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第10会場　第１群

197）ベッド上での水平移動時における看護師の腕の差し
入れの深さと重心軌跡

假谷ゆかり（宝塚大学看護学部）
阿曽洋子，伊部亜希，田丸朋子，本多容子，荒岡広子
 （大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）
片山　恵（元大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

【目的】
看護師の移動援助時の身体への負担を軽減するためには，
ボディメカニクスの効果的な活用が必要である。本研究で
は，ベッド上での水平移動時における看護師の腕の差し入
れの深さの違いが，作業効率にどのような影響を及ぼすの
かを重心軌跡から明らかにすることを目的とした。　
【研究方法】
被験者は，中堅から熟練の看護職経験を有し，腰痛や腰部
の疾患の現病歴・既往歴のない女性看護師10名とし，実験
は，１人の被験者が３人の模擬患者に対し，腕の差し入れ
の深い場合と浅い場合の２種類について水平移動を実施し
た。水平移動は，ベッド中央から端まで引き寄せる方法と
した。腕を差し入れる位置は，実施前に，深い群を最も引
き寄せやすい位置，浅い群をぎりぎり引き寄せることがで
きる位置と説明し，被験者に決定してもらった。測定項目
は，重心軌跡をみるために，足底の荷重中心軌跡を圧力分
布測定システム（BIG　MATニッタ株式会社製）で測定
した。重心軌跡は，荷重中心軌跡の総軌跡長とみなし，総
移動距離の合計を算出した。所要時間は，水平移動開始か
ら終了までの秒数を計測した。被験者の腕の差し入れの位
置は，デジタルカメラで撮影した動画で，前腕部・肘関節
上・肘関節から上腕部で区分して観察した。統計学的分析
は，荷重中心軌跡総軌跡長と所要時間を，腕の差し入れの
深い群と浅い群の２群で比較し，対応のあるｔ検定を使用
した。有意水準は５％とした。倫理的配慮は，被験者に研
究の趣旨と方法，プライバシーの保護，研究の協力は自由
意思であることを文書で説明し，同意を得た。
【結果】
被験者は，年齢33±5.95歳，看護職経験年数10.1±5.16年
であった。荷重中心軌跡総軌跡長は，腕の差し入れの深い
群が26.6±18.33㎝，浅い群が36.5±24.96㎝であり，有意な
差があった（ｐ＜0.05）。所要時間は，腕の差し入れの深
い群が2.7±0.75秒，浅い群が3.3±1.37秒であり，有意差が
あった（ｐ＜0.003）。重心の前後・左右の移動範囲につい
ては有意差はなかった。
【考察】
ベッド上での水平移動について，腕の差し入れの深い群
は，浅い群と比較して，動作距離を反映した荷重中心軌跡
総軌跡長と，所要時間が有意に短いという結果を得た。こ
れより，腕の差し入れの深い方が無駄な動作が少なく，作
業効率はあがっていたことが明らかとなった。被験者の姿
勢と動作の安定性及び，患者との体格差の影響についての
検証は，今後の検討課題である。　

198）ベッド上臥床者の対人距離と関連する要因　－性別，
接近者性別，視線，不安との関連－

渡邊生恵，佐藤みほ，朝倉京子
 （東北大学医学系研究科看護教育・管理学分野）

【目的】
本研究では，病室を再現した環境において，臥床した被験
者が接近者に対し不快に感じる距離と，それに関連する要
因を明らかにすることを目的とした。
【方法】
被験者は男性15名（22.1±2.7歳），女性12名（21.8±2.4歳）
であった。被験者を患者，接近者を看護師と設定し，病室
の類似環境において，被験者－接近者間距離を測定した。
実験は，被験者間１要因（被験者性別（男・女）），被験者
内２要因（接近者性別（男・女），視線（なし・あり））の
８条件であった。ベッド上に臥床した被験者の顔の中心
から350㎝，50度の位置から，接近者が50㎝ずつ近づいた。
被験者は「これ以上近づいて欲しくない」と感じた時点で
挙手し，その距離を測定した。８条件における被験者－接
近者間距離について，３要因の分散分析を行った。また，
不安評価尺度である新版ＳＴＡＩの得点と，被験者－接近
者間距離との相関係数を算出した。本研究は，東北大学保
健学科倫理委員会の承認を受け，被験者に対し自由意思に
よる参加であることを説明し同意を得て行った。
【結果】
被験者－接近者間の距離の平均値は，男性では実験条件に
より約90～128㎝，女性では約98～133㎝であった。男性で
は，50㎝（ベッドサイド）まで接近が可能だった者が各条
件で４～８名あり，15名中10名は150㎝以内まで接近が可
能だった。女性では，50㎝まで接近が可能だった者が２名
あり，12名中９名以上が150㎝以内まで接近が可能だった。
分散分析の結果，接近者性別の主効果が有意であり（Ｆ
（１，25）＝5.79， ｐ＝ .02），接近者が男性である場合の
距離が有意に大きかった。対象者の性別，視線の主効果，
要因間の交互作用は有意ではなかった。また，全体の特
性不安得点と接近者男性・視線ありの距離（ｒ＝ .53，ｐ
＜ .01），女性の特性不安得点と接近者男性・視線ありの距
離（ｒ＝ .65，ｐ＜ .05）との間に相関がみられた。
【考察】
得られた距離は，先行研究とほぼ一致した。しかし，この
距離は初対面の相手に対する距離としては小さく，医療者
であることが患者の不快感を小さくしている可能性があっ
た。また，医療者が男性である場合は女性よりも，より遠
い位置で一度停止し直接的なコミュニケーション手段であ
る言葉を用いるなどの方法が必要である。さらに，不安が
強い場合も考慮し，相手の反応を見ながら接近する必要が
ある。
【結論】
臥床した被験者が接近者に対し不快と感じる距離は，約
90～130㎝であった。接近者が男性である場合その距離は
大きく，被験者の性別，視線の有無との明らかな関連はみ
られなかった。特性不安の大きさと距離には正の相関がみ
られた。
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199）環境要因・看護師自身の要因による看護師の排泄臭
の意識の違いについて

杉山香奈子（済生会松坂総合病院）
灘波浩子（三重県立看護大学）

【目的】
複数の施設にて，病棟の築年数・多床室の一人当たりの占
有面積等の環境の要因と，年齢・経験年数・現病棟勤務年
数等の看護師自身の要因によって看護師の排泄臭に対する
意識に違いがないか明らかにする。
【研究方法】
対象者：M県にある２病院の各４病棟，計８病棟に勤務
する看護師・准看護師240名。調査方法：自記式質問紙
法（２週間配票留置法）。調査項目：排泄臭の気になる場
所，多床室・廊下・トイレの臭気強度と快不快度，排泄
臭に対する問題意識。倫理的配慮：回答は無記名で行い，
研究の趣旨・個人情報保護の保障・自由意思による参加・
研究目的以外に使用しないことを文書で説明し，回答の
返却をもって参加の同意とした。統計処理はSPSSを使用
し，環境要因における比較についてはMann-WhitneyのU
検定を，看護師自身の要因についてはχ２検定と残差分析
を行った。
【結果】
回収数は201部，有効回答数194部であった。環境要因につ
いて，築年数が最も高い２病棟と最も低い２病棟を比較し
た「築年数別比較」と多床室の一人当たりの占有面積が最
も広い２病棟と最も狭い２病棟を比較した「占有面積別比
較」を行った。築年数別比較では，築年数の高い病棟の方
がトイレの排泄臭を強く（U＝700.0，p＜ .01），不快に感
じており（U＝812.5，p＜ .01）問題意識も高かった（U＝
879.5，p＜ .05）。占有面積別比較では，占有面積が狭い病
棟の方が多床室の排泄臭を強く（U＝783.0，p＜ .01），不
快に感じており（U＝759.0，p＜ .01）問題意識も高かっ
た（U＝812.0，p＜ .05）。
看護師自身の要因では，８病棟を比較的排泄臭のあるグ
ループとないグループに分類して比較し，両グループで勤
務年数別での廊下の臭気強度に差を認めた。勤務年数１年
未満では「楽に感知できる臭い」とする割合が低く，４年
以上５年未満では「楽に感知できる臭い」または「強い臭
い」とする割合が高かった。
【考察】
環境要因については，築年変化や占有面積の狭さから臭い
が充満しやすいとする先行研究と同じ結果であった。
看護師自身の要因では，病棟の排泄臭の有無に関わらず勤
務年数１年未満の臭気強度の得点が低く，４年以上５年未
満の得点が高かった。勤務年数１年未満の看護師は日々の
業務に余裕がないため病棟の排泄臭まで意識することがで
きないが，業務に慣れ余裕の出てきた４年以上５年未満の
看護師は病棟の排泄臭をより意識できるようになっている
と考えられた。勤務年数によって排泄臭に対する意識に差
があることは臭気に対する環境整備に差が生じている可能
性が否定できない。そのため勤務年数１年未満の看護師に
対して排泄臭に対する意識を向上させるような対策が必要
であると考える。
さらに今回の研究で最も差がみられた項目が廊下であっ
た。排泄臭に対する意識の差が廊下の項目で現れた可能性
が示唆された。

200）気管吸引における基礎教育の実態と就職後の実践と
のギャップ

中岡亜希子（千里金蘭大学看護学部）
安森由美，前田勇子
 （甲南女子大学看護リハビリテーション学部）

【目的】
気管吸引は，基礎教育で患者に実践する機会は殆どなく就
職後に初めて，患者に実践することから基礎教育と現場で
の実践との間で戸惑いを感じていることが予測される。そ
こで，様々な教育背景をもつ看護師の看護基礎教育で受け
た気管吸引についての教育及び経験を把握した上で，現場
での実践の際に感じたギャップの内容を明らかにし，効果
的な教育方法を検討する基礎的資料を得ることを目的とし
た。
【研究方法】
近畿２府県の300床以上の ICUを有する病院の看護師1595
名を対象に質問紙調査を実施した。調査内容は，看護教育
での気管吸引の教育方法と臨床実習での気管吸引の経験の
有無と，就職後の実践とのギャップについての自由記述で
あった。分析にはSPSS 17.0Jを用いて，各教育背景別に記
述統計処理を行い，自由記述については，内容を帰納的に
整理し，サブカテゴリーとして抽出した。
【倫理的配慮】
本研究は，甲南女子大学倫理委員会の審査を受け承認を得
た。研究協力者への研究目的の説明は質問紙を用い，研究
の同意は返信をもって得たものとした。
【結果】
質問紙の回収は960部（回収率60.2％）で，教育背景は，
大学57名（5.9％），短大88名（9.1％），専門学校799名
（82.2％），大学院他16名（1.7％）であった。教育方法は，
全ての教育機関で，講義形式が81.7％，演習が20.7％で
あった。実習での実施の経験は全対象者の21.2％であった
が，その内訳は専門学校20.6％，短大0.5％，大学0.1％で
あった。就職後の実践とのギャップに関する自由記述の
コード数は300個であり，その殆どが＜ギャップあり＞と
分類され，物品などを含む［方法］や吸引時間の延長など
の［基礎的知識を遵守しない実践］，［実際の患者での感
覚］などがサブカテゴリーに挙がった。さらに，就職後
の実践に対して＜不安＞や＜恐怖感＞などを感じていた。
＜ギャップなし＞の割合は7.5％であり，サブカテゴリー
として［臨床に出てからの経験］が全てであるという内容
が示された。
【考察】
基礎教育での教育方法は講義が中心であり，実習では，専
門学校でも２割程度，短大と大学では殆ど気管吸引を経験
していない。就職後の実践とのギャップには物品などの方
法の差異があり，原理原則を踏まえた教育によって応用力
をつける必要があると考えられる。しかし，一方では，原
則を遵守しない実施や，実際の患者への実践からしか得ら
れない感覚がギャップとして挙げられ，これらが，就職後
の実践に対する不安を増強する要因になることが推察され
た。今後，基礎教育だけでなく，継続教育と合わせた教育
方法を検討する必要がある。
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201）静脈血管駆血時における腕を下げる方法と温罨法と
の血管怒張度の比較

福田栄江（国立病院機構四国がんセンター）
乗松貞子（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻））

【目的】
患者・看護師ともに安全で安楽な静脈注射を実現するため
の基礎データを得るため腕を下げる方法と温罨法における
静脈血管駆血時の血管怒張度を比較検討した。
【研究方法】
実験は，H22年９～10月，18～45歳の健康な男女各40名，
計80名を対象に，A大学実習室内で実施した。室温25～
26℃，湿度50％前後，照明200ルクスであった。実験条件
は，駆血のみ，腕を下げる方法，温罨法の３条件とし，被
験者に順に割り付けた。各条件実施時の駆血方法は血圧計
を用いて，対象者の拡張期血圧で60秒間加圧した。各条件
実施の間には５分間の休憩を入れた。なお，拡張期血圧
は，実験開始後５分間の安静臥床後に血圧測定を行い確認
した。怒張度の測定に用いた血管は，右上肢肘正中皮静脈
とし，客観的指標として汎用超音波診断装置を用いて写
し出された血管の断面積と皮膚表面から血管までの距離
及び加藤らの目視及び触知怒張度尺度とした。主観的指
標として各条件終了後に不快感の程度をNumerical Rating 
Scaleで測定し，全ての実験条件終了後に希望する駆血方
法及びその理由を尋ねた。統計処理は，反復測定一元配置
分散分析後，有意差が認められた場合は各条件内の多重
比較を行った。目視及び触知による血管怒張度は，尺度
の評価点を算出しMann-WhitneyのU検定，不快度は，ｔ
検定，条件の選択には単純集計を行った。統計ソフトは
SPSS（Version18.0）を使用し，有意水準は５％未満とした。
倫理的配慮として，対象者に目的と方法を説明し書面によ
る同意を得た。また所属大学の倫理審査委員会の承認を得
た。
【結果】
血管の断面積は，腕を下げる方法が駆血のみ及び温罨法よ
り有意に増大した。皮膚表面から血管までの距離は，腕を
下げる方法が最も血管までの距離が短かったが，有意差は
認められなかった。目視において実験開始前に血管が確認
できず，駆血のみでも怒張が確認できなかった者の血管怒
張度は，腕を下げる方法と温罨法で有意差は認められな
かった。触知において実験開始前に血管が確認できず，駆
血のみでも怒張が確認できなかった者の血管怒張度は，腕
を下げる方法で有意に確認できることが明らかになった。
腕を下げる方法は，不快感があり，多くの者が怒張方法と
して温かくて気持ちが良い温罨法を選択していたが，複数
回の穿刺を余儀なくされるなら，素早く確実な方法として
腕を下げる方法を選択した者もいた。
【考察】
静脈血管駆血時における血管の断面積を超音波診断装置を
用いて測定し比較した結果，腕を下げる方法は駆血のみ及
び温罨法に比べ，血管の怒張を有意に促進させることが実
証できた。しかし，不快感の訴えもみられたため，臨床現
場においてこの方法を取り入れていくには，不快感を緩和
する工夫が必要である。
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第10会場　第２群

202）更年期女性へのタクティールケア介入における生理
的・心理的効果

河野由美子，小泉由美，酒井桂子，久司一葉，木本未来，
坂井恵子，坪本他喜子（金沢医科大学看護学部）
橋本智美（金沢医科大学病院）
北本福美（金沢医科大学医学部）

【目的】
タクティールケアは，「やさしく触れる」ことで安心感が
得られる癒しのマッサージである。このケアを看護に生か
すために，身体的・精神的変化の大きい更年期女性を対象
に実施し，生理的・心理的効果の有用性を検討した。
【研究方法】
対象者は，研究協力募集により参加した45歳～55歳の女性
12名。研究期間は平成22年５月～12月。タクティールケア
（以後ケア）は室温26度，湿度60％の設定室内において，
ケア介入前10分間ベッドで安静臥床し，背中10分両足20分
のケアを行い，ケア終了後60分安静臥床した。施術者はタ
クティールケア認定者。生理的指標は体温・脈拍・血圧，
体表温度（前胸部・右前腕部・右外踝部），自律神経活動
は交感神経活動指標 （LF/HF）及び副交感神経活動指標
（HF） とし，ケア介入前，ケア終了直後，30分後，60分後
に測定した。心理的指標は，日本語版POMS短縮版をケ
ア介入前後に測定した。属性（年齢・更年期症状・悩み・
簡略更年期指数SMI等）はケア介入前に自記式調査用紙
に記入した。分析方法は，Wilcoxonの符号付順位検定に
より対応のある比較を行った。なお本研究は，研究者所属
機関の倫理委員会の承認を得て実施した。対象者には，ケ
アを体験した上で研究目的・参加方法・利益不利益等につ
いて，口頭と書面で説明し同意書に署名を得た。
【結果】
１）属性：平均年齢は50.1歳，更年期症状及び悩みは全員
が有りと回答し，平均SMI点数は45.3点であった。２）生
理的指標：ケア介入前とケア終了直後，30分後，60分後の
測定値を比較した。脈拍数は，終了後各期で有意に減少し
た（p＜ .05）。体表温度は，前胸部・右外踝部で終了後各
期に有意に上昇した（p＜ .05）。右前腕部は終了直後，30
分後で有意に上昇した（p＜ .05）。LF/HFは，30分後に測
定値の減少傾向を認めた（p＜0.1）。またHFは，30分後，
60分後に有意に活性化した（p＜ .05）。体温，血圧の有意
差はなかった。３）心理的指標：POMSの「緊張－不安」
「抑うつ－落込み」「怒り－敵意」「疲労」「混乱」の各項目
得点は，ケア終了後に有意に低下した（P＜ .05）。「活気」
の項目は変化しなかった。
【考察】
本研究では，脈拍数が介入後有意に減少し，副交感神経
指標が有意に活性化した。これは，更年期女性へのタク
ティールケアの介入により副交感神経活動が優位になる
ことを表しており，リラックス効果があることが示唆され
た。また，POMSの各項目得点が介入後，有意に低下し
たことからも効果を裏付けていると推察する。さらに，60
分後も副交感神経活動が優位な状態であり，リラックス効
果が長時間継続することも明らかになった。しかし，対象
が12名と少なく今後の課題である。

203）更年期女性へのタクティールケア介入の生理的効果
－簡略更年期指数による比較－

小泉由美，河野由美子，酒井桂子，久司一葉，木本未来，
坂井恵子，坪本他喜子（金沢医科大学看護学部）
橋本智美（金沢医科大学病院）
北本福美（金沢医科大学医学部）

【目的】
女性のライフサイクルにおいて特有の身体的・精神的変化
がみられる更年期にある女性を対象に，タクティールケア
を行い生理的効果を検証する。
【研究方法】
対象：45歳～55歳の女性12名。期間：平成22年５月～12
月。介入方法：対象者はベッド上臥床で，タクティールケ
ア認定者が背中10分・両足20分施術し，その後60分安静
臥床を促した。方法：生理的指標は，体温，脈拍，血圧，
体表温度（前胸部・右前腕部・右外踝部），自律神経活動
（LF/HF）で，介入前・直後・30分後・60分後の計４回測
定した。また，簡略更年期指数（以後SMI）および自覚
する更年期特有の症状や月経の有無等を調査した。分析方
法：SMIで更年期障害の治療の目安となる51点をカット
オフポイントとし，低値群と高値群に分類した。介入前・
後の生理的変化をWilcoxonの符号付順位検定により対応
のある比較を行い，有意水準５％とした。倫理的配慮とし
て，研究者所属機関の倫理委員会の承認を得て実施した。
対象者にはタクティールケアを体験した上で，研究の趣
旨・参加方法・利益不利益等，口頭と書面で説明し同意書
に署名を得た。
【結果】
１）SMIの低値群８名，高値群４名であった。SMI得点：
低値群15～47点（35.63±10.6点），高値群61～69点（63.75
±3.6点），年齢：低値群47～53歳（50.13歳），高値群45～
53歳（49.25歳），閉経：低値群４名（自然３名・人工的１
名），高値群０名であった。自覚する更年期特有の症状：
低値群３～８項目（5.25±1.6），高値群５～11項目（7.75
±3.2）であった。
２）低値群では，脈拍数は，直後・30分後・60分後とも
に有意に減少した（p＜ .05）。体表温度は，右前腕部は直
後・30分後，前胸部および右外踝部は直後・30分後・60分
後ともに有意に上昇した（p＜ .05）。自律神経活動（LF/
HF）は，直後・30分後・60分後ともに有意に減少した（p
＜ .05）。体温，血圧は有意差を認めなかった。
３）高値群では生理的指標すべてにおいて有意な差を認め
なかった。
【考察】
今回の研究では，低値群ではタクティールケア介入によっ
て脈拍数および自律神経活動（LF/HF）が有意に減少し，
体表温度は前胸部・右前腕部・右外踝部ともに有意に上昇
した。低値群においては，タクティールケアの副交感刺激
による生理的効果が検証された。しかし，高値群では生理
的指標すべてにおいて有意な差を認めなかった。松本ら
（2007）の更年期外来受診の不定愁訴を有する女性は，交
感神経活動に比較して副交感神経活動が弱い傾向にあると
の研究報告を支持するものとなった。ただし，本研究では
対象者が12名と少なく，今後は対象者を増やしてのさらな
る検証が必要である。
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204）腰背部温罨法における湿熱法と乾熱法によるリラク
セーション効果の比較

金子眞由美（国立病院機構呉医療センター呉看護学校）
乗松貞子（愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

【目的】
腰背部温罨法における湿熱法と乾熱法のリラクセーション
効果の違いを，生理・心理両面から明らかにした。
【方法】
実験は，健康な男子看護学生11名を被験者として，Ａ大学
実験室で実施した。実験条件は，43℃の蒸したバスタオル
を被験者の腰背部に貼用する湿熱法と，蒸したバスタオル
をビニール袋に入れて貼用する乾熱法とし，２条件を日を
変えて実施した。生理的反応として脳波（α /β値），心
拍変動（LF/HF比，HF成分パワー値），深部体温，皮膚温，
心理的反応として日本語版感情プロフィール検査短縮版
（POMS），VAS，気持ち良さを測定した。体位は，端座位
でオーバーテーブル上の安楽枕を抱いた前傾姿勢とし，10
分間の安静閉眼保持後（コントロール），５分間の腰背部
温罨法を実施，その後10分間の安静保持とし，その間生理
的反応を連続測定した。心理的反応の測定は，実験開始前
後で行った。統計処理は，安静保持時の測定値を基準にし
て変化率｛（各介入時における測定値－安静時の測定値）/
安静時の測定値）×100｝を求め，ノンパラメトリック検
定にて条件間および条件内の比較を行った。生理と心理の
相関は，Spearmanの順位相関係数の検定を行った。統計
ソフトはSPSSを使用し，有意水準は５％未満とした。倫
理的配慮は，対象者に目的と方法を説明し書面による同意
を得，所属大学の倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結果】
α /β値は，湿熱法において温罨法中１分間のα /β値に
コントロールに比べ有意な上昇が認められた。HFは湿熱
法が乾熱法に比べて温罨法中の0.5分後と１分後に有意な
上昇が認められた。LF/HFは，温罨法中の0.5分後では，
湿熱法が乾熱法に比べて有意な低下が認められた。皮膚
温は，温罨法中1.5分～2.5分の１分間は湿熱法が，コント
ロールに比べ４℃以上上昇したが，乾熱法は４℃以上の上
昇は認められなかった。深部温には，有意な差は認められ
なかった。VASは温罨法直後は湿熱法が乾熱法より高かっ
た。POMSは，T-A（緊張－不安）のみ，湿熱法と乾熱法
ともに有意な低下が認められた。気持ち良さは，10名中８
名の被験者が湿熱法を好んだ。α /β値とVASにおいて，
湿熱法のみ正の相関が認められた。
【考察】
湿熱法において温罨法中１分間のα /β値の上昇，温罨法
中0.5分後のHFの上昇とLF/HFの低下に有意差が認めら
れた。８割の被験者が湿熱法を好んでおり，温罨法実施直
後の１分間は，生理・心理両面において湿熱法のリラク
セーション効果が高いことが示唆された。単にタオルが冷
めないことを優先に考えて蒸しタオルをビニール袋に入れ
て貼用するのではなく，１分という短い時間でも腰背部に
直接蒸しタオルを貼用する方法は「気持ち良さ」を提供で
きる援助であると言える。

205）生体での静脈血採血演習に対して学生が行うプリパ
レーション

松澤洋子（大阪市立大学医学部看護学科）
渡邉亜紀子，久保まどか （元大阪市立大学医学部看護学科）

【目的】
学生が体験する基礎看護技術演習の中で実施者が強い緊張
を伴い，患者役が痛みへの苦痛や不安を伴う学生同士によ
る生体での静脈血採血演習において，採血を実施する学生
がどのようなプリパレーション（心理的準備）を行ってい
るのかを明らかにし，併せてそれが手技遂行や患者役の学
生にどのような効果をあげているのかを検討する。
【研究方法】
１．対象者：A大学の基礎看護学演習（２年次）を履修し
た53名中，研究参加への同意が得られ，生体での採血を実
施した40名。２．方法：採血の演習直後に無記名自記式用
紙に１）採血の実施に向けて行ったプリパレーションと効
果，２）患者役として実施者から受けた配慮について記載
してもらい，プリパレーションを抽出した。３．倫理的配
慮：A大学の倫理委員会で承認を得た。対象者には演習の
運営に直接的に携わらない共同研究者が文書と口頭で研究
目的，研究参加の任意性，匿名性，個人情報の守秘性につ
いて説明して署名による同意を得た。
【結果】
学生のプリパレーションは「安全に採血ができるという自
信をもつ」「練習をしたのだから出来ると信じる」「精神統
一・集中する」「危険な時は教員が止めてくれるから大丈
夫だと自分に言い聞かせる」という練習に基づく自信を持
ち，自分を鼓舞することが主に抽出された。実施後は「安
全・安楽に実施できた」「落ち着いて実施できた」との回
答が多く，各自のプリパレーションによってイメージどお
りに実施できたと自己評価していた。患者役の学生は，実
施者の「気遣い」を実感し，「練習を重ねていたことを知っ
ていた」ことや「真剣さが伝わった」こと，「実施者が落
ち着こうとしているのがわかった」ことが不安の緩和に繋
がったと実施者の配慮を感じ取っていた。苦痛を訴えた学
生はいなかったが，「恐怖のあまり覚えていない」との回
答もあった。教員の評価項目は「無菌操作」「採血部位の
選定」「安全確保」「止血」「検体・医療廃棄物の扱い」か
ら成り，手技目標は全員達成できた。
【考察】
学生は生体での採血演習は危険や苦痛を伴うことを充分に
認識したうえで，模型を用いた手技や手順の練習とシミュ
レーションを重ねて演習に臨んでいた。安全の確保をする
と同時にプリパレーションによって自身の不安を緩和し，
その効果を実感していることが確認できた。教員として安
全・安楽の確保，医療事故防止，手技や原則の確認を行う
だけでなく，学生の過度の緊張や不安を緩和する方法にも
目を向けたい。また，患者役の学生の血管が探しにくく，
生体での採血ができなかった学生に対して自信を喪失する
ことのないように配慮したいと考えている。
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206）若年女性に対する骨密度に関する教育的指導効果

近村千穂，石崎文子，青井聡美，池田ひろみ
 （県立広島大学保健福祉学部）
飯田忠行（藤田保健衛生大学医学部）
片岡　健，小林敏生（広島大学大学院保健学研究科）

【目的】
骨粗鬆症の予防対策は，若年時において，運動の励行と栄
養摂取を主体とした日常生活を送り，可及的に高い骨密度
を獲得しておくことが重要である。しかし ,若年者の骨密
度に対する関心は低く，危機感を持っていないのが現状で
ある。そこで，女子大学生の骨密度を６ヶ月毎に測定し，
自己の測定結果を基に骨密度についての教育，栄養指導，
生活改善指導を行い，その経時的効果について検討した。
【研究方法】
A大学看護学科女子学生を対象に，研究の趣旨を説明し，
研究同意を得た女子学生93名（教育群70名，対照群23名：
平均20.4±0.6歳）を分析した。教育群は，入学時と２年後
に，食事に関する調査（食事の摂取状況，食事制限状況，
カルシウム摂取状況，イソフラボン摂取状況），を２回行っ
た。骨代謝の知識に関する調査と意識調査については，２
年後１回のみ行い，骨密度測定は，入学から６ヶ月毎に， 
５回測定を行った。また，測定後，その都度，個々のデー
タを用いて結果説明及び骨に対する教育的指導を行った。
対照群は，入学２年後に食事に関する調査・骨の知識に関
する調査を１回のみ行った。食事に関する調査と骨の知識
に関する調査について対照群と教育群の比較検討を行うた
め，Mann-Whitney U 検定の相関係数，食事摂取状況につ
いては , カイ２乗検定を用いて解析を行った。有意水準は
P＜0.05とした。なお，本研究は広島大学倫理委員会の承
認を得て行なった。
【結果】
食事の摂取状況では ,｛昼食で外食｝のみ対照群が有意に
多かった（p＜0.01）。食事回数，カルシウムでは，対照群
と教育群で有意差を認めなかったが，イソフラボンでは，
対照群で106.1±90.9（㎎ /週），教育群で155.8±121.9（㎎
/週）と教育群で高値を認めた（p＝0.082）。骨密度の知識
得点については，環境についての知識得点を除く（骨の基
本，栄養素，ホルモン，運動，骨粗鬆症，食事の項目）全
ての知識得点で教育群が有意に高かった（p＜0.01）。行動
変容については，過半数以上が『生活改善に心がけた』と
答え，骨密度については２年間で有意差はなかったが，測
定について全員が次回測定を希望する結果であった。
【考察】
本研究に参加した女子大生は，骨密度測定に参加し教育を
受けることで，過半数以上が調査中の２年間の生活で『生
活改善に心がけた』と答え，栄養や生活改善を行うように
なった。また，６ヶ月毎の骨密度測定は，現在の自己の骨
密度の状態を把握し，知識を向上させるだけでなく，生活
改善意欲の低下を防ぐと考えられ，若年者の高い骨密度獲
得に有効であると示唆された。
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208）地域高齢者の介護予防に向けたボランティア活動へ
の提案　－食生活改善推進員の活動の現状から－

岡村絹代（愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科）

【目的】
高齢者の会員が多い食生活改善推進員（以下，食改）は，
健康づくりから地域福祉を担うボランティアとして幅広い
活動を行っている。高齢者がボランティア活動を通じて地
域で役割を持つことは，高齢者の健康の増進に寄与すると
いわれており，食改はその役割を果たし，介護予防が期待
できるボランティア活動であると考えた。そこで本研究
は，高齢者食改の活動の現状を明らかにし，高齢者自らが
積極的に食改活動に参加し，継続できる方策を検討するた
めの一資料とすることを目的とする。なお，本研究におけ
る高齢者の年齢は，定年退職を迎え，公私ともに渡って役
割の方向転換を迎える60歳以上の者とした。
【研究方法】
Ａ町の高齢者食改10名，平均年齢は65.5±2.5歳に，半構成
的面接法を用いて，食改活動にどのように関わり，どのよ
うに思っているのかインタビューを行った。対象者の承諾
を得て録音し逐語化した後，活動の意識に関する部分を抽
出してコード化，類型化し，質的に分析した。対象者とそ
の所属機関長に，書面と口頭で調査の趣旨，協力の依頼，
結果の公表について説明し同意を得て実施した。
【結果】
食改活動の現状として【活動ができる要件】【活動におけ
る喜び】【活動におけるストレス】【ボランティアとしての
限界】【活動が継続するための基盤整備】の５つのカテゴ
リーが抽出された。自動車を所有し，事業の日程に必ず参
加できるなどボランティアとして【活動ができる要件】を
備えている高齢者は限られていた。活動を通じて健康作り
や交流，地域貢献，料理のレパートリーが増えたことは
【活動における喜び】となり，食改自身の生きがいや健康
づくりに役立つと感じていた。しかし，行政との間にある
事業の運営を巡る確執や，役員経験者へ過度な負担や責任
がかかる体制は，【活動におけるストレス】となっていた。
この状況が継続すると【ボランティアとしての限界】を感
じ，組織を退会する悪循環が続いていた。食改活動に対し
ては，地域性への配慮や事業内容の見直しなど【活動が継
続するための基盤整備】を希望していた。
【考察】
抽出された５つのカテゴリーから，高齢者食改は食改活動
を生きがいや健康づくりに役立つと感じ，自ら積極的に取
り組んでいた。しかし，ボランティアとしての負担感を強
く感じるようになると，活動は喜びからストレスへと変化
し，退会していることから，地域性や高齢者の状況に配慮
した活動内容を再検討していく必要性がある。食改は，食
生活に関連した身近で取組やすいボランティア活動である
ため，高齢者が継続的に参加できる環境を整えていくこと
で，介護予防への効果が期待できるといえる。

第10会場　第３群

207）垂直及び水平方向の低周波・低振幅揺動が立位時の
心拍変動に与える影響

榊原吉一（金沢工業大学情報学部心理情報学科）
長坂　猛（宮崎県立大学看護学部）
田中美智子（福岡県立大学看護学部）

【目的】
本研究の目的は，半自立位の人体に与えられた，低振幅・
低周波数の体軸方向に沿った揺動と，体軸に直角な揺動
が，低周波数領域の心拍変動と動脈血圧変動に及ぼす影響
の特徴を明らかにすることである。
【倫理的配慮】
被験者には研究の目的と手順，実験中の想定される危険
性，それに途中棄権の自由性等も含め口頭説明を行い，文
書署名にて参加同意の確認を得た。
【研究方法】
被験者（男子，13人）は，垂直方向（ｚ揺動）または水平
方向（ｘ揺動）に揺れる（周波数0.07Hz，片側振幅５㎝）
台座上で，台座に連結した支持構造に把持，膝当て，軽い
腰掛け等の動作により半立位の姿勢を保持した。実験中，
心電図，血圧（フィナプレス），呼吸温を連続的に測定
し，１kHzでAD変換した後PCに保存した。呼吸は0.12,　
0.16,　0.22Hzの各周波数で統制した。実験は，室温24℃
下で，各区５分ずつ，安静，揺動（ｘまたはｚ），安静，
揺動（ｚまたはｘ），安静という順番で行った。実験後口
頭による内省報告を聴取し筆記した。RR間隔から心拍変
動のパワースペクトルを算出した。その他，呼吸周期，収
縮期圧，弛緩期圧等を求めた。呼吸の統制に失敗した一人
は解析から外した。毎回の実験から約100回のRR間隔パ
ワースペクトルを求めた。
【結果】
毎回の実験で得られた全パワースペクトルを0.04－0.22Hz
領域に限り３D図で呈示すると，揺動時に0.07Hz周辺
にパワーの高値が現れ，且つ，このパワースペクトルの
0.07Hz領域への集約の様子が揺動の種類により異なる
ことが観察された。そこで，各揺動時に得られた最大の
0.07Hzパワーの，隣接する両側パワーを含めた合計値に
占める割合を求めた。その結果，ｚ揺動時はｘ揺動時に
比べ統計学的に有意に高い割合いが得られた（p＜0.05；
46.2% vs. 37.7%）。
【考察】
心拍変動は動脈血圧変動に依存し，動脈血圧変動は呼吸
周期により大きく影響をうける。また，LF領域の血圧
は血管交感神経の活動周期とその神経伝達上の特性から
0.1Hzで共鳴しうる。我々は昨年の本学会で座位時に与え
た0.07Hzのピッチ揺動が心拍変動に影響を与えることを示
し，身体揺動が血圧変動を誘うことを示唆した。以上の知
見と本実験の結果より，動脈血圧は体軸方向の揺れを受け
ると，それと直角方向の揺れに比し，より直接的な影響を
受けることを示すものである。0.07Hz周辺の心拍変動には
交感・副交感両自律神経活動成分が含まれているので，ｚ
揺動は血圧変動を介し，共鳴性がやや軽減されより安全で，
効率的な自律神経活動調節機能を有するものと考えられる。



日本看護研究学会雑誌 Vol. 34　No. 3　 2011 275

209）在米日系人の健康統制観（HLC）とライフスタイル
との関連（第２報）

右近清子，山本雅子（広島大学病院）

【目的】
2005年に第１報を報告したが，近年の日本と欧米のライフ
スタイルの差は縮まっている。そこで今回，在米日系人の
動向を知り，日本の健康教育に示唆を得ることを目的に調
査を実施した。
【方法】
ロサンゼルス在住日系人医学調査を受診した628名を対象
に，目的や方法，得られたデータを研究に使用する旨につ
いて文書で説明し同意を得た。調査項目として身体測定
値，血液生化学データ，日常生活（嗜好，運動習慣，食生
活），健康統制観（以下HLC）について調査をした。調査
項目と健康統制観との関連について統計手法（SPSSver.19）
を用いて分析した。なお，HLCは渡辺ら改変による下位
尺度が内的統制と外的統制からなる14項目を５件法（高い
ほど内的統制を示す）で調査した。
【結果】
対象は，有効回答が得られた573名（平均年齢61.2±14.4
歳），男性246名（59.8±15.2歳），女性327名（62.3±13.7
歳）であった。HLCの平均は，53.3±6.9であった。年代
別では20歳代54.5±6.9，30歳代53.9±5.8，40歳代53.7±6.5，
50歳代53.8±6.5，60歳代53.9±7.6，70歳代52.0±6.7，80歳
以上51.8±7.9で年齢が高くなるほど外的傾向を示したが
有意差は認めなかった。HLCと血液データ，食生活の値
には相関を認めなかった。また，運動習慣，嗜好の有無
による２群間のHLCにも有意差を認めなかった。平均
年齢を基準とし61歳以下（A群249人，平均年齢48.2±6.3
歳）と62歳以上（B群324人，平均年齢71.3±6.9歳）の２
群に分けて群ごとにHLCと各項目との比較を行った。そ
の結果，A群では，非喫煙群のHLCが内的傾向を認めた
（t（225）＝2.26，p＜0.05）。飲酒，運動量，既往歴の有無
では有意差を認めなかった。HLCと測定値との相関では，
総コレステロール，LDL-C，中性脂肪値に正の相関を認
めた。B群では，喫煙，飲酒，運動量，既往歴の有無によ
る２群間では有意差を認めなかった。HLCと測定値との
相関では，血圧，体重，総コレステロール，LDL-C値，
炭水化物，糖質，食塩の摂取量に正の相関を認めた。
【考察】
内的統制が強い程，健康的な行動をとることが報告されて
いる。しかし，本調査の結果では内的統制と血中脂質値に
正の相関を認めたことから，認識が健康行動に結びついて
いないことが示唆された。若い群では，非喫煙群に内的傾
向を認めたが，米国は禁煙教育を精力的に取り組んでいる
ため，その影響も考えられる。年を重ねるごとに外的統制
になっている。高齢者は加齢による全身的な心身機能の低
下，ライフスタイルの変化により健康は自身の努力では統
制できないと捉えていくと考えられる。したがって，年齢
に応じた指導が必要である。なお，本研究はハワイ・ロサ
ンゼルス・広島スタディの一環で実施した。

210）南太平洋へのヘルスツーリズムが精神的健康度に及
ぼす影響

古屋敷明美，寺岡幸子，若松順子，小林敏生
 （広島大学大学院保健学研究科）

【目的】
近年，観光に加えて健康の保持増進を目指したヘルスツー
リズムが注目されている。本研究では南太平洋諸島（フィ
ジー諸島，ニューカレドニア）へのヘルスツーリズムが精
神的健康度に与える影響について検討する。
【方法】
自記式質問紙調査（気分・感情（POMS），うつ傾向
（CES-D），group生活による感情（プライベート空間機能
尺度），および表情分析（昼食前，活動時の顔写真）を実
施した。調査：10日間の滞在期間中に，適正な食事を摂
取，規則正しい起床・睡眠リズムを確保した。また，水
泳，シュノーケリング，乗馬，異文化交流を行った。調査
は，事前・滞在初日（初日）・滞在最終日（最終日）の３
回実施した。対象者：本研究への承諾を得た高齢女性９
名。分析：滞在による精神的健康度は，調査で得たデー
タについて，事前・初日・最終日の比較を行い，表情は，
Ekmanによる表情分析法を用いて評価した。検定には
SPSS　Ver.17Jを用い，ノンパラメトリック検定，および
相関分析を実施した，倫理的配慮：所属機関倫理委員会の
承認を得た後に，匿名性の保持，参加は何時でも取り消せ
る，公表することなどを文書と口頭で説明し，承諾を得て
実施した。
【結果】
対象者の平均年齢（SD）は66.6歳（4.93），基礎疾患は高
血圧症３名，血糖高値２名であった。POMSについては，
活気に有意差（p＜0.05），混乱に有意傾向（ｐ＜0.1）を
認めた。活気では「活気がわいてくる」「精力がみなぎる」
は事前に比べて初日が有意に高く，混乱「忘れっぽさ」「頭
が混乱する」「物事がてきぱきできない」が事前より最終
日が有意に低下していた。うつ傾向ありの者（CES-D16
点以上）は，事前２名，初日４名，最終日０名であった。
「毎日楽しい」は初日・最終日とも事前と比べて有意に高
値であった。プライベート空間機能尺度については，大切
さで「緊張解消」，確保で「専有空間」がともに有意（ｐ
＜0.001）に低下し，「自己を開発できる」「なんでも話せ
る相手」が初日より最終日が高値であった。表情は，事前
に比べて，初日・最終日とも深い鼻唇溝，頬の挙上，眼の
キラリとした輝きという幸福表情を呈した。幸福の表情
は，活気が湧く，「毎日楽しい」とは正の相関，「緊張解消」
とは負の相関を示した。
【考察】

POMSにおける活気の上昇と，混乱が低下，うつ傾向の
改善がみられ，プライベート空間機能評価の緊張が低下し
た。また，表情分析から幸福感情の増加を認め，それらの
表情は本結果で得られたCES-Dにおけるうつ傾向の改善
を認め，Positive感情と関連していたことからヘルスツー
リズムによって精神的健康度が改善することが示唆され
た。
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211）看護師の心の健康に影響を及ぼす情動知能因子の様
相

北原信子（大阪信愛女学院短期大学）
坊垣友美（愛知医科大学看護学部）

【目的】
本研究は，心の健康に影響を及ぼしている情動知能の因子
の様相を明らかにすることにある。この結果は，心の健康
を維持・増進に向けた支援のための資料になることが考え
られる。
【方法】
心の健康を示す指標としての心の健康度を陽性感情として
捉え，情動知能を心身の健康を維持・増進のための感情を
コントロールする感情的知性と定義した。2008年９月～12
月までの間で地方都市にある２つの病院に勤務する看護職
者112名のデータを分析の対象とした。調査より得られた
データ（無記名）は，本研究以外に使用しないこと，調査
の主旨を書面にて説明し，回答箱への投函を持って同意
が得られたものとした。また，本研究の使用尺度は許諾
を受けている。調査項目は，年齢，性別，子どもの有無
を調査した。心の健康はThe Subjective Well-being Inventory 
（SUBI）を用い，情動知能はEmotional Intelligence Scale 
（EQS）を用いて21項目を測定した。本研究における
Cronbackαは，心の健康度で0.85であった。EQSの３領域
においては，自己対応および対人対応で0.91，状況対応は
0.95であった。分析には，PASW Statistics18を用いた。
【結果】
平均年齢は，35.9±9.9歳であった。性別は，女性100名
（89.3%）であり，子供がいながら勤務している対象者は，
56名（46.3%）であった。心の健康に影響をおよぼす因子
を明らかにするために，従属変数を心の健康度とし，EQS
の因子を中心に独立変数として重回帰分析を行った。その
結果，心の健康度においては適応性・熱意・楽天主義が影
響を及ぼす因子として残り，このモデルで分散の42.8%が
説明された（図１参照）。
【考察】
状況に適応するための訓練の機会を与え，努力を重ねられ
る目標を与えること，楽天的な考えを持つことを推進する
ことで感情的知性を高められ，その結果心の健康が維持・
増進することが考えられた。

β＝.325, P＜0.01＊＊

β＝.263, P＜0.01＊＊

β＝.208, P＜0.05＊

適 応 性

熱　　意

楽天主義

心の健康度
（陽性感情）

R2＝0.428

図１．心の健康度に影響を及ぼす情動知能の因子の様相
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第10会場　第４群

212）看護学生の健康習慣及び体調と同居者の有無との関
連

仁科智子，春日久美子，杉野直子，植松祐美子，伊藤茂理
 （東邦大学佐倉看護専門学校）

【目的】
青年期の健康習慣はその後の生活習慣病との関連が深く，
この時期に健康習慣を維持していくことが重要である。こ
れまでに同居者の有無と健康習慣及び体調との関連につい
て述べられたものはない。そこで，学生の健康教育に関す
る示唆を得るために，学生の健康習慣及び体調と同居者の
有無との関連を明らかにする。
【研究方法】
１）方法：質問紙調査　２）対象：A看護専門学校１～３
年生の123名　３）回収数（率）：113名（91.9％），有効回
答数（率）112名（91.1％）　４）期間：2010年６～７月　５）
質問の内容：年齢，性別，同居者の有無，以下項目数は食
生活22，睡眠・休息８，ストレス３，喫煙16，薬物２，体
調12，運動３，環境２　６）分析方法：Excel統計（Statcel
２）使用　７）倫理的配慮：対象には研究の趣旨と３年間
の追跡を可能にするため記名であることを口頭と書面で説
明し，賛同した学生を対象とした。東邦大学佐倉看護専門
学校倫理委員会の承認を得た。
【結果】
対象学生112名について，健康習慣及び体調と同居者の
有無との関連をみた。同居者ありと答えた学生（同居
者あり群）は73名（65.2％），同居者なし（入寮学生含
む）と答えた学生（独り暮し群）は39名（34.8％）であっ
た。≪生活習慣≫規則的な食事を摂取している72名中同
居者あり群は56名（77.8％），朝食を摂取している87名中
63名（72.4％），緑黄色野菜を摂取している70名中52名
（74.3％），規則的な運動をする39名中32名（82.1％）であ
り，独り暮し群と比較して健康習慣を実践している割合が
高かった（P＜0.01）。十分な睡眠をとっているのは37名中
25名（67.6％）であり，独り暮し群と比較し関連はなかっ
た。≪体調≫体調不良を感じている13名中同居者あり群は
５名（38.5％），独り暮し群は８名（61.5％）であった（Ｐ
＜0.05）。≪体調と朝食の摂取との関連≫体調不良を感じ
ているのは，朝食を摂取しない22名中６名（27.3％），朝
食を摂取している86名中６名（6.9％）であった（P＜0.01）。
無回答は１名であった。
【考察】
独り暮しの学生は，同居者がいる学生に比べて食習慣（規
則的な食事・朝食の摂取・緑黄色野菜の摂取）・運動習慣
において健康習慣が実践されておらず，体調不良を感じて
いることがわかった。つまり，同居者の支援が学生の健康
習慣を維持する上で重要であるといえる。また，朝食を摂
取していない学生は体調不良を感じる割合が多いことか
ら，日々の体調維持のために朝食を摂取するか否かが重要
な因子となることが明らかになった。本調査の結果から，
今後は学生，特に独り暮しの学生が学生自身で健康習慣の
獲得・維持ができるよう支援する必要があると示唆され
た。

213）看護学生の自己の食生活改善をめざした教育プログ
ラムの開発　第１報

藤田三恵，川島和代，丸岡直子，中田弘子，三輪早苗
 （石川県立看護大学）

【目的】
本研究は，将来他者の健康を支援する高度な専門職を目指
している看護学生（大学院生を含む）が自己の健康的な食
生活を体験的に獲得していく教育プログラムを開発するこ
とにある。そのための取り組みの第一段階として，（１）
食事改善の介入を行い，その前後での主観的健康状態を比
較する。（２）自己の食生活の実態を介入前と比較し評価
することとした。
【研究方法】
（１）食事改善の介入方法として，介入期間は10日間とし，
参加学生は期間中の暴飲暴食を避け，昼食は学生食堂の定
食を毎日摂取する。夕食は参加学生の調整可能な日程にバ
ランスの取れた夕食を献立調理後試食し，夕食の献立・調
理・試食中に「食」に関連したミニ講義を受けることとす
る。（２）参加学生を対象とし，食事改善の介入前後で主
観的健康状態（桂晶子氏１）による16項目採択，４段階リッ
カート尺度使用）を比較する。（３）参加学生は介入前の
食生活の詳細，および介入中の食生活の詳細を栄養管理ソ
フト（栄養マイスター BASIC版ver2.0）に入力する。
【データ分析】
データ集計はExcel 2003を使用し，主観的健康状態の前後
比較はWilcoxonの順位和検定にて統計的に処理を行った。
倫理的配慮として，所属機関の倫理審査を受け，承認後に
調査・介入を開始し，プライバシーの保護を保障した上で
自由な参加を呼びかけ，同意書により参加者の同意を得
た。
【結果および考察】
研究参加に賛同した学生は，学部学生１年から４年，およ
び大学院生の９名（女子学生７名，男子学生２名）で，そ
のうち健康調査実施者は女子学生６名，男子学生２名の合
計８名，平均年齢は22.6歳（SD＝5.3）であった。対象者
の主観的健康状態を介入前後で比較したところ16項目中，
「疲れやすい」「肌が荒れやすい」「めまいがする」「抜け毛
が多い」「便秘しやすい」の５項目で有意差が見られた（p
＝0.05）。また参加学生のうち顕著に改善した学生Aの食
事摂取内容は，介入前は摂取エネルギーが必要エネルギー
の75％（食事摂取規準2005年）から108％となり，カルシ
ウム摂取量が44％から114%，鉄が29％から118％，食物繊
維は34％から91％，ビタミンB群についても50～70％から
100％以上の充足率となった。質問紙の自由記載では，疲
れが以前より楽になった（２名），授業が集中して聞ける
ようになった（１名），排便の改善（３名），栄養バラン
スを考えるようになったという意見が見られた。バランス
のとれた食事の改善をめざした介入を実施し，学生の食生
活が改善すると同時に学生が感じている健康状態も良好に
向かい，食生活改善に対して動機づけられることが示唆さ
れた。
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214）看護学生の大学生活満足度の現状および社会的スキ
ルとの関連

