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床ずれの発生は、局所皮!警に加わる長持関

のff迫による阻喪性壊死に起因するとし、われ、

長期臥床者の床ずれ予防に当っては、ベ、ッド

(マット等)上て、の皮震に加わる体臣の分布と

それに伴う血流障害を把揮してから予!坊呉を

選ぶことが大切です二

JIカ計内蔵により常時

マット症が表示されます二

新発売のRBエアーマット江王iill誌、新素

材設計による「グヲーンマット」と圧力計内藤

による新型送思装震「しずかJとの組み合わせ

て:マット圧も巾広〈設定・調整がて、きま七

さらに、 RB体在計の併用によ号、患者の局所

在チェックができれば、祷婿予防は万全です二

※詳しくは、カタログをご参照綴います二

R詰200一般爵(グリーン)マット

感触・軽量蚤・耐久性告満足させる強力

レーヨン寝ピ張りを素材とし、保守

のし易いセjレヰ本一体成型品

です二

襟準セット価格￥82，000

発売先麟帯闇臓器製薬(輪特簸部産擦具譲二!LZZi器三奈良詰;
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を下記要領により札幌市に;与をて関穣いたしますの

(第 2
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第21回8

「流氷の命一流氷の下で脊まれるものj

講師北権道流氷研究所所長

: 8， 000丹

4， 0 0 0円

学金 2， 0 0 0丹

:干060札罷市中央構 1条西17丁自
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第 21自日本看護研究学会学術集会一般演題募集

第 21四日本看護研究学会学術集会の一般演題を，下記要項により募集します。

成 7年度の開催地は札幌市です。関擢誌は，平成 7年 7月25日(火) 26 B (水)の 2

日部です。多数の方のご発表の機会を作りたいと考え，口壌の他に今回は新しくポス

ターセッションを加え計爵しました。また演題申込と同時に抄録寂槙を提出して頂く

ことにしました。皆識のご参加をお待ちしています。

平成 6年11月14E3 

一般演題募集要項

1)槙題申込み:

A.本誌 17巻 4号折込みの，一綾読題申込用の 3

第 21罰日本看護研究学会学能薬会

長山田要子

所定の事壌と表に宛名を記入

し，それぞれの葉蓄に切手を貼り，それを封簡にいれ審皆で，会長宛に郵送して下さい0

B.発表議題は 1題につき l紐の演題申込用 3連私製翼蓄を作成して下さい。

C.議題は下記の分類に該当するものを選び，その番号を葉蓄の所定額に記入して下さい。但し，

j議題数の都合で分類が変更することもあります。

1.基礎審議 2.看護管理 3.看護教湾 4.小児看護 5.母性審議

6.老人看護 7.急性期看護 8.糧性期看護 9.精神看護 10. 

11.感染看護 12. 家族審議 13.地域審議

D.発表形式は，口演または示説(ポスターセッション)のどちらかを選択して下さい。但し，

演題数等の蔀合により一部変更することもありますのでご承知下さい。

2)抄録原稿:

A.本誌 17号4号折込みの抄銭諒稿用紙を用い， この用紙の注意書に従って，簡題，発表者

(0印付記)，共同研究者およびそれぞれの所属ム本文(程的・方法・結果・考察)を記入

して下さい。

B.抄録原稿はタイプまたはワープロを用いて記入して下さい。

C.抄録原稿は所定の用紙 1脅sとコピー 2部含めて 3部お送り下さい。

日本看護研究学会雑誌 Vol.17 No. 4 1994 
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日本看護研究会奨学会

平成 7年度奨学研究募集要項

1.応募方法

(1) きち焚学会所定の申請用紙に必要事項を記入の上，鮮明なコピー 7部と共に一括して委員長宛(後記)1こ警

穏郵便で送付のこと。

(2) 申請用紙は返信用切手80丹を添えて委員長宛iこ議求すれば郵送する。

邸 機関lこ所属する応募者は所属する機関の長の承認を得て，申請者の当該織に記入して提出すること。

2.応募資格

日本看護研究学会会員として 1年以乞の研究活動を綴続しているもの。

3.応募期間

平成6年11月1Bから平成7年 1月20日の簡に必替のこと。

4.選考「方法

日本義護研究学会奨学会委員会(以下奨学会委員会と絡す)は，応募締切後，規定に基づいて速やかに審盗

を行い当該者を選考し，その結果を学会長に報告，会員iこ公告する。

5.奨学会委員会

奨学会委員会は次の委員により構成される。

委員長佐々木光錐〈熊本大学教育学部教授)

委員会JlI克子(東京大学医学部教授)

木村宏子(弘前大学教育学部助教授)

草刈淳子(千葉大学看護学部助教授)

早川和生(近畿大学医学部教授)

山沼要子(事L綴医科大学保健医療学部助教授)

議問時子〈猿隷クリストファ一審議大学学長)

6.奨学金の交付

選考された者lこは 1年間15万円以内の奨学金を交付する。

7.応募警類は返却しない。

8.奨学会委員会の事務は，下認で取り扱う。

〒860 熊本市黒髪2-40-1 

熊本大学教湾学部特別看護課程内

8本看護研究学会奨学会

委員長 佐々木光錐

(設 1) 審査の結果選考され奨学金の交付を受けた者は，この研究に関する会での発表に際して，本奨学会研

究によるものであることを明らかにする必喜さがある。

(一註2) 奨学研究の成巣は，次年度公刊される業綴報告に2基づいて奨学会委員会が検討，確認し学会会長に報

告するが，必要と認めた場合iこは指導，助言を行い，または罰則(尽本看護研究学会奨学会規定第6条)

を適用することがある。

B本看護研究学会雑誌 Vol.17 No. 4 1994 



エフコー噴出型
ヰ寺 言午

曜器 (;:/ 

科学技衛庁長官譲受賞罰

隠室戸吉弘喜嘉:lzgM脂 F

SGM-I型定価93，∞9月

SM-I翠定官邸，000丹

@噴出するヱアーが患部を乾操させ、

額醤の繁揺をとめま士一

@謹症の5転ずれ、病巣iまど
威力を発揮します。

@体性交換が楽になり、

審護の労力を軽減します。

免罪弓季、

整基品についてのお問い合せは、
おき託事室{こお怒童話下さい。

厚生省民常生活用具適格品ヱアーパット
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株式
会社

実習モデル(Kvoko )誕生
畿自己紹介をします

在、<Kyoko>は、身長158cm体重は約

15kgです。〈ケイコ〉の妹として生

まれ、~f/îよりもずっとソフトで人

あたりがよく、いろいろな仕事が

できます。どうぞよろしくお願い

致します。

詳しくは

パンフレットをご露下さい。

ご連絡痩ければ進呈致します。

母パイタjレサイン人形
。乙、音は音量も調節できます。

器量!採1専は左右こめかみ、聾語IjJ{J氏、

手首で触診でき、速度も調節可

能です。

⑧温度調節もできます。

本 社京都市伏箆区下賎'l~渓彩、ffiJ 35 叩 1(075)62H'225 
東京交信 東京都千代lEl3:f宇宙須æ罰J2Ta6~雲5~きcs・85どル6F (03) 253蜘 2861

FAX宗家l(075)621 -2148 ・ 言室奈(03)253-2866 
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A Study of Conditions during Clinical Practice for Nursing 

Students: Subjective Feeling of Fatigue 

Shin-ichi KIHARAIl Nobuko TAGAWA2l Kumie SAIT03l 

Toshio SAKAT A 4l Akitoshi MURAKAMI5l 

Introduction 

Traditionally， curricula for nursing stu-

dents have be邑ndesigned for full-time study， 

and are sometimes very inflexible and tight1y 

sch邑du1ed.Clinical practice in particu1ar is a 

great load on the stud母nt，usually resu1ting 

in some combination of general fatigue， 

sleeplessness， appetit号 10ss，品nd physica1 

degeneration 1.4). Therefore， th在日ducation註1

staff of a nursing school shou1d well under緋

st在ndthe fatigue caused by clinical practice 

and try to control it '). Although a few 

attempts have been made to analyze the 

characteristics of fatigue ')7)， these character制

istics are still not well und邑rstood.

The purpose of this study is to investigate 

the stud告nts' subjective feeling of fatigue 

(SFF) associated with clinical nursing praひ

tice. First， we investigated th邑 cont邑nt and 

frequency of SFF. Next， we examined wheth-

邑ror not SFF varies with the student and 

the period of clinical practice. 

ing， Faculty of Education， Kumamoto Uni-

versity were the subjects of this study. All 

lived alone and cooked for themse1ves. We 

required that邑achstudent: (1) has been heal-

thy， without 丘 history of hospitalization， 

(2)has been recently free of complaints of 

physical or menta1 fatigue， (3) eats three 

mea1s a day， ( 4) has regu1ar and normal 

menstruation， (5)gets sufficient sleep (more 

than seven hours)a day， (6)does not drink or 

smoke， (7) has no club activity or partぺlme

job during the clinica1 practice， (8) lives 

within a 30嶋 minutecommute to the university 

hospital， (9) has normal b100d pressure， 

pu1se raぬ andhematological values. 

2) Methods 

SFF was classified into physical fatigue 

(PF) ， mental fatigue (MF) and neurosensory 

fatigue (NSF) to conform to a previous 

study. 8) Every day aft邑r clinical practice 

during the nine week cours♀， we gave the 

students a questionnaire on SFF. Th邑 stud-

ents chose appropriat邑 fatiguef註ctorsfrom 

Subjects and Methods among those shown in Tables 1， 2 and 3. 

1) Subj邑cts The frequencies of individu邑1fatigue were 

Fifteen juniors in the Department of Nursゅ scoredfor statistica1 analysis. The nine-week 

1) Department of Nursing， Faculty of Education， Kumamoto University 
2) Nursing Department of Ginkyo College of Medical Science 
3) Department of School Health， Facu1ty of Education， Kumamoto University 
4) Department of Mathematics， Faculty of Liberal Arts， Kumamoto University 
5) National Leprosarium， Kikuchi Keifuen 

日本審議研究学会雑誌 Vol.17 No. 4 1994 9 



Condition during Clinical Practice for Nursing Students 

course was divided into three periods:first 

Ost-3rd week) ， middle (4th但 6thweek) ， and 

last (7th-9th week). 

All students had the following schedule: 

classes in the Faculty of Education from 

Monday to Wednesday， and clinical nursing 

practice from Thursday to Saturday at 

Kumamoto University Hospital. The practice 

was from 8:00 A.M. to 5:00 P.M. on Thurs-

day and Friday， and from 8:00 A.M. to 1:00 

P .M. on Saturday. 

The interaction of subject and period with 

SFF was investigated using a log-linear 

model according to a three-way contingency 

table of SFF. An unsaturated model of 

choice， belonging to a saturated model given 

by th邑 followingfunction， was selected by 

the values of Akaike's information criterion 

(AIC) and by a chトsquare goodness但 of-fit

test: log {m (i， j， k) = u + uA ci)十 uB(j) + 

uC (k) + uAB Ci， j) + uAC Ci， k) + uBC (j， k) 

+ uABC Ci， j， k) ; u: all over mean effect; 

uA (i) ; main effect of subject; uB (j) : main 

effect of period; uC (k) : main effect of SFF; 

uAB (i， j) two-factor interaction effect of 

subject and period; uAC (i， k): two-factor 

interaction effect of subject and SFF; uBC 

(j， k) : two-factor interaction effect of period 

and SFF; uABC (i， j， k) : three-factor interω 

action effect of subject， period and SFF. 

Data were expressed as mean土SD. Statisti-

cal analysis was done using a chi司 square

test， and p values less than O. 05 were con-

sidered significant. 

Results 

1) Contents of SFF 

Physicαl jatigue(PF) : Contents of PF are 

shown in Table 1. Frequent complaints were 

“general weakness， "“weakness in the legs， " 

“eye strain" and “tend邑ncyto lie down for 

a rest." The incidences of these complaints 

Table 1 Physical Fatigue 

Physical Fatigue Incidence 

Heaviness in the head 16 ( 4.1 %) 

General weakness 83 (21.0 %) 

Weakness in the legs 73 (18.5 %) 

Yawning 30 ( 7.6 %) 

Mental apathy 28 ( 7.1 %) 

Drowsiness 18 ( 4.6 %) 

Eye strain 57 (14.5 %) 

Clumsy motion 11 ( 2.8 %) 

Instability of the leg 16 ( 4.1 %) 

Tendency to lie down for a rest 63 (15.9 %) 

Table 2 Mental Fatigue 

Mental Incidence 

Inconstant thinking 31 (15.3 %) 

Tendency to mutism 12 ( 5.9 %) 

Emotional instability 37 (18.2 %) 

Lack of concentration 24 01.8 %) 

Forgetfulness 7 ( 3.4 %) 

Mistake in perform昌nce 33 (16.3 %) 

Tendency to worry 13 ( 6.4 %) 

Impatience 36 (17.7 %) 

Others 10 (4.9%) 

out of a total 395 PFs were 83 (21.0 %)， 73 

(18.5%)， 57 (14.5%) and 63 05.9 %)， respec-

tively. 

Mental jatigue (MF): Contents of MF are 

shown in Table 2. Frequent complaints were 

“inconstant thinking ，"“emotional instability，" 

“lack of concentration， "“mistakes in per-

formance" and “impatience." The incidences 

of these complaints out of a total 203 MFs 

W邑re31 (15.3%)， 37 08.2%)， 24 01.8%に 33

(16.3%) and 36 (17.7%)， respectively. 

Neurosensory j，αtigue (NSF) Contents of 

NSF are shown in Table 3. Frequent com-

plaints were “headache， "“lower backache，" 

“dizzIness" and “lack of energy." Their inci-

dences out of a total 158 NSFs were 28 (17.8 

10 日本看護研究学会雑誌 Vol.17 No. 4 1994 



Table 3 Neurosensory Fatigue 

Condition during Clinical Practice for Nursing Stud告nts

Table 5 Three-way Conting邑ncyTable of SFF 

Fatigue Incidence 

28 (17.8 %) 

8 ( 5.1 %) 

20 (12.7 %) 

5 ( 3.2 %) 

12 ( 7.6 %) 

9(5.7%) 

27 07.1 %) 

9 ( 5.7 %) 

11 ( 7β%) 

29 (18λ%) 

Headache 

Stiffn邑ssof the shoulder 

Lower backache 

Difficulty in bre註thing

Thirst 

Hoars母 VOlce

Dizziness 

Spasmodic contraction 

Tr芭morof the finger 

Lack of 

Subject P思riod PF 

First X( 1， 

Middle X ( 1，2， 5) 

五1F NSF 

X( 2，2， 6) X( 2，2，15) X( 2，2， 4) 

3 

Last 
First 
Middle X( 3，2， 5) X( 3，2， 5) X( 3，2， 0) 

4 Middle 

5 

Table 4 SFF and SFF in a Practice Dav (pD) F出土

6 Middle X( 6，2， 6) 
Sl?F in a PD 

2‘1 
3.1 
1.3 

2.0 

0.9 

1.3 

2.3 

2.4 

2.9 

1.3 

2.1 

0.9 

1.1 

1号
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5 

8 

7 

s 
2 
10 
11 

12 

13 
14 
15 

Average 

45 1.7 

49.1 こと 18.5 (SD) 1.8こtむ.7(SD)

%)， 20 (12.7%)，2707.1%) and 29 (18.4%)， 

respectiv邑ly

2) Statistics 

Total scores of SFF for all volunteers 

throughout the clinical practice are summa-

rized in Table 4. Total scores ranged from 

24C災0.5and 12) to 84 (No. 2) with an aver-

age of 49.1 こと 18.5 during the practice. Th告

scor邑 per practice day r且nged from 0.9 

through 3.1 with an average of 1.8 ごと 0.7. 

Total scores of PF， MF and NSF for each 

period of clinical practice are summarized in 

Table 5 and Figure 1. Th邑y rang巴d from 

宮(災0.12)to36 (No. 2 and 7)， from 5 (No.3 

7 Middle X( 7，2，11) X( 7，2， 4) X( 7，2， 7) 
Last 
First 

8 Middle X( 8，2，10) X( 8，2， 5) X( 8，2， 7) 
Last 
First 

百 Middle X( 9，2， 5) 又(9，2，13) X( 9，2， 2) 

10 Middle XOO，2， 5) XC10，2， 5) XC10，2， 0) 
Last 
First 

11 主主iddle XC11，2， 6) XCl1，2， 6) XC11，2， 1) 

12 

13 

14 

15 

X (subject， period， SFF) 
First Period; 1， Middle Period; 2， Last Period; 3 

and 7) to 40 (No.宮)， and from 2 (No. 3 

and 5) to 23 (No. 8)， respectively. Th♀ high-

邑staverage score was for PF (26.3土 8.0)

followed by MF 03.5 ごと 10.2) 呂ndNSF 00.5 ごと

7.5) (Fig. 1). 

日本看護研究学会緩誌 Vol.17 No. 4 1994 11 



Condition during Clinical Practice for Nursing Students 

襲騨襲肝in山1

u+ uA(i) +辺お(j)+ uC(kω)+uAC(ikω)+トuBC(jkω) 

5 u十uA(iδ)+uB(分+uC(kωJ十uAB(iりj)) 

6 u+uA(i)+uB(j)十uC(k)十uAC(ik)

7 u+ uA(i) + uB(j)やuC(k)ートuBC(jk)

8u十uA(i) + uB(j) + uC(k) 

u : Over All Mean ; uA ci) : 

Main Effect of Subject ; 
uB(j)・ MainEffect of Period ; 
uC(k) : Main Effect of SFF ; 
uAB(i，j) : Two-Factor lnteraction of Subject and Period ; 
uAC(i，k) : Two-Factor lnteraction of Subject and SFF ; 
uBC(j，k) : Two-Factor lnteraction of Period and SFF 

for PF， 4.4 二と 2.7 for NSF and 3.3 二と 4.0 

for MF. 

3) Interaction effects of subject and period 

with SFF 

Period“related SFF and its three elements 

Period-related scores of PF， MF and NSF are summarized in Table 5. The interaction 

are shown in Figure 2. In the first period， effects of th巴 studentand period with SFF 

PF show邑d the highest score， followed by were analyzed by a log-linear model accord冊

NSF and MF， with averages of 10.9土 3.4， ing to the three-way contingency table of SFF 

4.2土 3.2and 3.2土 3.2，respectively. In the described above. Th日 theoretical log-line丘T

middle period， MF showed the highest inci時 modelconsisted of 8 unsaturated models as 

dence， followed by PF and NSF， with shown in Table 6. The AIC， chi-square good司

averages of 7.1 土 3.5， 5.5 こと 2.5 and 1.9 ごと 2.3， ness冊 of-fittest and the degree of freedom in 

respectively. The last period was similar to each unsaturated log-linear model are shown 

the first period， with av邑ragesof 9.9土 3.3 in Table 7. The unsaturated model of choice 

30 

SFF 

20 

10 

PF MF NSF 

Fig. 1 SFF and SFF in a Practice Day 

10 

口
脇
幽
欝

5 

First Last Middle 

Fig. 2 SFF in Each Period 

Table 6 Log-linear Model 

Model U nsaturated 

u十uA(i)+ uB(j)十uC(k)+ uAB(ij)十uAC(ik)+ uBC(jk) 

2 u十uA(i)十 uB(j)+ uC(k) + uAB(ij)十uAC(ik)

Table 7 Analysis of Log-linear Model 

Model AIC x' df 

-58.193 53.125 56 

2 18.860 138.860 60 

3 15.401 152.599 84 

4 -84.193 83.807 84 

5 48.425 224.425 88 

6 -20.367 155.633 88 

7 -54.628 169.372 112 

8 9.198 241.198 116 
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with the smallest AIC was model 4 (AIC = 

84.193， x'=83， df=84). Therefore， model 4 

was selected as the model of choiωbased on 

the valu邑 of AIC because it included the 

main effects of the student， period and SFF， 

as well as the int母ractioneff母ctsof student 

and period on SFF. The results of individual 

students in Table 5 were analyzed by 

log-linear mode14 . 

To see the interaction effect of the student 

and SFF， mode17 [日:uAC(i，k) 0] was 

test吋 onthe assumption that it was equal to 

mode14. As a r邑su1t， ther邑 wasa significant 

interaction邑ff邑ctof student and SFFCx'=85.6， 

df=28， p<O.OOl)， suggesting that the m呂ln

effect of SFF varied among the students. In 

fact， out of 15 students， 11 (73.3%) show母da 

patt位、nof PF>主主F>NSF，three a pattern of 

PF>NSF>MF and on邑 apattern of MF> PF 

>NSF. To se邑 theinteraction effect of period 

and SFF， mode16 [H:uBC (j，k) = 0] was 

tested on the assumption that it was equal to 

mode14調 Therewas a significant interaction 

effect of period and SFF (x 71.6， df= 4 ， 

p = 0.001)， suggesting that the main effect of 

SFF varied among the three periods. Act¥ト

ally， in the first period， nine students (60%) 

showed a p旦tternof PF> NSF > MF， three 

a pattern of PF>MF>NSF¥one a pattern of 

MF>PF>NSF and two a pattern of PF>MF= 

NSF(Table 8 ). In the last period， nine stud-

ents (60%) show思da pattern of PF> NSF> 

MF， two PF>MF>NSF， one MF>PF>NSF， 

two PF>MF=NSF and one PF=NSF>MF 

(Table 8 )， indicating a close similarity to 

the first period. In the middle p邑riod，

how邑ver，eight students (53.3 %) showed the 

pattern of MF > PF > NSF， four PFヱコ MF>

NSF， two PF>NSF>tvlF and one PF>MF> 

NSF (Table 8 ). The patt邑rnof SFF in the 

first and last periods was not significantly 

different(x' =0.655， df= 3， p = 0.8) (p>0.999 by 

T品bl邑8 Pattern of SFF in Each Period 

?呂ttern First Middle Last 

PF>災SF>MF 9 2 g 

PF>MF>NSF 3 1 2 

MF>PF>NSF 8 

PF>MF=NSF 2 O 2 

PFコ之江AF>災SF O 4 O 

PF=NSF>MF O G 

Table 9 Analvsis of SFF in Each Period 

Period PF MF NSF Incidence 

2 3 l 

First 3 1 2 10 

3 2 4 

2 3 10 

主主iddleI 3 2 2 

3 ; most， 2 ; intermediate， 1 ; 1吉田i

Fisher's exact test) ， but that in the middle 

period was significantly different from the 

other periods (x 2 19.85， df = 3， p < 0.001 ) 

(p<0.0001 by Fisher's exact test)(Table 9). 

Discussion 

Most nursing majors in the Department of 

Nursing， Faculty of Education， Kumamoto 

University plan to become leaders of nursing 

study in high schools or colleges. Among the 

various cours母sthey h品veto take， clinical 

nursing practice is th邑 most巴ssential9). To 

maximize the effectiveness of this practice， a 

full understanding of the students' condition 

lS n母cessary. Thus， we investigated th邑

students' SFF associat巴d with clinical nurs-

mg practlce‘ 

During th邑 nine weeks of practice， the 

students experienced various kinds of PF， 

MF and NSF. The common symptoms of 

g本看護研究学会雑誌 Vol.17 No. 4 1994 13 
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PF were “genera1 weakness，"“weakness in unclear if the high frequency of PF in the 

the 1egs， "“eye strain" and “tendency to li邑

down for a rest." In MF， the common symp-

toms were “inconstant thinking，"“emotiona1 

instability， "“1ack of concentration，"“mistakes 

in performance" and “impatience." Those of 

NSF were “headache， "“10wer backache， " 

“dizziness" and “l丘ck of energy." The inci-

dences of PF， MF and NSF varied 丘mong

the students and the periods. This variation 

was statistically confirmed by a log-linear 

model (AIC and chi-square goodness-of-fit 

test) with significant interaction effects bet-

ween student and SFF (p>O.OOl)，丘ndbetween 

period and SFF (p>O.OOl) 

Among the three kinds of SFF， PF occur-

red twice as frequently as MF and NSF 

(Fig. 1). The pattern PF>MF>NSF was the 

most frequent， differing from a previous 

study where MF was the highest followed 

by PF and NSFlO
) . 

In relation to the period of clinical nursing 

practlc巴， the first and last periods showed a 

similarity in th邑 frequency and pattern of 

SFF， but were quite different from the 

middle period (Table 8 ). In the first period， 

th白 pattern PF> NSF > MF was the most 

frequent (60%) (Tab1e 8)， with PF much more 

frequent than NSF or MF (Fig. 2). The last 

period was similar to the first period 

CTable 8 and Figure 2 ). In contrast， the most 

frequent pattern in the middle period was 

MF>PF>NSF C53.3%) (Tab1e 8)， followed by 

PF and NSF (Fig. 2). 

Our interpretation of the results is as 

follows. PF occurs mostly in the first period 

unti1 the student acclimates herself to the 

n邑w environment， and in the last period 

until she becomes familiar with the practice. 

Students suff告rfrom many types of PF in 

the first period because of the strain of a 

1ast period resu1ts from flagging energy 

or from an accumulation of PF. Meanwhile， 

in the midd1e period， when the students have 

become more or 1ess accustomed to the 

practice， MF is the main subjective fatigue， 

however， it decreases gradually with the 

progress of practice. NSF usually results 

from an accumulation of body fatigue 

According1y， it occurs more frequently in the 

first and 1ast periods of clinical practice. 

As the present study suggests， nursing 

students experience various kinds of SFF 

during their clinical practice. Although the 

actua1 causes are uncl邑ar，but it is possible 

th丘 variousfactors such as a new environ-

ment， long hours， and the need to wake up 

early in the morning bring on physical， 

mental and neurosensory fatigue. 日owever，

it is noteworthy that none of the students 

tried to skip clinical practice， in spite of 

their fatigue. We believe this is due to their 

strong will and sens号 ofobligation toward 

the science of nursing 

In the next study， we will describe whether 

or not their body or lifesty 1e is altered 

during clinica1 practice， and will deal with 

the association between physical alteration 

and fatigue 

ABSTRACT 

Subjective feeling of fatigue (SFF) associ-

ated with the clinical practice of nursing 

students was investigated in 15 volunte母rs

who were juniors in the Department of 

Nursing， Faculty of Education， Kumamoto 

じniversity. The most frequent SFF was 

physical fatigue (PF) followed by mental 

fatigue (MF) and th邑n neurosensory fatigue 

(NSF) ;their incidences per practice day were 

1.0， 0.5 and 0.4， respective1y. Common com-

new environment. On the other hand， it is plaints of PF were “general weakness，" 
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“weakness in the legs，"“eye strain" and 3) Charlesworth， E. A.， Murphy， S.， & Beutler， 

“tendency to lie down for品 rest."For MF， L. E. (1981). Stress management skills for 

the complaints were “inconstant thinking，" 

“emotional instability，"“lack of concentra-

tion，"“mistakes in performanc巴" and “impa-

tience." For NSF， students cited “h邑品dache，"

“10wer backache，"“dizziness" and “1ack of 

巴nergy." Out of 15 subjects， 11 ( 73.3 % ) 

showed a pattern of PF>MF>NSF， thre芭 a

pattern of PF>NSF>MF， and one a pattern 

of MF>PF>災SF.The pattern and frequency 

of SFF in the first period C1sレ3rdw巴巴k)且nd

the 1ast p日riodC7th-9th we♀k) of the clinica1 

practice were simi1ar， wh邑r邑asthose in the 

midd1e period ( 4th相 6th week) w告re quite 

different. This study shows that nursing 

stud告ntsexpenenc巴 manyforms of SFF in 

their clinical practic巴 and that SFF varies 

with the individual and the period of clinical 

practice. PF is the most frequent in the first 

and 1ast periods， and MF in the midd1e 

period 

nursing students‘ Journal 0/ Clinical 
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4) Cart邑r，E. W. (1982). Stress in nursing 
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…顕著一

臨床実習用ストレス質関紙 (CSQ)の日本語抜の開発

The Development of a Revised Edition 

of Pagana's Clinical Stress Questionnaire for Japanese 

堤 自美子本

Yumiko Tsutsumi 

I.はじめに

看護教賓の中で，臨床実習が護婆な佼援をおめてい

ることは周知のことであるが，実習も索援な授業の一

環として捉え，教育的な記長室の元で学習することが出

来るように多くの努力が払われるよ Jうになったのは，

緩最近になってからである九また議床実習のあり方

を，学留する学生の観点からも検討するようになった

のは，さらに最近になってからであろう。中西2)が，

“結局，対象の現実iこ話をつむった教予言i主将も生み出

さない"と述べているように，議床実習を学生がどの

ように捉えているかについての検討は，臨床実留をよ

り教育約なものiこするために今援もますます重姿になっ

てくるものと考えられる。

議床実習に対する学生の受け止め方を謁査したもの

には，大きくわけて 3つの方向がある。 1つは，実習

が現笑の医療の場で行われるという性質上，非常にス

トレスが多く， こうした状況下での実習について，不

安や心思を扱いたり 3)4)疲労を訴えたりへまた看

護への興味や慈欲の低下をもたらしていると指絡した

ものめ 7)等のように，実習に対する学生の否定的評価

iこ焦点を当てている。 2っ131ま，実習を透して学生が

成長したことを示したもの的幻叫で，実習に対する学

生の肯定的評舗を扱っている。 3つ131ま， Lazarus 

ら11)1諮問}叫の心室霊的ストレス理議iこ基づいて，実習に

対するストレスを環境と個人の相互関係の中iこ位援づ

け，学生の対処能力との総係から実習を脅定約あるい

は否主主的にも認知しうる事を示したもの同時的問で，

いわばーと記の 2つの方向を統合する方向である。

Paganaの臨床実習湾ストレス質問紙 (TheClini-

cal Stress Questionnaire:以下CSQと略す)鴎は，

この 3っ闘の方向iこ属するもので， Lazarusらのス

トレス怒議iこ基づ.いて，臨床実習に対する学生の認知

的評錨の仕方を読ま差するものである。

Lazarusらのストレス潔論11)ゅでは，認知的評綴

は非常に重要な変数であり，ストレスは関人がある状

況において事象をストレスフルと認知的に評価した場

合にのみ手子在しうると考えている。しかし中西他l時

比 “この認知的評錨が終に看護研究では爽際それほ

ど顧みられないようにみえる"と述べており，その原

留として“もともと，心走塁学的ストレスが潔境保日誌の

と個体との特別な関係として規定される以上，そうし

た関係を唯一示すはずの認、知的評価の測定iこ，刺激条

件と{援体仮IJ条件とが含まれてくるのは当然であり，そ

こからいかにして調係数のみを独立させうるデータを

得るかは，大変な難題であるように怒える。"と指摘

している。こうした中頭他ゅの指摘のとおり，認知

的評綴そのものを測定した研究は全く見当たらない。

先行研究同時17)18)において認知的評価として讃IJ定した

ものは厳密には感稽〈傍絡)であった。認知理論では，

“感情の質と強さは，その綴人の認知的評価の結果に

よって決まる"鉛捉えられ，感情のタイプと程度を

測定することで認知的評錨の仕方を推察するという手

法がとられており， Folkman & Lazarus却も認知

約評衡をこの方法によって査定してきた。 Pagana

のCSQ叫もこうした認知的評舗の測定に関する限界

を持っており，ストレスがある際に生じるとされる感

情とそれらについての程度を関う方式がとられている。

しかし，これまでの臨床実留に対する認知的評衡を

謁宝ました研究では，認知的評価の結果として生じた感

情を，脅定的感情あるいは否定的感情のいずれかを 2

* 鹿児島大学医療技術短期大学部看護学科 Department of Nursing， School of Allied Medical 

Sciences， Kagoshima University 
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者択一的iこ選択させる方法で捉えていたのに対し，

P在ganaのCSQ19)は肯定的感情と否定的感情のいず

れも同時に存在しうると考えて，質陪紙を作成してい

る点が大きく築なっているo Folkman")は， “認知

的な要素にしても，感情的な安芸誌(常定的と否定的)

にしても別偲なものとして区別されるだろうが，それ

らは同時に起こりうるものである。" と述べている。

筆者らが臨床実習を行っている学生に接するとき，学

生が単に不安に絡り無力になっているだけでなく，不

安をもちながらも前進しようとするエネルギーを感じ

る経験は， Folkmanの指摘を裏づけるものである。

臨床指導も，こうした実習に対する学生の積極的な意

欲を認め支える一方で，学生がその力を十分に発揮出

米るように不必要な緊張や不安を軽減するという南方

向の働きかけを行っていく必要があろう。その意味に

おいて PaganaのCSQは，臨床実習に対する学生の

感情をよりワアルに捉えるのに役立ち，またその結祭

は効果的な指導のあり方を検討する擦の資料となりう

ると考える。

1.概念枠組み

Lazarus & Folkmanl1)12lによると， rストレス

とは，その人の持つ資源では負いきれないほどの負担

あるいは重荷を感じ，自分の安宅容が脅かされていると

して評価するような人間と環境との関係である。 j と

述べている。そして人がある出来事に出会う特には，

3通りの出会い方があり，この出会いをいかに評価す

るかが F一次評価J11lの過程と呼ばれる。人はこの過

程を返して，自分の安考察と関係する特定の出来事の意

味を評価する訳である。出会い方の一つは，その出来

事を自分と無関係と評価し，自分の安察に霊童委でない

と判断する場合である。もう一つは，有益で脅定的で

あると評価する場合で，その人の持っている資源lこ蓑

祷を負わせたり，負担を与えたりしないという判断を

示している。このような 2つの場合の出会いでは，ス

トレスは生じない。一方，人がその出会いをストレス

フルであると判断するのは，有害・脅威・挑戦と評価

する場合であるという。

「有害の評価J11lは，過去に起こった傷ついた体験

に慕づいており，それと照らし合わせて友情・健康-

g己評備などに有害と判断されるときになされる。

「脅威的評価J11lは，有害な刺激がまだ実際には存在

せず，ただその到来を先ぶれ的に示す手がかりがある

ときになされる。また f挑戦的評価J11)は熟達・成長・

進歩等の可能性の存在を先ぶれ的に示す手がかりがあ

る時iこなされる。したがって f脅威・羽織の評価」は，

予想、をしている状態で設も強くなる。一方 f有害の評

価J，ま，出来撃が起こった段階で最も強くなると考え

らている。

これらの「有害・脅威・挑戦」という『一次評価j

は，それぞれが必ずしも相互排他的な関係にあるわけ

ではない。 r脅威Jと「挑戦jの評価はそれぞれ独立

したものではあるが，ストレスの多い出来事が予想さ

れると，いずれの評価も悶持に行われるという 14)。

これらの F一次評価jに続いて感情が誘発されるo

f有害の評価jがなされた場合には怒り・悲しみ・失

望等が，また「脅威の評価jの場合には心配・恐怖・

不安等のような否定的感情が生じるとみられている。

一方「挑戦の評価Jがなされると，希望・熱中・自信

等の樗定的感情が生じるとされている則。

以上のような Lazarus& Folkman による心理学

的ストレス理論の F一次評価jと，それに続く感情の生起

についての概念モデルに沿って，“ストレスフル"と

評価する擦に生じるとされる感情のタイプが，臨床実

習を行う学生iこ感じられているのか，またその程度は

どうであるかを測定するための質問紙である Pagana

のCSQ1こ基づいた鹿大絞 CSQの作成lこ着手した。

2. 臼本版 CSQC鹿大版 CSQ)の開発の経緯と概要

PaganaのCSQ19lは，臨床実習に対するストレ

スのマイナス函ばかりが強調される研究傾向があるの

に対して，実際の学生は挑戦的な取り組みも行っ

ていることを明らかにする目的で， Lazarus & 

Folkman11l回のストレス理論を碁にして開発され

た。 Lazarusらの浬論では「脅威と挑戦の評価」が

最も高くなるのは予期的段階であるとされており，

Pagana はこれらに従って成人看護学実習の初日の

終了直後に調査を実施した問。 Paganaの得た結果は，

5段階評定尺度 (0→ 4点)で脅威の項目の平均値は

2.30，挑戦は2.56，t =2.56， P <0.01で，脅威より

挑戦の感情を強く学生は感じていたことを示した。

しかし， Pagana はこの質問紙lこストレス尺度と

名づけてはいるが，質問項目の中にストレスに関係す

る認知的評価には含まれない利益lこ関する項呂も含め

ていた。これは Folkman& Lazarus却の試験に

対する感情のタイプの研究に基づいて， Paganaが
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質問絞を作成したことによるものと考えられる o Fo-

lkmanら紛の試験iこ対する感済の研究では，利益は

有警に対立する概念として捉えられ，結5誌を常定的な

ものとして詳綴した擦に主主じる感情とみられ，主幹綴・

安心・喜び等の感情が調査された。しかし利議に関係

する脅定的感f警を感じる状況は，一次評価三の過程

ではストレスがないと判断されるはずである o CSQ 

があくまでもストレスの程度を感情の強さによって示

そうとするならば，ストレス怒論に従って利益の感情

を省いた脅威・挑戦・有害の感情についてのみ調室長す

る必姿があろう。

本研究ではこのことを検設するために， 3年課程の

看護短大で 3年次iこ実施される成人看護学実務を行っ

ている学生を対象 (78名〉として，その 6・7部自の

病綴ローテーションの実習初日に， PaganaのCSQ防

をそのまま日本諸に翻訳し，予綴認ままを笑施した。そ

の民子分析の結果では，利益の項院が余て挑戦の関子

に含まれていた。これは

Paganaの行った蕗子分

析の結果とも一致しており，

挑戦と利主主の概念が類似

[高携している・刺激的だ・異議している〕の 3項目

が， r脅威の国子J，こ含まれていた。気持ちが高ぶっ

た状態を示すこれらの項目について，援務渚がマイナス・

イメージを持ったためであろう。この結5裂を務まえ，よ

り日本語約な表現iこするために，医療短大の 1・2年

生， 127名を対象に，脅威・挑戦・予言案の感情を体験

しているときの表現として殺も良分に合う表現はどれ

かを選択させる調査を行った。この議査において60%

以上の学生が選択した表現を，質問紙の表現iこ賂いた。

以上の経緯を綬て作成した鹿大絞 CSQ(表 l参照)

