返し、率直
に意見を出し合う中で相互理解に繋がる場の構築ができてい
た。また、スキルに更なる磨きをかけるには継続した教育の
必要性が示唆された。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

－経時的変化の分析を通して－

¹ 梅花女子大学看護保健学部看護学科 ² 関西医療大学保健看護学
部保健看護学科 ³ 大阪教育大学教育学部教育協働学科 ⁴ 大阪府
立大学大学院看護学研究科 ⁵ 平安女学院中学校・高等学校生徒・
教育相談部 ⁶ 関西医科大学附属病院 ⁷ 関西医科大学 ⁸ 関西医
科大学総合医療センター

【目的】新人看護師を教育する教育指導担当者（以下、
指導者）
に対する教育プログラムの実施を通して、その効果を検討す
る。【方法】対象：A 病院と系列の計 3 施設に勤務する指導
者である。2017 年 3 月より施設の集合研修を受けた指導者
を対照群に、2018 年 3 月より施設の研修に加え本研究の教
育プログラムを受講した指導者を介入群とした。介入内容：
2018 年 3 月にコミュニケーション技法、コーチングの講義・
演習、新人看護師の自尊心を高める関わり方の講義、7 月と
11 月にコーチング技法の演習を実施した。期間：2017 年３
月～ 2019 年 2 月。各群 3 月、5 月、10 月、翌年 2 月に質問
紙調査を行った。調査内容：GHQ28 項目、原谷らの自尊心
尺度、井田らの職場サポート尺度、講義内容実践感と指導困
難感（自作 5 段階）などであった。倫理的配慮：A 病院の
医療倫理審査委員会（2016811）と B 大学の人を対象とする
研究倫理審査委員会の承認を得た（2016 － 066）
。対照群は
研究の趣旨、ID 化を説明した依頼書と承諾書、調査用紙を
郵送し、承諾書と調査用紙を回収した。介入群は 3 月の講義
時に書面と口頭で研究の趣旨や ID 化を説明後、承諾書と調
査用紙を回収した。各群内の尺度合計点について Friedman
検 定 後、Bonferroni 調 整 を 行 っ た（SPSS®Statistics）。 有
意水準は 5％未満とした。
【結果】対照群 37 名（有効回答率
92.5％）、介入群 35 名（有効回答率 85.4％）であり、平均年
齢は対照群 32.7 歳、介入群 31.7 歳、看護師経験年数が対照
群 10.7 年、介入群 10.2 年であった。平均ランクが、対照群
では、GHQ28 身体症状で 3 月 2.0 と 10 月 3.0 の間で有意差
があった（p ＜ 0.05）
。介入群では、講義内容実践感で 3 月
1.5 と 5 月 2.9、3 月 1.5 と 10 月 2.6、3 月 1.5 と 2019 年 2 月 2.9
の間で（p ＜ 0.001）
、指導困難感は 3 月 3.2 と 5 月 2.2、3 月
3.2 と 10 月 2.3、3 月 3.2 と 2019 年 2 月 2.3 の 間 で 有 意 差 が
あった（p ＜ 0.05）。【考察】介入群の指導者は 4 時点の比較
で GHQ28 の上昇がなく、講義などで学んだことを指導時に
実践する意識が上昇し、指導困難感が 3 月時点よりも低下し
たことから、指導者への本プログラムの有用性が示唆された。
本研究は JSPS 科研費 JP16K11968 の助成を受けた。

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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パンデミック禍におけるオンライン看護研究
計画書研修会の実施と評価

がん看護研修における専門・認定看護師とが
ん看護ジェネラリストとの協働計画の成果

キーワード：看護研究

キーワード：がん看護研修 専門・認定看護師
がん看護ジェネラリスト

看護教育

人材育成

○吉田 和樹 ¹・井上 好恵 ²・髙橋 麻紀 ²・
冬室 加代子 ²
¹ 医療創生大学看護学部看護学科
² 一般財団法人太田綜合病院附属太田熱海病院

○服部 聖子・木村 由梨・田﨑 亜希子・小倉 知子・
小崎 信子・西川 誠人・西澤 駒紀・宮田 奈苗・
松本 綾奈・渡邉 めぐみ
滋賀医科大学医学部附属病院

【目的】看護研究は看護の質を高めるために重要である。継
続的に取り組んできた看護研究計画書研修会も感染症の拡大

【目的】がん診療連携拠点病院においてがん看護の質向上の

により業務量が増し時間の確保が難しい状況であった。しか

ためには、人材育成が要となる。Ａ県では、県内で統一した

し、看護の質を担保するために、オンライン研修会として継

がん看護研修プログラムを構築し、教育体制を整備している。

続し実施することとした。本研究では、オンラインにより行っ

このがん看護研修において、長年、専門・認定看護師が講師

た看護研究計画書研修会の評価を行うことを目的とした。
【方

をつとめ、その他の看護師が受講生という構造が続いてきた。

法】対象は令和 2 年度にオンライン看護研究計画書研修会の

しかし、がん看護に高い関心をもって活動するがん看護リン

対象であったラダーⅢの看護師 7 名とした。本研修会は看護

クナースやがん看護研修の全ての課程を修了した看護師（以

研究計画書に関する基本知識の習得することを目的とし、リ

下、がん看護ジェネラリストとする）も、がん看護の質向

アルタイムで開催した。第 1-3 回は講義および演習（30 分）、

上に有用な人材である。そこで、専門・認定看護師とがん看

4 回目は成果報告会（60 分）とし全 4 回で構成した。第 1 回

護ジェネラリストが協働してがん看護研修を企画・運営する

は看護研究の基礎知識、第 2 回は看護研究計画書作成のポ

こと（以下、協働計画とする）によって得られる成果につい

イント、第 3 回は看護研究計画書の見直し、第 4 回は成果発

て明らかにする。
【方法】1. がん看護研修の 6 テーマのうち、

表会とした。研修会の工夫点は、講師と看護管理室とで事前

がん看護ジェネラリストが希望するテーマを担当できるよう

打ち合わせおよび各回終了後に振り返ったこと、事前個別課

調整を行い、専門・認定看護師とがん看護ジェネラリストが

題の提出、メールなどを活用した講師への相談体制の構築で

複数回面談を行い、研修企画と運営を行った。2. 専門看護師

あった。データ収集方法は、研修会終了後に無記名式評価ア

は、研修全体の構成と各テーマの基本的知識の講義を担当し、

ンケートを実施した。調査項目は、研修の資料や進行（3 項

がん看護ジェネラリストは、テーマに沿った事例について看

目）
、講義内容（3 項目）、研修を受ける前よりも看護研究を

護展開を示すことを主な役割とした。3. 協働計画の成果を、

計画する自信が増したなどの 2 項目であった。分析は Excel

がん看護ジェネラリスト、専門看護師、看護師長へのインタ

を用い調査項目について割合を算出した。倫理的配慮は参加

ビューと受講生のアンケート結果を用いて抽出した。インタ

者に対して事前に評価アンケートの目的などを書面および口

ビュー内容は、逐語録として作成し、その意味内容を表すカ

頭で説明し承諾を得た。なお、本研修会は事業として行われ

テゴリー名をつけ、概念化した。本研究は、実施施設の研究

ており、評価アンケートは匿名化されていることから、倫理

倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結果】がん看護ジェ

指針において適用範囲外である。【結果】評価アンケートは、

ネラリストの成果は、アセスメント力の向上、教育者として

第 1 回および第 3 回、第 4 回は 6 名、第 2 回のみ 5 名から回

の学び、モチベーションの向上がみられ、専門看護師の成果

答を得た。第 2-4 回は研修の資料および講義について適切と

は、コンサルテーション力の鍛錬、院内のがん看護の実情を

回答した参加者は 100％であった。また、講義内容について

捉える機会、モチベーションの向上が抽出された。看護師長

理解できた、今後の看護研究に役立つと思う、学んだことを

からは、がん看護ジェネラリストのリーダーシップの発揮、

同僚に伝えたいと思うと回答した参加者は 100％であった。

看護の意味づけや役割の言語化の促進が抽出された。受講生

全 4 回のうち研修を受ける前よりも看護研究を計画する自信

からのアンケートでは、身近な事例で学べたので理解しやす

が増したと思うと回答した参加者の割合は、最小 67％、最

かった、集中できたなどの良い評価がみられた。
【考察】こ

大 83％であった。【考察】本研修会はオンラインで行ったが

れらより、本協働計画は、双方向性の成果がみられ、様々な

参加者の研修会の内容に対する評価は高かった。しかし、看

立場からのメリットがあるため、がん看護教育に有用な方法

護研究を計画する自信についてはばらつきがみられたことか

であると評価できる。今後は、協働計画への参加者を増やし

ら、看護研究を計画するための自信を向上させるためにはさ

つつ、患者へのアウトカムを評価していくことが課題である。

らなる工夫が必要である。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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病院勤務する看護職の職業キャリア成熟の特
性
キーワード：職業キャリア成熟