仁科祐子，乗越千枝（鳥取大学医学部保健学科）
谷垣靜子（岡山大学大学院保健学研究科）
宮林郁子（聖マリア学院大学看護学部）

【目的】
我々は先行研究において，学生の社会的スキルを高める教
育プログラムのメンタルヘルス向上への有効性を示唆し
た。本研究ではメンタルヘルスの中でも大学生活満足度に
着目し，大学生活満足度の現状を明らかにするとともに，
大学生活満足度と社会的スキルとの関連を明らかにするこ
とを目的とした。
【研究方法】
2011年１月に，A大学の看護学３年生90名を対象として，
無記名自記式質問紙調査を実施した。講義終了後に調査
用紙を一斉に配布し，その場で回答・回収した。調査内
容は社会的スキル尺度（KiSS-18），アサーティブネス尺
度（RAS日本語版）の２つの既存尺度と大学生活満足度
調査票（独自作成，16項目）であった。大学生活満足度は
人との関係（友人関係等３項目），学業（講義等５項目），
学業以外（部活サークル等７項目），大学生活全体１項目
の各質問項目に対して，「非常に満足」～「不満足」の４
件法で評価した。倫理的配慮として大学内医学部倫理審査
委員会の承認を得た上で実施した。対象者への説明は，対
象者全員に対して一斉に説明書と調査用紙を配布し，口頭
で行った。本研究は対象者の自主的参加意思を尊重して実
施され，研究協力の有無が今後の学生生活等に影響するこ
とは一切ないことを説明した。また，調査用紙の提出を
もって研究協力意思を確認することや個人情報保護の方法
について説明を行った。分析は，大学生活満足度と社会的
スキルとの関連を明らかにするために，社会的スキル低群
（KiSS-18得点55点以下，n＝42）と高群（KiSS-18得点56
点以上，n＝42）に２分し，大学生活満足度の各項目につ
いては不満足群と満足分群に２分し，カイ２乗検定を行っ
た。
【結果】
回収された質問紙は85（回収率94%）であった。各尺度の
総得点の平均値は社会的スキルで54.4（SD8.8），アサー
ティブネスで－12.0（SD15.6）であった。大学生活満足度
で「非常に満足」または「どちらかというと満足」に回答
した者が多かった項目は，友人関係，家族関係，実習全
体，実習グループであった。一方「どちらかというと不満
足」または「不満足」に回答した者が多かった項目は，学
業に対する頑張り度，実習記録であった。カイ２乗検定の
結果，社会的スキルと有意に関連していた項目は，学業に
対する頑張り度（p＜0.05），睡眠状態（p＜0.05），学業以
外に対する頑張り度（p＜0.01）であった。
【考察】
社会的スキルが高いと学業や学業以外に対する頑張り度が
高く，睡眠状態に満足している傾向がみられた。よって社
会的スキルを向上させる教育プログラムは，学業や学業以
外に対する頑張り度，すなわち様々なことへのモチベー
ションを向上させる効果が特に期待されると考えられる。

215）看護大学生が捉えたケアされた体験に関する研究
－家族からのケア－

坂梨左織，松岡　緑，太田里枝，柴田裕子，鐵井千嘉
 （福岡女学院看護大学看護学部）

【目的】
看護大学生が入学前の生活体験のうち，どのようなことを
ケアとして捉え，さらに，そのケアを受けたときにどのよ
うな思い・感情を抱いたのかを明らかにする。
【方法】
2010年７月12～16日に，看護大学１年生94名を対象に，入
学前までの生活体験の中で受けてきたケアとその時に抱い
た思い・感情について記述回答によってデータ収集を行
い，質的帰納的に分析した。
【倫理的配慮】

F大学研究倫理委員会の承認を得て，研究対象者に研究の
主旨や方法，研究への参加不参加は成績評価に無関係であ
ることを口頭および文書によって十分説明し，同意を得
た。
【結果】
学生は全て女子学生であった。ケアを受けた相手は，看護
師38件，家族24件，看護師以外の医療者９件，友人や先輩
７件，養護教諭５件，身の回りの人々４件，教師４件，不
明３件であった。本研究は，家族に焦点を当てて分析を
行った。データ分析の結果，「家族から受けたケア」は，
36のコードが抽出でき，15のサブカテゴリーに集束し，６
つのカテゴリー，≪治って欲しいという願いをこめて看病
してくれる≫，≪どんなときも心配してくれる≫，≪犠牲
を払ってでもそばにいてくれる≫，≪そっと見守ってくれ
る≫，≪いつでも手を差しのべてくれる≫，≪自分のため
に叱咤激励してくれる≫となった。「ケアを受けたときに
抱いた思い・感情」は，32のコードが抽出でき，11のサブ
カテゴリーに集束し，５つのカテゴリー，≪心の安寧≫，
≪思いやりの形成≫，≪湧き上がる奮起≫，≪人の役に立
ちたい≫，≪かけがえのない家族の存在≫となった。
【考察】
学生は，家族からのケアを単なる行為としてではなく，子
どもに対する保護や育成といった心情を伴っていることを
掴んでいた。また，これらのケアを受けることによって，
自己の充足だけに留まらず，≪人の役に立ちたい≫といっ
た献身的態度を形成させていた。看護の実践能力は，ケア
しケアされるといった体験によって洗練され１），さらに，
ケアされる体験とは，受け手が「ケア」と知覚した行為を
意味づけし，意識化するという認識の過程から成り立つ。
これらから，学生が，家族の愛情を基盤にしたケアの経験
を持つとともに，それらを確実に捉えることで他者をケア
することの重要性に気付き，自己成長を伴う行動や思いに
繋がっていくことの可能性が示唆された。今後は，家族以
外の人々からケアされた体験が，ケアに対する行動や思い
にどのように影響するかを検討する必要がある。
１）ジーン ワトソン著，稲岡文昭，稲岡光子訳：人間化
学とヒューマンケア，医学書院，1992
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216）眼球運動と危険認識からみた看護大学４年生の危険
予知の特徴

大黒理惠，齋藤やよい
 （東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科）

【目的】
実践能力の高まりとともに危険予知力がどのような変化を
するのかを明らかにするために，本研究は看護学演習及び
実習を終えた看護大学４年生に注目し，その危険予知の特
徴を，眼球運動と危険認識から明らかにすることを目的と
した。
【研究方法】
対象者：看護大学４年生５名（以下，N４群とする）及び
１年生（以下，N１群とする）５名で，いずれも視覚や視
野，言語能力が正常の者。方法：ベッドから車椅子への移
乗場面を設定し，眼球運動計測装置（アイマークレコー
ダー EMR-9，Nac製，以下アイカメラとする）を用いて
観察時の眼球運動を計測した。観察時間は対象者の任意の
時間とした。また，観察前の注目点，観察後の記憶内容と
危険な点，理由を自由回答により得た。分析：解析ソフト
ウエアEMR-ｄFactoryを使用した。視線配置部位は空間
的に13項目に分類し，危険要因は意図的に10要因を設定
し，このうち８要因は視覚により確認できるものとした。
同一項目を0.2秒以上継続して見た場合を注視とし，各注
視項目への注視時間や注視回数を測定した。両群比較はｔ
検定，χ２検定にて行った。倫理的配慮：東京医科歯科大
学医学部倫理審査委員会の承認を得た。
【結果と考察】
N４群の観察時間，平均注視時間，平均注視回数は109.0
±37.8秒，81.2±26.2秒，169.4±57.0回，N１群は45.8±8.8
秒，38.6±9.0秒，91.4±27.5回であり，いずれもN４群が
多かった。（p＜0.05）。また，注目点，記憶内容，危険な
点は，N４群でそれぞれ6.6±1.1個，10.2±1.1個，4.0±0.7個，
N１群は3.4±1.5個，6.2±3.4個，2.4±1.1個であり，いずれ
もN４群が多かった（p＜0.05）。実際の注視項目と一致し
た注目点は，N４群は18個（56.3％），N１群は９個（56.3％）
であり，観察前の注目点を実際に注視することに両群の違
いはなかった。しかし，記憶内容との一致は，N４は群52
個（98.1％），N１群は36個（67.9％）であり，N４群が有
意に多かった（p＜0.05）。N４群の記憶内容には，意図し
た危険要因のうち５要因が含まれ，その理由は「転倒や点
滴抜去の危険性」，「患者の閉眼による状態把握困難」，「水
分量不足の可能性」だった。一方，N１群の記憶内容には
意図した危険要因４要因が含まれ，理由は「転倒や点滴抜
去の危険性」，「移動や移乗に邪魔」だった。N４群は時間
と回数を多くして注視することで注目点と記憶内容の一致
率が高め，意図をもった観察をしていた。また，記憶内容
と危険な点とを結び付けた理由には，N１群にはない患者
の状態に合わせた理由が挙がった。
【結論】
同一場面の観察であってもN４群は観察時間，平均注視回
数，平均注視時間が有意に長く，観察前の注目点，観察後
の記憶内容や危険な点と有意に一致した。さらに，N４群
は注目点を活かした観察を行い，眼球運動を連動させてい
た。
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217）女子看護学生の実習中の排尿・食事・睡眠の実態調
査

三戸麗美愛（小倉記念病院）
藤井彩絵（日本赤十字医療センター）
平田弥生，原田奈央美（山口大学医学部附属病院）
古屋恭子（下関総合病院）
留畑寿美江（山口大学大学院医学系研究科）

【目的】
排尿行動は食生活や生活リズムと関連し，看護学実習期間
は不規則な食生活や欠食の増加，睡眠時間の短縮などの身
体的負荷が生じると言われている。本研究では，女子看護
学生の排尿行動の意識と食事及び睡眠時間の実態について
実習期間と実習期間外（普段）を比較検討した。
【方法】
女子看護学生４年生31名（平均年齢22±0.7歳）を対象に，
排尿日誌記録を実習期間および普段をそれぞれ３日間行っ
た。調査項目は，排尿回数，水分摂取量，起床・就寝・食
事時間を自記式で記録した。４．分析方法： ２変量の比較
にはwilcoxon検定，多群間の比較には，繰り返しのない一
元配置分散分析，postfoc-testとしてBonferoni分析を用い
て検定した。有意水準はp＜0.05とした。
【倫理的配慮】
本研究は山口大学大学院医学系研究科保健学系研究倫理委
員会の承認を得て実施した。また，研究の趣旨や・プライ
バシーの保護などについて書面で説明し，回収を持って同
意とした。
【結果】
平均排尿回数は実習中5.4±1.6回 /日，普段5.9±1.9回 /日
で有意な差はみられなかった。平均水分摂取回数は実習中
5.9±2.0回 /日，普段6.2±2.2回 /日で有意な差はみられな
かった。睡眠時間は実習中6.5±2.4時間 /日，普段8.6±1.9
時間 /日で普段が有意に長かった（p＜0.05）。起床時間は
実習中6:00～7:29，普段8:00～10:29に集中していた． 実習
中の食事は朝食6:00～7:29，昼食11:00～11:29，普段は朝食
8:30～10:59，昼食12:30～12:59に摂取時間が集中していた。
夕食摂取時間のばらつきが大きかった。朝食および昼食の
欠食人数は実習中より普段において有意に多かった。
【考察】
実習では昼休憩が確保されているため，尿意を感じても確
実に排泄行動をとれるという安心感により排尿間隔が３～
４時間空けることが可能である。一方，時間の制約がない
普段は覚醒時間の遅延により午前中に排尿行動が少なく，
午後に回数が増す傾向があった。睡眠は，実習中と普段に
おいて一般的に心身に健康的な睡眠時間である６～８時間
であった。更に食事の取り方は，実習中は早起きによって
朝食の欠食者が減り，普段は起床時間の遅れが１日２食に
していた。このことから，女子看護学生は普段の生活より
も実習時の方がより時間の規則性があることが考えられ
る。
【結論】
看護学生の実習と普段の起床時間の差は２時間あり，実習
時は普段より覚醒時間が早い．また，朝食の欠食は実習期
間が普段より少なく，普段の起床時間の２時間の遅れが朝
食の欠食の理由の一つであると考えられる。睡眠・食事の
取り方から実習中の生活リズムは規則的であることが考え
られる。

218）女子看護学生の実習中の排尿行動を抑制する心理

平田弥生，原田奈央美（山口大学医学部附属病院）
藤井彩絵（日本赤十字医療センター）
三戸麗美愛（小倉記念病院）
古屋恭子（下関総合病院）
留畑寿美江（山口大学大学院医学系研究科）

【目的】
看護学生の水分摂取および排泄行動の実態を明らかにし，
また，実習時間内における排尿行動の抑制する因子を明ら
かにすることを目的とした。 
【方法】
女子看護学生４年生 31名（平均年齢21.6±0.7歳）を対象
に，１日の排尿回数を実習期間および実習期間外（普段）
のそれぞれ３日間，計６日間調査した．また，排尿行動に
関する意識の調査を自記式アンケートを用いて行った。 
調査内容は，排尿抑制経験の有無とその理由とした．排尿
行動の抑制心理の分析は，内容分析の手法を用いた。
【倫理的配慮】
本研究は山口大学大学院医学系研究科保健学系研究倫理委
員会の承認を得て実施した．また，研究の趣旨やプライバ
シーの保護などについて書面で説明し，回収を持って同意
とした。
【結果】
平均排尿回数は実習時間（休憩以外）では0.2回 /日，休
憩時間（１時間）では1.0回 /日であった。尿意がありな
がらも排尿行動を我慢した経験がある者は，実習中25人
（80.6%）普段22人 （71.0%）であった。実習中と普段では
有意な差はみられなかった。排尿行動を抑制した理由とし
て実習中は【特定の人に対する遠慮】，【実習を優先する責
務】，【膀胱弛緩と尿意切迫性までの余力】，【排泄行動を抑
制する環境】，【他者に排泄行動を知られる羞恥心】，普段
は【排泄行動を抑制する環境】，【関心が強いことを優先し
たいという欲求】，【膀胱弛緩と尿意切迫性までの余力】，
【不特定の人に対する遠慮】，【他者に排泄行動を知られる
羞恥心】の各５つのカテゴリーが抽出された。最も多く抽
出された因子は，実習中においては【特定の人に対する遠
慮】の「患者看護師に対して気兼ねする」，普段では【関
心が強いことを優先したいという欲求】の「他に優先した
いことがある」であった。
【考察】
休憩時間を除く実習時間内において看護学生は尿意を生じ
ていながらも，排尿行動を行っていないことが明らかに
なった。その理由として，実習中では看護師・患者への遠
慮や配慮から他者との関係性や学び・責務が優先されてお
り，実習期間ではない日での興味・関心を優先する理由と
は異なり実習特有の理由があげられた。このことから，学
生の健康管理の観点から，実習環境の調整を教員の役割と
して実習前および実習時間に行うことが必要である。
【結論】
看護女子学生は日常的に排尿行動を抑制している。実習中
は排尿・飲水の生理的欲求より実習指導者らとの対人関係
や実習課題を優先し，普段の生活では興味・関心を優先す
る特性がある。
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219）女子大学生における睡眠の実態

小迫由佳（鳥取大学医学部附属病院）
宮本啓代，山崎亜希子（神戸大学医学部附属病院）
松田春華，森本美智子（鳥取大学）
塚田理奈（福岡徳洲会病院）
児玉友紀（杏林大学医学部附属病院）
小川智子（岡山大学医学部附属病院）

【目的】
大学生は生活が不規則になりやすく，睡眠に多くの問題が
あることが指摘されている。本研究では，女子大学生にお
ける睡眠の質をより詳細に検討し，その実態を明らかにす
ることを目的とした。
【方法】
対象はA大学在学中の女子学生，計216名。無記名自記式
質問紙にて６月に調査を実施した。Pittsburgh Sleep Quality 
Index日本語版（PSQI-J）１）の７要素18項目に睡眠困難（寝
付き，中途覚醒，早朝覚醒），起床時の眠気，夢み，疲労
回復感について尋ねる６項目を加え，過去１ヶ月間におけ
る睡眠習慣や睡眠の質を尋ねた。PSQI-Jは総合得点が６
点以上であれば睡眠に問題があると判断される。対象者に
は，目的及び方法，協力は自由意思であり協力の有無に
よって何ら不利益を受けないことを口頭及び調査依頼文で
説明した。調査票は回収箱による回収とした。
【結果および考察】
186名に質問紙を配布し，173名から回答を得，質問項目全
てに回答した154名（有効回答者数89.0％）を分析対象と
した。PSQI-J総合得点が６点以上の者は95名（61.7％）で
あり，先行研究２）と同様に女子大学生の睡眠の質は悪い
ことが明らかになった。７要素のうち得点が高い傾向に
あった要素は，睡眠時間，日中覚醒困難，睡眠の質の全体
評価で，その傾向は先行研究２）と類似していた。このこ
とから，睡眠時間の短縮，日中覚醒困難といった睡眠問題
は女子大学生に共通する問題であり，特徴だと考えられ
た。ただし，本研究対象者の睡眠時間は，平均５時間41分
であり，同年代女子や大学生女子，看護学生と比較して短
い傾向にあった。睡眠時間が６～８時間を逸脱すると健康
障害，生活の質の低下に繋がるといわれていることから，
睡眠時間の改善が重要であると考えられた。
さらに詳細に睡眠の質をみると，１週間のうちで３日間以
上も日中にこらえきれない眠気を感じている者が１割以上
存在し，起床時の眠気や疲労回復感にも問題を有している
者が多かった。日中の眠気は，学業や日中の活動に悪影響
を与えるとされている。また起床時の眠気と疲労回復感
は，睡眠の質に対する全体評価に大きな影響を及ぼすこと
が知られている。睡眠時間の改善に働きかけつつ，女子大
学生の睡眠の質の低下を早期に改善する必要性が示唆され
た。
【文献】
１）土井由利子ら（1998）．ピッツバーグ睡眠調査票日本
語版の作成．精神科治療学13（6），755-763．
２）山本隆一郎ら（2009）．PSQIを用いた大学生の睡眠問
題調査．心身医学49（7），817-825．

220）女子大学生の睡眠に関する類型化の検討

児玉友紀（杏林大学医学部付属病院）
山崎亜希子，宮本啓代（神戸大学医学部附属病院）
小川智子（岡山大学病院）
小迫由佳（鳥取大学医学部附属病院）
塚田理奈（福岡徳州会病院）
松田春華，森本美智子（鳥取大学）

【目的】
大学生には，睡眠に多くの問題があるとされている。しか
し，大学生を対象とした先行研究は，睡眠時間や概日リズ
ムに着目したものが多く，睡眠の質がどういう状態にある
のか，そのパターンを検討した報告は散見されるにすぎな
い。本研究は，女子大学生における睡眠の性質を類型化
し，検討することを目的とした。
【方法】
A大学看護学専攻に属する２～４年生の女子学生216名を
対象とした。調査時期は６月で，Pittsburgh Sleep Quality 
Index日本語版（PSQI-J）１）を構成する７要素と総合得点
により過去１ヶ月間の睡眠習慣・睡眠の質の状態を把握し
た。睡眠の性質の検討には，PSQI-J5要素の標準化得点を
用い，階層的クラスター分析を行った。対象者には目的及
び方法，協力は自由意思であること，協力の有無によって
何ら不利益を受けないこと，個人を特定されないことを文
書で説明し，調査票の回答をもって研究協力への同意とみ
なした。本研究は鳥取大学医学部倫理委員会の承認を得て
いる。
【結果】
分析対象は，調査票に回答した173名のうち，PSQI-Jに欠
損があった19名を除く154名とした。 クラスター分析の
結果，第１群（n＝53）：短時間睡眠・日中覚醒困難傾向，
第２群（n＝36）：入眠困難型・日中覚醒困難傾向，第３
群（n＝29）：睡眠状態良好型，第４群（n＝35）：短時間
睡眠・日中覚醒困難傾向・熟眠傾向の４つの類型が確認
された。なお，１名は４つの類型に属さなかった。各群
のPSQI-J総合得点を比較したところ，すべての群間の平
均値に有意差が認められた。得点が高い順に，２群（7.81
±1.45）＞１群（6.77±1.73）＞４群（5.71±1.55）＞３群
（3.34±1.29）であった。
【考察】
本研究では，４つの睡眠パターンが確認された。この類型
は，一般大学生を対象とした山本ら２）の報告と類似した
傾向であったことから，本対象者に限らず大学生の睡眠パ
ターンは類似した傾向にあるのではないかと考えられた。
第２群は，入眠困難傾向が強く，PSQI-J総合得点が最も
高かった。この結果は，入眠困難が睡眠の質に与える影響
が大きいことを示唆するものである。入眠困難症状の保有
者を早期に発見し，早期援助を行うことが重要であると考
えられる。
【文献】
１）土井由利子ら（1998）．ピッツバーグ睡眠調査票日本
語版の作成．精神科治療学13（6），755-763．２）山本隆一
郎ら（2009）．PSPIを用いた大学生の睡眠問題調査．心身
医学49（7），817-825．



日本看護研究学会雑誌 Vol. 34　No. 3　 2011282

221）女子大学生における睡眠の質に影響する要因の検討

小川智子（岡山大学病院）
塚田理奈（福岡徳洲会病院）
松田春華，森本美智子（鳥取大学）
小迫由佳（鳥取大学医学部附属病院）
児玉友紀（杏林大学医学部付属病院）
宮本啓代，山崎亜希子（神戸大学医学部附属病院）

【目的】
本研究は，睡眠に多くの問題があるとされている青年期の
女子大学生を対象として，睡眠の質に影響を与える要因と
その関連性の強さを明らかにし，どの要因に焦点をあてて
介入をしていけばよいのか示唆を得ることを目的とした。
【研究方法】
対象はA大学２～４年生の女子学生216名。睡眠の質には，
Pittsburgh Sleep Quality Index日本語版（PSQI-J）を用いた。
影響要因として，社会学的要因，医学的要因，気質的・心
理的要因，生活習慣要因，睡眠環境要因を設定した。気質
的・心理的要因には，State-Trait Anxiety Inventory日本語版
（STAI）等を用いた。生活習慣要因では，生活リズムに対
する認知的評価についても尋ねた。調査は無記名で行っ
た。鳥取大学医学部倫理委員会の承認を得，対象者に十分
な倫理的配慮を行った上で調査を実施した。分析では，睡
眠の質を測定する指標の妥当性の確認を行い，変数間の関
連性を相関分析で検討した上で，重回帰分析を行った。
【結果】
186名に調査票を配布し，173名から回答を得て，全ての項
目に回答した126名を分析対象とした。確証的因子分析の
結果，“PSQI-J7要素”のモデルは，適合度指標の基準を
満たした。そこで，PSQI-Jを一元化して分析に用いるこ
とにした。PSQI-Jと相関が認められた項目は，“就寝時刻
の後退”“起床時刻の前進”“足先の冷え”“STAI特性不
安合計得点”“生活リズムに対する認知的評価合計得点”
“寝具の寝心地の悪さ”などであった。重回帰分析の結果，
“STAI特性不安合計得点”（β＝ .230，p＜0.01），“起床時
刻の前進”（β＝ .221，p＜0.01），“足先の冷え”（β＝ .191，
p＜0.05） が関連しており，“生活リズムに対する認知的評
価合計得点”を含めたこれらの変数で睡眠の質は22.7％説
明されていた。
【考察】
本研究の結果は，普段の起床時刻よりも早く起床しなけれ
ばならなかった日の頻度が多いほど，布団に入って眠るま
での足先の冷えを感じる程度が高いほど，不安傾向にある
者ほど睡眠の質が悪くなることを示すものであった。睡眠
の質を高めるためには，これらの要因に焦点をあてて，方
策を検討することが必要であることが示唆された。複数の
要因の中で，不安が最も睡眠の質に影響していた。その影
響度は，男子大学生を対象にした報告と同等であった。こ
れは，大学生においては不安が最も睡眠の質に悪影響を与
えやすい可能性を示唆している。メンタルヘルスに対する
取り組みは，睡眠の質の改善や予防をする上でも重要にな
ると考える。
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第10会場　第６群

222）高齢者の身体拘束に対する看護学生の意識

坂井瑞子（戸田中央看護専門学校）

【はじめに】
医療・介護の現場では，治療上の必要もしくは安全を確保
するために，患者・利用者の行動の自由を，その意志に反
して制約する身体拘束が行われることがある。身体拘束の
実施を判断する際に看護師は，患者・利用者の基本的人権
の擁護と生命の安全とのジレンマに直面することになる。
看護師の養成課程においても身体拘束をめぐる倫理的諸問
題を取りあげることは不可欠であると考えられる。教育方
法には様々な形式があるがディベートを用いて実施した。
身体拘束に対する看護学生の態度に及ぼすその効果を検証
することが本研究の主たる課題である。仮説１：ディベー
トによって看護学生の身体拘束に対する態度が否定的にな
る。仮説２：臨床経験のある学生は臨床経験のない学生よ
りディベートによる態度の変化が小さい。
【方法】
A看護専門学校２年課程の１年次生のうち協力を得られた
41名（臨床経験無し27名，臨床経験有り14名）から回答を
得た。倫理的配慮として，研究への協力の有無や回答内容
により不利益が生じる恐れのないことを文章と口頭で説明
して同意を得た。ディベートを行う際には，臨床経験の有
る学生と無い学生を身体拘束肯定派と否定派にそれぞれ無
作為に割り当て，事前学習の後ディベートを実施した。身
体拘束に対する否定的態度を測定する尺度はなかったの
で，前年度のディベート内容の結果から，看護師の臓器提
供に対する態度の尺度を改変して身体拘束に対する態度の
尺度を作成し，その合計得点を従属変数として分散分析を
行った。
【結果と考察】
分析の結果，身体拘束に対する否定的な態度の得点（値が
大きいほど否定的な態度が強いことを表す）の平均値は，
ディベートの前より後で有意に大きく，分散分析によって
もディベートの主効果は統計的有意水準に達した。した
がって，仮説１は支持された。他方，ディベートと臨床経
験の有意な交互作用効果は認められなかった。したがっ
て，仮説２が支持されたと言うことはできない。ただし，
臨床経験なし群においてわずかに大きな得点の変化が認め
られ，ディベートの単純主効果が統計的有意水準に達した
ので，臨床経験のない者でディベートの効果が大きいとい
う傾向はあったといえる。患者・利用者の尊厳や権利を尊
重する質の高い看護を実践するには，多忙な業務の中で倫
理的問題を見のがさず，問題解決へ向けて対応することが
求められる。そのためには，個々の看護師が倫理的感受性
を高め，倫理的判断能力を向上させることが必要である。
看護職は，患者・利用者，特に高齢の患者・利用者のアド
ボケーターとしての役割を担っていくべき存在である。こ
のことを踏まえて看護教育を組み立てることが必要であ
る。本研究は，ひとつの看護学校において１学年の学生を
対象として行われたものであって，すべての看護教育に一
般化するには限界がある。

223）看護学生の栄養機能食品に対する認識

山田智子，白木智子，近藤裕子（広島国際大学看護学部）
山村嘉寿美（介護老人保健施設はまな荘）

【はじめに】
食事摂取が何らかの要因により困難となった高齢者に，栄
養機能食品を用いて食欲の回復や誤嚥防止などを目的に，
高エネルギー食品や栄養補助食品が使用されている。経口
からの食事摂取は，食に対する満足感だけでなく健康への
意欲にもつながる重要な看護援助である。しかし，実際に
その食品を食したことがない者にとっては，利用者のどの
味覚に訴え食欲を亢進させているのか理解が難しい状況が
ある。
【目的】
老健施設での実習において，実際に補助食品を学生が試食
した体験から，栄養機能食品について学生がどのように認
識したのかを明らかにし，今後の授業や実習時の指導に活
用する。
【方法】
老年看護学実習の一環として，Ａ県のＢ老健施設で実習を
行ったＣ看護大学３年生38人に対し，実習施設で管理栄養
士による高齢者の食事に対する講義を受けた後，栄養機能
食品の試食を実施した。栄養機能食品をどのように認識し
たか，看護にどのように活用できるかなどの視点から自由
記述を依頼し，37人から承諾を得た。学生から提出された
記述内容から，研究者間で栄養機能食品への認識について
記述している文章を取り出し，類似内容ごとにカテゴリー
化とネーミングを行った。信頼性については研究者間で意
味内容やネーミングについて合意するまで検討した。
【倫理的配慮】
広島国際大学看護学部倫理委員会の審査を受け，対象には
匿名性の保持，評価には関係のないこと，データの保存と
破棄および公表について書面で承諾を得た。
【結果】
学生の記述からは「少量で高カロリーであり，食べるこ
とによって体力を付けることができる」「加齢の影響を考
え飲みやすくしている」「栄養状態の改善が図られＡＤＬ
の向上につながる」「栄養の一日トータル量を考えた摂取」
「価格が高額であるが，他の安価な保険がとおる食品もあ
る」「経済状態に合わせた選択の必要性」「それぞれの嚥下
のレベルにあった種類がある」「味の好みもある。その人
にあった味の好みの選択」「ジュースやゼリーなど利用者
の好みの調理ができる」の９サブカテゴリーから，『少量
でカロリーの補充による栄養状態の改善が図れる』『高価
であるため経済を考慮した活用が大切』『利用者の状態に
あった調理方法の重要性』の３カテゴリーが抽出された。
【考察】
看護学生は，栄養機能食品の種類や味を実際に試食するこ
とで食品に対する認知を深めている。さらに高齢者の身体
機能だけでなく生活背景や嗜好なども考慮した食品の選択
や調理方法にまで認識を拡大している。これは，実際に利
用者にどのように食事を提供することが重要であるかを試
食体験によって学習した成果である。今後の実習において
栄養機能食品を活用する利用者への指導や食事介助に活用
できる認識ができたと考える。
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224）睡眠と欠食の実態からみた看護学生に対する健康教
育

合田友美（香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科）

【目的】
近年，看護学生の食生活が臨地実習中に悪化しやすいこと
が報告されている。そこで，睡眠と欠食の実態を明らかに
し，看護学生を対象とした健康教育方法選択の一助とする
ことを目的とする。
【方法】
平成21年12月に基礎看護学臨地実習を履修した看護学生59
名を対象に無記名の自記式質問紙調査を実施した。質問の
内容は属性，実習前・中の睡眠時間と睡眠時間が変化した
理由，実習前・中の食生活の変化の有無と変化の内容・理
由，実習中の３食の欠食状況と欠食理由である。得られた
数量データは記述統計をし自由記述はカテゴリー化した。
倫理的配慮として研究目的と方法，匿名性の保持，学会へ
の発表，調査協力は自由意志によるもので成績に関係しな
いことを文書と口頭で説明し質問紙の提出をもって同意を
得たこととした。
【結果】
１．属性
57名から回答が得られ（回答率96.6%）内訳は女性52名，
男性５名で，「一人暮らし」16名（28.1%）「寮」24名（42.1%）
「家族と同居」16名（28.1%）「その他」１名（1.8%）であっ
た。
２．睡眠の現状
睡眠時間の平均は「実習前」6.1±1.23時間「実習中」4.6
±1.53時間で実習中が有意に短く（P＜0.05），実習中に
睡眠時間が「延長した」７名（12.3%）「変化なし」８名
（14.0%）に対し，「短縮した」が全体の７割以上を占めて
いた。「延長した」理由には『疲労』『規則正しい生活の心
がけ』などがあり，「短縮した」理由には『レポート作成
や予習・復習』『始業時間の早まり』『実習に対する不安』
があった。また，生活形態と睡眠時間の変化の有無に有意
差はなかった。
３．欠食の現状
食生活が「変化した」は21名（36.8%）で「良い変化」５
名「悪い変化」16名であった。そして，「良い変化」の理
由には『アルバイトがない』『規則正しい食生活の心がけ』
等があり「悪い変化」には『疲労』『精神的ストレス』『忙
しさ』『眠気』があった。食生活が最も変化しやすいのは
「一人暮らし」で，生活形態の違いにより有意差を認めた
（P＜0.05）。「毎日欠食」と「時々欠食」を［欠食あり」し
て算出すると「夕食」「朝食」「昼食」の順に多く，実習中
に３食いずれか１食以上を欠食した者は24名（42.1%）で，
うち２名は毎日１日１食しか摂取していなかった。
【考察】
基礎実習期間中の看護学生のうち７割の睡眠時間が短縮し
約４割が欠食を経験している一方で，一部の学生は規則正
しい生活を心がけ実習中の方が睡眠と食事のリズムが整っ
ていた。そして，睡眠と食生活に変化をきたす要因に『規
則正しい生活への心がけ』と『心身の疲労』が共通してい
た。これらのことから，良い変化を経験している学生をモ
デルとし，睡眠と食生活を関連づけて自らの生活を規則正
しく保つ意義や心身の疲労を緩和する方法を学生同士で学
びあう機会をもつことが有効であると考える。

225）青年期にある学生の社会的スキルに関する研究の動
向

田中博子，田辺けい子
 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科）
長田　泉
 （元神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科）
【目的】
現在青年期にある学生は，人との直接的なつながりが希薄
化していると言われている。看護教育における社会的スキ
ル育成の方策を検討するため，本研究では青年期にある学
生の社会的スキルに関連する研究の現状を把握することを
目的とした。尚，本研究における社会的スキルとは，「対
人関係を円滑にはこぶために役立つスキル（技能）」（菊池，
1998）とする。
【方法】
１）文献の検索：医学中央雑誌Web版［Ver４］とCi Nii
を用い，1998年～2007年までの10年間の検索を行った。
キーワードは，「社会的スキル」，「コミュニケーションス
キル」，「ソーシャルスキル」，「ヒューマンスキル」である。
２）分析方法：上記の手順で得られた文献（2,338件）の
うち，青年期の学生を対象とした384件を分析対象とした。
その上で，（１）文献数の年次推移，（２）研究目的，（３）
研究方法，（４）測定尺度，（５）青年期の社会的スキル
の特性，の５項目を分析した。
【結果】
（１）文献数の年次推移は，Ci Nii，医中誌ともに全体的
に増加傾向であった。（２）研究目的は，対人関係能力（コ
ミュニケーション・対人認識など）や性格（自己認知・セ
ルフモニタリング），トレーニングや体験学習前後のスキ
ル変化に関する研究が約半数を占めており，さらに社会的
行動や役割など，集団と個人に関連した内容が続いてい
た。（３）研究方法の約９割は質問紙による調査であり，
量的な分析が主で，時に自由記述等の質的な分析も認めら
れた。（４）測定尺度は質問紙調査を行っていた文献の４
分の１において，菊池による社会的スキル尺度（Kiss-18）
が用いられていた。（５）青年期の社会的スキルの特性と
して，トレーニングや体験学習前後では，社会的スキルが
高くなることが示されていた。社会的スキルとストレスと
の関連では，社会的スキルが高い者は，積極的対処行動を
とりストレス得点が低い傾向との結果であった。看護学
生においては，臨地実習や授業・演習などの対人的関わり
の経験後に社会的スキルが上昇すること，人との関わりで
積極的になる体験と自信をなくす体験の両方を体験してい
る学生は社会的スキルが高いこと，社会的スキルは対人不
安，ストレス対処行動，自己効力感との関連が高いことが
示されていた。
【考察】
青年期の学生は，体験学習，グループ学習場面など対人関
係体験が社会的スキルの上昇につながることから，対人関
係体験場面をより積極的に活用することが大切であり，そ
の際には個々のスキルレベルに見合った支援が必要であろ
う。青年期の学生の社会的スキルが育つ支援を行うこと
は，日常の対人関係のみならず，就職後の環境の変化によ
るストレスや職務遂行に対する適応能力を育成することに
つながると考える。
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226）看護学生の看護のイメージと関連要因の学年比較

鈴木美代子，井上都之（岩手県立大学看護学部）

【目的】
本研究は，看護大学１，２年生の看護のイメージと関連要
因について学年間で比較検討した。
【方法】
調査：看護大学生を対象に自記式質問紙調査を実施した。
看護のイメージはSD法による32項目と，関連要因として
大学選択動機，学部選択理由，卒後志望進路，受療経験の
有無，家族に医療職がいるかについて無記名で回答を求め
た。分析：SD法32項目は，形容詞対７段階評定で肯定イ
メージが高くなるよう７～１点で算出し，学年毎に平均値
のプロフィールを作成した。次に因子分析を行い抽出因子
と個人要因の群分けによる分散分析を行った。統計ソフト
は，SPSS Ver.17.0を使用した。
【倫理的配慮】
岩手県立大学倫理審査委員会の承認を得て実施した。対象
者には，研究趣旨と自由意思に基づく参加，プライバシー
の遵守，成績評価との無関係性について口頭と書面で説明
した。
【結果】
１年生71名（回収率78％），２年生89名（回収率97％）が
有効回答であった。SD32項目のプロフィールは，両学年
とも「自由な」を除き3.5以上のポジティブ傾向にありほ
ぼ同じ線形を示した。高かった項目は「責任感が強い，重
要な，専門的な」（6.51～6.26）で，低かった項目は「自由
な，穏やかな，楽しい」（2.89～4.41）だった。学年間の比
較では，２年生は「科学的な，知的な」の知性に関する２
項目を除き１年生より低く（5.26±0.90＜5.59±0.72），「親
しみやすい，楽しい，明るい」の職業的魅力に関する項目
に有意差が認められた（p≦0.001）。因子分析（主因子法，
斜交回転）の結果，１年生は「職業的魅力」「知的向上性」
「誠実・堅実性」「内面的人間性」，２年生は「知的堅実性」
「職業的魅力」「親和的印象」「内面的人間性」の各々４因
子が抽出された。抽出因子と個人要因群分けとの多重分散
分析で，１年生の「職業的魅力」と学部選択理由，２年生
の「親和的印象」と大学選択動機の群分けに有意差がみら
れた。
【考察】
本研究でも先行研究同様に２年生は１年生よりイメージが
低い傾向が示された。その要因に２年生は基礎実習の終了
直後であったことが考えられる。まだ専門的な看護を十分
に学んでいない１年生は，社会通念的に創られた理想や将
来の夢として描く職業観など観念的抽象的なイメージでと
らえる傾向にあるが，実習で直接看護を体験した２年生
は，現実の厳しさや困難に直面することで内省的に現実的
具体的なイメージへと変化したものと考える。また実習を
とおして，学生の立場から現場の看護師との距離を感じな
がらも知識の必要性を実感したものと推察される。学年進
行に伴うイメージの変化は，学習進展や実習をとおして現
実社会を直視し理想から現実的な将来の職業観を模索・追
究しながら発展していく過程ととらえられ，今後も学習進
度に照らし学生のイメージの変化を追究していくことは必
要と考える。
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227）２年次学生の演習における３年次学生の指導の効果
に関する研究

谷優美子，北嶋真由美，今川孝枝
 （富山福祉短期大学看護学科）

【目的】
２年次学生の演習における３年次学生の指導の効果を明ら
かにする。
【研究方法】
対象：Ａ短期大学看護学科３年次学生21名中，本研究に同
意が得られた16名（21歳±0.5）。調査期間：2010年５月～
10月。３年次学生（以後，学生）は２年次学生の成人看護
学援助論に参加し，実習でのリアルな体験や自己の気づき
を基に２年次学生の課題発表，看護過程の展開，技術演習
の指導や助言を行った。調査方法：２年次学生の演習参加
後，自記式振り返り用紙を記載してもらった。分析方法：
学生の記載内容を読み返し意味内容が類似するものを集約
しサブカテゴリとした。意味内容を表す名前をつける作業
を繰り返し最終的にカテゴリとした。分析作業は共同研究
者と検討を重ね，全員の同意を得ながら分析を進め，信頼
性，妥当性の確保に努めた。倫理的配慮：対象学生に研究
目的，自由参加であること，参加，不参加により不利益が
ないこと，得られたデータは個人が特定されないこと，研
究目的以外には使用しないこと，研究結果の論文掲載等を
説明し，同意を得た。また，所属施設の倫理審査委員会で
承認を得た。
【結果および考察】
２年次学生の演習における３年次学生の指導の効果を分析
した。全92記述内容から，19サブカテゴリ，６カテゴリに
集約された。以下，カテゴリを【　】で示す。学生は２年
次学生への指導を通してまだ成人看護学実習を体験してい
ない２年次学生が理解しやすいように自身の学習や実習体
験を踏まえて【教えるということ】を体験していた。その
中で学生は，１年前の自分を想起させ，現在に至るまでの
【自分の学習状況の内省】を行っていた。自分ではわかっ
ているつもりでも相手に理解してもらうことは容易なこと
ではない。学生は教えるという体験を通して自分のこれま
での学習状況を再確認したのではないかと考える。また，
学生は指導することで【取り組んだ成果】や【自分の新た
な目標】を得ていた。学生は指導しながら，２年次学生の
反応をキャッチし，取り組んだ成果や新たな課題を明確に
し，学習意欲を得たのではないかと考える。さらに，学生
は指導することで【先輩としての自覚】が芽生え始めてい
た。学生は学内や臨地でも自分が指導される立場になるこ
とが多い。しかし，自分が後輩に指導する立場になって，
自分が看護の道を先に歩く先輩であることを意識し始めた
のではないかと考える。また，指導する側の立場に立つこ
とでいつも自分達を指導している【先生の思い】にも気づ
いていた。学生は，教員の思いに少し共感できたのではな
いかと考える。２年次学生の演習における３年次学生の指
導効果は，自分を振り返えり，さらなる目標を実現するた
めの機動力になったと示唆される。

228）PBLチュートリアル教育に対する学生授業評価の分
析

青木早苗，高橋永子，山脇京子，寺下憲一郎
 （高知大学教育研究部医療学系看護学部門）

【目的】
「課題探求実践セミナー」の授業を，３つの事例を用いた
PBLチュートリアル教育（以下PBL）で展開し，ユニッ
ト毎の学生授業評価，学生の気づきを分析することで，授
業の効果と課題を明らかにする。
【研究方法】
１．演習方法：４年制看護大学の１年生60名に対して，
PBLをモデルに「課題探究実践セミナー：ライフサイク
ルと健康」の授業を組み立てて展開した。事例は人間のラ
イフサイクルに焦点を当て，小児期・青年期・成人期の３
事例を用いた。事例ごとにグループで課題を探究し，各グ
ループのディスカッションの結果を共有する全体討議を
行った。２事例目には発表までの間に，他グループと情
報共有ができるようにZIGZAGを導入した。２．調査方
法：１事例終わるごとに，学習目標の到達度，グループ学
習に対する取り組みなど11項目をアンケート調査し，記述
統計を行った。また，「授業を振り返ることでの気づき」
の自由記述を内容分析した。３．倫理的配慮：本研究は所
属施設長の承認を得た上で，学生には研究の目的と評価結
果が成績とは無関係であることなどを説明し，同意を得
た。
【結果】
学習目標到達に対する自己評価では，３事例とも「理解で
きた」以上の評価になっていた。しかし，身体的・心理
的・社会的特徴の理解，問題の明確化・解決方法・支援の
理解の項目では，事例ごとに評価が違っていた。グループ
学習に対する取り組みでは，「発表時に質疑応答を行った」
が事例ごとに高くなっていったものの，他の項目に比べ低
かった。「グループワークには意見を準備して参加した」
は評価が低くなっていた。気づきのレポートでは，《自己
と他者の相違と意見を交わし合う大切さ》《探究心の芽生
え》《事例に深くのめり込む満足感》《単調な事例・グルー
プ編成による慣れ》《授業展開への提言》が抽出された。
【考察】
学生間の討議は自己と他者を理解する機会となり，メン
バーと協力して学ぶ大切さを体験していた。しかし一方で
全体討議の場では質疑応答を積極的に行えなかったと評価
しており，発表時間や方法の検討が必要である。事例は，
《事例に深くのめり込む満足感》を得た学生もいたが，「事
例の状況が分かりにくい」など臨場感に欠けるという意見
もあった。チューターとしての教員の役割も提言されてお
り，今後は，オリエンテーションの内容，事例の内容や配
布の時期，タイムリーな助言や方向性について検討を要す
る。自己学習については評価が低くなっており，自己学習
の必要性の認識及び実施の確認のため，ポートフォリオを
活用することや，他の教科のグループワークが重なり，時
間調整が困難であることも推測され，学生のタイムマネジ
メントに関する教育的関わりが必要と思われる。
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229）コンピテンシーディクショナリーに準拠した新ラ
ダー評価モデル（NLM）の開発

中村佳奈，徳永里絵，山田君代（桜橋渡辺病院）
山田一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））

【目的】
某循環器専門病院では，看護師の能力を評価する手段とし
てクリニカルラダー（ラダー）を用いている。しかしなが
ら，評価項目の表現が抽象的であること，循環器領域の専
門性に必ずしも適していないことが指摘されていた。
そこで今回，組織内の役割達成度を評価する尺度として注
目されている「コンピテンシーディクショナリー（CD）」
に準拠して従来のラダーモデル（従来モデル）を改良し，
具体的な評価項目と循環器領域の専門性に適合した新ラ
ダー評価モデル（New Ladder Model；NLM）の作成を試
みた。
【研究方法】
＜第１段階＞　NLMの作成
CDの発想に準拠し，循環器専門病院の看護師に要求され
る資質を「看護実践」「教育」「研究」「組織人としての行動」
「安全管理」の５つのカテゴリに分類し，各カテゴリごと
に，「Step １（基礎知識が充足）」「Step ２（基礎知識に基
づく看護実践ができる）」「Step ３（他者に指導ができる）」
「Step ４（リーダーシップを発揮できる）」「Step ５（理想
的到達点）」の５段階のラダーを定めた。次に，「できる
（１）」「できない（０）」の２点法で判断できる具体的な
評価項目（例：指導を受けながらケースレポートを作成で
きる）を列挙し，カテゴリ・ラダーで構成されるマトリッ
クス上に配置した。
評価項目の作成にあたっては，質問紙作成の専門家の意見
をふまえ，研究者の判断が集束するまで討論を反復した。
その結果，Step １には40個，Step ２からStep ５には，そ
れぞれ22個の評価項目が配置された。
＜第２段階＞　NLMの評価
従来モデルで判断されたStep １からStep ５までの各ラ
ダーに属する看護師14人（各ラダーにつき２ないし３人）
を無作為に選択し，その対象者の状況を熟知している管
理者（当該病棟の師長）にNLMを用いた評価を依頼し
た。各 stepごとに，評価点の合計値を項目数で割った値を
「NLM充足率」と定義した。
それとは別に，各師長の経験知に基づき「各ラダーにおけ
る理想的な到達度を100%としたときの，各対象者の現段
階における充足率」についても回答を求め，これを「現充
足率」と定義した。
最後に，「NLM充足率」と「現充足率」との関連性を，
Spearmanの順位相関係数（ρ）によって評価した。
なお研究に先立ち，対象者（評価される看護師）と評価者
（各病棟師長）に研究の趣旨説明と自由参加，中途離脱の
自由があることを説明して承諾文書を得るとともに，病院
倫理委員会の承認を得た。
【結果と考察】
「NLM充足率」と「現充足率」の相関係数はρ＝0.823（p
＜0.001）であり，非常に強い相関関係が認められた。す
なわち，今回作成したNLMは，評価者（師長）の経験知
と高い一致性を保持していることが示された。
現在，評価項目の精錬と，対象者数を増やした検証を続行
中である。

230）スキルスラボの利用状況からみた現状と課題

稲垣純子，太田智子，倉ヶ市絵美佳
 （京都府立医科大学附属病院）
三橋美和，山本容子，佐伯良子
 （京都府立医科大学医学部看護学科）

【目的】
看護師及び看護学生の看護実践能力の育成と向上を図るた
め，知識と技術を統合する体験型の学習やより臨床に近い
状況でのシミュレーション演習を行う場として活用できる
スキルスラボを整備した。本研究の目的は，その利用状況
を分析し，今後の課題を明らかにすることである。
【研究方法】
スキルスラボは平成19年医学科教育のため，A大学附属病
院（病床数818床）１階に設置された。平成21年度はスキ
ルスラボ内の整備と各シミュレーターの購入，利用規約の
整備等を行った。利用時間は平日の９～21時，附属病院と
大学共有の場として看護実践キャリア開発センターが日常
管理の委託を受け，平日10～13時はセンタースタッフが常
駐し利用者への対応を行っている。平成22年６月から平成
23年２月の利用について，職種別，目的別に分析を行った。
【結果】
職種別利用状況は，利用者数1,921人中看護系（看護師，
看護学生）が1,457人で76%を占めた。利用数の多い６，７，
９～11月は客観的臨床能力試験及び新人看護師に対するシ
ミュレーション教育等の研修会を実施した時期に一致して
いる。目的別では，自己学習が95件（47%）と最も多く，
次いで研修会49件，見学46件であった。自己学習も６，７，
９，10月が多く，研修会の時期に一致していた。
【考察】
研修会を行う場として，またそれに伴う自己学習の場とし
て活用できている一方，そのようなイベントがない月の利
用は少ないことから，日常的な利用には至っていないと考
えられる。今後さらに有効に利用するためには，利用時
間，利用手続き等の環境及びインストラクターとしての常
駐スタッフの配置，シミュレーター活用のためのオペレー
ター育成の継続，備品の充実が課題であると考える。（本
報告は，文部科学省平成21年度助成事業「看護職キャリア
システム構築プラン」の一部である。）

表　職種別利用者及び目的別利用件数

６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 合計
職
　
種

看護 267 175 20 186 283 354 63 25 84 1457
看護以外 84 39 20 22 42 88 22 5 142 464
合計 351 214 40 208 325 442 85 30 226 1921