は，脅威的感情jを問う 6項El (1， 4， 7， 告，

12， 15)と，挑戦的感情jを罰う 6項践 (2， 6， 

8， 10， 14， 17) ，また「省三容の感情jを問う 5項臼

( 3 ， 5， 11， 13， 16)の計17攻包から成っている。

またこれらの各項目について， 5段階自己評定(会

然ちがう:0点→全くそうだ:4点)することで，そ

の程度を測定しようとするものである。

表 1 箆大級 CSQ

臨床笑習に対する慾情状態認去を

議資臼平成 主手 月 日

していることから生じたも

のであろう。またストレス

尺度の中に含める項鼠とし

て適切かどうかを判断する

ために，尺度の全体鐙と利

以下iこ，審議学生が磁床実潔で緩験するであろうと予泌される感後が警い

であります。それぞれの感情状態について，混在， どの稼度感じているか選

択して，。印を付けて下さい。出来るだけありのままに答えて下さい。

益iこ関する項践の{畿との椴

関関係を検討した。その結

采，いづれも f口 0.3以下

の裕関しかなかった。以上

のことから， CSQはスト

レスの程度を知るための尺

度であること，また被験者

の利益と挑戦の感情の混同

を紡ぎ，挑戦的感情をより

明篠に把握出来るようにす

るために，利益の項自を除

いた日本語版の CSQを作

成した。

また，この予綴調査の顕

子分析では，挑戦の項目と

して作成したもののうち

尚， これらの結巣は実習評価とは無関係であり，秘草訟は厳守されます。

全然
ちがう

少し
そうだ

ある程度
そうだ
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1 研究呂的

鹿大版 CSQIま，~床実若手に対する学生の「脅威・

挑戦・有害jの認知的評価の仕方を，これらの評側lこ

続いて生じるとされる感情の程度を測定することによっ

て把握しようと開発された尺度である。本研究は，

Paganaの議室長国と同様lこ，鹿大版 CSQを f脅威・

挑戦の評価」が高いと予想、される臨床実習初日の終了

霞後に実施し，以下の 2点の課題に沿って検討するこ

とが自約であった。

課題A:鹿大版 CSQが，臼本語版の質問紙としての

信頼性と妥当性を有する尺度であることをま安

定する。

言祭題B:学生は臨床実習に対し，脅威約感情をもちな

がら一方で挑戦的感情ももっていることを明

らかにする。

ト課題Aの検誌方法

1)信頼性:尺度内の各項目が，ストレスフルと感

じた持lこ生じる感情を測定する項呂として有効に機能

しているかどうかをみるために，各項百平均値と全体

得点の相関係数(部分・全体総関係数)を用いた内約

裟合性iこ関する依頼性と，クロンパックのα係数を用

いた内部-1主役による信頼性を検定した。

部分・全体相関係数ついては， 曽我211 はSpiel-

bergerのTh巴 State-Trait Anxiety Inventory 

(以下 STAIと略す)の日本語版の項呂選定基準とし

てr口 0.2以上を採用しているが，本研究ではサンプ

ルが少ないので T出 0.3以上とした。またクロンパッ

クのα係数の2基準値は，羽山22)がα=0.7以上は必姿

であると述べていることから，次のごとくその基準値

に従った。

作業仮説箆大版 CSQの各項目の部分・全体抱関

係、数は， r =0.3以上であろう。

作業仮説 2:箆大版 CSQの内部一貫性は， 0.7以上で

あろう。

2 )妥当性 z 概念妥当性については，思子分析却

を用いて，理論的な様造とデータで示される5建設的な

構造との問に国子構造の一貫性があるかを調べた。

また併存妥当性については， SpielbergerのSTAI'酬

のうち状態不安尺度との関係をみた。状態不安尺度は，

臨床笑習に対する不安を調査する際lこ今日広く汚いら

れている 3)25)0 Spielberger24)は， Lazarusらと向じ

ようにストレスを認知論の立場から捉えている。そし

て“状態不安は，努威として認知評価した結果によっ

て生じる"ものと捉えている200 STAIの状態不安尺

度については，これまでの閤子分析の結果で21)不安

がある状態を示す f現在の不安感Jと，不安がない状

態を示す f現在の安定感」の 2因子が確認されている。

したがって本研究では， r脅威Jの因子と「現在の不

安感」の因子践に高い相関が予想された。併存妥当性

の稲関係数のレベルについては，羽山間)は r=0.7以

上を目途にすると述べていることから，基準値として

r =0.7を採用した。

作業仮説3:鹿大版 CSQの「脅威Jr挑戦Jr有害」
の構成概念は，1ZSl子分析による実証約な

犠造に一致するであろう。

作業仮説 4 鹿大版 CSQの「脅威Jと， STAIの

f現在の不安感」の国子関には， r =0.7 

以上の稲00がみられるであろう。

2.課題Bの検討方法

f脅威jと「挑戦」の評価の独立性を明らかにする

目的で， r脅威jと f挑戦jの国子に含まれる項目に

ついて，以下の 2つの条件が問符に満たされるかどう

かを検討した。

作業仮説5: CD質問項自の平均徳のうち，評定尺度の

中間値である〈ある程度そうだ>(2 

点)を上田る項自が， r脅威」の項目

の中にも， r挑戦Jの項目のやにも存

在する。

② f脅威jと f挑戦」の顕子の平均値閤

には，特に相関関係は認められない。

E 研究方法

1.対象と議査場面

対象は， 3年課程の医療短大の看護学生であった。

臨床実習は年次の前期に 1B濁の病院見学実苦手と，

後綴に臨床基礎看護学実習を 1週間行い， 3年次に成

人看護学・精神看護学・小児看護学・母校看護学の実

習を計21週間行っている。その 3年次の最初に成人看

護学実習を行う学生を対象lこ，実溜初日の終了直後iこ

調査を実施した。

1990年度生 (48名)と1991年度生 (34名)計82名

(呂収率:84%)のデータを用いた。

2.調査方法と手順

箆大絞 CSQとSTAIの状態不安尺度を，実溜終了
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直前iこ病線別iこ配布し，その説明として fこの質関紙

を岳実施する[3約と，②記載内容は実習の評価iこ関係

しない事，③秘議が厳守される事，③出来るだけ今の

ありのままの感情に従って答える奪三jの事項を加えた。

言語まきへの協力の得られた学生は，記毅後ロッカールー

ムの沼奴箱lこ入れるように依頼した。

IV.結果

1.諜題A:慶大絞 CSQの{言毅性と妥当殺の査定

1)f言毅性のまをJE

各項[3における評定不均綴と， CSQの全体得点、の

穏関係数によって，部分・全体格関係数を求め〈表2

参照)，内的整会性を謁ベた。その結泉， [緩立たし

い〕という 1項自だけが，給関係数が r=0.31こ瀦た

なかった。

また，慶大絞 CSQの17項目全体の内部一策伎を示

すクロンパックのα係数比 α口 0.78で，主主祭{践を満

たす値が得られた。

表2 部分・余{本相関関係

項 自
部分・全体

穏関関係

不安だ 0.68 

挫折惑を感じる 0.64 

庄倒されてる 0.61 

心配だ 0.61 

恐ろしい 0.59 

びくびくしている 0.57 

気がかりだ 0.57 

むなしい 0.54 

がっかりしている 0.49 

うんざりだ 0.45 

議欲がある 0.44 

情熱がある 0.41 

燃えている 0.40 

務裂をもっている 0.30 

勇気が出てくる 0.30 

ワクワクする 0.30 

腹立たしい 0.20 

2)妥当性の資定

概念妥当性を検討する践的で顕子分析を行った。留

子数は Mimass'softによるスクヲーテストで， 3母

子のま寺T.Valueが 3ん危検察 1%水準であった

ことから 3因子に決定した。その後主関子分析し，

パリマックス回転を行った(表3参照)。寄与率は最

も{ほかった第3関子で12%あった。また各項目は 3留

子のいづれかに0.5以上の負荷畿があった。 しかし有

容に関する項践として含めた〔挫折感を感じる〕とい

う1項8だけは季第 l関子 (0.51)と第3顕子 (0.48)

の阪方に負荷畿が高かった。この項段以外は，第 1関

rlこは「脅威のj感策jの工長[3，第2民子には「挑戦の

感情jの項乱第3密rlこは「有容の感情jの項自が

それぞれ集会しており，理論的機成概念iこ実証的構成

緩念が一致していることが磯認された。これらの結巣

かち，第 l誠子を「脅威J，第2盟子を f挑戦J，第

3額二子を f有害j と命名した。

表3 慶大版 CSQの国子分析結泉

攻 自
務

不安だ 0.83 

，心配だ 0.75 

気がかりだ 0.75 

びくびくしている 0.65 

恐ろしい 0.52 

E五倍IJ;されてる 0.50 

?脊熱がある 0.82 

燃えている 0.81 

窓欲がある 0.75 

希裂をもっている 0.71 

ワクワクする 0.60 

努気が上旬でくる 0.52 

がっかりしている 0.76 

むなしい 0.61 

緩立たしい 0.58 

うんざりだ 0.51 

接折惑を感じる 0.51 0.48 

間 有 ~ 3.31 3.15 2.10 

寄与察(%) 19.0 19.0 12“。
累積寄与記事(%) 19.0 38.0 50.0 

箆大阪CSQの併存妥当性を検討するために， STAI 

の状態不安尺度を基準として採用し，媛大絞 CSQと

同時に議室長してその関係を調べた。状態不安尺度で得

られたデータを悶子分析したところ， これまでの状態

不安尺度の国子分析の結果に一致する「現在の不安感j

と f現在の安定感jの2顕子が確認された。そこで，
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鹿大版 CSQと状態不安尺度の各因子踏の相隠係数を

求めた(表4参照)。状態不安尺度の f現在の不安感J

の臨子と，箆大版 CSQの「脅威jの因子との間に f=

0.76 (P<O.Ol) ，また「有議」の国子との践に F

0.43 (P<O.01)の有意な正の相関がみられた。しか

し， r挑戦jの留子との関には相関はなかった。一方状

態不安尺度の「現在の安定感Jの因子と，鹿大絞CSQ

の f挑戦jの因子との鴎lこは r口 0.56(P <0.00の

有慈な正の相関が，また?脅威jの留子(f -3.4， 

P<O.Ol)と「有害Jの顕子(r = -0.26， P<0.05) 

の潤にもそれぞれ有意な負の相関がみられた。

表4 状態不安尺度と鹿大絞 CSQの穏隠

状態不安尺度 鹿大版 CSQ関子 相関係数

「管威」 0.66 * * 
状態不安スコア f挑戦j …0.31 * * 

「有筈」 0.49 * * 

「脅威」 0.76 * * 
「現在の不安感」 「挑戦J 0.06 

「有議j 0.43 * * 

「脅威J -0.34 * * 
f現在の安定感j 「挑戦J 0.56 * * 

f有害J -0.26 * 

Note * * : p<O.Ol， *: p<0.05 

2. 課題B: r脅威J r挑戦jの評価の独立性の検討

1)費関紙の平均篠の比較

鹿大版 CSQの各質問項目の平均僚は，表 5!こ示し

た遜りであった。評定尺度の中尚徳である2.0点以上

の得点があった質問項目は， [心配だ (3.27)] [不

安だ (3.16)] [気がかりだ (2.48)】【意欲がある

(2.17) ]の 4項目であった。このうち 3項目は脅威

に関する項目で，挑戦に関する項怠は1項目のみであっ

fこ。

悶子別の平均績を求め(表5参照)，予言意室長を検定

したみた (F=8.57，P<O.Ol)。その結果， r脅威」
の関子の平均値は「挑戦Jより高く (t=0.37， P< 

0.01)， r挑戦」の問予の平均遣は「有害」より高かっ

た (t=0.22， P<0.05)。

2) r脅威Jr挑戦Jr有害jの因子の平均値街の

棺際関係

鹿大版 CSQの各閣予の平均{渡部の相関関係、の有無

を検討した。その結果「脅威」と「挑戦Jの鶴(f 

表5 鹿大版 CSQの質問項自の平均値

因子 質問項目 平均!複 標準偏差 因子平均値

心配だ 3.27 0.86 

務 不安だ 3.16 0.87 

気がかりだ 2.48 1.13 2.39 

威 圧倒されている 1.97 0.65 (SD=0.64) 

びくびくしている 1.91 1.05 

恐ろしい 1.56 1.15 

意欲がある 2.17 0.77 

ぢi希望をもっている 1.77 0.77 

燃えている 1.73 0.84 1.52 

戦 情熱がある 1.69 0.88 (SD立 0.84)

勇気がでてくる 0.96 0.85 

ワクワクする 0.80 0.73 

うんざりだ 1.01 0.93 

手ま むなしい 0.69 0.84 0.62 

害 がっかりしている 0.47 0.64 (SD=0.26) 

腹立たしい 0.32 0.66 

強折感を感じる 1.45 1.16 

0.01) ，また「挑戦Jと f有害Jの照(f口一0.11)

に有意な相関関係は認められなかった。但し f脅威」

と「有害jの間にのみ， r =0.39， P<O.Olの有意な

正の給関が確認された。

V.考察

PaganaのCSQI9)の大きな特徴は，看護学生の臨

床実習に対する認知的評価の結果として生じる感情を，

常定的感情も否定的感情も向時に存在するものと捉え

質問紙を作成している点である。今回 PaganaのCS

Qのこうした特徴を生かしつつ，その問題点を改善し

た鹿大版 CSQを作成し，尺度としての有用伎をもつ

かを検討した。

1.課題A:箆大阪 CSQの信頼性と妥当性の査定

1)信頼性の査定

(1) 作業仮説内的整合性

部分・全体相関係数の中央績は r=0.49と高く， ま

た相関係数が基準値の r口 0.3以下のものは 1項gの

みにとどまった。この 1項呂は【腹立たしい〕という

項目で，有害の感情を示すものとして含まれたもので

ある。この平均値と鹿大絞 CSQの全体得点慌におけ

る相関が低いという結果は， CSQの得点にこの項目

がそれほど寄与していないことを示している。またこ
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の【腹立たしい]という項闘の平均綴の偲さ (0.32

で17の笈賂項闘中で最も低かった)からも考えると，

念体得点が高い場合でも，この項段だけでは低く自答

されたのではないかと推察される。 Foll王man& 
Lazarus'O)が述べているように“有害の感情は，既

に起こった結楽についての評価に伴って生じるもので

ある"。したがって，手まミ警に関する項目の平均{邸主実

習初Bの段階では，それほど高くならないことが予想

された。災擦にこの議包以外の予言容の関子である〔がっ

かりしている (0.47)] [むなしい (0.69)]等の項

目は，平均鐙が低かった。しかし部分・全体組関係数

ではこれらは， r =0.49と f=0.54と高く， CSQの

全体得点に一定の寄与をしていたことが伺える。とす

ると【腹立たしい]という怒りの感情は，その他の項

目と比較して爽湾初日の段階の学生に郡染まない感情

なのかもしれない。[綾立たしい〕という渓践につい

ては今後の検討が必要である。以上項Elの一部lこ開

題はあるが作業仮設 1について後託されたと考えられ

るO

{創作業仮説 2:内部一翼校

クロンパックのα係数は， 0.78と2基準鐙を上回って

いた。このことから，箆大阪 CSQの各項目間の椴関

は高く，項践がそれぞれ適切に作用していると考えら

れ，作業仮説2~ま検設されたと判断出来る。

2)妥当性の査定

(1) 作業仮設3:概念妥当性

調子分析を行い，媛大版 CSQの至言論的な構成概念

ム議査で得られたデータの実程的な議造との間lこ一

貫性があるかどうかの検討を行った。その結菜，間子

分析においても， r脅威J 挑戦Jr有害jの3民子

が確認され，潔論的な構成概念;こ一致する結果を得た。

したがって作業仮設3は検認された。しかし[畿折感

を感じる]という 1項呂については， r脅威jと

答jの爵調子への負荷畿が高かった。この項践は，鹿

大版 CSQ の作成時;こ手f~警の項目として含めたもので

ある。今聞の留子分析の結5誌を諮まえてこの項包をみ

ると，その他の「有害jの路子は実習に対し会く拒奇

的なニュアンスがあるのに比べ， [挫折感を感じる]

という項目だけは，実潔にはちゃんと絞り総みたいが

それが実際には出来ないというニュアンスがあり，実

習そのものは受け入れている感じがある。これらが被

験者の判断iこ彩饗し，持部子へのほぼ閉じくらいの負

荷議を示す結築lこ導いたのかもしれない。

(2) 作業仮設4 ・併存妥当性

STAIの状態不安尺度を尽いて検定した。その総菜

状態不安尺度の「現在の不安感jの密子と箆大絞CSQ

のf脅威jの調子の平均{夜間iこは， r =0.76 (P<O.OD 

の潟い総額がみられ，作業仮設4についても検証され

fこ。

また状態不安総得点と媛大絞 CSQの各因子の平均

伎の組関関係でみてみると， r脅威jの忠子とは f=

0.66 (p <0.01) ，挑戦j の菌子とは r= -0.31 

(P<O.Ol) ，手子容jの揺予とは r=0.49 (P<O.Ol) 

とそれぞれ有;窓な線開関係はみられたものの， n混在

の不安感j と「脅威jの母子の平均鐙閣のような，高

い組関関係ではなかった。また状態不安尺疫の f現在

の安定感」と際大絞 CSQの f挑戦jの由子の平均値

路iこも r=0.56 (P<Oβ1)の高い相関係数が得られ

たが，基準{如こまではいたらなかった。これらのこと

から媛大絞 CSQと状態不安尺度比不安感と脅威の

感協については爵じような側面にスポットをあてては

いるが，その{患の感情については，多少の共滋性はあ

るが少し逢う側面を測定していると言える。したがっ

て箆大飯 CSQは， STAIの状態不安尺度とは災なる

学伎の感情についての情報を提供してくれる尺度にな

りえるのではないかと思われる。

2.課題B: r脅威J 挑戦jの評磁の独立殺の検討

Pagana の CSQ の脅定的感情と~定的感情を毘時

iこ総定しようとする特徴がー童話大絞 CSQにおいてもみ

られるかどうかそ検討した。

1)作業仮説5の守〉について

f脅威jと「挑戦jの感情か問符iこ存主主するかどう

かについては 5段潜評定尺夜上で中央{疫にあたる

2.0点(ある程度そうだ)以上の項目を議ベた。これ

は4項目あり，うち 3項自が f脅威項目が「挑

戦jの顕子iこ含まれるもので，一応、両鴎子iこ含まれる

項目のゆから篠認された。

しかし研究当初比平均僚の上位の項自は，

と「挑戦jの因子iこ含まれる項自がおよそ半々になる

ことぞ予想、していたが，実擦には「挑戦jの項自は 1

つだけであった。また，調子別の平均値を比較してみ

ても， r脅威jの盟二子の平均値が f挑戦jより予言;窓lこ

渇く，実習初日には「挑戦の感情jより f努威の感情j

を強く感じていることがわかった。 PaganaのCSQ
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と践大版 CSQの構成概念の一部が巽なることや，各

項目の翻訳の仕方がPaganaの質問している感情に

全く一致する質簡になりえているかの開港もあり，単

純な比較は出来ないが， Pagana19
)は実習初日の学生

は「脅威jより「挑戦jの平均値の方が有意に高かっ

たことを報告している。これは単に尺度の差異だけで

なく，国民性や社会的立場の遠い，あるいは審議業務

に対する情報震の違い等多くの要因が影響しているの

ではないかとみられる。しかし今回の調資において平

均値の高かった「挑戦jの1項目が， 【意欲がある】

という項目であったことは，意味のある結果と受けと

れる。

2 )作業仮説5の②について

「脅威と挑戦jの感情の関係は， r湾威」の感情が

強い場合には逆に「挑戦jの感情は低いという負の相

関や， r脅威」の感情が強い場合には「挑戦jの感情

も強いという正の椙関を示すというような連動する隠

係ではないことを明らかにするために， r轡威」と

f挑戦jの因子の得点簡の相関関係を認べた。その結

楽「脅威j と F挑戦Jの居予の得点間には会く相関関

係は認められなかった。したがって f脅威」と「挑戦j

の感僚は全く別{慌に評定されていると考えてもさしっ

かえないだろう。

実習初日の段階では，学生は f脅威jと f挑戦jの

感情を別々のものとして感じ，それぞれに対する評定

をしており，またその程度については脅威的と感じる

程度が強いが挑戦的な感情も抱いているということが

明らかとなった。したがって作業仮説5の母と②は問

時に検証されたと判断される。

3.研究の意義と限界

上記の検討から B本諮版鹿大版 CSQは，尺度と

しての信頼性・妥当性を有し，ストレス感情としての

「脅威Jr挑戦Jr有害Jの感情を同時に訳1]定できる

質問紙であることが確認された。臨床実習に対するス

トレス感情については， これまで誇定的感情と否定的

感情を別々に捉えるのが一般的であったが，箆大版C

SQを用いてそれらを問符iこ捉えれば，よりダイナミッ

クに学生の実習中の長装備が把握できるようになる。ま

た質問紙としても非常に矯使で，実苦手経過に沿って書審

査する時などに懸念される学生への負担も最小限度に

とどめられるのではないかと考えられる。

しかし質問紙の開発に伴う研究としては，まだ被験

者数が少なく，また媛大版 CSQの項目の一部に検討

が必婆なものがあることも明らかとなった。今後は調

査対象者を増やしさらに検討を続けたい。

VI. まとめ

PaganaのCSQを基lこして作成した臼本語板でし

かも改訂された鹿大版 CSQは， Lazarus等のストレ

スに関する一次評価と感情についての概念モデルiこ従っ

て，臨床実習に対する f脅威・挑戦・手著書の感情」の

程度を測定しようとするものである。この尺度を

Paganaと同様に成人看護学実習初日の終了後に謁

資し，得られた82名のデータを用いて検討したところ，

以下の結果により媛大絞 CSQの信頼性・妥当性が証

明され，宥護学生への適用の有用伎が認められた。し

かしまだ被験者数が少なく，更に検討を続ける必要が

ある O

1.内約援会性iこ隠する部分・全体格関係数では， 17 

項目ヰJ16項目に r=0.3以上の績を得た。

2.内昔話一貫性iこ関するクロンパックのα係数は， α

0.78であった。

3.因子分析により「轡威Jr挑戦Jr有害jの3因

子が確認され，理論的概念構成に一致していた。

4.併存妥当性については STAIの状態不安尺度を

基準として採用したところ，状態不安の「現夜の不

安感jの因子と麗大板 CSQr脅威jの盟子の平均

値簡に r立 0.76の正の相関関係が確認された。

5.箆大飯 CSQの項自の平均値では，評定尺度の中

間鎮である2.0点以上の項目は 4項筏あり，そのう

ち3項目は轡威， 1項目が挑戦の感情に関するもの

であった。また「轡威」と「挑戦jの因子の平均値

間iこ有意な棺関関係は認められず，招]ilこ独立した

因子であることが篠認された。
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要 とS
R 

本研究の8的iま， 1) Paganaの臨床実潔熔ストレス質問紙(CSQ)を，日本の看護学生iこ用いる

ことが出来るように改訂版の務大絞 CSQを開発し， 2)学生は銭床実習に対して，脅威と挑戦の両方

の感情をもっていることを明らかiこするの 2点であった。

改訂された露関紙は，脅威・挑戦・予言容の感情を測定されるように構成されていた。これは17の質鵠

毛頭包から成り，各項目iこ5段階評定尺度で答えるように作成された。 看護短大の 3年次，成人審議学

実習の初おの終了後に議室長を実施し，得られた82名のデータを絞計約iこ処理した。以下のような結果に

より，改訂版鹿大版 CSQの尺度としての信頼性妥当殺が託研dれた。

(1)部分・全体格関係数で r=0.3以下の項13は1つだけでーあった。 (2)クロンパックのα係数は， α=0.7 

Sであった。{訪問予分析では 3つの留子が確認、され， r脅威Jr挑戦Jr有害JIこ穏きちするものであっ

た。 (4)STAI の状態不安尺度の r~混在の不安感j と路大紋 CSQ の f脅威j の隆子の平均イ夜間には r

0.76の栂関関係が認められた。 (5)評定尺度の中開催を上回る項131ま4つあり，うち 3項自が f脅威J， 

1議自が f挑戦jであった。また「脅威jと「挑毅jの留子関iこはお調関係は認められず，相lilこ独立

した因子であることが客室認された。

Abstract 

The purpose of this study w註s:

(1) to d巴velopa revised edition of the Pagana's Clinical Stress Questionnair色 (CSQ)， 

which can be applied to Japanese nursing students， and (2) to elucidate that the students 

W紅白 simultaneouslyfeeling the emotion of threatening and challenging for their clinica 

lpractice training. 

This new inventory was d芭signedto measure chall芭nging，thr邑atenmg品ndh丘rmful

emotions. The inventory consists of 17-items and every item has a 5-point rating scale 

The questionnaire was given to 82 senior nursing students on first day官V邑ningof their 

clinical practice training of adu1t nursing on the ward. 

Analysis of th百seresults revealed that， (1) Significant correlation was found between 

scores of every item and those of total items in all芭xcepton邑 item. (2) The internal 

consistency was elucidated (α=0.78) . (3) Factor analysis confirmed three factors， and 

each factor agreed with the theoretical concept. (4) A significant positive correlation 

was found betwe官n“situationalanxiety" in th邑 StateAnxiety Inv巴ntory (ST A1) and 

“threatening" in the Revised CSQ (r =0.76). (5) Mean scores of all students告xceeded

the middle value (2.0) in three items in“threatening" and one it色m in “challenging'¥ 

Th巴rewas no significant correlation between factors of "threatening" 呂ndthose of 

“challenging" . 
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一環箸一

臨床実晋におけるストレス感需の経時的変化の検討

鹿大版 CSQによる

A Study on the Changing Process of Stressful Emotion 

during Clinical Practice of Nursing Students 

堤出

Yumiko Tsutsumi 

I はじめに

PaganaのTheClinical Stress Questionnair合

(以下 CSQと絡す)1)を纂iこ作成した a本語版 CSQ

(鹿大版 CSQ)は，看護学生の臨床実習に対するス

トレス認知を議べるための尺度2)である。この尺度は，

Lazarusらのストレス環論山、こま毒づいて， “ストレ

ス的"と認知する際iこ生じるとされる感情(脅威・挑

戦・有議)の程度を設IJ定し，それらの感情の生起に先

行するとされる認知的評{阪を捉えようとするものであ

る。

慶大版 CSQの関発勺こあたっては， Paganaの笠

間紙1述調様、lこ，努威・挑戦の感情が設も強くなると

予怨される予期的段織として笑習初日の終了後に議資

を実施し，質関紙としての信頼性・妥当性を検討する

と共に，脅威・有替の感情の程度についても比較を行っ

た。しかし P品gana1)と箆大阪 CSQの開発の研究2)

は，脅威・挑戦の感情は予期的段階で最も強くなると

いう仮定のもとに行ったものであり，その後の臨床実

習期間中の感情の経終的変化については検討していな

いために，実際iこ実務初日が最も高かったかは確認さ

れていない。また何よりも学生のストレス感情の経詩

的変化を謁宝をすることによって，効楽的な実習を計睡

したり，学生の授点iこ5Lった実習指導方法を検討する

ための資蚤な資料が得られるのではないかと考えられた。

そこで，慶大絞 CSQを成人看護学実習全裁に実施

し，実習の初日から終了するまでの脅威・挑戦・有害

の感情の経終的変化について検討し，教育約対応の資

料とすべく本研究に務手した。

l.緩念枠緩み

本研究では， Lazarus等の心潔的ストレス理論に

従って，以下のようにストレス過程を挺える

心潔約ストレスとは， 引間人がその環境を，自分の

持つ資源以上の護持を負わせるもので，自分の安寧を

脅かしていると評価した場合の， {滋人と環境との特別

な関係三をいう。

{湾人がある出来挙との出会いを評価する仕方には，

(1)自分と然調係とみる印有主主で脅定的なものとみる

(3)ストレスフルなものとみるの 3巡りがあり， ここ

でなされる判断が F一次詳係三と呼ばれる。億人があ

る出来事と，上記の 3裳呂の出会い号をした滋合のみス

トレスが存在していると替える。このストレスフルと

いう評{出こは，有努・脅威・挑戦jがあり， r手H察

の評{磁J，立自分の過去の経験lこ基づいて容があると半1J

領された特にな容れ，一方「脅威と挑戦の評価jは刺

滋がまだ実擦には存在しないでその到来を先触れ約に

示す手掛かり (cue)がある時iこなされる。 したがっ

て「脅威の評価jはこの手掛かりがj包容を予j認させる

場合に生じ，また「挑戦の評{商J，ま成長や熟遂を予知

させるま寺になされる。

この F一次評価j に続いて感情が誘発されるが，

「夜警・脅威・挑戦の評磁jの仕方によって，感情の

タイプもそれぞれ築なる。 r手有:n答号Jの場合iにこ;比ま丸， “う

んざざ.りfだご“ヘ， “復立たしい，η，等のt絞医否的，慾感f情雪カが杭まえ， ミま主た

「脅威jの滋合には“不安だ

漠然とした否定約感?箔脅が， さらに「挑戦jの場合には

“希望"や“自信"等の樗定的感情が生じる。

本 鹿児島大学医療技術短期大学部看護学科 Department of Nursing， School of Allied Medical 

Sciences， Kagoshima University 
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F一次評価jによって「有害・脅威・挑戦Jと評価

されると，続いて?二次評錨jがなされる。ニ次評

価jとは， r私iこ出来ることは何か ?Jという質問lこ

表すことが出来るような，コーピングの資源、と選択肢

についての評備をいう。このコーピングは，ストレス

フルな交渉によって引き起こされる内約・外的要求を

処理したり，減じたり，あるいはそれに耐えたりする

ような認知的・行動的な努力であり，それによって生

じる結楽とは区別される。コーピングiこは主に 2つの

機能がありつは感情あるいは苦痛の謁慈(感情中

心強コーピング)であり，もう 1つは問題をうまく処

援すること(問題中心裂)コーピングである。

コーピングに成功しない場合lこは，さらにコーピン

グの効巣とストレスの形態を変化させるための F湾評

価jが行われる。

このようにしながらコーピングに成功すれば F趨向

という総菜に奈るが， この適応比 “努力をしつつま

あまあの妥協点に向かっていく"過程として捉えられ，

6 もろもろの姿求とそれらを処壊するカとの詣で均衡

をとりながら統合性を維持するために行うコーピング

という努力の結楽"であるとされている。

2.文献検討

ストレス状況における脅威・挑戦・予言警の感情の経

時的変化については， Folkman & Lazarusめは大

学の試験場面を汚いた研究を行っている。この研究で

は結果についての媛妹さの程度にしたがって，予期的

段階として試験の 2臼前，試験結巣を待っている段階

として発表の 2日前，さらに試験の結果が発表されて

から 5日目と， 3図の調査を実施している。結巣は，

脅威と挑戦の感情は試験結泉が発表されるまで高く，

試験結采を知って初めて有意に減少していた。一方有

害の感情は試験前は{尽く，試験結果を待ってる段段で

有意に上昇し，総菜発表後はその健はさらに上昇して

いた。これらのことから脅威・挑戦・有害の感情が結

果についての予測が媛妹な段階から給巣が明らかとな

るまでの潤lこ，感情のそれぞれの性質によって変化す

ることが示された。

しかし試験場蕗と異なり臨床実習の結果は，実習成

綴よりも，臼々の実践の中で学生自身が行っている自

己評価の方が学生にとっての意味は大きいのではない

かと考えられる。またこの自己評価は，自分の関与の

仕方や手応え，さらに患者・教員・看護婦からフィー

ドパックされる評価等から形成される多分に情緒的な

自己評価であると考えられる。実際，場{也6)が行った

笑習に対する学生の自由記述の分析では，学生は実習

することの自分自身の窓義を，大別して患者関係，縫

長支障害レベルlこ応じた看護実践，学生自身の成長の 3

領域iこ見出しており， この領域のいずれでも情緒的な

詑述が53%を占めていたと報告している。臨床実習の

ゅではこうした自己評悩が， 日々の実留の積み重ねに

よってなされ，あるレベルに去った時に媛妹さの減少

につながるのではないかと推測される。

では臨床実習を行う中で学生自身が課題として護妥

視しているものには具体的には何があるのだろうか。

そこで実習に対し心配したり不安に感じていることの

調査をみてみると，実習開始E霊前iこは表護技術ゃ2基礎

的知識に関する不安が強かったとするものが多くの8)9)