人材育成

看護職

○西田 千春・安原 沙織・奥田 恵・五十嵐 かおり・
東森 優子

ベテラン看護師のキャリアアップ支援の課題
キーワード：ベテラン看護師

キャリア開発

キャリア支援

○小柳 優美子
一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院

【目的】看護師のクリニカルラダーとは、看護専門能力の到

公立豊岡病院組合立公立豊岡病院

達パターンを経験年数ではなく、個々の達成すべき個人の能

【目的】病院勤務する看護職の職業キャリア成熟を明らかに

力として段階的に評価し、その到達度により看護師の能力の

し、人材育成につながる支援の方向性の示唆を得る。【方

評価をされるシステムである。看護部でも 2019 年に看護師

法】A 病院に勤務する看護部長、看護副部長、准看護師を

のクリニカルラダー（日本看護協会版）と A 病院のクリニ

除いた正規職員看護師 451 名を対象に、性別、婚姻状況、育

カルラダーの整合性を持たせ修正を行った。現在では、とく

児状況、出身地域、学歴と、狩野らが開発した「看護職者

に新人看護師をはじめ、クリニカルラダーの説明・動機付け

の職業キャリア成熟尺度」との関係をΧ 検定、t 検定及び

を行うこと、部署長の支援のもとスムーズにキャリアアップ

一元配置分散分析を統計ソフト SPSS®Ver25 用いて分析し

ができる体制の構築ができている。しかし、20 年以上実務

た。対象者に研究の趣旨と倫理指針に沿って作成した同意書

経験をもつ看護師（以下ベテラン看護師という）は、キャリ

を用い説明。アンケートは無記名で実施し、アンケートの提

アアップ支援するためにクリニカルラダーの申請を行うこと

出をもって同意が得られたこととした。【結果】408 名から

ができにくい状況がある。そこで、ベテラン看護師のキャリ

回答が得られ（回収率 90.4％）、有効回答率は 91.9％であっ

アアップの支援の現状を把握し、課題を明確にすることを目

た。経験年数について、1 ～ 4 年、5 ～ 14 年、15 年以上の 3

的とした。
【方法】A 病院で緩和ケア病棟在職看護師 22 名

群に分け比較したところ、5 ～ 14 年の群の得点が低く、「自

に対して、キャリア表を作成し、年 2 回の面談時に動機付け

律」の合計点について一元配置分散分析の結果、5％水準で

を行う。クリニカルラダー申請要件シートの記入・申請に不

有意な差が得られた（F (2,372) ＝ 5.787，p ＜ 0.05)。また「計

足している項目を明らかにするとともに、その結果の分析を

画」の合計点について、一元配置分散分析の結果、5％水準

行う。【結果】看護師 22 名中 10 名はベテラン看護師であり、

で有意な差が得られた（F (2,372) ＝ 3.625，p ＜ 0.05）
。そこ

詳細は 20 年以上 4 名、25 年以上 3 名、30 年以上は 3 名、ラ

で Tukey の方法で多重比較を行ったところ、経験 5 ～ 14 年

ダー申請しているのは 2 名であった。A 病院在職年数 20 年

と 15 年以上の間に有意な差が得られた。「関心」の合計点と

以上 3 名 10 年以上 4 名

全体の合計点については、分散の等質性が満たされなかった

に不足していた項目は①直近３年以内看護研究の未実施：７

ため、クラスカルウォリスの検定比較を行ったところ、全体

名②必要な研修未受講：10 名③組織内役割不足：５名だった。

の合計点について経験 5 ～ 14 年と 15 年以上の間に 5％水準

研修受講状況は研修受講希望した看護師 3 名、研修受講を動

で有意な差が得られた。性別、婚姻、育児、出身地、学歴に

機付けした看護師は 7 名であった。
【考察】クリニカルラダー

関しては、有意差は得られなかった。【考察】経験年数 5 ～

申請していないベテラン看護師の現状は、意図的な知識・技

14 年の群における得点の低さは、婚姻や育児というライフ

術向上のための研修受講の偏りやキャリアアップしてきた内

スタイルがキャリア成熟に影響しているのではないかと考え

容をポートフォリオとして整理されていなかった。また、看

た。しかし、
「婚姻」
「育児」において有意差がみられなかっ

護師として必要な看護研究の実施、組織内での役割を果たせ

たことから、キャリアの見通しがたたない要因が複雑に存在

ていない現状もあった。そして、キャリア支援のシステムの

しているものと考えられる。この時期は卒後教育が終了し、

説明や動機付けが部署長により差がでており、クリニカルラ

他者からの支援が手薄になり、能動的に学習していく姿勢が

ダーの申請の必要性を認識できていないことが考えられた。

求められる時期であるが、学習に取り組む姿勢の差が、キャ

ベテラン看護師に行動目標を到達するためにどのような看護

リア成熟を阻害する一つの要因になると考えられる。そのた

実践を期待しているのか明らかにし、到達目標の具体化を図

め、この時期に改めてキャリアに関する教育的支援を行う必

ることが必要である。ベテラン看護師の能力の評価もでき、

要があると考える。

モチベーションアップに繋がるような支援とシステムの再構

2

5 年以上 3 名だった。ラダー申請

築が必要で考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
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はい
はい
はい
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A 総合病院における看護補助者・クラーク研
修における課題の検討

A 県内医療施設における人材育成システム導
入・活用状況

キーワード：看護補助者

キーワード：人材育成 目標管理制度 ラダー制度
キャリア手帳 ポートフォリオ

教育

キャリアアップ

○山田 弘美・北堀 昌代
聖隷三方原病院

【目的】看護管理者は看護補助者の役割や業務、責任を明確
にした上で看護補助者に周知をするとともに、看護補助業務
を行うために必要な知識・技術を習得するための教育・研修
を行うことが求められている。A 総合病院では、
「看護補助者・
クラーク教育体系」（以下、教育体系）を作成し、2019 年よ
り新人看護補助者・クラークサポート研修（以下、サポート
研修）と看護補助者・クラークキャリアアップ研修（以下、
キャ
リアアップ研修）を行った。今回、サポート研修、キャリア
アップ研修実績より課題を検討した。【方法】1．研修実績報
告書から、サポート研修、キャリアアップ研修の実績を確認
した。2．研修実績を基に、研修担当者（看護次長）2 名で
教育・研修について話し合い、課題の検討を行った。倫理的
配慮として所属施設の看護部倫理委員会の承認（20-6）を得
て実施した。個人が特定できないよう匿名化した。【結果】1．
研修実績：サポート研修は、経験 1 年以内を対象に社会人と
しての半年を振り返り前向きな気持ちになることをねらいと
し、1.5 時間の講義と演習を行い、6 名の参加があった。キャ
リアアップ研修は、経験 4 年以上を対象に医療チームの一員
としての役割を理解し、看護補助者・クラーク業務を遂行す
るために必要な態度・知識を学ぶことをねらいとし、3 時間
の講義と演習を行い、14 名の参加があった。アンケートは、
満足度（この研修にどの位満足したか）と活用度（この研修
はこれからの仕事に活かせるか）について、1 そう思わない
～ 6 そう思うの 6 段階のリッカート尺度を用いて行い、
サポー
ト研修の満足度、活用度はともに平均 6.0、キャリアアップ
研修の満足度、活用度はともに平均 5.9 であった。研修中の
発言では「自分を成長させられるように頑張りたい」
「学ん
だことを活かせるようにしたい」といった意見があった。研
修中個人で考える事が難しくファシリテーターが言葉を引き
出す支援が必要であった。2．課題の検討：サポート研修、
キャ
リアアップ研修ともにねらいの達成はできたが、研修担当者
2 名の話し合いの結果、自分の考えを言語化する力を身に付
ける機会が必要であるが看護補助者・クラークの学ぶ機会が
少ないことが課題として抽出された。【考察】入職後から段
階的に教育を行えるように、キャリアアップ研修以降にも学
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○笹谷 孝子
大手前大学国際看護学部

【目的】A 県内医療施設における人材育成システム（目標管
理制度、ラダー制度、キャリア手帳・ポートフォリオ）の
導入・活用状況を明らかにする。
【方法】A 県認定看護管理
者教育課程セカンドレベル研修受講生 31 名を対象に調査し
た。調査項目は回答者の属性、施設規模、目標管理制度、ラ
ダー制度、キャリア手帳・ポートフォリオの導入・活用状況
で構成した。調査票は研修最終日に配布し、郵送法で個別に
回収した。調査期間は 2020 年 10 月～ 12 月。無記名での提
出とし、記号化してエクセルソフト 2016 を用いて集計した。
A 大学研究倫理審査委員会の承認を得て実施した（承認番号
2019U029）
。
【結果】22 名から返信された ( 回収率 71％ )。職
位は看護部長 2 名、看護師長 16 名、副看護師長 4 名であった。
平均年齢 49.5 歳、平均経験年数 30 年、平均管理者経験年数 6.5
年であった。重複があり所属施設は 13 施設であった。管理
者研修ありは 9 施設で院内講師 4 施設、
院外講師 1 施設、
e- ラー
ニング 2 施設、院内・院外講師併用 1 施設、院内講師と e- ラー
ニング併用 1 施設であった。中堅看護師研修ありは 8 施設で、
院内講師 3 施設、
院内・院外講師併用 1 施設、
院内講師と e- ラー
ニング併用 4 施設であった。目標管理制度は 11 施設が導入、
8 施設が活用できていると回答していた。ラダー制度は JNA
ラダー 2 施設、自施設ラダー 7 施設、4 施設が活用できてい
ると回答していた。2 施設は情報を得ていなかった。キャリ
ア手帳・ポートフォリオは 4 施設が導入、3 施設が活用でき
ていると回答していた。2 施設は情報を得ていなかった。人
材育成システムは、中小規模施設において導入・活用されて
いない傾向であった。【考察】2009 年の法改正により、看護
職には資質の向上を図るため、免許を受けた後も継続教育が
求められている。結果では、管理者研修は 4 施設、中堅看護
師研修は 5 施設が未実施と回答しており、今後は e- ラーニ
ングの活用など、研修の充実が課題であると考える。人材育
成システムにおいては、2016 年に公表された JNA ラダーの
普及が望まれる。一方、ラダー制度やキャリア手帳・ポート
フォリオの情報を得ていないとの回答があったことから、こ
れらの施設への情報提供と導入・活用への支援が求められて

ぶ機会を作る等教育体系を整える必要があると考える。

いると考える。なお、結果は A 県内医療施設の全数調査で

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ

はないため、一般化には限界がある。
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セカンドレベル研修の調査時期別による看護
管理者コンピテンシーの縦断研究

特定行為研修を組み込んだ認定看護師教育課
程への移行に関する調査

－ NACAS を使った評価－

－認定看護師教育機関の現状と課題－

キーワード：セカンドレベル 縦断研究
看護管理者コンピテンシー評価尺度（NACAS）

キーワード：特定行為研修

○谷川 幸弘 ¹・金子 さゆり ²
¹ 公益社団法人長野県看護協会
² 公立大学法人宮城大学看護学群

【目的】認定看護管理者制度には、看護管理者の資質の向上
に寄与することが目的となっている。人的資源管理の視点か
らセカンドレベル受講生の看護管理者に求められるマネジメ
ント能力の実態を「看護管理者のコンピテンシー評価尺度
（以下 NACAS）
」を用いて調査時期別に測定し、その実態を
明らかにする。
【方法】2019 年度 A 県看護協会セカンドレベ
ル受講生で研究協力への同意が得られた 35 名を対象に 2019
年 6 月～ 2020 年 11 月アンケート調査を受講前、受講終了
時、受講後 6 か月、受講後 14 か月に実施した。調査尺度は、
本村、川口（2013）が開発した NACAS で 4 因子 25 項目を
用いた。この尺度は、〈問題対処コンピテンシー（以下 CP）〉
〈対人関係 CP〉〈目標設定 CP〉〈情報収集 CP〉から構成さ
れている。分析は、調査時期別に下位尺度合計得点を算出
し、Kruskal-Wallis 検定を行い、調査時期群間の多重比較を
Bonferroni 法で行った。本研究は、A 県看護大学倫理委員会
の承認を得て実施した。【結果】回収率は、受講前 94％、受
講終了時 100％、受講後 6 か月 66％、受講後 14 か月 77％であっ
た。対象者の年代は 40 歳代（45.7％）、50 歳代（54.3％）で
あった。調査時期別の NACAS 記述統計は、すべての下位尺
度で受講前より受講終了時と受講後 6 か月及び受講後 14 か
月が高値を示した。〈問題対処 CP〉は、調査時期ごとに下位
尺度平均値が上昇していた。調査時期別間には、有意な差は
なかった。
〈対人関係 CP〉は、受講終了時より受講後 6 か月
が低値を示し、受講後 14 か月が最も高値をした。〈情報収集
CP〉は、受講後 14 か月が最も高値を示し、受講終了時より
受講後 6 か月が低値であった。〈目標設定 CP〉は受講後 14
か月が最も高値を示し、受講前と受講後 6 か月の間（p<0.05）
及び受講前と受講後 14 か月の間（ｐ＜ 0.01）で有意な差が
あった。
【考察】今回、〈目標設定 CP〉に有意差があったの
は、受講後 14 か月が経過しても「担当部署の目標を設定し、
達成に向けた看護管理過程を展開できる」というセカンドレ
ベルの到達目標が現場での実践能力に繋がっていることが示
唆される。すべての下位尺度の平均値は、受講前と比較して
高値を示しており、A 県のセカンドレベル教育課程は、看護
管理者のコンピテンシー向上に寄与していると考える。