目
　
的

講義 1 1 0 0 0 4 0 0 0 6
自己学習 17 17 6 29 14 4 0 1 7 95
研修会 6 4 0 3 7 14 4 1 10 49
オリ 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1
見学 19 3 1 21 2 0 0 0 9 46
その他 2 1 2 1 0 0 0 0 9 6
合計 46 26 9 54 23 22 4 2 17 203
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231）フィジカルアセスメント教育の効果的な教育方法の
探究

渡邉亜紀子，久保まどか（元大阪市立大学医学部看護学科）
松澤洋子（大阪市立大学医学部看護学科）

【目的】
現在，看護職により質の高い看護が求められ，フィジカル
アセスメントは看護師に欠かせない能力であり，看護基礎
教育の中で学習する必要性が謳われている。しかし，フィ
ジカルアセスメントの教育方法や教育効果について明文化
されておらず，フィジカルアセスメント担当教員は，個々
に試行錯誤しながら教育を行っているのが現状である。そ
こで今回，フィジカルアセスメントと診療の援助技術を系
統的に授業展開し，科目間の連携をはかることによる学習
効果を評価することを目的とした。
【研究方法】
平成22年度O大学看護学科の「看護過程論」ならびに「基
礎看護学演習３」を履修した，看護学生52名を対象とした。
排泄の援助技術の演習に向け，浣腸と導尿の援助技術に
関する２事例の事前学習を提示した。事前学習の内容は，
「事例に対するアセスメント項目とその方法」，「フィジカ
ルアセスメントの結果の評価と援助の必要性」についてで
ある。学生が提出した事前学習内容について分析を行い，
演習を重ねることによるフィジカルアセスメント内容につ
いて比較検討を行った。本研究は，ヘルシンキ宣言の基本
的原則に従い実施するものであり，研究者が所属する研究
機関の倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結果】
本研究の趣旨に同意を得られた学生は34名であった。本研
究の分析対象は，２事例の事前学習が提出された31名の
事前学習記録とした。事例に対するアセスメント項目数
は，学生によりばらつきはあるが，１事例目と２事例目で
あげたアセスメント項目数を比較検討すると，項目数が増
加した学生18名（58.1％），不変９名（29.0％），減少４名
（12.9％）であった。さらにアセスメント項目内容を検討
した結果，１事例目では腹部あるいは排泄物のみの項目し
かあげられなかった学生が９名（29.0％）いたが，２事例
目ではすべての学生が排泄に関連する影響要因も含めたア
セスメント項目を挙げることができていた。さらにアセス
メント方法も５つの手法を述べるにとどまらず，どのよう
な時にどのような方法を用いて何をアセスメントするか考
えることができるようになっていた。
【考察】
上記結果から，今回計画したフィジカルアセスメントと
診療の援助技術の科目間の連携をはかることによる授業
の効果は得られたものと考えられる。今回の授業科目間
の連携は，既習内容のフィジカルアセスメントが具体的に
どのような場面で活用されるのかを学習できることを目的
とした。本研究は，学生の事前学習内容を分析対象として
おり，フィジカルアセスメント技術そのものを評価したも
のではない。今後，分析方法の検討や援助技術項目を増や
し，より効果的な教育方法を検討していくことが急務の課
題である。
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232）職業的アイデンティティに影響を与える臨地実習体
験後のリフレクション構成因子

上田伊佐子（徳島大学大学院保健科学教育部）
川西千恵美
 （徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部）

【目的】
本研究は臨地実習後に行うリフレクションやリフレクショ
ン場面の心の揺れの大きさの認知が，看護学生の職業的ア
イデンティティに影響を与えるのかどうかを明らかにする
ことを目的とする。
【方法】
研究協力者：５年一貫課程看護学生113人。期間：2010年
６月～10月。リフレクション：基礎および領域別臨地実
習終了後５日以内にリフレクティブジャーナル１）を用い
て90分間で行った。学生は負の体験として捉えた臨地実習
場面を一つ選び，紙面に詳述し，自分の行動や感情を振り
返って分析，その状況を改善するためには今後どうすれば
よいかを考えた。調査内容：「職業的アイデンティティ」
は波多野らの「職業的アイデンティティ尺度」，リフレク
ション自己評価はリフレクション自己評価はGibbsの理論
を基盤として作成した３因子構造の「リフレクション自己
評価尺度（RSAS）」，体験の「心の揺れの大きさの認知度」
はVASを用いてリフレクション後に調査した。分析：相
関と重回帰分析の結果に基づいた仮説モデルを作成し，共
分散構造分析でモデルの適合度を確認した。倫理的配慮：
所属機関の承認を得て行い，対象者には文書で研究の趣
旨，匿名性の確保，参加任意性と成績に影響しないこと等
を説明し，同意を得た。
【結果】
有効回答105（回収率93.8％，有効回答率99.1％）。RSAS
の「意識変容・行動計画」は「職業的アイデンティティ」
および「心の揺れの大きさの認知度」と有意な相関があっ
た（p＜0.001）。「職業的アイデンティティ」を従属変数と
して，RSASを構成する３因子と「心の揺れの大きさの認
知度」を独立変数としたステップワイズ法による重回帰分
析では，「意識変容・行動計画」における決定係数が0.151
であった。これらを基に「職業的アイデンティティ」に
RSASの「意識変容・行動計画」が正に影響し，「心の揺
れの大きさの認知度」が「意識変容・行動計画」を介して
「職業的アイデンティティ」に関係するモデル図を作成し
た。共分散構造分析での適合度はCFI＝0.928，RMSEA＝
0.079であった。
【考察】
今回，職業的アイデンティティに影響を与えたのは，リフ
レクションで意識変容・行動計画できたという学生の自己
評価であり，それには体験場面での心の揺れの大きさの認
知が影響していたという結果を得た。このことから看護学
生が職業的アイデンティティを高めていくためには，臨地
実習で大きな負の体験として捉えた場面に対して意味づけ
を行い，次の行動計画ができたと感じられるようにリフレ
クションを支援していくことが重要であることが示唆され
た。
１）田村由美：看護基礎教育におけるリフレクションの実
践－神戸大学医学部保健学科の試みから，看護研究，41
（3），197-208，2008．

233）看護専門学校生のコミュニケーション能力に関する
意識調査　－看護師に必要な実践能力の学年間比較
より－

重年清香（大阪医科大学附属看護専門学校）

【目的】
看護専門学校生にアンケート調査した結果から，コミュニ
ケーション能力に関する各学年の現状意識と学年間比較，
他の実践能力との相関関係を明らかにする。
【研究方法】
１）対象：某看護専門学校に在学中の学生217名（１年生
66名，２年生77名，３年生74名）　２）調査時期：平成21
年５月　３）調査方法：自記式質問紙を作成した。質問
は，「１ :看護基本実践能力」（６項目）「２ :コミュニケー
ション能力」（10項目）「３ :看護展開能力」（12項目）「４ :
役割遂行能力」（９項目）「５ :教育研究能力」（６項目）
の５カテゴリー，計43項目設定した。質問紙は同じ質問項
目で２種類（A，B）作成し，質問紙Aは，「看護師にどの
程度必要か（以下「必要度」）」について５件法，質問紙B
は「現在自分はどの程度できるか（以下「できる」）」につ
いて４件法とした。４）倫理的配慮：事前に対象施設長に
承諾を得た上で，対象学生に研究参加は自由であること，
成績に無関係であること，匿名性等文書と口頭にて説明
し，封書による提出を伝え，回収をもって同意とした。
【結果】
回収率：217名中126名（１年生43名，２年生32名，３年
生51名）から回収した（回収率58％）。有効回答率は88％
（１年生34名，２年生30名，３年生47名）であった。「コ
ミュニケーション能力」に関する「必要度」の平均値
は，１年生4.68±0.36，２年生4.67±0.40，３年生4.70±
0.34であった。３学年間でWilcoxon順位和検定を行った結
果，「相手に自分の意見や思いを伝える」において１・３
年生間で有意差がみられ，３年生は１年生よりも必要と
捉えていることを示していた。また，「コミュニケーショ
ン能力」に関する「できる」の平均値は，１年生3.16±
0.57，２年生3.08±0.50，３年生3.10±0.36であった。３
学年間でWilcoxon順位和検定を行った結果，３項目で有
意差がみられた。次に，「コミュニケーション能力」と他
の実践能力との相関関係を調べたところ，１年生は，「基
本実践能力ｒ＝ .602」「看護展開能力ｒ＝ .598」「役割遂行
能力ｒ＝ .725」「教育研究能力ｒ＝ .709」であった。２年
生は，「基本実践能力ｒ＝ .725」「看護展開能力ｒ＝ .609」
「役割遂行能力ｒ＝ .563」「教育研究能力ｒ＝ .592」であっ
た。３年生は，「基本実践能力ｒ＝ .563」「看護展開能力ｒ
＝ .615」「役割遂行能力ｒ＝ .565」「教育研究能力ｒ＝ .585」
であった。
【考察】
実習経験が多い高学年の看護学生のほうがコミュニケー
ション能力は看護師に必要でありできると捉えていると予
想していたが，結果は実習経験による影響は低いことを示
していた。また，３学年共に「コミュニケーション能力」
は他の４つの実践能力と相関があり，「コミュニケーショ
ン能力」ができると捉えている学生は，他の実践能力もで
きると捉えている可能性が高い。
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234）看護系大学生の学習意欲とコミュニケーション能力
に関する研究（第１報：実態調査）

森谷利香，九津見雅美，池田七衣，竹村節子
 （千里金蘭大学看護学部）

【はじめに】
看護系大学生の学習意欲とコミュニケーション能力を高め
るために，模擬患者との臨床場面を想定した演習を実施し
た。そして，演習の前後において，これらの変化を測定し，
演習の有用性について評価した。
【目的】
演習前の時点での，看護系大学生の学習意欲およびコミュ
ニケーション能力の実態を明らかにすることである。
【方法】
１．調査方法…2010年９月に，A大学看護学部３回生81名
に対して，集合質問紙調査を実施した。内容は，基本的属
性（年齢，家族，健康状態など），学習意欲（寺島 , 1997）
21項目・５件法，コミュニケーション能力（藤崎 , 2001）
26項目・５件法である。学習意欲，コミュニケーション能
力については値が高いほど，意欲あるいは能力が高いこと
を示す。各尺度は使用許可を得た。
２．分析…学習意欲とコミュニケーション能力のそれぞれ
の平均値を算出した。各尺度のこれらに基づき，75パーセ
ンタイル以上の項目を高値，25パーセンタイル以下の項目
を低値とした。
３．倫理的配慮…参加は自由であることや，データの厳重
管理などを説明し，回答をもって同意とみなすことを書面
と口頭で説明した。なお，本研究は筆者の所属機関におけ
る倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】
有効回答は77名であり，平均年齢は20.6歳（SD＝0.57），
ほぼ全員の最終学歴が高等学校卒業であった。まず，学
習意欲では「学習は将来の自分の夢を実現するために意
味がある（M＝4.19, SD＝0.71）」「患者さんのことを考え
るとやりがいを感じる（M＝3.76, SD＝0.8）」など６項目
が高値であり，「労働のきつさを考えると看護師以外の看
護職に就きたい（M＝2.73, SD＝0.98）」「看護師とは自分
に向いていない（M＝2.82, SD＝0.83）」など６項目が低
値であった。次にコミュニケーション能力では，「コミュ
ニケーションを促進させる言葉かけ，相槌の使用（M＝
3.88, SD＝0.86）」「患者の理解のテンポにあわせて話を進
める（M＝3.17, SD＝0.82）」など７項目が高値であった。
一方で，「具体的なオリエンテーションを示す（M＝2.27, 
SD＝0.83）」「患者の気持ちや背景に迫る（M＝2.71, SD＝
0.84）」など７項目が低値であった。
【考察】
看護系大学生の学習意欲では，看護の具体的目標に向かっ
て学習する意欲が高かったが，看護という仕事の厳しさに
関連して意欲が低いと考えられた。またコミュニケーショ
ン能力では，対象者との会話をスムーズに行うための技術
への自己評価は高かったが，内容の具体性や対象者の背景
を含めた技術は低かった。以上の低値であった項目から，
学生の目標と現実の間の葛藤が学習意欲に影響し，また，
コミュニケーションでは対象者により深く関わることが課
題であることが示唆された。

235）看護系大学生の学習意欲とコミュニケーション能力
に関する研究（第２報：模擬患者演習の効果の検証）

竹村節子，九津見雅美，森谷利香，池田七衣
 （千里金蘭大学看護学部）

【目的】
模擬患者演習前後の調査から，学習意欲およびコミュニ
ケーション能力の変化について明らかにすることである。
【方法】
2010年９月にA大学看護学部３回生80名に質問紙調査（基
本的属性，学習意欲，コミュニケーション能力）と180分
の模擬患者演習を実施した。
模擬患者演習：領域別臨地実習開始直前に実施した。演習
前に模擬患者の病名，症状，治療，社会的背景などを含め
た情報を学生に提示し看護計画の立案を課した。立案した
計画を学生６名が模擬患者に看護技術の提供を実施した
（主に清潔援助）。
倫理的配慮：参加は対象者の自由意思であること，データ
の厳重管理を説明し回答をもって同意とみなすことを書面
と口頭で説明した。本研究は筆者の所属機関の倫理審査委
員会の承認を得た。
分析：得点（範囲 ;１－５）が大きいことは，学習意欲，
コミュニケーション能力が高いことを示す。統計には対応
のある t検定を用い，有意水準は５％とした。
【結果】
演習後得点が上昇したのは，学習意欲21項目中15項目，コ
ミュニケーション能力26項目中９項目であった。学習意欲
の項目で演習前後で有意差がみられた項目は「学習に非常
に興味が沸いてきた：3.5→3.8」「学習が難しすぎて理解で
きない（逆転）：2.8→3.2」「看護師さんへのあこがれが強
くなった：3.0→3.3」「労働のきつさを考えると看護師以外
の看護職に就きたい：2.8→2.6」「看護とは“こんなもの
か”と失望している（逆転）：3.6→3.8」であった。コミュ
ニケーション能力の項目のうち有意差がみられたのは「患
者の生活や個人的事情に関わる情報が聴き出せていたか：
3.7→2.2」「受診にいたる患者の受療行動や過去の対処行動
を聴き出せているか：3.0→1.8」「患者が会話の主導権をと
る機会を作ることができたか：3.7→2.3」でありいずれも
得点が減少していた。
【考察】
学習意欲のうち半数以上の項目において演習後得点が上昇
し，学習への意欲や看護職へのあこがれが有意に向上して
いたことから模擬患者演習は学習意欲の向上に効果があっ
たと考えられる。しかしコミュニケーション能力が向上し
たのは９項目に過ぎず，これらについては変化に有意差が
みられなかった。対象者から情報を聴き出す技術について
は有意差がみられた３項目を含めいずれも得点が減少して
おり，対象者が会話の主導権を握ることができるような関
わりが出来ていないと学生自身が感じていたことから，コ
ミュニケーションの難しさを模擬患者演習を通して学んだ
と考えられる。以上から対象者への声かけや関わりの側面
を強化できるような模擬患者演習に改善していき，模擬患
者を導入した演習を継続していく必要性が示された。
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236）看護系大学生の学習意欲とコミュニケーション能力
に関する研究（第３報：模擬患者演習の効果の質的
分析）

池田七衣，森谷利香，九津見雅美，竹村節子
 （千里金蘭大学看護学部）

【目的】
模擬患者演習後に実施した質問紙調査の自由記載部分か
ら，学生の特にコミュニケーション能力への効果を質的に
分析することである。
【研究方法】
2010年９月A大学看護学部３回生80人を対象に模擬患者を
導入し学習意欲・コミュニケーション能力の向上を目指し
た演習を行った。分析対象は調査に回答のあった77人のう
ち，自由記載部分に回答した70人とした。
分析：自由記載内容に対して質的帰納的方法で分析を行っ
た。コードの類似性による分類と抽象化を行い，サブカテ
ゴリー，カテゴリーを生成した。結果の信用性の確保のた
めに，一連のデータ分析及び解釈は，２人の研究者が関わ
り，偏った解釈の可能性を減らすために，意見が一致する
まで討議した。
倫理的配慮：参加は対象者の自由意思であること，データ
の厳重管理を説明し回答をもって同意とみなすことを書面
と口頭で説明した。本研究は筆者の所属機関の倫理審査委
員会の承認を得た。
【結果】
21のサブカテゴリーから９のカテゴリー（『』で表記）が
生成された。それらは，患者の訴えを実際に聞くことの現
実感を示す『対象者から発信される声の実感』，言葉以外
の手段で目的を持って意思疎通を図ったことを示す『内面
の理解のためのコミュニケーションの訓練』，状況判断が
看護ケアにつながることを示す『状況判断のための訓練』，
患者の個別性への認識を示す『対象を‘固有のひと’とし
て捉えるための訓練』，学生以外の対象者に援助を行うこ
とへの特別な緊張感を示す『模擬患者と接することによる
緊張感』，意見交換によって自らを客観化したことを示す
『他者を通しての自らの気づき』，今後の課題が明確化され
たことを示す『現状の自覚と今後の課題』，生きた患者を
看護する実感を示す『実際へのイメージ作り』，演習の進
め方に対する『演習の運営上の課題』であった。
【考察】
本演習は学習意欲とコミュニケーション能力の向上を狙っ
たものであり（第１，２報），ここでもコミュニケーション
に関するカテゴリーが生成され，コミュニケーションが学
生にとって患者に対してケアを行う上での大きな課題と
なっていることがうかがえた。それ以外でも，演習を通し
て，その場面に応じた状況判断をすることの必要性や，患
者それぞれが様々な社会的背景・生活背景をもった個別の
人であり，‘個別’を重んじる必要性を学んでいた。さら
に，自らを客観的に捉え，現状の自らの考え方や知識，技
術力の状況を自覚し，また今後の課題を明確にする機会に
もなっていた。以上より，模擬患者が参加した演習を通し
て，学生は学習意欲やコミュニケーションについてだけで
はなく，「生きた場面」を体験することで，自らを成長さ
せる機会となったと推察される。
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237）客観的臨床能力試験の実施と評価⑴　－学生及び教
員の評価からみた学士課程４年生の看護実践能力の
現状－

山縣恵美，山本容子，高尾憲司，滝下幸栄，毛利貴子，
笹川寿美，光木幸子，岡山寧子，眞鍋えみ子
 （京都府立医科大学看護学科）
倉ヶ市絵美佳（京都府立医科大学附属病院）

【目的】
看護実践能力の育成を目指した授業の包括的評価として，
４年生を対象に試問及び実技からなる客観的臨床能力試験
（以下，試問OSCE，実技OSCE）を実施した。学生自身
及び教員の実技OSCEの評価から，現時点の看護実践能
力の現状とその能力に対する学生と教員の認識の違いにつ
いて検討した。
【方法】
１．時期：2010年11月。
２．対象者：学士課程４年生20名。
３．OSCEの概要
到達目標：１．潜在的顕在的なリスクを明らかにし，安全
安楽を考慮した正確なケアの実施ができる。２．複数患者
に対し，優先度を考慮したケアのマネージメントができ
る。
課題：「術後疼痛のある膀胱留置カテーテル挿入中患者の
移乗介助と輸液ポンプ使用中の患者への対応」
評価方法：評価表は13領域54項目（コミュニケーション，
説明と同意，臨床判断力，医療安全，感染予防，患者観察，
安楽への配慮，プライバシーの保持，正確な実施，看護者
としての基本的姿勢，その場に適した言動，状況把握，作
業管理）で作成し，各項目は［適切に行えた］～［行えな
かった］の３段階評価。教員の評価者は，大学教員と臨地
指導講師。
内容：試問OSCE30分後，実技OSCE30分（実施15分，
フィードバック８分，移動他７分）。
４．分析方法：学生の自己評価と教員評価は，それぞれ
領域別に平均得点率を算出し，wilcoxon符号付順位検定を
行った。
５．倫理的配慮：口頭で研究概要及び成績には関係しない
ことを学生に説明し同意を得た。
【結果】
１．領域別の平均得点率：平均得点率が高い領域，低い領
域は教員と学生ともに同様の傾向を示し，高い領域は，看
護者としての基本的姿勢；教員94.4%，学生87.5％，コミュ
ニケーション；教員91.8%，学生79.6％，最も低い領域は，
感染予防；教員33.1%，学生30.6％であった。
２．学生及び教員評価の比較：２群に差があった領域は，
コミュニケーション，その場に適した言動，状況把握，臨
床判断力，作業管理の５領域で学生の評価が有意に低かっ
た（p＜ .05）。
【考察】
感染予防では，膀胱留置カテーテル管理や訪床時の手指消
毒の得点率が低く，臨床場面における感染予防行動の適用
について教育する必要がある。また，学生は教員より評価
が低い傾向にあり，特に患者の反応に応じた対応が求めら
れる項目では，学生の看護実践能力に対する自信のなさが
評価の低さに反映していたものと考える。患者の反応によ
り難しい判断を伴う対応場面では，学生へのフィードバッ
ク時や自己の振り返り時に「できている点」「改善点」を
明確に伝えるという教員の関わりも重要である。本報告
は，文部科学省平成21年度助成事業「看護職キャリアシス
テム構築プラン」の一部である。

238）客観的臨床能力試験の実施と評価⑵　－試問ステー
ションの評価と実技ステーションの評価との関連－

山本容子，山縣恵美，高尾憲司，滝下幸栄，毛利貴子，
笹川寿美，光木幸子，眞鍋えみ子，岡山寧子
 （京都府立医科大学医学部看護学科）
倉ヶ市絵美佳（京都府立医科大学）

【目的】
看護実践能力の育成を目指した授業の包括的評価として，
学士課程４年生を対象に試問ステーションと実技ステー
ションからなる客観的臨床能力試験（以下，試問OSCE，
実技OSCE）を実施した。今回は，試問OSCEによる知識
の状況と，実技OSCEの得点との関連について検討する。
【方法】
１．時期：2010年11月
２．対象者：学士課程４年生20名
３． OSCEの概要：
到達目標は，１．潜在的顕在的なリスクを明らかにし，安
全安楽を考慮した正確なケアの実施ができる。２．複数患
者に対し，優先度を考慮したケアのマネージメントがで
きるとした。試問OSCEの設問は，感染予防，医療安全，
正確な実施，臨床判断力，看護の優先順位の知識を確認す
る14問で構成した。このうち感染予防，医療安全，正確
な実施は実技OSCE課題に関する内容とした。実技OSCE
課題は，「術後疼痛がある膀胱留置カテーテル挿入中の患
者の移乗介助と輸液ポンプ使用中の患者への対応」であ
る。試問OSCEを30分実施後，実技OSCE（15分＋フィー
ドバック７分）を実施した。実技OSCEの評価は，大学
教員と臨地指導講師（看護師長）が行った。
４．分析方法：
試問OSCE及び実技OSCEの得点率を算出し，Wilcoxon
符合付順位検定を行った。
５．倫理的配慮：口頭で研究の概要及び参加の自由，不参
加の場合も不利益が生じないことを学生に説明し同意を得
た。
【結果】
試問OSCEの総合得点率の平均は78.5％であった。得点率
が高かった順に，正確な実施85.1％，臨床判断力82.5％等
であった。実技OSCEでは，得点率が高かった順に，正確
な実施72.1％，臨床判断力70.0％等であった。試問OSCE
と実技OSCEとの関連では，感染予防に関する試問OSCE
の得点率は71.0％であり，実技OSCEの得点率33.1％に比
べ有意に高かった（p＜ .001）。同様に，臨床判断力も，試
問OSCEが実技OSCEに比べ有意に高かった（p＜ .05）。
【考察】
試問OSCEの評価から学士課程４年生の知識の状況はお
おむね良好であったが，感染予防，臨床判断力において実
技OSCEの評価との差がみられ，わかっていてもできな
い状況が推察された。今後，知識を実践に活かす能力の育
成を目指したシミュレーション教育，臨地実習等での学習
機会を増大させる必要性が示唆された。本報告は，文部科
学省平成21年度助成事業「看護職キャリアシステム構築プ
ラン」の一部である。
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239）学士課程卒業前の看護技術経験状況と看護実践能力
経験到達状況との関連

笹川寿美，小松光代，大久保友香子，和泉美枝，三橋美和，
毛利貴子，滝下幸栄，眞鍋えみ子，岡山寧子
 （京都府立医科大学医学部看護学科）

【目的】
『看護実践能力の育成の充実に向けた大学卒業時の到達目
標（2004）』が提示され各大学の教育に反映されている。
本報では，看護技術経験到達度と看護実践能力経験到達度
の継続調査から，看護実践能力の向上に向けた課題を検討
する。
【方法】
A大学４年生（2008 ～2010年度生）223名を対象に領域別
実習終了時に質問紙調査を行った。調査内容は，１）『看
護師教育の技術項目と卒業時の到達度（以後，技術と称
す）』142項目で今回は，卒業時の技術到達度が「単独で実
施できる，指導のもとで実施できる」と設定されている88
項目に着目した。２）看護実践能力の経験到達度（以後，
能力と称す） 81項目。いずれも３段階（「単独で実施」，「指
導者の指導を受け実施」，「指導を受け部分的実施～実施で
きない」）で回答を得，両調査に回答があった187名を分析
対象とし，スピアマンの順位相関係数を求めた。倫理的配
慮：対象者へ研究の主旨，匿名性の保証，研究への協力は
個人評価や成績評価とは無関係であり，協力しないことで
不利益を被らないことを説明し協力を求め，回答のあった
者を同意したとみなした。
【結果】
学生が単独～指導のもとで実施できる割合が75％に達して
いなかった技術は，88項目中21項目，能力では全81項目で
あった。技術「看護師・教員の指導のもとで気管内加湿が
できる」と能力「技術実施過程における危険性（リスク）
を認識しリスクマネジメントする（r＝－0.447）」「慢性的
疾病をもつ人へ労働にかかわる支援をする（r＝－0.529）」
「看護職チーム，保健・医療・福祉チームの一員として自
覚と責任ある行動をとる（r＝－0.536）」「看護実践におけ
る課題や疑問の解決に向けた文献・情報を収集する（r＝
－0.479）」とで中等度の負の相関がみられた。他項目間で
は，相関はみられなかった。
【考察】
学生の看護技術到達度と看護実践能力の経験到達度に正の
相関があるのではないかと予測していたが，予想外であっ
た。この理由は，技術21項目，能力全項目の到達度が75％
に達していなかったこと，細かな看護技術到達度そのもの
を問う質問と，その看護技術を含めた統合された看護実践
能力を問う項目であったため，関連はみられなかったと考
える。但し，負の相関がみられた項目間の関連性について
の理由は不明である。今後の看護実践能力到達度の評価方
法については，単一でなく幾つかの方法を組み合わせて行
う必要が示唆された。
本報告は，文部科学省平成21年度助成事業「看護職キャリ
アシステム構築プラン」の一部である。

240）看護学科新入生の対人関係能力の傾向－自己開示性・
オープナー性・共感性を中心に－

川口賀津子（福岡大学医学部看護学科）

【目的】
看護職を目指す学生にとって対人関係能力は不可欠である
が，一方で現代青年は人との関係性が希薄であると指摘さ
れている。F大学新入生の対人関係能力を，自己開示性・
オープナー性・共感性を中心に調査し，性差および看護学
科生の対人関係能力の傾向を明らかにする。
【研究方法】
対象：F大学１年次生610名調査時期：平成21年４月～５
月方法：自記式質問紙調査。属性は年齢，性別，学部学科
とし，自己開示性は開示状況質問紙（５下位尺度・18項
目），オープナー性はオープナースケール（２下位尺度・
10項目），共感性は情動的共感尺度（３下位尺度・25項目）
を用いて点数化した。分析：統計ソフトSPSS 16Verを使
用し，記述統計・t検定を行った（ｐ＜ .05）。倫理的配慮：
研究の趣旨，研究参加への任意性，匿名性等を口頭と文書
で説明し，質問紙の提出をもって研究同意が得られたもの
とした。Ａ大学大学院倫理審査委員会の承認を得た。
【結果】
F大学新入生763名に質問紙調査票を配布し，610名分（有
効回答率86.2%）を対象とした。看護学科91名・他学科519
名で，男子学生259名・女子学生351名，年齢は男子学生
18.5±0.9歳・女子学生18.2±0.8歳であった。クロンバッ
クα係数は，開示状況質問紙 .88，オープナースケール .73，
情動的共感尺度 .53であった。全学科生では，男子学生
の自己開示性が有意に高く（男子65.3±13.1,女子63.2±
11.8），下位尺度は社会的状況・非日常的状況の得点が高
かった。オープナー性・共感性は女子学生が高かった。他
学科生に比べ看護学科生はオープナー性が高く（看護学科
36.3±4.7,他学科34.3±4.9），下位尺度は家族的状況・和ま
せ因子・共感因子・感情的暖かさの得点が高かった。看護
学科女子学生と他学科女子学生における３尺度の比較では
有意差はなく，下位尺度の家族的状況（看護学科8.3±2.1,
他学科7.8±2.0），感情的暖かさ（看護学科56.8±6.9,他学
科53.8±7.0）で看護学科生の得点が高かった。
【考察】
自己開示性は男性より女性が高いという報告が多いが，今
回は男子学生の自己開示性が高かった。調査時期が入学当
初だったため，新しい環境に適応していく時期だったと
思われるが，男性は初対面や関係の薄い人に対しても自
己開示性が高く，女性は親しい人への自己開示性が高い 
（Stokes, 1980）という研究結果を反映したのではないかと
考える。オープナー性と共感性は女性が高かったが，これ
は先行研究と同様であった。性差の影響をなくす為，男子
学生を除いた看護学科女子学生と他学科女子学生とを比較
した結果より，看護学科女子学生は，家族など親しい者に
自己開示しやすく，また相手の心情を感じ取り，思いやり
のある態度をとる傾向にあることが示唆された。（本稿は，
国際医療福祉大学大学院における修士論文の一部である）



日本看護研究学会雑誌 Vol. 34　No. 3　 2011294

241）看護学生が統合看護実習を通して学んだ看護専門職
者に必要な能力

加藤泰子，大町弥生，山田千春
 （兵庫医療大学看護学部看護学科）
上谷幸子，西山静香，窪浩子
 （兵庫医科大学ささやま医療センター）

【目的】
学生がこれまで学んだ知識・技術・態度を統合し，看護専
門職者としての理解を深め，自己の看護実践能力を強化す
ることを目的に統合看護実習を行った。その期間中に複数
の患者を受け持ち，夜間実習，他職種との連携，看護管理
について実習をした。そこで実習終了後のレポートから，
「看護専門職者に必要な能力」についてどのように理解し
たのかを明らかにする。
【研究方法及び倫理的配慮】
研究期間は20XX年１月～２月である。統合看護実習にお
いて老年看護学領域を選択した学生を対象とした。対象者
が統合看護実習終了時に実習を通して学んだことについて
記述したレポートをデータとした。分析は「看護専門職者
として必要な能力」について記述されているデータをコー
ド化し，カテゴリを抽出した。当該実習の成績評価が終了
後，対象者に研究の主旨について説明を行い，研究への参
加は自由意思であることを保障して同意を得た。個人情報
は，個人や施設名についてはコード化し，個人が特定され
ない形でデータを取り扱った。
【結果及び考察】
８人のレポートから，156のコード，12のサブカテゴリ，４
のカテゴリが抽出された（表）。学生は，患者が自宅で療
養生活を継続できるように＜患者の生活を基本に看護を提
供する＞ことができる看護者の力，他職種との連携の中で
看護の専門性を発揮する＜医療チームの中で看護職の役割
を果たす＞力，患者の状態の変化や多重課題に対応する
＜状況を観察し判断する＞力が必要であると学び，自己満
足でない看護を実践することができるために＜自己を客観
視する＞力の重要性を学んでいた。学生は複数の患者を受
け持ち，夜間の看護業務，チームで看護を実践することを
学ぶ機会を得ることで，看護専門職業人として，求められ
る能力について学ぶことができていた。

表　看護学生が統合看護学習を通して学んだ看護専門職者に
　　　必要な能力

カテゴリー サブカテゴリー
患者の生活を基本に
看護を提供する

看護の中心は患者とその家族である
患者に関心をもつ
住み慣れた家で生活できるよう継続した看護を
行う
一人ひとりの患者を尊重する

医療チームの中で
看護職の役割を果たす

患者を中心に病院，地域と空間をつなぐ連携が
必要である
他職種が連携・協働して計画的に患者の療養生
活を整える
看護もチームでケアしている
全体を見渡し自分の役割を果たす

状況を観察し判断する 日々変化する患者に適確に対応する
常に考え自分の行動を計画しながら働く

自己を客観視する 自己満足でない看護を提供する
自分の限界を知り，不足部分を振り返る
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242）専門領域を超えタイアップする授業展開の効果と課
題

平田良江，渡邊裕子，井川由貴，茂手木明美，森田祐代
 （山梨県立大学看護学部）

【目的】
本学では平成21年度より看護師・助産師・保健師カリキュ
ラム改正に伴い，看護専門領域の枠を超えて共同して担当
するタイアップ科目（科目の構成や内容・方法等を合同で
企画・運営する科目）を設け教育を展開している。その一
つである「ヘルスアセスメント実践論」は胎児期，小児期，
成人期，老年期各期の対象特性を考慮したアセスメント理
論の実際（技術）について学習することが目的となってい
る。今回この科目の授業展開の効果と課題について明らか
にすることを目的に研究を行った。
【研究方法】
看護系大学の２年次生73名。２年前期開講の「ヘルスア
セスメント実践論」の最終講義終了時に学生が記載した
フィードバックペーパーの「講義に対する意見」を分析対
象とし，自由記述をカテゴリ化した。
【倫理的配慮】
研究目的，調査内容・方法，倫理的配慮事項（協力の任意
性・中断の権利・匿名性・データの破棄等）について記載
した文書と口頭で説明を行い，同意を得た。本研究は山梨
県立大学看護学部研究倫理審査委員会の審査にて『承認』
を得た。
【結果・考察】
協力の得られた73名の140記録単位を分析した結果，学
生の講義・演習に対する意見は＜対象理解の特徴＞
（27.9%），＜アセスメントに関すること＞（19.3%），＜実
践することの意味＞（16.4%），＜自己の課題＞（12.1%），
＜タイアップの意味＞（5.0%），＜今後への展望＞（5.0%），
＜気づき＞（5.0%），＜他科目とのつながり＞（4.3%），
＜授業・演習の展開＞（2.9%），＜困難感＞（2.1%）の10
カテゴリが抽出された。＜対象理解の特徴＞では，［人を
見る上での共通するポイントと違い］［発達段階の特徴を
考慮］といった異なる対象を把握する上でのポイントを学
んでいた。＜アセスメントに関すること＞では［様々な側
面から見ていくことが必要］［アセスメントする意味・理
由を考える］といった原理・原則に気づく一方で［難し
さ・大変さ］を実感していた。そして［もっと正確な知
識や技術を身につけたい，興味がわいた］［知識不足］と
いった＜自己の課題＞も明らかにしていた。また，［一つ
の科目で人間の初めから老年期までを全体的に学習でき
た］という＜タイアップの意味＞にも言及していた。しか
し，［壮大すぎて手に負えない，広く浅くというイメージ］
という＜困難感＞も抱いていた。タイアップ科目から学生
は，多方面から情報収集し統合することの必要性を再確認
にするとともに人間を捉えるという視点はどの発達段階に
おいても重要であることを学んでいた。今後は学生が感じ
ている困難感を軽減するために講義・演習内容を更に精選
した上で，臨地実習等の科目と関連して学びを深められる
ような働きかけを強化していく必要がある。

243）保健学授業により導かれたコメディカル学生の健康
行動への意識

赤羽根章子（平成医療専門学院視能訓練学科）

【目的】
青年期にあたる学生にとって，自分の健康を問うことは今
後の健康行動に大きく影響する。看護学の視点から保健学
授業を行い，コメディカル学生の健康行動に対する意識が
どのように深まったのかを明らかにする。
【研究方法】
対象はA専門学校視能訓練学科の１年次学生30名。調査方
法は「保健学」授業開始前後に自分の健康状態，健康に関
連すると予測する要因，今現在行っている健康行動につい
て等自由記述アンケートを実施した。データは質的帰納法
を用いて分析した。学生には，保健学の評価には一切関係
しないこと，回答を拒否してもよいことを口頭と書面で説
明してアンケートを回収し，提出を持って同意とみなし
た。
【結果】
30名中29名より回答を得た（回収率96.6％）。性別は男性
５名女性24名，年齢は18～22歳（平均年齢18.4歳）であっ
た。授業前には，現在健康と答えた者が21名（72.4％），
不健康１名（3.4％），わからない７名（24.1％）であった。
健康に関連すると予測する要因についての自由記述を分析
すると，＜食生活＞に関する記述は27，以下，＜運動＞は
20，＜睡眠＞は14，＜規則正しい生活＞は９，＜心＞は
７，＜飲酒＞は４，＜喫煙＞は４，＜身体丈夫さ＞は４，
＜清潔＞は３，＜ダイエット＞は２，に大別できた。一
人平均3.3の記述があり，最大は８つであった。現在の健
康行動の自由記述数は全59の記述であった。＜食事＞は
≪食生活≫≪バランスのとれた食事≫等20，＜規則正しい
生活＞は≪早寝早起き≫等13，＜運動＞は≪歩く≫等10，
＜清潔＞は≪手洗いうがい≫等10，その他６に大別でき
た。一人平均2.0の記述であった。授業後，学生が健康に
ついてわかったこと，実践につなげたことを自由記述で尋
ねたところ全55の記述があり，＜知識＞＜知識と行動の結
びつき＞＜行動＞の３つに大別できた。＜知識＞を示す内
容23，＜知識と行動の結びつき＞を示す内容18，＜行動＞
を示す内容14であった。＜知識＞は「食事や運動はもちろ
ん，環境も大切だと知った」「心の病気もすごく大変なこ
とが分かった」等，＜知識と行動の結びつき＞は「たばこ
やお酒，薬物の恐ろしさを知ったのですすめられても断
る勇気を持ちたいと思うようになった」「食生活を見直す
きっかけになった」，＜行動＞は「どんなものを食べるか，
自分で考えるようになった」「タバコは絶対に吸わない」
等の内容であった。
【考察】
授業前は，幼少時から身に付けたと思われる早寝早起きや
手洗いうがいといった生活習慣における健康行動，食生活
や運動といった漠然と単語で表される健康行動であった
が，授業後は学生一人一人が自分の健康に向き合い知識を
得ることで，薬物の恐ろしさを知ったので断る勇気を持ち
たいなどの健康行動が具体的な行動レベルで表されたと考
えられた。
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244）臨床看護師の実践経験と自己教育力の関係性につい
ての検討

於久比呂美，永嶋由理子，渕野由夏，加藤法子
 （福岡県立大学看護学部）

【目的】
看護師の臨床実践の経験年数による自己教育力の相違につ
いて明らかにする。さらに，自己教育力の４つの側面につ
いてその関係性を明らかにし，看護師の自己教育力を向上
させるための方策を検討する。 
【研究方法】
Ａ県内において研究同意の得られた２箇所の総合病院
（300床以上）に勤務する看護師650名を対象者とし，平成
21年８月～９月まで質問紙調査を行った。倫理的配慮とし
ては，福岡県立大学研究倫理委員会の承認を得て，研究趣
旨，匿名性，自由意思の保障などを明記した文書とともに
調査票を配布した。研究の同意は，調査票の返信をもって
確認した。調査内容は，経験年数など８項目と自己教育
力測定尺度（西村ら，1995）40項目で構成し，測定尺度は
開発者の承諾を得て使用した。調査票は365名分を回収し
（回収率56.1％），不完全回答項目を欠損値とした365名を
分析対象とした（有効回答率100％）。
分析はSPSS17.0J for Windowsを用いて，経験年数を５群
に分類（１年未満，１年以上４年未満，４年以上７年未満，
７年以上10年未満，10年以上）し，分散分析と重回帰分析
を行った。自己教育力の下位尺度得点は，「はい」に２点，
「いいえ」に１点を配置し，自己教育力の４つの側面ごと
に分けて算出した。
【結果・考察】
研究仮説を「臨床実践の経験を積み重ねるほど自己教育力
は高まる」と立て，量的手法を用いて実施したが，結果は，
実践経験を拠所とすることなく，どの経験年数の段階にあ
る看護師も，自己教育力の４つの側面のうち「１．成長・
発展への志向」（16.79±1.89）と「２．自己の対象化と統
制」（16.42±1.57）が高く，「３．学習の技能と基盤」（14.92
±2.21）と「４．自信・プライド・安定性」（14.41±2.25）
が低いという興味深い結果が得られた。
また，自己教育力の４つの側面の関係性については，１側
面と２側面（P＝ .009），１側面と３側面（P＜ .0005），２
側面と３側面（P＜ .0005），４側面と１側面（P＝ .006），
４側面と３側面（P＜ .0005）の間に関係性がみられた。
しかしながら，経験年数の違いによる特徴的な相違は見ら
れず，日々，臨床実践の経験を積み重ねることによって自
己教育力が高まることに繋がっていかない臨床現場の現状
が明らかとなった。
今後，看護師の自己教育力を高めるためには，「実践経験
の質を高める」「本質を見抜く深い振り返り」「内発的動機
づけが伴う学習への高まり」が必要であることが示唆され
た。

245）臨床が求める看護基礎教育卒業時のフィジカルアセ
スメント技術の必須項目　その１　病棟別による検
討

中村聖子，岡田郁子，二ツ森栄子，畑瀬智恵美
 （旭川大学保健福祉学部保健看護学科）

【目的】
研究者らの先行研究では，臨床の看護師が看護基礎教育卒
業時の新卒看護師に求めているフィジカルアセスメント技
術の必須項目として，32項目を示した。そこで，本研究の
目的は，病棟別の視点からフィジカルアセスメント技術の
必須項目を明らかにすることである。
【研究方法】
対象：病床数500前後の５病院において，新卒者が勤務す
る病棟で臨床経験２年目以上の看護師834名に配布した。
調査期間：平成22年５月20日～５月31日。調査方法：アン
ケート調査無記名密封による留め置き回収法とした。調査
内容：基本属性（経験年数，勤務病棟，学生時のフィジ
カルアセスメント受講の有無など），身体系統別を細分化
したフィジカルアセスメント技術49項目を３段階（必要・
不要・どちらでもない）で回答を求めた。分析にはSPSS 
ver.18.0を用い単純集計を行なった。倫理的配慮：対象の
所属病院の看護部長に，研究目的及び調査内容などを説明
し承諾を得た。対象者には，書面にて研究の趣旨・自由参
加の保証，匿名性の保持，質問紙の投函をもって同意とみ
なす旨を説明した。尚，旭川大学保健福祉学部研究倫理委
員会の承認を得て実施した。
【結果】
627名から回答（回収率75.17％）を得，有効回答の604名
（72.42％）を分析対象とした。分析の結果，全病棟におい
て，卒業時に「必要である」と全体の約70％以上が回答し
た項目は，32項目中17項目であった。その中で『バイタル
サイン』系統は，ほぼ100％に近く，特に「血圧測定」に
ついては，全病棟が「必要である」と回答した。また『皮
膚・爪』系統の「皮膚の色」「皮膚の発赤」の観察，『頭頸
部』系統の「顔の表情」の観察についてもかなりの高い割
合であった。それ以外の15項目についてみると，11項目は
病棟によっては70％以下の割合の項目もあり，４項目は全
ての病棟で50％を下回っていた。
【考察】
本研究では，必須項目32項目の中から，全病棟で必要とさ
れている17項目が明らかになった。この17項目は，各病棟
の特徴，専門的なフィジカルアセスメント技術ではなく，
全病棟共通の技術であると言える。また，対象を把握する
うえで基礎的な技術であり，新卒看護師にとって必要不可
欠なフィジカルアセスメント技術であると考える。これら
のことから，臨床では，新卒看護師に基礎的なことをしっ
かりと身につけて卒業してほしいと考えており，聴診・打
診・触診などのフィジカルアセスメント技術までは求めて
いない傾向があるということが示唆された。
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246）臨床が求める看護基礎教育卒業時のフィジカルアセ
スメント技術必須項目の検討　その２　学習別によ
る検討

岡田郁子，二ツ森栄子，中村聖子，畑瀬智恵美
 （旭川大学保健福祉学部保健看護学科）

【目的】
臨床の看護師が看護基礎教育卒業時に，どのようなフィジ
カルアセスメント技術を必須習得項目として求めているか
について，学生時のフィジカルアセスメント授業受講の有
無と臨床においてフィジカルアセスメント研修受講の有無
により明らかにすることを目的にした。
【研究方法】
対象：病床数500前後の５病院において，新卒者が勤務す
る病棟で臨床経験２年目以上の看護師834名に配布し627名
から回答（回収率75.17％）を得，有効回答の604名を分析
対象とした。調査期間：平成22年５月20日～５月31日。調
査方法：アンケート調査無記名密封による留め置き回収法
とした。調査内容：基本属性（経験年数，学生時・臨床に
おいてのフィジカルアセスメント受講の有無等），身体系
統別を細分化したフィジカルアセスメント技術49項目を３
段階（必要・不要・どちらでもない）で回答を求めた。分
析にはSPSS ver.18.0を用い単純集計，ピアソンのχ２検定
を行なった。倫理的配慮：対象者には，書面にて研究の趣
旨・自由参加の保証，匿名性の保持，質問紙の投函をもっ
て同意とみなす旨を説明した。尚，Ａ大学保健福祉学部研
究倫理委員会の承認を得て実施した。
【結果】
学生時フィジカルアセスメント受講者は328名，未受講者
は276名であった。技術習得必要と回答した項目を，学生
時フィジカルアセスメント受講有無で比較すると，受講者
で有意差があったのは「呼吸音の聴取」等の８項目であり，
未受講者で有意差があったのは「爪の色」の観察等７項目
であった。次に，学生時フィジカルアセスメント受講有無
と臨床でのフィジカルアセスメント研修受講の有無で４群
に分けると，学生時と臨床両方受講者は99名，学生時のみ
229名，臨床のみ33名，両方未受講者243名であった。４群
で比較し有意差があったのは13項目であった。学生時のみ
受講者は「腸蠕動音の聴取」等が有意に高く，両方未受講
者は「皮膚の発疹」の観察等が有意に高かった。以上より
技術必須項目を検討した結果，必要と回答したほぼ70％以
上の項目と有意に極めて割合が低い項目を削除し32項目と
なった。
【考察】
学生時フィジカルアセスメント受講者と学習別で４群に分
けた学生時のみ受講者は，「呼吸音の聴取」「胸・腹部の打
診」等聴診，触診，打診に注目していた。臓器機能を観察
できる高度な技術を学生時に学習した結果と推察される。
一方，学生時未受講者と４群に分けた両方未受講者は視診
のみに注目していた。今回学習別に検討したが，臨床が求
める必須項目は32項目となり，筆者らの先行研究と同じで
あった。今後は結果をもとに授業内容の精選に役立てた
い。
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247）小児看護学実習における教員の指導方法の検討　
－学生の教員評価の分析から－

舟越和代，合田友美，三浦浩美
 （香川県立保健医療大学看護学科）

【目的】
実習場所や受け持ち患児の確保が難しいという状況の中，
A大学では90時間の小児看護学実習のうち45時間を病棟で
の実習に当てている。短期間であっても，看護学生が主体
的に病気の子どもへの看護が実践できる実習環境を確保す
ることは重要である。本研究では効果的な指導方法の検討
の一助とするために，看護学生が教員の指導をどのように
受け止め評価しているかを明らかにする。
【方法】
対象者は小児看護学実習を履修した看護系大学３年生48
名。2010年に実習終了後自記式質問紙調査を実施。調査内
容は属性と教員の指導に対する評価［中西らの日本語版
Effective Clinical Teaching Behaviors（以下ECTB）］。ECTB
は４つの要素「実践的な指導」，「理論的な指導」，「学習意
欲への刺激」，「学生への理解」を含む計43項目から成り，
５段階で評価する。作成者の承諾を得て使用。学生には研
究の主旨，協力は自由であり断っても不利益は被らないこ
と等を文書及び口頭で説明し同意書に署名を得た。分析
は，ECTBの各項目の記述統計。また４つの要素毎の得点
を出し，教員の臨地の指導者や受け持ち患児との関係づく
りに対する学生の評価との関連をSpearmanの順位相関係
数でみた。統計ソフトはSPSS19.0を用いた。
【結果】
37名から回答が得られ，全項目に欠損がなかったのは34
名（有効回答率70.8％）であった。ECTB43項目のうち平
均値が最も低いのが「ケア実施時の基本的原則の確認3.7
±0.91」。次いで「看護援助の為の文献活用の指導3.9±
1.12」，「看護援助行動のロールモデルになる4.0±0.74」で
あった。４つの要素の得点は，「学生への理解（α＝ .916）
4.6±0.38」が一番高く，次いで「理論的な指導（α＝ .755）
4.4±0.47」，「学習意欲への刺激（α＝ .896）4.4±0.50」，
「実践的な指導（α＝ .792）4.2±0.58」であった。「教員が
臨地の指導者とよい関係を保っている」と４要素全てに軽
い相関関係が認められた（ρ＝ .374～ .529）。「患児と良い
関係をとっている」は，「理論的な指導」のみ関連が認め
られず，他の３要素とは軽い相関関係が認められた（ρ
＝ .357～ .529）。
【考察】
「学生への理解」は最も要素得点が高く，教員の姿勢が学
生の理解を得ていたと考えられるが，一方で基本的な原則
の確認やロールモデルとしての役割等，実践的な指導につ
いて課題が残る結果となった。実践的な指導は臨地の指導
者との協力が不可欠であり，今後臨地の指導者への学生の
評価も明らかにした上で，よい関係を保ちながら具体的な
指導方法の改善を図っていく。また，小児看護学実習にお
いて，学生は対象者の人見知り等関係づくりで他の実習と
は異なる困難感を持つ。教員は臨地の指導者とともに患児
との関係づくりに努めることで ,学生の教育によい影響を
及ぼすといえる。