また他にも人間関係叫や看護過稜の媛関11) 実習記録12)

等を挙げたものさ事があった。また白畑{也13)の鹿大版C

SQと銀行して行っている実習中の脅威についての調

交では， “知識・技術・能力に対する自信のなさ"か

ら生じる脅威の方が， “指導者との関係能力に対する

自信のなさ"から生じる脅威よりも強かったことが報

告されている。こうした調査結果そ総合すると，学生

は実習の中で是主主きの援助を行っていくよでの自分の実

銭能力に対して心配したり不安を感じているとみるこ

とが出米る。つまり学生は実習前や実習中に，内的に

も外的lこも要求される看護実践のための能力が不足し

ていることに気付き，これらの婆求を重荷と感じたり，

自分の持っている資源では間にあわないと評価してい

ると解釈出来ょう。そしてこの評価が， Lazarusらの

いう F一次評価JIこ穏当するものであると考えられる。

またこの震待を減じたり，それに耐えたりするような

認知的，行動的努力として，中鵠凶が調室をしているよ

うに， “技術の練習"や“自己学若手"を行う等の問題

解決的コーピングをとったり，また“くよくよしない"

や“自分にとっての意味を見い出す"等の感情調整約

コーピングを行っているといえよう。したがってこう

したコーピング努力によって，受持ち患者lこ対する実

銭能力がある程度獲得されたと自己評価し患者を援助

することがそれほどま設荷と感じなくなった状態になっ

た時に，心配や不安が軽減し暖昧さも減少するのでは

ないかと推測される。

では不安や心配は実習のほぼどの時期に減少するの
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だろうか。このことを予測するために，臨床実習に対

する感情の経詩的変化に関する文献を見てみた。臨床

実智iこ対する感情の緩時的変化については不安の感矯

iこ関するものは多いが9)山岳，そのほとんどが議ーの

病棟における笑習の前後iこ2留の議重量を行っているだ

けで感情の変化を細かく捉えられるようなものは少な

かった。また成人看護学笑望号の3'!:綴に渡る長期の変化

を調交したものは会くみあたらなかった。その中で山

下他誌はま Spielberg俗、の TheStatやすralt

Inventory (STAIと絡す〉を用いて， 4退問の成入

者護学実智のなかで3自の読ま誌を笑施しているが，状

態不安は 2巡回も依然、として潟く 4i嬰隠になってか

ら減少していたと報告している。 Spielberger も，

“ある出来事や状況が脅威的だとみなされると，現実

の危険か想像かに関わらず，不快な矯絡J3Z応、が起き，

不安状態になる"と述べており，感情について認知識

約立場をとっている。したがって，山下他の結果によ

ると 2i議自の段隊では脅威の感情もまだおいのでは

ないかと推測されるが 3j鐙闘における調室去をしてい

ないために爽習が終了する 4選民迄のどの時鶏iこ不安

が滅少しているかを予測することが出来ない。一方挑

戦の感情につながるような宵定的感情については，

“楽しい"訟や“喜び"時， また“充実感"討さ事の感

情を謁資したものがあったが，経略的な変化の{土方を

議資したものはなかった。また臨床笑潔に対する認知

iこ関する研究では，実習に対する樗定的あるいは~定

的認知を認殺しているが¥4)鈎 これにも経終的な変

化を認査したものはなかった。

その他，学生の不安の係国になっている技術やその

俄の実習における談窓の修待状況に関する文献では，

滝内池総においてのみ看護技衡の修得状況に潟する議

交を学生に自己評綴させるという方法で，系統i.llJ者議

実習の前中後の 3留にわけて実施し，待問の総歯に伴っ

て評{函の得点がよがっていたと報告している。また福

鶴23)Iま臨床実習の体数についての内極的議味を自由記

述させるという方法で， 3年次の系統別看護爽習の3'!:

鶏iこ謁変を行ない記述内容の緩略的変化をみている。

くなっていた。このことから看護実践についての課題

はその実践内容の深まりと広がりによって各段階にお

いて自覚されるが，他者との関係や情緒の函では，実

習の前半(夏休み前)でほぼ安定してくるのではない

かと受け取れる。爽穫後半のこの情諮的な安定比幾

つかの病擦笑潔を体験、し繰り返しコーピング努力をお

こなった結泉，学生各自が自分なりのコーピングスタ

イルを学潔したために生じたのではないかと考えられ

る。このコーピングスタイルの獲得によって，笑努後

半では新たな課題iこ箆顕しでもそれほど不安や心配は

感じずに，またネ綴iこ対応出米るようになるのではな

いかと推測されるo Lazarusらの建議では，適応

状態三お}とは“内的・外的姿求とそれを処理するカの

バランスの上;こ成り立つ怨人の統合設が綾持容れてい

る状態"と考えられ，あくまでも過援の中に存在する

ものと捉えられている。臨床実習に対するコーピング

スタイルを獲得することは，姿求を処潔する力が効率

的;こ発援されることにつながり，学生の統合散はそれ

だけ容易に縫持されるようになるであろう。そしてこ

のような状態がしazar‘問ちが述べているような F適

応の状態三にあたるのかもしれない。

以上の文紋検討から，

るストレス過程について，要約すると以下のような予

測が成り立つ。

学':1:1まF病棟での実習i義援においては，前半ば懇談‘

挑戦の感情が強く，患者を援助することに負担ぞ感じ

ているが，コーピング努力安行い患者への援訪のため

の笑銭能力をある程度獲得出来たとお弓言警備するよう

になると，脅威・挑戦の感情は滋少し，有替の感情が

上昇するだろう O 実務全綴でみれば，そ

への援助のために必要な基本的な笑銭能力をある程度

獲得し，また内的外的要求;こ対するコーピングスタイ

ルも学習するので，実習の後期iこ生じてくる新たな議

題に直面しでも，脅威・挑戦の感じ方のレベルは前期

iこ比べて低くなるであろう。

は高くなるであろうo

その結巣，現笑知覚・技能，及び諜惑の自覚化につい 豆 研究呂的

ては実習龍始後比較約学級から記述が始まり，笑習の ヨド研究の自的は，文献検討から毒事きtむした務護学主主

経過lこ従って継続的に記述がみちれたが，他者との媛 が臨床実潔で体験するストレス過程についての予測の

かな関係や情緒的安定については突潔駿後から記述が なかで，脅威・挑戦・有警の感情の経終的変化の側街

あり，夏休みを終了するとこれらの記述は非常に少な に焦点を当てて，これらの感情が成人看護学笑宵の余
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期間で以下の仮設し 2のごとく変化することを検証 と我々の予綴調査2)の因子分析結果において「挑戦J

することであった。 の昭子iこ含まれ，概念、の類似性から「挑戦」の感情と

仮説1.病棟を単位とする実習において，実習前半に 混同されやすいことが判った。そこで鹿大版CSQは，

は脅威・挑戦の感情が高いまま持続し，後半で f利益Jの項目を除き，ストレスがあると認知的に評

は減少するであろう。一方有害の感情は前半が 価された際に生じるとされる「脅威・挑戦・有害jの

低く，後半には高くなるであろう。 感情のみを測定するように改訂され，その開発に当たっ

仮説2.実習全期において，実習前期には脅威・挑戦 ては尺度としての信頼性，妥当性が磯認された九

の感情は高いまま持続し，後期では減少するで したがって箆大版CSQは，脅威に関する 6項目

あろう。一方有察の感情は前綴では低く，後期 (1， 4， 7， 9， 12， 15)，挑戦に関する6項目 (2，

l立高くなるであろう。 6，8， 10， 14， 17)，有答lこ関する 6項呂 (3，5， 

滋研究方法

1.対象

鹿大版 CSQを，国立医療短大の3期生 (77名)と

4期生 (77名)の計154名を対象に，成人看護学実習

の開始から終了するまでの期間に定期約に実施した。

対象学生の磁床実智は年次前期に 1日間の病院見

学実習と，後期iこ1週間の臨床基礎看護学実習を行い，

3年次lこ成人看護学・精神看護学・小児看護学・母性

看護学の実習を各3週間の計21週間かけローテーショ

ンをしながら実習していた。

しかし対象の 3J級生と 4期生では，高ij述のEEI畑{窓口)

の臨床実習に対する脅威についての文献から，学生は

患者の援助を行うための“知識・技術・能力lこ対する

自信のなさ"から轡威を感じていることがわかり 4

期生の場合は実習開始前;こ臨床実習場面を想定した模

擬患者を用いた学内演習を笑絡し，教育的な準備を行っ

た。この学内演習は，約3週間をかけて，臨床実習で

使用する頻度の高い基礎的看護技術についての知識を

確認し，各学生が最低3回は技術を模擬患者に対して

実織するようにした。この点において 3期生と 4期生

の条件が異なっていた。

2.箆大版CSQの構成

鹿大版 CSQ2)は， PaganaのCSQ1)を援に作成さ

れたものであるo Pagana は， Lazarusらのストレ

ス潔論 3)りの F一次評価iとその後iこ生じるストレス

感情〈脅威・挑戦・有答)についての考え方に従って

CSQを開発したが，これにストレスの F一次評悩j

の考え方に含まれていない「利益jの感情の項目を含

めていた。この f利益jの項目は， Paganaの調査1)

11， 13， 16)の計-17項目から成っている九

尺度の採点法は 5段階評定法 (0点ー全然ちがう，

1点.少しそうだ 2点:ある程度そうだ， 3点:ほ

とんどそうだ 4点:全くそうだ)で行なわれた。

3.実施方法と手続

1990年5月78から1991年11f.l29日の期間の3年次

の成人看護学の内科一外科系病棟実習 cl病棟3遊間・

計7自のローテーション)のうち 1・3・5クール目

(夏休みは 3・4クール自の間に約7週間)を選択し，

実習全郊における変化の仕方を調べた。さらに各実習

病棟での実苦手の綬過は，実習初日と 1• 2・3;鹿自の

各;;1;:続日の実習終了後に計4国実施した。

箆大絞 CSQは，各調まを日の実習終了疲前に配布し

た。謁資へ協力の得られた学生については，記載後は

ロッカールームの回収箱に入れるように依頼した。そ

の際被験者へ毎部「前回，答えたことに織われず，現

在，今どの程度感じているかを答えてください。j と

いう説明を行った。

W 結 果

1.鹿大板CSQの質問項目得点

1)臨床実習初日(表 l参照)

臨床実習初日の項目得点の平均篠は，学・年間にF=

8.33 (p (0.05)の有意差が認められた。しかし多重

比較では 3・4期金全体で t=2.88 (p (0.05)の有

議室長が認、められたが，各項目においては有意差のある

ものはなかった。このことから臨床実習初日における

項自への反応、の傾向は，学年が異なってもある程度共

通しているとみることが出来る。
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表 l 愛問項目の平均綴

実習期日 3 

質問攻問 3期生 4 J努生 lクーノレ自

平均 平 均 平均

心震とだ 3.35 3.18 2.32 

燃えている 1.83 1.62 1.69 

腹立たしい 0.42 0.21 0.42 

恐ろしい 1.73 1.38 1.38 

銭折感を感じる 1.48 1.41 1.43 

章言葉を持っている 1.88 1.65 1.74 

不安だ 3.0各 3.26 2.40 

;意欲がある 2.21 2.12 2.03 

まjjJされている 2.08 1.85 1.77 

情熱がある 1.88 1.50 1.55 

むなしい 0.73 0.65 0.78 

気がかりだ 2.40 2.56 1.94 

うんざりだ 1.02 1‘00 0.80 

E毒気が出て来る 1.04 0.88 1.05 

びくびくしている 1.96 1.85 1.50 

がっかりしている 0.52 0.41 0.74 

ワクワクする 0.94 0.65 0.79 

Not告*: p <=.05 **: p <=.01 

2)実習クール

3・4娘役別々に実習クールにおいて項日平均値iこ

まをがあるかを見てみると， 3 j総生ではF=50.73 (pく

0.01)， 4期生でも F 114.03 (p <0.01) 

が笑習クール間iこ認められた。

〈む3j弱生はクールと 3クール関iこ11項Elの有

窓笈が認められた(表 1の3級生の*印参照〉。こ

のうち 3クール協の方が上昇していたのは[むなし

い]という項目だけで，残りの10項ElI立会て滋少し

ていた。また 3クール自より 5クールEl1こ減少した

ものも 4項協議うった。

② 4 j総生では(表 1の4j民生の*勾参照0，1ク-

Jレ自と 3クー jレ自簡で有意差が認められたのは 9項

gで，その全てが 3クール自に減少していた。また

3クール民より 5クール自に有窓に減少していたの

は2攻呂であった。このことから項目における平均

値の減少は，おもに lクール践と 3クール回路iこ主主

じたとみることができる。

2. ストレス惑情(脅威・挑戦・有害)の綬終的変化

脅威・挑戦・賓客の感情の経終的変化の仕方を国子

によって捉えるために，まず 1・3・5くクール自の

病棟実習初日のデータ(188名分)を沼いて昭子分析

鶏 主長 4 i努 主主

3クール箆 5クール目 1クールEl13クール 5クール自

平均 i平 均:平均 平均 平均

* 1.95 * * 1.46 2‘21 ネネ1.41 1.41 

キ*1.24 1.21 1.36 1.13 1.03 

0.57 0.46 0.29 0.23 0.63 

* 1.03 0.87 1.08 本本 0.57 0.60 

1.52 *キ1.00 1.39 本本 0.84 1.00 

* 1.44 1.44 1.39 1.34 1.16 

* 2.06 * 1.49 2.41 * * 1.54 1.48 

* * 1.62 1.66 1.70 1.52 1.37 

* * 1.25 本 0.96 1.54 * * 0.78 0.71 

* 1.24 1.20 1.15 1.08 0.88 

* 1.05 0.81 0.56 * 0.41 ネ 0.65

* 1.65 1.31 1.92 * * 1.16 * * 1.35 

0.95 0.83 0.87 * * 0.50 0.73 

* * 0.62 0.89 0.79 0.73 0.50 

1.07 1.42 **0.74 0.79 

0.92 0.89 0.40 0.38 0.53 

0.60 0.81 0.57 0.51 。‘43

を行った(表2参賞者)が， この結果は媛大阪 CSQの

5告発における結巣iこも一致していた。第 l魁子が

f脅威ム第 2因子が f挑戦J，第 3器二子が f手主主写j と

いうようにそれぞれの感情についての羽目が集会して

いた。したがって以後の分析はこれらの 3開予の各平

均綴を用いて検討告と行った。

1)病棟実習における経詩的変化

病棟での笑務経過(笑習初日と各i壌の水際自の計4

回〉による関子の平均{夜を比較すると， F 15.72， 

p <0.01の脊慾主査が認められた。

(1) 母子7jIJの緩特約変化(~ 1参照、)

cvr脅威Jの国子は実滋初Bより 1i援自鈎 (t

2.63， p <0.01)が，また 1選良樹より 2i護協憐

( t =2.39， p (0.05)が，さらに 2.i箆呂潟より 3

i題協鴇(t口2，92，pく0.01)が有窓iこ低く，綴

次減少していたo

@i挑戦jの昭子は，実習初日が l遜El(;!;)(t 

3.75， pく0.01)， 2遊白保 (t=3.69， p <0.01) ， 

3巡回帰 (t之江4.83，p <0.01)よりも有意に高

かったことが穣認2されたが 1i腹自織から 3週8

(本)の溺lこは有;な羨は認められなかった。

(2) 経滋時点、における 3間予の比較(溜 1参照〉
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表 2 11芸大絞 CSQの留子分析結果

臨床実習におけるストレス感情の経時的変化の検討

攻 自
間子負荷議

共通性
脅威挑戦有答

心配だ 0.90 0.05 0.06 0.81 

不安だ 0.89 -0.03 0.01 0.80 

気がかりだ 0.78 -0.003 0.20 0.65 

びくびくしている 0.72 0.04 0.32 0.61 

圧倒されている 0.61 0.11 0.33 0.49 

恐ろしい 0.60 0.02 0.42 0.54 

情熱がある 0.11 0.84 0.02 0.71 

燃えている 0.03 0.80 0.20 0.69 

意欲がある 0.10 0.78 -0.17 0.64 

希望をもってきる 0.03 0.70 0.21 0.54 

ワクワクする 0.09 0.67 0.12 0.47 

勇気が出てくる 0.04 0.61 0.09 0.38 

がっかりしている 0.25 -0.07 0.81 0.73 

むなしい 0.28 0.02 0.74 0.62 

うんざりだ 0.37 -0.19 0.65 0.60 

腹立たしい 0.04 -0.08 0.63 0.41 

後折感を感じる 0.60 -0.05 0.54 0.64 

問手ま{益 4.15 3.33 2.88 10.31 

寄与率(%) 24.0 20.0 17.0 

累積寄与率(%) 24.0 44.0 61.0 I 

脅威 戦
判
制
U 有害

王手 2 
均1.8
億1.6

1.4 
1.2 

0.8 
0.6 
0.4 
0.2 

0実習初日

‘-‘‘ 
‘‘.‘ 

~~‘一-‘

1退巨木 2退問木 3退呂*

図 1 31zsFfの病棟実習経過における変化

ヨ〉実習初日では「脅威jの因子の平均伎は f挑

戦J(t =7.77， p <0.01) と 「予言寄J( t =ぉ13.7，

p <0.01)より，また「挑戦jの露子は f有害J

( t =5.9， p <0.01)より有意に高かった。② l

i墨尽闘でも， r脅威Jの由子は f挑戦J(t口 4.81，

p <0.01)と「有筈J (t =9.95， p <0.01)より，

また F挑戦jの顕子は「有害J (t =5.14， p < 

0.01)より有意lこ高かった。③ 2退問捕では，

f脅威J (t =9.95， p <0.01)と「挑戦J (t = 

5.14， p <0.01)の因子が「有害j より有意に高

かっただけで， r脅威Jと「挑戦」の簡の有意、去を

は認められなかった。③3選目掛では， r脅威」

(t詰5.31， p <0.01> と「挑戦J ( t 之江5.81， p 

<0.01)の関子は， r有害」より有意に高かった

が， r脅威jと f挑戦j関の有意差はなく，平均

{穫では逆に「挑戦jの方が「脅威jを僅かながら

上回っていた。

(3) 学年比較

ヨ)r資威」の鶴子は(関2参照)， 1適自体)の

みで， 3綴生より 4期生の方が t=2.24， p <0.05 

で有意に低いという関係だけが磯認された。

3務主主 ~-~ 4期生

平 2.1

均1.8

値1.5

‘. 
一‘‘一一.ι‘‘‘-

ι‘‘-
‘ -‘‘-

一司‘-‘司匂司寸‘‘'.一
ー守'~'."

ー司 、
巴‘.司‘'.

‘、.一、

、句、‘a

1.2 

0.9 

0.6 

0.3 。
実習初日 l週日木 2遠白木 3週包木

図2 r資威」の病糠実習経過における変化

② f挑戦jの関子は(図 3参照) 3期生の方が

実習初日 (t=2.18， p <0.05)， 1週目的 (t=3.13， 

p <0.01)， 2週目的 (t=3.23， p <0.01)で 4期

生より宥意に高く 3.i題自体)のみ有意さまが確認され

なかった。③「有害Jの因子では〈図4参照)， 1 

i屋窃樹の時点でのみ 3期生の方が t=2.17， 

p <0.05の有意愛で 4期生より高いことが確認され

ただけであった。

3期主主 -4期生

平1.8

均1.5

値1.2

0.9 

0.6 

0.3 

0 実習初日 1週尽木 2遊白木 3選包木

三一一一¥

図 3 r挑戦jの病棟実習綬過における変化
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務床実習におけるストレス惑憾の経終的変化の検討

2)実習会綴における経時的変化

実習会期(1， 3， 5クール自〉における昭子

の平均鐙を比較すると， F =24.17， pく0.01の有

意去をが認められた。

(1) 時子J.lIJの経詩的変化(関5参照、)

CIH脅威jの国子はクール践が， 3クール

呂 (t=5.99， p (0.01)と 5クール自 (t=7.63， 

p (0.01)よりも有窓iこ高かったが， 3クール日

と5クール自の間iこは有意差は認められなかった。

② f挑戦jの顕子もクール段詩人 3クールg

( t =3.34， p (0.01)と 5クーlレ自 (t=3.92， 

p (0.01)よりも脊窓に高かったが， 3クール釘

と5クール隠の踏には有窓去をは認められなかった。

③「有害jの顕子は，どの時点においても有慈愛

は磁認されなかった。

王手 1 

均0.8
1随

0.6 

0.4 

0.2 

O 

-3期生 _. 4期主主

-------¥¥一一

実潔初日 1週13* 2 i翠13* 3j議臼木

関4 手H写Jの鵡綴実習経過における変化

王手 2 
地1.8

長1.6
1.4 
1.2 

0.8 
0.6 
0.4 
0.2 
O 

脅威 挑戦

関5 3開予の笑習会綴における変化

手玉警

(2) 経過時点における 3 盟子の比較 (~5 参照〉

ヨ)1クール自では， [""脅威jの鹿子は， [""挑戦j

( t =6.35， p <0.01)と f有答J (t =15.29， 

p (0.01)より， また「挑戦jの国子は「予言答j

( t口 8.9，p <0.01)より有意に高かった。② 3

クールgでも「脅威jの因子は， [""挑戦J ct 

2.39， p <0.01)と ( t =8.31， p (0.01) 

より，また「挑戦jの因子は「有害 (t=5.91， 

p <0.01)より有意に高かった。③ 5クール鼠で

は，脅威jの国子は， 下手H喜J (t =5.48， p 

<0.01)より，また f挑戦jの開予は「有害j

( t =4.49， p <0.00より有窓iこ高かったが，

と帯主戦jの践の有窓去をは認められなかった。

(3) 学年比較

ヨ)脅威jの関子は〔題8参照)， 3クール自

の時だけ， 3期生の方が4期生よりも， t =3.88， 

p <0.01で有意iこ高かった。② f挑戦j の菌子は

(図7参照)， 3鶏主主の方が4嫁主主よりも， 1クー

ル自(t出 3.29，pく0.01)と 5クー lレ尽(t 

3.92， pく0.01)の持に有議に高かった。しかし

3クール13!こは学年による有;議設は認めちれなかっ

た。③「有答jの諒子は(関8参照)， 3クー )V

gの終だけ 3綴主主の方が 4J羽生よりも

4.57， pく0.01で有意に潟いことが篠認された。

王手 2.1 

均1.8

緩1.5

1.2 

0.9 

0.6 

0.3 

O 

-3綴生 守 4鶏主主

1クーノレ13 3クーjレ包 5クーJレ自

図6 脅威jの実習金嫁における変化

王手 1.8 

均1.5

鑓1.2

0.9 

0.6 

0.3 

0 

3期生 _. 4期生

1クーJレ13 3ク…jレ自 5クーJレ自

~7 [""挑戦jの実務会期における変化
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臨床実習におけるストレス感情の綬時的変化の検討
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図8 r有答」の実習会期における変化

V 考察

鹿大波 CSQを成人看護学実習のさ長期にわたって実

絡した結果を，仮説1， 2!こ従い“病棟実習"と“実

習会期"という 2つの観点から捉え検討してみた。

1.病棟実若手の経過におけるストレス感情(脅威・挑

戦・有害)の変化

仮説 lでは，病棟実習の緩過において f脅威・羽織J

の感情の高さが，一定期間持続することを予測してい

た。しかし今沼の調査では， r脅威・挑戦jの感情は

l週日の木曜日lこは有意に減少しており，一定期間高

い状態が持続したかどうかは，確認されなかった。調

資をさらに短い期間で実施してみれば，あるいは「脅

威・挑戦jの感情の高さが持続していることが明らか

にされるかもしれないが，少なくとも「脅威jの感情

についてはその後の減少の仕方からみて，実習初日か

ら毎B徐々に減少していたように見える。

また「脅威・挑戦jの感情は， これらが共に予期的

状態で高まる感情で，結果に対する手掛かりを樗定的

か否定的かのどちらかに受け止めているという迷いだ

けで，減少のパターンは類似しているのではないかと

予測していた。しかし今回の総菜からは，予期的段階

である実習初日は確かに共に高いが選自の木暖a
.0‘後の減少パターンは異なっていることが切らかとなっ

た。これを学年比較してみても(図2・3参照)，程

度に差がみられるが学年でもほぼ共通した減少パター

ンを示していた。したがって試験場面と奨なり病棟実

習の経過の中では， r脅威・挑戦Jの感情はその性質

によって異なった変化の仕方をするのではないかと考

えられる。

「脅威・挑戦」の感情の減少パターンの差異は向か

ら生じるのだろうか。その 1っとして，臨床実習の課

題が毎日対処し続けねばならない性質のものであるこ

とから生じていることが考えられる。 r脅威Jの感情

は，課題に対する日々のコーピング努力によって確実

に患者を援助する自信を獲得し，そのことによって否

定的な未来を予泌する手掛かりが少なくなり， JI摂次減

少してくることが予測される。実際EB~密{也13)の調査で

は，病棟実習の初日においては[知識や経験が不足し

ているために，部途いを起こすのではないかと怖くな

る〕や{自分のした間違いから，患者の状態が悪くな

るのではないかと怖い〕等の否定的未来を予測するよ

うな質賭項目の得点が高く，これらの得点は 1週自の

木稜日には有意に減少していたことを報告している。

こうしたことから箆床実習に対する「脅威lの感情は，

実習綬験を重ねる過程で徐々に減少する性質のもので

あると言えるだろう。

一方「挑戦」の感情における結果は，実習初Bに比

べて 1週間自の木媛臼iこは減少しているが，その後は

一定のレベルを維持しながら経過しており， 3週包の

*1稼臼の時点では有慈愛はないが「脅威jの感情の得

点よりも高い依であった。このことから毎日の課題に

対して常にある程度の意欲や期待を持ちながら実習し

ているとも受け取れる。また更に臨床実習のような諜

題が複雑で日々新たな課題に護簡するような過程の中

では，その実践能力が高まり学生が自分の能力に自信

を持つことが出米れば，新たな課題に対して肯定的な

未来を期待し， r挑戦」の感情が高まる可能性も考え

られる。しかし今自の結楽では， r挑戦」の感情が一

定レベル維持されていたとはいえその平均値はそれ稜

高くなく，実習経過によって有意に上昇していくこと

が明らかにされなかった。この結果は，我々に僚かで

あっても存在する学生の「挑戦Jの感情を認め，それ

を育てていく指導が求められていることを示すものか

もしれない。態床実習に対する感情については，過剰

な不安が学留を妨害するという見方からHL不安等の

否定的感情については多くの調査がなされている。し

かし実習指導の仕方やその効巣を検討する時，こうし

た自信・希望・期待等を含む「挑戦」の感情について

も多くの関心が寄せられる必要があり，この感情を強

化していけるような指導のあり方や実習環境の調整が

翠まれるのではないだろうか。

「有害jの感情は病棟での実習経過の中では，予期

的段階から終了するまでほとんど変動がなかったが，
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議床実習におけるストレス感情の綬終的変化の検討

この傾向は実務会期においてもみられた。そこで笑習

会期における検討の部分で考察したい。

2.実習会期におけるストレス感情(管威・挑戦・有

害)の経時的変化

1) r脅威Jr挑戦jの惑情について

仮説2では，実習会綴においてもその前綴では，あ

る程度 f脅威・挑戦jの感情は高いまま経過すること

を予測していたが，この点についても 2クール図を調

査していないために今留は確認出来なかった。また

「脅威・挑戦Jの感情は，篠かに前惑は高く後期は低

かったが，その減少の速度は予測していたより浮かった。

f脅威jの感情については，病核実潔の経過におけ

る変化と向じように臼々の実践のやで徐々に減少して

いく性質のものであるとすれば 2クール自でも減少

していたことが考えられる。成人看護学笑習を開始し

たlクール包での受持ち患者を援助する体験は，学生

にとっては特殊なものであるが 2クール自になると

lクール践と比較出来るようになり，援助における共

通伎と特殊殺が徐々に理解され，共通なきち分について

は1クール8で学資したコーどングが効率良く実行さ

れる。こうして 3クール自では，コーピングは更に効

率良く5走行されるようになり， コーピングスタイルが

学苦手されるのではないかと考えられる。

しかし f脅威jの感情の減少に伴って学生の実践能

力lこ対する自信も高まり，新たな課題lこ対して脅定的

未来を期待し挑戦的lこ絞り組む (f挑戦jの感情の高

まり)というような結果は今回は示されなかった。 La-

zarusめは“遊応的結5奈は 3つの総額，すなわち

能的側笛，②士気，③身体的縫療の側留で捉えられる"

としているが，今回の結果を 2~毒自の士気という側箇

から捉えると，疑簡の主主じる結5誌であると言える。福

“実習開始後夏休みまでの学生の対人関係姿

勢は看護嫁の基本的姿勢にふさわしい人間らしさを感

じさせるものであるが，これが夏休み以後は自己自身

とは無関係に対象を客銭的lこ分析しようとする綴えに

変化しており，この変化は不安から自己を守るための

自己防衛機制から伎じている"と指摘している。この

紡衛機斜については Lazarus& Folkman 4)24)は，
“務衝はその多くが脅威的な刺激を然答とみなす再評

価一紡衛的再評綴ーの彩で用いられる。防衛的再評価

は，感情中心濯のコーピングのカテゴワーに入れられ

る"と述べている。今留の「挑戦j と「脅威jの感情

の変化の仕方の結果を，こうした緩点、からみると，コー

ピングスタイルの学習の佼方が感情中心援であったた

めに， r脅威jの感情は減少したが，その代わりに患

者との人部約な関わりも阻害され，患者と共iこ姦んだ

り悲しんだりしながら学ぶ充実感を感じることが出来

ず，タi戦jの感情も高まらなかったのではないかと

いう捻測も成り立つO こうした従え方は実習指導そ行

う我々にとってはかなり悲観的なものであるが，長j努

iこ及ぶ学習においては十分考えられることである。せっ

かくの臨床実智が，こうした看護婦にとって非常に議

妥な対人総係姿勢を績なう機会にならないように，学

生をサポートしていく必姿があると考える。

2)有害の感情について

「手H答jの感情は，病棟での綬過(図 l参照、)と

笑習会鶏の経過(留5参照、)の両方の捉え方において

も，予期的段階から実智が終了するまで大きな変動は

みられず， ここでも仮設し 2と奨なる総菜であった。

「有害jの感情iこ関する号室部項1"11ま， [緩立たし

い] [むなしい] [うんざりだ] [がっかりしてい

る]という項包で，いずれも災習を拒絶しているニ品

アンスを持つ項目である。 Folkman& Lazarus5Jは

“有答の感情は，基本的には結果がわかった後lこ，そ

の結果iこ対して否定的評{磁をした持生じる感情である"

と述べており， r務威・挑戦jの惑情が未来の手掛か

り (cue)1:ごげで主主じるのとは災なり， の惑

いた体験iこ基づいて生じるものである

と考えられている。したがって実智の予期的段階で

f有答jの感情が生じるのは，それ迄の態床笑習で傷

ついた体験をしたことのある学生ではないかというこ

とがまず考えられる。こうした学生以外にも質鵠項目

のニュアンスから者護婦になることに疑問を抱いてい

る学生等も考えられる。実習初日以後の f有害jの項

目における平均{践の依さ (0.41 -0.71)や平均値の

変動のなさかも考えて，こうしたごく一部に限定され

た学生だけが下手正答jの項自に一定レベルの反応をし，

大部分の学生は“会然違う (0点、) "と~えていたの

ではないかとも推測される。とすると慶大絞CSQに

おける f有議jの感穣は状況の変化の影響を受けにく

い性質のもので，その得点制限人のE毒性だけを反映す

るものかもしれないとの見方も出来る。

しかし存者擦実習(関4参照、)と災潔全期(閣8参買事与

における有害の惑情の変化の{土方を学年比較してみる
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と，病棟においては 1j畿自の木曜日，実沼会期におい

ては 3 クール尽に，手'î~な学年三去がみられ変動が認め

られた。これを更に質問項目でみてみると〈表1参照)

31努主主は有害の項尽のヰlで{むなしい]という項目

だけが3クールEHこ有意に上昇していた。したがって

「待客jの感情は全く状況によって変化しないという

訳ではなく，これらの夜回も実潔経過のなかでの学生

の感情の変化の仕方を示す役割は果たしているものと

考える。ただ「有害jの項沼の有意な変動が，一部の

学生の影響だけ(いつもより高く答えた)なのか，あ

るいはその他の学生も[むなしい]等の議自に高く答

えたかは，今回は検討を行っていないので何ともいえ

ない。しかしいずれにしても， r脊害」の項目の高い

学生については，実習の中での個人的アプローチが特

に必要となってくるであろう。

3. r脅威・挑戦・有害Jの感情の経詩的変化の学年

比較

実習会期の経過の中でまず「脅威」の感情の減少の

仕方を学年比較してみると(国5参照)， 41弱伎の11

が3J弱生よりも迷やかに減少している。これを質問項

段の得点の減少の仕方でみてみても(表 1参照)， 3 

;羽生は 3クール乱 5クール日と徐々に減少している

質問羽目が多かったのに対し， 4 J羽生はそのほとんど

の質時項自の得点が 3クール自で減少していたo

Folkman拐 l丸 “一次的評価が有議，脅威，挑戦の

いずれになるかは，一連の人的器子や状況的因子の線

対的喜己資によって-決められる。"と述べており， こう

したことの総和として出てくる学年差が何によって生

じるかを早計に判断することは出来ない。しかし模擬

態容を用いた学内演習を 4級生は実君主直前iこ体験し

ており， これが実習に対する脅威を速やかに減少させ

た一国にはなっていたかもしれない。

「脅威・挑戦・有害jのストレス感情の実潔会期に

おける変化の仕方を学年比較した場合(関6・7・8

参郊ふその変化のパターンが学年によって大きく異

なっているが，病棟実習の結&でみた場合(関2・3・

4参照)には， このパターンは比較的類似しているか

のようにみえる。したがって学年あるいは個人的な特

性は，長鶏的な変化のctlこ表れやすいのかもしれない。

中筏等却は“適応的結泉は，短期の結果と長期の結果

を荷方みることが必妥であるとされる"と述べている

が，臨床実習に対するストレス感情についても向じこ

とが設えるのではないかと考えられる。

4.研究の意義と限界

ストレス感情(脅威・挑戦・有害)の変化の仕方を，

仮説に従って病棟実習と実習全期の 2つの観点で検討

してみた。その結果，各ストレス感情は実習経過に伴っ

て独自の変化の仕方号をしていることが示された。しか

し「脅威」と「挑戦jの感情の変化の仕方については

一見独自に変化しているようではあるが，学生のコー

ピングのうち感情中心裂のスタイルの影響を媒介とし

て，相互に関係しあっている可能性もうかがわれた。

つまり実習に対する強い「脅威jの感情を，感情中心

型コーピングで処潔するスタイルを獲得することによっ

て， r挑戦jの惑情まで低下するのではないかという

可能性であるが，今思はコーピングスタイルの調査を

していないので判断はできない。しかし臨床実習をよ

り教育的なものにするには，指導者が学生のストレス

感情iこも着目し， r努威Jと「挑戦Jの南方の感情状

態を約篠に捉えながらアプローチする必姿があること

を確認できたのではないかと考える。

今後はストレス感情とコーピングスタイル，あるい

は性捻特性などとの関係も検討しながら，臨床実習指

導のあり方の検討を続けていきたい。

VI まとめ

PaganaのTheClinical Stress Questionnair邑

(以下 CSQ)を募に作成した鹿大版CSQを，成人看

護学実習の会期(1病棟3週間の計7クール)Iこ定期

約(1・ 3・5クール自に実湾初日と各i患の木礎自の

計4田)Iこ実施し，ストレス感情(脅威・挑戦・有害)

の経時的変化を検討した。

鹿大版CSQの顕子分析では， r脅威J r挑戦」

「有害」の 3民子が機認されたので，それらの因子の

経時的変化について検討した結果，以下のことがわかっ

fこ。

1.病棟での5経営綬過において， r脅威J，ま，実潔初

Eヨが最もおく，その後順次減少していた。 r挑戦」
は，実潔初日がおく lj摩町村以後変化しなかった。

2.実習会期において「脅威j と f挑戦」は 3クー

ル自には有意に減少していた。 r脊答J，ま，どの時

期においても変化しなかった。

3. r脅威Jr挑戦Jr有害jの学年比較においては，

いずれの国子にも有意な学年差がみられた。今後は，
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「挑戦j の感情と f実銭能力につ

いての学生の自己評価J， rコーピングスタイ JvJ， 

「性絡特性jなどの関係にもElを向けながら，スト

レス感情の緩時的な変化;こ関する議室まを続けたい。

ヒエ.
R 

本研究の目的は， Paganaの臨床実習用ストレス質問紙〈以下 C8Q)の臼本誌による改訂版である

露大絞C8Qを用いて，学生の臨床実習に対する脅威・挑戦・有害に関するストレスの感僚の変化を検

討することであった。

慶大絞 C8Qは，ストレス感情(脅威，挑戦，有答)を測定する17の質問項自によって議成され，各

項Elに 5段階評定尺度で答えるように作成されている。

対象の看護学生は絡線 3i議開，計7砲のローテーションで成人看護学実努を行なったが， C8Q 

iまローテーションの 1・3・5番践の実習時郊において，各実習初日と各i患の*霊翌日の 4回，計12閤こ

れを 2年間にわたって笑施された。

ヌドC8Qの関子分析では， r鍔威Jr挑戦Jr有害jの3つの調子が確認された。病棟実務の経過で

見ると，脅威jの平均{蔭は，実習初日が設もおくその後頗次減少していた。また f挑戦J，ま，笑習初

日が高く 1i還問木から 3i騒呂*~まで変化しなかった。さらに f有警{ま，会ての議去をの段務でほく変化

していなかった。実習会期の経過でえると， r脅威.挑戦jの平均{邸主 1議自のローテーションの

時が設も高く，その後は減少したまま変化しなかった。 r手H察jはローテーションの間変化しなかった。

Abstract 

The purpose of this study w註sto examine the ch呂ngingprocess of students' appraisal 

of stress d uring their clinical tr註iningas threatening， challenging， or harmful. ¥布告

used a revised edition of the Pagana' s Clinical 8t四 ssQu告stionnaire(C8Q)， which can 

be appli吋 toJapanes告 nursingstudents. This revised edition was designed to measure 

cha11enging， threatening and harmful emotions. The inventory consists of 17 items 

and ev告ryit邑m has a 5 -point rating scale. 