認定看護師教育機関

移行

○狩野 英美 ¹・遠藤 みどり ²・佐藤 悦子 ²・
名取 初美 ²・前澤 美代子 ²・中込 洋美 ²・
橋本 晶子 ²
¹ 公立大学法人山梨県立大学看護実践開発研究センター
² 公立大学法人山梨県立大学看護学部

【目的】特定行為研修を組み込んだ認定看護師教育課程（以
下、B 課程）への移行に関する認定看護師教育機関（以下、
機関）の現状と課題を明らかにする。
【方法】対象は、認定
看護師制度が開始された 1998 年から 2020 年の間に緩和ケア
ならびに認知症看護分野において認定看護師教育課程を開講
していた 25 機関とした。データ収集は、2020 年 10 月〜 11
月に質問紙調査を実施し、調査項目は、機関の開講状況、B
課程への移行予定と移行を決定した理由および B 課程の開講
に向けて困難だった内容とした。分析は、開講状況について
集計し、記述内容は類似したものを集めてカテゴリー化した。
認定教育機関の代表者に対して、研究の目的、内容、方法、
個人情報保護などの倫理的配慮について記載した文書で説
明し、研究協力の同意を得た。
【結果】回答が得られたのは
9 機関であった。A 課程が 8 機関であり、B 課程は 1 機関で
あった。現在開講しているのは A 機関の 3 機関のみでその
うちの 2 機関は B 課程の移行を予定しており、その移行理由
は、
「水準の高い看護実践」と「認定看護師の実践活動の拡大」
を目指すためであった。一方、休講している A 課程 5 機関
の主な理由は、
「認定看護師が充足されているため受講生が
減少している」ことだった。休講している B 課程 1 機関は、
COVID-19 感染症の拡大防止のため開講を見合わせていた。
そして、B 課程の開講に向けて困難だった内容は「十分な広
さのある研修室の確保」や「実習指導医の確保」
「運営費の
確保」
、
「受講生の確保」であった。
【考察】今回の調査では
9 教育機関中 B 課程移行予定は 2 機関と少なく、今後の方向
性の検討のための休講以外に、受講生の減少や COVID-19 感
染症の影響から A 課程および B 課程の開講に困難を要して
いる状況があった。B 課程に移行する機関の課題は、運営費
および教育施設の整備、指導医の確保などのハード面と、受
講生確保であった。受講生自身が家庭や職場を長期間離れる
ことへの不安や困難、長期研修による職場のマンパワー不足
への懸念によって受講を躊躇している状況が、受講生確保を
困難にさせていることが考えられる。B 課程を継続的に運営
していくには、医療機関や看護者個々対する B 課程の意義の
周知や認定看護師の活動拡大に向けた支援が必要であると考
える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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特定行為研修を修了した看護師に求められる
役割と課題

慢性期病院に勤務するスタッフの BLS コー
ス受講後の急変時対応に関する認識の変化

キーワード：特定行為

キーワード：BLS 慢性期病院 急変時の対応 認識の変化
修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ

－共通科目演習のディスカッションを通して－
グループワーク

手法

教育

○謝 瑛子 ¹・奥田 弥奈 ¹・小楠 香織 ¹・
牛江 愛 ¹・藤井 晃子 ¹・三浦 昌子 ²
¹ 名古屋大学医学部附属病院
² 公益社団法人愛知県看護協会

○安永 貴政
北九州若杉病院

【目的】2019 年 10 月にＡ病院は院内 BLS プロバイダーコー
スを開催し、その効果を検証しようと試みたが、慢性期病院

【目的】A 特定指定機関病院は 2019 年 7 月から年 2 回特定行

を対象とした研究は少なかった。本研究ではコースを受講し

為研修を実施し、2020 年 3 月時点で計 20 名が修了した。A

たスタッフにインタビューを行い、コース前後の反応や意

特定指定機関病院では、高度な知識及び技能をただ実践する

見を入手、分析し急変時対応に関する認識の変化について知

のみではなく、看護師の視点に医学的視点を併せて患者を診

ることを目的としている。
【方法】コース受講後のスタッフ

るには、特定看護師とは何かを常に自分自身の言葉で言語化

１４名に半構成的インタビューを行った。内容は 1）コース

し、問い続けていく必要があると考える。今回、特定行為研

を受講して感じたこと、学んだことは何か、2）この経験を

修の共通科目の演習において、ディスカッションから得られ

どのように活用したいか、3）コースのカリキュラムに関す

た特定看護師に求められる役割や課題について報告する。
【方

る感想の３点である。内容は許可を得て録音し、個人名を伏

法】対象は、2019 年 7 月から 2021 年 4 月の特定行為研修生

せて修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチにて分析

とした。特定看護師に求められる役割と課題を導いていくた

を行った。
【結果】分析により［知識・技術の習得］
［観察

めに、各テーマに沿って 4 ～ 5 人で 1 グループとなり、複数

意識向上］
［救命意識向上］
［急変への対策］
［不安］等のカ

回にわたり、KJ 法を用いてディスカッションを行った。付

テゴリーが生成され、認識の変化が明らかになった。【考察】

箋に書かれた内容をデータとし、同じ系統の付箋をグループ

生成された殆どの概念及びカテゴリーがポジティブな認識の

化し、分析を行なった。各テーマは、「1 志望理由」「2 内部

変化であり、慢性期病院では頻度の低い急変という事象に対

環境と外部環境」
「3 特定看護師に求められる役割」
「4 導き

し、真摯に考慮している様子が窺えた。橋本らも「BLS 訓練

出される成果と課題」とした。3、4 のテーマの進め方として、

によって CPA 発生時の対応については前向きに捉えるよう

現状・あるべき姿・何をするべきか・何をしていくか・成果・

になった」と述べており同様の認識の変化が示された。一方

課題の思考プロセスを提示した。成果物として概念図を作り

で不安のカテゴリーも生成されたが、橋本らの研究も同様に

上げ、最終的に各グループ発表とした。【結果】「1 志望理由」

BLS 訓練後、更に不安が増強した事を報告している。理由と

は、上司の進め、自分自身に自信をつけたい等であった。「2

して「BLS 訓練に参加した看護師は CPA の対応方法への理

内部環境と外部環境」では、高齢化社会、在宅医療の充実等

解を深め、より現実的にイメージするようになり、不安の内

であった。1、2 を踏まえ、「3 特定看護師に求められる役割」

容が具体的になったため」と述べている。本研究でも病棟で

「4 導き出される成果と課題」については「A 看護の質」「B

の対応予測の概念が生成され、不安のカテゴリーに属する概

安全」
「C 経営」
「D 地域連携」「E その他」の５つのカテゴ

念は 6 つ生成された。この数は全てのカテゴリー中で最多で

リーが抽出された。カテゴリー毎に思考プロセスの内容や関

あり、本研究の対象者も急変の状況をイメージし、不安の要

連がわかるように概念図に示し、可視化した。【考察】特定

素が具体化したことを示唆している。そのため不安は急変の

行為研修において特定看護師としての役割をおさえ、深める

イメージ化と要素の明確化により生じたと考えられる。対策

ことは重要である。演習初回は、「1 志望理由」が漠然とし

として、橋本らは「シミュレーションを行い、リーダーシッ

ていたために、自分自身が考える「あるべき姿」を導き出す

プを学ぶ事でリーダーを担う看護師の不安を軽減する訓練方

のに時間がかかった。しかし、ディスカッションの進め方を

法となり得る」と述べている。また ICLS コースを対象とし

提示したことで、特定行為研修を修了した看護師が社会から

た研究では、田口らの研究でネガティブな認識変化のカテゴ

求められている役割、組織として求められている役割、その

リーが生成されなかったことや、松原の研究で不安が軽減し

ために自分が何をすべきかなど、不足しているところにも気

たことが示されており、ICLS コースや ACLS コースの受講、

づき、研修修了後の自身の役割と課題が次第に明確になって

もしくはシミュレーション教育を受けることで不安が軽減さ

いった。今後はこの演習内容が実際の活動にどう反映されて

れる可能性があると考える。

いるか検証し、演習の改善につなげていく必要があると考え
る。
倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか はい
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倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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救急カートを活用し、急変時の初期対応を行
う練習の効果

我が国における SBAR の教育および活用に関
する文献レビュー

キーワード：急変対応

キーワード：SBAR

救急カート

挿管介助の練習

○鈴木 宏昌・菊地 雄己・小島 麻未・中村 仁保・
富松 みのり・鈴木 茉陽留
豊橋市民病院

【目的】救急カートを活用し、急変時の初期対応を行う練
習の効果を明らかにする。【方法】対象は 2019 年 9 月から
2020 年 3 月に A 病院 B 病棟に在籍していた看護師。活動内
容は、救急カートに積載されている物品の使用方法、薬剤の
効果や投与方法、挿管介助などの勉強会と急変対応の事例検
討を行った。救急カート活用の練習では、処置と必要物品を
指示する指示役と、それらを救急カートから準備する介助役
を設定した。そして、文献またはスタッフが経験した事例を
用いて急変発見から初期対応する練習を複数回行った。調査
は、活動開始前と終了時の計 2 回自記式質問紙及び聞き取り
にて行った。内容は、救急カートの物品の積載場所、薬剤の
種類や効果の説明、指示された物品の準備と組み立て、挿管
の介助などができるかについて、1: できる～ 4: 全くできない
の 4 件法で問うた。また、活動終了時には急変対応、指示さ
れた物品の準備と組み立て、挿管の準備と介助の不安などに
ついても 1: かなり減った～ 4: 全く変わらないの 4 件法で問
うた。解析は JMP®11.0 を用いた。各質問の活動開始前後の
得点の比較は、Wilcoxon の符号付順位和検定を行った。本
研究は所属機関の倫理委員会の承認を得た。対象者には研究
内容と結果公表、自由意思な参加、不参加でも不利益はない
ことを説明し同意を得た。【結果】解析対象は 11 名。看護師
の平均経験年数は 5.3 年、男性 2 名、女性 9 名であった。前
年度に急変対応をしていない人の割合は 72.7％であった。活
動終了時には、アンケートの救急カートの物品の積載場所、
薬剤の種類や効果の説明、指示された物品を適切な状態に準
備、挿管の介助、適切なリズムでの胸骨圧迫などの項目の得
点が有意に上昇した (p<0.01)。急変対応、指示された物品の
準備と組み立て、挿管の準備と介助の不安については、全て
の看護師からかなり減った、もしくは少し減ったと回答が得
られた。聞き取り調査では、事例を用いた練習を繰り返した
ことで、救急カートを活用した対応の不安が少なくなったな
どの意見がきかれた。【考察】これまでに経験した事例や B
病棟で起こり得る様々な事例を設定したことで意欲的に活動
に取り組むことができた。また、急変発見から初期対応まで
の一連の練習を繰り返し行ったことで知識・実践力ともに定
着し、救急カートの活用のみならず急変対応の不安軽減につ