248）医療的ケアを担う特別支援学校看護師の看護実践力

道重文子，竹村淳子（大阪医科大学看護学部）
古株ひろみ（滋賀県立大学人間看護学部）
泊　祐子（岐阜県立看護大学）

【目的】
平成17年度から医療的ケアを必要とする児童生徒の安全な
通学を確保するために特別支援学校に看護師（以下，学校
看護師）が配置されているが，非常勤であることが多く，
勤務人数も限られているため，自主的研鑽によるスキル
アップが求められている。学校看護師の活動基盤づくりと
専門性を高めるための支援モデルの開発が必要と考え，そ
の基礎的資料を得るため，学校看護師の看護実践力を調査
した。
【研究方法】
東海・近畿地方の113の特別支援学校の学校長宛てに本研
究の趣旨及び倫理的配慮についての説明文と自記式調査票
を郵送し学校長から学校看護師に調査票の配布を依頼し
た。返送をもって学校長と学校看護師の同意が得られたこ
ととした。調査票は，属性，障害児ケアの経験，看護実践
力に関する27項目等で構成した。看護実践力の項目は，日
本小児看護学会発行の特別支援学校看護師のためのガイド
ラインを参考に独自に作成し，「３：一人で判断して自信
を持ってできる」から「０：できない」の４段階リッカー
ト法で回答を求めた。学校看護師の経験年数，障害児ケア
の経験による比較はχ２検定を行った（有意水準５％）。
【結果】
調査票の返送は128通あり，有効回答数は102名（79.6％）
であった。回答者の平均年齢は43.8±9.04歳であった。看
護職平均経験年数は17.2±9.31年，うち学校での平均経
験年数は3.5±2.65年であった。学校看護師になる以前に
障害児ケアに関わった経験者は33名（32.4％），無は69名
（67.6％）であった。
対象者全体の20％以上の人が「できない」と回答した項目
は，「口腔ネラトンを挿入できる」29名（28.4％）と「自
己導尿の確立に向けて子どもに方法や器具の管理を指導で
きる」23名（22.5％）の２項目であった。学校看護師の経
験年数が１年未満，３年未満，３年以上の３群間での比較
では27項目中５項目に，障害児ケアの経験による比較では
９項目に有意差がみられ，経験年数が長い群，障害児ケア
経験者の方が有意であった。学校看護師の経験年数と障害
児ケア経験の比較で両方ともに有意差が見られた項目は，
「アンビューバックによる補助呼吸ができる」であった（ｐ
＝0.026，ｐ＝0.029）。学校看護師１年未満で障害児ケアの
経験がない群では，「抗けいれん薬の使用の判断ができる」
の項目が「一人で判断して自信を持ってできる」が０名で
あった。
【考察】
学校看護師経験年数や障害児ケア経験の有無による看護実
践能力差が明らかになった。特に障害児ケアの経験がなく
学校看護師になった直後の人に対しては，児童の安全を
守るために呼吸管理や抗痙攣薬に関する研修支援の必要
性が示唆された。（本研究は文部科学省科研費（課題番号
22592558）の助成により実施した）
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249）授業評価からの母性看護学教育における学生の授業
目標到達度の検討

牛越幸子，高橋順子，齋藤啓子，三木章代，高野みち子，
寺尾紀子（四国大学看護学部）

【目的】
佐藤らは「授業とは，教員と学習者が教材を媒介にして共
通の目的（課題）達成のために学習者の学習活動を支援す
る営みである」と述べている。母性保健論は「女性のライ
フサイクルと健康の視点から母性看護の対象を捉える」，
「母性看護を取り巻く課題を理解し，人間の性と生殖につ
いて自己の考えをまとめる」を授業目標として講義計画を
立てた。そこで，学生の授業目標到達度を検討することに
より，今後の教育方法の示唆を得ることを目的とした。
【研究方法】
１．対象：看護系大学１年次生81名（男子９名，女子72
名）。２．調査期間：平成22年４月14日～５月19日。３．
調査方法：講義終了後に授業内容の感想・学びを記入す
る出席シートを配布し，自由記述で記載した。４．分析方
法：講義５回分を分析対象とした。分析は各授業単元の目
標に沿った自由記述の内容をデータとし，一文章一単位と
した。意味が損なわれないようコード化し，単純集計し目
標の到達度を検討した。５．倫理的配慮：学生には本研究
の目的を口頭で説明し，参加不参加は自由であり成績等に
はなんら影響しないことを説明し同意の得られたものを分
析の対象とした。
【結果】
第１回では「女性のライフサイクルにおける形態機能の変
化を理解する」として月経周期や妊娠の成立について記述
があったのは32コード，「女性のライフサイクルの分類に
ついて理解できる」は18コードであった。第２回では「現
代女性のライフサイクルの特徴が理解できる」については
48コード，「女性のライフサイクルと家族周期の関係が理
解できる」は10コードであった。第３回の「思春期女性の
身体的・心理的特徴が理解できる」は53コード，第４回の
「思春期の健康問題が理解できる」は66コードあった。第
５回の「成熟期女性の特徴と健康課題が理解できる」の
『死因から見た成熟期女性の健康』は４コード，『性と生殖
からみた成熟期女性の健康：結婚・離婚・育児』は46コー
ドあった。
【考察】
コード数が多かったものは「ライフサイクル」に関するも
ので，母性保健論の科目目標に沿った内容であったと考え
る。さらに，コード数が多かった「思春期」は，自己を振
り返ることで講義内容と結び付けて理解出来ていた。これ
らの事は講義内容がイメージできると認知が深まるため，
自己像と「ライフサイクル」の視点で教員が事例となり教
材化を図った事によりイメージ化が出来，自分の将来像を
描けたと考える。一方，「成熟期の死因」では疾患のイメー
ジができず，コード数が少なかったと考える。今後は学生
が「わかった」「なるほど」と実感を伴う認知が出来るよ
うな教材の工夫が課題になると言える。

250）臨地実習における意図的タッチの活用状況

渋谷えり子，岡本佐智子
 （埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）

【目的】
本研究目的は，臨地実習における看護学生の意図的タッチ
の活用状況を明らかにし，教育方法を検討することであ
る。
【用語の定義】
意図的タッチとは，観察・計測のためのアセスメント機能
のタッチは除き，患者を安心させる目的や気持ちの表出を
促すことなど意図して患者に手で触れること。
【研究方法】
Ｘ大学３年次看護学生24名を対象に，実習終了後に質問紙
調査を実施。さらに，質問紙調査対象者のうち，面接調査
に同意が得られた学生５名に半構成的面接調査を実施し
た。なお，面接内容は許可を得て録音した。分析方法は，
質問紙調査結果は，SPSS　Ver19.0で統計処理し，面接内
容の録音データは逐語録を作成し，患者とのコミュニケー
ションと意図的タッチの場面を抽出した。倫理的配慮は，
対象者に紙面と口頭で研究目的，本人が特定されないよう
扱い，個人には不利益が及ばないこと，学会で発表するこ
とを説明した。質問紙調査は回収箱を設置し，質問紙の提
出をもって同意を得た。面接調査は，成績評価終了後に研
究協力を依頼した。なお，本研究は，所属倫理委員会の承
認を得て実施した。
【結果】
質問紙調査回答者は，20名（回収率83.3％）で，女子学生
18名（90％），男子学生２名（10％）名であった。意図的
タッチの言葉を知っていた学生は，６名（30％）で，効果
を知っていた学生は，12名（60％）であった。意図的タッ
チを実施した学生は，11名（55％）で，実施した理由で
は，「コミュニケーションがスムーズになると思った」が
最も多かった。実施しなかった理由では，「機会がなかっ
た」「思い浮かばなかった」が多かった。面接調査結果は，
意図的タッチの言葉を知っていた学生は２名，タッチ又は
タッチングとして看護ケアに生かす効果については，５名
全員が知っていた。意図的タッチを看護計画に立案・実施
した学生は２名だったが，実施しないと語った学生も「手
術前の患者さんが不安そうだったので，手を握ってそば
にいた」「寂しさから痛いと大声を出す高齢者の背中をさ
すってそばにいた」などの行動を行っていた。意図的タッ
チを行った理由は，「コミュニケーションのきっかけ」と
いう理由であった。また，「どう活用したらよいのか思い
浮かばなかった」「効果的に活用するためのタイミングの
判断ができなかった」などを語った。
【考察】
学生は，意図的タッチをコミュニケーションのきっかけに
したいという学生側の目的のみに活用している場合が多
く，患者の看護計画に立案・実施した学生は少なく，計画
立案した学生も，患者の気持ちを表出させる効果を期待し
ての活用ではなかった。意図的タッチを看護に効果的に生
かすことができていないことが示唆され，教育の充実が必
要と考える。なお本研究は，平成22年度埼玉県立大学奨励
研究費の助成により実施した。
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251）看護学生のEQS領域得点バランスからみた情動知能
構造の状況

澤田和美，中島正世，金子直美，吉川奈緒美，市川茂子
 （横浜創英短期大学看護学科）

【目的】
本研究ではEQSの自己対応，対人対応，状況対応の３領
域のバランスから看護学生の情動知能構造の状況を知るこ
とを目的とした。
【研究方法】
対象者：Ａ短期大学看護学科１～３年生208人。研究期
間：2009年12月。研究方法：データ収集方法：内山らが開
発した市販のＥＱＳを使用した。３領域からなる全65項目
の質問で０～５点の５件法で回答を求めた。分析方法：自
己対応，対人対応，状況対応の３領域の各合計得点をパー
センタイル換算して線で結び，領域得点バランス別に分類
した。分類後に基本統計，３領域および９対応因子の平均
得点で分散分析を行ない，５％水準で有意差が見られたも
のに多重比較を行なった。学年間比較にはχ２検定を実施
した。
【倫理的配慮】
学生には個人の匿名性を確保し，記載の内容は成績に一切
関係なく，学生個人は何らの被害もこうむらず，研究以外
の目的には使用しないことを文書で説明し承諾を得た。
【結果】
有効回答人数は194人（93.2％）であった。領域得点バラ
ンスは自己対応型：自己対応得点のパーセンタイルが対人
対応，状況対応のそれより高いもの（30人，15.5％），対
人対応型：対人対応得点パーセンタイルの一番高いもの
（141人，72.7%），状況対応型：状況対応得点のパーセンタ
イルが一番高いもの（21人，10.8％）の３つに大きく分類
された。自己対応と対人対応のパーセンタイルが同率で高
いものを自己対人対応型と分類したが２人（1.4％）のみ
であった。３領域の各平均得点では対人対応と状況対応平
均得点で有意差がみられた。対人対応平均得点で対人対応
型と自己対応型（p＜0.01），対人対応型と状況対応型（p
＜0.05）との間で有意差があり，いずれも対人対応型の平
均得点が高かった。状況対応平均得点では状況対応型が他
の２つの型より有意に高かった（p＜0.01）。９対応因子平
均得点では，共感性と愛他心で対人対応型が自己対応型，
状況対応型と比較して高かった（p＜0.01）。対人コント
ロールでは対人対応型が自己対応型より高く（p＜0.01），
状況洞察，リーダーシップ，状況コントロールでは状況対
応型が自己対応型（p＜0.05），対人対応型（p＜0.01）と
比較して有意に高かった。各対応型で学年間に有意差は見
られなかった（χ２＝6.082，df＝６）。
【考察】
本集団は対人対応型の学生が多く，配慮や自発的な援助と
いう愛他心や共感性の高い学生の多い集団であることがわ
かる。他の文献でも看護学生はこれらの特徴が高いといわ
れている。（吉川他，2010）しかしすべての学生がそのよ
うな特性というわけではなく，状況判断や統制力を得意と
する看護学生も含まれる集団であることがわかる。
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252）看護学生のケアに対する意識と Sen s e  o f 
Coherenceとの関連

本江朝美，杉山洋介（人間総合科学大学）
高橋ゆかり，古市清美（上武大学）
小泉仁子（筑波大学）

【目的】
看護基礎教育において，対象との見る・聴く・触れるなど
の身体的回路的関係によって生命力の消耗を最小限にする
というケア能力の育成は，重要な課題である。そこで本研
究では，看護学生のケアに対する意識と対処能力としての
Sense of Coherence（SOC）との関連を検討することを目
的とした。
【方法】
対象：A看護系大学２年生69名（回収率98.6％）。調査
方法：自記式質問紙票による留置法。質問項目：１．
AntonovskyのSOC短縮版尺度（13項目７件法，山崎らの
翻訳）を用いた。高得点ほどその特徴が高い。２．全ての
臨地実習を終えた看護学生10数名から挙げられた看護が難
しいと考える患者13例において，居る・見る・聴く・触れ
るという４種のケアをしたいと考える「たい思考」と，す
べきであると考える「べき思考」各52項目を，全くそうで
はない１点～全くそうである６点で回答を得た。分析方
法：「べき思考」から「たい思考」の得点を除し，「ケア
ストレス」とした。SOCとその下位因子（処理可能感・
把握可能感・有意味感），及び看護が難しいと考える患
者例別・ケア別の「たい思考」「べき思考」「ケアストレ
ス」の平均値を算出した。次いでそれらの値をSOCの平
均得点の中央値で二分した高低群別にｔ検定を行い，更に
SOC下位因子得点とpearson積率相関係数を求めた。解析
はSPSS統計ソフト15.0Jを用いた。有意水準はp＜ .05とし
た。倫理的配慮：研究目的・方法，参加は自由意志である
こと，参加の有無が学業成績に影響しないこと，個人のプ
ライバシーは厳守されることを明記した文書と口頭で説明
し，データ使用と公表の承認を得た。本研究はA大学研究
倫理委員会の承認を得た。
【結果】
１．ケアへの「たい思考」「べき思考」は共に聴くが最も
高く，「ケアストレス」は見るが最も高かった。看護が難
しいと考える患者の例の中では，精気のない患者や神経が
高ぶりイライラしている患者へのケアストレスが高かっ
た。２．４種のケアの「たい思考」と触れるの「べき思考」
は，SOC高群が低群より有意に高かった。「ケアストレス」
についてはSOC高低群間で有意差はなかった。看護が難
しいと考える患者の例の中では，がんを告知された患者
へのケアストレスでSOC高群が低群より有意に低かった。
３．処理可能感は，４種のケアの「たい思考」と正相関を
示した（r＝ .26～ .31）。有意味感は，聴く・触れるの「べ
き思考」と正相関を示した（r＝ .24,.28）。把握可能感は，
聴く「ケアストレス」と負相関を示した（r＝－ .25）。
【考察】
看護学生のケアに対する意識は，SOCに関与している可
能性が考えられた。これらより，ケア能力の育成に向け
て，ケアに対する意識の育成とSOCの育成を連関させた
教育のあり方を検討する有用性が示唆された。

253）基礎看護実習終了後の学生の精神的回復力と臨地実
習自己効力感との関連

村田尚恵，分島るり子，古島智恵，高島　利，井上範江
 （佐賀大学医学部看護学科）

【目的】
精神的回復力は，困難状況において苦痛を感じながらも適
応的な回復に導く心理的な特性および能力のことである。
本研究の目的は，基礎看護実習を終了した看護学生の精神
的回復力と臨地実習自己効力感との関連を明らかにするこ
とである。
【研究方法】
対象は，S大学看護学科２年生60名で，基礎看護実習終了
後に自記式質問紙調査を実施した。調査内容は，基本属
性，精神的回復力尺度＜21項目，５件法＞，臨地実習自己
効力感尺度＜16項目，６件法＞である。分析方法は，精神
的回復力と臨地実習自己効力感については，総点と３つの
下位尺度の合計点を算出し，総点および下位尺度合計点の
相関にはPearsonの積率相関係数を用いた。臨地実習自己
効力感の下位尺度間の比較では，一元配置分散分析および
多重比較検定を行った。また，精神的回復力総点の平均値
で高得点群（高群）と低得点群（低群）に分け，２群比較
にはｔ検定を用いた。有意水準は５％未満とした。対象者
へ研究の趣旨と倫理的配慮について口頭と文書を用いて説
明し，質問紙の提出をもって同意とみなした。質問紙は無
記名とし，個別の封筒で密封して回収した。
【結果】
質問紙の回収数は51名で回収率は85.0％だった。対象者の
属性は男性６名（12.0％），女性45名（88.0％）で，平均年
齢は19.4±0.53歳であった。精神的回復力総点の平均点は
73.9±10.46点，臨地実習自己効力感総点の平均点は68.4±
8.15点であった。精神的回復力総点との相関については，
臨地実習自己効力感総点ｒ＝0.335，下位尺度「友人との
関係性の維持効力感」ｒ＝0.332，「指導者との関係維持・
学習姿勢効力感」ｒ＝0.323で，いずれも有意な弱い正の
相関があった。臨地実習自己効力感の下位尺度の平均点
は，「対象の理解・援助効力感」4.12±0.58，「友人との関
係性の維持効力感」4.64±1.03，「指導者との関係維持・学
習姿勢効力感」4.24±0.63で，「友人との関係性の維持効力
感」が他の２つと比較して有意に高かった。精神的回復力
総点の高群・低群による臨地実習自己効力感の比較につい
ては，臨地実習自己効力感総点では高群70.7±6.22，低群
65.8±9.34，下位尺度「指導者との関係維持・学習姿勢効
力感」の合計点では高群17.7±2.20，低群16.1±2.61で，高
群のほうが有意に高かった。
【考察】
学生の精神的回復力は，友人・指導者との関係性の効力感
と相関があり，基礎看護実習での学習においては，対象の
理解や援助の効力感よりも臨地実習での人間関係について
の効力感との関連があることが示唆された。また，精神回
復力が高い学生の方が指導者との関係維持・学習姿勢の効
力感が高かったことから，精神的回復力の低い学生には指
導者との関係性をスムーズに保てるように配慮する必要が
あると考える。
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254）成人看護学実習（急性期）における実習過程の評価
－実習部署間の差異－

滝本茂子，岡田初恵，佐藤佳代子，中西啓子
 （川崎医療短期大学看護科）

【目的】
成人看護学実習（急性期）の実習過程に対する学生の評価
から実習部署別の特徴と今後の課題を明らかにする。
【研究方法】
対象：A短期大学看護科３年課程３年生100名。調査方
法：成人看護学実習（急性期）の実習終了後に，無記名で
留め置き調査を行った。調査内容は授業過程評価スケール
―看護学実習用―を開発者の許諾を得て使用した。このス
ケールは「オリエンテーション」「学習内容・方法」「学生
－患者関係」「教員・看護師－学生相互行為」「学生への期
待・要求」「教員・看護師間の指導調整」「目標・課題の設
定」「実習記録の活用」「カンファレンスと時間調整」「学
生－人的環境関係」の10下位尺度42質問項目を「非常に当
てはまる（５）」～「全く当てはまらない（１）」の５段階
で評価する。調査期間：平成22年４月～10月。分析方法：
下位尺度毎の実習部署間の差異はクラスカル・ワーリス検
定の同順位補正P値，有意水準５％で判定した。倫理的配
慮：A短期大学倫理委員会の了解を得て調査対象者へ研究
の主旨，研究参加の自由意志，個人情報の守秘厳守，研究
参加に伴う不利益がないことについて口頭と文書で説明し
た。
【結果】
調査票の回収率は68名 /100名（68％）。平均値の高い下位
尺度は「学生－患者関係」4.03で，その質問項目は『患者
とのコミュニケーション』4.02『患者との関係性』4.04で
あった。また，平均値の低い下位尺度は「教員・看護師間
の指導調整」2.53で，その質問項目は『教員と看護師間の
連携の適切性』2.51『教員と看護師間の指導の一貫性』2.55
であった。下位尺度毎の平均値を４ヶ所の実習部署別に比
較してみると，「学生－患者関係」「看護師－学生相互行為」
「教員・看護師間の指導調整」「実習記録の活用」の４項目
に有意差がみられた。「看護師－学生相互関係」は『具体
的な説明』など看護師の指導に関する項目や『学生に対す
る平等性』など学生への関わりに関する項目で有意差がみ
られた。「教員・看護師間の指導調整」では『連携の適切
性』『指導の一貫性』で「実習記録の活用」では『記録物
を用いた指導』で有意差がみられた。
【考察】
実習部署別で差異がみられた下位尺度は学生と看護師・教
員間との相互関係において状況に合わせて活動する学習行
動で，様々な対象や状況により影響することが推察され
る。差異がみられなかった下位尺度は，学生全体で画一さ
れた指導を受けている学習行動であることが考えられる。
【出典】
舟島なをみ監修：看護実践・教育のための測定ファイル開
発過程から活用の実際まで第２版，P118-126，医学書院，
東京，2009．

255）成人看護学慢性期実習における腎センター見学実習
での学生の学習経験

太田浩子，小野美穂，藤永正枝
 （川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科）

【目的】
腎センター見学実習（以下見学実習とする）での学生の学
習経験内容を明らかにすることにより見学実習を評価し，
今後の課題を検討する。
【研究方法】
対象：A大学保健看護学科で平成21年度に見学実習を終了
した学生61名の中，研究の同意が得られた42名の学生の
「腎センター見学実習記録」期間：平成22年12月～平成23
年３月　分析方法：質的帰納的方法で実習記録内容をコー
ド化・カテゴリー化した。倫理的配慮：平成21年度成績評
価の終了した成人看護学慢性期実習学生に，研究目的・方
法等を文書と口頭で説明し，同意書の提出のあった学生の
記録を分析対象とした。川崎医療福祉大学倫理委員会の承
認を受けた。
【結果】
見学実習における学生の学習経験は，《知識と実践の結び
つき》《看護師の役割》《透析に関する知識・技術》《患者
理解》《看護師としての意識化》《チーム医療》の６カテゴ
リーが抽出された。《知識と実践の結びつき》は，【驚き】
【机上の知識が実践と結びついた】２カテゴリー，《看護師
の役割》は，【安全・安楽への援助】【個別性の大切さ】【指
導】【観察・アセスメント】【環境調整】【高い実践力】【苦
痛への援助】【幅広い知識】【信頼関係構築】【継続看護】
10カテゴリー，《透析に関する知識・技術》は，【透析療法
の一般的知識】【透析療法の専門技術】２カテゴリー，《患
者理解》は，【家族・周囲との関係】【生活への再構築の困
難性】【力強さ】【受容】【身体的苦痛】５カテゴリー，《看
護師としての意識化》は【看護師への憧れ】【自己の課題
と将来への展望】２カテゴリーで構成された。《チーム医
療》は１カテゴリーであった。
【考察】
学生の学習経験は，「透析療法を受ける患者との関わりや
実際の看護師の役割を見学することで，慢性疾患の療養法
と病気とともに生きる患者を理解し，日常生活を再構築す
るための看護援助を学ぶ」という見学実習の目標を達成す
るものであった。《看護師の役割》では，【安全・安楽への
援助】というリスクマネジメントの視点から，患者への直
接的ケアに関わる【苦痛への看護】【個別性の大切さ】，ま
た，【幅広い知識】【高い実践力】等の看護師の能力に至る
幅広い視点での経験を看護師から学んでいた。さらに，病
棟とは異なる環境や透析ならではの機器類・管理方法と
いった【透析に関する知識・技術】，患者との会話からは，
生活者として【患者理解】をしていく中で，「生活の制限」
など【生活の再構築の困難性】のみならず，「必死に生き
る姿」や「前向きな気持ち・姿」「生活に適応する姿」と
いった患者の【力強さ】を学習していた。これらのことか
ら，半日ではあるが見学実習は，慢性期実習において重要
な学習経験をする位置づけにあると考える。
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256）総合実習におけるICU看護の学習効果と課題

安田加代子，末次典恵（佐賀大学医学部看護学科）

【目的】
ICUで総合実習を行った学生の実習体験を通した学習内容
を把握し，学習効果および教育上の課題を明らかにするこ
とを目的とした。
【研究方法】
学生が挙げた「アセスメントの基盤となるフィジカルアセ
スメントやモニタリングによって患者の状態をとらえ，ア
セスメントできる能力とそれを基にどのようなケアがもと
められるのかを考察し実践する力を養う」という実習目標
に該当する記述をデータとし，コード化を行った。
【倫理的配慮】
研究の趣旨，内容，研究参加の任意性，匿名性の保持，結
果の公表に関しては，成績開示後に文書と口頭で学生に説
明し，実習レポートの再提出によって同意を得た。
【結果】
ICUで総合的な実習を行った４年次生３名のうち同意の得
られた２名の実習レポートを分析対象とした。
術前の看護として，術式に合わせた術後の処置や術後予測
される状態に対する対処など患者に＜個別性を重視したケ
ア＞が必要であると捉えていた。術式および術中の患者情
報に基づいて先を予測した＜個別的な入室準備には幅広い
知識＞が必要で，医療機器の知識も含まれていた。
術後急性期には，チューブ誤抜去や麻酔覚醒時の危険行動
に対する＜安全の確保＞，循環・呼吸状態の改善を図るた
めの＜ IN-OUTバランスや薬剤効果の判断＞，体動と心
負荷の関連性の予測や不整脈に伴う＜症状出現の可能性の
推論＞，ケアに伴う心負荷を評価するための＜フィジカル
アセスメントとモニタリング＞が重要であると認識してい
た。術後の状態を捉える視点には，酸素投与や対外ペーシ
ング，スワンガンツカテーテルによるモニタリング情報な
どの循環・呼吸状態，意識レベルと活動状態，ドレーンの
状態などがあった。ルートの抜去のリスクが高い，痛みは
強まる可能性があるなど＜患者の状態の観察・判断・推
論＞をしていた。また，＜患者の状態に応じた薬剤管理＞
には，薬剤投与におけるリスクマネジメントの徹底と患者
の状態を薬剤の効果との関連性で判断できる能力が必要で
あると捉えていた。また，清潔ケア時の血圧や呼吸数の上
昇など患者に負担をかけた要因を技術の未熟さによる時間
の超過と分析し，負担軽減のための休息時間を確保するな
どの＜ケア中に起きた異変への対応と原因分析＞をしてい
た。清潔ケアにおいては，＜患者の負担にならないケア＞
が実施できるような技術の習得が課題となった。クリティ
カルな状態にある患者には＜個別性を重視したケア＞の重
要性を認識していた。
【考察】
学習効果として認められた内容は，いずれもクリティカル
ケア看護に必要なケアであり，実践するうえで求められる
能力であった。教育上の課題としては，安全だけではなく
安楽の視点でケアを工夫すること，術後の予測される状態
を推論するための専門知識の蓄積およびケア技術の習熟が
あげられる。
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257）臨床実習における看護学生の医療安全に関する意識
（第２報）

有田広美，笠井恭子，山崎加代子
 （福井県立大学看護福祉学部）

【目的】
看護学生の医療安全に対する認知・思考とケア時の危険予
測の実態を明らかにし教育活動の示唆を得る。
【研究方法】
対象：A大学看護学科２年生（2009年度および2010年度），
４年生（2010年度）の計142名。調査期間：2009年８月～
2010年８月。調査方法：無記名自記式質問紙調査。調査内
容：神園らが作成した安全についての意識尺度を看護学生
用に一部改変した25項目（使用許諾済み），ケアの実施前・
実施中・実施後の安全に関する思考について独自に作成し
た21項目，ヒヤリハット体験時の思考についての10項目。
分析方法：安全についての意識尺度は下位尺度ごとに得点
を算出し，その他の項目は単純集計を行った。年度間およ
び学年間の比較はMann-WhitneyのU検定を用いた。倫理
的配慮：書面にて研究の趣旨を説明し，回収箱で回収し
た。A大学倫理審査会の承認を得た。
【結果】
１．2009年度２年と2010年度２年の比較
安全意識尺度の「黙従性」，ケア実施前の安全に関する思
考では「計画に危険がないか考える」「危険のない実施方
法を考える」「無理せず助けを求める」の３項目，ケア実
施中の思考では「ケア最中に他の事が気になる」におい
て2010年度生が2009年度生よりも有意に高値であった（p
＜ .01）。ヒヤリハットに出会う前の危険性の予測につい
て，2010年度生は「予測して配慮したが不十分だった」が
33%に対し，2009年度生は０%と配慮までに至らなかった。
自由記載において，2010年度生はヒヤリハット体験後に
“患者の個別性を踏まえる”“事故が起こるかもしれないと
考えて行動することが重要”と自己を振り返った内容がみ
られた。
２．2010年度の２年と４年の比較
安全意識尺度の「安全への関心の高さ」，ケア実施前の安
全に関する思考では，「計画に危険がないか考える」「危険
のない実施方法を考える」，ケア実施中の思考では，「ケア
最中に他の事が気になる」，ケア実施後の思考では「ケア
後に必ず振り返る」「ケア後は必ず報告」において２年生
の方が有意に高かった（p＜ .01）。ヒヤリハットに出会う
前の危険性の予測については，２年生は「予測して配慮し
たが不十分だった」が33%に対し，４年生は０%と配慮ま
でに至らなかった。
【考察】
第１報で２年生は自分自身の能力や立場を自覚して注意深
さをもっていることを報告したが，今回の調査では2010年
度２年生はよりケア実施前の危険を考えて配慮していた。
これは，2010年度の授業の中で様々な事例の発生要因を考
えさせ，予防策を検討したことで危険を予測する意識が働
いたと推測する。今後は，領域実習を経験して危険に対す
る思考・予測が高まると予測した４年生が何故２年生より
安全への意識が低いのか詳細を把握し，臨地実習での安全
の意識を高める教育方法を検討する必要性が示唆された。

258）看護師のインシデント・アクシデント後に体験した
周囲の関わり

小林順子（JA北海道厚生連遠軽厚生病院）
山本美紀，休波茂子（日本赤十字北海道看護大学）

【目的】
かつて事故は個人の責任とされていたが，人は誰もが間違
いを犯すとの認識が広まり，個人を責めるのではなく組織
の失敗の結果として捉えることが重要視されつつある。本
研究ではインシデントやアクシデントの当事者が体験する
周囲の関わりにはどのようなものがあるのかを明らかに
し，当事者に対する職場環境のあり方を検討する基礎資料
とすることを目的とした。
【研究方法】
対象者は病院勤務経験がある看護師４名。半構成的面接法
を用いてインタビューを実施し，データを収集した。質問
項目はインシデントやアクシデント後の看護師長や周囲の
あなたへの関わりとし，対象者に同意を得て録音した。逐
語録を作成し，キーセンテンスを抜き出し，同じ意味内容
をもつキーセンテンスのまとまりからサブカテゴリーを抽
出後，同様にカテゴリーを抽出した。倫理的配慮として研
究の趣旨，参加や中断の自由，プライバシーの確保などに
ついて説明し，同意を得た。
【結果】
インタビューによって得られたデータから〔肯定的な関わ
り〕〔否定的な関わり〕〔表面的な関わり〕の３つのカテゴ
リーと８つのサブカテゴリーが抽出された。〔肯定的な関
わり〕の下には＜一緒に振り返ってくれた＞＜フォローし
てくれた＞＜今後のアドバイスをくれた＞のサブカテゴ
リーが抽出され，対象者は事象後も個人を否定されること
なく，状況を聞き入れてもらう体験していた。また，いず
れのサブカテゴリーも「してくれた」との語りがあり，相
手への感謝の気持ちが生じていた。〔否定的な関わり〕の
下には＜責められた＞＜一方的に言われた＞＜聞いてもら
えなかった＞＜関係のあることから外された＞のサブカテ
ゴリーがあり，個人を否定されるような関わりを体験して
いた。また，対象者はこの関わりを「された」「もらえな
かった」と語っており，被害的な表現をしていた。〔表面
的な関わり〕は＜気をつけようとだけ声かけ＞のサブカテ
ゴリーが抽出され，具体的ではない関わりを体験してい
た。
【考察】
インシデントやアクシデント後に体験した周囲の関わりに
は〔肯定的な関わり〕〔否定的な関わり〕〔表面的な関わり〕
があることが明らかになった。責められるような〔否定的
な関わり〕を体験している対象者は，個人を否定される体
験をしており，事象を前向きに捉える事が困難になること
が考えられる。一方，状況を振り返り今後に活かす〔肯定
的な関わり〕を体験している対象者は，この辛い経験をプ
ラスに転換していることが考えられる。さらに〔表面的な
関わり〕は，否定も肯定もされないゆえに，今後には繋が
る体験にはなっていないと思われる。従って今後は，これ
ら関わりが個人の学びにどのように影響しているかを明ら
かにしていくことが課題である。



日本看護研究学会雑誌 Vol. 34　No. 3　 2011 305

259）集中治療部におけるミスの関連要因

矢野伸太郎，山田君代（桜橋渡辺病院）
山田一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））

【目的】
某病院集中治療部では，2009年11月からの１年間に，ミス
（ヒヤリハット，インシデント，アクシデント）報告の合
計値が約500件に及んだ。そこで今回，ミスの背景要因を
分析し，効果的な対策に繋げることを目的として本研究を
行った。
【研究方法】
某病院集中治療部で2009年11月１日から2010年10月31日ま
でに発生したミス（498件）のうち，上位を占めた「チュー
ブ（135件）」「内服薬（88件）」「注射薬（82件）」「ME機
器（26件）」計331件について，看護師要因（「報告者年齢」
「報告者ラダー」「報告者部署経験年数」「報告者看護師年
数」「同一ミス経験」「初経験の処置」「ミス発生前ダブル
チェク」「カンファレンスでの検討」「対策実践」「システ
ム認知」「知識不足」「主観的多忙感」），ならびに「環境要
因」（「平日・休日」「勤務帯」「患者人数」「看護師の実動
人数」「システムの複雑さ」「ナースコール，電話，面会，
救急，急変への対応，中断作業の有無」「実動看護師のラ
ダー合計値」）の情報を「ヒヤリ・ハット報告書」から収
集した。ミスの有無を従属変数，その他の関連要因を独立
変数とする判別分析を行った。
以上の作業は，病院倫理委員会の承認を得たうえで行っ
た。
【結果と考察】
「チューブ」に関しては，報告者の「システム認知不足
（0.714）」「知識不足（0.340）」「電話対応（0.343）」「コー
ル対応（0.271）」「システムの複雑さ（0.225）」「主観的多
忙感（0.160）」が採択された（数値は標準化判別係数）。
「内服薬」に関しては「日勤帯（0.545）」が採択された。
これは，日勤帯の煩雑な業務をこなす心理的切迫感がミス
に繋がりやすいという経験知と合致した。またラダー段階
で採択されたのは「３（0.884）」「２（0.864）」「１（0.738）」
「４（0.290）」であり，業務に慣れた指導者，中堅看護師
においてミスが発生しやすいことが示された。
「注射薬」に関しては一方「救急対応（0.455）」「実動人
数の減少（0.391）」「急変対応（0.138）」「主観的多忙感
（0.155）」がミスの助長要因として，また「ダブルチェッ
ク（－0.595）」がミスの防御要因として採択された。マン
パワーが不足すると「ダブルチェック」がなおざりになり
がちな現状を反映していた。
「ME機器」の背景要因として採択されたのは，ラダーの
「３（0.418）」「システム認知せず（0.283）」「主観的多忙感」
（0.182）であった。特にシステムの認知不足を補う教育体
制を構築する必要性が示唆された。

260）指示書の「識字率」「認識率」の実態と，その背景要
因

山下みゆき，今野香代，辻　貴子，土田紫帆里，梶尾智子，
島本順子，樋口美紀，東香代子（NTT西日本大阪病院）
山田一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））

【目的】
医師の手書きによる指示書が非常に読みづらく，読み間違
いに起因したインシデントが発生している現状がある。そ
こで今回，医師が記載した指示書について，看護師が内容
をどの程度正確に把握できるのか，その実態を調査するこ
とを目的として本研究を行った。
【対象と方法】
某病院の看護師のうち入職１年目を除く60人（内科外来15
人，外科外来15人，内科病棟15人，外科病棟15人）を無作
為に選択し，研究の趣旨説明と文書による協力同意を得た
うえで，2011年１月から2011年２月にかけて調査への協力
を依頼した。
内科医師（２人）と外科医師（１人）が実際に記載した
指示書（患者の個人情報が記載されていない部分に限定）
から，医師本人の許可を得て，指示の一部を無作為に選択
した。指示部分の文字を正しく読めた割合を「識字率（22
項目）」，指示内容を正しく把握できた割合を「認識率（37
項目）」と定義し，それらの傾向と看護師の属性との間の
関連性を調べた。
【結果と考察】
「識字率」の値は最低36.7%から最高98.3%に分布し，そ
の中央値は85.0％であった。「識字率」が特に低かったの
は「頓（36.7%）」「20㎖（45.0%）」「100㎎（53.3%）」「14E
（53.3%）」「４丁（58.3%）」といった文字であった。字の
複雑さ，あるいは書き慣れた単位を崩し書きにする傾向
が，読みづらさを増していると考えられた。
また「認識率」の値は最低23.7%から最高98.3%に分布
し，その中央値は66.1％であった。「認識率」が特に低かっ
たのは「デノシン（23.7%）」「朝夕（30.0%）」「もしくは
（33.3%）」「何を（36.7%）」「ナイキサン（38.3%）」であった。
これらの中には，薬品名や服用時間帯の指示が含まれてお
り，これらの情報に関する誤認が生じる可能性があること
は重大な問題といえる。
「識字率」を看護師の属性（病棟・外来）で比較したとこ
ろ，病棟看護師では63.6%から100.0%に分布し，その中央
値は86.4%であったのに対し，外来看護師では27.3%から
95.5%に分布し，その中央値は72.7%と，両群間に有意差
（p＝0.002 by Mann-Whitney's U test）を認めた。また「認
識率」についても，病棟看護師の中央値が74.3%（27.0－
97.3）であったのに対して，外来看護師の中央値は56.8%
（5.4－94.6）であり，病棟看護師の方が有意（p＝0.009）
に高かった。このことの背景には，病棟看護師の方が外来
看護師よりも，日常的に指示書を見る機会が多いことが挙
げられよう。
臨床場面における指示書の読み間違いは，重大な事故につ
ながる可能性がある。判断に少しでも迷うときは相互確認
することが徹底されているが，平生から看護師・医師間の
密接な意思疎通を図るなど，事故を未然に防ぐためのさら
なる対策が必要である。
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261）医療機関における看護師が関与する臨床検査につい
ての実態調査

小倉能理子，會津桂子，西沢義子
 （弘前大学大学院保健学研究科）
小林朱実，増田育子（弘前大学医学部附属病院））

【目的】
看護師と臨床検査技師の協働の可能性を探るための基礎資
料を得る。
【方法】
全国の国立系医療機関に依頼し，協力了承が得られた86施
設876名の看護職者を対象に郵送による質問紙調査を行っ
た。質問紙の内容は，臨床検査の説明や実施の実態，臨床
検査技師との業務分担，教育の強化を希望する検査等であ
る。調査依頼文には，プライバシーの保護，参加自由の保
障等を記載した。なお，実施にあたり所属大学大学院医学
研究科倫理委員会に付議を必要としない疫学研究として承
認を得た。
【結果】
回答者は539名，回収率は61.5％であった。分析対象者は，
平均年齢36.0±10.0歳，平均勤務年数13.4±9.6年，女性が
92.8%であった。95.7%が看護師として勤務しており，勤
務場所は91.1%が病棟であった。
患者に対する検査の説明が十分でき，検査に対する知識や
検体の採取・取扱方法についても十分理解しているという
回答は，「尿検査」「糞便検査」「血液検査」で最も多く，
６～９割を占めた。一方，「機能検査」「病理検査」「内視
鏡」「電気生理学的検査」については，５～８割が知識不
足，十分には説明できないと回答していた。 
現在看護師が行っている臨床検査に関する業務で，検査技
師に行って欲しい検査・業務は，血液検査（採血）が最も
多かった。検査に関わる全ての業務を臨床検査技師が行う
ことになった場合，それに「賛成」する者は70.5%，「反対」
は1.3％であった。賛成する理由は，「看護業務が整理され
（減って）他の業務ができる」等であり，反対する理由は
「看護師の技術の低下，検査への無関心が進む」「看護師の
関わりが必要な検査もある」等であった。また，臨床検査
技師との協働の結果，検査関連業務が減った場合にその時
間をあてたい業務は，「アセスメント，看護記録」「ベッド
サイドケア全般」等であった。
看護基礎教育で強化を希望する検査項目は，「血液検査」
「電気生理学的検査」「尿検査」，院内の継続教育では「電
気生理学的検査」「血液ガス分析」が多いが，全ての検査
項目にわたって希望があった。
【考察】
診療科に関わらず実施頻度の高い血液・尿・糞便検査につ
いては，よく理解した上で説明・実施できているが，診療
科特有の機能検査や実施頻度が比較的少ない検査等につい
ては，十分に理解した上で説明・実施できているとは言い
難い。今後は看護基礎教育，継続教育の両面で知識・技術
を補っていく必要がある。また，臨床検査技師との協働に
ついては，現在の業務量が減ることでより一層患者ケアに
時間や労力を使うことができるととらえていると考えられ
る。協働の方向性や方法について，検討・整備することが
求められる。
（本研究は平成22年度弘前大学GPの助成を受けた。）
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262）注射事故防止に関する実験・体験プログラムの学習
効果⑴　高校生を指導した看護師のインタビューか
ら

吉田和美，川西美佐，三味祥子
 （日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科）

【目的】
研究目的は，高校生を対象にした注射事故防止に関する実
験・体験プログラムで，高校生の指導に参加した看護師の
プログラムの学習効果を明らかにすることである。
【研究方法】
プログラムの内容は，看護師の指導により高校生が模擬点
滴を接続する実習，注射準備場面の視線計測を行う実習，
注射事故場面のロールプレイの見学であった。対象者は，
高校生の模擬点滴体験の指導と全般的な意見交換に関わっ
た看護師10名である。調査は，平成22年10月のプログラム
終了時に，40分程度で５名ずつのグループインタビューを
実施した。インタビュー内容から遂語録を作成し，看護師
にとってのプログラムの学習効果について質的帰納的に分
析した。
【倫理的配慮】
本研究は，日本赤十字広島看護大学倫理審査委員会の承認
を受けて実施した（申請番号1008平成22年９月13日付）。
対象者へ研究協力は自由意思であることを説明し，個別に
郵送した同意書の返送をもって確認した。インタビューの
データは，IDで管理し匿名性を保持した。
【結果】
プログラムに参加した看護師の学習効果は，医療事故防止
に関して３カテゴリー，看護の仕事全般に関して３カテゴ
リーであった。
医療事故防止に関しては，看護師は視線計測に参加するこ
とで，≪指差し効果の可視的理解≫が促されていた。模擬
点滴体験の指導や注射事故場面のロールプレイの見学な
ど，プログラム全体を通して，≪基本ルール遵守の必要性
の確認≫をしていた。また，急変対応の経験が少ない看護
師は，ロールプレイで≪急変時の実践的理解≫を行ってい
た。
看護の仕事全般に関しては，プログラムの参加が，自己の
≪臨床での仕事の現状評価≫の機会となっていた。また，
高校生とのふれ合いで初心に返り，仕事や患者に対する思
いを想起し，≪仕事への意欲刷新≫を行っていた。看護を
志望する高校生との関わりから新人を思い，≪後輩教育で
の相互成長≫が語られた。
【考察】
本プログラムの参加は，看護実践の基本ルールの学び直し
や自己の看護実践の評価の機会になったことがわかった。
また，看護を志望する高校生との関わりは自己の仕事への
意欲につながり相互成長の機会として評価していることが
わかった。本プログラムでは，被験者の視界映像に注視箇
所が点で表示され，視線の動きを可視化できる資料として
計測結果が提示された。この結果からエビデンスの裏づけ
と可視化により効果的な理解が促されており，看護師に
とっても，医療事故防止行動に役立つことが示唆された。
本プログラムは平成22年度ひらめき☆ときめきサイエン
ス～ようこそ大学の研究室へ～ KAKENHI「視線計測で
防ごう！ナースの注射事故」（整理番号HT22179）の助成
を受けて行った。

263）注射事故防止に関する実験・体験プログラムの学習
効果⑵　ロールプレイ実施看護師へのインタビュー
から

三味祥子，川西美佐，吉田和美
 （日本赤十字広島看護大学看護学部看護学科）

【研究目的】
本研究は高校生への実験・体験プログラムで，注射事故に
よる急変場面のロールプレイを実施した看護師のインタ
ビューから，注射事故防止に対し自己の学びとして得られ
た学習効果は何かを知ることを目的とした。
【研究方法】
オリジナルの事例を基にフィジカルアセスメント・シュミ
レーターを用い，高校生やプログラムへ参加していた看護
学生，看護師の前で看護師の急変場面への対応に関する
ロールプレイを実施した。実施後，ロールプレイを行った
研究対象者の看護師３名に医療事故防止への理解と関心の
変化について60分のインタビューを行った。内容は録音し
て逐語録に起こし分析し，プログラムの学習効果について
分類し，カテゴリー化した。
【倫理的配慮】
本学倫理委員会の承認（審査番号1008平成22年９月13日
付）の後，対象者へ協力は自由意思であることを説明し，
郵送した同意書の返送をもって確認した。インタビュー内
容は，対象者に承諾を得て ICレコーダーに録音し，IDで
管理し匿名性を保持した。
【結果】
注射事故発生時のロールプレイを通して，研究対象者が高
校生に伝えたかったことは，チームプレイの必要性，看護
を行っていく上で危機意識をもつことの大切さ，看護への
姿勢，看護のやりがいや大変さであった。また，高校生へ
の効果として，ロールプレイを高校生が見学することによ
り，漠然とした看護師像が明確化され，看護師を目指す新
たな学習意欲の刺激となったのではないかと語っていた。
研究対象者にとっての学習効果として，５つのカテゴリー
が抽出された。注射事故防止として，≪既存の知識の再確
認と予測力の必要性≫と≪基本ルールを守りチーム連携を
なす大切さ≫の２つが，看護師の姿勢として，≪一人ひと
りの患者をよく看て配慮していくことの大切さ≫が，今後
の自己学習への動機づけとして，≪自己の学習意欲向上へ
の良い刺激≫が，臨床現場への効果や期待として，≪継続
教育におけるシュミレーション学習の活用≫が明らかに
なった。
【考察】
対象者は本プログラムの学習効果として，既存の知識，患
者を看る看護の姿勢，基本ルールの遵守，チームプレイの
重要性について再確認していた。さらに，ロールプレイ
を行うことで，自己の知識の向上に対する意欲へと繋げ，
シュミレーション学習を臨床現場に取り入れることへの効
果を感じ，継続教育への示唆を得ていた。
なお，本プログラムは，平成22年度ひらめき☆ときめきサ
イエンス～ようこそ大学の研究室へ～ KAKENHI「視線
計測で防ごう！ナースの注射事故」（整理番号HT22179）
の助成を受けて行った。
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264）病棟管理における看護師長の環境整備に対する意識

山本珠希（大阪赤十字病院）
若林たけ子，橋本秀実，灘波浩子（三重県立看護大学）

【目的】
病棟管理を担う看護師長（以下師長）が患者の療養環境と，
看護師の環境整備に対する行動をどのように捉えているの
かを明らかにし，患者にとってよりよい環境を提供するた
めの看護師業務の在り方を検討する。
【方法】
対象は参加協力の承諾が得られた某県内総合病院の病棟看
護師長６名で，半構成的面接を実施した。項目は環境整備
の内容と実施者，他職種に委ねることの是非，実施上気に
なること，師長から見た環境整備に対する看護師の態度，
看護援助の中での位置づけとその理由，実施上必要なこと
と患者の療養環境をよりよくしていくための必要事項であ
る。内容は逐語録にし，環境整備に関する感覚と思われる
語りの内容を一つの記録単位として文脈的表現を付した。
類似した文脈的表現を整理してカテゴリーを作成した。調
査期間は平成23年８月１日から６日までの６日間である。
本研究は対象者が所属する施設の倫理委員会の承認を得て
実施した。
【結果】
日頃実施している内容は，患者のベッド周囲の清掃と危険
物の除去，カーテンの開閉，リハビリのためのベッド配置，
排泄後の臭いへの配慮などであった。実施者は看護師，
ナースエイド，委託業者などであった。他職種に委ねるこ
とは，２つのカテゴリーからなり《専門職意識》の判断で
《業務内容分別》ができることを前提に全員が肯定してい
た。師長が環境整備の中で気にしていたことは，＜ベッド
周囲＞＜看護の優先順位＞＜見た目＞＜床頭台の上＞＜看
護師としての役割＞＜患者の置かれた状況＞で，個々それ
ぞれであった。師長から見た看護師の環境整備に表出され
る態度は，３つのカテゴリーからなり《重要性への認識不
足》《看護師個々の素地からくる特性》《患者の状況に対す
る優先順位の変化》であった。環境整備に対する看護援助
の中での位置づけとその理由は，＜患者への安全配慮＞と
＜患者の行動制限＞による《ADLの拡大促進》と＜患者
の日常生活の場＞と＜快適な空間の提供＞による《生活中
心の場》の理由から，全員が重要であるとしていた。環境
整備を看護師が行う上で必要なことは，《ベッド周囲の整
理整頓による利便性》《患者のニード充足に向けた関わり》
《看護専門職の視点》《患者の全人的な把握》の４つのカテ
ゴリーからなり，患者の療養環境をよりよくしていくため
には《個室空間の確保》《患者介入への準備》《認識獲得に
向けた指導》の３つのカテゴリーが必要事項として抽出さ
れた。
【考察】
師長は，看護師が専門職としての看護の力を，環境整備に
おいても発揮していくことの重要性を認識しており，看護
の価値判断を統一していくことが課題であると考える。こ
れは，患者のための環境づくりとしての意識が大きく影響
するものと考えられた。