The subjects of nursing students wer巴 rotated in seven wards evεry thr忠告 weeks 且ndth邑

mv邑stigationswere carried out on the first day and芭veryThursday of the first， third 

and fifth cycles of th邑irrotations. 

Results were as fo11ow芭d‘ Factoranalysis confirmed thre母 factors.Each factor was 

named th巴 emotionof threat (Factor 1)， challenge (Factor 2)， and harm CFactor 3)‘ 

Concerning changes in scores during one rotation cycle， th色 scoreof Factor 1 was 

the highest on the first day and gradually decreased in later， and Factor 2 was the 

high邑ston th邑 firstday註nddecreased significantly in the n忠xtinv忠stigationCThursday 

of the first week) and didn' t change later， and Factor 3 was low and didn' t change 

in a1l investigation. On the other hand. concerning chang芭sin scores among cycles， 

the scores of Factor 1 and Factor 2 were highest at the first cycle品nddecreas告dlater， 

and the score of Factor 3 didn' t change during changes of cycles. 
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感染率低下の効果的卒洗いには

手揺用殺欝消毒予告

総長支:グルコン滋クロjレヘキシジン45宅(W/V)

@すぐれた捺欝効果を発揮します二

命持続効果にすぐれ、長時開作用し続けます二

@血液、体液などの奪三警警が少ない消毒揮です二

感
染
率
的

院内感染率を4%グルコン霊童クロ;"ヘキジンと
アルコール製潟/石畿で比較したところ、
4%グルコン援クロルヘキジン務で低い傾向が認められました。

d帯、

護署長完内長率幾多芝生委主

4予言?ねんヘキシンン霊草 アJレコーん<1三量義務

(対象護霊童)1.352入 {主主雲妻、各委主i1.382人

⑮MRSAヘの有効性が評{罷蕗されています衣二 <<~試式震滋章方i法去 >>1ω宮総88{寺年引!ド幻令マ引7行II出3幻11ト-1制9綴89的f有iζ.2 1l 281汀i まで、 7ア，イけオ一ヴ大たνれ守J

3力P所託3の)1κclじJ(y外Fヰ十付干終;、i内y勾f将干科;、j鰯弱f凝禁器滋;手科Ii0の〕ス ヲ ゾフの F子沈完先仁υLい、で
trial を '~nちし、Jf:f# されていた1.894人の慾

71l '1' 、外料ICじでは4% ダ)~コン骨量ケロ}~ヘ
キシジンを佼!日、内科ICU、総環滋科ICじでは60%1 ソブロピルア)~コ

歓喜芝:ときに発慈雲亭のi墨露主主主紋があらわれることがあるので、この …)~ (! 11こはえる汚れがある滋今;こは行会議を併I!l; をN!iIlし、吹けは
ような祭主主があらわれたときには後潤を中止することペ t患のヴ口 t.;litミ;こもう や々 の;izjg草剤をf'主!討した 忽完治'ICU人段後7211寺IIIW、上

総選きして ~L~;~~ と uどめられたI話会を校内経~~と定美し、続Iji~ð'~~i~l 二 H
する 2浄!の 'llJ~ を tt幸交した

その他のli'Xl夏い上の，主主撃さ事についてiま

主裏付文書蓄をご霊安告書くださいr

Bradley ~， !)(){'bbelingぞtal:Th(・;':PWEngland Juu111al of M吋icinl~. 327(2)，科ιY3.

発言霊?と

督率3脅欝議機謀議控
干541大緩命令灸12:今橋2T135i蓄S号

事墨怒号室元

住友製薬株式会社
〒541式寂市中失2至近霊懲箆J2T芭2番S琴



議
'
事

者
間
る

と
予
い

識
病
て

知
疾
れ

学
'
さ

陸
帯
問
題

③
教
出

た
康
に

け
縫
験

劫
'
試

を
く
家

解
な
田

畑
M
m
v

入
の
る

り
療
き

取
治
で

く
の
応

多
病
対

を
疾
に

表
'
療

図
い
陸

母
罷
括

'
を
匂

た

J
た

し
か
め

く
何
合

し
は
も

さ
と
等

や
護
ア

'
看
ケ

d
h
P
2
5
6
E
レ

間
的
'
ナ

簡
た
ミ

は
け
一

高
卒
付
タ
・

文
連
'
だ

色
'
関
ン
ん

特
が
に
ヨ
込

の
だ
的
シ
り

ズ
容
機
一
盛

一
内
有
テ
を

り
の
を
リ
容

シ
度
と
ど
内

本
高
為
ハ

。
①
行
リ
項

議制虞 JJ r嘩臨 床看
。態床の現場ですぐ役立つように，キャリア豊かなナースの経験に基づき，ノウハウをわかりやすくまとめた.

こんな時どう搭えるか看護実践コミュニケーション
産業医科大学医療技術短期大学助教授 JII本利恵子 編集

85 単~ 140貰 2，300丹
Q&A形式を用い，コミュニケーション理論及び技法を系統的に述べた.

臨小児の対症看護 熊謀議長欝お禁鵠需酔久翼手議集
85 学~ 160頁 2，900丹

小児に臼常きわめて多く見られる症状を選び，小児看護に必要な最小限の知識を整理し編集.子供

の成長発達の過程における，小児の特徴・小児看護の特殊性を考えた実践に役立つ書である.

一老人への看護 器禁探2222支持詰器塁手編集
一介護の専門家から家族まで 85判 160頁 2，900丹

「老人jの理解，老人看護の計図・実践・評価，老人患者への接し方を具体的にわかりやすく述べ

た.日常のケアについても，役立つ内容となった.

桜綴底上板綴{采縫綴談所 牧野
紋橋区役所衛生部公衆衛生事長 青山

85学IJ 110 糞 2，000円

在宅ケアを，ホームヘルプ，ショートステイ，デイサーどス，訪関看護，機能訓練，描社機器，

住宅改造の七本柱から考え執築した

看護過程一疾患別成人纏:外科系

在 宅ケア
一地域でのトータルケアー

編集

新潟祭立看護短期大学教授加藤光宝 議集

85 事~ 240頁 3，800円

本書は，臨床の場で活用できるよう，わかりやすい文章と陣表を多く用い，看護学生，ナースの

初心者に対し，経験豊富な看護締の知識・技術・態度に近づけることを目的に編集したユニーク
な書.

盤ナーシングヘJ!Iスケアー神経難病
間立医噛短棚大学教授瀬戸 正予
言潟大事医芸部効教授照本幸市編集

85事IJ 240頁 3，800円

総論は神経難病の離念，ナースの役都，神経難病の主な症状，検主主， リハピリテーションを取り

上げ，各論は疾患の概念と看護を主に編集.

人工呼吸器装着患者の看護 山口大学記長学部l府主義務続務護部長 路橋 敬子 編集

85半Ij 120頁 2，300円

呼吸とそれに関連する病態生理等については，基礎知識として最小限にとどめ，主として，人工

呼吸器が装着される時点から，使用中，離脱にいたるまでの日常ケアを中心に，その看護上のポ

イントを述べた.

。消費税 3%が加算されます.
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一般演題内容・質疑応答

診 7月31B 礎

第34若手 看護管理V

漆長東京都立医療技術短期大学青木様子

151)看護技術における日常生活行為の必婆性に腐す

る検討

京都大学医学部附属病院 O炎、潔千春

千葉大学看護学部看護実践研究指導センター

土E義 尚義・会#・和子

社会の変化は日常の生活方法にも影響を与えている。

このことは看護技術でも例外ではない。看護の主要な

部分はJ患者の臼常生活を整えることが占めており，看

護を行うよで町常生活行為の出来・不出来は避けて通

れないことである。近年，新人看護婦の日常生汚行為

のレベルの低下lこは幸子しいものがある。しかし，呆れ

と驚さだけで済まされないものがあり，実態をtCJ怒し

もし必要ならば，今後の学生及び新人の教育内容に総

み込むことの必要性を考路、すべき時期と考える。

そこで今回，看護技術に比較的関速を手ぎすると思わ

れる各穣日'ft吉生活行為に隠し，新人と指導的立場の務

護婦を対象に議室長を試み 2・3の検討を行ったので報

告する。

〔対象および方法〕

K大学病院の病擦に，平成4年4月;こ採舟された事長

人看護婦48名と，各病棟の指導的3工場の看護婦88名

(婦長17名・郎総長20名・りーダー18名・プワセプター

26名・看護婦7名)を対象に，日常生活行為に関する

習熟度および必姿投iこ関するアンケート調査を行った。

習熟度に関して新人には自己評価を，指導者iこは新人

への詳細を依頼した。

(成績及び結論)

習熟度の評価に関して，新人の自己詳{町立高く，指

導者は厳しくなっていた。

必要性の認識では，新人と指導者では，全項目総計

で指導者の方が高かった。

苦手熟度の評価に関して，指導者間では，年齢・役職

でいくらかの差を認めた。 45議以上・総長は他と上とし

て厳しい結巣であった。

習熟度の“できる"を指導者・業rr人の頻度55IJで比べ

ると指導者は三段階に分かれるが，新人はほとんどの

項自が高い佼援を示していた。

必姿{設の認識の綴皮55IJでは両者ともにほとんどが90

%以上と高くなっていた。しかし，新人では70%以下

の項自も5sられた。この低い項目の一部は，指導者と

も共通していた。

苦手熟度及び必要性で両者の評価と認識が有為に途う

項目は，習熟度ではあ7}除や礼儀の項目であり，必要性

では食纂や清潔の項目であった。

質疑応答

褒路加看護大学小山真潔子:テーマは看護技術にお

げる臼常生活行為の必姿性であるが，発表された姿

索は fワンゴの皮むきjや了炊事j 子洗濯jなどの

看護婦個人の行動である。者護学では多くの技術を

修得しなければならない今日であるが，発表された

姿索と，表護技術の結びつきがよくわからない。今

後，その点についてなぜ，必要なのかという科学的

とり刻みをして欲しL、
赤~:指摘された点は今後の研究の課題であると思う。

152)新人看護婦の看護技術修得に関する検討

日本医科大学付潟多摩永山病説 。久保EB!家子
千葉火学宥護学部署~ffi隻実践研究指導センター

土屋尚義・金弁和子

〔はじめに〕

本調査は，当競lこ就殺した新人看護婦が就職3ヶ月

後に看護技衡をどの程度修得しているか，さらに 6

ヶ月後にそれらの技術の修得状況がどのように変化し

たかを知ることを目的とした。また，看護技術修得度

と仕事満足度との関連についても検討を加えた。

(対象ならびに方法〕

対象‘王手成4年度就磯した新人看護婦53名(手術室，

周遊君臨病棟，外来は除外した)

方法:1)当続で作成した看護技術チェックザスト

(74項目)により，平成5年6月および10刃lこ看護技

術の自己評悩をした(これ{まし、ずれもプリセプターが

点検している)。評価方法は一人でできる (3点)，十

分ではないが一人でできる (2点、)，補助があればで

きるけ点)，できない(含未経験)(0点)とした。

2)仕事満足度の調変は，都老人税の前倒らにより開

発された次元別仕事満足度 (Job Description 
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一一段演題内容・質疑応答

lndex)に 1項8加えたものを使用した。その内容は，

f仕事内容J12項E¥，上jiJJ11項E¥， r間後j 百項E¥，

f事会科 4議E¥， r勤務時街・体制 4項E¥の 5次元40

環践とした。期間は平成 4 年11月lOB~l1月 17 日。

〈総菜3

1) 6月の看護技術評綴得点の平均は136.40ごと24.51

(満点222点〉で， 10月では168.11こと16.62でそれらの

相関はR=0.617である。

2) 6月の終点で者護技術評鏑得点が高く，かっ分散

が小さいものは?ベッドメーキング rアンプル

(20m!)から注射器に吸い上げる点滴中の管注，

三万活栓を用いて薬液注入j等である。逆;こ得点が{廷

しかっ分散が大きいものは IIPPBの準鍛と指導・

と介助jなどである。

3)病綴l.lIJの宥護技術評鏑得点は， 6月の時点ではば

らつきがみられたが10月では全体的に得点は上昇し，

かっ平均化している。

4)次元l.lIH士事満足度は，間後，上司，仕事

内容jの綴;こ高く，逆に?給料勤務時間・体制j

では低い。

5)仕事満足度と10月の看護技術評総得点、の関係は，

高得点若手，中得点群，低得点群ともにあきらかな招途

はみられなかったc

153)手街室新人教育プログラム試薬の作成

…手街穫後介助経験を中心に一

大阪大学医学部総務病絞 O清水紀美子

+-被十晩餐毅投叡妥議官霊主将窓生包滋センター

鵜 沢 磁 子

はじめに

さ当手術部では篠接介助修得のためのスケジュールと

して，新人看護婦配属から心綴手術の蔭接介助を経験

するまでの約 1年 3ヶ月間の新人教育スケジュールは

あるが，それは伝統的経験に基づいたもので，明文化

したものがないのが現状である。そこで，過去に新人

弱護婦が痘接介助を{修得していった過程を分析し，手

続家新人教育プログラムの試言葉を作成した。

l 議去を方法

1987年から1989年;こ手術童話記爆となった新人看護婦

のうち 3年B、上手術部勤務者子した者8名を対象とし

た。謁至宝期間比各新人が記属されてからの 3年間と

した。謂資内容は，新人が政援介助した手衡の種類，

経験数，および経験時郊である。そして，対象者8名

のうち函接可能な 4名;こ，言語援による評価を行ったo

a 結果および考察

1.今関手術分類項E¥を作成し，商援による言手紙と

あわせて経験的な従来の新人教育スケジュールの妥当

学生時代の経験の有 径を詳総分析した。その結果，経験的な従来の新人数

無にも多少は友Zまされるが，日常多く使われる技術，

必妥とされる技術の修得が早い，そのことをふまえ新

していくことが必姿である。また，

看護技術の修得度の高さと{土芸評満足度とは必ずしも一

致するものではないことがわかった。

質疑応答

康長:評{随時点を 6Flと10月iこ設定した翌華街はなにか，

就業政後或いは新人オリエンテーションまたは新人

研修直後とせず8月とした主主由と， lOFlとした潔白

についてききたい。

久保E!.l:卒業後にどの設度技術を修得しているのかさ

らに半年後は，どの緩度になっているのかめやすと

するため。

座長:6月の終点で 1人でできるチェックの少なかっ

た人は101こものびが少なかったという人の背景に特

徴的なことはなかったか。

久保邸:今簡は特に追求していません。

資スケジューJv(ままぼ妥当なものであったが，一一部

修正可能と判断した。

2.新人教育プログラム試案では 4つの大きなー

綾教育E¥壌をあげ，新人数脊綴閣である 3年間を 2ヶ

月間の 4綴にわけた。そして，童話援による言李総より，

代表指擦手術経験の持期を努稔手術祭駿では百ヶ月恩

人工間接手術経験では12ヶ月間と従来のスケジュール

より王手くした。次に，各期終了までに必要な先行条件

手術経験数を提示した。これは，各新人の先行条件手

術緩験数の平均綴を主義ヌドとしたものである。

各競l.lIJ必要先行条件手術経験数は，下認の返りであ

る。

u努終了までは，主義ヌ転手術45件，徴絡手術36f'牛， 欝

霊長衡7f牛，整形，j、手術2{牛，脊機手術 1件。 2期終了

までは，基本手術68件，数綴手術57{牛，関頭衡15flt，

議室形小手術10件， 幸子推手術5f牛， 人工隣室若手術4f牛，

i血管手術5件，人工心総使F活字筏7件。 3J綴終了まで

は，議ヱド手術87{牛，徴紛手術70f牛，関議総201牛，慈彩
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一般演題内容・質疑応答

小手術141'牛，脊縫手術9件，人工関節手術8件，節i管 必要があると考える。

手術H牛，人工心j防使用手術16件。 4期終了までは 2. レポートに表れている先援の影響の有無では「彩

基本手術109件，微細手術86件，街頭術26件，繋形小 響なしjが逃半数をδめていた。 r直接約影響」を受

手術19件，脊機手術14件，人工関節手術13件，鼠管手 けた者はチームナーシングと部E差別受け持ち制iこはO

術1O{牛，人工心腕使用手術26件である。 であった。教育プログラムの有無による差は見られな

質疑応答

路長:手術直接介助経験を中心にということであるが

大阪大学医学部附属病践の年間手術数はどのくらい

か。

清水.年間5000{1lJの手術件数がある。

154)院内新人審議婦教育の検討

ーレポートの分析を過してー

北海道大学医学部附属病院 O佐藤ひとみ

千葉大学看護学部附局審議案践研究指導センター

鵜沢鶴子

当院では，就戦後 6~7 ヶ月の段階で f一年目研修J

を実施し，新人看護絡の問題解決!こ役立てている。今

関， この研修lこ各自が持参するレポートの分析からそ

の実態を調査したので報告する。

{方法〕

昭和63年度~王手足立4年度までの「一年目研修jに各

自が持参した「私の心に残っている看護，気になって

いる看護場面Jそテー?とするレポート 161部を分析

検討した。

{結果と考察]

1. レポートを書くにあたっての動機となったできご

とでは，多いi般に「患者の変化J 仁患者からの矩否J

「無事宥護できたj等11項目に分類できた。 r無実存看
護できたjは教育フ。ログラムなし群に多く， r先輩の

姿をみてjは教育プログラム 3ヶ月以降の苦手で多かっ

た。動機となった感情では「失敗感jが過半数を占め

ていた。 r感動jは官官獲J.jIJ受け持ち斜で圧倒的に多く，

かった。

3. レポートを書く動機になった感情とできごととの

関係、では， r拒否されたJrミスをした」は「失敗感j

を持った群に多く仁感謝されたJ r関病姿を見てj

「無事看護できたjは「達成感」等の群に多かった。

動機となった感情と先輩の影響の有無との関係では，

f達成感」等の感情群では「間接的影響j を受けた者

が多く， r直接的影響jを受けた者が少なかった。ま

た， r失敗感jを持つ群では「直接的影響Jと f影響

なしjが多かった。以上のことから，新人看護婦は患

者に感謝されたり無事務護できた待や患者の懸命な闘

病姿を見て励みとし，拒否されたりミスをした時に悩

んでいることが明らかになった。また先輩の言動を見

て多くを学び f達成感jや「感動jを得るが， r失敗

感j若手ーでは助言の方法を考える必要性が示唆された。

質疑応答

鍵和会総床看護学研究所 JlI島みどり:新人のレポー

トを書く動機の失敗感という用語はマイナスイメー

ジととらえたのか。

失敗f惑の認識は反省のスタートとして成長のステッ

プとなるものであると恕う。

佐藤・レポートに表現されている言葉から f失敗感j

群として分類した。失敗感と表環していても，結果

的に学びとなっている事例も多く， r失敗感jをマ

イナスとは考えていません。しかし，今関は「失敗

感jを，マイナスの内容と，プラスに転じた内容と

して分類して分析してはいません。

「主主成感」は受け持ち主体のチームナーシングが多かっ 155)審議矯の熟逮要因の検討

fこ。教脊プログラムの有無別では「透成感jを持った 千葉県立衛生短期大学

者がなし群iこ多かった。以上のことから，何らかの形 O茂野香おる・ 2主総 和子

で受け持ち苦手}を取り入れることが新人看護婦の「達成 千葉大学看護学部者A議案践研究指導センター

!議jや f感動j等の励みとなる気持ちの場強につなが 土屋尚義

ると考えられる。また教育プログラムがあることによ 看護婦の職業能力の熟達に関連する妥国をより明ら

る効薬は読み取れなかったが，教育活動を永続的に発 かにするため，熟達状況の評点化を行い検討した。特

燥させていくためには，教育プログラムを成文化する に，間一地区の性絡を奨にする 2施設について詳細な
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上ヒ絞検討を行った。

<対象及び方法>

公的病院4施設の養護婦，計1136名。施設の内訳は

赤十字病践2施設， (以下Tj涛続および災病院)， ~立

医科大学的認病続(以下K病錠)，器保S病践(以下

S続続)である。調査期間は1991年 8~9 月である。

貿関内容は， r知識J， r技術j，f人間関係・チームワー

に影響することを待機認した。 Kj湾設の35:tHJ二の経

験者のみ例外だったが，前述のように，この施設では

他;こ熟透度を高める婆索があるからだと考える。

質疑応答

千葉県立衛生短大 ZZ駿出紀子:震関紙の作成にあたっ

ての方法等について教えて頂きたい。

クJ，1;意欲・自己実現jの4つの綴域にわたる50の項 経長:Kl実践と どうかむ

13で，それぞれ「はいjを十 l点， rいいえj を 1

点，わからないjをO点として評点化し，高得点芸ぎ

をより熟透している者として検討した。

<結楽および考察>

4施設の平均総得点は8.3こと13.4で全体として否定

回答が多く，低{庭であったが，特にT病院で低僚を示

した。知識領域が特iこ{出産で，どの施設とも平均得点

はマイナスであった。年齢の議成を見ると施設により

ま査があり， 30才米;誌の占める割合は， K病院が殺も多

く， T病院が最も少なかった。総得点、10点以上の割合

は， トミ寄持続 K病読の瀬に多く， T病院が設も少なく，

T病院と K病院では対象約な結楽だった。これを詳細

に分析した。

す病院では， 30-34才まで徐々に低下，その後なだ

らかに上昇し， 40~45才で初めて施設平均を越す。

方， K務践では開じ30-34:tで急増し，若年層で潟得

茂野:舎質問50項践の作成はPHP研究所小林の ii3

分の能力を開発するヌド 1こ他の毅穫についての開発

方法が記述しであったものそ我々が者護婦沼にアレ

ンジした。それに加え，臨床の総長が挙げる f良い

看護 媛 怒 い 務 護 婦jを卒IJ衝する項13を迫力5整壊

して， 50項とした。

会今践，定着禁容は出していない。

156)毒審議矯の卒後3年間の成姦過号室

ケースレポートの分析から

千葉大学医学部総属病説 。加賀 淳子

千葉大学看護学部看護実践研究指導センター

鵜 沢 陽 子

はじめに

E当読における説内教育計画は， r j隠}JIJの務護ケアが

主体的にできるj という最終到達臼擦を卒後3年臼に

点になる。上昇のカーブは念、である。綴域別得点につ おいて，種々 れている。その中でも綴

札毎年その成采はケーいても間様の方法で検討した。 T病院では， 30~34才

られたo K病践では特 スレポートにまとめられている。今回，このレポート

に意欲の上昇のカーブが5急激で‘，総得点と問じ傾向そ の分析から 3年間の成長過稜を知ると同時に，今後の

示した。熟途皮は主意欲領域の得点ときを援な関速がある 指導の方向性を見い出したいと考えたc

ものと思われる。 T病院の得点の伶び悩みの原留を探 方法

ると，伝統があり 卒後初年までは

役殺につかないこと，看護体制もチームナーシングで

慾者への資任も綴人には関われないことが挙げられる。

一方， K病践ではブライマザーナーシングを採用して

おり，特別教苦手フ。ログラムを緩て，経験8年で滋殺に

対する笈f去を負う。看護体制J，特別な教湾訓練j

が熟達疫に影響すると考えられる。

総得点を高，中， {底群別に，仕事への綴綴綴を5iる

と，低群では?経済的自立jが多く，高群では f白苧

能力を活かすjが多くなっている。

講習の経験者はいずれの年齢溺でも，緩

験者の総得点が高い。年齢とは無関係に向者が熟達化

王手成元年度新設磁者のうち， して受

げた30名のケースレポート郎総を緩断的;こ調査した。

務室長項尽は，当続使用の臨床務護能力評{阪の項自を参

考iこ，目的，情報の収集，関題の明液化等iこ区分， さ

らに綴項目lこ分割し， 20項沼とした。各項目は 5段階

尺度で評綴し，その平均緩，並びに項131習の穏器関係

をみた。

結果，考察

1. sj!.均綴でみると，新人看護婦では主主図的な情報収

集，問題の優先度の判断は低績だった。 2年目では全

体の平均が低下しているゆで，看護閣議場面は高綴と

なった。 3年院ではさらに念体の王手均の低下がみられ
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るが，情報の収集，考祭のゆで2年目よりも高値とな

る項臼がみられた。 3年間を返して結果やj患者の状態，

反応の記述は高般を示した。項El潟の関係をみると，

新人では情報の収集から実践までの項包間で予言窓な関

係にあった。 2王手毘ではこの項目践の関連は少なくな

り，実践から考察までの部分に有意な関係があった。

3年目ではさらにこれらの項問問の関連は少なくなり，

有意な関係のみられない部分が増加した。以上のこと

から，新人においては実践が情報の収築や問題の明確

化，目標，解決策に反映されているが，優先度の判断

lこは髄幾がみられている。 2年目では結巣や考察が笑

践に反映され，問題場面に焦点をあてた民約のある看

護展開がされている。 3年目では状況の判断と必要-な

情報把握を行って，実践に生かしているが，全体的に

経験的処理中心となる傾向にあり，思考や行動を定型

化させてしまう可能性が推測された。

2. 2年又は3年照とも同一テーマを選択した者は，

問題の根拠の記述は明確にされているが，結果や考察

においては有窓に平均が低値であった。また，成功例

をとりあげた者は失敗やどちらでもない例をとりあげ

た者よりも湾査定，湾計画がされていた。説内症例発

表の経験者は実践経過や考祭の記述が明確かっ適切で

あった。これらの傾向性を考慮した指導が今後の指針ー

になると考えられる。

質疑応答

縫和会臨床看護学研究所 111島みどり.卒後3年とい

う職業定着の節目にあたってのレポート分析だが，

30人の対象の武叩ot内容と実際の現場での評価との

ズレは検討されたのでしょうか。

ベナーの理論と Repotと実際の審護能力評価の

つき合わせを今後やって鼠きたいと思います。

加賀:実際の臨床場面での評価は，臨床笑践看護能力

評f泌が当院にはあるため実践街とレポート函でのず

れは常々感じているが，今関はそちらの分析は行わ

なかった。

ケースレポートというある一面からの総床能力詳

縞ということで今閣の研究はまとめている。

157)民腐の看護潟卒後教育機関における修了主主の動

向から一審議綴卒後教育のあり方を採る

縫和会臨床看護学研究所

。エド松 則子・大宮三千代・ 111島みどり

当研究所は，民間の看護学研究所として，開設以来

初年を経過した。事業の一環としての 6かFI卒後研修

の修了主主が100名を数えたのを機に， 修了主主の動向に

ついて調査した。

<議資践的>

①勤務と並立の研修方法の利点と賂題点を鳴らかに

し，②研修が，戦場に戻ってから何らかの形で生かさ

れ，磯業定着への動機づけに有効であるかどうかを明

らかにする。

<調査方法>

1993年3月末で所在が明らかな修了生87名を対象に，

質問紙を郵送し，記名問答にて自収。調査項釘は，選

択肢形式と自由記述を緩み合わせた。

<調変結果と考察>

*閥収件数は， 59j件 (68%)であった。*受講B寺の

背景では，各穣看護学校卒は， 48名 (81%)，大卒 2

名 (3%)，短大卒5名 (8%)であった。*臨床経

験生手数は 3年から27年と橋広く，平均は， 11.8年で

あった。 000名の平均は， 11.4年) *就業施設は，

全国から広範闘に及んだ。*受講費用は，自費と施設

派遣とほぼ半々である。*受講の動機は，①学びたい

(50%)，②もっと自分を広げたい (40%)，③自分の

看護観を築きたい (24%)のJI阪で大部分を占めた。各

年代別の受講動機;こ有意;差はない。*{士惑と並行の研

修については，(D毎日ではないので気分転換が図れる。

号仕事をしながらなので大変である。が大きく二分し

た意見であった。*ゼミ形式の研修については，ヨ〉他

人の意見が部ける，②受け身ではないことの大変さが

ある，がそれぞれ多数を占めた。以上のことから，勤

務と並行の研修及びゼミ形式が回難をも穏に有効に働

いていると思われる。*修了後の状況については，田

者の91.5%が調査時点で就業していた。{也の卒後教育

施設での卒業生の動向調査と比絞しでも劣らぬ就業率

である。*修了後の就業先の変更では， rなしJ，ま

41名(約70%)，rあるjは15名(約25%)であった。

* r研修が生かされているかJについて， rプラスに

なったJが， 52名 (88%)と多数であった。*r修了

後各種学会(続内発表も含めて)・雑誌等で研究・ 3命

44 日本看護研究学会雑誌 Vol.17 災o.4 1994 



一殻演題内容・質疑応答

文芸事を発表したことがあるかj については 23名

(39%)のミぎが?ありjと答え，延べ， 46{，牛の発表を

していた。*修了後何らかの昇絡があった者はお名

(49%)であった。 第35群怒床審議XIlI

修了後の特定の資絡もない研修でありながら，修了 緩長富山医科薬科医学部隙属病絞綴芥潟彦、

後，修了生らは何らかの形で研究や学習を継続してい

ること，また，施設派巡の有無を関わず，修了後新た 158)分娩体位!こ潟する文献学的研究(第2毅〉

;こ， j何らかの役毅についている者の比家の高いことが

明らかとなった。このことは，当所の修了さ長らが，磁

場でも君主綴約言手絡を受けていることの現れでもあると

思われる。

号1m・参考文獄

一係長i佼分娩についてー

松絞市民病続

員弁厚生病院

京都市立務院

三重~:!設立務護綴銀大学

。小泉綴炎

伊藤さよ

新名加漆子

1 ) 13 No.2 1990 シ 永見綾子.北村キヨミ

ンポジウム?再び， 自ら学 <研究目的>仰臥位分娩の長所・短所を明獲iこし，緩

ぶ姿勢について

わ日本看護学協会弱査研究報告No.391993年

I1991王手務続審議会主慈礎議室まJP55 

3)言Ij 路代他

卒業主主の動向(第 1報)J衿奈川県立看護教育大学

校紀芸~ 10 P47-65 

4 )加藤万利子他 「専問看護さ詳科卒業生の動向;こ関

する検討(第 2報)

11 P55-72 

5)箆村千代子他

研修所卒業生の動態書道交〔第一報)J臼本赤十字社

幹部審議総研修所紀要 言語7号 1991年 P 7 -21 

6)話村千代子他

研修所若手築伎の動態(第二報)日本赤十字社幹部

看護婦研修所紀姿第8号 1993年 P34-67 

7)松野か;まる{也 「専攻課程看護コース修了者の活

動状況j公衆衛生続研究報告 35巻 2号

1986年 P37-41

8)江総美智子{也 f看護婦の卒後.!:色濃教育のあり

方についての議査報告j 表護 Vo1.391¥0.1O 

1987年 P153-163 

総及び介助ずる底援者にとってより良い体伎であるか

を考察する。

<研究方法>文献学的に仰臥位分娩の長所・短所を考

察し国式化，その給5誌を検討する。

<結果>仰臥伎の長所としては，ラマーズ呼吸法を活

尽し易く，児の下降が緩やかで、，会陰きちも見易いため，

会絵i保護等の介助均三容易で会絵裂綴が防ぎ易く， f設計

学的;こ出邸盤が議少する。また，会桧切開・鈴子分娩・

吸引分娩・総辞分娩が容易，モニタザングが容易，鎮

痛郊の使用が容易，感染紡止が容易である。このこと

民介助する医療者・看護者側の立主婦管潔の便利散を

示している。

仰詩人位の短所としては，増大した妊娠予Eさにより滋

隠緩の挙上や，下大動脈・綾部大i叙管の底追;こ伴い，

仰星人位低血圧症候群が起こり静脈血の遂流が阻害され

た絵祭，心拍出議が減少し取圧が下降，大腿強lEE及び

下校親指の心taEEも低下する。一方で子主主体部の綴環

不全，胎盤遼流の減少をきたし，胎児心拍数の徐旅が

有三設に多くなる。さらに， アブガー鐙・務帯lIIlPO，・

pH1I復の低下が起こり，給児仮死が増加する。{防E子、伎

では緩在・努資が掛けにくく，子宮内圧も低下し，子

宮i反綴の強度と効率が低下する。加えて重力の方向と

符幾誘導線の不一致， i雪鐙ま言動性の喪失，産遂の狭小

化が起こり，罪事痛・緩務・務総会が増大する。他方で分

娩の遂行を妨げ，先頭の下絡が緩浸，疲労の増強等か

ら分娩待問が延長する。さらに会陰切関・鈴子分娩・

吸引分娩の増加へと進展する。これらの俄に護婦の視

野が狭小で，母子関の eyeto eye contactもなく，
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母子結五作用が皆無である。また介助者がよから覗き