シミュレーション教育

文献検討

○北村 真由美 ¹・林 久美子 ²
¹ 朝日大学保健医療学部看護学科
² 中部学院大学看護リハビリテーション学部看護学科

【目的】研究目的は SBAR に関する看護研究の動向を概観す
ることである。SBAR の教育方法や教育効果を先行文献から
考察することでクリティカルケア領域の医療安全教育の資料
となる。【方法】文献選定は医中誌 Web で 2021 年 2 月 10 日
に行った。検索期間は TeamSTEPPS®が開発された 2005 年
以降とし、キーワードを「SBAR」、分類を看護、原著論文
に限定し検索した。分析は対象文献を精読し (1) 研究対象者
(2)SBAR の教育方法 (3)SBAR の教育効果を整理・分析を行っ
た。文献の内容抽出の際には論旨・文脈の意味内容を損ねな
いよう研究者間で確認し最大限配慮した。
【結果】検索の結
果 25 編を抽出し、関連のない 7 編を除外し 18 編を対象文献
とした。 (1) 研究対象は看護師５編、看護師・医師 7 編、看
護学生 5 編。(2) SBAR の教育方法は 15 編に記載があり、シ
ミュレーション教育 14 編、SBAR の学習会・チェックリス
トの作成・評価１編であった。(3)SBAR の教育効果は 17 編
に記載があり、
報告時間の短縮化や、
報告内容の「明確性」
「簡
潔性」の向上が報告されていた。また、シミュレーション教
育による臨床判断能力の向上の報告がある一方、新人看護師
は SBAR を用いた報告を臨床場面で実践できる習熟度には
達していないとの報告もみられた。さらに、医師が評価者と
して参加した研究において、医師が SBAR を伝達ツールと
して認識することで、看護師が R: 提案することへの医師の
否定的な発言を防ぐことができることが示唆されていた。
【考
察】SBAR に関する看護研究の約 4 割は医師が対象者であり、
SBAR を評価・フィードバックする上で医師の意見が重要で
あることを示している。また、看護師の SBAR 活用を医師
が理解することで、医師ー看護師間のコミュニケーション上
の齟齬を減らし効果的な情報伝達と迅速な対応につながる
と考える。SBAR の教育方法の約 8 割がシミュレーション教
育であり、緊急時など実践に近い状況を想定してシミュレー
ションを行うことが、実践につながる唯一の方法であること
が示唆された。教育効果は、事実を端的に報告する S: 状況、
B: 背景のスキルは容易に向上するが、A: 評価、R: 提案は臨
床判断能力が必要であり、反復したシミュレーションやアセ
スメント能力向上のための知識習得などの教育的関わりが
SBAR の定着には必須である。

ながったと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
いいえ
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
いいえ
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ
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内シャント造設患者に対する術中看護の質の
向上

チューイングガム咀嚼法に対する看護師の現
状

キーワード：シャントマッサージ
手術室看護師

キーワード：チューイングガム咀嚼法
体制づくり

術中シャント管理

看護師の現状

○梶山 綾子・小田 知紗・西嶋 和弘・宮下 悦子

○高橋 奈々・石山 桂子・安孫子 侑加

山口県済生会下関総合病院

山形県立中央病院

【目的】手術後に内シャントが閉塞し、血栓除去を行った症

【目的】平成 30 年度の B 病棟の看護研究で、開腹術前後に

例を経験した。そこで、内シャント患者の術中管理の見直し

チューイングガム咀嚼法（以下、ガム咀嚼法）を導入し腸蠕

と知識・技術の習得が術中シャント管理の質向上に繋がるか

動運動促進効果が確認され、継続し取り組んでいる。知識や

検討したので報告する。【方法】期間：令和 2 年 1 月〜 9 月。

経験に個人差があり不安を抱えている看護師が多いように感

対象：A 病院手術室看護師 20 名。方法 :1. 独自に作成したシャ

じた。そのため、泌尿器科開腹術患者へのガム咀嚼法に対す

ント管理についての質問紙調査と知識テストをシャント管理

る看護師の現状を明らかにしたいと考えた。
【方法】
本研究は、

についての学習会とシャントマッサージ演習（以後、介入と

所属機関の看護研究委員会の倫理審査の承認を得て行った。

する）の前後で実施した。質問紙調査は、必要性・知識・技

B 病棟の看護師 22 人に対し、説明文を用いて説明しガム咀

術・方法・実践・合併症予防・観察・チェックリスト活用の

嚼法の知識・経験・不安についてアンケート調査を行った。

8 項目で、5 段階評定尺度（5：とても思う 4：思う 3：どち

【結果】同意を得られた 22 名より回答が得られ、有効回答数

らでもない 2: 思わない 1：全く思わない）とし、自由記載を

は 21 人であった。知識については、ガム咀嚼法に取り組ん

設けた。知識テストはシャント管理について、「見る・触る・

でいることを「知っている・少し知っている」と回答したの

聴く・問診」の 4 項目 12 問、シャントマッサージの方法に

は 19 人であった。効果について「知っている・少し知って

ついて 5 項目 5 問の計 17 問で選択回答形式（17 点満点）と

いる」と半数以上が回答した項目は、
「唾液分泌促進効果」
「腸

した。2. 学習会とシャントマッサージ演習は透析看護認定看

蠕動運動効果」であった。基準について「知っている・少し

護師に依頼し実施した。3. 術中シャント管理チェックリスト

知っている」と半数以上が回答した項目は、
「適応基準」であっ

を改訂し、シャントケアを実践した。4．シャント管理につ
いての質問紙調査と知識テストは、ウィルコクソン符号順位

た。方法について
「知っている」
と半数以上が回答した項目は、
「手術前日からガム咀嚼を開始する」「ガムは飲み込まずに吐

和検定を用いて分析した。自由記載は類似性をまとめた。
（倫

き出す」「キシリトール非含有のガムを選択する」であった。

理的配慮）A 病院の看護部倫理委員会の承認を受け実施した。

方法を「どれも知らない」と答えたのは 7 人であった。2 人

【結果】質問紙調査では介入後、知識・技術・方法・実践・

が対象患者の受け持ち看護師を「経験したことがある」と回

合併症予防・チェックリスト活用の 6 項目で有意（p ＜ 0.001）

答した。14 人が日々の担当看護師を「経験したことがある」

に上昇した。知識テストの平均点は、学習会前 14.7 点、学習

と回答した。
「経験したことがある」介入項目で多いものは

会後 16.2 点で有意（p ＜ 0.001）に上昇した。介入前の自由

「術後の開始時の介入」「患者の取り組み状況の確認」で 6 人

記載では「マッサージが不安や恐怖で自信がない」
「マッサー

であった。不安については、全ての質問で半数以上が「不安

ジの方法が分からない」という意見があった。介入後は「必

に思う・少し不安に思う」と回答した。トラブル出現時が不

要性の再認識」「観察項目が明確でシャント管理の自信がつ

安な場面だと回答したのは 15 人であり、最も多かった。
【考

いた」の意見があった。【考察】学習会や演習を実施したこ

察】ガム咀嚼法の効果と適応基準については半数以上の看護

とで、シャントケアについて適切なケア方法や知識、技術を

師に周知されている。初回説明の経験がある看護師は少ない

習得することができ、自身のシャントケアやマッサージに自

が、半数以上の看護師が患者の取り組み状況の確認を経験し

信を持つことができたため、6 項目が有意に上昇したと考え

ている。看護師は介入のすべての場面において不安を感じて

る。介入前から旧チェックリストを用いてシャントの観察は

いる。患者指導は初回説明に任されており、
初回説明に携わっ

行っており、シャント管理の必要性と観察に対する意識が高

たことのない看護師は介入しにくい環境だと考える。初回説

かった。そのため観察と必要性では有意差がみられなかった

明に携わったことのない看護師でも介入できるように、知識

と考える。改訂したチェックリストを用いることで、個々の

を得られる環境を作っていく必要がある。

知識や経験値ではなく、統一した観察に繋がった。今後、シャ
ント管理の知識と技術習得の継続が課題である。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ています

はい
はい
はい
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二次救急外来看護師が記載する記録から、皮
膚状態観察の取組み状況を考察する