265）新人看護師に対する接遇教育のあり方に関する研究

杉浦恵理香（名古屋市立大学病院）
若林たけ子，橋本秀実，灘波浩子（三重県立看護大学）

【目的】
専門的要素と人間関係側面の二要素が患者の求めるよい看
護であるとされているが，この二要素は接遇にも直結し，
医療の質を示すものである。新人看護師は専門的要素に比
重が傾き，接遇教育者側とのギャップが予測される。接遇
教育を企画する看護部長の新人看護師に対する考えと，そ
の教育の現状を検討する。
【方法】
参加協力の承諾が得られた，Ａ県内総合病院の看護部長５
名を対象に半構成的面接を実施した。項目は接遇教育の，
重要度の位置付け，プログラム，評価，新人看護師の研修
実施中と実施後の変化，実施理由，重要性についての考え，
の６項目である。内容は逐語録にし，文脈を確認して一つ
の記録単位とし，文脈上同義的とみなせるものを集めて文
脈的表象を付した。類似した文脈的表象を整理して妥当な
説明概念を作成し，類縁性を有するものをカテゴリーとし
てまとめた。本研究は対象者が所属する各施設の倫理委員
会の承認を得て実施した。
【結果】
重要度の位置付けについては，１位，２位，順位付けが困
難の３つに分かれた。理由は重要であるがゆえに順位付け
に該当するものではないと考えていた。プログラムは基本
的なマナー作りが主で，研修実施中の反応は，教育担当者
や上司の報告などから様子を把握していた。実施後の変化
は，研修時期が入職後間もなく実施されるため，研修前と
の比較は不可能であった。評価は，＜上司の観察による行
動変化＞，＜患者やその家族との会話＞，＜専門家による
調査＞の説明概念による《他者評価》と，＜学びの振り返
り＞，＜目標管理＞の説明概念による《自己評価》の２つ
のカテゴリー，接遇教育を行う理由は，＜看護の基本を重
視した対応＞，＜倫理観の重視＞の説明概念による《専門
職としての基本的姿勢》と，＜社会人としてのルール＞
＜社会教育としての継続＞の説明概念による《社会規範の
順守》の２つのカテゴリー，接遇教育の重要性については，
＜心を込めた他者への関わり＞＜他者を思いやる気持ち＞
の説明概念による《看護の心》と，＜コミュニケーション
能力＞，＜信頼関係の構築＞の説明概念による《良好な人
間関係》の２つのカテゴリーがそれぞれに抽出された。
【考察】
より良い看護サービスの提供には，新人看護師の成長が必
須である。看護部長の接遇に対する考え方には，社会機能
として看護が実施されることの意味が強く込められている
ものと考えられた。したがって，接遇教育は「社会人とし
て」の部分と「看護専門職として」の部分を基本に，目指
すところを《看護の心》と《良好な人間関係》とし，これ
らの要素を獲得できるような研修が企画されれば，新人看
護師の良い接遇の確立に近付くことが期待されると考えら
れた。
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266）新卒看護師のリアリティショックと離職願望の関連　
－職業的アイデンティティを関連要因として－

古野貴臣（九州大学大学院医学系学府保健学専攻）
中尾久子（九州大学大学院医学研究院保健学部門）

【目的】
新卒看護師の離職には，リアリティショックが影響してい
ると考えられている。リアリティショックは職業的アイデ
ンティティ（自分は看護師であるという思い）に影響し，
離職に関連していると考えた。そこで，職業的アイデン
ティティを関連要因として，リアリティショックと離職願
望の関連を明らかにすることを目的とした。
【方法】
総合病院を主とした８施設の病院に勤務する新卒看護
師289名を対象に，無記名の自記式質問紙調査を行った
（調査期間：2010年６月下旬から７月初旬）。リアリティ
ショックは，学生時代と臨床との間で感じるギャップの24
項目（５段階）と，GHQ28（ギャップによる反応）で調
査した。離職願望は，質問を７項目作成した（５段階）。
職業的アイデンティティは，佐々木ら（2006）の作成した
20項目の尺度を使用した。
各項目を合計し，平均点を算出した。また，各変数間の関
連性を検討するため，リアリティショックが離職願望へ影
響することに加え，職業的アイデンティティにも影響し，
ひいては離職願望にも影響するという仮説の基，モデルを
作成し，共分散構造分析を行った。
有意水準は５％とし，統計にはPAWS18.0，Amos4.0を使
用した。
本研究は九州大学大学院臨床研究倫理審査委員会の承認を
受け行った。
【結果】
回収率は92.0％（266名），有効回答率は66.1％（191名）
で，対象の平均年齢は23.2±4.5歳であった。ギャップの
平均点は87.2±12.7点で，120点中96点（80％）以上の対
象は27.7％（53名）であった。GHQ28の平均点は11.6±
6.3点であった。離職願望の平均点は19.3±4.7点で，35点
中28点（80％）以上の対象は6.8％（13名）であった。職
業的アイデンティティの平均点は100点中58.1±8.9点で
あった。共分散構造分析の結果，ギャップはGHQ28に影
響し，GHQ28は離職願望と職業的アイデンティティに影
響していた。また，ギャップは職業的アイデンティティ
に影響し，職業的アイデンティティは離職願望に影響し
ていた。モデルの適合度は，GFI：.996，AGFI：.963，
RMSEN：.047であった。
【考察】
本研究のギャップの結果から，27.7％の新卒看護師が学生
時代と臨床の場との間で頻繁にギャップを感じ，また，離
職願望の結果から，6.8％の新卒看護師の離職願望が強い
と推察される。ギャップを感じることはGHQ28の得点を
低下させ，離職願望を強くしていたことから，リアリティ
ショックが離職願望に影響したと考える。また，ギャップ
を感じることやGHQ28の得点の低下は，職業的アイデン
ティティを低下させ，離職願望を強くしていた。新卒看護
師の離職には，リアリティショックだけでなく，職業的ア
イデンティティの低下も関連する可能性が示された。
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267）新卒看護師の入職後一年間の心理状態の推移

寺岡幸子，宮腰由紀子，高瀬美由紀，板谷恵美，小林敏生
 （広島大学大学院保健学研究科）

【目的】
新卒看護師の職場適応困難要因に，現代若者の精神的未熟
性と虚弱性が指摘されてきた。そこで，職場適応支援の検
討目的に，新卒看護師の心理不安を縦断的に調査し推移を
明らかにする。
【方法】
調査STAI検査票を用いた連結可能匿名化による留置式質
問紙調査法　対象A病院の入職前研修を受講した新卒看護
師83人　期間平成21年３月～22年３月　時期入職前研修
前・後，入職研修後，入職３ヵ月・６ヵ月・９ヵ月・12ヵ
月後　分析状態不安と特性不安の標準得点を求め，一元配
値分散分析と相関係数を用い，統計学的有意水準（両側）
p＜0.05として調査時期間の関係を検討した。次に肥田野
等の５段階分類後，高不安を示す段階５の占拠要因を検討
した。倫理的配慮 協力病院Aの倫理審査を受けた。対象
者には，匿名性の確保，研究参加・中断・中止の自由と参
加の有無による公平性の確保，結果の保管と公表方法など
を文書と口頭で説明し，文書で承諾を得た。
【結果】
状態不安：最高値は３ヵ月後で次に６ヵ月後＞９ヵ月後＞
入職前研修前＞12ヶ月後＞入職時研修後と続き，最低値は
入職前研修後だった。各時期の平均点の差の一元配置分
散分析では有意な主効果を確認（F＝22.80，Mse＝59.96，
ｐ＜0.01）し，Bonferroniの多重比較で有意差を認めた（ｐ
＜0.05）。調査時期間の関係は入職前研修前と６ヵ月後と
の間，入職前研修後と３ヵ月後・12ヵ月後との間，９ヵ月
後と全時期との間に相関はなかった。特性不安：一元配
置分散分析では有意な主効果を確認し（F＝19.54，Mse＝
52.15，ｐ＜0.01），Bonferroniの多重比較で有意差を認め
た（p＜0.05）。また，９ヵ月後を除く全ての時期との間に
強い相関を認めた（ｒ＝0.41～0.78，ｐ＝0.01～0.02）。高
不安を表す段階５の割合は，状態不安では入職前研修前か
ら入職時研修後まで０％だったが，３ヵ月後に24.4％出現
した。その後は半減し12ヵ月後は9.4％だった。特性不安
は，入職前研修前後では3.8％から1.9％に減じたが，入職
時研修後3.8％，３ヵ月後32.0％，６ヵ月後18.9％，９ヵ月
後15.1％，12ヵ月後15.1％と，３ヵ月後を頂点に３ヵ月以
降が高い釣鐘型の変化を示した。
【考察】
新卒看護師の状態不安は入職前研修の前後で顕著に改善
し，特性不安の変化がないことから，入職前の不安は研
修での技術修得や職場・職務の関係情報，同期入職者と
の人間関係形成だったことが窺える。状態不安・特性不安
が最高値を示した３ヵ月後は，既存文献が示すリアリティ
ショックの発生時期と一致していた。12ヵ月後までに暫減
傾向を示したが，３ヵ月後以降に高値を示していたこと
は，新人看護師は臨床体験から精神的成熟を得る一方，特
性不安の段階５の増加からは，新卒看護師の精神的負荷要
因は，想像以上に大きいといえる。

268）新卒看護師の離職要因と離職時期　～1983年～2010
年の文献を通して～

田島真智子（岐阜大学大学院医学系研究科看護学専攻）

【目的】
医療現場の期待する看護実践能力と新卒看護師の看護実践
能力が大きく乖離し，その結果新卒看護師の早期離職の問
題が生じている。この現状を受け厚生労働省は，2010年４
月から卒後新人看護職員研修を努力義務化することを打ち
出し，新卒看護職の早期離職要因のリアリティショック
と，その対策である新人看護職員研修制度が整えられつつ
ある状況であるが，新卒看護師の離職率は，まだ8.2％と
離職率の低下に大きな変化はない。そこで，新卒看護師の
リアリティショック以外の離職要因と新卒看護師が離職し
たいと思った時期を文献を通して明らかにする。
【研究方法】
『特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会医中誌Web　
Ver. 4』を検索ツール，検索期間を1983～2010年，「離職 /
新人」「離職 /新卒」をキーワードとして検索する。検索
した文献から新卒看護師の離職要因と新卒看護師が離職し
たいと思った時期について分析する。
【結果】
原著論文で絞り込み検索した結果は「離職 /新人」が64
件「離職 /新卒」が30件，重複を除くと72件で，そのうち，
新卒看護師の離職要因と離職したいと思う時期に関連して
いる文献は10件であった。新卒看護師の離職要因に関する
内容を（表１）に示す。新卒看護師のリアリティショック
以外の離職要因は，総数32件であった。32件のコードをカ
テゴリー化すると１．人間関係　２．身体・精神的症状　
３．能力不足，等の９つになった。また，離職したいと
思った時期は１．入職後２ヵ月　２ . ５ヵ月　３．６ヵ月　
４．８ヵ月であった。
【考察】
リアリティショック以外の離職要因と，離職したいと思う
時期は様々であった。このことから，個別性を配慮した離
職対策が必要であると考えるが，文献数が10件と少なく，
研究の積み重ねも必要と考える。

（表１）新卒看護師の離職要因
カテゴリー コード 小計
１．人間関係 職場の人間関係

7
同僚からの支援が得られないこと
上司のサポート

２．身体・精神症状 心理的職務要請に影響される主観的健康状態

6

睡眠不足による精神的ストレスの蓄積
心身不良
体力の限界と疲労を感じた場合
心身の疲れがとれない
精神健康度が悪いこと

３．能力不足 看護技術に関すること

3
力量不足
自己の能力のなさを感じる場合

４．適性 看護師の仕事への適性

3
自分の適性に不安をもった場合
新人時期に職場への不適性自覚がある

５．緊張する経験 ヒヤリハットを起こした
2緊張する経験をした場合

６．ギャップ 理想と現実のギャップ
2理想像と先輩のずれに幻滅した場合

７．仕事の過負荷 仕事の過負荷
2仕事量が多い

８．環境 希望しない病棟への配属に対する不満
2新しい環境になじめない

９．その他 １つ１つゆっくり教育してもらえない

5

看護大学からの卒業
自分の目標がみえない
専門職としての責任の重さ
職務に不満であること
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269）新卒看護職者の職場適応状態と影響要因　－グルー
プインタビューの分析－

須崎しのぶ，原田広枝，山下千波，川口賀津子，
吉川千鶴子，中嶋恵美子（福岡大学医学部看護学科）

【目的】
新卒看護職者（以下，新卒者）の職場適応時の認識と行動，
その影響要因を明らかにし，新卒者のキャリア発達モデル
構築の基礎資料とする。
【研究方法】
対象は設置主体の異なる病院に在職し，看護管理者が入職
後６ヶ月～１年以内に職場適応したと判断する２年目看護
師に，看護管理者を通じてインタビュー調査を依頼し同意
を得た４名。調査方法はインタビューガイドを用い90分間
のフォーカス・グループインタビューを１回行い，１年目
の頃の職場適応時の認識と行動，職場適応の影響要因につ
いて語ってもらった。調査期間は2010年11月。録音した内
容の逐語録を質的帰納的方法で分析した。逐語録から職場
適応時の認識と行動，影響要因に関する記述内容を抽出し
意味内容の類似性からカテゴリ化した。倫理的配慮は施設
の看護管理者と対象者に研究の主旨，自由意思による参
加，データ流用のないこと，プライバシー遵守など文書と
口頭で説明し同意を得た。本研究は研究者所属大学の倫理
審査委員会の承認を得ている。
【結果】
逐語録から新卒者の職場適応時の認識と行動は，８〈サブ
カテゴリ〉，４カテゴリ《仕事ができるようになった》《居
場所の実感》《看護の意味認識》《自律的な行動》を抽出し
た。新卒者は，「時間」と「経験を積み重ねる」ことで〈日
常業務の習熟〉を図り《仕事ができるようになった》実感
を得ていた。一方「職場にいて違和感がなくなった」と
〈自分の居場所ができたことを実感〉しており，職場の一
員として《居場所の実感》を持っていた。また〈看護貢献
意欲の芽生え〉など《看護の意味認識》を実感することで
《自律的な行動》に繋がっていた。
新卒者の職場適応の影響要因は，10〈サブカテゴリ〉，５
カテゴリ《仕事に対する自己の能力の知覚》《職務遂行を
促す同僚の支援》《組織的な新人教育》《新人と周囲との
つながり》《成りたい自分へ近づく学習》を抽出した。新
卒者は業務に取り組む中で《仕事に対する自己の能力の知
覚》が高まり，職場での〈情緒的支援〉〈実践活動の支援〉
など《職務遂行を促す同僚の支援》と《組織的な新人支援》
によって職場適用が進んでいる。そして「帰りが遅くなる
時も待っていてくれた」同僚等との〈信頼する人間関係〉
により《新人と周囲とのつながり》が強化され，〈主体的
な行動〉など能動的な活動による《成りたい自分へ近づく
学習》が導き出された。
【考察】
フォーカス・グループインタビューは，相互作用によって
意見が引き出され，同じ思いであったことに安心しながら
自己を振り返り，新卒者の職場適応状態と影響要因を明ら
かにする機会となった。（本研究は平成22年度科学研究費
補助金基盤研究Ｃの助成により実施した一部である）

270）大卒新人看護師の就職後６ヶ月目までの体験内容と
支援

植草由貴（東京大学医学部附属病院）
平田明美（横浜市立大学医学部看護学科）

【目的】
新卒看護師が働き始めてぶつかる困難はリアリティショッ
ク（kramer，1974）と称され，６ヵ月から10ヵ月には徐々
に回復に向かうと言われている。このリアリティショック
期に新卒看護師がどのような体験をしたのか，そしてどの
ような支援を受けたのか，その内容を明らかにする目的で
調査を行った。
【方法】
研究期間は平成21年９月１日～９月30日，対象は社会人経
験がなく大学卒業直後に病院に就業した看護師で研究の同
意が得られた者とした。半構成的面接を用い，「就職して
辛かったと感じたこと」「それに対する効果的だった支援
内容」「今後欲しいと思う支援内容」について語ってもら
い許可を得て録音した。録音された対象者の語りから逐語
録を作成し，内容の類似性から時期を分類し，時期毎にカ
テゴリーを抽出した。
【倫理的配慮】
対象者には研究目的と研究方法，研究参加は対象者の自由
意志であること，守秘義務を徹底して遵守すること等を口
頭及び文書で説明した。なお，本研究は調査時所属機関の
倫理審査会で承認を得て実施した。
【結果・考察】
対象者は３名で平成21年４月に就職した看護師である。３
名の約半年間の体験内容を４つの時期に分類した。一期
「漠然とした不安と疲労の反復する時期」（４月），二期「看
護職としての責任を自覚する時期」（５月），三期「ひと
り立ちによる不安の時期」（５月～８月），四期「看護観
の構築に伴って葛藤する時期」（９月）である。ひとり立
ちの時期は，個人差が大きく４ヶ月間にわたった。体験内
容のカテゴリーを時期別に述べると，一期では，＜技術の
未熟さによる辛さ＞＜疲れたまま翌日の勤務へ向かう辛
さ＞＜何をしているのか分からない不安＞，二期では＜看
護職の責任への怖さ＞＜夜勤開始に伴う生活リズムの変化
による辛さ＞＜自分の価値観で自分を評価してしまう辛
さ＞，三期では＜ひとり立ちしても自信がもてない不安＞
＜自分の成長がみえなくなった辛＞，四期では＜重症患者
や患者の死と向き合う辛さ＞＜仕事と私生活の割り切りが
できない辛さ＞であった。一方，支援内容に関しては，一
期＜定時の帰宅支援＞＜先輩看護師からの声かけ＞＜先輩
看護師からのフィードバック＞，二期＜先輩看護師からの
声かけ＞＜病棟での定期的な面接の実施＞＜メールでの相
談とフィードバック＞，三期＜意図的な振り返りの機会の
提供＞＜先輩看護師からの声かけ＞＜集合研修時の同期と
の悩みの共有と励まし＞＜ひとり立ちを認められることへ
の嬉しさ＞，四期＜病棟での定期的な面接の実施＞＜患
者・家族からのフィードバック＞であった。
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271）新卒看護師に対する看護師長の認識に関する調査

野口英子，當目雅代，小笠美春，金正貴美
 （香川大学医学部看護学科）

【目的】
新卒看護師の看護技術到達度と指導者および看護師長の期
待する看護技術到達度と新卒看護師に対する認識を明らか
にするために調査を実施した。今回は看護師長の新卒看護
師に対する認識について報告する。
【方法】
調査対象は中国・四国・近畿地方の総合病院６施設の看護
師長90名である。調査期間は平成18年５月～６月，調査方
法は各施設の看護部長宛に質問紙を送付し病院での配布を
依頼した。調査内容は新卒看護師に対する認識を問う内容
を自由記述で求めた。自由記述は研究者３名で内容の類似
したものを分類しカテゴリ化した。倫理的配慮は，調査は
無記名自記式とし研究目的，匿名性，守秘性，参加の自由，
結果は研究以外に利用しないことを明記した説明文書を添
付し調査用紙の返送により同意を得た。
【結果】
１．アンケートの回収率は72名（81.1％）で，年齢は34～
59歳で平均年齢49.0±4.53歳，性別は女性72名（100％）で
あった。看護師長経験年数は10年以上が22名（30.6％）と
最も多かった。２．新卒看護師に対する認識を問う質問で
は「自分の新人看護師時代と違うと思うか」では「そう思
う」43名（58.9％），「まあそう思う」17名（23.6％）で約
８割が自分の新人時代と違うと思っていた。その具体的な
内容は以下の５カテゴリー，18サブ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。
看護師長は新卒看護師に対して〈基本的な看護技術力が低
い〉〈主体的に動けない〉〈まず見学から始まる〉〈社会人
として礼儀に欠ける〉〈打たれ弱い〉〈自己中心〉〈コミュ
ニケーション能力が低い〉〈職業意識が低い〉という［新
人に対する容認しがたい思い］を抱いていた。その一方で
〈論理的思考力がある〉〈積極的である〉といった［新人に
対する好意的な思い］を持っていた。そして，〈昔は自ら
学んだ〉〈今は実習で学べることが少ない〉〈今時の新人は
頑張りが足りない〉など［昔の自分との比較］をし，〈社
会から高い能力を求められている〉〈丁寧に教育されてい
る〉〈教育支援に恵まれている〉と［新人の置かれている
現状］を理解し，〈新人指導には時間がかかる〉〈スタッフ
の意識改善が必要〉という［新人看護師を育てたい思い］
を持っていた。
【考察】
看護師長は新卒看護師に対して基本的な看護技術力が低
い，主体的に動けない等の容認しがたい思いを抱きながら
も，論理的思考ができ積極的である側面も認めていた。ま
た実習で学べることが少なくなっているが社会からは高い
能力が求められており，時間をかけて丁寧に新人を教育指
導していこうとしていた。新卒看護師の基本的な看護技術
力を強化するための継続教育やスタッフ，看護師長への新
卒看護師教育指導方法に関するプログラムの必要性が示唆
された。
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272）看護学士課程卒後１～３年（一人前看護師になるま
で）の看護実践能力の推移からみる教育課題

小松光代，和泉美枝，大久保友香子，三橋美和，
眞鍋えみ子，岡山寧子（京都府立医科大学）

【目的】
看護実践能力の向上は，看護基礎教育課程から新人看護
師，中堅・熟練看護師に至るまで専門職としての使命であ
る。我々は，卒業時～卒後３年の看護実践能力の横断的調
査を通して卒後１年で一端低下するものの卒後３年にかけ
て徐々に向上することを報告してきた。本研究の目的は，
卒後一人前看護師になる過程における看護実践能力の変化
を縦断的に分析し，看護基礎教育，新人看護職員研修等の
教育課題を提示することである。
【方法】
対象者は，K大学卒業生166名中，卒後１～３年の調査に
回答し連結可能匿名化によってマッチングできた看護師22
名であり，平成20年３月～23年２月に郵送法による質問紙
調査を実施した。調査内容は（１）属性，（２）看護実践
能力の経験到達状況：看護実践能力の育成の充実に向けた
大学卒業時の到達目標（2004）78項目中卒後の未経験項目
除く50項目：１）ヒューマンケアの基本に関する実践能力
８項目，２）看護の計画的展開能力17項目，３）特定の健
康問題を持つ人への実践能力20項目，４）実践の中で研鑽
する基本能力５項目を用い４段階評価（単独で実施できる
４点，指導を受けて実施できる３点，部分的に実施できる
２点，実施できない１点）で回答を得た。卒後１～３年の
分析は反復測定法を用いた。
【倫理的配慮】
研究者所属の倫理委員会で承認後，調査票に協力は自由意
志，プライバシーの厳守，同意しない場合も不利益を被ら
ない等を明記し同意の署名を得た。
【結果・考察】
看護実践能力の推移について，１）ヒューマンケアの基
本は，卒後１～３年で目立った変化がなく，２）看護の
計画的展開能力では，看護計画立案・実施・評価全体（p
＝ .022）及び看護過程の展開（p＝ .000），基本技術の的確
な実施（p＝ .001）で１～２年目に有意に向上，２～３年
目の大きな変化はなかった。３）特定健康問題別では治
療・回復過程（P＝ .014）及び終末期（p＝ .008）看護が
卒後１～２年目で有意に高まり，慢性疾患・危機的状況へ
の支援には有意差がない，４）自己研鑽能力は横ばいであ
る。
以上から，学士課程卒業生は，卒後１～２年に看護の基計
画立案や基本技術の自己評価並び健康問題別の一部が飛躍
的に伸び，２～３年目の実践力には目立った変化がないこ
とが明らかとなった。従って，看護基礎教育においては，
看護過程展開に必要な思考プロセスと基本的な実践力の育
成，臨床では新人看護職員のみならず卒後２年以降の教育
強化の必要性が示唆された。但し，本調査は，データ数が
少ないため今後もデータを追加しその推移を明らかにして
いく計画である。

273）看護師および学生の感情労働と看護実践力の関連

片山由加里（京都橘大学看護学部）
細田泰子（大阪府立大学看護学部）

【目的】
看護師の感情労働は暗黙知として行われることが多く，看
護者として置かれる立場による感情労働の違いが指摘され
ている。感情労働が看護活動に内包されることから，看護
行為のさらなる理解に向け，看護師および学生の感情労働
の相異や看護実践力との関連を明らかにする。
【方法】
対象：看護師330名，学生842名（最終学年の看護学実習終
了後）。調査内容：感情労働，看護実践力。使用尺度：「看
護師の感情労働測定尺度（ELIN）；患者にとって適切であ
ると見なす看護師の感情を患者に対して表現する行為」を
測定概念とする『探索的理解』『表層適応』『表出抑制』『ケ
アの表現』『深層適応』の５因子26項目（片山ら；2005）。
「看護実践力」20項目（細田ら；2007）。両尺度は本発表
者らが各々で開発。分析：ｔ検定，Spearmanの相関分析。
大阪府立大学看護学部研究倫理委員会の承認を得た。
【結果】
有効回答数（回収率，有効回答率）は看護師148名（46.7％，
96.1％），学生525名（62.8％，99.2％）。ELINにて看護師，
学生共に高い項目は「患者の感情を理解することを大切
にしている」「相手の立場に立って考える」であり，学生
は「どんな患者にも共感しようとする」を，看護師は「患
者の感情に敏感になるようにする」を挙げ，『探索的理解』
が上位を占めた。共に低い項目は「驚いたり緊張したり
するふりをする」「何も感じていないようにふるまう」等
『表層適応』であった。ELIN下位尺度の比較では，『探索
的理解』『表出抑制』で看護師が学生よりも有意に高かっ
た。ELINと看護実践力の相関では，看護師は『探索的理
解』と看護実践力の「看護の専門的知識や技術を用いて問
題解決に取り組んでいる」「対象者のニーズを明らかにし，
すぐに対応している」等13項目に中等度（ｒ＝ .54～ .40），
他の項目に弱い相関（ｒ＝ .39～ .30）があったが，『表層
適応』は全項目の相関が有意ではなかった。学生では看護
実践力の全項目が『探索的理解』『ケアの表現』『深層適応』
に相関（ｒ＝ .42～ .09），「対象者のニーズを明らかにし，
すぐに対処している」「専門領域の知識や理論に基づいて
実施の評価をしている」他４項目がELIN全下位尺度と相
関した（ｒ＝ .39～ .09）。
【考察】
看護師と学生の感情労働は異なることが明らかとなり，看
護師の多様な状態の患者との深い関わりを推察する。探索
的理解とケアの表現は看護師の看護実践力の多くの項目と
相関がみられ，看護行為として意味ある感情労働であると
考える。また，学生は看護実践力に伴い各感情労働を使う
傾向にあり，学生の看護実践力が学生自身の感情を表現す
る行為に関わっていると考える。
（本研究は科学研究費補助金 基盤研究（C）（19592456）の
助成を受けて実施した。）
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274）看護師のストレスセルフマネジメントに用いるライ
フスキルとSOCとの関連

高橋ゆかり，本江朝美，古市清美
 （上武大学看護学部看護学科）
小泉仁子（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

【目的】
対人専門職である看護師の離職予防には，ストレス対処能
力を高めストレスのセルフマネジメントを図るためのスキ
ルを身につけることが急務である。そこで，臨床における
ストレス場面でストレスセルフマネジメントのために看護
師が用いるライフスキルとストレス対処能力であるSense 
of Coherence（以下SOC）の関連を明らかにすることを目
的とする。
【研究方法】
１．調査対象および調査時期：群馬県内の病院に勤務する
看護師120名を調査対象とし，2010年12月に実施した。２．
調査内容：１）独自に作成したライフスキル尺度－先行研
究を参考に臨床でのストレス場面を30場面想定し，５つの
概念によるライフスキルを用いた対処で構成された150項
目について６件法で尋ねた。２） SOC尺度短縮版（山崎
ら）－把握可能感，処理可能感，有意味感の下位概念で構
成された13項目７件法の尺度。３）対象者の基本属性－性
別・年齢・臨床経験年数等。３．倫理的配慮：研究者所属
施設および調査対象者施設における倫理委員会の審査を経
て実施した。対象者には文書にて研究の趣旨，成果の公表
等について説明し，調査票の提出を以て同意とした。調査
票は任意の無記名方式，回収は施設内で専用回収袋によ
る留置法とした。４．分析方法：ライフスキル尺度の各
項目得点とSOC尺度の下位尺度得点における相関関係を
Pearson相関係数を用いて分析した。解析には統計ソフト
SPSS 13.0J for Windowsを用いた。
【結果と考察】
ライフスキル尺度150項目のうちSOC尺度短縮版の下位概
念と有意な正相関が認められたのは，自己認識スキル10項
目，意志決定スキル10項目，コミュニケーションスキル３
項目，目標設定スキル８項目の計31項目であった。これら
の項目はSOCの有意味感との正相関が顕著であった。ま
た，目標設定スキルにおいては，把握可能感，処理可能感
との正相関も顕著に認められていた。ストレス場面では，
看護職者としての役割遂行における倫理的葛藤が主であっ
た。次に，有意な負相関が認められたのは，自己認識スキ
ル８項目，意志決定スキル８項目，コミュニケーションス
キル１項目，感情対処スキル１項目であった。これらの項
目はSOCの把握可能感および処理可能感との負相関が顕
著であり，有意味感との負相関は認められなかった。スト
レス場面では，職場の人的環境や患者との対人関係など対
人ストレスが主であった。これらのことから，ストレス場
面により，ストレス対処に有効なライフスキルは異なるこ
とが明らかになった。看護師としての役割遂行における倫
理的葛藤場面において有効なライフスキルを身につけるこ
とで，ストレスセルフマネジメントできる可能性が示唆さ
れた。

275）看護師の潜在期間別にみた看護技術自己評価の特徴

神戸美輪子（畿央大学健康科学部看護医療学科）
細田泰子，星　和美（大阪府立大学看護学部）

【目的】
潜在看護師復職研修を検討するための基礎資料として，看
護技術の自己評価について潜在期間別の特徴を明らかにす
る。
【方法】
対象：便宜的収集法により得られた看護師262名。調査期
間：2010年７月～10月。倫理的配慮と調査方法：大阪府立
大学研究倫理審査委員会の承認後，研究の趣旨・倫理的配
慮を記した依頼文を対象者に送付し，同意が得られた者に
対し郵送法にて無記名質問紙調査を行った。調査内容：個
人属性，勤務・潜在期間に関する項目と，看護基礎教育の
充実に関する検討会報告書看護師教育の技術項目と卒業時
の到達度（2007年）を参考に作成した14分類・144技術項
目についての５段階自己評価。分析方法：現在就業してい
る者184名を分析対象とし「潜在なし66名（勤続群）」と潜
在経験者の潜在期間を２分する「潜在期間48ヵ月以下63名
（潜在短群）」「潜在期間49ヵ月以上55名（潜在長群）」の３
群間でクラスカル・ウォリス検定を行った後，各群間でマ
ンホイットニー検定，ボンフェローニ補正し有意差を検定
した。
【結果】
３群での比較；差がないものは「環境調整技術」や自然な
排泄の促し，清拭・意識障害のない患者の口腔ケア・沐
浴，基本的な包帯法などであった。「電子カルテに伴う技
術」は，勤続群・潜在短群・潜在長群の順に評価が低下し
ていた。勤続群と潜在短群の比較；データや症状に基づい
たアセスメント・検査の準備や介助などの「症状・生体機
能管理技術」，無菌操作や感染防止の取り扱いなどの「感
染予防の技術」で勤続群の評価が高かった。勤続群と潜在
長群の比較；多くの項目で差があり，「呼吸循環を整える
技術」「救命救急処置技術」「症状・生体機能管理技術」「感
染予防の技術」「安全管理の技術」「安楽確保の技術」，移
送や移動介助・体位変換などの「活動と休息の援助技術」，
各種注射の実施や注射後の観察・ポンプ操作など「与薬の
技術」で潜在長群は評価が低かった。潜在短群と潜在長群
の比較；人工呼吸や低圧胸腔内持続吸引中の観察などの
「呼吸循環を整える技術」，意識状態の観察・緊急時の応援
要請などの「救命救急処置技術」で潜在長群の評価が低
かった。
【考察】
潜在期間が長期になると基本的な日常生活援助技術以外の
多くの技術項目で自己評価が低下していた。特に，直接生
命に関わる技術や医療の安全に関わる技術項目での自己評
価の低下は，医療事故への不安を招き復職を妨げる要因に
なることも推測される。潜在看護師の復職に期待する動き
が大きい中，医療の安全を保ち看護の質を保証できるよう
な復職研修の検討が必要である。
本研究は科学研究費補助金　基盤研究（C）（22592428）
の助成を受け実施した。　　
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276）ＷＬＢ実現に取り組む病院に勤務する女性看護師の
特徴及びＷＬＢの認識

渡邉郁子（岐阜大学大学院医学系研究科）
塚原節子（岐阜大学医学部看護学科）

【目的】
看護職が就業を継続していくためにはワークライフバラン
ス（以下，ＷＬＢとする）の考えが重要であると言われて
いる。そのため，全国の病院が看護職のＷＬＢ実現のため
多様な勤務形態の導入を始めている。本研究の目的は，Ｗ
ＬＢの考えに基づいて多様な勤務形態を導入している病院
に勤務する女性看護師の特徴及びＷＬＢの認識を明らかに
することである。
【研究方法】
Ａ県下の公的病院のうち，ＷＬＢの考えに基づいて多様な
勤務形態を導入している病院の女性看護師533人に質問紙
調査を実施した。調査内容は個人属性及びＷＬＢに関連の
ある項目とした。統計処理はSPSS17.0Ｊを使用し，χ２検
定を行った。本研究は岐阜大学大学院倫理審査小委員会の
承認を得て実施した。
【結果】
４病院の女性看護師376人から有効回答が得られた（有効
回答率70.5％）。対象者の特徴は，多様な勤務形態を導入
している人（以下，導入群とする）が66人（17.6％），多
様な勤務形態を導入していない人（以下，未導入群とする）
が，310人（82.4％）であった。多様な勤務形態導入の有無
と個人属性の関連を分析した結果，導入群は既婚の人，子
供のいる人，非常勤の人が有意に多かった（p＝ .000）。未
導入群は未婚の人，子供のいない人，常勤の人が有意に多
かった（p＝ .000）。ＷＬＢについて，その言葉を知ってい
た人は158人（42.0％），知らなかった人は218人（58.0％）
であった。ＷＬＢの言葉の意味を理解していた人は134人
（35.6％），理解していない人は242人（64.4％）であった。
また，自分の勤務している病院が多様な勤務形態を導入し
ていることを知っていた人は303人（80.6％），知らなかっ
た人は73人（19.4％）であった。未導入群は導入群より，
勤務先が多様な勤務形態を導入していることを知らなかっ
た人が有意に多かった（p＝ .009）。多様な勤務形態導入の
有無と，ＷＬＢの言葉自体の認識及び言葉の意味の理解に
有意な関連はなかった。
【考察】
ＷＬＢ実現に取り組んでいる病院の導入群は，既婚の人，
子供のいる人，非常勤の人が多かった。導入群は，看護師
としての役割だけでなく，家庭において妻や母親としての
役割があるため，仕事と家庭を両立することが必要であ
り，時間の使い方を自分で決めることができる非常勤の人
が多い結果に繋がったと考えられた。また，導入群と未導
入群において，多様な勤務形態導入の認識に違いがあった
ことは，ＷＬＢ実現に向け導入されている多様な勤務形態
が，看護師の意識に十分浸透していない傾向があると考え
られた。
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277）看護師の職務意欲に影響する要因　－看護管理者の
視点から－

長谷川真美（埼玉県立大学保健医療福祉学部看護学科）
今川詢子（東都医療大学ヒューマンケア学部看護学科）

【目的】
看護管理者の職務意欲に対する意識から看護師の意欲に影
響する要因を明らかにする。
【方法】
対象：Ａ県の２病院に勤務する中堅看護師長２名。データ
収集方法および分析方法：本人の承諾を得て，約60分の半
構造化面接を実施し，職務意欲を向上させた体験および低
下させた体験，職務意欲向上に向けた組織および看護管理
者個人の取組について聞き取った。インタビュー内容は同
意を得て録音し，逐語録をデータとして質的帰納的に分析
した。倫理的配慮：書面及び口頭で研究内容，方法，協力
の任意性，匿名性，データの管理方法，公表方法を説明し，
研究協力承諾書への署名をもって同意とした。
【結果】
職務意欲の促進要因は「仕事の達成感」で，その要素は
「希望の尊重」「看護師間での目標の共有」「具体的な他者
の協力」「承認・安心感の提供」「満足の得られる結果」「学
習への動機づけ」であった。低下要因は「心理的支援の不
足・欠如」で，その要素は「支援不足」「気づき不足」「気
持や考え方の軽視」「意欲低下への牽引」「無力感」であっ
た。看護スタッフの意欲を高める組織の支援は「目標面
接，目標管理」「研修参加への動機づけと支援」「人事考課
の賞与への反映」「院内コミュニケーションの場の提供」
であった。意欲を高めるために師長自身が工夫しているこ
とは「考えや悩みを把握する」「師長補佐級との連携によ
るスタッフフォロー」「スタッフの看護への思いを尊重と
実現のための支援提供」「声かけによる“気にかけている”
“見ている”というメッセージの発信」「できていることを
認める（承認）」「困っている時の支援提供」「スタッフ間
の配慮の促進」「自己の看護観や考えの発信」「成果の他職
種へのアピール」であった。
【考察】
看護師の「職務意欲向上」には，スタッフの「意志尊重」
「承認」「気にかける」といった看護管理者自身が直接個人
の看護師へ働きかける承認行為，一緒に働く仲間同士が目
標や行動，結果を共有することで得られる仲間からの承認
行為，施設内外の専門職者から努力の結果に対して個人の
看護師に与えられる承認行為が重要であることが示され
た。承認という形で「他者からのポジティブ評価」を受け
ることは，受け手である看護師自身の自己承認や自信につ
ながるとともに，発信者である仲間を承認し，チームワー
クを強める効果が期待できる。結果をポジティブにとらえ
て，承認する体制が重要であり，そのための体制作りが組
織及び管理者に課せられた大きな課題である。
【結論】
職務意欲への関連要因として承認の重要性が一部確認でき
たが，組織的支援の検討にはデータが不十分である。今後
データの蓄積，根拠づけを行う必要がある。

278）病棟風土がスタッフの病棟態度およびバーンアウト
に及ぼす影響の検討

塚本尚子，舩木由香（上智大学総合人間科学部看護学科）

【目的】
本研究は，病棟風土が，そこで働く看護師の病棟態度と
バーンアウトにどのように影響するかを明らかにすること
を目的とする。
【研究方法】
対象は，研究に同意の得られた４施設の看護師である。病
院ごとに質問紙を郵送依頼した。それぞれの質問紙に依頼
文書を同封し，研究の目的，方法とともにプライバシーの
厳守等倫理面への配慮を提示した。返送は個別とし，切手
を貼付した返送用封筒を準備した。これらの内容に同意
する場合のみ回答すればよいこととし，質問紙の返送を
もって同意とした。質問紙は，組織風土尺度（塚本・野村
2007），本研究で作成した病棟態度尺度，バーンアウトス
ケール（久保・田尾）を用いた。
【結果】
193名より返信を得た。女性が96%であり，一般スタッフ
が約80%であった。平均年齢は33.05歳（SD9.20），平均経
験年数は11.14年（SD9.30）であった。現在の病棟での平
均勤続年数は2.97年（SD2.68）であった。
組織風土尺度の４つの下位尺度は，性，職位，経験年数，
病棟勤務年数によって差はなかった。学習雰囲気を除く３
尺度で病棟による有意差がみられた。病棟態度尺度も同様
に病棟による差のみがみられた。バーンアウトスケールで
は情緒的消耗感のみ病棟による有意差がみられた。
パス解析を用いて変数間の関連性を検証した。この結果，
病棟風土のうち「モラール」（β＝ .25）と「親密さ」（β
＝ .47）は，病棟態度に有意な影響を及ぼしていた。また
病棟風土は，「情緒的消耗感」（β＝－ .44），「脱人格化」（β
＝－ .32），「個人的達成感」（β＝ .43）の影響を及ぼして
いた。また「コントロール感」（β＝－ .15）は，病棟態度
を媒介せず，直接脱人格化に影響を及ぼしていた。
【考察】
病棟態度は，年齢や性別，経験年数などの個人属性ではな
く，病棟風土によって影響を受けていた。さらに病棟態度
は，看護師のバーンアウトの３つの下位尺度の規定因とし
て作用していることがわかった。健全な病棟風土は，看護
師それぞれの病棟へのポジティブな態度を育み，結果的に
よりよい雰囲気へと病棟が育っていくよい循環を生み出す
ものと考えられる。
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279）保健師・助産師・看護師の仕事の満足度と思考特性
や参画力との関係

吾郷美奈恵，石橋照子，梶谷みゆき，三島三代子
 （島根県立大学短期大学部）

【目的】
保健師・助産師・看護師の仕事に対する満足度と思考特性
や参画力との関係を明らかにし，キャリア形成するための
アプローチについて検討する。
【方法】
対象は同一県内３病院と３市１町で働く看護職からモニ
ターとして協力の得られた237（保107，助15，看115）名
であった。調査はインターネットを活用したシステムを開
発して行ない，対象がランダムに割り当てたパスワードで
入力する方法である。依頼は各機関の看護代表者から文書
を配付し行った。調査内容は，仕事に対する満足度と効き
脳診断１），参画力２），経験年数などである。効き脳診断は
大脳が最初に反応する第一感情を測定することによって，
脳の思考特性とその特徴を可視化・数値化するもので［論
理・理性脳］［堅実・計画脳］［感覚・友好脳］［冒険・創
造脳］による４側面で，200点のバランスで示される。ま
た，参画力は４側面各３問からなり，「そう思う：５」か
ら「そう思わない：１」の５段階尺度である。また，分析
はSPSS16.0を用いて行った。
【倫理的配慮】
島根県立大学短期大学部研究倫理審査委員会の承認を得，
研究の主旨や職務評価とは関係ないことなどの倫理的配慮
について文書と口頭で説明し，自由意思による協力を求め
た。また，調査は無記名で行い，データの入力が完了した
時点で同意の最終判断とした。
【結果】
勤務年数は保健師18.4±10.2，助産師14.7±10.1，看護師
15.0±10.2であった。仕事に対する満足度は保健師66.1±
17.2，助産師76.7±9.0，看護師57.3±20.6で助産師の満足
度は有意（p＜0.05）に高かった。効き脳診断は一般に看
護者に高いと言われている特有の［感覚・友好脳］が３職
種とも最も高く，［論理・理性脳］は助産師，［堅実・計
画脳］は看護師，［冒険・創造脳］は保健師が高かったが
有意差は認めなかった。参画力は保健師が最も高く42.0±
6.0，次いで助産師45.7±3.2，看護師40.5±6.5であった。
また満足度は，［堅実・計画脳］と有意（p＜0.01）な負の
相関，［冒険・創造脳］と有意（p＜0.01）な正の相関を認
め，経験年数が長いほど，また参画力が高いほど満足度も
有意（p＜0.01）に高かった。
【考察】
仕事の満足度には［堅実・計画脳］や［冒険・創造脳］が
関係していたが，自分自信の思考特性を理解し，参画力を
高めることが重要であると考えられた。一方，満足度は経
験年数とも関係していたが，職種による専門性や業務内容
による影響が背景にあると推察された。また，脳の思考特
性は働く環境や役割等に応じて変化することから，個人の
スキルアップやキャリア開発に活用可能と考えられる。
文献：効き脳診断BRAINガイドブック，フォルティナ株
式会社，2009，東京．　大久保幸夫：キャリアデザイン入
門１基礎力編，日本経済新聞出版会，2006，東京．

280）20年以上の看護職としてのキャリア継続を可能にし
た要因に関する質的研究

村井文江，小池秀子，三木明子，江守陽子
 （筑波大学大学院人間総合科学研究科）

【目的】
本研究は，キャリア支援の視点から，後期キャリアにある
看護職に注目し，キャリア継続について検討するものであ
る。キャリア継続を困難にする要因とキャリア継続を可能
にする要因を明らかにし，看護職としてのキャリア継続支
援の基礎資料とすることを目的とする。
【方法】
対象は，A病院の後期キャリア支援研修において募集した
病院勤務経験20年以上の看護職とした。対象者73名のう
ち，28名から協力の意思表示があり，24名を分析対象とし
た。グループインタビューは，４～６名／グループとし
て，５グループで実施した。インタビューは録音し逐語禄
を作成し，フィールドノートと合わせて分析データとし
た。分析は，インタビューテーマに関するデータを抽出
し，コード化，類似性に基づいてカテゴリーを作成した。
筑波大学大学院人間総合科学研究科倫理委員会の承認を得
て実施した。
【結果】
対象の平均勤続年数は28.1年（SD＝4.3）であり，３名が
キャリアを中断していた。キャリアを中断した要因は，
【仕事と家庭の両立が揺るぐ】【仕事をすることが難しい健
康状態】であった。中断はなかったが中断を考えた要因に
は，上記以外に【仕事での達成感・充実感の欠如】【精神
的に追いつめられた状態】などが挙げられた。このような
状況を乗り越えた要因は，【直接の問題を解決】のほか，
【新しい環境で挑戦する】【頑張るための目標を持つ】【仕
事の調整】【気持ちを癒す】などであった。また，キャリ
ア継続を可能にした要因は，【看護をしたいという気持ち】
【支えられている感覚】【仕事におけるやりがいが持てる】
【仕事における自分の目標を持つ】【自分がしてきた仕事へ
の自負】【仕事をすることが日常】などであった。キャリ
ア継続のために強化が求められることは，【ゆとりが持て
る職場環境】【楽しい職場づくり】【心が癒されるコミュニ
ケーションの場】【研修参加へのサポート】などが挙げら
れた。
【考察】
20年以上のキャリアを継続できている看護職であっても，
そのキャリア形成の過程の中では，キャリア中断をした
り，キャリア中断を考えたことがあったことがわかった。
しかし，問題解決を試みたり，新たな目標を設定したり，
仕事を調整したり，気持ちを癒すなど，自分なりの対処行
動で乗り越えていた。キャリア継続できる要因としては，
看護をしたいという内的動機づけの高さや仕事のやりが
い，仕事への自負などが挙がった。看護職の勤続年数は延
びる傾向にあるが，長く働くことだけでなく，看護職個人
が職業人としてキャリア形成していくことが必要である。
そのために，キャリア継続できる職場環境づくりと，看護
の仕事にやりがいがもてるよう，キャリア継続を支援する
システム構築が求められる。
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281）看護師の組織コミットメントの因子構成と基本属性
の考察

阿南美江
 （大分大学大学院医学系研究科修士課程看護学専攻）
原田千鶴，薄井嘉子（大分大学医学部看護学科）
江島伸興（大分大学医学部数学・統計学講座）

【目的】
看護師の組織コミットメントの因子構成を明らかにし，組
織コミットメントに影響する基本属性を考察する。
【研究方法】
１．研究方法：自記式質問紙調査。２．対象者：病院に勤
務するA県のスタッフ看護師2023名。３．調査内容：田尾
らの組織コミットメント69項目（５段階評価），基本属性
の質問紙を使用し調査を実施した。４．調査時期：平成
22年６月から平成22年８月。５．分析方法：統計ソフト
SPSS18.0を用いて各項目の記述統計，因子分析（重み付き
最小二乗法・プロマックス回転），ロジスティック回帰分
析を行った。６．倫理的配慮：B大学医学部倫理委員会で
承認を得た後，調査協力病院の看護部長および研究協力者
に対し文書で研究内容と倫理的配慮，自由意志による研究
参加であることについて説明を行った。回収は個別郵送と
し，返送を持って同意を得たものとした。尺度の使用につ
いて尺度開発者に承諾を得た。
【結果】
１．分析対象者は1232名（回収率60.8％）で，基本属性
は平均年齢36.2±9.5歳，現組織に所属している平均年数
10.2±8.6年，女性1162名（97.3％），配偶状況は既婚620
名（50.3％），家庭内の役割あり610名（49.5％），組織規模
100～299床752名（61％）であった。看護師の組織コミッ
トメントは組織の価値や目標に対し受容あるいは満足した
気持ちで居続けたい『組織への満足感』，組織の一員とし
て貢献し，組織と一体感を持ちながら居続けたい『組織へ
の同一化』，辞めれば失われるものがあるから居続けたい
『組織へのしがみつき』，組織への責任と義務があるため居
続けたい『組織への義務感』の４つの因子で構成され，累
積寄与率は50.13％であった。各因子のCronbachのα係数
は0.721～0.835で内的整合性は確保されていた。２．看護
師の組織コミットメントには，年齢41歳以上は20～28歳
の人と比較して（オッズ比1.621，p＝0.002），勤続年数20
年以上は４年以下の人と比較して（オッズ比1.641，p＝
0.018），配偶者ありは配偶者なしの人と比較して（オッ
ズ比1.457，p＝0.001）有意に高く評価していた。組織規
模100～299床の人は20～99床の人と比較して（オッズ比
0.741，p＝0.013）有意に低く評価していた。
【考察・結論】
１．看護師の組織コミットメントは，組織の価値や目標に
対し満足し，組織と一体感を持ちながら組織とつながって
いたいことが中心だった。 ２ . 年齢，勤続年数，配偶状況
が，組織コミットメントに影響していた理由は，歳を重ね
勤続年数が長いほど人間関係が安定し，組織の価値や目標
との同一化を生じることが考えられた。また，組織規模
は，労働環境に対する看護師個人の評価が影響しているこ
とが考えられた。
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282）CTガイド下ラジオ波腫瘍焼灼術を受ける肺がん患者
の術中体験