込む佼霞関係で，産婦は気持ちの上で対等 e 一体化し

得ない。これらのことから主体(感)性に欠け，邸中

カテコールアミン等のストレス;こ関するホルそン{疫を

上昇させ，ストレスや不安の増強を招き，終絡・腰痛・

苦痛及び疲労を増強させる。

<考察>イlj]CjA位分娩での長所は，管理の便利彼等介助

する援療者・看護者にとっては好都合な体伎であるが，

母子にとっては{磁力的でもあり質議共に益が少い。-

Jj短所では，アプガ一億7点以下の発生率はgg位1.6

九仰詩人位3.3%で約2fきである。さらに子宮収絡の

強度と効率や，分娩時間の短縮及び苦痛の軽減等々に

関して最低である。将米の母子関係を良好iこする母子

総支作沼も皆無である。我子が主主まれるのを霞視し，

自然、と手が出てきずなが生じるとド臥鈴路位分娩等縦裂

の体位の法が，心身共に満足できると考えられる。故

に仰臥佼分娩は，護婦及び介助する医療者の双方にとっ

て，より良い体伎とは言い難い。

質疑応答

厚生省看護研修研究センター 高橋弘子.文献検索の

範盟主(出版年，文献数)はどのくらいですか。

その文獄は，仰悪人位の長所を窪いているものが多

かったのですか。

その文献が読者として想定している溺によって迷

いがあるので、すか。(助産婦学生用， g主婦問，助産

婦用など)

北村・小泉 過去10年間くらいの雑誌及び主将行本など

である0

1980年代よりアクティフゅパースの流れにのって坐

位分娩がみなおされ，またオランダでの ICM以後，

gg精子を使ったさを位分娩も行われだしているので，

むしろこの方面の資料は多く，係]臥佼分娩は少なかっ

fこ。

本学の学生の実苦手施設に於ても仰臥佼分娩なので，

その中でも工炎して半草人跨路位に近い分娩{本位にな

るようにしている。たとえば嘗足会をE安婦の綴部に

できるだけ近づける，又，上半身をおこすなどであ

る。

159)分娩後の想起による出産体験の分析

大阪府立看護短期大学 OJlI精子恵子

東大阪中央市民病院

【El的】

森 圭子

予号芯恵美子

E主総が「出gliJを符定的体験として綬験化できた時，

その後の母殺としての役割をスムーズlこ受け入れ，予害

児にrn難を来たさないといわれている。しかし笑擦に

は， r分娩体験jは産嫁個々の主銭に支配される体験

であるため，産婦のニーズiこ対応したケアが提供され

たか否かにより友右される。そこで，分娩後の f想起J

により表出された産婦の体験を脅定的体験と否定的体

験に分類し，それに影響する忠子を明らかにするため

に研究を行った。

[研究方法〕

対象・ 1991年9月から1992年3月までに某国立大学

医学部附j謁病院にて経緩分娩をした11名の産婦である。

分娩時iこ助産婦として後援援助を行い，ラポール形成

ができていることを条件とした。

方法 分娩後48時間以内にZ存続器IJ裂面接法を行い，

E主婦の了解のもとでテープレコーダーに録音した。面

接は，護婦の出産に関する自由な発言を促すとともに，

文献とプレテストにより作成した質問内容に2基づいて

行った。

分析方法:街援内容の遂語録をとり， 3名の分析者

により f感情Jの表現を抽出し，肯定的表現と否定的

表現iこ分類した。

{総菜1

1. 11名中10名は否定的表現の方が多かった。

2.表現された感情から出産体験の内容を分析したと

ころ，(U分娩時の対処行動，②生理的ニード及び生

活環境，③分娩5寺の処霞，③分娩lこ伴う体験，③家

族の関わりや態度，⑥医療スタッフのケアや態度，

岳児への感情，⑧今後の育児，⑨妊娠中の体験，⑬

前回の分娩体験，@分娩に対する予測，⑫その他

(生青援など)の12のカテゴリーに分類できた。

3.肯定的表現が多かったのは，生理的ニード及び生

活環境，医療スタッフのケアや態度，児への感情，

に関してであった。

4. &定的表現が多かったのは，分娩時の処設，分娩

に伴う体験，分娩に対する予測，妊娠中の体験，前

関の分娩体験であった。
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5.医療スタッフのケアや態度の常定的内容は，助E主

婦がそばについて援助すること，顔見知りのスタッ

プが欝わること，スタソフ践の協議などであった。

6.分娩持の処援についての否定的内容は，内診，縫

合，涜駿，などのぎ潟であった。

7.児への感情では，予測に反して，殺到. {本家，印

象が菜撃し¥児より自分が疲れている， といった否定

的表現が多く見られた。

[まとめ]

分娩後の怨起において，否定約表現が多く見られた

が，常定的出産主体験へ毒事くためには，筋立主婦をはじめ

とする医療スタッフの関わりが重姿な国子であること

がわかった。

質疑応答

北海道大学医療技術短大 手華街愛子.児への否定約感

僚を示した媛婦の背景はどうか。例えばお}主主婦か緩

室主総か，年齢的分布など。

JlI筒:初・怒号IJの区若IJなく表現があった年齢は. 20代

後半-30代前半と支をはなかった。なお疲伊j数が少な

いため，統計処潔はしていない。

高間静子:鐙婦の想起に

より表出された夜定的， FZ主主的表現を11名の対象の

言動分析により出されていますが，出すというだけ

にとどまらずこれらの表現に影響する婆留〈康総設Ij

の〉の追究をし，知見として出すための研究を今後，

予定されているか。

111鈎:今後も多角度から検討していきたい。

160)イメジエリーを沼いたイメ…ジトレーニングが

及iます出産I'tの震婚の認識と行動について

和歌山赤十字病院 媛科病榛 O~吉田千有紀

当践では，主主婦への呼吸法の指導において産婦自身

カ丸

山 呼吸法は難しいという罰主主観念がある。

(2) 呼吸の援に議議を集中出来ない撃が室主総の分娩へ

の緊張を高め，達成感を低くする。

(3) 滋換気症候群を起こしやすいなどの問題があった。

が議くなり，より3三体約な行動がとれるのではない

かと考え研究を行った。

対象及び方法

~淡において正常分娩された108名，内イメージト

レーニングを希望した初産総(以下A若手と示す)42名

と希望しなかった初夏主婦(以下B群と示す)34名，経

室主婦(以下C訴とえ示す)32名を比較した。方法は，分

娩後 1i援間以内;こ然記名自記主主の童書交を行った。質

鴎項隠は，出産中の認識，隊絡をき表り越えるのに役

だった行動，出産のイメージ際議の感じ方〈マクキ:Jレ

式痛み尺度を参考〉とした。解析は，それぞれの数の

三をそ見た。分娩時間については，各対象)jl]lこ王手均を求

め t検定を行った。

結果及び考察

1)出畿中の認識として，痛みを乗り越えると考え

た殺が.A群;こ39名と最も多く，議みから逃れたいと

答えた委主がB若手に28名と最も多かった。

2)分娩の遂行を想像する，子宮口の関大を花で王手、

像する(オーブニングフラワー). ワラクゼーション

が役立つたと答えた設がA群に於いて39名B群iこ於い

て8名とま査があった。 (P<O.Ol)

3)出産のイメージとして感動，喜びなどのプラス

イメージを持つ設がA群iこ多かった。

4)陣痛の感じ15で，感覚約表現では全体に15以上

と高{疫をおめ， はB群では12.21と章受も

高く入若手と有完誌に差が出たc

B. C若手では，痛めつける，苦しめる，恐ろしいな

ど恐怖，虐待的感情が有意iこ高かった。

5)分娩活動期 c::r-g口 3c恐から全箆大まで〉の時

間がA若手がち群;こ比べ有窓;こ短縮した。以上より，妊

娠溺;こ分娩iこ対するお主主的イメージを持つ事により分

娩への恐怖を怒くして第一期を過ごすことが出来る。

また，呼吸の裂にこだわる事無く，自分にあった呼吸

を行い，自由な体位で過ごすことが出来やすい。

そして，分娩活動期iこオーブニングフラワー，分娩

のプロセスの想、像が主主婦に受け入れやすし若干の分

娩時間の短箔につながったことが示唆された。

そこで，呼吸パターンの指導を行わず，イメジエリー 策疑応答

(分娩への常定的イメージを心の絵iこ援き換える方 札線医科大学付属病院佐藤みはる.私もイメジエリー

法)を用いた 1)ラクゼーション，イメージトレーニ には興味を持っているので大変興味深く開いた。

ングをi子う事により. g主婦の持つ分娩に対する不安 C群の経産婦はイメージトレーニングを受けてい
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ない人ということでよいか。

経産綴の群をここで非対象群として， もってきた

怠味，援助を教えて下さい。

夜間食経産婦は，過去の出E室経験が大きく今回の分娩

にはそれが大きく影響するのは，考えていたが，イ

メージトレーニングを受けていない護婦が分娩後イ

メージがどのように変化したかなどを対象と比較す

るため，緩産婦は非対象群;こ選んだ。

161)繕痛による痛みの対処行動について

千葉大学看護学部

O江守陽子・石井 トク・前原滋子

ひまじめに)

痛みの知覚やそれに対する行動は，性室長や人種といっ

た生物学的E毒性だけでなく，過去の経験や価値基準，

周砲の援助によって差が認められる。

巨頭痛は，分娩lこ必然的に付i認するものではなく，分

娩iこ対する恐怖が悲痛の増強を導くと考えられている。

しかし，一方では分娩持の病理学的状態による痛みの

存夜を否定することはできないし，実際 iこは多くの~

婦が陣痛を耐えがたい痛みと感じ，表現するのも周知

のとおりである。

対処行動はストレスフルな状況にあって合目的的に

発達へと変えうるエネルギーであり，特有の状況認識

に伴って起こされる行動であると考えられている。従っ

て，人がその状況をどのように解釈するかにより違い

がft!.られると詮われる。

今@]，私達は主主婦に対する援助法を確立するための

資料として，陣痛という状況に対して産婦がとる対処

行動を把握する目的で質問紙を作成し，その有用性に

ついて検討した。

〔研究方法]

[結果およびまとめ〕

(1) Cronbachα 立 0.89であり，高値と言える。関

子分析により 8民子を描出した。思子分析において抽

出された8顕子は，理論的カテゴリーとは若干構成項

目にさま巽が認められたが，おおよそ類似しており，従っ

て，作成された質問紙は際痛の痛み対処行動を見るた

めのものとして高周であると考えることができた。

(2) 対象妊婦の痛みに対する経験の中で最も強いと

感じられたものは際痛であった。次いで，手術，その

他，腰痛，腹痛，の順であった。

(3) 陣痛時の対処行動では， rさするJ rやさしい

言葉をかけてもらうJ rすすめられた通りにするj

「いろいろな方法を考えるJなどの行動が多く行われ

ることが示された。

(4) 特性不安の高い人では，契約的，情報探究約，

依存的行動をとりやすく，鎮静約行動がとり難い傾向

にあると考えられた。

以上のことから，締痛は穣々の終痛の中でも最も強

く感じられる痛みであり，これに対する対処法として

は痛みを軽減させるための具体的な行動が試みられる

一方，多くの妊婦が，痛みに対する精神的支援を袈ん

でいるといえた。

質 疑 応 答

JII絡医療短大 深井喜喜代子・初産主婦と経産婦で陣痛へ

の対処行動lこままがある。 RPち後者でより耐性が高く

なるような結果であったと，思うが，陣痛強度の知覚

ム対処行動の関連はどうなっているか，データが

あれば教えてください。

江守.分娩経験の有無と対処行動との関係は競べてい

るが，陣痛の知覚の程度との関係は調査していない。

妊娠中の緩過に特に異常が認められず，経駿分娩司 祭36群態床看護刃V

古島と予測される妊婦142名に対し，アラパマ大学看護 E室長 千葉大学看護学部 江 守 陽 子

学部で開発された終痛対処インベントリーを参考に，

我が留の立主総が際結5寺iことる対処行動として適当な項

臼を付加し， 5段階評定の質問紙を作成した。

質問紙の信頼性を Cronbachα係数にて，構成概

念妥当性を民子分析により検詳した。また，過去の終

絡経験と特性不安についても調査した。

分析対象妊婦の平均年齢は28.9歳，平均妊娠選数

30.1週，初E主婦63.8%，経産婦36.2%の構成であった。

162)妊娠後期貧血に対する鉄海iの脊効性に関する研究

富山医科薬科大学術属病院 O据弁満恵

〔はじめに〕

近年の外食産業の台頭で，市民の食生活が豊かになっ

た反街，係食や晴好イヒがすすみ，大人も子供も縫E表面

にその弊答が出ているとの指摘もある。中でも若い女

性が痩身を望み栄養バランスをくずし，貧血が多いと
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取り沙汰されている。妊娠すると給児の発予言や造血iこ

多大の鉄分を必要とし，貧血;説会!尽の発育不良，分娩

特異常出血など母兇の潟容に悪影響があることは今さ

ら云うべくもない。そこで近年の妓婦の笈lIIl実態を知

り，鴻係者が行なっている栄養指導や食事指導が好ま

しい綴向にあるのか，また妊娠遂行lこ伴う血液性状f穫

の動向，貧血持処方される鉄海jの効E誌などについて謁

査し母校の縫康管理に供したい。

〔対象と方法}

1. 1992年11月 ~1993年 1 月;こ K病践に滋院中の妊

婦52名に妊娠 8M~1O滋の食事内容，食習慣について

記名式アンケート識変し，得点評{泌する。

2.傾々のカルテより，妊娠 6M， 8 M， lOMJ翁の

Hb{1霞， Htf直， RBCfl夜と鉄剤投与の有無を謁査し，

その効果について比較検討する。

{結薬及び考察〉

対象は21才~39才でうち25才~29才の人が29人と過

半数を占め，初~は53.8%，経~，ま46.2%であった。

1.対象の食事内容の平均得点を食生活料定表とき設

ねてみると， 50点弱点のうち平均点36.5点で褒自擦で

ある魚・肉，大豆製品，牛乳・乳製品が総じて低く，

野菜類も緑黄，淡色野菜共iこ少なく，突出して潟綴な

のは，菜子類，飲みもの，果物であった。

2. カルテより見た妊娠 6M， 8対， lOMH寺のいず

れかに笈血 (Hb億11.0罫/dR以下・ w・狂 .0)を

認めた人が69.2%で佐々 木， ;沢喜奇，福芥ちの結楽と一

致していた。

3.食事内容，食努績とHb11路増加記事の関係では，

裕関係数0.17，0.10，脊;蕊縫家0.2，0.31で両者ともお-

3家殺は認められなかった。

4.鉄総内肢の脊鍛とHbl!直， Hd夜， RおCl!践の推

移

鉄海j内販の手まり若手，無しま手に分け， Hb{1直の変化を

みたところ内般有り群の方は妊媛 6Mかち 8MB寺の

Hbf踏の減少2容は1.95%で， 8Mから10MB寺のHb{I直

増加記事は4.9%であった。 -Jj然し護学ではその減少率

が2.47%，増加ネでは0.02%と脊:窓羨を認めた。また

同じく Ht篠， RBC鎚においても同様であった。

〔まとめ〕

1.妊娠 6M， 8 M， 10M綴をi澄し貧血を認めた人

が約7苦手}あり， 20年前iこ別々に議査された佐々木，沢

続，綴弁らのものとほぼ一致していた。

2.妊娠してから行う食事翁塁手，

までに去さらない。

3.妊娠後期iこ出現した笈邸(Hb鐙11.0g /di以

下〉には，分娩までのタイムワミットそ考えると鉄郊

の内股が最も有効である。

鐙疑 応 答

日本大学医学部生理学第一講座 間中裕二.妊娠8ヶ

flで鉄子容j服用者群が鉄剤非服滋者よりもHd盗， Hb 

僚が低下する療訟は何か。

潟弁'鉄都内線予言・ 7援に関係なく S.S. 8 M持iこHb

綴， Ht緩， RBC僚が議少するのは，そこに叡及

して，その係国検索をしていないので明確な回答で

はないが， このi邸主，胎j足も緑内で一番発育する期

とぶつかり，又，母体のからだも，給!おこ妥する分

も含めて，母体自身が分娩;こそなえるための慾議に

栄養分，特に血液成分を多く消費するためではない

かと考えるO

座長:8ヶflH寺点で服用群の方のHb，Ht{1疫が低いの

lま，僚が低いからこそ治療の対象となり鉄剤が線用

されているのではないかc

溺井:鉄苦手jの投与をする， しないはDr.の綴域である

が，妊娠後半期しかも 4ヶfl足らずの簡で，一定

の水言葉舷まで，途せさせ，母体を務える必要がある

という銭点から，処方されるのは止むを得ないが，

やはり，結婚約の母性予総主誌の青年期の女性である

時郊から，このことがち等をわきまえ，食生活，食

器債を正しく認識し実生活に反狭しておくことが

大切であり，われわれも，妊娠してしまった人の受

け入れのみにとどまらず， もっと，その分野に看護

介入してゆくことも必姿である。

163)月経潟綴iこ伴う話ll/J¥絞凝築能と凝窃線溶;舌投の

変動 一縫常女子学生での検討一

三重県立看護短期大学

。橋爪永子・問中一笑・中井三智子

河原笈子・永見綾子・村総iE主幹

EI 的:正常性問嫁そもつ婦人の場合，月経期;こは

邸液凝閤能・線、溶能の完遂がみられることが指綴され

ている。また，月経i議多伊iでは，凝間2若干m12母子の異常

を認め，病態把握の指標となることを示唆する報告が

みられる。今密，鍵常女子学生を対象iこ各議凝関線漆
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系検査を行い，月経j認をゆ心とした凝臨線溶能の変動 く，今回の我々の結果からも，月経時の11:血に von

について検討した。 Willebrand由子が重姿な役割jを果たしていることが

対象:震篤な月経奨常の認められなかった健常女 示唆された。このような慾者では特に，月経時の観血

子学生時名(年齢19-20滋)。 的処置に充分な技;設が必婆と考える。

方法・月経節，月緩第 l日，第3日，第7日の 4

閣にわたり，肘静脈より採血して得られたクエン殻tJO

i阪祭を用い，血小板凝集能及び凝器線j容活性を測定し

た。血小板凝集能検査は多J1n小紋血祭 (PR P， 30x 

104μ f'こ謁繋)を用い比溺法にて行った。凝集惹起

物質としてADP，コラーゲン，アドレナリン， りス

トセチン，カルシウムイオノフォア A23187，アラキ

ドン殻を用いた。また，血液凝盟系検査としてフ。ロト

ロンピン時間 (PT)，活性化部分トロンボプラスチ

ン時間 (APTT)及び凝間関子活性 (FII， FV， 

FV]， F V盟， FIX， FX， FX l， FXII)， von 

Will邑braロd抗線 (vWF:Ag)， リストセチンコファ

クター活性 (Rco[)を測定した。線溶活性としてフィ

プリン平板漆解言語穣を測定した。

結 果:1血小板リストセチン凝集能は月経前lこ比し

月経第 1B (P<0.05) Iこ低下し，その後月経前の{直

に問復する{渓向がみられた。 PT(ま月経自立より主義 l臼

(P<O.1)及びm7日 (P<0.05)に， APTT'ま第

3 B (P<O.l)及び第 7臼 (P<O.02)に短縮した。

vWF: Agは月経前より第 1B (P<O.l)及び第 7

B (P<0.05) ，こ{尽く， Rcofは第 1B (P<0.02)， 

第3日 (P<O.l)及び第7日 (P<O.l)，こ{底値を示

した。凝問第羽田子活散については有窓な変動は認め

られなかった。凝館第W国子活性はf.I経白~jより第 3 日

(P<O.l)主主び第 7B (P<0.05) ，こ充進していた。

凝圏第X悶予活性は月経liiIより第 1日 (P<0.1)に

低下する綴向を示した。フィブワン王手板溶解面積には

月経に伴う有意な変動はみられなかった。

結語:月経により血液凝窟活性は充進し，1上邸に

役立つていると忠われる。線溶活性はフィプリン平板

法でみるかぎり，月経により変動しなかった。邸小板

1)ストセチン凝集能， v¥iへ!F:Ag， Rcofは月経前に

比し月緩綴iこ低{箆号告示しており， von Willebrand 

国子の消費が月経により完遂するものと思われる。月

経綴践の延長やj品多月緩などの月経異常は，血液凝留

因子の提言寄lこ起留し， 特に vonWillebrand病に属

するものが多いことが報告されている。女性 von

Willebrand病患者の初発症状としても過多f.I経が多

質疑応答

日本大学際学部生怒学第一講座 EHCわ裕二:凝園第VH!

国子は血液凝盟系でどういう作用をするか。

村嶋:今回の検討で月経により低下する因子は，凝極

第磁器子活性ではなく vonWillebrand国子であ

ることが明らかとなった。

von Willebrand調子は特lこ一次止自に愛婆な

役割をはたしている。

康長留の採邸援はどれくらいか第8閤子の障害の

有無は採血しなければわからないのか。

橋爪.一自の採血震は，20mPである。

〈 血 側 集 能 検 査 叫f ¥ 

凝臨系2えひ'線j容系検査に10m2ノ

164)産後の母親の不安に関"9る研究開特に出産経験

との関連

熊本大学教脊学部 O馬場直美・水上明子

政後の母親の不安に関しては多方面からの報告があ

る。その中で，出産経験の有無が不安に与える影響が

大きいこと，また，不安調1)定の方法として，ある人の

不安になりやすさを示す特性不安と，その人がある時

点でどの程度不安であるかを示す状態不安を区別すべ

きであるという指摘がある。そこで，我々は，産後の

母親の不安に立すする援助を検討するため，今思は，産

祷初期と震後 lヶ月後の母親の不安を「状態・特性不

安尺度 (STAI)Jを用いて測定し，その不安得点と

出産経験との関連を検討した。

方法:

熊本市の福田病院において，平成4年10月の 1ヶ月

間lこ，正期震をした母親のうち，手伝王切開，新生児異

常，その他を除いた187名を対象に，返i淀時と lか沼

健診時のニ度iこ豆り，関学版 STAIを併用した留め

援き質問紙調査を実施した。有効回答数は，初護婦60

名，経E主婦90名，計150名であった。

結泉及び考察・

1)退院後の落ち着き先は，初E主婦は大部分が実家

であったが，経産婦は自宅の方が笑家よりもやや多かっ
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た。また，初・緩産婦ともにほとんどが実母をはじめ

とする近親者による援助を手ぎしていた。

2 )特性不安得点、は，初室主婦41.9-土8.0，経度縁

40.2ごと9.4で，初・経産婦問iこ有意差はなかった。

3)状態不安得点は， 返続時;ま初E主婦42.5こと7.8，

経~矯37.6ごとな0， 1ヶ月健診5寺は， 初護婦41.3ごと6.9，

経産婦37.8ごと8.6であり， J.塁続時ヶ月健診時とも

に，初産婦の15が綬鐙婦よりも有芸家に高い得点であっ

た。またその変化をみると，初E護婦はjjs続時iこ比べ 1

ヶ月縫診時にはやや低下していたが，緩護婦はほとん

ど変化していなかった。

4 )特核不安得点と状態不安得点の絡際をみると，

初~綴は退院特のみかなりの関逮がみられたが，経E主

婦ではjjs続時ヶ月縫診時ともにかなりの関逮がみ

られた。

以上のことは，漆後の母綴の不安;ふ初~嬬では経

室主総;こ比べて強く，産後 1ヶ月を経過した雲寺点でも退

続持と向様iこ強いこと， また，経主主婦は主主主長の不安傾

向との関速が強いが，初産婦は退続後実家で徐々に寂

後の生活lこ適応していくもののは，生三誌の不安傾向の

高{尽にかかわらず¥設もが不安を抱きやすL し

ていると考えられる。

これらの結果から，産後とりわけ初産婦に対する援

助の必姿殺をあらためで感じた。

質 疑応答

北海道大学医療技術短大都湾問愛子特役不安j

f状態不安jについてもう少し呉体的に説明して下

さい。又，そうした用誌が液製のものとして存在す

るのか。

この場合「不安jの内容について，呉体的;こ説明

して下さい。それは病理学的な;遂事長ももつのか。

馬場:特性不安とは， スビールパーガーが提鳴する

STAIIIにあたり，その人が生来もっている不安に

なりやすい性絡綴向ともいうべきもので，状態不安

とは STAIIにあたり，その人がある状況におか

れていることに起留する不安である。

又， この思議l立地の文紋においてもみられる。

今回発表した状態不安は， STAI 1 によって測定

した産後という状況下における漠然とした不安であ

り，総理学的な意味ではない。

座長:送波B寺より 1ヶ月時点で初産婦の方がだれもが

不安傾向にあると言うのは，逆の結果のような気が

するが，如何か。

初緩媛は不安になりやすい性絡かどうかにかかわ

らず全伊i援J!fJすべき対象であると五言えれば良いので

すか。

馬場:状態不安得点iふやや低下はしているがヶ

月経過した時点においては，特性不安得点、との関迷

がなく，初夏主総はだれもが不安を抱きやすいという

事実は，母子の援助与を検討する上で，とても重要で

あると怒われる。後ミぎについては漆長の発言のとお

りである。

165)審議とセクシュアリティ(第2毅)

ーケアの現状からみた今後の課題一

自治医科大学務護短期大学

。絵本鈴子・潟村寿子・絵出たみ子

神山さ手投・西元滋子

8治際科大学付属病段

綬野窓子・岸真知子・工緩祝二子

人間らしく縫漆;こ生きていくことを援助する者護に

は，人間の性つまりセクシュアワティに対しでも深い

潔解と受容が必姿であると考え，入段慾芸まの性に潟す

る認識と援助の実態議室誌を実施した。そして，昨年の

本学会において，看護者の年数からみた認識と実際の

ケアの実態として報告した。(第18副本学会臨時i警官1

Vol. 15 P88)引き続iE，ケアの現状に焦点をあて，

今後の議題を検討したので報fをする。

これまでに，患者の性;こ関する援効を行ったことが

ある容は268名，わずか17.1%であった。しかし，慾

芸ぎの性;こ演して，設の援助をしている殺や慾容から援

助を依頼された者はカンファレンスや審議計飯;こ絞り

している者，伎

に認する情報を収集している者;こ高率であった。

さて，患者iこ適した看護を提供するためには怒者の

情報をi絞祭しそれを分析・判断することが遺愛であ

る。しかし，実態は成人の慾者が入読した時，後・主主

主主iこ関する矯:報収集をしている容はわずか65名， 4.1 

%であった。しかし，少ないながらも情報収集してい

る者は看護教育で殺の講義を受殺していたり，カンファ

レンスや看護計磁に取り上げたと答えた翁に高率であっ

た。さらに性的言動を受けた時，そのことを脅定的;こ

受けとめる者;こ，性の援J!;fJをした毅が高率であり，ま
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た情報収集をしている。

これらのことから

1.看護蕩礎教脊において伎に衡する学習を徹底させ

る。

2.磁床ではカンファレンスや看護計磁iこ性の開題を

とりあげ，チームとして思考・臨床経験を緩み震ね

る。

3. 患者の性に関する情報を入院時はもちろんのこと，

信綴関係が成立していく過穏で，磁器寺，収集する。

4.性的言動の対応の仕方をカンファレンスなどに参

加することで学習し合い，実際iこ痘援した時は，常

主主的な態度で援する。

5.性的言動について，カンファレンスや看護計闘に

穣秘的lこ取り上げ，その裏の棄のニーズは何なのか

を考え，チームで取り組むことが必要であるなど，

今後の課題が浮上した。

患者の性を尊重したケアをするためには，性の問題

が出現することの予測やその援助の仕方の知識を学習

することが必須である。そうすることによって，怒主主

のf生に関する情報収集ができ，患者への援助がえいtち

され，患者から性的言動や援助の依頼があった時lこ，

肯定的な対応ができるのであろう。

今後，患者の性の援助ができるように，殺に関する

看護診断や看護計画を事例を追いながら検討していき

たいと考える。

質疑応答

北海道大学医療技術短大部 湾問愛子:1)性の援助

とは呉体的にどんな援助なのか。

2)看護纂礎教脊の中で， I性jの学努を徹底させ

るとあったが，その方法と内容を具体的に教えて下

さL、。

3) AIDS教育をそこに含めているか。

松本: 1)長期人税特は一時外泊の機会をつくったり，

触れ合いなどができる個室や場所などを提供する。

潟村:2)精神保健から独立させて“性科学"として

15時間 l単位(専門基礎系)として， 2年の後期に，

成人実習に出る前に講義している。

方法は，人砲の性とは何かを瑳解させ， ビデオ教

材を用いて，性のとらえ方を変容させ，具体的事例

をディスカッションさせている。

3 )今年始めて試みたが，エイズ教脊の基本は， t生

教育つまり性のとらえ方が2基盤で信頼しあう中での

性の実現が望まれる。

そのために“エイズその予防"“エイズもっと知り

たい"などのビデオ教材(感染源，その予紡及び人

権，差別をしないこと共に生きることを密約に作ら

れた教材)などを用いて行なった。また“もし，身

近に感染者がいたらどう接するか"などのディスカッ

ションをさせた。看護学生は真剣にとりくんでいた。

第37群臨床看護xv
E集長弘前大学教育学部看護学科鈴木光子

166)無菌務2震で治療を受ける患兇の生活体験

本L線医科大学医学部F付属病院小児科看護室

0黒JII 雅子・小笠原まゆみ

大友慈子・加藤滋絵

札幌医科大学保健医療学部看護学科

*原キヨ子

怒性腹筋の治療として行われる管鎚移植は，感染予

防対策として無菌病きさ(以下然菌室)での治療が不可

欠である。本研究は，無菌室での子供の生活体験を明

らかにし，ストレス姿困と対処行動について明らかに

することを自的とした。対象は12歳， 13歳， 14歳の子

供とその母親であり，骨髄移綴終了後面接を行ない無

菌室内での生活体験を自由に諮ってもらった。治療ct

の蔵援綾祭から得られたデータを含めて議 Grounded

Theoryの手法を用い分析した。

結果.子供の反応として特徴的な五点について報告

する。ヨ〉子供ーの病識形成iこ必主主な情報は親によりネガ

ティブな部分を削除され与えられており，存者名につい

ても F貧血iと偽病名を告げられている。そのため骨

髄移績はこれまでの治療の一環として受け止めており，

移綴治療を脅定的に捉え，期待を持っていた。②身体

約?苦痛については，移植後の移植片対宿主反応による

身体疲状が強い時期は苦痛による顕著な反応、が綾察さ

れたが，面接では「覚えていないJと表現は少なく，

物資や裳の存在など空想的な事象に恐怖を覚えた事が

諮られた。③面会や社会的活動の制限はストレスと思

われる内容の表現はなかった。むしろ限られた空間の

中での医療者との質的に深い交流体験の記憶の方が勝

る様であった。③身体症状の強い待期や精神的にも不

安定であるように緩察される状態では，意識的あるい
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は無意識にも邦緊りの体勢三を臼ゃからとる翠があっ

た。⑤潟緩や，子供が医療者!こ対して反抗的な誘致や

ケアを拒否し， -~不適応と恕われる反応、を示してい

る期間においても，家族との関係;こは全く変化はみら

れておらず，キーパーソンである殺との心潔約位讃隠

係は維持されていたと怠われた。

以上の結果から，子供のストレスと対処行動につい

て務干の考察を含め検討した。

然言護主主で子供が最もストレスプールな状態となるの

は一人で過ごす時間の多い夜間にあると考えられる。

身体的苦痛は症状の緩和により心室主的に解決しやすい

と考えられる一方で，物音やさE想的事象;こ女王}する恐怖

や不安感は日常的，綴繁;こ誘発されやすい状態不安と

して見過せないと怒われる。対処行動として，反抗的

な言動やケアの掠否などの一時的に強い反応、と，身体

や精神活動を主主識的あるいは然蕊裁に抑縦約;こ働かす

F綬りの{本勢三が~られこれも対処行動のーっと考え

られる。このj境問の，子供と殺の心主主的佼霞潟{係が緩

持されており，三事例は適応、のプロセスにあると考え

られる。

質 疑応答

E霊長:治療期間はどの位ですか。

長奈川:脅髄移植における叙爵家人家鶏街は， G-CSF 

の開発使用により あり当科の場合，同種

~・髄移植で平均 1 ヶ月続度である。

167)小児慈性援護慾者の療養予澱iこ関する検討

一白期病患!尽を中心に

東京援科歯科大学医学部総属病院

しはじめに

01'宝森一校

ンター

土E塁尚義・会共和子

白期総をはじめ小兇悪性腹惑の治療は，過去数年間

で一段と進歩し，延命から治癒の妥める疲伊!も飛緩的

iこ増加しつつある。しかし，いずれlこせよ長郊の間病

生活を余儀なくされ，また，不幸にも死の転機をたど

る例もなお少なくない。

今後の対応、のー劫として，今回，療養予測のための

指擦を得るEl的で，~施設における過去10年間の治療

経過，および現状を調室長，検討を行った。

II. 対象および方法

当大学病設に1983年から1992年の10年間に初発入院

した怒、性騒傷患兇88名について，入院カルテより病裂・

援病郊揺・入退波状況・予後そ謁査し，さらにおき言医

へ現状に関するアンケート調査を行った。

E立.成績ならびに結論

きち施設における発症後の生存率は年では， 1983 

尽からの前綴の 5年間の52%に対し， 1988年からの後

期の 5年間では78%，発症後2年ではそれぞれ21%か

ら64%， 5年生存殺は， 12%から45%と予後の明会か

な改喜警がみられたc

主主手子炉jの入続期間は，初羽入続時;ま王子均132日とか

なり長類であるのに反し， 2祖国は358，3問自以降

は27臼前後と短期間であった。返段後の外来期間は，

紛協約408， 2四日以降約60日であった。

次iこ，死亡例では， 65%が発症後 l年以内;こ 4年

以内にはほぼ100%，また，約半数は，初回入院時に

死亡していた。

以上の成績から，小児慈性藤議患者は，

flJらしめることのできたケースで，その後1， 2ヶ

月の在宅鍛簡をおいて約 lヶバの入続生活を繰り返す

緩滋にあり，線型や病状により，人続期間はさらに修

宣告されうる。その結果，発透過程にある怠児，特iこ，

就学綴の慾!尽に及ぼす影響は多分に推察でき，この予

議IJにたって，発疲時から入続生活のみでなく，家庭や

学校生汚を含めた長期暴露援の務護計磁立案が必要であ

ることが改めて示された。

-15死亡例は，初間入段;議開lま生存例と変わらない

ものも， 2朗自以降，入院までの主主主主期間は悲しく短

く，また約半数は初間入院時で，約%は発疲後 1年以

内，遅くとも 4年以内にほぼ全伊jが死亡している。従っ

てこの間に，予後をふまえた短銭的，集中的な審議言十

磁が必婆であるといえる。

このような現状の認識にたって，小児怒、後E委譲患者

iこ対し，今後一層，計額約な看護を進めていきたい。

質疑 応 答

E延長:今回の結楽をもとに，考えている研究計磁を関

かせて下さい。

吉森:次研究課題として?告知jの問題を絞り上げて

L 、く。

当施設では今後，告知を穣緩約;こ考えていく方針
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であるため，その際には医師，看護婦，家族を含め 2.結果及び考察