－体位変換技術チェックリストを使用して－

キーワード：褥瘡 看護記録
観察の視点

キーワード：褥瘡予防 体位変換
体位変換技術チェックリスト

救急外来

学習効果

統一した水準の褥瘡予防ケアの確立

○阿部 裕美子・岩舘 美登里

○萬谷 篤・竹内 美穂・大平 紀子

東京都立墨東病院

東京都立多摩総合医療センター

【目的】A 病院は、高度急性期病院であり、初期救急及び二

【目的】体位変換チェックリストを使用し、病棟看護師が、

次救急は救急診療科（以下 ER 外来）が担う。ER 外来の受

統一した水準の褥瘡予防ケアを実践することで、褥瘡発生率

診患者の中には、褥瘡保有や脆弱な皮膚を有し皮膚トラブル

の変化を前年度と比較し明らかにする【方法】本研究は、A

に繋がることがある。しかし、ER 外来は緊急かつ重症な患

病院の倫理委員会の承認を得た上で実施した。研究対象者に

者の初療対応が主軸であり、看護師の意識も初療対応に集中

は、研究目的・内容・方法・個人情報保護について紙面・口

しやすい。これまで、初期段階で皮膚状態を記載することが

頭で説明し同意を得た。ナーシングスキルを参考に体位変換

定着せず、褥瘡も院外からの持込か院内発生か不明確な事例

技術チェックリストを作成。研究者が評価者となり、体位変

があった。今回、ER 外来の状況に合わせた学習会を実施し、

換技術チェックを病棟看護師 21 名に実施した。各人 1 回目

学習会前後の記録状況を調査した。褥瘡記録に対する変化と

の技術チェック終了後、研究者とチェック終了した看護師と

今後の課題について考察し報告する。【方法】期間：2018 年

で体位変換動画を視聴し、体位変換技術チェックで「できな

に行った学習会を基点とし、その前後の 2017 年・2019 年の

い」の評価がついた部分について指導を行った。全員の技術

受診患者のカルテ記載で比較検討する。期間は乾燥により皮

チェックが終了した１カ月間を褥瘡発生率の測定期間とし、

膚の異常が生じやすくなる 12 月の 1 カ月間とした。患者選

その後２回目の技術チェックを実施した。【結果】2019 年 12

定：褥瘡学会による褥瘡危険度因子と ER スタッフへの質問

月 21 日～ 2020 年 1 月 21 日新規褥瘡発生率は 0.92％。2020

調査から「意識レベル低下」「体動困難」「持ち込み褥瘡の情

年 12 月 21 日～ 2021 年 1 月 21 日の褥瘡発生率は 0％であっ

報」のいずれかに該当する者とした。方法：褥瘡学習会と事

た。2 回の技術チェックの結果、「大転子の位置が背上げ軸

例検討会を計 8 回実施し、内容は「皮膚観察」
「ケア方法」
「予

位置となっているか確認している」は 0％から 57％。「患者

防対策」
「記録」等とした。学習会前後の皮膚状態の記録状

を左右に向かせ、シーツや寝衣のしわを伸ばす」は 29％か

況を電子カルテ上の初期救急看護記録から褥瘡好発部位を観

ら 57％。
「下側の肩を前方へ引き、上側の肩は軽く後方へ倒

察した記録の有無を調査した。倫理的配慮：A 病院倫理・個

し、上半身を安定させる」は 14％から 67％。「背部、上下肢

人情報保護委員会看護部会の承認を得た。得られたデータの

は体位変換枕を入れて良肢位をとり安定や除圧（圧抜き）を

取扱に関して個人情報は研究以外に使用しないとし、分析終

図る」は 29％から 86％。「シーツや寝衣のしわを伸ばす」は

了後に紙面はシュレッダーで破棄する事とした。【結果】ER

14％から 62％。
「褥瘡好発部位の観察を行うことができる」

外来受診患者数と選定患者数は、2017 年は 3262 名中 360 名、

は 62％から 86％とそれぞれ変化がみられた。【考察】体位変

2019 年は 3104 名中 300 名であった。褥瘡有無の記録件数は、

換技術チェックリストを使用したことで褥瘡発生率は 0.92％

2017 年 31 件（8.6％）、2019 年 55 件（18.3％）であった。また、

から 0％に変化した。体位変換技術は看護教育課程で基礎を

褥瘡がある場合は「部位」「サイズ」「皮膚状態」等詳細に記

学び、職場の OJT 場面で個々に習得した技術を実践してい

載し、褥瘡がない場合も「皮膚発赤なし」の記載が 2017 年

るため、技術は統一されていない。今回の取り組みにより、

10 件から 2019 年 28 件に増え、褥瘡発生について持込か否

体位変換技術が向上したことで、褥瘡発生率に変化をもたら

か判断が容易になった。【考察】ER 外来看護師は、重症から

せたと考えられる。体位変換技術チェックリストを使用し、

軽症患者までの初療対応を主軸とするため、救急処置場面で

統一した褥瘡予防ケアを実践することは、褥瘡発生率に変化

褥瘡の観察を行う意識が低かった。しかし、学習会と受診患

をもたらす 1 つの要因であった可能性が示唆された。引き続

者の状態に合わせた事例検討を反覆することで、褥瘡や皮膚

き体位変換技術チェックを継続的に行い、褥瘡発生率の変化

トラブルの有無や程度を観察する意識が高まり、受診患者の

を明らかにしていきたい。

皮膚状態の観察の記録率が上昇したと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

485

第 52 回（2021年度）日本看護学会学術集会

ポスター T - Ⅸ -66

ポスター T - Ⅸ -67

尿路ストーマケアにおける看護師の困難感

がん看護に携わる看護師の困難感

キーワード：尿路ストーマ

キーワード：がん看護

困難感

看護師

○福士 里沙子・長内 功子・伊瀬谷 唯・
山田 真奈美・相澤 睦美・山下 慈

困難感

尺度

○村松 恵・西川 賢・望月 愛美
市立甲府病院

青森県立中央病院

【目的】A 病棟は呼吸器・消化器内科病棟でがん患者も多く
【目的】尿路ストーマケア（以下ストーマケア）における看

化学療法・放射線治療・緩和ケアを提供し急性期から慢性期・

護師の困難感を明らかにする。【方法】令和 2 年 6 月～ 8 月

終末期と幅広い看護に対応している。治療中の患者や最期の

にストーマケアの経験を有する泌尿器科病棟の看護師にス

時を迎える患者への看護が混在しているため患者・家族への

トーマケアに関するナーシングスキルの不足点、困難感等の

精神的配慮が必要ながん患者・家族においてケアに充てる時

半構成的面接を行った。分析は逐語録を作成し内容分析を参

間や環境面で困難な場面がある中で A 病棟の看護師がどの

考にコード化、カテゴリー化した。『』はカテゴリー、《》は

ような困難感を感じているのかを明らかにした。
【方法】A

サブカテゴリ―、
〈〉はコードを示す。A 病院倫理審査委員

病院の倫理委員会の承認を得て行った。A 病棟で同意が得ら

会の承認を得た。
【結果】対象は 5 名（看護師経験平均年数

れた 18 名を対象にがん看護における困難感尺度を使用し 6

13 年、泌尿器看護平均年数 2 年）、面接所要時間は平均 19

段階リッカート尺度で得点が高いほど困難感が高いことを示

分であった。ストーマケアにおける看護師の困難感は、2 カ

し t 検定を用いて看護師経験年数とがん看護経験年数の 2 群

テゴリー、8 サブカテゴリー、25 コードが抽出された。看護

の比較を分析した。（p ＜ 0.05）【結果】がん看護に携わる看

師は、
《尿管ステント挿入時の装具交換のケアに関する困難

護師の困難感は「4. システム・地域連携」
「1. コミュニケーショ

感》
《知識・経験不足による尿路ストーマ装具の選択に関す

ン」
「2. 自らの知識・技術」の順に困難感が高いと示したが、

る困難感》《尿路ストーマのアクセサリー選択に関する困難

がん経験年数と看護師経験年数ではどのドメインにおいても

感》《尿路ストーマ装具交換時のアセスメントに関する困難

有意差はなかった。
【考察】
「4. システム・地域連携」の困難

感》《尿路ストーマ周囲の皮膚トラブルへのケアに関する困

感は非常に高く、独居者や身寄りのない患者や経済的な問題

難感》5 サブカテゴリーからなる『尿路ストーマ装具交換時

を抱えた患者の退院には、患者・家族との時間調節や多職種

のケアに関する困難感』を抱いていた。また、〈理解力が低

との情報共有、カンファレンスを行ったり退院準備に時間を

下した高齢者への装具交換への指導〉〈手指の巧緻性の衰え

要する必要がある。内山はターミナル期にある患者に関わろ

た高齢者への指導〉〈家族の協力がえられない高齢者の装具

うと意欲を持っていても病院の方針との狭間でそれが叶わな

交換の指導〉〈ボディーイメージの変容が需要できない高齢

い経験をしており、困難を感じているのではないかと述べて

者への指導〉〈支える家族の高齢化から生じる指導の難しさ〉

いる。余裕のない病棟では退院支援の調整に困難感を感じる

の 5 コードからなる《高齢者への尿路ストーマケアの指導》

ことが多く高齢化の進行により今後さらに高齢者が増加す

や《視覚教材がないことでイメージできない患者・家族指導

るため他職種や地域連携との連携支援が必要と考えられる。

への困難感》
《尿路ストーマ患者への社会的支援》からなる『尿

「1. コミュニケーション」では、患者と十分に話をする時間

路ストーマケアに関する患者・家族指導への困難感』があっ

がとれないと次いで充分に病名告知や病状告知をされていな

た。
【考察】尿管ステントやアクセサリー等ナーシングスキ

い家族とのコミュニケーションが高く、A 病棟では急性期と

ルにはない専門的な知識やスキルに関する困難感が明らかに

終末期が混在していることで優先しなければならない治療や

なり、尿路ストーマケアのマニュアルに追加すべき項目とし

他患者の処置などにより余裕がなく、患者や家族の話をゆっ

て示唆を得た。また、がん患者の高齢化に伴い、高齢者単独

くりと聞きたくても聞けないといった状況も要因と考えられ

世帯といったサポートが得られにくい環境下での高齢者への

る。家族とのコミュニケーションは、家族へ入院中の状況を

指導に難渋しているケースがあり、マニュアルと併用し患者・

伝える時間のゆとりが少ないことや家族の要望に応えられな

家族向けのストーマケアに関するパンフレット等の視覚教材

いことも要因と考えられる。
「2. 自らの知識・技術」では知識・

の作成も検討していく必要がある。

技術不足の自覚があっても、急性期病棟では優先しなければ
ならない他患者の治療や処置、退院支援など余裕がないこと
も要因になると考えられる。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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はい
はい
はい

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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A 病院におけるせん妄患者に関わる看護師の
認識

ADDIE モデルを使用した退院後訪問におけ
る理解度向上に向けての取り組み

キーワード：せん妄

キーワード：インストラクショナルデザイン
ADDIE モデル 退院後訪問 イメージ動画

－アンケートによる実態調査－
困難感

アンケート調査

○兼田 幸典 ¹・安藤 光子 ²・吉田 久美子 ¹・
大林 志保子 ¹

○藤川 翼 ¹・千田 知世 ¹・山下 静里奈 ¹・
荒木 真梨子 ¹・岩本 妙子 ¹・上野 栄一 ²

¹ 滋賀医科大学医学部附属病院
² N アート訪問看護ステーション

¹ 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター
² 奈良学園大学保健医療学部

【目的】せん妄対策は高齢入院患の増加、高齢手術患者の増
加、高齢がん患者の増加などにより、超高齢社会の医療にお
いて重要課題と言える。しかし、A 病院では統一した対策が
確立していない状況であった。今後せん妄ケアサポート体制
構築の示唆をえるため、せん妄患者に関わる看護師の認識に
ついて明らかにすることを目的とする。【方法】対象は A 病
院の成人患者を対象とする病棟で勤務する看護師 430 名とし
た。先行研究を参考に「①せん妄看護に感じる困難感」
「②
せん妄判断に関する困難感」「③患者対応に関する困難感」
「④予防から発生後の対応終息までの危機管理の仕組み」「⑤
具体的ニーズ」の 5 カテゴリー、35 項目と⑥病棟経験年数、
⑦勤務形態、⑧せん妄研修会参加経験、⑨せん妄患者担当経
験などで構成する質問紙を作成し、アンケート調査を実施し
た。⑥～⑨別に質問項目とカテゴリーの点数や平均点を比較
し、⑥～⑨群の検定にはマンホイットニーの U 検定を用いた。
研究は所属長の許可得て実施し、対象者にオプトアウトの機
会を設けた。またアンケートは無記名とし個人が特定され
ないよう匿名化した。【結果】回答数 366 名（回答率 85％）、
有効回答数 348 名であった。平均病棟経験年数は 7.32 年±
6.84 年であった。夜勤をしている群としていない群で 5 つカ
テゴリーを比較すると①～④のカテゴリーで有意な差があっ
た（p<0.05）。また、具体的なニーズではで有意差がなかった。
せん妄研修に参加した群としてい群で 5 つのカテゴリーを比
較するとせん妄・患者対応において有意な差がなかった。せ
ん妄患者を担当した経験のある群とない群では患者対応にお
いて有意差があった（p<0.05）。【考察】夜勤をしている看護
師としていない看護師と比べ困難を抱いていた。せん妄は夜
勤帯に発症することが多いことが関係していると考える。せ
ん妄患者を担当した経験のある群とない群では患者対応で有
意な差があり、せん妄患者を経験することが困難感軽減につ
ながったと考える。研修会ではロールプレイやせん妄患者対
応を複数で対応するなど経験できる研修会や日々のケアなど
能力向上機会の提供が必要であると考える。