藤沢芳基（岡山大学大学院保健学研究科博士前期課程）

【目的】
肺RFA（ラジオ波焼灼術：RadiofreQuency Ablation，以下
RFA）は低侵襲であり重篤な合併症も少ないが，術中患者
が痛みや不快な症状を体験することは容易に推察できる。
肺RFAにはCTが用いられ，被ばくを避けるため看護師は
常時患者の傍で看護することには制限があり，肺RFA中
必要とされる看護を予測しながら行う必要がある。予測し
た看護を提供するためには，肺RFA中の患者の体験を患
者当事者の側から詳細に知ることが不可欠となるが，その
詳細についての報告は現時点において見当たらない。本研
究では，肺RFAを受ける患者の術中の体験を明らかにし，
肺RFAを受ける患者の看護実践への示唆を得ることを目
的とした。
【研究方法】
初めて肺RFAを受け，研究対象者として条件を満たすこ
とができた患者７名に，研究者が作成した面接ガイドを用
いて自由回答法による半構成的面接によりデータを収集
し，質的帰納的に分析をした。本研究はA大学大学院保健
学研究科看護学分野倫理審査委員会の承認と対象施設の了
解を得て行った。
【結果と考察】
肺RFAを受ける患者の術中体験は≪経験したことがな
いほどの耐え難いつらさ≫≪微動だにできない拘束感≫
≪何をされているか分からない恐怖感≫≪自己決定した
肺RFAを完遂させようとする強い責任感≫≪肺RFA終了
時の達成感・解放感≫≪肺RFA終了時の感謝の念≫≪肺
RFA終了と同時に湧き上がる予後への不安≫の７つに集
約された。看護実践への示唆として以下の11の示唆が得ら
れた。１）患者が術中のつらさを表出できるよう，放射線
を使用しない時間帯には積極的に声をかけ，訴えやすいよ
う配慮し，そのつらさを医師とも共有し対処がなされるよ
う働きかける。２）術中の体位固定の意味を術前に説明す
るとともに術中の患者の努力を認め励ます。３）看護師だ
けでなく医療チーム全員が治療の進行状況を可能な限り患
者に伝える。４）肺RFAの進行状況がイメージできるよ
う，冊子，ビデオなどを用いて術前オリエンテーションを
行う。５）治療の予期的心配をしてもらい予期的指導を
行う。６）患者が肺RFAを選択した背景を理解する。７）
術中は患者の頑張りを認め励ます。８）治療開始前の環境
整備，物品準備，点検を行う。９）放射線が出ていない時
間帯は必ず患者の傍に行き，今解決すべき問題がないか確
認し，あれば解決する。10）治療終了時にねぎらいの言葉
をかける。11）予後の心配をしている様子があれば医師に
伝える。

283）安全に手術を受けるために手術部看護師と病棟看護
師が互いに必要とする情報

中筋和美（九州大学病院）
内田倫子，土屋八千代（宮崎大学医学部看護学科）

【目的】
患者が安全に手術を受けるために，術前申し送りに必要な
情報とは何か，その情報に対する手術部看護師（手術部
Nsと略）と外科病棟看護師（病棟Nsと略）の認識に差は
ないかを明らかにする。
【方法】
A大学医学部附属病院の看護師長を除く手術部・一般外科
病棟全Nsを対象に，平成22年９月質問紙調査を実施：属
性，先行研究から選定した申し送り情報21事項を優先度合
で３段階に分ける。その他必要と考える情報，手術部・病
棟相互への意見・要望について，その有無と内容は自由記
載する。分析方法 :記述統計と，所属の比較はχ２検定を
行う。自由記述は意味類似性に従って分類する。倫理的配
慮 :研究趣旨，参加の自由，個人情報保護，学会等への公
表を説明し，看護部承認後に個人は質問紙提出をもって同
意が得られたこととする。
【結果】
手術部Ns28名，病棟Ns47名の計75名（有効回収率77.3％）
を解析対象とした。内訳は女性60名（80％），５年未満経
験39名（53%）。21事項の優先度は〔患者氏名〕が最高位
74名（99％），次いで〔輸血承諾書〕〔術式〕63名，最下位
は〔喫煙歴〕６名（８％）であった。手術部Nsが〔ライ
ン類〕〔皮膚〕等７事項全てで有意に高かった（p＜0.05）。
その他必要情報があるとした者は27名（36％）で手術部17
名。〈身体面〉が最多11事項で［義歯・ぐらつく歯］［コ
ンタクト有無確認］等７事項で手術部Nsのみが必要と
し，〈心理面〉も手術部Nsのみが３名。［既往歴記載がな
い］９名の内８名は病棟Ns。相互への意見・要望は［気
になっている点や持っている患者情報が欲しい］［訪問内
容がわからない］等であった。
【考察】
申し送り情報の最優先事項をほとんどの看護師が〔患者氏
名〕としていたことより，医療安全への取り組みの患者誤
認防止対策を第一義にしていることが窺えた。その他必要
な情報も身体の安全に関わる事項であり，必要としたのも
手術部Nsが多かった。手術に直接携わる当事者は手術部
看護師で医療事故の直接行為者になることが多い。常に自
身の行為に誤りがないかを意識しながら責任をもって業務
に当たる必要があるため，患者情報の重要性をより強く認
識しているからではないかと考える。
手術部－病棟での互いが持っている患者情報がほしい，訪
問内容を知らない等の意見から，互いの看護が見えておら
ず連携が取れていない部分があった。手術部－病棟は日頃
から交流や連携を図り，互いの看護を理解して共に患者に
関わっていくことが重要であり，今後の検討事項となるこ
とが示唆された。
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284）胸腔鏡下胸部交換神経遮断術後に代償性発汗を呈し
た手掌多汗症患者に関する実態調査

依知川茉奈美（ノバルティスファーマ株式会社）
平田明美（横浜市立大学医学部看護学科）

【目的】
手掌多汗症とは精神的緊張により両側手掌部の過剰発汗を
きたす疾患である。1997年に胸腔鏡下胸部交感神経遮断術
が保険適応となり，新しい治療法として確立され多くの施
設で良好な成績が示されている。だが，同時に，多様な術
後合併症の存在も指摘され，代償性発汗もその一つであ
る。今回，この代償性発汗に焦点をあて，その状態，対処
方法，手術前後の生活について明らかにする目的で調査を
行った。
【研究方法】
調査対象は，ソーシャルネットワークサービスのコミュニ
ティー「代償性発汗」に参加し，胸腔鏡下胸部交換神経遮
断術を平成21年８月以前に行った33名で，調査時期は平成
21年９月11日～９月24日，調査方法は無記名自記式の質問
紙を用いて郵送留置法にて実施した。
【倫理的配慮】
研究の趣旨，プライバシーの保護等に関して書面で提示
し，質問紙の回収を持って同意とした。なお，研究の実施
にあたっては所属機関の倫理委員会の承認を得た。
【結果・考察】
回答者は25名（回収率76％）で，年齢は平均30.0（±5.9）
歳，男性14名，女性11名であった。発症平均年齢は7.1 （±
4.6）歳，手術後平均8.2（±3.4）年経過していた。また，
手術前の合併症に関する説明は有23名，無１名，分からな
いが１名であった。手術後の現在の手汗に対する気持ち
は，「とても不満」を０，「大変満足」を10として，平均値
は7.53（±2.4）であった。
代償性発汗の有無は25名全員が有と回答した。代償性発汗
の程度については，「大変多い」を10，「とても少ない」を
０とし，平均値は8.45（±2.01）であった。発汗部位は背
部24名，腹部19名，下肢19名，胸部14名，臀部14名，腋窩
11名，顔１名であった。味覚性発汗の有無は20名が有，５
名が無と回答した。味覚性発汗の程度は「大変多い」を
10，「とても少ない」を０とし，平均値は6.52（±2.35）で
あった。発汗部位は顔13名，頭部６名，頸部２名，腕２名，
腋窩２名，背部１名，胸部１名，代償性発汗部位に汗をか
くと答えた方が３名あった。その他の症状については，説
明不能の発熱，寒さや暑さへの耐性がなくなる。においと
味の消失，腕の湿疹，腕の血管収縮不良などがあった。
代償性発汗に関する対処法としては，問題となる夏場には
特に，こまめに着替える，一枚多めに着る，シャワーを浴
びる，常にタオルを持つなど様々な工夫がみられた。対処
法を大別すると，服装の工夫，タオルの使用，着替え，冷
却の工夫，薬等の使用，活動の制限，仕事の制限，入浴の
８つであった。しかし，これらの工夫は容易いものではな
く，これらの工夫を要することでQuality of Lifeの低下に
つながっていると考えられた。

285）高周波カテーテルアブレーション治療後に生じる出
血と背景要因の関連性

水流綾子（桜橋渡辺病院）
山田一朗（臨床研究支援センター（Office AKI））

【目的】
高周波カテーテルアブレーション治療（CA治療）後は，
穿刺部位から出血を生じやすい。実際，2009年１月４日か
ら2010年11月15日までの間にCA治療を受けた患者393人
中，78人（19.8%）に出血を認めた。そこで今回，CA治療
後の出血と背景要因との関連性を明らかにすることを目的
として本研究を行った。
【研究方法】
資料は，某病院において上記期間内にCA治療を受けた患
者393人分のカルテである。出血の関連因子と考えられる
要因，すなわち「基本属性（性・年齢）」「ヘマトクリット
値」「血小板値」「心臓カテーテルイントロデューサーキッ
ト（心カテキット）の左右それぞれの挿入本数」「ワーファ
リン服用の有無」「へパリン使用量」「活性全血凝固時間の
最終測定値（ACT）」「プロタミン使用量」「不穏の有無」
「足の屈曲の有無」「自制不能の有無」「鎮痛剤使用の有無」，
ならびに「出血の有無」の情報を収集した。ここで，CA
治療終了後から初回歩行までの間に，穿刺部位にわずかで
も出血を認めた場合に「出血あり」と判断した。
要因のうち，連続量に関しては中央値を境界点とする２値
データ化を施したうえで，「出血の有無」との関連性につ
いてクロス分析を行った。その結果，有意な関連性が認
められた要因を説明変数，「出血の有無」を従属変数とす
る多重ロジスティック分析（尤度比による変数減少法）を
行った。
なお，カルテからの情報収集に先立ち，病院倫理委員会の
承認を得るとともに，患者の個人情報が漏洩しないように
配慮した。
【結果と考察】
クロス分析の結果，「性別（男性であること）」「左心カテ
キットを１本以上挿入」「ワーファリン服用あり」「ヘパリ
ン使用が８cc以上」「ACTが280以上」「足の屈曲あり」の
場合に，出血が生じる割合が有意（p＜0.05）に高くなっ
ていた。
また多重ロジスティック分析の結果，有意な説明変数と
して採択されたのは，「左心カテキットを１本以上挿入
（2.922）」「ACTが280以上（2.128）」「性別（男性である
こと）（1.748）」の３つであった（カッコ内数値は「出血」
に対するOdds比）。
「左心カテキット」は，肺静脈隔離術のために左房に挿入
される。また，術中の血栓形成を予防するために，活性全
血凝固時間が高くコントロールされている。今回の解析結
果は，こうした患者（とくに男性）において出血の頻度が
高いという，研究者の臨床的経験知と合致した。
本研究結果は，これらのリスク要因を有する患者に対し
て，CA治療直後から出血の予測的ケアの実践が必要であ
ることを示唆するものである。
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286）心臓手術を受けた患者の術後回復のプロセスと心理
的変化

大澤千恵子（淑徳大学看護学部）

【目的】
心臓手術は心臓が人間の生死に直結する臓器の１つであ
り，患者は手術の決断までに逡巡し決断をすることが多
い。患者がその決定を後悔しないよう医療者は手術が成功
し順調な回復過程を辿れるよう援助しなければならない。
そこで，心臓手術後の患者の経験，および，患者がどのよ
うな点で医療者の支援を得たと感じたのかを明らかにす
る。また，その際に看護師に対して望んでいることの有無
とその内容を明らかにする。
【研究方法】
関東地方の循環器疾患の専門病院で，心臓手術を受け退院
の目安がついた患者13名（女性５名，男性８名，平均年齢
62.5±11歳）に心臓手術を受け，回復過程の経験とその際
に看護師に対して要望があったか等について半構造化面接
を行い，参加者の承諾を得て面接内容を録音し逐語録を
作成した。データの分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。本研究はY大学医学部倫理委
員会の承認を得て行った。
【結果】
分析の結果，19の＜概念＞とその概念間の検討から【生き
ていることの実感】【回復にともなう感情】【医療者との
対応】【退院への期待と不安】の４つのカテゴリーが生成
された。手術後，患者は意識が戻ると創部痛，各種挿入
チューブ類による苦痛，加えて排痰のための咳嗽や口渇等
＜身体の辛い経験＞をしている状況で，「水，氷のありが
たさ」から＜生還，安堵の気持ち＞を実感した。また，手
術後の異常の早期発見や，合併症予防のケアを受けながら
＜医学の進歩を実感＞していた。一方で，＜想定外の体
験＞や＜不思議な体験＞をした患者もいた。それらは【生
きていることの実感】そのものだった。＜回復の手ごた
え＞を感じながらも，発熱等により＜回復の足踏み感＞を
感じる【回復にともなう感情】を抱きつつ＜退院への期
待＞や＜退院への不安＞という【退院への期待と不安】を
もっていた。その過程で＜身体を委ねる＞時には全面的に
医療者を信頼し，＜医療者の好ましい態度，言葉遣い＞を
感じた【医療者との対応】があった。また，少数ではある
が，「患者の状況を理解して，聞いて欲しい，受けとめて
欲しい」という＜心のケアを望む＞【医療者との対応】も
あった。患者は＜身体の辛い体験＞の時期を経過すると，
＜他の患者が気になる＞など周りを見渡すゆとりが得ら
れ，＜快適な入院生活＞も実感することができていた。そ
して，【退院への期待と不安】が入り混じる複雑な思いも
あったが，退院できる喜びが不安を上回っていた。
【考察】
術後の麻酔から覚醒した患者の身体的苦痛は大きい。回復
が順調に進んでも，患者にとっては未経験なことが多い。
看護者の援助としては，異常の早期発見や合併症の予防が
優先されるが，それと並行して，患者の気持ちを受けとめ
るケア，患者の気持ちの表出に寄り添うケアを実践してい
く重要性が浮かび上がった。
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287）全身麻酔で手術を受ける者の仙骨部周辺の体圧と栄
養状態との関連

石井さやか，土井直恵，矢野ゆう子（済生会吹田病院）
西田直子（京都府立医科大学看護学科））

【目的】
近年，深部組織から皮膚表面に至る皮膚障害のSuspected 
Deep Tissue Injury（以下DTI）が着目されている。DTIは
骨突出部に必ずしも一致しない紅班が存在し，栄養状態の
良い，脂肪組織や臀筋が発達している場合に多く，手術中
の発症が多いと言われている。そこで，全身麻酔で手術を
受ける者を対象に，仙骨部周辺の皮膚障害および体圧と身
体計測を含めた栄養状態との関連を明らかにすることを目
的とした。
【方法】
対象は仰臥位で全身麻酔を受ける者36名である。調査内容
は１）属性（年齢，性別，除圧材），２）栄養状態（BMI，
上腕周囲長（以下AC），皮下脂肪厚（以下TSF），上腕周
囲筋周囲長（以下AMC），T-P，Alb，Hb），３）体圧（仙
骨部，臀部），４）皮膚状態（術直後，術後３～４日目の
発赤・硬結・疼痛の有無）とした。体圧は簡易式体圧測定
器（CELLO:ケープ社）を用い，測定は麻酔導入後に行っ
た。臀部圧は仙骨周囲を左右測定し，高値な方を臀部圧と
した。分析は術後の皮膚障害およびDTIの発症事例がな
かった為，今回は体圧と栄養状態に焦点をあて行った。体
圧をカットオフ値32mmHgとした２群と仙骨部圧＞臀部
圧と臀部圧＞仙骨部圧の２群の栄養状態を，ｔ検定を用い
て比較した。なお，本研究は所属機関の倫理審査委員会に
おいて承認を受けた。
【結果】
対象の平均年齢は60.1±17.0歳（21～83歳）で60歳代が14
名（38.9%）と最も多く，女性が26名（72.2%）であった。
除圧材はテンピュールが26名（72.2%）でソフトナースが
10名（27.8%）であり，術直後および術後の皮膚に発赤や
硬結が出現した者はなかった。BMIは23.5±4.3（16.2～
37.1），TPは7.1±0.7（4.7～8.2）g/dl，Albは3.9±0.6
（1.9～4.8） g/dl，Hbは13.1±1.7（9.5～1.7） g/dl，ACは
26.0±3.0（20.3～34.8）㎝，TSFは17.4±7.6（4.2～36.3㎜，
AMCは20.6±2.4（17.1～27.7）㎝であった。仙骨部の体
圧が32mmHg以上の者は21名（58.3%）で，臀部圧＞仙骨
部圧の者は12名（33.3%）であった。仙骨部圧とAlbに有
意な差を認め（p＜0.05），32mmHg以上の者のAlbの平均
は3.7g/dlで，32mmHg以下の者の4.1g/dlと比べ低かった。
また，仙骨部圧より臀部圧が高い者はAlbが4.2 g/dlと仙骨
部圧が高い者の3.7 g/dlより高く（p＜0.01），TPも臀部圧
が高い者が7.6 g/dlと仙骨圧が高い者の6.9 g/dlより高かっ
た（p＜0.01）。
【考察】
栄養状態が不良である場合，褥瘡発生のハイリスクとして
アセスメントする事は通例である。しかしDTIの発症要
因にもあるように，AlbやTPが高値と栄養状態が良好で
あっても仙骨部付近の臀部へは仙骨部より高い圧がかか
り，皮膚状態の確認および観察が必要であることが示唆さ
れた。本研究は，平成21年度日本看護研究学会近畿北陸地
方会看護継続セミナー研究助成事業の助成を受け実施し
た。

288）高度救命救急センターにおける看護師による医療行
為の実施可能性　－救急看護師・医師に対する意識
調査－

石田佳代子（大分県立看護科学大学看護学部看護学科）

【目的】
救急医療においてチーム医療を推進し，業務の円滑化・効
率化を図るためには，看護師と医師の役割分担に関する合
意の形成が重要と考えられる。そこで，高度救命救急セン
ターの救急看護師・医師を対象とした意識調査より，救急
現場における看護師による医療行為の実施状況を把握する
とともに，看護師による医療行為の実施可能性を検討する
ことを本研究の目的とした。
【研究方法】
高度救命救急センターに勤務している救急看護師・医師を
対象に，郵送による無記名自記式質問紙調査を行った。質
問紙は，当該センターの概要，対象者の特性，救急現場に
おける看護師による医療行為（33項目）の実施状況と，そ
れらの医療行為を看護師自身の判断で実施することなどに
対する考えを，選択回答形式で尋ねる内容で構成した。分
析はエクセルを用いて基本統計量を算出し，看護師と医師
の認識の共通性・相違性を視点として行った。本研究の実
施にあたり，大分県立看護科学大学の研究倫理安全委員会
の承諾を得たうえで，対象者の自由意思の尊重，書面によ
る説明および同意の取得などの倫理的配慮を行った。
【結果】
調査への協力が得られたのは３施設で，看護師24名，医師
12名より回答の返送があった（回収率60％）。看護師によ
る医療行為の実施状況について，看護師と医師が共通して
「看護師が実施している」と回答した上位項目は，「膀胱留
置カテーテルの挿入」「動脈血採血」であった。また，看
護師による医療行為の実施可能性について，看護師と医師
が共通して「看護師自身の判断で積極的に実施すべき」ま
たは「包括指示を受けている場合のみ実施してよい」「特
別な教育や訓練を受けていれば実施してよい」などの特定
の条件下で看護師による実施が可能と回答した上位項目
は，「除細動」「酸素療法の開始」「膀胱留置カテーテルの
挿入」「酸素量の調節」「末梢静脈路確保のための輸液」な
どであった。
【考察】
看護師による医療行為の実施状況に関しては，全項目にお
いて看護師と医師の認識はほぼ一致していた。また，看護
師による医療行為の実施可能性に関しては，「除細動」「酸
素療法の開始」などの呼吸・循環に関わる救命・救急処置
として重要な項目で看護師と医師の認識は一致しており，
これらの項目は，看護師が特別な教育や訓練を受けるこ
とにより実施可能となることが示唆された。その一方で，
「超音波検査」「剖検の介助」など，看護師と医師の認識が
一致していない項目もあり，医師は看護師が教育や訓練を
受けることを前提に実施可能な範囲を広く捉えているのに
対し，看護師は狭く捉えていると推測された。今後は，対
象者数を増やしたうえで，看護師の教育ニーズに応じた課
題の抽出などの詳細な検討を進める必要がある。
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289）クリティカルケア領域における総合実習での学生の
看護技術の実践状況

末次典恵，安田加代子（佐賀大学医学部看護学科）

【はじめに】
平成22年度からクリティカルケア領域である ICUでの総
合実習を開始した。実習中の学生の看護技術の実践状況を
明らかにし，今後の実習方略への示唆を得ることを目的と
した。
【方法】
学生が自らの課題として選出した「看護技術チェックリス
ト」に記載された実施回数，到達度の単純集計と，看護技
術の「評価・反省」の記述内容から学生の学びに該当する
分節または文脈を抽出し，検討した。
【倫理的配慮】
学生には成績開示後に研究の目的と方法，匿名性の保持，
結果の公開の仕方を文書と口頭で示し，本人の自由意思に
より，実習レポートの再提出を以て同意を得た。
【結果】
平成22年７月にA病院 ICUでそれぞれ５日間の総合実習
を行った３名のうち，同意が得られた２名の実習記録を分
析対象とした。受け持ち患者は入室患者状況と学生の希望
を考慮し病棟師長と相談の上，決定した。「看護技術チェッ
クリスト」の集計結果で実施回数が多かった看護技術項目
で共通していたのは「プライバシーの保護」，「バイタルサ
イン測定」であった。脳外科術後（顔面神経血管減圧術，
入室期間：２日）の患者を受けもった学生は，「意識レベ
ルの確認」，「体位変換」，「神経・感覚器のフィジカルアセ
スメント」が多く，心臓外科術後（大動脈弁置換・上行大
動脈置換術，入室期間：３日）の患者を受けもった学生は，
「ドレーン管理や輸液管理の実施」，「呼吸音聴取」，「心音
聴取・心電図モニタリング」，「清潔ケア」が多かった。こ
れらの実施回数が多かった項目は到達度（４ :できた～１ :
できなかった）の自己評価は3.87点であった。記述内容で
は，クリティカルな状態にある患者へのケアにおいて，実
施中には刻々と変化する患者の状態を常にアセスメントす
ることが必要であり，一つの行為にとどまらず，環境調整，
モニタリングを同時進行で行うことを意識しながら実施し
ていた記述があったが，実施前のアセスメントや，実習後
に自らが実施した手技についての記述はなかった。
【考察】
体験した看護技術は学生間で受け持ち患者の状態に応じて
異なっていたが，実施回数が多い項目では達成度を高く自
己評価していた。これは，学生が実習に計画段階から主体
性を持って取り組み，経験を蓄積することで自らの看護技
術に自信をもつことができたためと考える。学生は，看護
技術の実施中に患者の身体的変化の観察や安全・安楽を考
慮した援助の必要性に気付いていた。しかし，看護技術実
施前後の記述は薄く，クリティカルな状態の患者への看護
技術の実施にあたっては，看護技術実施の優先順位を決定
する臨床判断の過程や，実施後に自らが実践した手技を患
者の反応とともにふり返り，介入の評価に反映する指導の
必要があることが示唆された。

290）周術期患者に対する寝衣交換の技術の教育効果

熊澤友紀，深田順子，吹田麻耶，鎌倉やよい
 （愛知県立大学看護学部）

【目的】
成人看護学外科系実習において，術後疼痛のある輸液中の
患者に対する寝衣交換の技術向上を図るために，実習初日
に学内演習を実施するとともに，学生自身による評価（自
己評価）及び教員等による評価（他者評価）を導入した。
その効果を学生の自己評価の結果から検討した。
【方法】
倫理的配慮：本研究は所属施設の研究倫理審査委員会の承
認を得て実施した。対象者に対し文書と口頭で，目的，方
法，研究参加は自由意思であること，同意を撤回しても不
利益を被らないこと等を説明し，同意書への署名をもって
研究参加の意思を確認した。
対象：看護系大学の３年次生76名のうち同意が得られた74
名と実習病棟（消化器外科系）の看護師34名。
寝衣交換の教育内容：学生は臨地実習初日の学内演習にお
いて，教員のデモンストレーションによる説明を受けた
後，看護師役と患者役になって寝衣交換を実施した。患者
役にはドレーン等を設置し，術後疼痛のある輸液中の患者
の状態を設定した。臨地実習では術後１～６病日の患者に
対して初めて寝衣交換を行った。学生は自己評価を計３回
（学内演習後，当該実習で初めて寝衣交換を実施した後及
び実習終了時）行った。教員または実習指導者は，他者評
価を計２回（学内演習後，初めて術後患者へ寝衣交換を実
施した後）行い，その結果を学生へフィードバックした。
教育効果の測定用具：自己評価及び他者評価には22項目４
段階尺度からなる評価表を用いた。
【結果】
自己評価は全体的に他者評価より低い傾向にあった。「非
常に当てはまる」と「大体当てはまる」の回答割合が75％
を超えた項目は，学内演習の自己評価では，「物品の取り
やすい位置への配置」，「実施前のバイタルサイン，疼痛の
観察」，「疼痛を増強させない体位にする」，「患者への創部
の保護の説明」，「プライバシーの保持」，「輸液実施側から
脱がせる」，「寝衣へ点滴瓶を通す（着衣時）」，「袖を通し
た後の輸液の滴下数の確認」，「輸液実施側から着せる」の
９項目が該当した。臨地実習における自己評価（２回目）
では，全ての項目で75％を上回らなかったが，最終的な自
己評価（３回目）では，「寝衣へ点滴瓶を通す（脱衣時）」
「寝衣へ点滴瓶を通す（着衣時）」，「袖を通した後の輸液の
滴下数の確認」の３項目を除く19項目が75％を上回った。
【考察】
患者へ実際に寝衣交換を実施する困難さが実習時の自己評
価の低下に反映された。学生は自己評価が低い傾向にあっ
たことから，他者評価による客観的なフィードバックによ
り，次への改善点が明確になり，最終的な自己評価の向上
につながったと考えられる。また，自己評価３回目に75％
を満たさなかった３項目から，輸液管理に関わる技術の習
得が必要であることが示唆された。
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291）脳血管障害患者の主観的QOLの変化

渡邉知子（秋田大学大学院医学系研究科）
藤田あけみ
 （公立大学法人青森県立保健大学健康科学部看護学科）
中村令子（八戸短期大学看護学科）
石鍋圭子（静岡県看護協会）
宮腰由紀子（広島大学大学院保健学研究科）
荒木美千子（日本赤十字秋田看護大学看護学部看護学科）

【目的】
回復期リハビリテーション病棟（以下，回復期リハビリ病
棟）で機能訓練を受ける脳血管障害患者の主観的QOLを
計測し，入院時と退院時の変化について検討を行う。
【研究方法】
方法：主観的QOLは患者自身が生活の質を直接的に重
みづけを行い，定性的評価と定量的評価が可能である
SEIQoL-DWを用いて半構成的面接を実施した。対象：全
国の回復期リハビリ病棟12施設で入院治療を受けた脳血管
障害患者31名。実施時期：2009年３月～2011年２月。調
査項目：SEIQoL-DW，患者の背景，リハビリテーション
訓練の有無と内容，ADL自立度（FIM得点）。分析方法：
PWAS18.0による記述統計後，SEIQoL-DWの Indexの変化
の有無と各要因により２群化し，平均値の差の検定を行っ
た。
【倫理的配慮】
A大学研究倫理委員会での審査・承認後，各医療施設の倫
理委員会において審査・了承を得た。対象者には研究の目
的，方法，匿名性の保持，自由意志による参加の保障を記
載した文書を配布し，同意書へのサイン・捺印によって研
究参加の同意を得た。
【結果】
１．基本属性：男性16名，女性15名，平均年齢64.7±12.8
歳，入院期間81.5±42.0日，原因疾患は脳梗塞14名，脳出
血12名，クモ膜下出血１名，その他４名であった。入院
時のFIM94.5±21.8，退院時のFIM113.9±14.6であった。
２．SEIQoL-DWのための面接時間は，入院時34±16.6
分，退院時29.1±16.1分，Indexは入院時66.6±20.1％，退
院時56.8±25.6％であった。入院時と退院時の Indexの差
は平均2.2±27.0％であり，増加15名（増加群），減少15名
（減少群），変化なし１名であった。３．主観的QOL を定
量的評価したSEIQoL-DWの Indexは， Indexの増加群と減
少群の間に，年齢，発症後経過期間，入院期間，入院時
FIM得点，退院時FIM得点，FIM得点の変化，いずれの
項目においても有意な差は認められなかった。
【考察】
１．リハビリテーション訓練の有無や入院期間，FIM得
点の平均は，SEIQoL-DWの Indexの増加群と減少群の間
に明らかな違いを認めなかった。すなわち，回復期リハ
ビリ病棟に入院した脳血管障害患者の主観的QOLは，リ
ハビリテーション訓練の内容や入院期間，ADLの改善以
外の要因が関係しているものと考えられた。２．SEIQoL-
DWは，定性的評価も可能であるため，増加群と減少群間
の入院時，退院時の Indexの質的分析を行い，主観的QOL
の構造と変化に影響する要因を明らかにする必要がある。
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第11会場　第20群

293）「よりどころ」として大切にしていることの３世代の
特徴　－テキストマイニングによる分析－

小薮智子（川崎医療短期大学看護科）
白岩千恵子（川崎医療福祉大学大学院医療福祉学研究科）
竹田恵子（川崎医療福祉大学医療福祉学部保健看護学科）
太湯好子（岡山県立大学保健福祉学部看護学科）

【目的】
「よりどころ」は，人生における困難を乗り越えるための
支えとなるものであり，スピリチュアリティを構成する要
素の一つと言われている。本研究の目的は，スピリチュア
ルケアの糸口とするために，若年群，中年群，高齢群の「よ
りどころ」の特徴を知ることである。
【研究方法】
病院の事務職員や一般企業の社員，地域の集まりに参加し
た高齢者，A大学福祉系学科の学生，計673名を対象に「よ
りどころ」として大切にしていることを自由記載する調査
を行った。実施にはB大学倫理委員会の承諾を得た。調査
時期は2006年６月～10月であった。得られた回答はテキス
トマイニングの手法による形態素解析を行い，句読点，助
詞，特殊記号を除き置換手続きを行った後，出現頻度２以
上の構成要素を対象に，３世代を変数とした対応分析を行
い，クロス集計と頻度による有意性テストを行った。分析
にはWordMiner1.1を用いた。
【結果】
無記入を除く回答は，若年群（18～29歳）176名，中年群
（30～59歳）139名，高齢群（60歳以上）136名の計451名（有
効回答率67.0％）であった。出現頻度が５以上の構成要素
と有意性テストの結果を表に示す。
【考察】
出現頻度の高い構成要素は，若年群では「親密感」，中年
群では「生殖性」，高齢群では「自我の統合」といった発
達課題を連想させる言葉が多く，特に有意性のある構成要
素でその特徴が見られた。また３世代に共通して家族は
「よりどころ」となることが明らかになった。つまり「よ
りどころ」はそれぞれの時期の発達課題に密接に関係して
おり，スピリチュアルケアにおいて家族や発達課題を大切
にすることの重要性が示唆された。

292）インスリン治療を選択しない高齢糖尿病患者の療養
生活の体験

松田佳美，永田　明，陶山啓子
 （愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

【目的】
インスリン治療を選択しない高齢糖尿病患者の療養生活の
体験に迫ることを目的とする。
【研究方法】
１．研究デザイン :質的帰納的研究　２．期間 :平成22年
８月～12月　３．対象者 :外来通院している65歳以上の２
型糖尿病患者で，治療変更が望ましいと医師が判断し，治
療方法を決定していない者とした。４．調査内容および方
法 :医師から治療方法の変更の説明を受けた後，研究者が
面談を実施した。面談時間は，一回60分程度で，面談内容
を対象者の同意を得て，ICレコーダーを用いて録音した。
５．分析方法 :録音した面談の逐語録を作成して質的帰納
的に分析した。分析は，１．逐語録を最初から最後まで通
して読み逐語録の全体を理解する。２．参加者の体験を示
すと考えられる部分を抽出し，言葉の繰り返しや文脈に関
係ない部分を削除してコードとした。３．抽出したコード
の類似性・差異性を考慮してグループを作り，参加者の使
用した言葉を利用して名前をつけてサブカテゴリーとし
た。４．サブカテゴリー間での類似性・差異性を検討しカ
テゴリーとした。５．この一連のプロセスを質的研究者と
ともに確認し，再構成を繰り返した。
【倫理的配慮】
外来診察時に担当医師が研究の概要について説明し研究協
力の依頼を行った。研究協力の意思を示した者に，改めて
研究者が口頭と書面で研究の目的と内容を説明し，書面に
よる同意を得た。A病院倫理委員会の許可を得て実施した。
【結果および考察】
対象者は男性８名，女性２名の合計10名で，年齢の平均は
69.9歳であった。分析の結果，インスリン治療を選択しな
い背景は，【治療選択を患者に委譲される】というカテゴ
リーの中に，＜医師の不確かなコメントのため，やりたく
ない＞＜自分の今の生活を考えたら不便がない＞＜経過
を見て考えたい＞のサブカテゴリーが含まれた。【インス
リン注射に対する偏った情報やイメージ】という中には，
＜不確かな情報からイメージするインスリン注射＞＜イン
スリン注射をしている人の実際から抱くイメージ＞＜イン
スリン注射の事を知らない＞のサブカテゴリーが含まれ
た。　療養行動の体験として，【自分なりの手探りでやっ
ている療養生活】というカテゴリーの中には，＜健康でい
てやりたいことをやるために何とかしたい＞＜糖尿病と折
り合いをつけながらの生活＞＜療養行動に対する低い自己
評価＞の３つのカテゴリーが含まれた。【血糖値と自分の
身体が結びつかい】という中カテゴリーの中には，＜自分
のものではない検査データー＞＜体の中で起こっているこ
とが分からない＞の２つのサブカテゴリーが含まれた。看
護師は，患者の決定を尊重しながら患者と共に療養行動を
考えていくことが必要である。

表　３世代別「よりどころ」頻度５以上の構成要素
若年群 中年群 高齢群

家族 （50） 家族 （48） 家族 （39）
友人＊＊ （45） 自分＊ （16） 健康＊＊ （31）
なし＊ （16） なし （11） 人 （17）
時間＊ （15） 時間 （10） 感謝＊＊ （９）
人 （12） 人 （９） 自分 （８）
自分 （10） 友人 （７） 友人 （７）
恋人＊＊ （９） 自然 （７） 楽しい （７）
睡眠＊＊ （８） 大切 （６） 自然 （６）
一人＊ （６） 家庭＊ （６） 心 （６）
自然 （５） 子ども＊＊ （６） 生きる （６）

ペット＊ （５） 暮らす＊ （６）
健康 （５） 神 （５）

生活＊ （５）
（  ）は構成要素数　頻度による有意性テスト ＊＊：p＜0.01　＊：p＜0.05
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294）高齢社会におけるパーソナルモビリティ活用とＱＯ
Ｌ評価　－ＩＣＦの「活動」と「参加」の観点からー

永田千鶴（熊本大学大学院生命科学研究部）

【目的】
長時間，長距離の自立歩行が困難になってくる高齢者が，
移動手段として電動車いす「モンパル」を活用すること
で，その人のＱＯＬへの影響を明らかにすることを目的と
する。
【研究方法】
研究への承諾が得られた20代の身体障害者，40代の主
婦と高齢者10人の12人を対象とする。ＱＯＬの評価は，
Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form（以下ＳＦ36
と称す）を指標として実施するが，その評価を補強するた
めに，International Classification of Functioning（ 以下ＩＣ
Ｆと称す）の「活動」と「参加」の基準に基づいて作成し
たインタビューガイドを使用して個別に半構成的面接を実
施し，ＱＯＬ評価を行う。分析方法は，まず，13項目の設
問に対して３件法で回答を得，「はい」を２点，どちらで
もない（かわらない）といいえを０点として単純集計した。
また，その回答の根拠や意見・感想とその他の項目につい
て述べられた内容を逐語に起こし，ＱＯＬへの影響を検討
した。倫理的配慮としては，対象者に，研究目的，方法，
個人を識別可能とする情報は公表されないこと，不利益は
生じないこと，研究参加後も参加を取り消すことが可能で
あることを文書にして説明し，同意書をとった。
【結果】
対象者数が少なく限界はあるが，包括的ＱＯＬ評価ＳＦ36
では，環境因子として電動車いすを日常生活に介入するだ
けではＱＯＬの改善を明確にすることはできなかった。Ｉ
ＣＦによる「活動」と「参加」に特化したＱＯＬ評価では，
少なくとも12人中総合点10点以上の７人（平均15.7点）の
群と，総合点10点未満の５人（平均点3.2点）の群とを比
較（ｔ検定）すると，有意な差（p＜0.001）を認め，10点
以上の７人には，モンパルの使用が，ＱＯＬに正の影響を
与えたと考えられる。その内容は，ＳＦ36のような包括的
な指標の得点には表れない変化，たとえば，車では味わえ
ない景色を楽しみながらの外出や，モンパルを使用しなく
ても外出の頻度が増えたり，孫と遊ぶのが苦手だった人が
モンパルの話題で話をして遊んだり，今後の生活を考えモ
ンパルに出会えて安心した，食生活ががらりと変わった，
という個々への影響が認められた。特に，コミュニケー
ションの機会が増えたとする10人を認めた。しかしなが
ら，ＳＦ36の得点とＩＣＦに基づく評価の得点間にスピア
マンによる相関を認めることはできなかった。
【考察】
日常生活にモンパルを介入にすることで，包括的ＱＯＬの
改善が認められなくても，ＩＣＦの「活動」と「参加」の
観点によるＱＯＬ評価が良かったり，一方で，ＩＣＦに基
づくＱＯＬ評価が悪かったとしても，包括的ＱＯＬの改善
が認められたケースが存在した。これは，今後追究すべき
課題である。

295）高齢者における自覚的症候と毛髪中微量ミネラル濃
度の年次変化と食生活意識

福嶋龍子（横浜創英短期大学看護学科）

【目的】
高齢者の食生活は長期的な習慣性により偏る傾向があり，
ミネラル不足が心配されている。主要な栄養素の不足問題
も大きいが，ミネラルの不足は体調への影響も大きく，高
齢者においては介護予防上からも食生活を充実することは
必須である。そこで，高齢者の自覚的な体調や毛髪中微量
ミネラル濃度（鉄・銅・亜鉛）と食生活への意識との関連
性について年次的に調査し検討した。
【研究方法】
地域在住で自立した生活を送る65歳以上の高齢者に，自記
式の自覚的症候16項目の有無のアンケート調査，毛髪中微
量ミネラル検査等を年次的に調査した。21年，22年度調査
後に毛髪中ミネラル検査結果の返却に際し，ミネラルの過
不足への食事に対する冊子とともに，毛髪検査は数か月前
の過去のデータであり，現在の体調を即反映していないが
食事の習慣性を見直す参考になることの内容を同封した。
倫理的配慮として学内の倫理審査を受けた後に調査を開始
し，文書にて賛同を得た高齢者の協力を得た。21度調査対
象者85名に１年後に同様の調査を行った。調査結果はｔ検
定を行い統計ソフトはExcel2008を使用した。毛髪は専門
機関に依頼して測定した。
【結果・考察】
２年継続の調査者の有効数は54名であり，男性14名，女
性40名であった。平均年齢は男性76.4±4.6歳，女性74.4±
6.2歳であった。BMIの平均は男性22.5±2.5，女性22.5±
2.5であり年次の差はなかった。自覚的な症候では21年度
では男性は一人平均3.4の症状であり，22年度では1.9と減
少していた。女性は21年度一人平均4.5の自覚症状があり，
22年度は2.8と減少しており，男性（p＝0.0028），女性（p
＝0.0054）ともに有意差を認めた（p＜0.05）。食生活での
優先は，21年度の男性は好き嫌いをしないから，22年度は
野菜を多くとるに変わっていた。女性は21年度は野菜を多
く，和食中心，魚を多く，果物を食べるが優先度で並んで
いたが，22年度は野菜を多くとるが最優先であった。毛髪
中微量ミネラル濃度（鉄・銅・亜鉛）は22年度はいずれも
低下した。２年間の濃度に有意差はなかった。これらの食
生活意識と体調管理については22年度の猛暑が影響したと
推測される。しかし食生活や体調の意識は毛髪中微量ミネ
ラル濃度の結果には反映していないことから，長期的な調
査が必要である。（本研究は科学研究費基盤研究（C）課
題番号：21592900を受けて実施した）
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296）高齢者女性の塩分の食習慣による毛髪中カルシウム
の変化

風岡たま代，福嶋龍子，渡部良子（横浜創英短期大学）
美ノ谷新子（順天堂大学保健看護学部）

【目的】
高血圧のある高齢者の食事指導に毛髪中ミネラルを応用す
ることを目指し，１年前と今回測定した毛髪中Ca値を比
較し，塩分の食習慣による毛髪中Caの変化について検討
する。
【研究方法】
対象は，１年前に毛髪中Caを測定した65才以上の女性59
人のうち，今回，郵送による毛髪とアンケートへの回答
があった46人（73.5±6.3才，有効回答率78.0％）である。
方法は，平成21年９月から10月の間に項部から毛髪を採
取し，毛髪中Caを誘導結合プラズマ質量分析装置（ICP-
MS）によって測定した。第１回目の結果を通知する際，高
血圧の予防や治療に塩分を控えた食習慣の重要性を指導し
た。１年後の同じ時期に同じように測定した毛髪中Ca値
を比較する。倫理的配慮：対象者には研究の目的と方法を
説明し，参加は自由で，プライバシーは保護され，匿名
で，不利益は被らないことを文書で説明し，承諾を得られ
た者のみを調査対象とした。１）１回目の毛髪中Ca値が
平均よりも低く，２回目も低い群をLL群，高い群をLH
群とする。１回目が高く，２回目が低い群をHL群，高い
群をHH群とする。２）今回のアンケートで「食事の味付
けで好きなのは」の設問にある薄味，普通，濃味から選ん
で貰った回答を，薄味は薄味群としたが，普通と答えた人
は日本人に多いとされる塩分摂取量を考慮し，濃味群に含
め２群に分類した。３）１回目に「塩分控えめ」と答えた
今回の薄味群の食習慣を「しっかり控えている」群，濃味
群を「控えめといいながら濃味」群とする。１回目に「塩
分控えめにしない」と答えた今回の薄味群を「気にしない
といいながら薄味」群，濃味群を「全く控えていない」群
とする。４）塩分控えめと味付けで分けた４群と，毛髪中
Ca値で分けた４群の人数を比較する。
【結果】
１）「しっかり控えている」群は７人で，LL群７人，LH
群０人，HL群０人，HH群０人（以降，LL７，LH０，
HL０，HH０と記す）で毛髪中Ca値はすべて平均値より
低かった。「全く控えていない」群は19人（LL５，LH２，
HL４，HH８）で，１年前に高かった12人のうち高いま
まの人は８人と多かった。「控えめといいながら濃味」群
は17人（LL８，LH４，HL３，HH２）で，１年前には
低い人が多かったが，今回高くなった人は４人いた。「気
にしないといいながら薄味」群は３人（LL１，LH２，
HL０，HH０）で，高くなった人が２人いた。　
【考察】
塩分を控え薄味な食習慣の人は毛髪中Ca値が平均よりも
全て低かったことから，高い人や高くなった人は塩分のと
り過ぎがあったと考えられる。味覚障害や食事全体の摂取
量の問題で，本人の思っている塩分の食習慣と実際の塩分
摂取量に乖離があると考えられる中で，塩分の摂取状況を
毛髪中Ca値の変化で推測できる可能性がある。
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297）転倒予防在宅トレーニング介入　－１年間の体力推
移と介入終了半年後の追跡調査－

福録恵子（大阪大学大学院医学系研究科）

【目的】
運動器疾患患者の転倒を予防する，在宅トレーニングプロ
グラム開発のため，トレーニング介入を実施し，体力測定
値の推移と介入終了後のトレーニング継続状況を追跡調査
し，本プログラムの効果を検討する。
【研究方法】
関西地方の整形外科クリニック通院中で，65歳以上の運動
器疾患を有する女性高齢者のうち同意を得た15名中，ト
レーニング継続者10名（平均年齢77.9±4.9歳）を分析対象
とした。バランス能力，足関節可動域，足趾把持力，背筋
力の向上効果がすでに実証されている４種類のトレーニン
グを組み合わせ，１年間自宅で実施し，状況に応じレベル
アップを図った。トレーニングはいずれも低負荷であり，
運動器疾患を有する対象者にとり安全なものを選択した。
定期的な面接と体力測定を実施し，開眼片脚立ち，体幹筋
力，足関節角度，足指把持力の測定値変化を分析した。倫
理的配慮として，所属施設の医学倫理委員会の承認後，研
究目的を説明し，了解を得た場合に実施し，途中中止が可
能であること，中止後のケアに影響がないことを説明し
た。また，在宅でのトレーニング可否を整形外科医に確認
し，体力測定時は転倒事故発生時の対処に備え，医師の立
ち会いもしくは補助スタッフの配置による安全性の確保に
努めた。
【結果】
介入前後の測定値比較では有意差を認めなかったが，ト
レーニングの週平均実施日数は5.5日と良好であった。終
了半年後の継続状況は，頻度や回数のばらつきはあるもの
の９名が継続できていた。初回およびトレーニング中の測
定値推移は，開眼片脚立ちは，５名が10秒以下と高転倒リ
スクで，徐々に改善３名，変化なし２名，他４名は測定毎
に変動を認めた（測定不可１名）。体幹筋力は，２名が背
筋と腹筋がほぼ同等，４名は背筋が腹筋の２倍以上と体幹
筋力のバランス不良を認め，徐々に改善４名，変化なし５
名，徐々に低下１名であった。足関節角度は，両足関節と
もに参考可動域65度を満たす者は２名で，徐々に改善４
名，他６名は測定毎の変動を認めた。足趾把持力は，ほと
んどが両足趾ともに20N未満で，徐々に改善１名，変化な
し４名，他４名は一旦改善を認め，初回測定値へと戻るパ
ターンを示した。
【考察】
介入後の体力測定値に有意な改善を認めなかったが，測定
値の推移は「徐々に改善」あるいは「変化なし」が多く，
定期的な体力測定の実施，面接によるトレーニング内容の
見直しを特徴とする本プログラムが，長期間にわたる良好
な実施率とトレーニング継続に影響をもたらすと推測され
る。また，対象者がトレーニング継続による体力維持効果
を意識できる看護師の関わりは，介入終了後のトレーニン
グ習慣化にも影響することが示唆された。今後，プログラ
ムの一般化を図るため母集団を増やし，効果的な看護支援
を検討する。

298）要介護高齢者における耳垢の性状による蓄積経過
－12週間の耳垢除去および外耳道の観察を通して－

末弘理惠，甲斐博美，三重野英子
 （大分大学医学部看護学科）
泉キヨコ（帝京科学大学医療科学部看護学設置準備室）
正源寺美穂（金沢大学医薬保健研究域保健学系）

【研究目的】
要介護高齢者における耳垢の性状による蓄積経過につい
て，12週間の耳垢除去（外耳道の耳垢を取り除く）と外耳
道の観察を通して明らかにする。
【研究方法】
対象：施設入所中の要介護高齢者のうち，外耳道の異常，
要介護４・５，退所及びミニメンタルステート（MMSE）
14点未満を除外した15名30耳である。
観察および介入方法： 
１．初回観察・介入：外耳道は耳鏡を用いて観察した。耳
垢の性状は‘湿型’と‘乾型’２種類に，蓄積状態は［完
全閉鎖］［1/2閉鎖］［1/3閉鎖］［閉鎖なし］の４段階で判
定した。その後，［完全閉鎖］［1/2閉鎖］［1/3閉鎖］の耳
に対して，ベビーオイルを塗布した小児用綿棒で軟骨部外
耳道に付着した耳垢を拭き取った。
２．12週間の観察・介入：２週毎に外耳道の観察を行い，
［完全閉鎖］［1/2閉鎖］の耳に対して耳垢除去を行った。
12週間の最終時は，外耳道の観察後，［完全閉鎖］［1/2閉
鎖］［1/3閉鎖］の耳の耳垢を除去した。
分析方法：耳垢の性状によって，湿型群（６名12耳）乾
型群（９名18耳）の２群に分け，t検定及びCramerのＶ検
定を行った。
倫理的配慮：施設長と対象へは研究の趣旨，耳垢除去の安
全確保等を説明し，署名を持って同意を得た。大分大学医
学部倫理委員会の承認を受けた。
【結果】
１．基本属性:年齢（平均値±SD）83.1±10.9歳，女性９
名男性６名，要介護２が10名要介護３が３名要介護１が２
名，MMSE23.3±4.3点であり，全員経口的に食事を行っ
ていた。各項目は湿型群と乾型群の差はなかった。
２．12週間における耳垢の性状による蓄積経過:
・初回観察時，湿型群は［完全閉鎖］７耳87.5%，［1/2閉
鎖］３耳100%，［1/3閉鎖］２耳50.0%，［閉鎖なし］０耳，
乾型群は［完全閉鎖］１耳5.6%，［1/2閉鎖］０耳，［1/3閉鎖］
２耳50.0%，［閉鎖なし］15耳100%であった。湿型群は乾
型群に比べ［完全閉鎖］と［1/2閉鎖］の割合が有意に高
かった（P＝0.000）。
・12週目の最終時，湿型群は［1/2・1/3閉鎖］が各１耳，
乾型群は［1/3閉鎖］が１耳であり，他は［閉鎖なし］で
あった。
・耳垢が［閉鎖なし→1/3閉鎖］に蓄積した期間は，湿型
群（６耳）が6.7±3.7週，乾型群（７耳）が7.7±4.2週で
あった （P＝0.648）。［閉鎖なし→1/2閉鎖］では，湿型群
（３耳）が8.0±4.0週，乾型群（４耳）が8.5±3.0週であっ
た（P＝0.856）。いずれも湿型群は乾型群に比べ，蓄積期
間は短かったが有意差はなかった。
【考察】
湿型耳垢は乾型耳垢に比べ，外耳道の蓄積割合が高く蓄積
要因と示された。耳垢除去の目安は８週毎と考えられる。
湿型耳垢は乾型耳垢より短期間での蓄積が推測され，事例
数を増やした検証が必要である。
本研究は平成20～22年度科学研究費補助金基盤研究（C）
の助成を受けた。
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299）介護老人保健施設における介護・看護職のアセスメ
ントに基づく排泄ケアの効果