た強力なサポートが必重きとなり，計図的にかかわっ 1)病棟では，患者と看護婦との関わりが深いと考

ていかなければならないと考えている。 えられ，両者の関係は外来よりリラックスしてお

東京慈恵会医科大学 浜中喜代.療養の予誤qとして， り会話数が滋加する。

死に~る場合と根治が可能な場合とで. :1雪言葉方針が 2)外来では，患者と表護婦の関わりが浅いと考え

緊なると考えているのか，それは何か。 られ，両者の関係は緊張が高くなり会話数が少な

青森:窓児のケースにもよるが. rデス・エディケイ くなる。看護婦と患者の会話数の相関係数は高く

ションj という形を考えている。 なる。

168)小児の採取持における言議活動

-~寺に間務傾向，懇易度，部署等の関連について

高知医科大学医学部F付属病続 0'8弁千恵

子葉大学看護学部約属看護実践研究指導センター

内海 混

言語は情報の交換だけでなく，言語の持つ非言語的

姿霊長も含めて，慈者との関係において果たす役叡は大

きい。日常の看護の中で看護婦は，言葉により患者の

恐怖感を和らげたり不安を軽くする努力をしている。

特に小児においては，苦痛をともなう検査や処援が多

く言語的コミュニケーションによってその成否が友右

される。

今回，小児の採血持の会話において患者・看護婦問

における関係を非言語約側磁から分析し外来と病棟，

看護婦の経験，採血の難易度などにより比較した。

1.研究方法

対象の患者は.K国立大学病院小児科病棟に入院中

の7名 (6-10歳)と，同病院小児科外来に通院中の

34名 (6-16歳)である。看護婦は，病擦の看護婦7

名(経験 5-12年)と，外来の看護婦2名〈経験8年

と15年)である。

データは，採血を行う看護婦がカセットレコーダー

により，採血の関始から終了までの会話を録音した。

分析方法は，録音した会会話をフ。ロセスレコードiこ

起こし，看護婦と患者の会話数及び所主主持簡を計測し

fこ。

会話とは.Aが話し始めてからBの言葉で遮られる

まで，また.Aが話した後Bが話さなくても Blこ何ら

かの言葉を期待している間があった後.Aが話した場

合は，それぞれ一会話とした。

採邸の難易度については，採血にあたった 7名の看

護婦にそれぞれの患者についての難易疫を選手ね 5段階

評価で自答を得た。

3)採阪がrn幾な患者と，年齢が低い患者には会話

数が増加し，お互いに関係、を深めようとする姿勢

がある。看護婦と患者の会話数の椴関係数は高い0

4 )採血においては，看護婦は経験を積むにつれて，

偲別伎のある関わりからパターン化した関わりに

変化していく。すなわち，慾者との問調傾向は経

験年数が長い看護婦よりもむしろ，経験年数が緩

いものに，より強く認められる。

5 )患者には年齢，難易度を関わず向調傾向が認め

られた。

質疑応答

路長:外来怒者34名中，入続経験の有無，採血経験の

有無により，反応が途うと怒、いますが如何でしょう

か。

宮井.入院経験のある慾者は 2名であったが，今聞は

比較していない。

採耳立の経験の有無は，入院患者も同じ条件なので，

考慮に入れていない。

169)小児の入院に付き添う母殺の疲労と生活状況

仙台市立病院 O梶原美紀子

弘前大学教育学部看護科教護

鈴木光子・葛il!i敦子・木村宏子

小児のよい人格形成には，母子の信頼関係が大切で

ある。この関係を小児の入続時も継続させるためには，

小児養護への母親参加は絶対に必要であり，さらに進

んで母子の満足母親の教育の機会とならなければなら

なし、。

しかし母親は，余裕のない付き添い生活を送り，心

身共に疲労しているのが現状である，そこで今盟，母

親の疲労の笑態を多方留から把握，検討した。

対象は，入院中の小児に24時間付き添っていた母親

または母親に代わる者.32名とした。
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研究方法としては，疲労測定法として 5 し

た。そのうち客観的データとしてはフザッカー検霊祭・

蝕ニ点弁別し、き縦波IJ定・ブロッキング検資，主観的デー

タとしてはEl党疲状認査と身体疲労部佼調獲を行った。

また，これらの測定は-82回行い，測定時の動揺

を少なくするため人の母親iこ対し 2日間の測定

販問を設け. 28 Elの誤.lJ定綴を対象とした。

以上のような疲労測定法により以下のような総菜が

得られた。

兇の{浅草IJでは，男!なの母親;こ，入院額数では 2-

5屈の苦言の疲労度iこ綴向室長がみられた。しかし， その

他の入続回数では脊:窓羨がみられなかったので，母殺

は入退院に壊れることはなしその入続の都度，心身

共iこ後労した状態にあると考えられた。

付き添い日数では，有;窓水深 1%で 7治未満の者

iこ，交代の有無では予言窓水機5%で，交代の手まる母親

の疲労皮が大きくみられた。これは母親は交代により，

家;こ織り警交響などを行っているため，さらに疲れが増

すものと考えられた。

産量綬場所別では，見と一絡にベッドで綴っている者

5%で大きく，娯楽・休養の有無

では，娯楽の無い者の疲労度が符怒水準 1%で大きく

みられた。また点議の有無では，点滴有り群の母親iこ

傾向笈がみられた。

自党主主状認査では母殺の88%が症状を訴えていた。

この平均訴え数を，総人穣用研究会の報告と比較する

と共飽きの姿やー殺の主婦に比べて，明らかに小児に

付き添う母殺の訴え数が多くみられた。

また，面接調査によると，母親の付き添い中の食察

時間は. 5~1O分の者が大学で，食事内容も綴ってい

た。陸自民;こ熟産霊感の有る者も少なく，大土手の者が夜間，

gを覚ましていた。入浴もー穀的な入浴状況ではなく嘗

1週間iこl屈の者が章受も多くみられた。

このように，母親は疲労した状態にあったが，付き

添い生活のなかには母親の疲労を取り徐く妥繋が少な

く. f量殺の疲労は媛銭的;こ経i還していくと足、われた。

者護者は母毅参加を奨励しているo、上，もっと「付

き添う母綴jを;意識し，母親の疲労が議議しないよう

援助・指導を行っていく必要があると考えられた。

質疑応答

策京慈窓会援科大学看護学科吉武香代子:疲労測定

iこフリッカ-ilJ.IJ定を行ったとあったがどのように行っ

たか。

健康:付添い前後で母親の疲労度の変化を測定するこ

とが密裏設なため，行わなかった。

今留は，朝晩の母殺の疲労の状態とした。

170)兇の気質と母子椅互作用及母子佼鐙関係につい

て 一出生後4ヶ月忌の家庭場萄からー

キL鋭医科大学保健医療学部看護学科

。石塚百合子

しはじめに

ヱド報告は，第17留学会発表に継続して母子愛着形成

過程を，出生後4ヶA自の家庭の自然場面の母子椴Ii

交渉の緩祭データから検討している。母子総互交渉に

おいて，乳児の気笠約特徴が言霊祭な役割を演じている

と考えられるが，そのような気繋的特徴を乳児の機嫌

の良さ・怒さといった感情表出からみているのが本報

告の際的である。

2.対象

綬綴r:tから縦断的lこ追跡している S市内総合病院で

出生した第一子とその母毅20総(男児 8.女児12)。

妊緩中の合併症や分娩経過や兇の出生時におけるリス

クはなく，いずれも託予言範留の母子と考える。

手続きは邸主主後4ヶAElの家庭での自然場言語〈平均

60分)を観察〈どデオにも収録)記録し. !尽の感情表

現と母綴の応答行動，児と母親の佼霞関係を15秒を 1

単位として分析，観察者間の一致率は.82.0%である。

また熱、墜を総く有効時間におめる土立さの総持関の説会

を機嫌の怒さ(以下災)の表出の割合とし，肯定的な

表情，微笑んでいる表情の総時間の割合を機嫌の良さ

(以下P)の表出の割合とし. 3若手;こ分類した。長pち

I群は. ~ミも?もはっきり表出しない型， 廷群iま. N 

の表泌が多い型， 磁君草は. Pの表上ちが多い型である。

3.結栄

ヨ)Pの表出の多い双群;こは，母親の微笑みの表情や

1) .ズミカルな戸であやす声かげや霞援総れる動作が，

NもPもはっきり表出しない I若手より

(P<0.05)をもって多い。

②Nの表出の多いB若手には，母綴のゆらしたり， タ

カイタカイをする行動が. l'ずもPもはっきり表出しな

いI若手より統計的に有意差 (P<0.05)をもって多い。

③Nも?もはっきり表出しない I群;こは，母親が他
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人と話すという養育行動以外の行動がPの表出の多い

取群より統計的に有意差 (P<0.05)をもって多い。

③Nの表出の多い区若手は，母親に抱かれている位震

がNもPもはっきり表出しない I群より統計的に有意、

室長 (P<0.05)をもって多い。

考察

jよJ、上のことから，出生後4ヶ月自の家庭での自然場

泌では兇の機嫌の良さ・惑さといった感情表出の違い

から分けた 3群への母親のかかわり方が大きく違いが

出ていることが分る。本報告と間一対象の出生後4B

自の授乳場面では殆んど包立った違いはなかった。

感情表上告がはっきりしている乳児は， はっきり表出

しない乳児よりも，母親との椴互作用が多く，それだ

け人とのかかわりの多い環境を乳児が作っていると云

えるであろう。

紫疑応答

E室長:Q)60分間観祭の条件設定を教えてください。

東京，慈恵会医科大学 演中喜代・②研究方法について，

綬過継続して60分1国のみか，記録， ビデオをとる

ことによる，母親への影響はどうか。

石塚:母妊娠後期， 1か月健診持にffii援し，家庭での

日課の流れなどを記録し，午後の王手い時!訟をPoint

(母!足共にゆっくりしたi時間)とした。

②継続している，熱経している兇の場合は，統計的

に信頼度を高めるために l時間半位とったものもあ

る。又カメラ 1会は児に向け母殺の行動はチェック

リストを用いて調査した。母親とは妊娠中からの信

頼関係もありあまり緊張はなかった。

第38群臨床看護却I

路長埼玉県立衛生短期大学 大河霊長千鶴子

関係なく，決められた病院の中での特殊な生活を強い

られることにもなる。ナイチンゲールも f最も良い状

態に患者をおくこと」を強調しているが，患者が入院

生活に適応し，それなりの安定が得られるまにでの過

複を援助することはQOL向上のためにも震要な看護

である。また患者のEI然治癒力を高めるためにも見逃

すことのできない看護である。病院という生活潔境杭

兵体的lこ窓者の心身にどのような影響を及ぼしている

のかを明らかにすることが必姿となる。そのため患者

が入院前後，特lこ病室や病棟環境に対して，何をどの

ように意識し，変化させているかについて検討したの

で報告する。

対象と方法熊本市T病続の外来混合病棟で病状等

が安定していて函援可能と判断された入院患者50名に

対し，入院前後の生活習慣，生活潔境等について具体

的に聞き絞り，印象については，一部SD法を用いて

得点化した。時期は入院前，入院底後，人税後lOB自

と三三郊に分けた。

結果と考察 まず病室・病棟環境に対する印象の全

体の得点の平均値は時腐の緩過に伴い positiveな方

向lこ上昇し，変化の過絞をぶしている。これを年齢的

にみると 20~30代が最も得点は低し環境を nega

tive ，こ;滋識しており，人波乱入続長室後iこ有意差が認

められた。

次に起床と就寝時間については，約80%の人が入院

後変化し，思くなった人の割合が多かった。変化した

人の中には，入院後10臼自に入続誌の時間に戻ったと

いう人が21.2%いた。また年齢が上昇するに従い，就

寝時間の変化が大きく，人税直後から入院後10日目ま

での変化と年紛の関に0.38の正の抱関が認められた。

次に熟限度については，よく綬れたを 5，全く娘れ

なかったを 1とする 5ポイントスケールで答えてもらっ

た。表3に示すように時間の綬過に伴い熟限度が上昇

171)怠者の入院さ主活適応に衡する研究 しているのは様々な要閣が考えられるが，環境への適

一特に入院前後の病窓・病棟環境に対して一 応もそのーっと考えられる。

虎の門病段 土橋みゆき その他ベッド・の位霞については，開室の患者関係で

熊本芳和会くわみず病院 Qct野良子 希認するベッドの位鐙は決ってくると考えられた。

前熊本大学教青学部 木場富喜 入院患者にとって病室は治療，看護を受ける場であ

日本の病筏は「医師の家jから発援したとぎわれ， るとi司時に生活の場でもあるといわれている。患者の

入院が療養生活を送る場であるという認識は苦手ちにく 病室・病棟、に関する反応の具体的事実を切らかにしな

い状況にあった。患者にとって病院は，病気や治療に がら，自然、治癒力が増すような，環境の整綴に自を配

対する不安に加え，これまでの生活潔境や習慣等とは ると共に?生活の場Jであることを等愛した表設が必
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姿であると考える。

質疑応答

兵庫県立看護大学川口孝泰:缶入院前の生活スタイ

jレを捉えておくべきではないか。

若い入寂X巴gativeなのは老人の方が f筑波だか

ら{土方がないjの意識が強かったからではないか。

②どのような人がどのように変化したのかが重姿

で，平均化した億のみで比較するのは問題があると

恕うが。

中野:金生活スタイルについては，入読後思い出して

もらいながら飽き取った。

@高鈴若ぎにおまかせ，依存，あきらめ， という傾向

があり，務い人には，資任を遂行で漫ない然りや，

疾患がj会緩するかということに対する不安が強いと

いう綴向が認められた。入段経験も議室ましたが，有

意差i託尋られず，病状にtr.右されていた。

オ立場:共同研究者追加発言

恋人続前の生活スタイルの議選まはやっていないが発

表の中でも寄ったように入院前を患い践してもらう

ことにより処援した。

②この病践における対象の場合の結果を示している

のでー絞的資遍性を結論づけてはいないので，その

ように理解しでもちいたい。データをふやしたり，

対象が呉れば15IJの結泉が出るのは当然のことである。

172)入続による生活様式の変化に関する検討(第ヰ

毅)一清潔行動の預からー

埼玉県立衛生短期大学

。小板橋喜久代・大河原千鶴子

アメワカカソ 1)"Jク大学 荒川 P~子

ンター

土慶尚義・ 4ゑ弁和子

はじめに.患者が入続生活に f慣れjていく j過程に

は自宅との生活様式の綴迷が関係しているものと患、わ

れる。今回は清潔行動の面から検討を行った。

対象および方法.一般病綴2施設の外科および整形

外科病棟入撲中の患者152名(平均年齢37β土14.7才)

に対し， -，屋践の留置法によりアンケート調査を行い，

入読による変化とそれへの対応について比較検討した。

成緩および結論1.入院前後の歯磨き回数に変化

はなく，平均1.8ごと0.7密/臼であるが，いずれも女性

a 

の歯磨き部数が多かった。入院後はベットj二で洗童話す

る容が31%存在するが，介助を妥する者は6.0%に留

まっていた。

2. Ei"B洗髪部数は，平均2.3二と1.38/聞であったが，

若年弱ほど洗髪頻度が高く，青年緩と壮・実年層とに

羨が認められた (P<O. Ol ~O.OOl) 0 入院後は年代

差がなくなり， 3.8ごと1.4日/留に減少した。入務部洗

髪部数の多かった資・校年濁は入読後洗髪部数が減少

し，前後の室長が認められた。洗髪所主主時間は， 自宅で

は平均19.6ごと9.6分で努設が16.7こと9.6分lこ対し， 女性

は24.1こと8.8分と 7分ほど主主い綴向が見られたが， 入

綴後は15.9二時.8分へと全体にやや短絡された。女性

は入段後の時間短議が大きく入院前後iこ差が認められ

た (P<O.Ol)。洗髪場所は浴獲が40%，シャンプー

合とベット上が合わせて40%強であり，これは，要介

訪者数と一致していた。

3. 自宅入浴関数は，不均1ιごと0.38/鴎であった。

入読後i主将%の容が入浴しており， その回数は4.4ゴ二

1.28/間に減少した。人主主容の内の24β%が姿介助

者である。入浴しながらも清拭を行なっている者33.6

%を含めて，法試を行なう者が自0%に迭しており平均

1.4こと0.98/閣であった。妥介劾者が60%強おり，入

浴孫姿時間は自宅の26.2こと11.1分から23.9こと12.3分iこ

短縮された。努殺は 5分短縮しており，入院前後の去を

が認められた (P<O.Ol)o 1自の清拭所姿在寺践は

11.3こと5β分であり入総所要時総の三存分以下である。

入浴時実IJは，自宅では90%の考が18時以降であったが，

入続後は，入浴・治拭ともs終から188寺の間iこ変更さ

れたが， 8寺実IJの変更と f綴れjとの潟迷は，その綴向

が示唆されたに弱まった。

4.清潔方法で f不慣れjの説会が高い販に，洗髪，

入浴， 7育拭，洗街溺磨きであり， これは部分介助も含

めて妥介助者の多い/1僚と一致していた。姿介助者は自

力の有者;こ比べ，入続後の清潔行動の頻度が低く，

れないj者の割合が高く，慣れ 1こ要する綴簡も長

い綴向がみられた。その他の姿霞として，自宅洗髪部

数と病践の風呂の使い難さと「慣れjとの関連が認め

られた (P<O.Ol)。
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173)入続怠者のストレス!こ関する検討

ーその 3.病床数より

千葉大学看護学部看護実践研究指導センター

。阪口 被男・長友みゆき

兵感県立看護大学

はじめに e

)11口孝泰

続続で入E寄生活を送っている患者のストレスは，昨

年本学会でその 8妥留を抽出して，背景別さらにくあ

さ3らめ>， <遠慮>など人税患者のストレスに対する

Copingについても報告した。近年，慾容のニードは

多機惣を帯び，特に，患者の病気自身ならびに治療に

対する情報，すなわち InformedConsentが重複さ

れるとともに，会{題室イヒの病院の出現にみられるよう

に，入院時の個人のフ。ライパシー欲求は今後，主主々高

くなることは必至となろう。しかし，現在の医療情勢

では，どこかで妥協する必要があろう。そこで，今回

は昨年のデーターを遂に，多沫2さにおけるベット佼霞

によるストレスの度合いを中心に検討した。

調査対象と方法:

盟立T大学医学部F付属病院 c大学医学部F付属病段

及び私立O医科大学F付属病院の内科・外科系病棟iこ入

院する患者328名を対象とした。

方法は入続生活で起こると考えられるストレスに泌

する設問38項gとYG性格検資の情緒不安定出子のう

ちの祢経質に関するもの40項自について，自己記載に

よるアンケートと盟収符の聞き叡り議室主を行ない，病

床数751]，すなわち個室長 2人部屋 4人部屋， 6入部s

E霊，またベット位置75IJ-窓側，真ん中，廊下側につい

てストレスの受け取り方を分析検討した。

結楽

l. j昭三室は患者のストレスが極端に低い値を示すのに

対して，多床2さではストレスが強い。 4人 6人部E雲

間iこは主査が殆ど認められないが 2人きsE還は 4人， 6 

人部屋に比べて，やや強いストレスがみられた。

2. ベット位置でみると 4人部穫で窓側，廊下側共

に，殆んど差がないのに上ヒし， 6 人制r~震では廊下側，

爽んctが窓側に土とし高く，特lこ，真ん中が高い。これ

を病棟75IJ，性別でも同様であった。

質疑応答

座長:1)多床家におけるストレスが強いという結楽

に対しお伺いしたし、。~キューピクルカーテンはど

う影饗を及ぼすのでしょうか~そのことを考慮して

入れたか。

2) 6人部屋の廊下側は証明の踏さ，換気等がスト

レスになるか。

阪口:1)今出はその点iこ関しでは配慮していない。

2 )昨年報告している。

174)人税患者のストレスの変容

千葉大学看護学部看護笑践研究指導センター

。阪口 禎男・長友みゆき

兵庫県立春護大学 )11臼孝泰

はじめに:

病院に入続している患者は病気の治療のために，入

銭前までの生活とは災なった制限された環境で過ごす

ことを余儀なくされている。患者によってはこのよう

な環境の中でストレス状態を生じ鍵療関復の障害に

なる場合もあると考えられる。昨年の本学会ならびに

前発表でも報告したように，入続患者のストレスにつ

いて概念的検討を行なった上で，入院患者がどのよう

なストレスへの脅威に曝されているかについて調資，

検討を行なったが，今回はそれらの概念枠にどのよう

な変容がみられるか，入段持とill続時の 2砲にAり諮

査し，検討したので報告する。

入院患者の概念枠総み・

昨年の誠査の結果から，大きく分類して1.非日常

生活 2. プライパシ- 3. コミュニケーシ豆ン

4.情報の欠如・過君主J 5.家庭の心配 6.経済的

不安 7.潔境への不満 8. その他の 8因子を構図

fとした。

対象と方法:

調査対象は国立大学F付属T病院，公立大学的属S病

院， N病院の内科・外科系病棟に入読した患者93名で

ある。調査方法は昨年の成績を参考に38項目から13項

目増やして51項目， さらに STAI検査を併せて入院

数臼後と退院後前の 2侶，自己記殺によるアンケート

および，その後の部き淑り謁査を行ない，また，問時

iこ人税続行患者lこは，一定期間後に時様の議査を行い，

入段患者のストレス因子の変容について検討した。

結泉:

1. STAIの状態不安では退院直前に低下がみられた

が，その程度は内科系に比し外科系に著しい。一方，

特性不安は内科系の値が高し、。
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2. 8昭子の変容をみると，日常生活，家庭の不安，

経済的不安に対するストレスのポイントは低下するが，

治療よの稽報に関しでは緩和される綴向がみられた。

これに対して，プライパシー，コミュニケーシ zン，

環境の不満の増大がみられた。さらに，外科系と比較

すると，内科系では，プライパシーの滋少，家庭の不

安，後報の増加がみられた。性別では非日常生活，家

庭の不安の増大が男性群lこ， これに対して経済的不安

が女性群に増大がみられた。さらに，疾患5.lIJでは慈、性

群に全てに増大がみられた。一方，年令5.lIJでは， 41~ 

60才群iこ非日常生活を除いた霞予の増大がみられた。

また，入続期間5.lIJで 2W~3W間の群;こ非日常生活，

プライパシーおよびコミュニケーションの増大がみら

れている。

質疑応答

E室長:鱈人笈や多彩な婆罰金iからむ入錠患者のストレ

ス関子の変容について今後も研究の索殺を期待する。

175) CAPD筏行者における CAPDストレッサ…の

分析

きょ子・村荷宏子

現在透析怒三ぎは， 116，000名を越える。そのうちの

95%は取液透析(以下HDとする〉を受けている。 H

DIこ費やす時間は，社会復縁の妨げになることも多い。

一方， CAPD CContinuous Perito-

関心 Dialvsis)は，この際題を解決するために1976

俸にアメワカで開発され，現在わが協では6，000名の

1)バッグ交換回数 r1.1> ¥タみ疲労将来への不

安身体的活動の制限j などが高額伎の CAPDス

トレッサーになっていた。また， HD患者で高瀬位の

ストレッサーであった食事・水分苦手H裂などは，高JI渓位

になっておらず，その綴遂が認められたc

2) CAPDストレッサーは， i潟人の状況によりその

認知が高くなることがわかった。

①滋業の有終{ま， CAPDストレッサーの認知;こ議

も変化を及ぼしていた。

客船主義未満芸f(主将来の不安， {士事への交際などをス

トレスとして高く認知していた。

多男性は仕事;こ関連した項践に，女性はボディイメー

ジ;こ関連した項目のストレス認知が認くなってい

る。

三会CAPD箆において， 3ヶバ米議と 3ヶfI以上で

は，ストレス認知;こ質的援が生じているc

@綾緩炎の併発者{ネ感染!こ関するス bレス認知が

{尽くなっている。

@議尿病性腎症容は，身体的不快症状を強く認知し

ている。

会仕事への支障，家族の協力が得られないことなど

の項目は，多くの変数において有:意差を生じてい

fこ。

今後は施行~が CAPDIこ伴う外的・内的な環境の

変化;こ対応し，生活適応していくためには， CAPD 

ストレッサーに対してどのような対処行動をとるのか，

明らかにする必安ーがある。

施行容がいる。 CAPD!ま家庭で実施できる治療法で 質疑応答

はあるが，自己管援に伴う知識と技術が必姿となる。 差益長・ストレスの内容を看護婦が説明することによっ

治療法を取り入れて生活へ適応してゆくには，ストレ で改善するものと，本人の主体によりむずかしいも

スがおいと考えられる。 のがあるがどう考えるか。

そこで本研究の包的は， CAPD路行者における 背水.看護燥の働きかけで，すべてのストレスが減少

CAPDストレッサーを明らかにし，生活適応につい するとは言えないが，今回，得られた結5誌をもとに，

て検討することにある。 慾者にかかわることにより CAPD治療に関するス

研究潟兵は， iCAPD窓者背景用紙j と iClミPD トレスが少しでも軽減できるのではないかと考える。

ストレッサー認ま愛用紙jを使潟して，アンケート議査 また， f閲覧IH生のある指導;こ役立てられると怒われ

を行なった。 CAPDストレッサーは B註ldre告が考 る。

案し，.iE木らが邦訳して渇いたα係数0.8854の透析ス

トレッサースケーノむを参考に， 42項8で議成した。対

象者比外来通院している CAPD施行者56名であり，

議資の結栄次のことが明らかになった。
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両7ム::ijj一一一)

第39群看護教育潤

座長 東京医科歯科大学医学部保縫衛生学科

波多野授子

176)看護教育による看護学生の意識構造の変容(第

5報)

長勝大学医療技術短期大学部 O草野菜様子

産業復科大学 中淑子

千葉大学 内海 混

看護教育における臨床実習の目的・意義については，

騒々の先行研究がなされている。

その研究方法については，研究者の主観によるとこ

ろが多く，又解答方法も多校選択法というワクづけら

れた解答しか得られていません。

そこで，私達はB5の尽紙を用いて，白磁形式のア

ンケート調査を行うことにより，学生の自由かっ思い

ついたままの問答を得ることをねらいとした。

又質問機の主題自については，人間の喜びゃ悲しみ・

悲哀を大まかに 5つに大男IJした。1)絡しい，楽しい，

f会決， 2)箆:められ，役立つ， 3)図る，戸惑う，不

安， 4)悲しい，辛い，イヤ， 5)興味，勉強したい

ことなどである。

これらの質問繍の記載内容を文字数・話題数・関係

した人間や対象となった纂項などを数量化し，困子分

析を行った。

文学生のフェイスシート，つまり県内・県外出身の

者，私立と公立高校出身の者，三三人家族の者とそれ以

外，クラブ活動に入っている者といない者，病気の経

験のあるミぎとない者などに分類し検定を行った。

これらの結果から，各臨子潤において，祭内・県外の

どちらに影響をより受けやすし、かが明らかになった。

又，国子分析においては，累積寄与察 (60%)によ

り留子数を決定し 3関子では， f苦痛・凶惑・向学因

子， 6顕子では，語数・項El・有然・楽しい・苦痛・

向学悶子と名づけた。

以上のことから，質問機の 5項目であった人間の喜

び，悲しみなどに区別したことと一致する。また学生

の意識の構造は，苦痛・困惑・主主める・楽しい・向学

意識などに大別できることが明らかになった。

従って，学生の意識構造をありのままにとらえる為

に，自由形式のアンケート謁査は有効であり，学生の

意識機迭は群)31]1こ比較することにより，その影響度が

判明した。

質疑応答

滋賀県立短期大学太田節子:臨床看護として調査さ

れたものであるが，調査時期，対象者と教員の指導

体制jについて

主主野実習前は基礎実習開始前;終了後とは，すべて

の実習終了後のことである。

実習は 3年時スタートとなり，担当は各教科担当

教官 l名，病棟からも 1名の指導者がかかわってい

る。

座長:笑擦にどのように変容したか。

草野:意識構造の変容とは今閉までの研究では，実習

前と実習終了後の変化である。

今後は，卒業後の学生の変化まで追跡したいと考

えている。

1m臨床実習における学生のやる気についての…考

察 ーやる気とそれを左右する婆図の分析一

愛媛県支医療技術短期大学

O'el' 雲寺子・三重野英子・河野 保子

1.研究El的.学生は，臨床実習において様々な体

験を通し看護の学習を進めているが，これらの体験の

事実の中lこ実苦手へのやる気が様々に存在していると考

える。今回は，実習における学生の認識がやる気とど

のような関連性を持つのかを検討した。

2.研究対象，期間及び方法.対象は本学の 3年課

程の学生(ー看主主)49名と 2年課程の学生(ニ看生)

26名。調室長期間は，平成4年度回復期看護実習の期間

中。方法は，ベクトル式やる気調盗用紙を用い，毎日

実習終了後に今日一日のやる気とその潔白を自由に記

述させた。やる気の姿因分析は， + 2 -+ 4の間に脅

かれている理由をやる気を向上させる婆鴎として他出

し， -2 --4の間lこ誉かれている理由をやる気を低

下させる要因として抽出し，それぞれについてKJ法

で整理分類した。

3 結果:やる気に爵{係ある姿弱をKJ法で抽出す

ると， I身体状態j，実習に対する心構えjI実習環

境j，I患者との関係j，仁患者の変化j，Iケアの笑践能
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カj，f医療従事者との関係ム「教員との関係J，r!慾者

の家族や付き添いとの関係j，rその他 1こ分類された。

学生のやる気を向上させる婆閣として最も出現綴度

が多い内容は，一審生，ニ泰生共;こ?怠者の変fじで，

一審生40.4%，ニ者主主35.7%であった。次いで「ケア

の実銭能力jが多く，ー看主主21.1%，二者生20.2%で，

31雲131こf患者との関係jで，一審生13.3%，ニ者主主

19.4%であった。やる気を低下させる姿留は，一窓生

では，ケアの笑銭能力jが援も多く 27.5%，次いで

f身体状況j21. 6%， r実習に対する心繕えJ13.7% 

のJI阪であった。二審主主では， 仁患者の変化jと fケア

の実践能力jが最も多く共に20.0%で，次いで仁患者

の変イヒJ16.0%であった。

4.考察:毎日の実習で捺々に変化する学生の認識

に着白し，お々の体験がいかに学生のやる気に影饗し

ているか検討した。

やる気を向上させる妥盟は， ニ者主主共;こ ff.E!、

者が回復iこ向かつて変化しているj と感じること，

fケアの笑銭能力jを自覚できることや仁忍者との潟

係jがよいと惑じることがあげられた。このことから，

学生は，自己のケアの能力を見いだし，患者の忍びを

自分の議びとして受けとめることや，看護に自

や潟足感，自信を持つこと，そして，学生が患者から

認めてもらっているという安心慾，あるいは看護の発

展性が約束されていると感じることが，学生のやる気

を向1ニさせていると二考えた。

やる気を低下させる姿国は，一着生，二着主主共iこ，

自己の実践に達成感が得られない時であった。また，

一一，者生{ま f自己の心身の不調J，ニ者主主では， r患者

の変化J，患者との関係jでやる気を低下させていた。

一義生は爽潔に向かう自己を;窓識し，二審主主は患者一

学生関係を意識していると考えられ，やる気を低下さ

せる妥酪に若干緊なりがあった。

している。

鳥取赤十字看護専門学校 川瀬初江:部後綴笑習を

f学生のやる気jの妥協分析に選ばれた窓閣は符だっ

たのか。

営:私達が実際iこ指導を担当している笑努期間である

ため，菌復鶏笑潔J:t1こ議査を行った。

E室長・学伎のやる気は，実留の種類や時;ぬこよって途

うのではないか。

苦言:議室託期間が間後期実滋中であったため，特;こ仁患

者の変イじが多かったとも捻察しており，

による姿閣の遂があると考えている。今後，検討し

ていきたL、
178)務衿科裳習における審議学生の意識構造への影

饗葵菌の検討

一実習議後，受持患者の疾慾による検討一

山口大学援療技術短期大学部

。金UJ 正予・問中マキ子

)11オ王手IJ蕊子

千葉大学看護学部看護実銭研究指導センター

内海 渓

〔研究践的]これまでに，我々は精神科実習前後の看

護学生の怒議機迭をが変化することを見出している。

今回は，表護学生の:滋議構造;こ影響を及iます姿閣につ

いて検討した。

主主学看護学科3年次学生?品名で

ある。議神科5定資前後iこ「精神践に対す

関紙言書資を行い，羽答を数盤fヒして関子分析(パJ)マッ

クス態転)を行い，累積寄与ネ54.4%でs関子そ抽出

した。実習病棟別，受持患者の疾患別に，災努詩立後の

項13得点および臨子得点の王手均綴の差の検定をrrった。

{結果および考委祭]

1.実習病棟7.JIJの実若手泌後の平均鎮の比較

閉鎖病棟、の学生と開放綴擦の学生は共iこ， r近づき

質疑応答 にくいJ 気 味 が 悪 い 怖 いj

京都府立医科大学医療技術短大部 宣言問陵子:患者と f身近な病気j等の項尽に有意差を認めた。閉鎖病棟

の関係がうまくいかないとやる気を低下させること の学生ではさらに，危険j 「何

が多い。その時の教員の関わりと学生の反応、につい をするかわからないJ 純粋j等の項目iこも有意差を

て 認めた。 8因子ののでは，雨病擦の学生は共;こ鳴鏑・

管:学生は教員に自分の行ったケアについて認めても 嫌怒顕子jに予言:蕊妥を認め，笑潔後;こ精神疾患および

らったと惑じている特にやる気が上昇し，頭ごなし 精神疾患患者に対して恐怖・嫌悪をしない傾向が示さ

に言われたと学生が受取っている終にやる気が低下 れた。閉鎖病棟、の学生ではさらに f街定的因子 iと
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n羽鎖的問予JIこも有意差を認め，実習後に精神疾患