【目的】A 病院 B 病棟では、在宅評価や外泊訓練、介護指導
など多職種で自宅退院に向け支援を行っている。しかし、看
護師間で退院後訪問に対する理解に差があるため退院後訪問
についての教育を ADDIE モデルを用いて介入し評価する。
【方法】対象は A 病院 B 病棟看護師 51 名で ADDIE モデル
に沿って介入。質問紙調査を実施し、更に同意を得た対象者
にインタビューを行った。結果を基に動画を作成し勉強会を
実施した。勉強会後に質問紙調査を実施し勉強会の理解度を
評価した。データの解析は、マンホイットニーの U 検定に
て分析した。対象者には研究の趣旨・方法、研究へは自由参
加で拒否しても不利益がないこと、個人情報保護、情報開示
が可能、途中辞退が可能などを口頭と文書で説明し、文書で
同意を得た。【結果】（A：分析）質問紙調査結果から退院後
訪問について「非常に理解している」は 30.6％と低値であっ
た。そこで、教育目標は看護師の理解度が向上し、退院後訪
問の一連の流れが理解できるとした。（D：設計）勉強会を
計画した。動画作成はインタビュー結果を基に退院後訪問未
経験者が先輩の指導を受け、退院後訪問を実施する場面と設
定した。また、退院後訪問経験者の経験談を加えた。（D：
開発）事前準備から患者宅での実践・振り返りを撮影し、動
画を作成した。複数の内容を提示する箇所は静止画と文字を
挿入した。（I：実施）勉強会の実施と作成した動画を DVD
化し配布した。
（E：評価）勉強会後、質問紙調査を実施した。
結果「イメージがついた」と自由回答があり、
退院後訪問を「非
常に理解した」が 30.6％から 68.9％に上昇し、P ＜ 0.001 と
有意差がみられた。
【考察】ADDIE モデルを使用して具体的
な問題点を抽出し、効果的な勉強会を行い、看護師の退院後
訪問の理解度向上が図れたと考える。分析では、問題点の抽
出と教育目標を明確にすることができたこと、設計では、近
年 ICT 化が進んでおり、動画を用いることで勉強会の内容
の理解を促したと考える。メリルは「新しく学ぶことを伝え
るのでなく、例示することで学習が促進される」と述べてい
る。開発では、動画の例示を含めた勉強会を行い、看護師の
イメージ化を促進することができたと考える。実施では、い
つでも学習できる環境を作ることができた。ADDIE モデル
に沿った勉強会を行ったことが退院後訪問への理解度向上に
繋がったと考える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
はい
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
はい
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか いいえ

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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病棟看護師における薬剤への認識

看護師のコミュニケーションスキルの変化

－アンケート調査の結果から－
キーワード：薬剤認識

服薬アドヒアランス

病棟看護師

－看護コミュニケーション尺度 CSN1、CSN2 を使
用した効果－
キーワード：CSN1

○小笠原 木綿

CSN2

コミュニケーション尺度

○髙木 香奈子・武藤 智美・平澤 友美・
渡邊 三江

高知大学教育研究部医療学系看護学部門

【目的】本研究は病棟看護師の薬剤への認識についてアンケー

いわき市医療センター

ト調査を行うことで病棟で薬剤管理を担う看護師の現況と課
題について明らかにすることである。薬剤に関する看護師の

【目的】Ａ病院救急集中治療棟では、患者の救命や処置が優

認識が高まれば薬の知識を豊富に備えた看護師が増える。薬

先され患者の家族に十分な対応ができていない現状がある。

剤をより安全で有効に使用するためのスキルの幅を広げるた

看護師のコミュニケーションの自己評価について、フィード

めの示唆を得る。
【方法】A 大学病院に勤務する 12 病棟の師

バックを行うことで、コミュニケーション技術への影響を明

長・看護師に対し 2019 年 7 月～ 8 月にアンケート調査を実施。

らかにする。【方法】期間：X 年 6 月～ 10 月。対象：B 病棟

質問紙は病棟毎の回収ボックスに投函、回収。調査内容は属

の看護師 32 名。B 病棟入院中に２度目の来院をした家族（看

性と経験年数、現在所属する科：内科・外科・その他（小児科、

護師の自己評価前 28 名、後 20 名）。方法：看護師は自己評

精神科等）とした。病棟看護師の薬剤への認識を把握するた

価、家族へはアンケートを行った。自己評価は、表現力など

め 3 因子で関心・理解・行動の質問項目を構成し自由記載欄

５つのスキル 16 項目からなる対看護スタッフ看護コミュニ

を設けた。評価は 4 段階とし「よくあてはまる」「ややあて

ケーション尺度（以下 CSN1）と信頼形成など２つのスキル

はまる」
「あまりあてはまらない」
「ほとんどあてはまらない」

21 項目からなる対患者・家族看護コミュニケーション尺度（以

とした。一連の統計は統計解析ソフトを用いた。倫理的配慮

下 CSN2）を使用し、10 日ごと５回繰り返した。看護師への

は、所属施設の倫理審査委員会の承認（承認番号 31-15）を

フィードバックは、各スキルの平均値をレーダーグラフで示

得て実施した。
【結果】アンケート配布数 395 部配布し回収

し、１回目は自己評価の低いスキル、２回目は上昇したスキ

数 306 部、回収率は 77.5％。経験年数は 10 年以上が 43.1％

ルなど毎回視点を変えて行った。アンケートは、ＣＳＮ２を

で多かった。薬剤への関心「よくあてはまる」58.2%「やや

活用し、家族が看護師を評価できる９項目のみ選択、作成し

あてはまる」40.5% で看護師 302 名 98.7%。薬剤の薬効理解
「よ

た。自己評価とアンケートは「非常にあてはまる６点～全く

くあてはまる」14.3%「ややあてはまる」69.6% で看護師 257

あてはまらない１点」の６段階リッカート法とし自由記述欄

名 83.9％。行動として配薬前のダブルチェック「よくあては

を設けた。CSN1、CSN2 は開発者に使用許可を得た。自己

まる」92.5%「ややあてはまる」5.6% で看護師 300 名 98.1％。

評価は個人が特定されないよう番号で管理、アンケートは無

所属する科と薬剤への関心に対して内科とその他の科の間に

記名とした。分析方法：看護師の自己評価は各スキルの全項

有意差を認めた。その他の科の関心が有意であった。また、

目が平均値 5.0 以上をスキル修得とした。１回目の平均値 5.0

経験年数と薬効理解に対して経験年数 1 年未満と 10 年以上、

未満の項目は５回目の平均値とウィルコクソン検定を行っ

経験年数 1 ～ 3 年未満と 10 年以上とでは理解に差があり有

た。アンケートは自己評価前後の平均値 5.0 未満の項目に対

意差を認めた。自由記載は「ジェネリックとなり調べる事が

しマン・ホイットニー検定を行った。自由記述は類似した内

多くなった」等回答。【考察】病棟看護師の薬剤への認識を

容にまとめた。【結果】看護師の自己評価ではスタッフ配慮、

把握するための 3 因子はどの因子も高い傾向にあることが明

状況共有、表現力、信頼形成のスキルを修得できた。CSN1、

らかとなった。看護経験年数はやはり薬に触れた回数の積み

CSN2 ともに 5.0 未満の項目は有意に上昇した。家族へのア

重ねを意味しており、経験年数が高いほど薬効への理解度は

ンケートは、全項目平均値 5.0 以上であった。看護師からは

高く与薬の重要性を認識しているためと考えられる。このよ

「コミュニケーションスキルを意識できた」「スタッフ同士の

うに薬剤意識が高い看護師が他部署へ異動しながら他の看護

成長がみられた」、家族からは「対応がよく安心」「対応が

師と関わることで良い影響を与えると考える。また服薬アド

丁寧」
「笑顔で対応」の記述が増えた。
【考察】CSN1、CSN2

ヒアランスについての知識を増やし看護師としてのスキルの

の自己評価を繰り返し行い、自己評価結果の変化を可視化し

幅を広げる機会にもなる。

フィードバックしたことで、コミュニケーションスキルが向
上できた。看護師が自己評価の結果を受け止め、
コミュニケー
ション技術を意識的に用いることができるようになったと考
える。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか
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困難から立ち直る原動力に関する質的研究

透析室看護師の停電時初期対応における認識
調査

－被災後の地域住民に焦点をあてて－
キーワード：災害

地域住民

原動力

－シミュレーション訓練をおこなって－

レジリエンス

○安田 真奈美 ¹・新田 真由美 ²

キーワード：透析室看護師 シミュレーション訓練
停電時初期対応

¹ 医療創生大学国際看護学部看護学科
² 国立看護大学校看護学部看護学科

○松永 つかさ・福本 茜・増丸 浩美・酒井 恵

【目的】本研究は災害後の困難な状況から被災者が立ち直る

公益社団法人地域医療振興協会市立大村市民病院

原動力を明らかにすることを目的とする。立ち直る原動力を

【目的】透析室看護師による停電時初期対応について、シミュ

理解することは、同じ災害に出会っても被害を最小限に食い

レーション訓練を実施することで知識や技術、意識の向上の

止め、減災へと導く保護的要因を見出す基礎資料となり、災

効果を明らかにする。【方法】2020 年 2 月〜 9 月に A 病院透

害からの回復力の構築や災害支援のあり方に資すると思われ

析室看護師 17 名を研究対象とし、その中より無作為に抽出

た。なお、本研究は被災者の立ち直りを、被災し困難を体験

した 5 名にシミュレーション訓練（机上シミュレーション（以

した後、現在は自らの中で心の整理ができて未来に向かって

後机上訓練）
、行動シミュレーション（以後行動訓練）を実

歩むに至った状態と操作的に定義した。【方法】1. 対象およ

施した。『災害学習会（以後学習会）
：机上訓練・行動訓練の

び方法：東日本大震災で被災した A 県 B 町に住民票を置き、

目的、方法、場面想定、アクションカードの説明を実施』『机

震災後にも同じく A 県内で避難生活を送る成人 8 名を対象

上訓練：模造紙に透析室の構造を模し災害を想定し机上訓練

に、困難な状況から立ち直る原動力とは何かについて半構造

を実施』
『行動訓練：コンソールを運転状態とし模擬患者を

化面接調査を実施した。2. 調査期間：2016 年 10 月 3. 分析方法：

想定し実際に回収作業を実施』各訓練後停電時対応チェック

ベレルソンの内容分析を参考に、記述内容の意味を損なわな

リスト（以後チェックリスト）にて評価する。Ａ病院倫理審

いように記録単位としてコード化し、類似性、相違性に基づ

査会の承認を得た。本研究は自由参加であり、参加の有無で

き分類しカテゴリーを抽出した。4. 倫理的配慮：研究参加者

不利益を受けないこと、プライバシー保護を書面にて説明し

に調査の趣旨、参加の任意性と中断の自由、不利益の回避、

同意を得た。【結果】チェックリストの点数は 96 点満点中、

個人情報保護と成果の公表、協力撤回方法などを文書と口頭

学習会前で平均 47 点と停電時初期対応ができると答えた看

で説明し、署名をもって同意を得た。これらの倫理的配慮は

護師は少なかった。透析室経験年数による平均点数の差はな

所属の倫理審査委員会の承認と、B 町の倫理規定にしたがい

く、机上訓練後で平均 45 点、行動訓練後で平均 68.6 点であっ

決裁を受けた。【結果】研究参加者 8 名のうち男性が 4 名で

た。対象 5 名のうち 3 名は机上訓練、行動訓練の順に点数が

あり、平均年齢は 68.2 歳であった。研究参加者の発言内容か

上昇した。点数が５点以上上昇した項目は学習会前と机上訓

ら 168 の記録単位をコード化して 8 カテゴリー、27 サブカ

練で非常用電源の確認やバイタルサイン測定などの日常業務

テゴリーが抽出された。長期的に避難生活を送る B 町住民に

であり、机上訓練と行動訓練後では返血時の機械操作であっ

よる災害時の困難から立ち直る原動力は《行政・支援団体な

た。行動訓練後に停電時の透析室の環境も体感でき意識の向

ど周囲からのソーシャルサポート》《社会や人々のために役

上を示唆する言葉が聞かれた。
【考察】学習会前のチェック

立とうと仕事や役割を担う》《状況打開のための問題解決力

リストで停電時初期対応が出来ると評価する看護師は少ない

の発揮》《譲り合いの心で被災者コミュニティの調和を保つ》

ことからマニュアル整備だけでは対応できないと考えた。透

《困難を体験した仲間や家族とのつながり》《自分らしさの維

析患者にとって機器の不具合は命の危機に陥ることになる。

持》
《日常生活や故郷の立て直しなど将来への目標をもつ》
《移

村椿ら 1）は「実践を想定した訓練に参加する。あるいは見学

り住んだ土地や人々の良い面への気づき》であった。【考察】
災害の困難から立ち直る原動力には、役場等からのサポート
という公助、仲間や家族とのつながりや調和を保つことでの
共助、自分らしさを維持して自らを支える自助の 3 側面の要
素が含まれると判明した。これらの 3 側面の原動力をバラン
スよく発揮できるように支援することが、同じ災害を経験し
ても減災へと導く鍵になると考えられた。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい

することが重要になってくる」と述べている。行動訓練実施
前に机上訓練を実施したことは各役割や行動の確認を共有で
き実際の行動がイメージできたと考える。災害時の基本は日
常から落ち着いて行動することが重要となる。今後はシミュ
レーション訓練を繰り返し実施することでさらなる知識や技
術、意識の向上につなげていきたい。

倫理的配慮について
①人を対象とした研究ですか
②倫理審査委員会の承認を得ていますか
③倫理審査委員会相当の機関等による組織的承認を得ていますか

はい
はい
はい
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2021 年度日本看護学会学術集会企画委員会委員
委員長 田畑 千穂子

宇都宮 明美
栗原 明日香
黒川 寿美江
佐々木 菜名代
篠田 耕造
鈴木 康江
田中 いずみ
棚橋 さつき
松尾 和枝
（敬称略）
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2021 年度

492

抄録選考委員

青山 恵美

赤井 信太郎

吾郷 美奈恵

阿部 美喜

雨宮 有子

餘目 千史

荒川 浩

荒木 妙子

荒木 奈緒

嵐 弘美

有田 孝

安藤 雅子

家入 裕子

池田 牧

池袋 昌子

井沢 知子

石川 容子

石角 鈴華

石塚 淳子

石飛 悦子

磯村 聰子

市川 智里

伊藤 絹枝

伊藤 直子

伊藤 真理

井上 千晶

井上 ふみ子

今西 優子

井村 香積

岩田 朋美

岩田 昌子

上杉 和美

上野 美由紀

上野 幸子

上野 優美

牛越 幸子

後小路 隆

臼井 美登里

内海 香子

内田 一美

内田 陽子

梅崎 みどり

梅原 里実

梅本 かおり

浦 知恵

江藤 亜矢子

遠藤 久美

遠藤 恵子

大江 理英

大﨏 美樹

大澤 真奈美

大塩 佳名子

大瀬 富士子

大津 美香

大坪 裕子

大沼 由香

大平 久美

大海 佳子

岡村 典子

岡本 理恵

小川 和美

奥島 美香

奥田 美惠

奥山 真由美

小澤 桂子

小野 ミツ

柿澤 由紀子

笠原 真弓

加澤 佳奈

柏木 聖代

柏崎 純子

片岡 純

加藤 佐知子

加納 江理

亀井 有子

柄澤 邦江

川上 大輔

河路 なおみ

川島 睦子

川城 由紀子

川田 貴久江

川端 智子

川村 三希子

河本 恵理

木口 綾子

北岡 和代

北川 善子

北田 なみ紀

木戸 久美子

木村 和美

木村 剛

具志 香奈絵

葛島 慎吾

工藤 ゆき子

久山 かおる

呉竹 礼子

榑松 久美子

黒岩 直美

黒木 ひとみ

小池 伸享

小泉 未央

興梠 裕樹

後藤 由紀

小西 清美

小原 良之

小松 光代

小宮山 日登美

小山 尚美

今田 志保

近藤 才子

紺家 千津子

佐伯 和子

酒井 彰久

酒井 富美

酒井 昌子

坂木 晴世

坂口 みきよ

佐川 きよみ

崎田 一美

崎浜 智子

﨑山 貴代

佐久間 良子

佐藤 文美

佐藤 久美子

佐藤 奈美枝

佐藤 富貴子

佐藤 史教

佐藤 みえ

佐藤 弥生

佐藤 陽子

佐藤 律子

残間 由美子

塩川 幸子

塩野 悦子

塩満 芳子

鹿内 あずさ

滋田 泰子

志澤 美保

篠原 謙太

渋谷 美保子

島村 富子

清水 奈穂美

首藤 佐織

白井 直美

白井 麻希

新改 法子

末永 直美

菅原 京子

菅原 宏大

杉本 洋

杉本 由起子

杉山 眞澄

鈴木 久美

鈴木 久美子

鈴木 禎子

鈴木 智子

鈴田 悦子

須藤 昌子

清 好志恵

瀬戸 智美

其田 貴美枝

祖父江 由紀子

髙木 知子

髙島 葉子

高須 美香

高田 恵美

高根 利依子

髙野 智早

髙橋 晶

田口 裕紀子

多久和 善子

竹熊 千晶

武末 磨美

竹田 礼子

立岡 弓子

田戸 朝美

田中 かおり

田中 美幸

田中 律子

谷口 孝江

谷口 貴子

谷村 美保

谷本 公重

田村 富美子

知念 真樹
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千葉 敦子

千葉 陽子

塚原 大輔

辻 よしみ

堤 育子

坪井 香

爪田 久美子

出口 文代

寺田 英子

當山 裕子

徳田 勝哉

富岡 里江

富澤 弥生

中井 愛

中尾 理恵子

長岡 真希子

中谷 久恵

中野 直美

中野 理佳

永松 いずみ

仲村 直子

中村 希

中村 織恵

中山 サツキ

鍋谷 佳子

成田 太一

成田 好美

畷 素代

南谷 志野

仁木 恵美子

西村 実希子

新田 一美

丹羽 さよ子

丹羽 由美子

温井 祥子

根岸 恵

野口 和子

能登 智重

野々山 敦夫

葉久 真理

橋本 丈代

長谷 佳子

長谷川 久美子

波田 弥生

花出 正美

英 香代子

濵坂 浩子

濱嵜 真由美

濱本 実也

林 啓子

早瀬 麻観子

伴 信義

東嵩西 寿枝

平井 和恵

平井 由佳

平原 優美

平松 玉江

福島 千恵子

福島 裕子

福田 和美

福田 友秀

福原 円

藤岡 奈美

藤澤 盛樹

藤野 みつ子

藤本 美生

普照 早苗

船木 淳

舩渡 弘子

古島 幸江

古田 佳代子

古溝 陽子

邉見 知惠子

細田 志衣

細矢 美紀

前馬 理恵

前澤 美代子

前田 浩

前野 かつ子

増島 麻里子

松井 妙子

松井 弘美

松田 友美

松永 篤志

松沼 早苗

松原 康美

松本 啓子

松本 智晴

松本 裕子

松森 直美

丸山 紀子

實金 栄

三木 幸代

三木 佳子

三宅 知里

宮下 美香

宗村 文江

村岡 大志

森 太貴子

森川 みはる

守口 絵里

森河内 麻美

森永 美乃

守谷 千明

矢倉 紀子

谷内 薫

山内 京子

山岡 直子

山岸 直子

山口 恵子

山口 忍

山口 大輔

山口 円

山﨑 洋子

山下 淳也

山中 晶子

山根 裕子

山本 さつき

山本 瀬奈

山谷 敦子

湯本 敦子

吉田 直美

吉田 美由紀

吉村 圭子

米田 昌代

李 錦純

若林 留美

若松 美貴代

和田 幹子

渡辺 小百合

渡邉 眞理

渡辺 道子

渡部 節子
（五十音順敬称略）
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第  回（年度）日本看護学会学術集会
 年度）日本看護学会学術集会 演題登
録要綱
第 52 回（2021
演題登録要綱
．登録資格
）筆頭研究者（発表者）…公益社団法人日本看護協会（以下「本会」という。
）の会員であること。
演題登録の時点で入会手続き中の者は、発表までに入会していること。
）共同研究者………………看護職の場合は、筆頭研究者と同様に本会会員であること。
看護職以外の場合は、非会員でも共同研究者としての資格を有する。
受付要件（以下をすべて満たしていること）
．登録･受
）未発表の演題であること（他の学会、研究会および出版物等に投稿や発表していないものに限る）
。
また、本学会では  開催会場につき筆頭研究  演題に限る。
）倫理的に配慮された研究であること。倫理的な問題がある（未発表のものではない、重複投稿である等）
と判断された場合や、演題登録要綱の規定違反が明らかになった場合には、いかなる時期にあっても受
付・採択・発表を取り消す。
）看護職の免許取得後に行われた研究であること。
）本要綱に則って作成され、不備がないこと。
研究倫理・倫理的配慮等
）倫理的配慮について
）
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（文部科学省・厚生労働省平成  年  月  日一部改
正）」
（以下「指針」という。）に沿い、人を対象とした研究は倫理審査を受けていること。
・所属施設に倫理審査委員会がない場合は、相当する機関等による組織的承認を得ていること（個人によ
る承認は認めない）。
・倫理審査委員会または相当機関による承認については、演題登録時に別途入力を求めるため抄録本文へ
の記載は不要であるが、必要な倫理的配慮の内容は抄録本文に記載すること。
）指針で適用範囲外とされている研究については倫理審査不要であるが、個人情報保護やインフォームド
コンセント等の必要な倫理的配慮については、抄録本文内に記載すること。
・倫理審査の適用範囲については指針および「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
（平成  年  月  日一部改訂）」を参照し、倫理審査を必要とするかどうか判断が困難な場合には、
倫理審査委員会の意見を聴くことを推奨する。
）研究対象施設や対象者の特定を避けるため、次の表記に注意すること（個人情報の保護）。
・「当院」「当病棟」等の記載はせず、
「Ａ病院」
「Ａ病棟」など匿名化すること。
・氏名や県名はイニシャル表記をしないこと。例：
「神奈川県」→×「Ｋ県」○「Ａ県」
・患者の病歴や経過などの日付表記は、特定できない表記を考慮すること。
・患者の氏名、住所、診療 ,' および患者の特定につながる場合は、役職や診療科なども記載しないこと。
）許諾が必要な尺度及び商標登録物等は、筆頭研究者自身があらかじめ使用許諾を得た上で、発表媒体（口
演スライド・ポスター）にその旨を記載し、抄録本文中への記載は不要とする。薬品や検査器具等は一般
Ｒを記載すること。
名称を用い、（ ）内に商品名、登録商標の場合は○
）過去  年間の利益相反の有無について申告の上、発表媒体で開示すること。
．演題登録方法
1）本会が指定する演題登録システム（以下「演題登録システム」という。
）より、受付期間内に手続きを行う
こと。
2）筆頭研究者および共同研究者の登録は合計  名以内とする（所属施設は  人  施設まで登録）
。
3）「第  回（ 年度）日本看護学会学術集会 演題登録区分（S～S）
」から、研究目的に適当な演題
登録区分を選択すること。また、適当な演題登録区分がない場合は「その他」を選択すること。
＊演題の内容により、選択された演題登録区分の変更を依頼する場合がある。
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）一般演題の発表形式は以下の通りとする。また、学会運営の状況により発表形式は変更することがある。
９月開催分幕張メッセ…口演・ポスター発表
 月開催分朱鷺メッセ…ポスター発表のみ
）採否結果は演題登録システムにログインし、マイページにて各自確認すること。
）選考委員より修正が求められた場合は、コメントに従い修正し、指定日時までに再登録を行うこと。