小岡亜希子，形上五月，陶山啓子
 （愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

【目的】
看護職と介護職が協働してアセスメントするためのケアカ
ンファレンスを実施し，アセスメントに基づく排泄ケアを
実践することで，老人保健施設に入所している高齢者の排
泄状態がどのように変化したかを明らかにする。
【研究方法】
対象：Α県内２か所にある介護老人保健施設５ユニットに
勤務する看護職員22名と介護職員52名の計74名と，施設の
入所者で排泄に何らかの問題を抱えている者とした。
介入方法：カンファレンスを開始する前に，介護・看護職
の全員を対象に，排泄ケアにおける互いの職種の役割と高
齢者の排泄ケアに関する知識を習得するための講義を実施
した。その後，各ユニットごとに排泄に問題のある入所者
について，毎週１回30分のカンファレンスを12週間開催し
た。カンファレンスでは，排泄に障害のあるケースの選定
を行い，排泄や日常生活に関する情報を事例フォーマット
に記入し，その情報を基にアセスメントし，両職種が互い
の意見を出し合い，合意を形成しながらケア計画を立案し
た。その計画を実施し，結果をカンファレンスで評価・修
正するというプロセスを繰り返した。研究者はファシリ
テーターとなってカンファレンスに参加した。
調査内容及び方法：対象者の１回排尿量，残尿量，尿失禁
の有無，１回失禁量，便失禁の有無，尿意便意の有無につ
いて排泄日誌を記入した。排泄状態の変化は失禁率，残尿
率，トイレでの排泄回数，便の形状の項目を，カンファレ
ンス実施の前後で比較し評価した。
倫理的配慮：本研究は愛媛大学医学系研究科倫理委員会の
承認を得て実施した。
【結果】
対象となった入所者は14名で，平均年齢は84.9（±7.2）歳，
排泄の問題は，便失禁５名，尿失禁４名，排尿困難３名，
夜間頻尿，頻尿がそれぞれ１名であった。便失禁に対して
は，下剤を調整しブリストルスケールを用いて形状のコン
トロールを行うことで５名中４名の便失禁が消失した。誘
導時間が不適切なために尿失禁していると考えられた２名
は，排尿日誌から排尿パターンを把握し誘導時間を調整し
た。その結果，トイレで排尿できる回数が増加した。下肢
の痛みが強くトイレ誘導を拒否するために失禁していた１
名は，鎮痛剤を内服することで痛みが軽減し，誘導の拒否
が減少しトイレでの排尿回数が増加した。認知症の進行に
より尿失禁の回数が増えてきた１名は，アクティビティケア
を実施したが，失禁の回数に変化はなかった。排尿困難の３
名は，１日の水分摂取量を増加することで，排尿量が増加し，
３名中２名は自ら尿意を訴えることが可能となった。
【考察】
カンファレンスにより介護職と看護職がともにアセスメン
トすることで，問題となる現象の原因に応じたケアを実施
することができ，排泄状態の改善を認められたと考える。

300）回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者の夜
間頻尿の実態と原因に関する研究

大木利枝，形上五月，陶山啓子
 （愛媛大学大学院医学系研究科看護学専攻）

【目的】
回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者の夜間頻尿
の実態を把握するとともに，その原因に応じた対処方法を
実施し，排尿状態の変化を明らかにすることで，夜間頻尿
の対処方法に対する示唆を得ることとした。
【研究方法】
１．対象者：A県内の回復期リハビリテーション病棟に入
院中の患者で，入院５日目までに夜間２回以上の排尿が３
日以上あった者。
２．研究期間：平成22年６月～12月
３．調査内容及び方法：排尿状態は，１回排尿量，排尿回
数，夜間尿量を対象者ごとに２日間観察し，情報を得た。
睡眠状態は，老人生活リズム観察インベントリーにより評
価した。夜間頻尿の生じている原因をデータに基づき分類
した。さらに，原因に応じた対処方法を２週間実施し，２
日間の排尿状態に関するデータを収集し，症状の評価を
行った。
４．分析方法：実施した対処方法ごとに，排尿状態の変化
を比較した。
５．倫理的配慮：実施施設の倫理委員会の承諾を得 ,対象
者と家族に文書及び口頭で説明し同意を得た。
【結果】
１．対象者の背景 :期間中の入院患者79名のうち，夜間頻
尿を認めた者は50名であった。スタッフの判断で実施でき
なかった者26名，同意の得られなかった者５名を除く，19
名を対象者とした。平均年齢は76.2±8.9歳，性別は男性11
名，女性８名であった。１回排尿量の平均値201.2±58.2
㎖，夜間尿量の平均値764.4±299.4㎖であった。睡眠不良
であった者が13名であった。２日間のデータを分析し，夜
間頻尿の原因で対象者を分類した結果，「夜間多尿」が12
名，「膀胱機能の問題」が２名，「睡眠の問題」が５名であっ
た。
２．対処方法と排尿状態の変化
夜間頻尿の原因が夜間多尿と判断できた者には，眠前のト
イレ誘導や夜間の水分摂取量・摂取時間の調整を，膀胱機
能の問題がある者には泌尿器科受診を実施した。
１）眠前トイレ誘導を実施した６名の夜間排尿回数は，実
施前3.1±1.0回，実施後2.7±0.7回と減少，夜間尿量は実
施前871.7±273.6㎖ ，実施後601.0±167.3㎖と低下，また，
睡眠状態は改善した。眠前トイレ誘導と水分摂取量・摂
取時間の調整を行った３名では，夜間排尿回数は実施前
3.5±1.0回，実施後2.8±0.6回と減少，夜間尿量は実施前
1227.3±69.9㎖ ，実施後1055.0±295.0㎖と低下，また，睡
眠状態も改善した。
２）膀胱機能の問題のある２名は泌尿器科受診し，排尿状
態，睡眠状態ともに改善した。
【考察】
夜間頻尿の原因には夜間多尿が関係していることが示され
た。夜間多尿である者は，眠前トイレ誘導が有効であるこ
とに加え，水分摂取量・摂取時間の調整の必要性が示唆さ
れた。また，泌尿器科受診で夜間頻尿が改善されたケース
から，医学的な介入の必要性が示唆された。
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301）回復期リハビリテーション病棟入院中の高齢者と家
族の人間関係が在宅復帰に及ぼす影響

信藤美香，田中久美子，陶山啓子
 （愛媛大学医学系研究科看護学専攻）

【目的】
回復期リハビリテーション病棟に入院する高齢者の在宅復
帰に及ぼす影響を明らかにする。特に高齢者・家族の人間
関係が在宅復帰に及ぼす影響を明らかにする。
【研究方法】
A県内のB病院回復期リハビリテーション病棟入院中の65
歳以上の高齢者とその家族を対象とし，111名に無記名自
記式質問紙調査を実施した。調査期間：平成22年７月１ 
日～11月30日。調査内容：高齢者は，属性，機能的自立評
価法（FIM: Functional Independence Measure），認知症の有
無，退院先とした。家族は，属性，家族アプガー得点，介
護サポート得点，独自に作成した高齢者・家族の人間関係
（６項目）とした。FIMに関しては研究者が記録及び職員
から情報を得た。分析方法：退院先を在宅群と施設群に分
類し退院先と各要因との関係を分析した。要因の変数が
定性的なものはχ２検定，定量的なものはStudent’s t-testを
用いた。次にFIM得点を「FIM高値群」と「FIM低値群」
に分けて退院先と組み合わせ「FIM高値・在宅群」「FIM
低値・在宅群」「FIM高値・施設群」「FIM低値・施設群」
の４群に分類した。４群と高齢者・家族の人間関係，介護
サポート得点の関係を一元配置分散分析にて分析し多重比
較はTukey法を用いた。有意水準は５%未満とした。倫理
的配慮：研究の趣旨と内容を病棟師長に承諾を得て本人ま
たは家族に口頭と書面で説明し同意を得た。愛媛大学医学
系研究科看護学専攻研究倫理委員会の承認を得た。
【結果】
質問紙を配布した111人中96人から回答を得た（回収率
86.5％）。高齢者の平均年齢は76.5歳（SD±7.2），家族の
平均年齢は60.2歳（SD±13.1）だった。高齢者・家族の
人間関係の６項目については主成分分析を行った。固有
値1.0以上，成分負荷量0.7以上の１因子の構成を認め，累
積寄与率は67.3％，信頼係数Cronbach’sのαは0.901を示し
たため６項目を１つの成分とし分析に用いた。退院先と
FIMの得点，患者・家族の人間関係，家族アプガー得点
との関係では有意差は認められなかった。介護サポート得
点では，在宅群が施設群に比べ有意に高かった。認知症の
有無では，認知症のある者がない者に比べて施設群が有意
に高かった。FIM得点と退院先による４群と高齢者・家
族の人間関係では有意差は認められなかった。４群と介護
サポート得点の関係は，一元配置分散分析において有意差
がみられ，多重比較の結果「FIM高値・施設群」は「FIM
高値・在宅群」及び「FIM低値・在宅群」より介護サポー
ト得点が有意に低かった。
【考察】
高齢者・家族の人間関係と退院先に影響は認められず，介
護サポート状況が影響することが示唆された。高齢者の日
常生活動作能力が高く維持されていても家族介護のサポー
ト状況が低ければ退院先として施設を選択していることが
明らかになった。
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302）老年看護実習における集団レクリエーションの評価

田渕康子，藤田君支，松藤　彩（佐賀大学医学部看護学科）
仙波洋子（医療法人社団高邦会福岡山王病院）

【目的】
老年看護実習において学生が企画する集団レクリエーショ
ンの評価に客観的指標を取り入れ，集団レクリエーション
の効果を検討する。
【研究方法】
対象：A大学医学部看護学科３年次の老年看護実習を終え
た学生60名のうち同意が得られた59名。実習方法：１グ
ループ６～７名編成で，３週間の老年看護実習のうち，２
週間を病院または介護老人保健施設で１名の患者を受持ち
看護展開する。レクリエーションの実施と評価：実習２
週目に，実習病棟で集団レクリエーションを企画実施す
る。評価は，受持ち患者を対象とした個別評価と，参加者
全体の集団評価とした。個別評価には，個人属性，Mini-
Mental State Examination （MMSE），Barthel Index（BI），
参加者のレクリエーション中の生き生きとした表情・楽
しむ様子・満足する様子・他者への関心の４項目につい
て「全く当てはまらない」から「よくあてはまる」の４段
階評価，学生の自由記載による評価を行う。分析方法：学
生が提出した集団レクリエレーションの評価レポートを分
析した。 SPSS.Ver.17.0を用い，個別評価の項目について，
Mann-Whitney検定，Speamanの順位相関係数による分析
を行った。
【倫理的配慮】
学生に研究の主旨，教育評価へ影響がないこと，個人情報
保護等を口頭および文書で説明し，書面で同意を得た。
【結果】
参加者の平均年齢は84.3歳（±9.0），男性11名，女性48
名，主な病名は骨折，脳卒中，認知症，心不全等であり，
MMSEは平均17.7点（±7.8）であった。レクリエーショ
ンの内容は，作業療法，合唱，ゲーム等であった。参加者
の生き生きとした表情，楽しむ様子・満足する様子・他
者への関心の４項目への関連要因を分析した結果，性別
では，生き生きとした表情の点数が女性2.3点（±0.6）に
比べて男性1.7点（±0.9）と有意に低かった（P＜0.05）。
MMSEとの相関では，生き生きとした表情（P＜0.05），
楽しむ様子（P＜0.01）・満足する様子（P＜0.01）・他者へ
の関心（P＜0.01），４項目すべてMMSEの点数が高い人
ほどよい反応が得られていた。BIとの相関では，生き生
きとした表情（P＜0.05），楽しむ様子（P＜0.01）・満足す
る様子（P＜0.01）・他者への関心（P＜0.05），４項目すべ
てBIの点数が高い人ほどよい反応が得られていた。
【考察】
学生が企画・実施するレクリエーションの評価に客観的指
標を取り入れた結果，参加者の反応に性差，認知機能，身
体機能が関連していた。客観的指標を取り入れることは，
レクリエーション効果の検証に有用であるが，指標の内容
をさらに検討する必要がある。

303）看護補助者を対象にした学習プログラム作成の試
み　～介護福祉士と共同での指導を実施して～

津山玲奈，本野雅代，西島澄子，樋木和子
 （医療法人社団浅ノ川心臓血管センター金沢循環器病院）

【目的】
療養病棟では看護業務を補助する看護補助者が半数を占め
ており，看護チームとして必要な知識・技術・態度を統合
的に修得する必要がある。介護福祉士に参画してもらい学
習プログラムを作成し現状の問題点を明らかにする。
【研究方法】
対象：看護補助者13名（介護福祉士５名，無資格者８名）
期間：2010年10月～2011年１月看護補助者が経験する機
会が多い５項目（体位変換・移乗・排泄・口腔ケア・感
染予防）を選出し学習プログラムを作成　１）自己評価：
項目別に詳細な到達目標を設定，全対象にVisual Analogue 
Scale（VAS）で実施　２）他者評価：１）の到達目標に評
価基準を作成し（１）できる（２）指導のもとでできる
（３）できないを面談し看護師が評価　３）項目別に担当
看護師を決め学習会を実施（１）到達目標に沿った講習
（２）シミュレーション（３）臨床現場での実施（２）（３）
には介護福祉士に参画してもらい，担当の介護福祉士を除
いた対象12名に実施　４）学習会後に全対象に学習会の振
り返りを自由記載にて聴取
【倫理的配慮】
研究目的・方法を説明し，本研究で得られた情報の公表は
個人が特定できないようにする事，研究以外には使用しな
い事などを書面にて説明し同意を得た。
【結果】
１）自己評価VAS（０－10）では，全項目の平均点は8.68
点（介護福祉士8.8点，無資格者8.5点），介護福祉士と無資
格者では大きな差はなかった。２）他者評価で「できる」
の割合は，介護福祉士・無資格者でそれぞれ，体位変換：
86％・63％，移乗：100％・80％，排泄：91％・80％，口
腔ケア：80％・75％，感染予防：63％・46％であり，無資
格者では「できる」の割合が低く，内容は「ケアの必要
性が説明できない」「必要性や原理を考えて実際のケアが
できていない」「何が分からないかが分からない」という
結果であった。資格の有無に関わらず「各自の方法でケア
しており統一されていない」「院内の介護手順を見ていな
い」，各項目について疑問や困難と感じている事を各自が
持っていることが聴取できた。３）学習会後の振り返り
の意見は，無資格者では「意識してケアするようになっ
た」「ケア時の観察を心がけるようになった」「実践しなが
らもっと基礎を学びたい」であり，介護福祉士は「次回は
個々の患者についての学習会にしてはどうか」「皆でディ
スカッションしたい」などの意見があった。
【考察】
学習プログラムの実施により，対象者に何をしなければな
らないかは知っていてもケアの方法やケアのポイントが共
有できていない事など現状の問題点が明らかとなった。ま
た，無資格者には自己の学習課題を示唆し学習会に参加で
きるようにサポートする必要がある。介護福祉士が学習プ
ログラムに参画した事は指導者の育成につながり有効であ
ると考えられる。
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304）高齢者が望む看護師像　－看護学生によるインタ
ビュ－を通して－

山本君子（了德寺大学健康科学部看護学科）

【目的】
高齢者看護を実践する看護師は，様々な健康レベルと多種
多様な生活歴・価値観を有する高齢者に質の高い看護を提
供することが求められている。将来，看護の担い手となる
看護学生（以下学生）は，高齢者と触れ合う機会が少ない。
高齢者が望む看護師像の研究は多いが学生がインタビュー
した先行研究は見当たらない。本研究目的は，学生が身近
にいる高齢者にインタビューし直接語ってもらうことで高
齢者理解の一助とする。
【研究方法】
研究デザインは半構成的研究である。分析対象は看護専門
学校１年次生82名に後期から開講する老年看護学概論第一
回講義前に，夏休み期間を活用し身近な高齢者に「どのよ
うな看護師を望んでいるか」インタビュー後に得られた内
容とした。分析方法は１意味１内容からなる文脈に着目し
ながら内容を読み取り意味内容の類似性に従いながら分類
した。信頼性・妥当性の確保のために研究指導によるスー
パーバイズを受け検討を重ねた。倫理的配慮は研究の目
的，匿名性の保障，調査協力は任意である，本研究以外に
使用しない，成績に影響がないことを説明し本研究の主旨
を理解し協力の同意を得られた学生のデータとした。
【結果】
有効回答77名（93.9％）であり高齢者の平均年齢は75.4歳
であった。インタビュー対象は祖父10名（12.9％）祖母59
名（76.7%）その他８名（10.4％）であった。高齢者が望
む看護師像は「いつも笑顔」「優しく丁寧」「思いやり」「誰
に対しても平等」「話を良く聴く」「丁寧な言葉遣い」「患
者の立場に立つ」等看護援助時の関わり方についての内容
が最も多かった。次に多かった内容は「人の命を大切にす
る」「自己の健康管理」「知識・技術の習得」「医療ミスを
起こさない」「医療チームとの連携」「仕事に誇りを持つ」
等看護職の責務と自覚を持つについての内容であった。
【考察】
学生は高齢者へのインタビューを通して高齢者がどのよう
な看護師を望んでいるのかが分かり高齢者看護を実践する
際の手掛かりとなった。看護は対象との人間関係に基づい
て展開されるためその関係性が看護援助に影響することに
なる。学生は今回の高齢者へのインタビュー結果から看護
を提供する際に自らの表情や言葉遣い，態度，自己の健康
管理等に考慮し高齢者に関わることが重要であることの示
唆を得た。また関係性を作り出す時には対象が今何に困っ
ているのか，何を必要としているのか等をしっかり聴くこ
とが重要でありそのことから信頼関係が築けることを理解
できた。看護基礎教育を担う教員は結果を活かし高齢者が
望む看護師像について学生に伝授することが必要であると
考える。本研究の限界はインタビュー対象が一部の看護学
生との関係のある高齢者であるため一般化には至らないこ
とである。

305）高齢者介護施設職員の高齢者に対する知識とエイジ
ズム

久木原博子（純真学園大学）
安藤満代（聖マリア学院大学）
藤田美貴（佐賀大学大学院医学系研究科）

【目的】
高齢者介護施設職員のエイジズムの実態とその低減につい
て，十分に検討されているとはいえない。この研究の目的
は高齢者介護施設職員におけるエイジズムの実態を明らか
にし，エイジズム低減への示唆を得ることであった。
【方法】
介護老人保健施設と医療型療養病床の職員を対象に，一
般属性とエイジズムの感情成分を測定する尺度 （FSA：
Fraboni Scale of Ageism）と加齢に対する知識を測定する尺
度（FAQ：The fact on Ageing Quiz）を用いて自記式質問紙
調査を行った。FSAの尺度は29項目の１～５点のリッカー
ト尺度であり，得点が高いほどエイジズムが高いと判断す
る。FAQは高齢者に関するネガティブバイアスとポジティ
ブバイアスの25項目の質問からなり，誤答と正答の項目に
よりエイジズムを評価する。
【倫理的配慮】
調査は無記名であり，参加は対象者の自由意志であるこ
と，調査結果は本研究以外に使用しないことを文書と口頭
で説明した。なお本研究はA大学の倫理審査委員会の承認
を得て実施した。 
【結果】
106名中94名（有効回答率88％）を分析した。対象者の平
均年齢は35.2±10.0歳（Mean±SD，Range：21～58），男
性34名，女性60名であった。対象者のFSA全項目の平均
は2.32±0.41（Mean±SD）で，このうちFSAの誹謗項目
（10項目）が2.58±0.63，差別項目（９項目）が2.19±0.38，
回避項目（10項目）が2.17±0.53であった。FSA全項目，
誹謗項目，差別項目，回避項目において，性，職種の有無
では有意差がなかったが， 10年以上の勤務者が未満の者よ
り誹謗項目の平均値が高かった（p＝0.028）。FAQ全項目
の平均正答率は53％で，このうちネガティブバイアス項目
（16項目）の平均誤答率は53％で，ポジティブバイアス項
目（５項目）の平均誤答率は22％であった。誤答率の高
かった項目は，「８：車を運転する高齢者が事故を起こす
確割合は65歳以下より低い（正）」，「13：平均的高齢者に
とって新しいことを学ぶのは大変である（誤）」，「16：大
多数の高齢者は，めったに退屈しない（正）」，「20：ほと
んどの医療専門家は高齢者を軽視する傾向がある（正）」
であり，いずれの項目も正答率は30％未満であった。
【考察】

E.Palmoreがデューク大学の大学生で行ったFAQの正答
率は65％であり，最終的なバイアス（ポジティブバイア
ス項目の誤答率とネガティブバイアスの誤答率の差）は， 
－７％であったが，この調査の対象者のFAQの正答率は
53％と低く，バイアスは－31％とネガティブ傾向を示し
た。属性とエイジズムの感情成分を測定するFSAとの関
連が弱かったことと，エイジズムの認知成分がネガティブ
傾向を示した結果から，高齢者介護施設職員のエイジズム
の低減に，高齢者に関する正しい知識教育が寄与すること
が示唆された。



日本看護研究学会雑誌 Vol. 34　No. 3　 2011 333

306）施設入所高齢者の胃ろう造設における家族の代理決
定プロセス

加藤真紀（島根県立大学短期大学部出雲キャンパス）
原　祥子（島根大学医学部看護学科）

【目的】
介護老人福祉施設に入所している高齢者の胃ろう造設にお
ける家族の代理意思決定プロセスを明らかにすることを目
的とし，代理意思決定をおこなう家族への支援を検討す
る。
【研究方法】

Z県内介護老人福祉施設入所中の高齢者の胃ろう造設の代
理意思決定を主に行った家族で，研究協力に同意が得られ
た家族計18名を対象とした。半構造的面接により，家族が
高齢者に代わって胃ろう造設の決定を行うまでの過程を中
心に自由に語ってもらった。半構造的面接によって得ら
れた逐語録をデータとし，修正版グラウンデッド・セオ
リー・アプローチを用いて分析を行った。本研究は，Ｙ大
学の研究倫理委員会の承認を受けた。実施に当たっては，
研究目的，方法，研究参加と中断の自由，個人情報の保護
等について文書，及び口頭で説明を行い，書面にて同意を
得た。
【結果】
分析の結果，18の概念，４のサブカテゴリー（以下＜　＞
で示す），６のカテゴリー（以下【　】で示す）を生成した。
以下にストーリーラインを示す。介護老人福祉施設入所高
齢者の家族は，施設での食事の場面を通して高齢者の【食
べることへの危機を実感】する体験をしていた。施設の医
師やスタッフから，高齢者の胃ろう造設について意思確認
が行われることをきっかけとして，家族は決定に向けて
【自分に内在する思いとの対話】を行っていた。【自分に内
在する思いとの対話】では，＜口から食べ続けることで起
こる状況予測＞を行い，＜入所施設への遠慮＞や，＜高齢
者への思い＞を照らし合わせていた。さらに家族は，＜決
定を負う責任を自覚＞していた。家族は，【自分に内在す
る思いとの対話】を通して，高齢者の胃ろう造設の決定に
関わる者としての【代理の責任を背負う精一杯の自己決
定】へとつなげていた。そして，代理意思決定を行う重責
に対して【決定への荷おろし】ができることで重責感を緩
和することができ，【決定への後押しを求める】ことでさ
らに決定への意思を固め，家族にとって高齢者の胃ろう造
設の決定は【命をつなぐ唯一の選択】となっていた。
【考察】
代理意思決定プロセスでは家族が内在する思いとの対話を
図りながら代理意思決定者としての精一杯の自己決定を
行っていることが示された。また，家族に決定を委ねられ
たとしても，直接介護を担う役割は施設にあることが考慮
されていた。代理意思決定を行う家族への支援として，高
齢者の食べる力の変化を家族がありのままに受け止めるた
めの支援，家族が自分に内在する思いとの対話を深めて，
精一杯の自己決定につなげていくための支援，胃ろう造設
の意味づけを共有し家族が負う責任を支持すること，代理
の責任を背負う家族の荷おろしを支持することが必要であ
ることが示唆された。
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307）特別養護老人ホームで積極的に「看取り」に取り組
む介護士の意識

坂下恵美子（宮崎大学医学部看護学科）
西田佳世，岡村絹代（愛媛県立医療技術大学）

【目的】
近年，特別養護老人ホーム（以下，特養）の看取り件数は
増加している。しかし，医療職の少ない特養で，入所者の
ケアを担う介護士が看取りに関わることには様々な不安や
戸惑いがあり，このような気持ちを抱える介護士が看取り
に前向きに関わっていくには，看護師の関わりが大きく影
響すると考える。我々は，先行研究において，看取りに積
極的に取り組む特養の看護師の意識を明らかにした。そこ
で，本研究では，看取りに積極的に取り組む介護士の意識
を明らかにし，特養で介護士と看護師が連携し看取りを達
成するための示唆を得る。
【研究方法】
分析対象者は，看取りに積極的に取り組んでいる３か所の
特養に２年以上勤務し，研究の主旨に同意の得られた介護
士７名（女性５名，男性２名）。データ収集は半構造化イ
ンタビュー法を用い，特養で経験した看取り経験の内容か
ら，その時に感じた気持ちや考えを自由に語ってもらっ
た。分析方法は修正版グラウンデッド・セオリー・アプ
ローチの手法を用いた。倫理的配慮としては，A大学研究
倫理委員会の承認を得て実施した。参加者には研究の主
旨，協力の自由参加の尊重，個人情報の保護，結果公表に
ついて文書と口頭で説明し，書面で同意を確認した。
【結果】
分析対象者の語りの内容を分析した結果，11のサブカテゴ
リーが存在し，［その人への思い］［特養介護士としての役
割］［協力しあえる仲間の存在］［自信の獲得］［安らぎを
導くためのケア］の５カテゴリーに集約された。［その人
への思い］［特養介護士としての役割］［協力しあえる仲間
の存在］［安らぎを導くためのケア］は，特養の看取りに
積極的に取り組む看護師と共通するカテゴリーであった。
［自信の獲得］は，介護士が看取りに関わる過程で抱く不
安を克服することで得られる力であった。医療知識の少な
い介護士は，入所者の看取りに関わることに不安を抱いて
いる。しかし，積極的に取り組む介護士は看取りに関わる
ために必要な知識や技術を看護師や研修から学び，さらに
スタッフ間で意見交換を行いながら，経験知を身につける
中で看取る自信を獲得している特徴があることが明らかに
なった。
【考察】
看取りに積極的に取り組む特養の介護士の意識は，先行研
究で明らかにした看取りに積極的に取り組む看護師の意識
とほぼ重なる構造であり，両者の意識の相違はほとんどな
い事がわかった。介護士が特養で積極的に看取りに取り組
むためには［自信の獲得］が必要であり，介護士に対して
看護師が積極的な支援を行い，職場内での情報交換やカン
ファレンスでの意見交換を活用することが，入所者の思い
を尊重した安らぎを導くケアの実践に必要であると示唆さ
れた。

308）特別養護老人ホームにおける看護職と介護職の看取
りの連携プロセス

大村光代
 （聖隷クリストファー大学大学院看護学研究科博士後期課程）
倉田貞美（浜松医科大学）

【目的】
特別養護老人ホーム（以下特養）では，８割弱の入居者お
よび家族が施設での看取りを希望しているが，施設内で看
取られる入居者は少ない。特養の施設基準では，医師が常
駐せず看護職の人員配置も少なく，看護職は夜間不在とな
る。医療者不在の夜間の医療行為を，介護職が不安を抱え
ながら対応している現実が看取りを妨げる一要因として報
告されている。2006年介護保険法改正で特養での看取りに
対して「看取り介護加算」が創設されたが，その後の年間
死亡者数に対する老人ホーム（特養含む）での死亡割合の
増加は極めて少なく，依然として特養での看取りは増加し
ていない。しかし，医療者が少ない状況の中で入居者や家
族の希望に応え，積極的に看取りを実現している特養も存
在する。そこで，医療職の少ない特養での看取りを看護職
と介護職がどのように連携して実現しているのか，そのプ
ロセスを明らかにすることを目的とした。
【方法】
積極的に看取りを実施している東海地区の特養において１
年以上勤務し，看取り経験のある看護職10名に半構成的
面接を実施し，「修正版グラウンデッド・セオリー・アプ
ローチ」を用いて分析した。所属機関倫理委員会の承認を
得て，自由意志による協力，匿名性の確保等について文書
と口頭で説明し，書面による同意を得た。
【結果・考察】
医療者の少ない特養で行われる看取りの連携は，看護職が
介護職と【対話を紡ぐ】ことで，死を【恐れる心を支え
る】ことと，医療者として【医療面での補てん】を行うこ
とによって【看取りに向かう】覚悟を介護職と共有するこ
との上に実現していた。そして共に【看取りに向かう】中
で【手探りのケアプラン】を共有し看取る経験を積み重ね
ていくと，次第に介護職の＜主体性の芽生え＞が引き出さ
れ【看取る力の向上】に繋がった。介護職の【看取る力の
向上】は，特養での看取りをより充実させて【対話を紡ぐ】
【恐れる心を支える】【医療面での補てん】での連携を円滑
化させ，その結果【看取りに向かう】【手探りのケアプラ
ン】【看取る力の向上】の相互関係がさらに強化されてい
くプロセスであった。連携において看護職に求められる役
割として，介護職が囚われている死への恐怖心等＜怯む思
いを汲む＞など【恐れる心を支える】姿勢と，医療的な面
において介護職の＜個々の力量に目線を合わせる＞アドバ
イスを提供すること，医療処置が夜間に持ち越さないよう
に＜昼間のうちの夜勤対策＞などの【医療面での補てん】
を提供することが極めて重要であった。また，生活施設で
ある特養での看取りにとって，生活をよく知る介護職と連
携して，人生の最後の希望に寄り添う【手探りのケアプラ
ン】を提供することは欠かせないものであった。
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309）認知症高齢者を介護する配偶者の感情に関する研究
－バーンアウトスケールによる検討－

高橋順子（元札幌介護サービス）
眞鍋知子（群馬県立県民健康科学大学）
滋野和恵（北海道文教大学人間科学部看護学科）

【目的】
高齢者単独世帯の増加に伴い，在宅認知症高齢者の介護者
が高齢の配偶者である割合が高まっている。配偶者の介護
満足感は，被介護者の症状や介護者の健康等の影響を受け
ず，介護肯定感の形成に関連すると言われる。しかし認知
症を持つ要介護者の介護は，持たない要介護者と異なる質
の“つらさ（負担）”がある 。そこで，認知症高齢者を介
護する配偶者の感情を客観的に評価，検討したので報告す
る。
【研究方法】
１．対象者　中等度以上の認知症がある被介護者を５年以
上在宅介護している72～88歳の配偶者３名（男性１名，女
性２名）。居宅介護支援事業所に，被介護者が比較的落ち
着いて在宅生活を送り，前向きに介護に取り組む配偶者の
推薦を得た。　２．対象者への倫理的配慮　大学の倫理委
員会の承認を得た。対象者に研究目的，方法及びプライバ
シー保護について文書及び口頭で説明し書面にて同意を
得た。介護状況等は，ケアマネージャーから事前に聴取
し，介護者の負担を最小限にするよう努めた。　３．調査
期間：2009年１月　４．調査方法　信頼性，妥当性が検証
されているPinesらのバーンアウトスケール（稲岡による
翻訳）を対象者に配布し，記入方法を説明した。記載後は
返信用封書に入れ，担当のケアマネージャーに渡すか，投
函を求めた。バーンアウトとは“長期間にわたり人に援助
する過程で，心的エネルギーが過度に要求された結果，極
度の心身の疲労と感情の枯渇を主とする症候群であり，卑
下，仕事嫌悪，関心や思いやりの喪失などを伴う状態” と
定義した。
【結果・考察】
対象者の得点はいずれも3.09～3.61の間にあり，Pinesのス
ケールによれば，全対象者にバーンアウトの警戒徴候が見
られた。中でも“疲れやすい”，“からだが疲れ果てる”の
項目の合計は，88歳の男性12点，79歳の女性14点（２項目
合計の最高値14点）であり，72歳女性配偶者は６点であっ
た。“毎日が楽しい”，“心が満たされている”等の肯定的
感情を示す項目は，88歳男性19点，79歳女性23点，72歳女
性６点（４項目合計の最高値28点）であった。年齢が高
くなるほど，身体的負担が強くなるが，肯定的な感情は年
齢が高い配偶者ほど強まる傾向が見られた。これらの結果
から，２つのことが示された。一つは，他者から前向きに
介護をしていると評価され，介護満足感が高いと考えられ
た介護者であったとしても，認知症高齢者の介護は，配偶
者の心身の疲労を強くするものであること。もう一つは，
介護する配偶者の介護満足感に関与すると考えられる肯定
的感情は，年齢が高齢になり，身体的負担を強く感じてい
たとしても，高まる傾向にあることが示唆された。

310）高齢者における胃瘻栄養の在宅介護プロセス

山下ひろみ（浜松医師会看護高等専修学校）
倉田貞美（浜松医科大学）

【目的】
平均寿命の延長に伴い，脳血管障害や認知症により嚥下障
害を抱える高齢者数が増大し，経皮内視鏡的胃瘻造設術を
用いて胃瘻を造設した高齢患者数は40万人を超えている。
腸管からの生理的栄養吸収である，器具の交換期間が長
い，違和感や苦痛が少ない，入浴が容易等の胃瘻栄養のメ
リットから，近年，胃瘻を造設して在宅で療養する高齢者
が増加している。しかし，在宅介護を困難にする要因に胃
瘻に関するトラブルが少なくないことや，在宅胃瘻管理に
対する医師や看護師からの情報提供不足・支援不足が指摘
されている。在宅での胃瘻栄養介護の実態を明らかにした
先行研究は少ない。そこで，在宅胃瘻栄養への看護支援に
資するために，在宅胃瘻栄養の介護プロセスを明らかにす
ることを目的とした。
【方法】
病院において，医師と看護師（医療者）から説明を受けて
経口摂取困難な高齢者へ胃瘻造設をして，在宅で６ヶ月以
上の胃瘻栄養の介護を経験し且つ継続中である９名の主家
族介護者（介護者）を対象とした。在宅での胃瘻栄養に困
難或いは利点を感じた介護体験と介護者の思いについて半
構成的面接を行い，修正版グラウンデッド・セオリー・ア
プローチを用いて分析した。所属機関の倫理委員会の承認
を得て，自由参加，匿名性の確保等文書と口頭で説明し，
同意を得た。
【結果・考察】
在宅での胃瘻栄養の介護プロセスは，［私も大事］［胃瘻栄
養だからできる］循環と，［やってみてわかった胃瘻栄養
の介護の辛酸］［煩悶のきわみ］に陥る循環が，［断ち切れ
ない絆］を中心に相互に影響する動的なものであった。医
療者の説明のように＜手間いらず＞で，介護者自身が＜自
分を解放＞して［私も大事］にでき，［断ち切れない絆］
を再確認できる在宅生活は［胃瘻栄養だからできる］と実
感されていた。一方，＜医療者の説明と違う＞＜死ぬかと
思った恐怖体験＞等の［やってみてわかった胃瘻栄養の介
護の辛酸］の体験によって，＜終わりが見えない＞日々に
不安が強まり，＜胃瘻選択への疑念＞を強め，おもわず高
齢者の＜首に手がいく＞等深刻な［煩悶のきわみ］に陥っ
て行った。［断ち切れない絆］を強く実感すれば＜胃瘻選
択への疑念＞も強まり，［煩悶のきわみ］に苦悩するのだ
が，介護に踏み止めさせたのも［断ち切れない絆］の存在
であった。メリットに傾いた説明を受けた結果，逆流等の
事故は＜医療者の説明と違う＞と苦悩し，それが胃瘻選択
への疑念の契機となって介護者を深刻な状況へと変化させ
ていた。従って胃瘻についての説明ではデメリットについ
ても十分理解を得ること，介護者が［私も大事］にでき，
［断ち切れない絆］が維持できるよう支えることが，在宅
胃瘻栄養の看護支援において重要であることが示唆され
た。
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311）在宅における被介護高齢者の排尿状況と主介護者の
介護負担の関連

井場ヒロ子，宮腰由紀子，寺岡幸子，高瀬美由紀
 （広島大学大学院保健学研究科）

【目的】
被介護高齢者（以下，高齢者）の排尿に関わる介護負担が
大きいと言われているが，実態報告は少ない。そこで，在
宅の高齢者の排尿状況と主介護者の介護負担との関連を明
らかにする。
【方法】
2010年10～12月に，研究同意を得た５施設の介護サービス
（在宅・日帰り・短期入所）の利用高齢者の主介護者162名
に，介護スタッフより協力依頼文と調査説明文及び自記式
調査票を配付し，間接的留置調査を行なった。説明文に倫
理的配慮として研究参加・撤回の自由，無記名で匿名性が
確保されること，協力の有無で介護サービスに影響がない
こと，データの扱いと公表方法などを記し，回答をもって
同意とみなすことを明示した。調査票構成は基本データ，
主介護者の介護状況，Zarit介護負担尺度日本語版，高齢
者の排尿状況とし，Pearsonの相関係数，t検定，分散分析
で分析した。なお，研究者所属機関の研究倫理委員会の審
査・承認後に実施した。
【結果】
有効回答101名（62.3％）の内，主介護者は男21名・女80名，
平均年齢は63.1（SD10.5）歳と既存報告に類似し，介護年
数平均5.6（SD5.4）年で無職（67.3％）が最多だった。高
齢者は男34名・女67名，平均年齢は85.6（SD6.9）歳と既
存報告より高く，介護開始年齢平均80.2（SD9.2）歳，最
多要介護度５（39.7%），介護サービス利用数平均1.9件だっ
た。主介護者の介護負担度の総合得点は平均37.9（SD19.4）
点で，介護年数が長ければ負担度が増し（r＝0.22，p＝
0.02），排尿障害が有る高齢者の介護者（96名，95.0%）の
負担度平均39.0点と，排尿障害が無い場合の17.2点の2.3倍
だった。高齢者の排尿方法は自然排尿（トイレ・パッド
等）90.1%と人工排尿（留置カテーテル等）9.9%で，平均2.3
種類と複数対応し，79.2%は排尿時介助（見守り～全介助）
を要すが，それらの差異は介護負担度へ影響しなかった
（p＞0.05）。なお，統計的有意差は無いが，パッド使用時
の介護負担度値が他より高かった（t＝－1.96，p＝0.052）。
また，76.2％は排尿介護相談をしておらず，相談の差異は
負担度へ影響しなかった（p＞0.05）。一方，介護支援を
78.2％が受け，介護支援の有無で介護負担度に差が生じ（t
＝－3.01，p＝0.01），支援者数は１～４（平均1.05（SD0.8）
人で， 支援者数が多ければ介護負担は減じた（r＝－0.24，
p＝0.01）。
【考察】
本結果は既存報告より高齢者の平均年齢が高く，排尿障害
保有率の高さと排尿障害保有者の介護負担度へ影響したと
考えられた。また，介護支援者数が介護負担軽減に影響す
ることが確認できたことは，主介護者の介護負担軽減支援
の示唆が得られたと考える。
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312）自立する地域在住高齢者の起立性血圧変動

武田かおり（名寄市立大学）
水野智美（北海道医療センター附属札幌看護学校）
奥宮暁子（札幌医科大学）

【目的】
地域の老人クラブに参加する高齢者を対象とし，血圧の起
立性変動（起立性低血圧，起立性高血圧）の実態を降圧剤
服用の差異によって検討し，起立性血圧測定の有用性を検
討する。
【研究方法】
老人クラブ責任者に調査依頼の説明をし，承諾後，クラブ
活動日に出向き，同意を得られた方のみに血圧測定を実施
し，降圧剤処方の有無を確認した。血圧測定は，座位にて
５分間の安静後，最低２回測定した。さらに立位を促し３
分以内に測定した。分析には「PASW Statistics18」を用い
た。
倫理的配慮として，研究の主旨・倫理的配慮について説明
し，書面にて同意を得た。なお，本調査はA大学保健医療
学部の倫理審査にて承認をうけた。
【結果】
対象者は201名（男性85名，女性116名），平均年齢は75.8
±5.9歳，降圧剤服用者は153名であった。起立後の血圧
変動による群わけでは，起立性低血圧群（収縮期血圧
20mmHgの低下または拡張期血圧10mmHgの低下）34名，
起立性高血圧群（収縮期血圧20mmHgの上昇）16名，起
立性無変動群（それら以外）151名であった。服用の有無
および血圧変動（表参照）群間でχ２検定した結果，未服
用群は服用群より起立性高血圧者が有意に多く，無変動者
は未服用群より服用群のほうが有意に多かった。
【考察】
自立して生活する比較的健康な高齢者においても，高血圧
治療していない高血圧者は多く，未服用者の血圧変動が大
きいことがわかった。起立性血圧変動は，短時間で血圧を
調節する能力の低下を示しており，心血管イベントのリス
クといわれている。通常の血圧測定では発見に至らない血
圧変動性の早期発見には，簡易に実施できる起立性血圧測
定が有用であると考える。

313）地域高齢者の健康増進を目指した地域連携活動の効
果

磯和勅子，北川亜希子，平松万由子
 （三重大学医学部看護学科）

【目的】
急速に進展する高齢化に伴い健康寿命の延伸を目指した対
策の構築が課題となっている。加齢に伴う身体機能の低下
は心理面にも影響し，活動性の低下，閉じこもり，寝たき
りに発展するため，特に高齢者では日頃から心身の健康維
持・増進のための活動が重要になる。そこで，有効性・継
続性の高い活動を支えるために地域住民と連携した運動介
入の効果を検討した。
【方法】
三重県A市に在住し，３地区の老人会に参加する高齢者74
名（男性７名，女性67名；平均年齢；男性81.9±3.8歳，女
性79.8±6.0歳）を対象に，下肢の筋力強化を目指した運
動介入を行った。運動は７種類のバンドを用いた下肢筋力
強化運動からなり，１回約20分間で対象者の選択した音楽
に合わせてプログラムされている。介入は定期的に行われ
る老人会会場にて，同地域で活動する自主運動グループの
メンバーと共に１年間実施した。対象者には自宅において
も同様の運動を毎日実施し，実施記録を付けるよう依頼し
た。評価項目は，体力測定として，５m歩行速度（秒），
屈伸速度（秒），握力（㎏）を，血液指標としてLDL・
HDLコレステロールおよび高感度CRPを，質問紙として
一般属性，運動習慣，自己効力感，ブレスロー健康習慣，
健康関連QOLを半年毎に測定した。検定に際して日々運
動を行った者を運動群，行わなかった者を非運動群に分け
た。倫理的配慮として，大学内倫理審査の承認を受けた
後，対象者に書面と口頭にて説明と同意（協力・拒否の自
由，個人情報の保護，結果の公表）を得た。
【結果】
運動群34名，非運動群32名において一般属性に有意差は認
められなかった。運動群は非運動群に比べ，５m歩行速
度，左右の握力，健康習慣得点，自己効力感得点，健康関
連QOL得点が有意に高かった。特に，運動群の５m歩行
速度および左の握力は半年後に有意に成績が伸びたが，非
運動群は低下した。また，運動群の健康習慣得点は半年後
に維持されたが，非運動群は低下した。さらに，健康習慣
得点が高い者ほど５m歩行速度および屈伸速度が有意に
速く，高感度CRPが低い傾向にあった。
【考察】
地域住民と連携した運動介入により約半数が自宅での運動
を継続した。日々の運動を継続することにより，後期高齢
者であっても，身体機能としての脚力だけでなく心理的健
康も維持増進されることが明らかとなった。また，良好な
健康習慣により血管系トラブルの発生を低減する可能性が
示唆された。

表　降圧剤服用および起立性血圧変動群の割合
降圧剤　未服用群 無変動群 35 （72.9％）

起立性低血圧群 5 （10.4％）
起立性高血圧群 8 （16.7％）

降圧剤　服用群 無変動群 116 （75.8％）
起立性低血圧群 29 （19.0％）
起立性高血圧群 8 （5.2％）
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314）変形性膝関節症患者のセルフケア能力

谷村千華，森本美智子，平松喜美子
 （鳥取大学医学部保健学科）

【目的】
変形性膝関節症（以下，膝OA）患者は症状マネジメント，
生活動作時の注意点を理解し実施する，などのセルフケア
を主体的に遂行することが重要である。また，セルフケア
能力は，患者自らが実践しているセルフケアを継続してい
くために必要な能力である。本研究の目的は，膝OA患者
のセルフケア能力を明らかにすることである。 
【研究方法】
研究参加者は，整形外科担当医師により一次性膝OAと診
断された者とした。データ収集期間は平成19年10月～平
成20年４月であった。本研究での“セルフケア能力”は
「セルフケアを行うために個人が必要とする複合的で後
天的な能力 」とした。データ収集は半構造化面接法を用
い，自分自身の健康や生活のために実際に遂行している，
あるいは必要であると考えている行動や心構え・姿勢な
どについて尋ねた。面接内容は録音し逐語録にした。分
析方法はデータの文脈と意味を重視し妥当な推論を行う
Krippendorffの内容分析を参考にし，内容分析の経験のあ
る研究者からスーパーバイズを受けた。本研究はA大学医
学部倫理審査委員会の承認を得て実施した。
【結果】
研究参加者は18名（男性は３名，女性15名）であり，平均
年齢±SDは66.8±8.0歳（範囲53－79），発症からの期間
は約３ヶ月～約10年であった。40のサブカテゴリーにまと
まり，最終的に＜自己への責任と意思に基づく判断＞＜自
己の病気に関する適切な認識＞＜自己の状況に対する前向
きなとらえ＞＜理想自己をモチベーションに変える力＞
＜自己の取り組みを継続し効果を待つ力＞＜自己に必要な
治療の遵守＞＜自己の病気の管理に必要な情報の獲得＞
＜自分が頼りにする人の支援の獲得＞＜病気・症状悪化予
防のための能動的な取り組み＞＜自己を大切にして気まま
に過ごす＞という10のカテゴリーが抽出された。 
【考察】
＜自己の病気の管理に必要な情報の獲得＞＜自己の取り組
みを継続し効果を待つ力＞＜病気・症状悪化予防のための
能動的な取り組み＞は，互いに密接な関係を持っていると
捉えられる。患者は適切な情報を獲得するからこそ，日常
生活の中で方略に取り組むことができ，その取り組みを継
続するためには辛抱強く効果を待つ力も必要であった。ま
た，患者の＜自分が頼りにする人の支援の獲得＞は日本の
文化的背景が反映されている。日本人の“頼む”行為とは
相手の好意あるはからいを期待して委ねるという意味を持
ち，甘えさせてほしいという日本人の特徴であると考え
る。本研究で明らかになった膝OA患者に必要とされるセ
ルフケア能力は，日本の文化社会的背景を土台として，患
者の症状や障害の特徴，価値観と関与しているものと捉え
られた。本研究結果は，医療者における膝OA患者のセル
フケア能力への理解を助長し，患者の立場に立脚した看護
援助の検討に寄与するものと考える。

315）膵頭十二指腸切除術を受けた高齢がん患者の配偶者
が抱える退院後の生活管理の困難と対処法

吉村弥須子（森ノ宮医療大学保健医療学部看護学科）
白田久美子，前田勇子
 （甲南女子大学看護リハビリテーション学部）
花房陽子，駒田良子（大阪市立大学医学部附属病院）
別宮直子（大阪府立大学大学院看護学研究科）