および精神疾患，患者を肯定的にとらえる傾向，閉鎖的

ではないととらえる傾向などが示された。

2.受持患者の疾患別の実習前後の平均鎮の比較

受持怠者の疾患が精神分裂病の学生とそれ以外の学

伎は共iこ， r近づきにくいJr気味が懇いJr'il¥ilリ
f精神病読は騒いJ 身近な病気J r何をするかわか

らないj等の項自に有志:差を認めた。受持，患者の疾患

が精神分裂病で{まさらに， r危倹Jr人間関係が閤難j

患者を支えることが必要 r純粋j等の項目にも有

意去をを認めた。 6因子のゅでは，共iこ「恐怖・嫌悪、因

子JIこ有意差を認め，実苦手後の学生は，精神疾慾およ

び精神疾患患者に対して恐怖・議色懇をしない{際向があっ

た。受持患者の疾患が精神分裂病の場合では，さらに

円守主主的因子JIこも有意表を認め， 実習後iこ精衿疾患

および精神疾患、患者を常定的にとらえる傾向が示され

fこ。

実習病棟と受持怒、殺の疾患とで x'検定を行った結

果，関迷が克られず，看護学生の意識構造に実習病綴

および受持患者の疾患が影響していることが示された。

精神科病僚の特徴である f閉鎖j と?開放jの看護シ

ステムの違いは， J怒沼の劇患の愛症皮と関述したイメー

ジを想起させると考えられるが，学生は現実の閉鎖f災

後の忍者iこ援して符定的な意識が芽生えたことが推祭

される。また，受持患者の疾患の途いは，学生lこ受持

態、殺の病状や看護内容から想起するイメージをもたら

すと考えられる。精神分裂病の患者を受持つた学生は，

実際に患者に接することで常定的な意識が芽生えたこ

とが推祭される。

179)手術患者を受け持つ学生の不安の推移

大阪府立看護短鶏大学

。足立伎tせ・中元久美子

新潟大学医療技術短期大学部 尾崎フサ子

〔はじめに)手術窓、者を受け持つ学生自身の不安や緊

張は実習内容に影響する。急性期看護実留の場合，学

生の過度の不安が，患者への怒影響をもたらしたり，消

極的な笑溜iこ終わることへの対処方法について考燦す

る必要性がある。効巣的な指導を行うにあたり，今屈

は手術J患者を受け持つ学生の不安の程度と推移を紛ら

かにしfこ。

[研究方法] (対象者)1992年4月から1992年12月の

部lこ， F病院一般外科，および婦人科で術前・術後の

経過をたど‘る患者を受け持つ平成4年度本学第一看護

科 3年生67名。(識変方法) 1.実習前 2.手術当

日の毅 3.術後初めて患者iこ合う前 4.問題点・

計磁を1Z2認し笑施する前 5.実苦手終了時の 5状況に

ついての継持的な不安の変化をみるため， STAI 

(The State-Trait Anxiety Inventory)を用い測

定した。(分析方法) 5状況における不安の程度およ

び変化から手術怠者を受け持つ学生の不安の特徴を分

析した。データの統計処援では，平均{践の室長の検定は，

対応、のある t検定(有意水準 5%)を用いた。

{結泉〕特性不安得点は， 1: 49.2ごと11.0， 2 

51. 8土11.7， 3: 51. 0土11.3， 4・51.2土11.8， 5: 

46.4土10.6であり，実習終了時に，実湾中の 3留に比

べて低下がみられた他は有意室長がなかった。各状況に

於ける状態不安得点は， 1: 54.7ごと10.6(平均ごと標準

偏差)， 2 : 61. 1こと12.3， 3: 55. 1ごと11.3， 4 : 51. 9 

ごと10.2， 5: 36. 4ごと9.48であった。各状況間では，実

習前から笑苦手中を返してに比べて，笑習終了時では有

志;の低下が見られた (p<0.05)。手術さき日の紛は各

状況に比べて有志uこ高かった (P<0.05)。実習前か

ら実努仁わを返して，残りの 3状況関に有意差を認めな

かっ fこ。

〔考察)手術患者を受け持つ学生は，実習前より真正

lこ不安が高まっており，笑習中は手術当日を]頁点に常

時不安が解消されることはない。内科病棟で実潔した

学生は実習が進むに従い不安が低下するといわれるが，

それに比べて，今自の結菜はそ手術患者を受け持つ学生

の不安の特徴を裏付るものである。手術患者の不安を

測定した報告によると，患者の不安は手術後から退践

にかけて，概ね低下する傾向にあるとされるが，患者

の不安を援助するべき学生の不安は，手術終了後にも

低下することなく高値が続く。学生は患者の心身の回

復過程を捉えながら計画の立案修正を繰り返しつつ者

護を展開しなければならず，このことも手術患者を受

け持つ学生の不安が持続するー閣と考える。今回の調

査結5誌は，学生の不安が一連の看護展開に及ぼす影響

の大きさを推測させるものであった。今後は，各状況

における不安の内容を明らかにし，効果的な指導方法

を検討したい。
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質疑応答

京都府支医科大学医療技術短大部 酒田隆子奪・術後

初めて患者iこ会うというのはりカパワールームで術

直後に会うことですか。

また，どんな内容，項包について学生の不安は潟

くなりますか。

足立・病後の者護主主の撲のりカパワールームでの笑潔

のことであり，術協後の実習をしている。翻かい内

容については，現在自由記載でアンケートを取って

いるので，今後検討する予定である。

座長“学伎の不安は指導者のかかわりによって異なる

のではないか。指導者のかかわりは一定と考えてよ

いのか。

足立:手術当日は，教員あるいは終榛スタッフと一絡

にパイタルサインのチェック等している。

180)務神科薬醤における審議学生の気付きの変化

自己の態度への気付きの検討一

山口大学医学部付属病段

。坂之上智子・山本妙子

山口大学医療技術短期大学部

ぎ益出 正予・街中マキ子

産業医科大学医療技術短期大学 1112向日窓、子

工 乙格イ戸時努議崎支!1議議官給成哨h ンター

内海 援

累積寄与喜界拡 5%で8関子を摘出した。実際、の患者と

の祷わりをi1!iして学生は，自信のない消極的な態度，

18奇を怒れる態度，自分のベースで援助する態度，カ

まずに接近しようとする態度，気配りする態度，気楽

;こ話そうとする態度，認めの態度，言語的コミュニケー

ションをとろうとしない慾度などに気付いていること

がうかがえた。また，第一週と第二週の因子スコアの

平均鎮の室長の検定の結5乳第巨妥協子 (p<0.001) と

第六部子 (P<O.Ol)とに有意表を認めた。第在日因子

は，意義理強いしない拒否されでもアブローチす

る手を怒るjなどの環日で織成された，カまずに

患者;こ接近しようとする態度がうかがえる盟子である。

また，第六顕子は， 汗晃緩を合わせてはなすJ

に認す当たり隊りのない態度をとらないjなどの

項目で機成さされた，気楽に話そうとする態度がうかが

われる留子である。学技は，第一還と第二週では，こ

れらの自己の態度への気付きが変化していた。すわな

ち，第二選では患者;こ対して怠然iこ接近しようとする

態度をとっていることに気付き，表現している。この

ことは，第二滋は第一週よりも，学生i立感者潔解が深

まり，カンファレンスなどで自己の態度を凝り返る機

会をもったために患者に自然に接近できるようになっ

たことが考えちれる。

質疑応答

〔研究目的]看護教湾では，臨床実努れ学生の知識・ 慶長:これまで3 して国子分析を用いた

技術・態疫を統合させるという

本学の務神科実智は 2i滋践の綬;認の実習ではあるが，

これまでも学生の笑努記録から，実習日数によってお

分の態度への気付きが，変化していることをうかがえ

る。そこで，精神科笑潔指導の参考とするため，看護

学生が f臼分の絞りやすい態度jについてどのように

しているかを把援する臼約で，本研究を行った。

〔研究方法〕対象は1991年度本学務護学科3年次学生

73名であるo精神科実務第一週終了時(以下第一週と

絡)と第二道終了時〈以下第二遜と絡)iこ，慾者と

の関わりのctで自分の取りやすい態度*くせ(特性)

について自邸記載を求めた。記載内容を繋践し，出現

頻度を数蚤イヒし，国子分析(パリマックス沼紛を行っ

た。また，第一週と第二i畿の限子スコアの平均値の差

の検定を行った。

{結采および考察]記載内容により， 28工r&践に慈濯し，

Eヨ

研究が行われているが，それぞれ節子分析について

の怒解が祭っている。開予の解釈をするべきである。

181)臨床実習を効5義的にすすめるためのグループ活

動iこ関する一湾察(第3毅)

銀杏学箇短期大学看護科

。紫83 ;i1.(、子.83111 伸子・岩滋裕子

本学の臨床爽習は， 1グループ10-12名で， A. B・

C.Dの4グループにわかれ，メンバーが変わること

なく待遇関にわたって，合計6科自の実習を行う。学

生の童話床笑習状況そ観察してみると， メンパー践の綴

互関係が良くまとまりのあるグループほど，臨床実習

のすすみ呉合いも良好の様iこ恩われた。これまでの研

究で，ソシオメトワック・テストの結架から「裕互選

択jの数綴iこ注8し， rまとまりjの度合を分析して，

グループの評{泌をしてきた。この評紙2基準が学生の{長1]
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のクググ、0、Jルレ一フプ。t汚舌動に対する自己言評平{価図とどの様に述関して にクグ、Jルレ一フ

いるか検討するのが今題の諜題であるo実務終了後の るか。

学生にアンケート調査を行い，学生の評倒する禁まし 実苦手中各々のグループに教員は，どのように介入

いグループ像のあり方を明確にし rまとまりJとい しているか。

うことがどの様な意味をもつか考笈した。 グルーフ。学習ぎを援助するために教員はどのような

[研究方法]対象は，本学第8自入学生48名と第9 研修を行っているか。

邸入学生45名の計93名である。実習終了後，各々にア 柴出・実習前オワエンテーションで， rカンファレン

ンケート認査を行った。グルーフ。評価に関する調査内 スの関き方J (グループダイナミックスの本を資料

容は，以下の 4点である。 として)や，笑習中にグループ活動を行うというこ

eあなたの所属していたグルーフ。の良かった点は，ど とを意識づけしている。

ういう所でしたか。②あなたの所属していたグループ 教員は常に，グループ成員簡の関係や，グループ

の怨かった点は，どういう所でしたか。③笑習を行う の雰閉気を観察している。グループ成員間の関係が

上で，どの様な人の存在がグループ活動を妨げると考 良くない，もしくは，問題がある場合，教員を含め

えますか。③実習を行うよで，グルーフ。活動をうまく ディスカッションを行う。

やっていくには，どの様な人の存夜が必望書と考えます 教員の研修という佼麓づけは，現在ない。しかし，

か。問答は，自由記載とし，第 l 段階で30~40項目に 教員は，グループ毎の実習状況を報告し合い，統一

まとめ，さらにそれらを 5~6 項目に分類した。 した指導体制作りを心がけている。

〔結論;ソシオメトリック・テストは，グループ

の「まとまりJを客観的に見るための指標になるもの 第40群看護教育lX

である。 rまとまりJは，綴互選択をする者向志の広 E室長 神戸市立審議短期大学 東サトエ

がりを中心とするもので，綿々のメンバーのつながり

の数の多さによるものである。今思のアンケート議査

結果のグルーフ。の振り返りに関して，良かった点，懇

かった点として得られた回答は，それぞれ 5項目であ

り，すべて同じ内容だった。つまり，それら 5項目カえ

学生の基準であることになる。この基準が良いほどよ

り認ましいグループのあり方といえるのではないか。

さて， A表の中には， ifl1i選択の姿邸になるであろう

と思われるものに 2項目(メンバーの援助関係， .意

見交換)また，樹立選択の広がりの姿割になるであろ

うと恩われるものに 2項目(グルーフ。の雰囲気グルー

プのまとまり)があった。このことから，学生がグルー

プを評価する時に注目していたことは，我々の考えて

いた評価基準とほぼ一致していたことがわかった。こ

れまで学生自身の評織との連関をみることがなく，ど

の嫌な姿閣がまとまりに関係するのかを明らかにしに

くい函があったが，今回，学生の袈ましいとするグルー

プ像が明らかになり，この点からもまとまりにgを向

けることの意味を再確認できた。

質疑応答

東京女子医大看護短大河合千恵子:グルーフ。実習前

182)看護学生にみる看護診断能力の成長過程につい

て

東京都立松沢看護専門学校

東京都立広尾看護専門学校

しはじめに

。林美奈子

松尾ひとみ

カルソンは，看護診断を f一人の患者の，潜在的iこ，

または現に変化している健康状態についての記述であ

り，それは看護アセスメントから引き出され，また看

護領域からの介入を必要とするものであるJと述べて

いる。

看護アセスメント，すなわち，情報収集を適切に行

なう事が大切である。今まで，実習指導を行った結泉，

2年生と 3年生とでは，情報収集カに室長があり，それ

が看護診断能力の差となっているのではないかと考え

fこ。

そこで，看護過程における学生の成長を，

(1)情報数と収集するパターン数が増えること。

(2)審議診断名の正答率が高くなること。

と仮設をたてて，笑習記録を臨地で実習指導した内容

も含めて分析を行なった。以上2点の各学年における

特徴が明らかになったので，看護診断能力の成長過程

64 日本看護研究学会雑誌 Vo1.17 No. 4 1994 



一綾演星雲内~・質疑応答

をふまえた，実苦手指導のあり方について考えた。

2.方法

(1)対象 :M看護等門学校2年生20弘 3年生16名

(2)期間:平成4年10月~平成5年 2fl

(3)方法:実習終了後の提出記録の分析。

3.結果

(1)情報数とパターン数について

3年生の方が，初期情報，追加情報共に多く収集し

ているが 2年生も追加情報は 3年生とほぼ関数収

集しているパターンもある。

パターン数については，初綴・追加領報共;こ，学年

差は少なくほぼ時数収集している。

(2)看護診断名の正答本について

会てのパターンで 2年主主より 3年生の正答記事が高く，

2年生の正s:芸名が100%になるパターンはない。又，

3年生のiE答率iこ有意去をが見られたのは. 2つのパター

ンで，傾向が見られたのは 1つのパターンであったo

iEß:1l容が100%になる特徴は，情報数40~170であっ

た。しかし，同じ情報数であっても.iE答率が100%

になる学生とならない学生がいる。又，審議診断数は

11以下である。 2写生でもiE答芸名100%の学会ふがいる。

4.考察

2年生では，情報のもつ慾味の理解が不十分な為，

と一致しているか，個別殺をとらえ

た看護実践には，どのような情報が必要であるかにつ

いて，自分で磯認できるように指導してゆく必要があ

る。

3年生では，予測カがつき. Elら看護実践の必妥散

を感じて矯報収集している為，学生の看護観を看護実

践に結びつけられるように，指導してゆく必援がある。

又，上記の内容には{間人去をがある為，個人差をふま

えた指導が必要である。

以上の課題について，今後，効梁約な実智指導を行

なえるよう検討してゆきたいと考える。

質 疑応答

堅議クリストファ看護大学 問島綾子:正1f~容は看護

笑銭と結びつけての正答率と関係があるのかどうか。

また実践と結びついているものを正答率としてカウ

ントしであるなら，実践と結びついていないという

考察はないだろうと思うがどうか。

林:iE答性については，操作的主主義として用いた。

iE答性の内容については，看護実践を評倍して追

加した情報も含んでおり，学生の記述からだけでは

ない。

学生が警きなおし修正して最終的には笑践ができ

たということである。それまでのプロセスでのこと

である。

田島:指導によって得られたものと，学生が自分でで

きたものの区別が十分でなL、。王手に情報を記述でき

たデータなのか実銭と結びつけて記述できたデータ

なのかを十分吟味しないとものは震えないのではな

L 、治〉。

183)看護教育における看護i郡豊への忍者参加の試み

ヤふ斜窓会話同制-l-品伸 。高Ul 成予

近年，医療従事者と慾芸3・家族との f情報の共有j

の必要殺が論議されている。情報の共有j とは医療

者が医療殺が患者と開題点や段擦計磁を共有すること，

つまり雰議過程に忍苦言が参加することであるc

加は患者の権利援護のためとIiJ]U寺に患者中心の看護過

程展開のために非常に塗妥なプロセスである。アメリ

カでは1950年代lこ審議過程が登場して以来殆どの文獄

に怠者参加の必婆殺が述べられているが，まだ日本で

の実践例はJ!られない。

そこで今居臨床実習において看護過程への患者参加

を試みたのでその方法と結果を報告する。

〔研究方法]

対象は1991年8月かち12月iこ成人看護学実習を行なっ

た当短大第2看護学科2年生20名とその受持ち患者17

名(複数の学生が時一患者を受け持つたため〉である。

患者参加持綴はや間カンファレンス(慈沫側と学設の

接関した問題点・隠緩・計磁を検討する会〉の後であ

る。参加の方法は呂擦，計磁の資料を用いて態、者〈家

族).学生，教員が間席して話し合いを行なった。

評価は学生;こは実施前後のアンケート銭安と記述式

認査，患者に対しでは務総慈雲表を作成して，怒者の実施

前・笑籍中の参加姿勢を評{麗し，受:こ災施後;こ面接言喜

重量を行なった。

{結果・考察]

1.実施出米たのは学生14名患者13名で実施主幹70%で

あった。実施できなかった最も大きな潔白は中間カン

ファレンス終点で残された実務自が28と少なく実施

ができなくなったためであった。 (5名)実習鶏閣は
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i浪られているので学生の看護過程皇室開進度に合わせた

窓、者参加実施時期の設定が重姿である。

2 ‘~生は，実施前には75%が不安や心配など否定的

感情を示したが実施後には93%が「実施して良かったj

と満足感を示した。民様に患者の場合も実施前lこは92

%が戸惑いを見せ拒否した患者も l名見られたが，実

施後iこは実施患者会員が「良かったJと評価した。学

生，患者にとって初めての綬畿であり実施前の戸惑い

や否定的感情は当然と考えられるが実施後殆ど全員が

待定的であったことは患者参加が両者にとって意義あ

るものであったと評価できる。

3.窓、者参加の患者側の効果として最も多かったのは

「話し合いの場がある喜多によって意見が含い易くなるj

であった。患者の意見を潜まえた患者中心の看護を実

践するためには患者参加が不可欠であると権忍できた。

仁学生の学びとして最も多かったのは f宥護過程が

患者の為のプロセスだと実感できたJであり，看護過

程の意味を主主解させる教育効果が認められた。

質疑応答

滋賀県立短期大学 太泊節子:実習病機の看護婦は者

議過程に患者参加を促すケアをしているのか。

また拒aした患者の状況〈年齢， t生日IJ，個別姓な

と?と教員はどのようにその学生を指導したか。

高W:部分的に看護援助計婚を患者に示しているが，

会体的な患者の問題点，目標・計額を資料として提

示し話しあうことはなされていない。

犯否した患者の例として，

80才の男性， もと歯科医部。

糖尿病，脊微弱狭窄症，パーキンソン病の患者で，

2~3 日後の転院が検討されている状況で， i解っ

ているし，あと 2~3 臼で転読するのでいいですJ

と言われた。

座長:審議過程への仁患者参加j という概念・規定を

どうとらえているか，主幹iこ「情報の共有jだけにと

どまらないのではないか。

高LiJ・ f情報の共有j 一問題点・臼擦・ 3十闘を患者に

知らせるーイコール f患者参加jと考えていない。

「情報の共有jを第一歩として，計闘を共lこ，実践

してゆくことを含めて「患者参加」と考えている。

184)実習の評価iこ関する分析

一審議過程とコミュニケーシ E ン技術を中心に

名E古屋大学援療技術短期大学部

。岩絡弥生・小笠原知校

渡議議子・安藤詳子

徳島大学援療技術短鶏大学部 近藤裕子

筑波大学医療技術短期大学部 阪本恵子

{はじめに]

看護学カワキュラム改正では，看護上の判断力や問

題解決能力と，対象の理解を重視することが強調され

fこ。

研究目的は，新カリキュラム下の実習終了にあたり，

学生の看護上の問題解決能力とコミュニケーション技

術を評悩し，実智指導の改蓄について検討することで

あった。看4護過程に関する実習目標の達成度を，新!日

カリキュラム関で比較し，新カリキュラムの学生につ

いては，鵠題解決能力とコミュニケーション技術を評

価した。

{対象および方法]

対象は!日カワキュラムによる実智指導を受けた学生

78i;と，新カリキュラムによる学生126名である。

看護過程に関する実習日擦の主主成度は，学生の自己

評価をもとに，比較した。自己評価は情報収集，潤題

始t1:l，看護計樹，実践，評価，コミュニケーションの

6領域， 33攻尽について 5段階評価 (5-1点)す

るように求めた。

問題解決能力とコミュニケーション技術については，

看護診断と計画の内容と，看護場面での対応方法を分

類した。看護診新と計画は 4段階評価(俊，良， P}， 

不可;0 3点)した。

【結果および考察】

1 )看護過程に関する新!日カリキュラム問の比較

看護過程の 5領域の自己評価については，新旧カリ

キュラムの学生間;こ有意な差はなかった。新i日カザキュ

ラムともに，情報収集領域の平均値が最大{伎を示し，

実践領域が最小伎で，情報収集領域と他の領域開では，

1%の危険率で有意差があった。

2)新カリキュラム下の学生の揖題解決能力の傾向

新カリキュラムの学生の記述した看護診断は，状態

の急変に関する問題と，呼吸困難に関する問題が，そ

れぞれ総診断数の19%と17%あった。次いで不安11%，

ストレス10%であった。明らかに不適切な診断は22%
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あった。 宕筒.謁交の時期は18カりの学生は新カ 1)の学生より

学生の記述した者護診断，関連指子，根拠， Z十磁の 一年前であった。すなわち，新沼カワの学生ともに，

評価は，全で 2点〈良)以下であった。ことに看護診 成人看護学の笑潔が終了した時点で実務した。

断は1.36， T計額は1.28， E計臨は1.25と{ほかった。

3)新カリキュラムードの学生のコミュニケーション技

術の傾向

コミュニケーションを妨げる技法が念体の66%あっ

た。コミュニケーションを促す技法は明議化の16%を

含め， 19%であった。コミュニケーシ g ンを妨げる技

法のうち多かったものは，関銭的資陪14%と説明の要

求12%で，次いで忠告と劾ましであった。

以上のように，看護過援に関する逮成度については，

新18カワキュラム窃に大きな去をはなかった。そして，

新カリキュラムの学生の表議上の問題解決能力は，知

識の分析と総会が要求される孝三議診断， 主計画， T計

画において不十分であった。

コミュニケーション技術については，誌を{足し，慾

者理解を深めるような対応、は少なく，その技法もH問機

化などにi怒られていた。

今@]iま対象が少なく，実潔自擦の迷成度は自己言李総

;こ議づいているため，広く適用できるような結5裂が待

合れなかった。対象を拡大し，謁安楽を改議する必姿

があると窓われる。

質 疑応答

主義長:新カワでは開題解決能力をi認めることに期待が

もたれているが，結楽的に遂成皮iこ差異がなかった

妥協には何があると考えているか。

(Q 1への意見)

質問紙の信頼係数奇出しであるのは良いが，その

妥当性という点で今後の課題があると考えられる。

岩椅:El己評鏑の“情報の分析と問題点の総tI:l"領域

のやの，各項践を新i日カり潟で比較すると，

の分析"において，新カ 1)の学生の15が自己評銭が

高いという結祭はでた。しかし， これにも有意去をは

なかった。新18カり間;こ差がでなかった安田には，

実習指導方法を変えたが，その方法が不十分であっ

たことと，講義内容に大きな変化はなかったことに

関返しているかもしれない。

大分医科大学荻沢さつえ:1日カリ，新カリの学生で

あまり羨がなかったのは対象者の学習，議査時の

learningが加わっているのではないか。

185)審議学生の観察能力の発達に関する研究〈第 2

毅)

東京女子医科大学看護短鶏大学

O~岸恵三子・河合平慈子

千葉大学看護予定銭研究指導センター

土星雲 尚義・支援弁 和子

観察は看護笑践の基本となる重姿な技術の一つであ

り，看護学生の観察能力が， いでどのよ

うに発途していくかは，教脊容にとり非常な関心事で

ある。今回の目的比第18回

l毅;こ続く看護学生の綴察能力の経年約換誌である。

[対象およ

対象者は， T務護短大の 2年生のうち，入学当初，

l年終了時 2年終了u寺の全ての認王室;こ問答した学生

67名である。

方法は，心不全の患者iこ審議婦が，済試をしながら

欽水擦の指導をしている場面のVTR(1分45秒)を

見せ，その直後に観察した泰弘 「窓殺の状態 Iこ属

する事として，務名・病態・発途段階・基本的ニード，

f看護婦のケア，こ属する事として，慈暴言との対応・

物品の扱い・手技・ケアの簿類(清潔・患者数予約の

各項践に分類し，議まま雲寺期における観察項目と綴祭件

数について比較，検討した。

{結果およ

。平均総緩祭件数は，入学当初13.4件から 1

了特には20.11'牛 2年終78寺は24. し，

その分布は，入学当初の15件以下の方に落差しい緩佼を

示しているに上とし 2年終了時は王手均絡をゆ心iこ正規

分布に近づいている。

2)各項告の記載遂の割合は，患者の状態に属する

項目の病名，発途段階を除いて，看護緑のケアに属す

る項践を含めた{訟の全てが 2年終了時では100%の

記載になっている。

項目別 1人当たりの平均綴整案件数では，病態・物品

の扱い・手技・ケアの種類は 2年終了持iこ有意に滋加

し，発達段階・ 3基本的ニードは有議lこ減少している。

3)第1綴の分類の増加群・ 3ド増加群の学生綴々に

ついて 2年次の総観察件数では，増加群に上とし非増加
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群の総観察件数の増加が幸子名である。さらに年次

から 2年次の総観察件数の土器加件数差を見ると，平均

差5件以上の増加者は約半数であり，増加群の中では

5件以上の鴻加者は非増加群に比し少ない。

4 )増加若手と非増加群の項目別観祭件数では，続態・

手技・ケアの積類において，調者ともに 1年次 2年

次と増加傾向が党られ，発達段階・ 3基本的ニードにお

いては，増加群で2年次に減少が見られ，非増加群と

類似した低い綴察件数である。項目君Ijの患者の対応は，

増加群が2年次に減少傾向を示し，非増加群では増加

傾向を示している。

5) 1年終了時と 2年終了時の総観察件数の増加が

幸子しい群は，低下した群に比し，基本的ニード・患者

との対応・物品の扱い・手技において 2年次に地方自傾

向が兇られる。

〔まとめ〕

以上から 2年間の観祭能力の発達傾向において，総

観察件数はI1滋謁に増加しているものの，環日別では病

態の増加傾向に比し，発達段階・基本的ニード・患者

との対応の減少などの特徴がみられる。これらの意味

する事について，今後 2年次の授業の内窓・進度お

よび学生の関心事などを併せて検討する必要さがある。

質疑応答

座長 I観察j という概念をどうとらえVTR視聴時

に被験者に質問を提示したか。

また情報の増加還の比較で項隠間の比較分析はでき

ないのではないか。

専門機としての判断から摘出される坊主報援を総数と

して，どの程度観察されているかを数値で示す必要

があると考えるがどうか。

Eさ岸.この研究において観察の基本に事実を察予定とし

てとらえることを佼霞づけている。また何を考え，

その事実をとりあげたのかの考えについては別項自

の設問をして質問している。今回は前者について報

告した。

更にこの研究に当り，熟練審議婦を対象にプレ調

ままを行い， VTRの場面や観祭待問，分類項目等を

検討し統ーした調査用紙を用いた。

今回の観察件数は議を，項目はその内容としての

質を銭察尺度としている。

第41群看護教育X

座長熊本大学窓療技術短期大学部正村重喜子

186)卒業織にある審議学生の全身清拭場面における

怠者への援助の笑態

調立療養所東京病説付属看護学校

。管沼澄江

閤立療養所策Z友病院付属者護学校関根龍子

くはじめに> 1つの看護技術では認知領域，精神運

動領域，情意領域が統合して，はじめて患者に良好な

看護実践が提供できる。学生は卒業期に清拭の援助技

術が身についているか否かを，患者の降客，治療別に検

討したので報告する。

<対象・方法> 国立療養所東京病続付属看護学校，

3年課程， 3年生， 29名，方法は銭祭法。援助の要素

を安全，安泰， EI}'[，個人の尊重，コミュニケーショ

ンこれに基ずき 4つのカテゴリ-[コミュニケーショ

ン] 【倒人の毒事震と自立] 【安楽】 【安全]と10の小

カテゴワ-間き方話しプ'1J 援し方 rプライパシー

を守る意志、の尊重三 問者の参加Jrf:本位の工夫j

F爽快感 r皮!替の保護エネルギーの消耗を少な

くする r保温jと45項臼を設定した。患者の際害別

(呼吸器，治化器， Ehr・神経)と治療別(内科系・外

科系)fこ分析した。

<結渠> 障害別，倍iきJj話し方では呼吸器障害86.7 

%に比べ，脳神経障害は80.0%と6.7%低L、。援し方

は消化器際安85.7%に比べ呼吸器障害は66.7%と19%

低い。項目溶ち義いた行動がとれるが低い。意忘の尊

震では消化法降客69.7%に比べ，脳神経障室警は56.8%

と12.9%低い。項目患者の意向を筒く，了解をとるが

低い。エネルギーの消耗を少なくするは呼吸器湾審

55.6%に比べ，消化器障害は45.2%と10.4%低い。項

目清拭後の銭察をするはかなり低かった。保温は消化

器降客50.0%に比べ呼吸器障努は27.8%と22.2%低L、。

治療J.jlj，潤き方話し方では内科約治療82.7%，外科

約治療81.4%と差はほとんどない。接し方では内科的

治療73.3%に比べ外科的治療は81.0%と7.7%高い。

項目援してる時，表情を見ることができる等が高い。

意志の尊愛では内科的治療63.8%，外科的治療62.9%

であり，ほとんと、室長はない。体位の工夫では内科的治

療85.0%に比べ外科的治療は64.3%と20.7%低い。爽

快感は内科的治療54.3%にi七べ，外科的治療は42.9%
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と11.4%低い。保温は内科的治療45.0%に比べ外科的

治療は28.6%と16.4%低い。項怠露出を避けるが低L、。

くまとめ> 1.棒譲別では呼吸器障主警は呼吸器幾等

のため落ち着いて議拭ができない。

行者の予おかげが少なL、。消化器隊警では安定して行な

えるが緩察が抜けやすい傾向にある。

2.治療郊では外科約治療は手早く行い，記滋に欠け

やすい。しかし，観察， FSかげは比較的なされる。内

科的治療は安定して清拭が行なわれるi綴向にある。間

き方話し1J，窓正吉、の毒事震では治壌)511の羨はない。

質疑応答

康長・臨床実習における学生の清拭場面を緩察法でやっ

たとありますが，呉体約iこ教えてください。

また母集部29名，それを呼吸器，消化祭，車道料i経

系，その他iこ分;久治療)511では，外科的， I勾科的iこ

分類しであるということは，呼吸器の中には，外科

的，内科的治療が含まれているということですか。

管沼:Q)観察法では患者，学生，議派指導者の了解安

とった。疲例が少なく，議F示場で l

時間 2時間待ったこともある。研修綴路 1年間の

研究であったので可能で、あったと思う。

②棒答別では呼吸器際議，消化器降客，脳・

客，その他，治療別では内終的治療，外科的治療に

わけた。内科的治療の仁科こ呼吸器鶴答の方，消化滋

務審の人もいる。

れまで採血の後に筋肉注射の技術指導を行っているが，

この指導制緩序やポイントについて，指導方法に工夫

を議ねている。今出は，中堅らの作成した f不安尺度

STAI日本版jと，学生の実務記録から評錨したこと

を報告する。

[研究方法] 今自の調査は， 1992年度の 2回生42名

を対象とした。採卵，筋肉校射の実施の前にそれぞれ，

市綴の榛状ゼリーや累ゴム，スポンジ等を用いての練

習時間を 2コ?とり，採血の綴潔後，採血災施の前後，

筋肉波射の実施の前後と，計 5留の STAIの謁去をを

行った。また，採邸・筋肉搬すとも学生;こ，

看護婦体験で感じたこと考えたことについてレポート

させた。 STAIの結果は，アンケート集計システム P

ASで t検定を行い，学生の体験レポートと併せて考

察した。

[結果と考察] ST人1の結楽については表 1の巡

りである。状態不安は，係長設の綴習後より採邸の実施

前の方が上昇し，筋肉注射笑縫詰iTも，実施後より高い

{迭を示した。この点は{也の研究者と問じ綴向にあった。

特性不安比採取・筋肉・注射とも，実施前の方が3走路

後よりも高くなる綴向があった。採血の実施後約 1ヵ

月して筋肉注射の実路となったが，採血後よりも筋肉

注射後の特性不安の方がiおかった。採i鼠・筋肉浅射の

笑穏に，学生は情緒的;こ強く反応、しており，それらは

学生の性絡特性である特核不安すらも上昇させる体験

であったことが推察される。そういう

肉注射実施後のレポートから拾うと，薬を注入する

187)審議技翁の指謬方法 ことは初めてで緩血より緊張したj とするものが設も

一採血と筋肉注射について一 多かった。 f挙綴がずっと手尽くできた採血より

滋安祭JL短鶏大学 O宇都宮栄子・太閤節子 対象への予おかげができたj等の，

[はじめに】 本学では 3年課程の2年次の学生;こ， 震ねもみられた。この緩み索。ねが，筋肉注射の前後の

然滋操作，採卵，導尿空宇の技術の笑習をしている。こ 状態不安に大きな彩懇そ与えているものと思われる。

主主 l ~ T A 1潟 食によ φィ、苦，;j零R:'.OJ応戦 i¥I=4Z 

採血綴溜後 主主匡弘前 主主邸後 i 筋肉注射節 筋肉主主射後

不安の手菱重翼 平均点 IS D 平均点 SD 平均点 IS D I平均点 SD 平均点 IS D 

状態不安 52. 38 9.01 9. 18 I川 8.58 
孝キ 牟ネ傘

特性不安 7.48 
キキ客

象ネ 0.001くp;;;ふ01 孝キキ P;;;0.001 
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対象数が少なく考察にも限界があるが，これから次の