第  回（ 年度）日本看護学会学術集会 抄録選考基準
抄録選考基準

12

Ａ  発 表の 価 値 



看護実践に意味ある事実や知見が示されていない

Ｂ  倫 理的 配 慮 



倫理的配慮の記載が不適切である

論理の一貫性



目的から結果・考察まで一貫性がない

目的



研究目的・意義を明確に示していない

方法



分析方法を適切に示していない

結果



事実を客観的に示していない

考察



得られた結果に基づいた解釈をしていない

Ｃ  
構成の適切性

内容


初回選考における総合判定基準
採択

抄録選考基準Ａ、Ｂ、Ｃ全てに問題がない

保留
修正抄録で

抄録選考基準Ｂ、Ｃ～ に該当する項目があり、容易に修正が可能である

採 否 を 決定 
次のいずれかに該当するもの
不採択

・抄録選考基準Ａ（発表の価値）に該当する
・抄録選考基準Ｂ、Ｃ～ に該当する項目があり、容易に修正ができない


．抄録作成要領
）表題･副題
簡潔明瞭に抄録内容を表すものとし、表題･副題合わせて  字以内とする。
）キーワード
 つ以上、 つ以内とする。
）所属施設名
所属施設名のみとし、部署名は不要とする。また、略さず正式名称を登録すること。
所属施設が教育機関の場合、学科までの記載とする。

）本文
（）抄録は文章のみとし、 字以内とする。図表の登録は不可とする。
（）
「項目立て」は【目的】【方法】【結果】
【考察】の  項目を全て使用し、必要な内容を記載すること。
また、項目立て以外では隅付き括弧【 】を使用しないこと。 
（）文章は改行せず、和文・新仮名づかいを用いること。外国語はカタカナ表記、外国人名や日本語訳が
定着していない学術用語等は原語にて表記すること。
（）利益相反の申告は別途表記するため、抄録本文への記載は不要とする。
（）引用文献の記載は不要とする。
（）誤字、脱字に注意すること。
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．抄録集の電子化
電子化された抄録集を日本看護協会ホームページに掲載する。

．著作権
日本看護学会抄録集に掲載された著作物 電子媒体への変換による利用も含む の複製権､公衆送信権､翻
訳・翻案権､二次的著作物利用権､譲渡権等は公益社団法人日本看護協会（日本看護学会）に譲渡されたもの
とする。著作者自身のこれらの権利を拘束するものではないが､再利用する場合は事前に本会学会企画課宛に
連絡を行うこと。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


第 52 回（2021 年度）日本看護学会学術集会 演題登録区分
第 52 回（2021 年度）日本看護学会学術集会からは、領域の一元化に合わせ、新たに演題登録区分を設けまし
た。演題登録区分の大・小項目は、地域包括ケア推進を目的に、３職能が連携して解決すべき課題や、職能や働く
場を超えて共通する課題を考慮し構成しました。特に、大項目Ⅰ～Ⅵは「2025 年に向けた看護の挑戦 看護の将来
ビジョン ～いのち・暮らし・尊厳をまもり支える看護」を基に構成されています。皆様の研究目的に合った演題登録区
分を選択してください。
なお、演題登録区分選択の際の参考として、具体例を演題登録区分の表の下部に記載していますので、参考にし
てください。

演題をご登録の際は、1～44 の『小項目』番号より選択してください

大項目

小項目
1
2

Ⅰ

健やかに生まれ育つことへの支援

3
4

健康に暮らすことへの支援

6
7

セルフケア能力の向上

8

健康維持・増進
地域における保健医療福祉に係る計画策定等

9
11

健康危機管理
その他

12

緊急・重篤な状態の患者の臨床推論と実践

13

患者の回復と生活の質の改善
治療提供や新たな医療技術における倫理判断
と意思決定
その他
円滑な在宅移行支援

10

Ⅲ

緊急・重症な状態から回復
することへの支援

14
15
16

Ⅳ

住み慣れた地域に戻ることへの支援

18

退院後の生活の調整
訪問看護

19

その他

17
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リプロダクティブ・ヘルス/ライツ
子育て包括支援
障がいを抱える母子への支援
その他

5

Ⅱ

安全で安心な妊娠・出産
院内助産・助産師外来の開設推進と評価
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Ⅴ

疾病・障がいとともに暮らすことへの支援

20

疾病および障がいの重症化予防

21

ケースのマネジメント
療養と就業の両立

22
24

本人と家族の意思尊重、意思決定支援
その他

25

苦痛と不安の緩和

26

死に関する予測の告知と意思決定支援
看取りケア

23

Ⅵ

穏やかに死を迎えることへの支援

27
28
29

Ⅶ

看護制度・政策

31

看護政策
その他

32

看護の質管理

33

医療安全・感染管理
労務管理

30

34

Ⅷ

看護管理

その他
看護制度

36

看護職の確保・定着
看護業務

37

チーム医療・チームケア

38

その他
基礎教育

35

39
40

新人教育
継続教育

Ⅸ

看護教育

Ⅹ

国際看護

43

その他
国際看護

Ⅺ

災害看護

44

災害看護

41
42

※研究目的にそって、ご自身で登録する演題登録区分を１つ選択してください。
＜演題登録区分選択の参考例＞
①子どもの在宅支援に関する研究：
ⅠやⅣ、Ⅴなどが当てはまりますが、「健やかに生まれ育つことへの支援」「住み慣れた地域に戻ることへの支援」
「疾病・障がいとともに暮らすことへの支援」のいずれかが研究目的と合致するかを踏まえて、選択してください。
②チーム医療に関する研究：
必ずしも 37「チーム医療・チームケア」に登録する必要はなく、研究目的に合致した演題登録区分を選択してくだ
さい。
③セルフケアに関する研究：
必ずしも 7「セルフケア能力の向上」に登録する必要はなく、研究目的に合致した演題登録区分を選択してくださ
い。
④意思決定支援に関する研究：
Ⅲ、Ⅴ、Ⅵに意思決定支援の演題登録区分がありますが、Ⅰ～Ⅵなどあらゆる場面で意思決定支援がありますの
で、研究目的に合致した演題登録区分を選択してください。
⑤実践したケアの評価に関する研究
ケアの内容によりⅠ～Ⅵ・Ⅹ・Ⅺなどの場面から選択するか、32「看護の質管理」を選択するかは、研究目的に合
わせて選択してください。
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第 52 回（2021 年度）日本看護学会学術集会 演題登録チェックリスト
演題登録にあたり、次の項目についてチェックをしてください。 提出の必要はありません。

チ ェ ック

チェック項目
１．第 52 回（2021 年度）日本看護学会学術集会 演題登録要綱について
第 52 回（2021 年度）日本看護学会学術集会 演題登録要綱を確認しましたか
2．登録資格・受付要件について
筆頭研究者（発表者）は公益社団法人日本看護協会の会員ですか（入会手続き中含む）
※日本看護協会の会員以外は、筆頭研究者として登録できません。

共同研究者の看護職は公益社団法人日本看護協会の会員ですか（入会手続き中含む）
※看護職の場合は、日本看護協会の会員以外は共同研究者として登録できません。

未発表の演題ですか
※他の学会、研究会及び出版物に投稿や発表している場合は、登録できません。

看護職の免許取得後に行われた研究ですか
※看護職免許取得前に行われた研究は登録できません。

1 開催会場で、筆頭研究者として 2 演題以上登録していませんか
※筆頭研究者として、幕張メッセで 2 演題以上、もしくは朱鷺メッセで 2 演題以上の登録はできません。

３．演題登録開催会場について
演題登録をする開催会場に間違いはありませんか
※発表を希望する開催会場へ登録する必要があります。
※朱鷺メッセは、ポスター発表しかできません。

４．筆頭研究者（発表者）・共同研究者の登録について
所属施設名は略さず、正式名称を登録していますか
氏名、所属施設名は正しく登録していますか
※入力された内容がそのまま抄録となります。確認してください。

登録用メールアドレスは筆頭研究者（発表者）個人のものですか
※所属部署などの共用メールアドレスは使用できません、個人のものを登録してください。

５．登録演題について
（１）倫理的配慮について
必要な倫理的配慮について記載をしていますか
※研究実施に際し行った倫理的配慮については記載する必要があります。

「当院」「当病棟」等の記載をしていませんか
※研究フィールドの特定につながるため、記載してはいけません。

氏名や県名等をイニシャルで記載していませんか
※研究対象者の特定につながるため、記載してはいけません。
（例：「佐藤氏」→×「Ｓ氏」 〇「Ａ氏」、「神奈川県」→×「Ｋ県」 〇「Ａ県」）

病歴や経過などの日付を特定できる記載にしていませんか
※研究対象者の特定につながるため、記載してはいけません。

患者氏名、住所、診療 ID 等の情報を記載していませんか
※研究対象者の特定につながるため、記載してはいけません。

次ページへ
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（２）許諾について
許諾が必要な尺度等を使用した場合、使用許諾は得られていますか
※許諾を得ていない尺度等は、使用できません。

許諾が必要な登録商標物の使用許諾は得られていますか
※許諾を得ていない登録商標物は、使用できません。
R マークを付けていますか
登録商標物に○
※登録商標物に○
R マークを付けないで記載してはいけません。
（３）抄録本文について

表題・副題は合わせて全角 60 字以内ですか
抄録本文の文章は改行していませんか
※改行は演題登録システムで自動的に削除されます。

抄録本文へ筆頭研究者名、所属等を記載していませんか
※抄録選考に不要な情報は記載してはいけません。

「項目立て」は【目的】【方法】【結果】【考察】の 4 項目となっていますか
※決められた 4 項目以外の「項目立て」は使用できません。
※「項目立て」以外で墨付き括弧【】を使用できません。

誤字・脱字はありませんか
※入力された内容がそのまま抄録となります。確認してください。

６．演題登録区分について
演題登録区分に間違いはありませんか
※原則、登録された演題登録区分をもとに発表の群分けをします。間違いのないようにしてください。


 年  月  日 作成
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