【目的】
膵頭十二指腸切除術を受けたがん患者は，手術後の日常生
活において食事や排泄，身体症状などなんらかの問題を生
じることが多い。退院後の患者の生活管理については家族
の不安も大きい。そこで，患者の配偶者が退院後早期の患
者の生活管理について困っていることとその対処法を明ら
かにし，配偶者に対する支援について検討した。
【研究方法】
対象は膵頭十二指腸切除術を受け退院後１カ月以内の夫婦
二人暮らしの高齢患者の配偶者２名。患者の外来受診日に
病院内の個室で半構成的面接調査を実施した。面接内容は
許可を得て ICレコーダーに録音した。逐語録より患者の
退院後の生活管理について困っていることと対処法に関す
る内容を抽出しカテゴリー化した。本研究は大阪市立大学
大学院看護学研究科の研究倫理委員会の承認を得た。対象
者には本研究は自由意志であること，不参加による不利益
は被らないこと，プライバシーや匿名性の保護等について
文書を用いて説明し同意書に署名を得た。
【結果】
A氏：70歳代後半，女性，患者は80歳代，膵臓がん。A氏
は困っていることとして，［食欲がない］［調理法が制限さ
れている］［運動量が少ない］を挙げており，対処法とし
て，≪食材や調理法を工夫する≫≪食に対して肯定的な気
持ちを持つ≫≪運動量は時間と回数を調整する≫などを挙
げていた。B氏：60歳代後半，女性，患者は70歳代，胆管
がん。B氏は困っていることとして，［体重が増えない］［傷
が治っていない］［食事に関する情報に過敏になる］［抗が
ん剤の症状］を挙げており，対処法として，≪徐々に回復
しているという気持ちを持つ≫≪食事には責任を持つ≫な
どを挙げていた。
【考察】
手術を受けて退院後間もない患者の配偶者は，患者の身体
が十分回復していないことに不安を抱き，食事管理の困難
などを感じていた。夫婦二人暮らしの高齢者の場合，妻は
夫の健康管理をするのは自分の役割であり，夫を支えなけ
ればならないという意識を強く持っていることが伺えた。
また配偶者は患者の生活管理については，不安や困難に感
じることがあっても気持ちをポジティブに切り替え，自分
の役割を遂行しようとしていた。それだけに今後は配偶者
が患者の生活管理についてどのように考えているのか入院
中より配偶者の思いを確認し，役割遂行できるように一緒
に考えたり，退院後は配偶者の精神的負担を考慮して，努
力をねぎらい支持できるような医療者からの精神的・社会
的サポートを行うことが重要である。
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316）認知症高齢者および家族の地域生活を阻害する困難
要因

京谷和哉（真生会富山病院）
一ノ山隆司（富山福祉短期大学看護学科）
舟崎起代子（富山市立富山市民病院）
松浦純平（奈良県立医科大学医学部看護学科）

【目的】
介護支援専門員の実施するケアマネジメント（利用者の
ニーズと各種の社会資源を結びつける支援）によって，要
介護者とその家族のQOL（Quality of life）を高める在宅生
活が可能となりつつある。しかし，地域包括ケアシステム
の現状からすると，まだ多くの課題がある。
特に認知症高齢者の地域生活を支える観点からは営むため
に必要な支援に対する具体的な得策が確立されているわけ
ではない。つまり，認知症高齢者とその家族が安心して地
域で暮らせる仕組みが充分に確立されていない。
そこで，本研究では介護保険適応施設の従事者が認知症高
齢者および家族の地域生活を阻害する困難要因をどのよう
に捉えているのかを把握し，分析した結果を報告する。
【方法】
１．研究デザイン：内容分析手法を用いた質的研究
２．調査対象：介護保険適応施設の従事者で，研究同意が
得られた27人
３．データ収集方法：記述データは自記式質問紙の自由記
載項目（認知症高齢者を地域で支えていく時に，何が一番，
困難性を高めていると感じますか）
４．データ分析方法：文脈の意味内容を精読し，その内容
の類似性に基づき分類し，カテゴリ化した。分析過程にお
いては研究者間で意見が一致するまで検証し，信頼性の確
保に努めた。また，スーパーバイザーに指導を受けてカテ
ゴリ化した。
５．研究期間：2010年10月から同年11月
６．倫理的配慮：対象者には研究の趣旨および目的と権利
の保証や個人が特定されないことを口頭および書面で説明
し，同意を得た。
【結果】
分析の結果，４カテゴリを抽出した。【認知症に対する理
解不足と偏見】地域の人が認知症高齢者に関わりたくない
地域性，家庭の事情，【支えるために必要な経済的資源の
欠如】中核症状が悪化し，介護認定が重くなっても経済面
で苦しい家族は単価が上がるためサービスを増やせない，
【職種間の連携と情報不足】他職種間での知識を共有する
場が少ない，【行動心理症状の理解と対応困難】徘徊や火
の後始末などである。
【考察】
家族や地域住民だけでなく介護保険適応施設の従事者でさ
えも認知症の種類や中核症状・行動心理症状に対する理解
不足があり，それが認知症高齢者の偏見と対応困難になっ
ている。これらの現実は職種間の連携に悪影響を及ぼして
いる。また，認知症高齢者を支える家族の状況には経済的
な理由でサービス利用を断念することも現実問題として考
察された。困難は安心を奪っており，今後の地域包括ケア
システムでは，認知症高齢者の地域生活で生じる問題の明
確化と地域特性の把握が必要となる。そのためには認知症
の中核症状・行動心理症状の理解と対応できる人材の育成
および質の高い人材交流の必要性が示唆された。
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317）妊娠期における新たに子どもを迎える親の考え　
－初産婦夫婦と経産婦夫婦の比較－

行田智子，細谷京子（群馬県立県民健康科学大学）

【目的】
妊娠期において，新たに子どもを迎える母親・父親として
の考えや思いを明らかにし，初産婦夫婦と経産婦夫婦の特
徴を比較する。
【研究方法】
１．対象は妊娠中期の初産婦夫婦４組，経産婦夫婦３組で
あった。２．倫理的配慮は大学の倫理審査委員会で承認
後，調査施設に研究計画書を持参し，書面にて同意を得た。
対象には目的，データ収集及び個人情報の保護等を説明
し，書面にて同意を得た。３．期間は平成22年８月～12月
であった。４．半構成面接を行い，面接時期は妊娠20週前
後（中期），妊娠35週前後（後期）であった。５．調査内
容は親になること，どのような子どもに育ってほしいか，
どのような家庭を作りたいか等であった。６．面接内容は
Berelson, B.の内容分析を用いた。信頼性の確保は２名で
別々に分析を行い，相違点を話し合った。
【結果】
１．対象の平均年齢は初産婦28.5歳，夫29.5歳，経産婦
31.3歳，夫33.3歳，第１子１歳７ヶ月であった。家族構成
は初産婦では核家族４組，経産婦では核家族２組，三世代
同居１組であった。共働きは初産婦２組，経産婦２組で
あった。２．どのような子どもに育ってほしいか　妊娠中
期，後期共に初産婦夫婦は，「明るく元気な子ども」「人に
好かれる優しい子ども」に育ってほしいと漠然としたイ
メージであった。経産婦夫婦においても，中期は「健康な
明るい子ども」と同様であるが，後期において「その子ら
しく育ってほしい」と変化していた。３．どのような家庭
を作りたいか　中期・後期において初産婦・経産婦夫婦共
に「明るい，子どもを愛する家庭」であった。初産婦夫婦
では中期に「夫婦関係のよい家庭」が抽出された。経産婦
夫婦では後期に「子ども中心に柔軟に対応する家庭」で
あった。４．親になること　初産婦夫婦では中期に，「親
になる実感がない」「親業に対する不安」「親として不安」
などが抽出された。後期では「親になる実感」が強まり
「役割意識」が芽生えていた。中期において経産婦の夫は
「子どもが増える楽しみ」「平等に愛情を注ぎ育てたい」な
どであり，妻は「２人の子育ては大変」「余裕がなく，想
像できない」など子育てに追われている状況や心配があっ
た。その一方では「家族が増える生活の楽しみ」「子ども
の人格を尊重したい」親になりたいが抽出された。
【考察】
初産婦夫婦は夫婦関係を基盤とした家庭を作り，役割意識
を持ち親になる。経産婦夫婦は第１子がいる家庭に新たな
子どもを迎えるので，２人の子どもに対する子育てや家庭
内での役割調整をする必要があるため柔軟に対応したいと
考えていることが示唆された。初産婦・経産婦夫婦の特徴
をふまえ，妊娠期から親となる過程で夫婦を対象に支援す
ることが大切である。

318）妊娠期の精神的健康問題に関する研究　－抑うつス
キーマの構造分析－

宮本政子，野口純子，竹内美由紀
 （香川県立保健医療大学保健医療学部看護学科）

【目的】
本研究は出産育児期にある母親の精神的健康問題への対応
を妊娠期から行うための支援方法を検討することを目的と
している。A. T. Beckらの提唱する「抑うつに至る特有の
認知の歪み」である抑うつスキーマの構造を，妊婦と非妊
婦を比較検討したので報告する。
【研究方法】
１．対象：妊娠16週以降で抑うつと診断されていない妊
婦と非妊婦。２．調査方法：質問紙調査。３．調査期間：
2006年３月～2007年12月。４．調査内容：１）基本的属
性，２）抑うつスキーマ：A. T. Beck らの尺度を日本人用
に修正開発し，「全くそう思う」７点から「全くそう思わ
ない」１点の７段階リカート尺度24項目で，他者依存的評
価，高達成志向，失敗不安の下位概念で構成されている
（以下DSS）。３）抑うつ気分：エジンバラ産後うつ病評
価尺度（以下EPDS）。５．分析方法：統計解析はSPSS17 
for Windowsを用い，DSSは回答を得点化し基本統計量を
算出するとともに，24項目の回答を主因子法バリマックス
回転による因子分析を行った。妊婦及び非妊婦の各平均得
点，EPDSとの相関関係，因子分析によるスキーマの構造
を比較検討した。６．倫理的配慮：公的機関の倫理問題審
査委員会で審査を受け，対象者には文書と口頭で同意を得
た。個人情報や人権の保護に留意し，尺度の使用について
は使用許可を得た。
【結果及び考察】
研究協力が得られた妊婦は128名，非妊婦は117名であっ
た。妊婦の平均年齢は31.1歳，非妊婦は21.0歳であった。
DSSの平均合計得点は妊婦71.5（標準偏差SD15.4），非妊
婦87.0（SD15.2）で妊婦は非妊婦に比べ有意に低かった（p
＜0.001）。下位概念毎の合計得点も妊婦は非妊婦に比べ低
かった。妊婦も非妊婦もDSSとEPDSの相関関係が認め
られた（p＜0.01）。妊婦では他者依存的評価とEPDSの相
関関係が最も強く，非妊婦では失敗不安との相関関係が最
も強く他者依存的評価との相関関係が最も弱かった。因子
分析の結果，妊婦も非妊婦も７つの因子が抽出された。因
子負荷量0.4以上の解釈で，妊婦は他者依存的評価が「他
者からの支えの要望」，「他者から嫌われたくない」の２つ
の因子に分類でき，非妊婦は「他者依存的評価」が「高達
成志向」「失敗不安」の基盤となっていた。
【結語】
本研究の結果，妊婦の抑うつスキーマ活性は非妊婦に比べ
低いものの，非妊婦に比べ抑うつ気分と他者依存的評価と
の相関関係が強いことが明らかとなった。また，抑うつス
キーマの構造は他者依存的評価では非妊婦と構造が異なる
ことからも，抑うつ傾向が強い妊婦では他者依存的評価傾
向に着目して妊娠経過を把握することにより，妊娠期の保
健指導を効果的にする可能性が示唆された。
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319）妊娠経過に伴う妊婦歩行の経時的変化　－重心位置
の垂直方向変動幅からみた特徴について－

松岡知子，岩脇陽子，滝下幸栄
 （京都府立医科大学医学部看護学科）

【緒言】
妊娠中の歩行は運動強度，安全性，簡便性から妊婦にとっ
て日常生活に取り入れやすい適度な運動である。又，妊婦
は妊娠に伴い腹壁の突出による姿勢や身体重心の変化が生
じ，歩行動作が変容する。重心位置垂直方向への移動は重
力に抗する仕事であり，歩行動作によるエネルギー消費量
に影響を及ぼす。従って，重心位置の変化は，歩行の効率
性を観察する際に重要なバロメーターである。そこで妊娠
経過に伴う歩行時の重心位置の変化に焦点をあてて分析し
た。
【方法】
対象は，妊婦１名である。妊婦は，定期的な妊婦健診を受
診している正常妊娠経過の初産婦である。
三次元動作解析を用い，重心位置の垂直方向最高位の平
均，最低位の平均およびその差（以下：垂直方向変動幅）
を分析した。分析に使用したデータは10試行のうちの有
効データである。測定時期は妊娠15週，23週，28週，35週，
産後６か月である。
本研究は，A大学倫理委員会において承認されている。又，
対象者には研究目的，方法を説明し文書において同意を得
た。
【結果】
有効データ数は，15週２例，23週６例，28週９例，35週２例，
産後６か月５例であった。
妊婦は年齢31歳，身長165㎝，非妊時体重55kgである。既
往歴や現在治療中の疾患はない。妊娠前・妊娠中共に運動
習慣はない。妊娠経過，産褥経過共に正常である。
重心位置の最高位は，妊娠15週906.5±2.1㎜，妊娠23週
911.9±7.9㎜，妊娠28週923.2±1.1㎜，妊娠35週909.5±8.4
㎜，産後６か月911.9±0.6㎜，最低位は妊娠15週872.3±5.1
㎜，妊娠23週880.2±7.8㎜，妊娠28週888.3±1.4㎜，妊娠35
週878.5±8.0㎜，産後６か月876.7±1.2㎜であり，垂直方向
変動幅は妊娠15週34.1±3.0㎜，妊娠23週31.7±1.9㎜，妊娠
28週34.9±0.7㎜，妊娠35週30.8±0.4㎜，産後６か月35.2±
1.6㎜であった。
【考察】
妊娠経過に伴う歩行時の重心位置の垂直方向変動幅の変化
をみたところ，妊娠15週から35週にかけて妊娠28週を除
き，重心位置の垂直方向変動幅は減少傾向を示し，産後６
か月には増加していた。
重心位置の垂直方向への移動は重力に抗する仕事であるた
め，歩行動作によるエネルギー消費量の相当部分を占め
る。妊娠経過に伴い，重心位置の変動幅を減少することに
よって，エネルギー消費を減らし，効果的な歩行動作へと
変容させていくことが示唆された。

なお，本研究は2010年度文部科学省科学研究費補助金（基
盤（C）課題番号22592503）の助成を受けた。

320）病院で出産した女性が役立ったと感じた分娩期のケ
アとその理由

荻田珠江（北海道大学大学院保健科学研究院）

【目的】
本研究の目的は，病院で出産した女性が受けたケアのう
ち，役立ったと感じた分娩期のケアとその理由を明らかに
することである。
【研究方法】
研究対象者は総合病院で経腟分娩を経験した，出産後３か
月～１年未満の女性とした。データは，半構成的面接法を
用い収集した。分析は面接で得られた逐語録より，自分の
出産に役立ったと感じた分娩期のケアとその理由を抽出
し，内容の類似性を比較しながら，分娩期のケアと役立っ
た理由をカテゴリー化した。本研究は，北海道大学大学院
保健科学研究院の倫理委員会の承認を受けて実施した。
【結果】
研究協力者は28歳～37歳の女性８名で，出産後３か月～８
か月経過していた。母児ともに健康な状態であった。分析
の結果，４つの役立った理由とそれに関連する18の分娩期
ケアが抽出された。『不安が軽減され，安心感がもてた』
は，〈自分の事を理解してくれている様子で，不安・心配
事を前もって解消してくれた〉，〈今後の処置・検査や分娩
進行に関する予測など，随時説明をしてくれた〉，〈責任感
が感じられる態度で，心配事や陣痛の苦痛に優しく対応し
てくれた〉等，７つのケアが関連していた。『自分で何と
か陣痛に対処できるようになった』は，〈陣痛の乗り切り
方がわからない時に，どうすればよいか具体的に教えてく
れた〉，〈呼吸法やいきみ方を褒めてくれたり，分娩が進ん
でいることを教えてくれた〉，〈バースプランや身体の欲求
にしたがった行動を促したり，できるようにしてくれた〉
等，５つのケアが関連していた。『頑張っていこうという
気力がわいた』は，〈分娩が近いことを児の下降や子宮口
の状況で，わかりやすく説明してくれた〉，〈自分の頑張り
や分娩の進行に有効な行動を，褒めたり促してくれた〉，
〈自分の頑張りが胎児の健康を支えていることを教えてく
れた〉等，４つのケアが関連していた。『心身ともに安楽
や快適さが得られた』は，〈苦痛や不快症状を和らげるマッ
サージや，楽な体位をとれるようにしてくれた〉，〈部屋の
居心地を快適にしてくれる心配りをしてくれた〉という２
つのケアが関連していた。
【考察】
病院では分娩管理の方針や非日常的な環境等，産婦の主体
的な出産を制限している可能性がある。しかしながら，病
院で出産した女性は，看護者から多様なケアを提供される
ことで，不安の軽減や安心感だけではなく，安楽や快適さ
も得ていた。さらには，自ら陣痛に対処出来る方法を習得
したり，陣痛を乗り越えるための気力を奮い立たせること
ができたと感じていた。病院で分娩期ケアに当たる看護者
は，産婦の出産に対する前向きな気持ちや行動を引き出す
ために，病院特有の環境から導き出される特徴的なケアを
提供していることが示唆された。



日本看護研究学会雑誌 Vol. 34　No. 3　 2011342

321）母乳育児に自信がない女性における母乳育児継続に
必要な夫のサポート

森脇智秋（徳島文理大学助産学専攻科）
川西千恵美（徳島大学ＨＢＳ研究部）

【目的】
母乳育児の継続に必要な夫のサポートを明確にするため
に，母乳育児に自信がない女性では，夫のサポート量が多
いと母乳育児は継続するという』仮説を検証する。産後１
か月時に母乳育児セルフ・エフィカシー（ＳＥ）が低い女
性を『母乳育児に自信がない女性』と定義した。
【研究方法】
対象者は，Ａ病院において産後１か月時に児に母乳を与え
ている母親とした。調査方法は，産後１か月健診時に来院
した母親に研究の目的について説明し，研究の同意が得ら
れた114名の母親から，対象者の背景，授乳の状況，夫の
サポート，母乳育児SEについて自記式質問紙調査の回答
を求めた。夫のサポートは，宮武（2007）の夫のソーシャ
ルサポート尺度を使用した。母乳育児SEは，中田（2008）
の日本語版母乳育児SE尺度を使用した。産後３か月時の
データ収集は，同じ質問紙を自宅に郵送し回収した。産後
３か月時点で，「母乳群」:母乳のみまたは母乳で１日１回
まで人工乳を与えること，「混合群」：人工乳のみまたは母
乳で１日２回以上人工乳を与えることをとして比較し分析
を行った。統計ソフトは，SPSS（Ver18）を用い有意水準
は５％未満とした。倫理的配慮として，尺度使用の許可を
得，Ａ病院の倫理委員会の承認を受けた。
【結果】
産後３か月時に回答が得られた者は79名であり，有効回答
率は74.7％（59名）であった。データ分析の対象は，産後
１か月時の母乳SEの合計点の平均が1441.78±280.06点で
あり，40パーセンタイル以下の1340.00点以下を母乳育児Ｓ
Ｅが低い女性24名とした。そのうちわけは，母乳群10名，
混合群は14名であった。２群で平均年齢，初産・経産の割
合に有意差は見られなかった。夫のサポート量は，産後１
か月時及び産後３か月時において，母乳群と混合群での差
は認められなかった。産後１か月時の「情緒的サポート」
は母乳群9.60±1.71点，混合群7.71±1.77であり，有意差
（U＝31.000，ｐ＝0.021）があった。産後３か月時の「手
段的サポート」は，母乳群10.00±1.47点，混合群8.57±1.65
であり，有意差（U＝36.500，ｐ＝0.046）が認められた。
【考察】
母乳育児SEが低い女性において産後１か月時に夫から
「情緒的サポート」を受け，周りの支援が少なくなる産後
３か月時に「手段的サポート」を受けることは，母乳育児
の継続につながると考える。『母乳育児に自信がない女性
では夫のサポート量が多いと母乳育児は継続するという』
仮説は証明された。
【引用文献】
中田かおり：母乳育児の継続に影響する要因と母親のセル
フ・エフィカシーとの関連：日本助産学会誌，第22巻２
号，208-221，2008　宮武典子：NICUに入院していた児を
育てている母親の夫のサポート・ピアサポートと育児不安
および対処方略の関連：日本看護研究学会誌第30巻２号，
97-108，2007
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322）冷罨法としてのキャベツ葉湿布の冷却効果

田代宣子（東北厚生年金病院）
櫛引美代子（弘前学院大学看護学部）

【目的】
臨床において乳房緊満時の冷罨法にキャベツ葉を用いて，
乳房緊満を緩快させているが，その冷却効果は，ほとんど
検証されていない。今回，非妊娠女性に対してキャベツ葉
の冷却効果を検討することを目的として貼付実験を行っ
た。
【研究方法】
１．冷湿布剤はキャベツ葉11×11㎝大を冷蔵庫内保存して
用いた。対照材料にはレタス葉，濡らしたフェイスタオル
を用いた。２．被験者は21～22歳の非妊娠女性５名とし
た。３．被検者は実験30分前から食事・睡眠・激しい運動
を避け，実験中は椅子に腰掛ける姿勢とし，キャベツ葉を
左前腕内側部に貼付し，貼付部位皮膚表面温度，腋窩温度，
鼓膜温度を経時的に60分間測定した。同一被験者に間隔を
空けて３種類の冷湿布剤の実験を行った。４．湿布剤貼付
部位の温度測定は芝浦サーミスターMODERU MG-3，腋
窩温度測定はテルモ体温計予測式C202，鼓膜温度測定は
オムロン耳式体温計MC510を用いた。冷湿布剤の表面温
度測定はミノルタ放射線温度計HT-7を用いた。５．分析
は t検定を行い，ｐ＜0.05を有意とした。本研究はＡ大学
倫理審査委員会の承認を得て行った。被験者には文書及び
口頭にて臨床での事実，予想されるリスク等について説明
し同意を得た。
【結果】
キャベツ葉貼付部位温度の平均値は貼付１分後より下降
し，５分後には1.5℃下降した。10分後より温度は上昇
し，25分後から再び下降した。貼付後45分；0.9℃，50分；
1.0℃，55分；1.0℃，60分；1.0℃下降し，貼付前に比し有
意に下降した（ｐ＜0.05）。レタス葉貼付部位温度の平均
値は貼付１分後に貼付前に比し有意に下降し（p＜0.02），
５分後に上昇した。20分後より再び下降し，60分後にはレ
タス貼付部位の温度の平均値は貼付前に比し1.0℃の下降
が認められた。フェイスタオル貼付部位の温度の平均値
は，貼付１分後より下降し，10分後に最も下降し，貼付前
に比し有意に下降した（p＜0.001）が，貼付15分後に上昇
し，60分後まで上昇し続けた。しかし，60分後の貼付部位
の温度は貼付前に比し2.2℃低かった。腋窩温度，鼓膜温
度の温度変化は60分後まで変化は認められなかった。腋窩
温度，鼓膜温度は，いずれの湿布剤も60分後まで変化が認
められなかった。被検者の実験後の感覚は，キャベツ葉は
「冷感が持続して，気持ち良い」，レタス葉は個人差があり，
フェイスタオルは60分後に不快感があった。
【考察】
腋窩温度，鼓膜温度に変化はなく，キャベツ葉貼付部位の
温度に下降が認められたことは，キャベツ葉貼付部位の冷
却効果があったと考えられる。キャベツ葉は肉厚で葉脈も
太いことから耐久性があり，長時間の冷却に適している
と言える。また，キャベツ葉の丸みがある形状は乳房に
フィットし，被検者の感覚も快適であったことから，キャ
ベツ葉は乳房緊満時に緩徐な冷却効果を期待できることが
示唆された。

323）不妊治療により挙子を得た夫の出産に至るまでの心
理的プロセス

金子洋美
 （岐阜県立看護大学大学院博士前期課程育成期看護学領域）
泊　祐子（岐阜県立看護大学）

【研究目的】
研究目的は，不妊治療を決定し挙子を得るまでの間，パー
トナーである男性はどのような心理状態であるのか，不妊
治療決定前から挙子を得るまでの夫の心理的プロセスを明
らかにすることである。
【方法】
対象は，不妊治療を受けて挙子を得た夫４人である。１組
は２人目が不妊となり治療を行った。年齢は，31～37歳で
あり，子どもの年齢は１カ月～１歳５カ月であった。調査
方法は，夫に半構成面接を行い，分析は質的帰納法を用い
た。倫理的配慮は，不妊治療後に挙子を得た夫婦に研究の
主旨，匿名性と自由意志の保障を明記した文書を産科関係
者から配布してもらい，研究参加を募り内諾を得た後，研
究者の１人が直接面接日程を調整した。面接日に再度研究
の主旨，倫理的配慮について文章を用いて説明し，同意を
得た。
【結果】
面接時間は35～54分で平均43分であった。不妊治療決定前
は，「子どもは出来るだろう」「出来ないなら出来ないでい
い」と自然妊娠に対し楽観的に捉えていた。治療の決定は
妻主導で決められており，夫は不妊治療にためらい，躊躇
しながらも妻に任せ，従っていた。治療中は，繰り返す流
産にもあきらめず，妊娠を期待し積極的に治療に走る妻に
対して，性欲にそわない採精のしんどさ・めんどうくささ
や，子どもがほしいという執着心のなさから治療に消極的
であった。しかし，妻とのやり取りを通して次第に治療に
のめり込んでいった。夫も不妊の原因である場合は，自信
を失くし落ち込むが，妻と励まし合いながら積極的に治療
を行っていた。治療中の妻の身体的なしんどさを気遣い，
妻が周囲から受ける精神的しんどさを感じとり，夫自身も
しんどさを感じていた。治療は夫婦のプライベートなもの
であり，身内や友人の介入を拒んでいた。治療が続く限り
経済的な心配があり，経済問題に重圧を感じていた。妻が
妊娠した時は，喜びと共に，ひと段落したという安堵感を
味わっていた。しかしすぐに，流産と妊娠が紙一重であ
り，妊娠継続に気が抜けず，先が見えないしんどさを感じ
ていた。胎児の成長を確認し喜びながらも，嬉しさを抑え
て過ごしていた。人工的な治療により授かった子どもとい
う特別な思いがあり，子どもの異常や障害に神経質になっ
ていた。
【考察】
夫のためらいや躊躇し消極的になる気持ちを妻自身も理解
し，夫婦と家族および周辺の人々とのコミュニケーション
が円滑にすすめられるための支援が必要である。家族に対
する思いやりと責任から生じる夫の不安や重圧を和らげ，
夫も喜びを感じながら妊娠期を送り新しい家族を迎える準
備が出来るための支援方法の構築が必要である。
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表１　EPDS高低得点群別の家族機能凝集及び
　　　　　　適応性次元毎出現数（割合）

凝集性＊＊＊ 適応性＊＊

遊離 分離 結合 膠着 硬直 構造化 柔軟 無秩序

低得点者
86人

0 5
（5.8）

21
（24.4）

60
（69.8）

1
（1.1）

12
（14.0）

40
（46.5）

33
（38.4）

高得点者
10人

3
（30.0）

3
（30.0）

3
（30.0）

1
（10.0）

2
（20.0）

3
（30.0）

3
（30.0）

2
（20.0）

χ2検定　＊＊＊p＜0.001  ＊＊p＜0.01

324）産後１年の母親のうつ傾向と家族機能との関連

山川裕子，藤本裕二（佐賀大学医学部看護学科）
中島富有子（福岡女学院看護大学）

【研究目的】
産後１年の母親のうつ傾向と家族機能との関連を検討す
る。
【研究方法】
平成19～21年にA市産科クリニックで出産した母親を対象
とし，産後１年時にエジンバラ産後うつ病尺度（EPDS：
20項目０～３点配点，９点以上でうつ状態を疑う）及び
Olsonの円環モデルに基づく家族機能測定尺度（凝集性と
適応性の２因子構造，各10項目１～５点配点）を用い郵送
調査した。分析方法：EPDS９点以上を高得点者，未満を
低得点者とし，家族機能の凝集性・適応性得点を各４次
元に分け特徴を検討する。統計学的解析はPASW Statistics 
ver.18を用いた。倫理的配慮：退院前の母親に対して，研
究の主旨・目的・方法を文書及び口頭で説明し，同意者に
郵送した。郵送時に再度，参加の自由性と診療と無関係な
事，個人を特定しない事，中止可能な事を説明した。佐賀
大学医学部倫理委員会の承認を得た。
【結果】
分析対象者96名（回答率43.8％），平均年齢31.0±4.0（範
囲17～40）歳，有職率20.8％，初産婦60.4％，自然分娩
91.7％，子どもは全員健康であった。EPDS平均得点は4.4
±3.1（範囲０～13）点，高得点者10人（10.4％）であった。
凝集性平均得点は39.9±7.1（範囲11～50）点，適応性32.7
±5.2（範囲19～50）点であった。凝集性は［膠着］，適応
性は［柔軟］が最も多かった。EPDS高低得点群別の凝集
性と適応性次元の出現数に有意差が見られた（χ２検定，
p＜0.001～0.01，表１）。
【考察】
多くの母親が捉える家族機能は，より凝集性が高く秩序が
低いタイプで，この頃の家族は，育児を主として家事等家
族課題に共同で取り組むことで，より絆が強まると共にて
んやわんやな状態に変化したと推測された。うつ傾向と家
族機能には関連があり，母親の精神安定には家族の絆が強
く纏まることと舵取り機能が柔軟なことが重要である。
【結論】
母親が捉える家族機能は，子どもが誕生後１年時の特徴を
現し，うつ傾向と関連がある。

325）医療的ケアを担う特別支援学校看護師の児童生徒を
取り巻く周囲の人々との関係の状況

泊　祐子（岐阜県立看護大学）
竹村淳子，道重文子（大阪医科大学看護学部）
古株ひろみ（滋賀県立大学人間看護学部）

医療的ケアを必要とする児童生徒の安全な通学を確保する
ために文部科学省は平成17年度より全国的に特別支援学校
への看護師の配置が広がった。しかし，医療的ケアについ
ての認識は教職員間でも差があり，医療現場とは異なる学
校での活動に看護師の戸惑いは大きいと思われる。
そこで，本研究では看護師と児童生徒を取り巻く養護教
諭，担任教諭，児童生徒の主治医，保護者の周囲の人との
関係の状況を調査することにした。
【研究方法】
東海・近畿地方の113の特別支援学校の学校長宛に本研究
の趣旨及び倫理的配慮についての文書と自記式調査票を郵
送し学校長から看護師に調査票の配布を依頼した。返送を
もって同意が得られたこととした。
児童生徒を取り巻く周囲の人との関係に関する質問は11項
目からなり，回答は「当てはまらない」から「よく当ては
まる」までの４段階のリッカート法を用いた。
【結果】
調査票の返送は128通あり，有効回答数は102名（79.6％）
であった。回答者の平均年齢は43.8±9.04歳，看護職平均
経験年数は17.2±9.31（うち学校経験：3.5±2.65）年であっ
た。
11項目のうち看護師の10％以上が当てはまらないと回答し
た項目は，順に「医師との連絡は取りやすく，児童生徒の
健康状態について考えやすい（38.2%）」「保護者との接触
が直接的に行いやすく，信頼関係が気づきやすい（15.7%）」
「医療的ケアを必要とする児童生徒に関する記録が充実し，
３職種間で共有が図れている（12.7%）」であった。逆に
10%以上がよく当てはまると回答した項目は，順に「看護
師間の報告・連絡など情報交換がしやすく，記録も充実で
きている（27.5%）」「養護教諭との連携は取りやすく，医
療的ケアをする児童生徒の情報は円滑であり，アセスメン
トしやすい（22.5%）」「医療的ケアのある児童生徒を担任
している教諭との連携が取りやすく，情報収集が円滑でア
セスメントしやすい（17.6%）」「担当教諭との連携が行い
やすく，医療的ケアを実施しやすい（15.7%）」「看護師間
でのお互いに専門性を高めて，意識してチームアプローチ
ができている（11.8%）」「学校内での医療的ケアへの理解
が進み，働きやすい状況である（11.8%）」であった。
学校経験年数が１年未満，３年未満，３年以上の３群間で
の比較では「保護者との接触が直接的に行いやすく，信頼
関係が気づきやすい」（p＝0.0401）に有意差がみられ，経
験年数が高い方が有意であった。
【考察】
医療的ケアを担う看護師の周囲の人との関係では，保護者
や医師との直接的接触は行いにくく，３職種間での医療的
ケアへの共通理解や情報の共有は十分な状況とはいえない
ことが明らかとなった。
（文部科学省科研費（課題番号22592558）の助成を受けた）
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326）重層する苦悩の時を乗り越えた小児がん経験者のラ
イフストーリー　－成長過程で変化した病の意味－

益子直紀（上武大学看護学部看護学科）
堀越政孝，二渡玉江（群馬大学医学部保健学科）

【目的】
かつて小児がんが不治の病と言われていた時代に小児固形
腫瘍と診断され，告知・治療・２度の再発を乗り越えたＡ
氏の生活史を記述し，成長過程で起こった現象と病気体験
の意味を明らかにすることである。
【研究方法】
30歳代の小児がん経験者（Ａ氏）に，小児がん発病から大
人になった現在までの体験・思いについてのインタビュー
を行い，水野による事例媒介アプローチを用いてライフス
トーリーを構成し質的記述的分析を行った。倫理規範に基
づき同意の手順を経るとともに，群馬大学医学部疫学研究
倫理審査の承認を受けて研究を実施した。
【結果】
１．Ａ氏が体験した出来事で構成される時間は，【小児が
ん治療後のライフサイクルにおける時間】，【小児がん治療
後のクロノロジカルな時間】，【すべての時間の基盤となっ
ている小児がん経験という時間】，【語られた人生が基盤と
なる現在・将来の時間】であった。２．小児がん経験者と
しての人生の始まりでは，これまでに経験したことの無い
自覚症状や想像したこともない小児病棟の光景から自らに
起こった異変を知覚し，情緒的混乱をおこしていた。３．
Ａ氏は不治の病と言われた病気を克服した事と引き換え
に，生きる苦悩，再発の恐怖の抱え込みを体験していた。
生きる苦悩のうち最も大きかったのは存在意義の戸惑いで
あり，自らを生き残った者と捉えていた。４．病気体験を
別の方向からみたことにより《自分というシステムの再構
築》を体験し，これまでの苦悩を受け止めることができ
た。これにより，恥ずべき病気が愛しい経験と感じられる
ようになり，小児がんの意味づけの仕方に転換が起こって
いた。
【考察】
長期フォローアップにおいては，小児がん経験者が抱えて
いる苦悩は大きく多様であると理解する必要がある。ま
た，発病時からキャリーオーバーしていく将来を見据えた
援助が必要であり，発病時の情緒的混乱に対するケアを開
発することが重要だと考える。さらに，小児がん経験者が
前向きに生きるために生活の中で自ら闘病体験を意味づけ
する必要がある事，成長体験を活かし活躍できる環境が必
要である事が示唆された。
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327）小児の歯科恐怖の要因の検討
文献レビューによる過去10年の動向

中田亜由美（北海道大学大学院保健科学院）
佐藤洋子（北海道大学大学院保健科学研究院）

【目的】
過去10年間の歯科恐怖に関する文献を概観し，歯科恐怖に
関する研究の動向を分析し，小児の歯科恐怖の要因につい
て検討する。
【研究方法】
１．対象文献：医学中央雑誌Web版を用い，2000年～2010
年の原著論文より，「小児」，「歯科治療」，「恐怖」をキーワー
ドにand検索したところ，44件の原著論文が抽出された。こ
の44件から小児の歯科に対する恐怖や心理状態，歯科治療
時の小児の反応について論じられた34件を対象とした。 
２．分析方法：各論文の内容を分析項目別にレビューシー
トに記入し，量的に集計した。量的分析項目は，論文内容，
歯科に対する恐怖の用語，著者の所属，対象者，測定指標
とした。また，各論文の結果と結論より恐怖の要因となる
記述を質的なデータとして抽出し，質的に分析した。
【結果】
１．論文内容は「恐怖の要因」10件，「尺度の有用性」６
件，「歯科恐怖の実態調査」３件，「麻酔下での歯科治療の
臨床統計」４件，「患児の行動の変化」２件，「母子の関連
性」２件，「不安の要因」１件，「その他」６件であった。
２．文献中に使用されていた歯科に対する恐怖の用語は
「歯科恐怖」，「歯科恐怖症」，「歯科治療恐怖症」，「Dental 

Fear」，「歯科恐怖心」，「歯科治療恐怖」であった。また，
「歯科不安」など不安に関する用語も使用されていた。用
語の定義を明確に述べた文献はなかった。
３．看護職による論文は２件であった。 
４．観察対象年齢は，15歳以下の小児とする文献22件，小
児から成人までを対象とする文献８件，16歳以上を対象と
する文献４件，対象年齢不明１件であった。対象の属性は
「患者」27件と「一般」８件，「患児と母親」２件に分類さ
れた。 
５．歯科に対する恐怖や心理状態，歯科治療時の行動の測
定に用いた指標は，心理学的評価14種類，行動学的評価６
種類，生理学的評価５種類であった。 
６．恐怖の要因として「低年齢」，「女性」，「抑制体験」，「苦
痛体験」，「歯科の印象」，「特性不安」などが挙げられた。
【考察】
近年，歯科恐怖のため静脈内鎮静法や全身麻酔下に歯科治
療を行わなければならない患者が経年的に増加し，治療に
非協力であるという理由で大学病院に紹介されてくる小児
患者の恐怖の程度は高かったことが明らかとなった。歯科
恐怖に関する研究の多くは歯科医師によるもので，歯科恐
怖の要因の解明，歯科恐怖の実態，測定尺度などの開発を
意図するものが大部分で，恐怖の軽減方法や恐怖の形成予
防に関する研究は見られず，看護の視点で書かれていた研
究は少なかった。小児期の患者の歯科恐怖の要因を明らか
にし，恐怖を軽減するための援助方法や恐怖の形成を予防
するための援助方法を構築していくことが今後の課題と考
える。

328）地域の小児科医院に勤務する看護師の難病児とその
家族への看護援助　－自由記述調査からの分析－

田崎知恵子（日本保健医療大学保健医療学部）
久保恭子（埼玉医科大学区保健医療学部看護学科）
川野雅資（東京慈恵医科大学医学部看護学科）

【目的】
子どもの健康状態を身近に相談できる存在としての地域の
小児科医院に勤務する看護職が，日常的に，診断までに時
間を要する「難病」と言わる疾患についてどれくらい意識
して児と家族に関わっているのかを明らかにする。
【方法】
かかりつけ医として地域の小児医療を担っている東京都内
のＡ地区で小児科（他科を含む）を標榜している医院に勤
務する看護師を対象に，用語としての「希少難病」の認識，
診断が困難な児をもつ家族が抱えている不安や対応などに
回答を求める質問紙調査を行った。倫理的配慮として，研
究の主旨と協力の有無に関わらず不利益はないこと，同意
を得られた対象者のみ回答を依頼することを記した文書を
同封し郵送した。
【結果と考察】
配布数590，有効回答数59であった。希少難病については，
知っている９名，知っているが定義は不明19名，知らない
31名であった。診断が困難な患児が受診した場合は半数が
高度医療機関へ依頼する，専門医を紹介すると答えてい
た。家族が抱えている不安として多かったのは，予後不良
の病気ではないか，自責の念，児の受診のために仕事を休
むことによる親の職場への気遣い，などであった。家族の
不安への対応として多かったことは，カウンセリング機
能，と回答していた。「難病」は医学的に定義された病気
の名称ではなく，「不治の病」に対する社会通念として用
いられる言葉であり，看護師でも「知らない」のは，特定
の疾患を表すものではないという認識であろう。地域住民
のかかりつけ医として日常的な健康問題に対応している医
院としては，診断困難な小児を，速やかに高度医療機関や
専門医に紹介することも役割上重要な手続きである。かか
りつけ医は日ごろから地域住民との信頼関係がある場合や
お互いによく知っているという関係にあり，小児の健康状
態や発達について把握していることが多く，だからこそ，
「難病かもしれない」と不安を抱き医院を訪れる家族のス
トレスも容易に理解ができる立場にあると考えられる。看
護師が言葉としての「希少難病」を知っているか否かは援
助のあり方には影響していないと推測する。家族の不安な
状況に対してカウンセリング機能を発揮できるのも，かか
りつけ医ならではの看護師の援助であると思われる。診断
までに時間を要する小児と家族への診療として，適切な医
療機関や専門医との連携は重要であると同時に，日常的に
家族との情報交換や育児相談などを含む児への日常生活へ
の助言，不安の傾聴など，細やかな配慮を持って関わって
いる過程が，診断後の継続的・長期的な支援につなげてゆ
くためにも重要なことであるといえる。
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329）入院している小児の転倒・転落の影響要因

藤田優一（兵庫医療大学看護学部看護学科）
藤原千惠子（大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

【目的】
入院している小児の転倒・転落率に対して入院環境と転
倒・転落の防止対策が及ぼす影響を明らかにする。
【方法】
総合病院603施設の小児が入院している病棟の看護師長を
対象に自記式質問紙を用いた横断調査を実施した。調査内
容は年間の転倒・転落件数，入院環境，転倒・転落防止対
策の実施状況，転倒・転落防止の研修回数とした。分析は
積率相関，ｔ検定，重回帰分析にて行った。倫理委員会の
承認を得て実施した。
【結果】
253施設（回収率42.0％）より回答があり，そのうち転倒・
転落件数の記載があった162施設（64.0％）を分析対象と
した。転倒・転落率は1.36（SD＝0.95，1000 patient days）
であった。転倒・転落率と負の関連要因は「平均在院日
数」「看護師数」「小児用椅子」「医療者間でハイリスク者
の情報共有をして注意深く見守る」「通路の障害物を除く」
「転倒・転落リスクをアセスメントする」「パンフレット
でのベッド柵取り扱いの説明をする」「幼児ベッドと成人
ベッドの選択基準がある」「ハイリスク者の歩行時には付
添う」「病室内の環境整備をする」「家族に転倒・転落防止
の説明を時期を決めて２回以上行う」「新卒看護師が対象
の研修回数」にみられた。正の関連要因は「新卒率」「看
護師１人あたりの患者数」「プレイルーム」「その他の転倒
防止対策」にみられた。これら16項目を独立変数とし，従
属変数を転倒・転落率とした重回帰分析を行い９項目に有
意差があった（表１）。
【考察】
平均在院日数が短い病棟ほど転倒・転落率が高かった。入
退院が多い中でも医療者はハイリスク者の情報共有を確実
に行い，患児と家族が早く入院環境に慣れるように働きか
けることが重要である。防止対策は患児に直接働きかける
だけではなく，家族への説明や新卒看護師への教育に効果
があることが示唆された。
本研究は科研費（22792245）の助成を受けて実施した。

330）訪問看護師への小児在宅看護研修を実施して（その
１） －研修の訪問看護師への効果－

生田まちよ，宮里邦子，永田千鶴
 （熊本大学大学院生命科学研究部看護学講座）

【目的】
在宅ケアを担う訪問看護事業所は小児看護への不安も多く
受入れに躊躇する場合も少なくない。そこで，訪問看護師
を対象に小児在宅看護の知識や技術の向上を目的に研修を
実施した。この研修の看護師への効果を明確にすることを
目的とした。
【研修内容】
第１回・第２回コースが１クールで，１コースだけでも参
加可能とし公募した。内容は「フィジカルアセスメント」
「疾患」「障がい児看護」「人工呼吸器」「救急蘇生」「嚥下
障害」「気道クリアランス」「理学療法」「栄養管理」「看護
の技術」「父母の語り」「家族看護」「訪問看護の実際」「検
討会」であった。
【研究方法】
参加した訪問看護師に対して研修直前と研修直後，研修
３ヶ月後に無記名式質問紙調査を実施した。調査内容は属
性，知識，取組みへの抵抗感・看護への不安，研修の役立
ち度，研修後の受入れ状況などであった。調査の趣旨と方
法，調査用紙は未提出でも不利にはならないことを説明し
調査用紙の提出で研究に同意したこととした。
【結果】
第１回コース回収率94％（89/95名），第２回コース回収率
83％（76/92名），３ヶ月後アンケートは回収率60％（76/125
名）あった。受講項目の知識は，非受講項目よりも３ヶ月
後でも有意に高かった（ｐ＜0.01）。各々の項目の知識は，
直前より直後，直前より３ヶ月後が有意に高かった（ｐ＜
0.01）。そして，直後と３カ月後では知識に有意な差はな
く知識程度は継続していた。小児訪問看護への取組みの抵
抗感は直後は直前より低下していた（ｐ＜0.01）が，３カ
月後は直前より低下しているが有意な差はなかった。小児
訪問看護ケア・技術への不安は直後が直前より低下してい
た（ｐ＜0.01）が，３ヶ月後は直前よりも低下していたが
有意な差はなかった。３ヶ月後の小児訪問看護への取組み
は，取り組みたいと「思う」「たいへん思う」が80％であっ
た。直後との有意な差はなかった。「思わない」「あまり思
わない」理由は，「小児看護の経験がないので不安で自信
がない」「スタッフのレベルが未熟」などをあげていた。
研修は，実際の訪問へ「役立っている」「たいへん役立っ
ている」は89％であった。受講後の小児訪問看護の受入れ
は，まだ実現していないものの４％が受入れ準備をしてい
おり，「これまでも受入れているが研修後に新規に受入れ
た」20％，「これまでも受入れているが，研修後の新規の
受入れはない」51％であった。
【考察】
今回の研修は，小児在宅看護を実施する上で必要と考える
項目を網羅しより実践的にできるように演習を多く取り入
れたことで不安や抵抗感の軽減に寄与し，受入れ増加が期
待できると考える。今後も小児の訪問看護の状況や問題点
を把握したうえで，ニーズに則した研修を継続して実施す
る必要がある。

表１　転倒・転落率を従属変数とした重回帰分析（n＝129）
独立変数 β p値
平均在院日数 －0.33 0.00 ＊＊
医療者間で転落ハイリスクの小児の情報共
有をして，注意深く見守る

－0.26 0.00 ＊＊

プレイルーム 0.20 0.00 ＊＊
その他の転倒防止対策 0.20 0.01 ＊＊
パンフレットを用いたベッド柵使用に関す
る入院時オリエンテーション

－0.19 0.00 ＊＊

看護師１人あたりの患者数 0.18 0.01 ＊＊
新卒看護師が対象の研修回数 －0.18 0.01 ＊＊
家族に転落防止の説明を時期を決めて２回
以上行う

－0.18 0.01 ＊＊

新卒率 0.16 0.02 ＊
R2 0.52 0.00 ＊＊
β：標準偏回帰係数　＊p＜0.05   ＊＊p＜0.01
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331）訪問看護師への小児在宅看護研修を実施して（その
２） －訪問看護師が求める小児在宅看護研修－

生田まちよ，宮里邦子，永田千鶴
 （熊本大学大学院生命科学研究部看護学講座）

【目的】
訪問看護師を対象に小児在宅看護の知識や技術の向上を目
的に研修を実施し，研修を基にして看護師が求める小児在
宅看護研修の示唆を得る。
【研修内容】
医療ケアを行っている重症心身障がい児の在宅看護に必要
と考えられる知識や技術を４日間１クールで実施した。理
論と多くの演習を取り入れ実際の訪問に活用できるような
プログラムを企画した。
【研究方法】
参加した訪問看護師に対して，研修直前・直後と終了３ヶ
月後に無記名式質問紙調査を実施した。今回は，３カ月後
調査の記述回答を中心に分析した。内容は，属性・実施し
てほしい研修の内容・小児訪問看護で困っていること・研
修への意見 /感想とし，記述内容は意味内容ごとにまとめ
カテゴリ化した。調査の趣旨と方法を説明し調査用紙の提
出で研究に同意したこととした。
【結果及び考察】
回収率60％（76/125名）であった。訪問看護経験年数平均
6.8年，小児訪問看護の経験有86％（65/76名）であった。
研修に参加しての意見 /感想は，「基礎から実技まで実際
に活用できる内容」であり「演習から得るものが多かった」
「今後も研修を続けてほしい・定期的に行ってほしい」と
の意見が多かった。参加して「小児訪問看護への不安が解
消した・自信がついた・意欲が出た」「訪問を前向きに考
えていきたい」と肯定的な意見が多く，小児訪問看護に必
要な幅広い講義と演習を多く取り入れた今回の研修内容で
大枠のところでは看護師が求める内容であったと言えた。
しかし，「家族支援の体制が必要」「小児専門訪問看護ス
テーションの見学」などの意見や困っていることとして，
「看護ケア・技術への不安や知識不足」「家族看護への不
安」「社会資源の不足」「在宅医療の連携不足」「在宅医療・
看護への他職種の理解不足」「在宅支援体制の不備」「人材
育成の場が少ない」があった。研修を実施してほしい看護
ケアは，「呼吸器管理・呼吸器理学療法」「拘縮・変形予
防・変形のある場合の看護」「発達に合わせた遊び」「口腔
ケア（演習）」「ターミナルケア」「他職種・他部門との連
携」「医療福祉制度の活用法」「家族への支援」など10項目
であった。今回の対象者は実際に小児訪問を行っている看
護師が多いが，小児の訪問看護に対して看護ケア・技術・
知識に不安を感じながら実施している。さらに，知識を得
ようとしても研修の場が少ないばかりでなく，情報交換の
場や相談できる場所がない状況が明確になった。訪問看護
師が求める研修内容としては，今回の項目にあるような基
本知識は勿論であるが，より実践的な演習や患者の個別性
を考慮した内容の研修を行う必要があり，情報交換や相談
ができるシステムを作る必要があることが示唆された。