点について指導をさらに工夫していきたL、。 ・教育

の原理をふまえて学生の体験を積み重ねるようにする

・学生の不安が過度に高まらないように鍛別性を毒事

愛し，訓練には十分な時間をとる ・学生の不安姿因

が少なくなるよう安全な環境，教員に自由に話せる雰

関気をつくる

質疑応答

座長:採血・筋肉注射実習前に，どんな不安があるの

か，異体的に教えてください。

また，ゼリーを教材として用いているということ

ですが，どんなものですか。

宇都宮:学生同志でベアを組み，採血・筋肉注射の実

施を行っているが，友人を傷つけるかもしれない，

何かあったら…という不安が強いようだ。

採血の方が筋肉注射よりも手技がすくないため，

採血→筋肉投射という順番で行っている。

おやつとして市販されているゼリーは，東日入部伎

や針の束Ij入してし、く様子，問主主がしっかりできてな

いと針先が動いてしまう様子が透明でよくわかるた

め用いている。

188)基礎看護技術におけるビデオ教材の利用とその

効果についての一考察 一食一

岐牟医療技術短期大学看護学科

0堀 文子・加藤コナミ

内山尚子・近藤準子

本学において基礎看護技術の講義及び演潔は l年次

に行われている。そのctで我々は，看護についての講

義が，看護学級論と基礎看護技術のみすすんでいるだ

けの学生に，手JI演だけの修得ではなく，呉体的に患者

をイメージしながら演習させてし、く必婆性を感じてい

る。そこで，ビデオ教材や自主撮影ビデオを利用し，

看護実践能力を認知面・情意部・技能面iこ変るまで修

得させる取組を行っている。

今関「食jの単元に於て f経管栄養法jの修得をは

かるために，講義および演留にビデオを活用した。そ

の効果を学生レポートより評価し，今後の指導の方法

について評価検討をすることを試みた。

方法

下記の 3種類のビデオについて，演習磁の学生75名

に祝聡させレポートを提出させた。

ビデオピデオノfッ夕日本製作の看護教育シリーズ

「緩管栄養法」のうち腎管栄養法の部分約

15分

ビデオ 2:演習時間最初に学内の物品を使用し，実習

人形にて教員が実施したデモンストレーショ

ンを撮影したどデオ約6分

ビデオ 3:学生の演習状況を擬彩したビデオ約12分

レポートにおける質問の内容は，

1)ビデオ 1・2について (1)声の大きさはよいか

(2)物品はよくわかるよう示しているか (3)ポイント

は押えられているか (4)手技は正確か (5)早さは適

当かの 5項自について自由形式で評価させた。

2)ビデオ 1・2・3について感想、及びその理由を

自由形式で響かせた。

まとめ

1. どデオにより，実際の患者を5もることが，患者を

具体的にイメージするのに役だった。

2. どデオをより効果的に華社汚していくためには，そ

の技術のチェックだけでなく，撮影方法や技術，綴築

技能についての知識を深めていく必援があることが解っ

fこ。

3.教員の技術チェックは，蓑妥であり，その方法と

してデモンストレーションを撮影し，最視聴していく

ことが有効であることがわかった。

4.実際の演習室で行われている演習まのヒ、デオを見せ

ることで，演習内容のイメージ定着に効果があった。

5.学生の演習状況を5もることにより，演苦手態度の見

直しゃ事前学習の大切さについて認識させるのに役だっ

た。

質疑応答

座長:研究方法についてダミーにて教員が行なったデ

モンストレーションと学生の実習状況を撮影し...の

ところは具体約にどうされたのか。また，結果 2，

病院という施設の中での患者について具体的になっ

た。とあるが， イメージイヒが主主体的になったという

ことか。

堀:前年度に演習を実施している状況からデモンスト

レーション，学生(今田は 2名)の演溜状況を撮影

したものを，演習前の学生にみせている。演習は10

ベットのうち 8ベットを食事介助， 2ベットを経管
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栄養としその場箇を綴彩している。

慾容について異体的とは，学生の感想、のctlこ，患

者の生活の場としての病援は食率の場として清潔に

しなければならないという感想、がみられた。

附属病践をもたない学校であるため，演習室を病

家としてイメージ化できるようととのえてはいるが，

実際にビデオにより病室で生活している慾者をみせ

ることで，生活の場として病獲をみ，そこで生活し

ている慾容を呉体約に捉えるよう指導している。

189)床上誹澄体数学習の評徳

一学生の反応の分析一

策京都立援綴技術綬潟大学

。王手林=子佐E芝・森 千緩

田上美千佳

床上排尿の体験学務は. 11華子、者の気持ちを理解し適

切な援助方法を学ぶjことを議図して行われている。

しかし，この体験学潔が，臨床実習における誹t畿の援

助にどのように有用であるのかは明らかにされていな

い。そこで，体験学習が3年次学伎の臨床笑習に及;ま

す彩饗を学生の反応、から明らかにし，その有用性につ

いて検討した。

[方法1

1年次lこ床上排尿の体験学留を行っ

3年次学生76名を対象iこ，床上排尿体験の有効性およ

び必要性，臨床実習での有用性， いての

現主五の考えを繁務紙を用いて議資した結采を分析した。

[結渠および考察]

手ま効解答率82.3%。

1)床上競尿体験は f有効であったj84.6%.有効と

した潔白は仁患者の心渓状態の怒解j が最も多く，

f援助技術の怒解j，ま少なかった。その具体的な理解

内容から，床上訴長主体験学習は物潔ー身体的な援助技

術の習得というよりも，慾殺体験として，排託立の援助

をうける患者の社会，心潔状態の潔解を促す体験とし

ての学習効果があったと評綴された。

2)床上排尿体験学習は.63.1%が必姿であると考え

ていた。必婆とする主主践は.慾衰の心理潔解jを目

的としているものが多かった。しかし，体験学習の必

要E性について fどちらともいえないjとした33.8%は，

体験しなくてな患者の気持ちは理解でき，体験が援助

iこ生かせるかどうか疑問であると考えている傾向がみ

日

られた。また.体毅5終寺は，嫌な惑?情喬をもつたが，窓

華者zもi問弓じじk窓怒!J.、いであり，患者の気持ちを理解しやすくなっ

たjとした2容が32.3%であった。床上排尿の体験学智

弘体験の方法・内容を十分に検討し，体験前のイン

フォームドコンセント，オリエンテーション，体験さ詳

溜環境への喜三藤と工夫が必妥である。

3)臨床笑習での誹液の援劾場面において，体験学習

の有効性の意識は高く.援助技術の潔解および活用j

よりも仁患者の心主主状態の理解ょをままにした援助に主主

かされていた。

多くの学生が，排;設のニードは，人間の務本的な，

重姿なニードであると認識し綿々の慾容の状況にrc.;

じた援助方法を考え，実践している穣緩的な姿勢がみ

られた。

床上排尿の体験学習は，臨床実習において慾者の苦

痛や不安，去を恥心を潔解し，怒者が安楽に，排j涯でき

るような援助に生かすよう留怒され，実践されている

点での資用伎があると考えられた。

質疑応答

鐙長:体験学習において，援助技術としては，どこに

ポイントをおいていたか。

王手林:援助技衡のポイントを搾えたオザジナlむのVT

Rで床上排尿援助u寺における授器を用いた援劾方法

を視聴させた後，スポーツウェアーを者潟して便尿

器のおて方を演習している。そこで技術の縮かい内

容を個別に指導し，その後自由時器内に床上排尿体

験を行うことによって便器のさ当て1iの学習ぎを援に排

;殺の援助をうける患者の気持を潔解し，適切な援助

方法を学ぶという学習過程をとっている。

弘前大学教育学部阿部テル子.教湾方法の有効性を

判断するには，教脊方法の迷いによっ

題及び卒後看護婦として患者援助を行う場面におい

てどのような迷いがあったかを比較してみる必姿が

あると思うが，研究データがあれば教えてください。

平林・ l年次の体験は3年次務床実習において鉾波の

援助をうける患者の苦痛や不安，ま義耳ら心などの心援

を潔解し，慾者が安楽に排椴できるような気持のよ

い援助に留主主することに生かされていた。対象数を

増やし，体験が臨床の場でどのように生かされてい

るか。体験学努の言李総を行い，主基礎看護技術の教育

方法の検討をすすめることが今後の課題である。

Vol. 17 No. 4 1994 71 



一般演題内容・質疑応答

第42群看護教菅沼

座長 日本看護協会考護研修学校鈴木文江

190)看護系短期大学の卒業生に，教員および滋床着

護婦が期待する能力

聖路加看護大学

本し線医科大学保健医療学部

。小山良理子

近藤潤子

{臼的〕看護系短期大学の学生は卒業時にどのような

能力を習得していることを期待されているかについて，

教育翁と臨床看護婦の両者の立場からの見解を明らか

;こする。

【研究方法】対象 平成4年度に存在した全患の3

年課程の短期大学58校で看護学教育に従事し，教育経

験が5年以上の教授または助教授104名，および，学

生を実苦手に受け入れている500床以上の病践に勤務し，

臨床経験が10年以上ある看護婦107名。

調査方法 e 自由記載法による質問紙，郵送法

調資綴間 1992年 7 月 14B~9 月 7 臼

データ分析方法・ 内容分析によりカテゴり一分類し，

その後 4名の表護研究者によってカテゴ 1)一分類の

妥当性を検註した。

{結果・考察]

教員からの回答は71名(回収率68.2%)よりあり，

平均教育経験生手数は11.2年であり，表議総からの回答

は72名(閉校率67.3%)よりあり童話沫綬数年数は平均

約18年であった。

一人あたり 3~5 件の能力の記載があり，その総件

数は，教員396件，看護婦379件であった。最も頻度の

高かった能力カテゴワーは，教員，看護婦共に「実践

での意志決定に必要な能力Jであり，教員は73件

(18.4%)，看護婦は64件(16.9%)であった。看護婦

は f基礎者護技術や実践能力J64件(16.9%)も意志

のは， r者護過程の展開jについては， 5%水準で教

員の方が有意に期待する頒Itが高く r医療・看護チー

ムの中での役割Jは， 5%水準で看護婦の方が，また，

f務談実践に必姿な基礎的知識」や「スタッフや学生

への教育・指導jは1%水準で審議婦の方が有意に綴

待する能力の頻度が高かった。

【結論] 1.看護系短期大学の学生が卒業時に習得し

ていることを期待される能力は，実践での窓志決定に

必要な能力，看護実践に必婆な知識や技術，対人関係

の形成や円滑な展開に必婆な能力，看護過程の展開な

どに優先順位が高かった。 2.臨床看護婦は教員が期

待するより高い能力を期待する傾向があった。

質 疑 応 答

名古援大学医療技術短大 樋口千文:調室長にあたって，

短大以外の学校(等門学校や大学)も対象とされて

いるのか。今回の調査は，短大生を{也の学校生と比

較してという視点で行われたものと考えてよいか。

小山寄護婦には，専門学校，短期大学，大学の各々

の教育課程の卒業生に求める能力は向かについて，

各々 }jIJの質関紙に記入してもらった。

教員に対しては，自分の経験していない教育課程

について開くことは後察ということもあるので，デー

タの信頼性を欠くと考え，自分の学校の卒業生に限っ

fこ。

この研究は，専門学校，短溺大学，大学を比較し

てより窓味があり，比較すべくデータの収集はして

いるが，今回は短期大学課程に焦点をおいた。

191)看護技術に対する慈識認査

一看護学校専任教員と公立大学病院看護婦との比較一

決定能力と伺様に高頻度であった。次いで多かったの 大阪市立大学際学部附潟看護専門学校

は教員では「対人関係の形成や円滑な展開J71件 。 葛 西 洋 子

(17.9%)， r看護過程の展開J67件(17.7%)であり， 千葉大学看護学部約属看護実践研究指導センタ-

基礎看護技術Jr研究的態度Jと緩いていた。看護 革派j 淳子・長友みゆき

総は f対人r~係の形成や円滑な展開J 54件(14.3%)， 看護3基礎教苦手における看護技術の到達度に関する研

7看護過程の展開J47件(12.4%)，r医療チームでの 究は数多く行なわれており，看護教員と臨床看護婦の

役割jなどがあった。教員と看護婦が短大の卒業生に 閉や，看護教員間においても考え方に栂遂のあること

期待する能力の後先順位の傾向は類似していることが が報告されている。しかし，専門織である看護婦が主

推察された。 体的lこ行なうべき技術出向であるかという本質的な悶

しかしながら，雨群問で有意な比率の主査がみられた 題についてはあまり調べられていない。そこで今回，
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日頃看護婦によって行われることの多い技術に対して

当事者逮がどのように考えているのか，看護教員と臨

床審議婦との路ではどのような抱遂があるのか，考え

1]の椴還に箆返する姿霞;こl封筒があるのかを知る8的

で謁査を行った。

研究方法:大阪府下の看護学校専任教員226名と公

立大学病続看護婦の勤務年数5年未満の者100名， 9 

年以上の者100名を対象として，費関紙を用い幸吉置法

で調査した。言語まま内容は日常生活援助技筏24項E!，診

療の補助技術43項目，教育・指導技鋳?項自の合計74

項自について， A.看護婦が主体的に行うべき技綴で

ある， B.看護綴が主体的に行うべき技術ではない，

C.どちらともいえない，のEわから三者択ーで詔答を

得て，関答と対象の潟性との潟速について検討したo

E毒性は専任数民については設震支体，年鈴，教員経験

停数，担当科尽を，臨床看護婦については磯位，年齢，

経験年数，部署を調霊堂した。

結果.回収率は専任教員74.3%，務護婦99%でその

うち有効回答率i主導任教員94%158名，看護婦91.9% 

182名であった。

8斜以上の人がAと回答した技術は苓授教員iこ21項

目28%，審議婦に11項目15%となり，専任教員の方に

有意 (P<0.05)に多いことが明らかとなった。専任

教員と看護婦の共に 8t1j以上が人と回答した技術は11

項E!であり，これら

nる。

ると考えら

x'検定で専任教員と者護婦との考え方に鈎逮があ

ると認、められた技術は32項E!43%であり，専任教員の

方;こAと回答した総合が多く， Bと留答した割合が少

ないという綴向が認められた。李主任教員と審議長誌との

技術に対する一致伎は57%であるといえる。

芝草任教員の践校では年齢，教員緩験停数iこ関連が認

められ，年数が上がるにつれてAと剖答した割合が少

なくなり， ちと囲s:した割合が多くなる綴向があった。

看護婦の潟性では年齢，経験年数，担当科乱部署

;こ関逮が認められ，経験年数551Jでは 2年未満の容にA

詔答が多く， 2年以上5年未満の者iこC回答が多く，

9年以上の者にB問答が多いという綴向があった。

質疑応答

路長:1)回収等専任教員74%，看護婦99%となっ

ているが，差があるのは何故か。

2)診療の矯助技術についての考え方に最も違いが

多くみられたという点について，もう少しくわしく

説明して下さい。

葛語:1)毒事任教員には各学校にアンケート用紙を郵

送し協力を依頼したので，協力を得られない学校も

あったが，看護婦は総緩病践の看護婦であり総総長

を滋じて依頼したので，高沼i反主容を得られた。

2)教員と者護婦で考え方のちがった技術安三領域

;こ分けてみると，診療の補助が設も渓民数が多かっ

fこ。

考え方の違いの箆ElHま謁至をしていないため，推測

の域を出ない。今後の課題としたい。

192)学生・審議録の子ども緩の比較

一文芸家完成法よりー

昭和大学付属病院 Ot誉回千鶴子

千楽大学看護学部看護実践研究指導センター

鵜 沢 隠 子

f子どもをどのようにとらえているかjという子ど

も設は，者議行為を規定する妥践の一つであると考え

られている。今回，小児看護学の授業計画の参考にす

るために学生の子ども綴を知ることを目的に，看護婦

のそ子ども畿との比較で検討したので報告する。

E方法]

当大学付属看護憲主門学校2年生87名， 3年生83忽

の計237名

に対し，還の作成した文意完成法を用いた。

[結泉]

1 )子ども全殺について

学生・看護婦ともに感情的な表現は肯定的であった。

しかし，項目の対象のそ子どもの年齢が渇くなるにつれ

てã~主的な表現も多かった。又 2 年生では行動・態

度に寵して奇定的な表現が多くみられた。

2 )子どもの情動や行動

学生はフ。ラスのイメージの項目には脅定的に，マイ

ナスのイメージには否定的な表現であった。看護婦は

プラスのイメージの項鼠は感構的には否定的に，マイ

ナスのイメージには行動・態度に関して常定的な表現

も多くみられた。審議婦のこの綴向は経験3年以上の

看護矯に強くみられた。

3)病!尽について

学生ー看護綴共iこj感情では否定的;こ，行動・態度は
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荷主主的な表現であった。

4 )子どもの周囲の人や環境について

学生・看護線共に肯定約に表現されていた。表現の

内容も問じか又は，類似していた。

5)子どもの世話について

学生・看護婦共に賞主主的な表現が多かった。しかし

看護婦では，項目によって否定的な表現も多くみられ

た。特に，経験3年以上の看護婦にこの傾向が強くみ

られた。

{まとめ】

学生は子どもの良い印象には脅定的に，惑い印象に

は否定的に表現されていた。特に 3年生にその傾向が

みられ，実習での体験が子ども綴の是非を形成するよ

で大きく影響していると考えられる。又看護婦は，子

どもの良い印象には否定的に，惑い印象には常定的な

表現も多くみられた。これは，専門家として様々な側

面から子どもをとらえようとする態度の表れである反

弱，実銭;意識が優先し子どものありのままの姿をあり

のままに見るというより.RP対応という見地で子ども

をみてしまう傾向であると考えられる。

プのもつ今日的な象徴の意味を探ることを目的として

調査を行った。以下ナースキャップをキャップと絡す。

対象は青森県内で看護職員で，有効問答数は857名

であった。方法は質問紙配布，自己記述法とし，その

内容はキャッフoの役割について 6項目，着用時の印象

について20項目で回答者の意識を尺度で記入するとし

fこ。

キャッフ。の役溺について最も脅定的な回答が多かっ

たのは，ユニフォームの一部という項自であり，そう

窓う人が87%であった。次いで，看護婦の象徴・他の

職種と区別の項目では，約80%の肯定的な閤答が得ら

れた。その他，清潔を保持するという項目や役割や意

義がないという項目に対して，そう思う人はわずかで

あった。

次にキャッフヲ着用時の印象を 4つの国子に分類した。

最も当てはまるに近かったのは，役部認識で次いで，

役割行動，イメージ，看護精神の)1演であった。

役割認識のctでは，看護婦としての自覚が高まると

いう項自が最も当てはまるに近く，この項目は20項尽

やでも時様の結楽であった。役割認識の各項尽は自信

がわいてくるという項目以外は当てはまるにやや近い，

質疑応答 尺疫の中間以上という結果であった。

康長.子供のイメージについて経験3年以上の看護婦 役割行宣言jの国子では 5項目とも得点が尺度の中間に

iこ百定的な表現が主主くみられた。その怒妹について

考察があれば教えてくださ L、
増田:3年以上勤務の看護婦に否定的な表現が多いの

は勤務状況における心渥状態に影響を受けていると

考えられる。

学生の時の子どもを5iたストレートな表現が，卒

後専門知識・技術を修得していくことと放行して子

どもを見る自を育てていけるような指導を考えてい

きたい。

193)ナ…スキャッブの役割に関する一考察

弘前大学教育学部

。佐々木純・花出久美子・大串康子

ナースキャップはキリスト教の影轡で尼僧のヴェー

ルを模倣したものが始めであったとされている。その

後，形や意味が様々に変化し，現夜では看護婦の象徴

として意味づけられているようである。しかし，その

象徴の意味は媛総のように思われる。本研究ではナー

スキャップを着用する看護験者の意識から，ナースキャッ

近く，どちらともいえないという結果であった。

イメージの留子では清潔な感じがするという項包は

他より当てはまるにやや近く. f也の 4項EHま尺度の中

間よりやや低いという給巣であった。中でも天使のよ

うな感じがするという項自は，当てはまらないにより

近かった。

看護精神の関子の項目は，尺度の中間よりやや低い

という総菜であった。中でも，宗教的な感じがすると

いう項自は当てはまらないにより近かった。

さらに，看護綴の象徴であるということへの剖答と，

キャップ務局時の役割認識の邸答をクロスさせ x
検定を行った。田答の分布をみると，看護婦の象徴で

あると思う人は，役割認識に対してよりききではまると

答えた人が多かった。これより，看護婦の象徴である

という意識が強いほど役割認識を強く意識するという

傾向が示された。

今回の認査でキャップは，職業の象徴としての役割

を泉たしており，職業上の責任や自覚を弱める:意味も

含んでいるということが，示された。
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質疑応答

愛路加看護大学 ノト山奨理子.この研究を今後どう生

かすか。

佐々木:キャップ者郊の窓院長があいまいになっている 第43群審議管理¥11

が，象徴としての役割り意義があるという結果になっ 座長 UJa 一期

た。 3起用性からの開題も，象徴としての意味がある

ということもふまえ，キャップを着用する審議識者 194)審議潟の職務潟足と定楚!こ関する一考察

が，キャップを被る慾味を考える窓識を今留の研究 -T大学病院の実態識変からー

をきっかけに認められればよいかと考えている。 平成4

小山看護婚の身につけているもので看護婦と認めて O焔中 晃子

もらうのではなく， っている{士事で者議

婦なのだと言える時代になってほしいと考える。

千葉大学者護学部総弱者援5建設研究指導センター

箪メIJ 淳子・長友みゆき

〔研究窃的3

ニーズが潟く，高度な警告緩した審議が必要とされてい

る。しかし現実には約半数が25議J2J、下の看護婦で構成

され，一鍛造言言葉線iの平均夜綴期jおは3.6年(1991年〉

と短い。さらに議近の看護婦不足から返験者の補充が

密幾となり，一部病床の務小;こ追いこまれており.fE

殺している看護婦の定着をはかることが緊急議要課題

となっている。そこで，綾務j認定と総統j蕊五三の実態を

知弘主主義を組む要閣を明らかにするため謁室長を行っ

fこG

[議去を方法〕対象はす大学病読の務護婦403名で， 震

関紙留滋法;こより， が鈎発した緩務潟足測定

(7檎成要器48項8を一銘修正して使用〉で謁交し，

個人の援投・;滋識との関係について分析，検討したo

E結祭・考察3

1)閉収袋容は93.8%. 有効期~1;糾立75.9%であった。

対象議の特性は. SjZ.:h今年令27.6議，平均経験年数は

6.3年で，職位刻では中間管慾毅者が16.7%. スタソ

フは83.3%で、あった。

2)毅務潟足7愛国の得点の第一伎は「審議総綴互

の影響J.最下伎は f給料jであり，先行研究の公立

も近かった(lI[長佼総関0.964) 0 f也の施

設ともよく類似し嘗上佼，中位. 1ごi伎はいずれも同じ

で.給料者設業務 Iこ対する不溺が高い傾向は

者護界会体の特徴であると怨われる。

3)年令と毅務溺足との関係では. 22-24畿を底;こ

したw-逆災裂を示し. 40歳以上の中間管潔識者;こ磯

務満足が有:蕊iこ低かった。~践の返磯年令は25議以下

で40%. 30歳以下で85%を上回ることから議足度の低

い時裁に返殺することが裏づけられた。
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4) r看護織継続意完全、のある者 87.3%， r~院議室 をアピールをして交代容を受け入れることなどが考

鋭意志のある者J41. 2%で，後者が有意に低かった。 えられる。

従って条件さえ整えば当院に留まる可能性があること

が明らかになった。また，年令層別では「看護職総統 195)勤務継続の環境構造一退職者実態議査及び在職

iこ差はなく， r当続継続窓志、j は25-27歳が

24.4%と最低で， 34-39歳が6割以上継続意志、を持っ

ていることから，年令;こ応じた対策の必妥性が示唆さ

れた。

5)看護職継続;意志の fあるj者が「ないJ者に比

べ職務満足が有意においことが改めて篠認された。看

護職継続iこ関わる要因は「職業的地位J(P<O. 001) 

(P<0.05)の2要因である。

6)当院継続意志、の「あるj者は「ないJ者に比べ

総務満足が有;意に高かった。当続継続に関わる姿慰は

f看護婦紹互の影響Jr職業的地佼J r専門職として

の自律J ( P <0. 001)， r看護管潔J r医締・看護

婦関の~係J (P<O.01)の 5妥密である。

霊童疑応答

思丹山病院 山田律子:Stampsの務室霊祭において修

JEした点について教えて下さ L、。

この場合の f看護管.I'!l!Jとは， 1向を意味されてい

るのか教えて下さ L、。

矧ct・・削除項目は，給料jの構成姿索iこ入る i項

日でこの病践で看護職員がかなりの給料をもら

うようにする唯一の方法は，組織を作ることであり，

場合によってはストライキをすることであろう。j

の質問である。現状に却しないので削徐した。

-看護管理とは，仕事の手順，人事の方針，および

これらの方針を決定するにあたってのスタッフ参加

の管理効果である。

主主長.これらの研究結泉をふまえて，今後看護婦の定

者に向けて具体的にどのような対策を実絡して行こ

うとお考えですか。

焔仁T:・定着を高めることは難しい問題ではあるが，

今践の碁礎調変をもとに不満塁芸閣をAきわめ，そこ

を具体的に改善するように努力することが定着につ

ながると考える。例えば給料に対しでは，主主勤手当

をあげる。 4週8休をとり入れる。また，配鐙交代

への不満には各病棟が魅力的な病棟として記鐙交代

してくる人たちにとらえられるよう， “この病棟で

はこれが学べる， ここまで到達できる"などの自襟

者のアンケート語交をi援して

山梨医科大学E史学部付属病段 O大村久米子

千葉大学看護学部 内海 混

看護婦命が成長し，満足して勤務を継続する為には，

環境構造の整備が必要である。

今関， y大学的j議病院看護部の過去9年間の退職者

および在識者の実態を諮査し，また磯場においてアン

ケート調査を行った結果，環境構造の主主備に隠し，若

干の示唆を得たので報告する。

[研究方法]

l.昭和58年4月から平成4年 3fl迄のY箇立大学病

院の看護婦退職者360名，在職者240名の俗人調査

カードにより調査。

2.機場の活性化をはかるためのアンケート50項目の

調査問答lこ昭子分析(パリマックス自転法)を行

い6悶予を始的。

3. 1滋人調査カードによる上述6凶子の平均伎の比較

検討。

{結果・考察]

l.平均在職年数は夜q後者4.5年，退磯者3.0年である。

夜磯i努}滋{ま，在職者は 2年目が多く 4年からよこ

ばい。退職者は l年， 3年 7年尽が多い。夜織

率は昭和例年7.9%が平成3年12.8%と増加傾向

にある。

2.新たに結婚するものは， 9.4%から3.3%と減少傾

向にあり，未婚者の結婚退職の増加はない。退職

漂白は臼本看護協会報告と類似。予言児，家庭の事

情，結婚が55%を占めるが， 63年以降は，未婚者

の退磯理El3が進学，分野への興味の割合が多い傾

向にある。これは仕事への充実感達成!惑を求めて

いる現れと怒われる。

3.既婚者の在職期間は， 1. 3ヵ月延長，年令は2.3議

と高齢化の傾向。

4. 子供(第 I子，第2子，第3子)の年令は，退職

者は 1才未j誌の第 1rの比事が多い。就学言ijの子

供(1才-7才)は退識者，在職者iこ差はない。

親との同信は夜験者に多い (P<O.01)0 

5. アンケートの 6国子は，自己部門関係満足・白約
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逮成満足・自己関与満足ー他動的不満・他部門関

係不潟・受動的不満の諸国子と考えちれた。

6. El己部門関係満足においては，夜綴者平均年令，

夜綴者平均;(E戦年数，返磁係数，婦主主経験停数;こ

関してiEの松関係、数が得られた。本因子iま各戦場

における専門殺の充実惑とみられる。

7.受動的不満においては.;(E綴平均年令及び退毅者

平均夜戦主手数に関し託の紹関を手まし，総長の経験

年数では，負の綴関となり前述2議関係数との間

に有窓室長がみられた。本国子は管怒体制への不全

感が現れたものと考えられる。

質 疑応答

感長:これらの研究結泉をふまえて，今後看護嫁の定

義iこ向けて具体約にどのような対策を実施して行こ

うとお考えですか。

大村:定着するには魅力ある職場!こすることが重姿。

そのためには職場の活性化をはかることである。認

ま支給巣から

も多く，統制IJ. EI祭計磁についての不満である。

既婚者は歳未潟手王子者が勤務縫畿できる勤務

{本製の記長霊を。

「表護業務給料 2.会初jでは，継続の主主恩の

ある者の満足度は予言:窓;こ高い。 3.年綴)jIJ: 20~22 

才は溺足度は高いが継続意思は低い。 23.

意思，満足度ともに平均綴以上。 25才と. 29才， 35~ 

45才;討議足度は低いが議室絞;意思;立高L、。 2ら 27.28才，

30~34才は，継続意思も潟足度も{ß:い。緩数年数別:

l年目は，議足度;ま高いが継続意思、は低し、。 10年目は

継続意思も潟足度も高い。所属部署年数百1]:詩総務で

8年目が継続意思とj認定度が最もi誌、。 4.部議)jIJ・

i1f科と婦人科詩人同じ様な溺足度で同系の臨床である

が，継続意思、に約60%の去をがみられた。瀦足度は高く

ても継続意思が低いところと，謎鋭意思が高くて潟足

度の低いきs努4がある。 5.志浸透IJ機やりがいの

ある仕一生続げられるJと答えた者は，綴鋭意

思と満足度がおい。看護婦への楼れj

役立つ(ふ j認定度は高いが幾続議、息は低いo 経済

的に自立できる i社会;こ役立つJは満足度は低いが

継続議患はi弱い。資総がとれるjは溺足度も継続;該

怠も平均以下。職業の決蕊持期:ノト， r:t.お 2のIl寺;こ

決めた者は，継続思も満足度も平均より高い。高3

の時iこ決めた若ぎは幾続J窓怒も満足度も平均以下であっ

た。 6. ロールモデルを持つおは，縁談窓恕も満足

めている傾向から教脊と管箆雨甑かちの関わりが必 度も有意に高い。総長をそデルとす

姿である。 67.9%と高く，溺足度も子総得点jと「給料jが手主主主

;こ高い。話IJ総長そそデルとする者の満足度は「職業的

196)職業の縫続慾怒と溺足度 ttl1位jが72.1%と特徴的iこ高く「総得点専門畿と

一卒後10年呂までの議選ま しての自律j 仁三号護管理看護総相互の影響絵

。大終節子 科jで有意!こ高い。同僚をそデルとする者は. illl]婦長

ンター の「給料jが?援繭・審議婦問の欝{係Ulこ変わってい

内海 滋

(はじめに〉離駿対策や現任教育の方向づけの問的で，

仕事の溺足度;こ隠する研究が行われるが，議定や不満

足の反応lこは，各人の締結緩やノ{-ソナワティに起関

するものも作用すると想、われる。卒後の10年間の女性

としても磯業人としても変化の多い時綴の，職務潟足

と磯業に対する継続意思との関速について検討した。

(方法) k大学病践の卒後10年おまでの看護婦307名

を対象に Stampsら間発の磯務j湾足度. El我間一銭警

継続意思などの意識議室長を行った。

(結采及び考察) 1.潟足度構成姿索の得点比率制限

位務護婦紹互の影響 i磯業的地佼専門殺と

る。ロールモテソレの存在の教育的窓義には計り知れな

いものがあると考えられる。

Stampsの潟足度と継続意思の調畿についての緩察

では，年鈴別，経談話IJ. 部署~)jIJなどで共通しているこ

とは満足度が高ければ，継続意思が強いとは!怒らない

ということである。議足度が低くても綴続の怠思が強

いことがあり，継続怒恕の~~い場合でも満足度のおい

グループがある。本研究は，さらに自我同一性の検討

によって，内的動機づけや価総緩，議業設の形成につ

いての綴察が必要である。

紫疑応答

しての自律j 下医師・看護婦問の関係」 宣言内UJ病院 はJEB律子:舎 St註mpsの調査22:の修iE
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された点について

②卒後10年間までの看護婦を対象とした怒自につい

て

③継続慈志が高ければ満足度は高いが，満足度が高

くとも誓継続意志は高くないということもあるのか。

大関:① Stamps質問紙の修正部分

日本の風土に合わない国立大学病院ではそのシス

テムではないと判断したので給料の 2項呂について

削徐した。

し入院費の高騰を思うとき看護職員の給料をそ

のまま据え霞くようなあらゆる努力すべきである。

2. この病院で看護職員がかなりの給料をもらう

ようにする唯一の方法は知識を作ることであり，場

合によってはストライキをすることであろう。

② 卒後10年目までの看護婦を対象とした理由

変化の多い時期であり， 10年後はほぼ定義A してい

る。

10年Elまでの継続数予ぎのあり方について方向づけ

を求めた。

③ 継続;滋慾を高めることが主題である。そのため

に満足度との関迷を議べた。満足度の理論には 2安

関税があり，外的姿因と内的~悶のうち外的条件が

;怒っても，内的条件である仕苦手のやりがいや，看護

業務について満足していなければ，継続意思は高ま

らなL、。が， また外的条件がある程度鎧えば人によっ

ては満足度は上るが必ずしも継続窓思が強くないこ

とがある。

千葉大学看護学部 主献す淳子.先行の議査結采では15

歳未満と16歳以上では看護毅選択動機において大き

く契っていた。 16歳以上と四歳以上とでは順位相関

が非常に高かったという結果を得ている。ただ今の

発表で中学，高校 1年， 2年， 3年とそれぞれ巽る

ということですが，その点について伺いたL、。

大綱.高 1，高 2，高3ではそれぞれ逢う。高3では

iliられる状況で決定したことが考えられるが，手存度

研究の必婆がある。全体的に中学の5寺iこ窓志、決定し

た考が満足度も継続J意志、も潟かった。

草刈:[司じ高 lといってもその人の生きた時代と深く

関係しているのでコーポートで出生年との潟速をみ

るとよいと怨(う。

先郊の二要因説について，当時は満足度が高いと

よいとされたが，今日では満足度が高いのは決して

組織にとってはよいことではないことが明らかとなっ

ている。むしろ不満がどこにあるかを知り，それに

対応して不識を少なくしていくことが綴織内の活性

化にとっては重姿であることが指摘されている。

197) I C U看護婦の Burnoutと関連要因の検討

間w大学涯学部約属病院 O小野佳子

千葉大学看護学部ß~付属看護実践研究指導センター

阪口禎男

ICUは勤務する看護婦にとってもストレスの高い

磯場であり， しかもストレスが持続すると Burnout

の状態に焔りやすいといわれている。当 ICUでも配

属後，職場の環境への適応に長い期間を姿し，次第に

意欲をも失って記霞換え安希望する者が多々みられて

いる。そこで，今罰~ICU勤務の看護婦たちの実態

を知るべく， Burnoutスケールを用いて議査すると

共にアンケート調査を行ってその関連主主因を見いだす

べく検討を試みた。

平成4年11月~平成5王手 1月までの 3ヵ月間，国立

0大学術続 ICU.CCU若手護婦23人と私立K大学病

波紋命数念、センター看護主ill23人を対象とした。方法は，

Burnout測定スケー lむを用いて調室長すると共に，知

識・技術，対人関係などについての33~真尽からなるア

ンケート調査を行った。このアンケート調査項目を因

子分析を用いて 5因子lこ分類， Burnoutスコアとの

関連について分析した。なお，今盟 Burnoutスコア

を2.9までをA苦手， 3. 0 ~ 3. 9をB群， 4.0以上を4.5ま

でと4.6以上lこ分けてそれぞれC若手， D若草とし検討し

fこ。

。大学の方が平均年令，看護婦経験年数とも高かっ

たが， Burnout平均スコアは， 0大学3.55，K大学

3.99で，後者の平均スコアがやや高かった。雨大学通

して， C若手lこ年令・経験王手数の高いベテラン看護婦が

多いのに比べ， Burnoutスコアの最も高いD群には，

年令が若く， I CU経験も 2年前後の新人が多いとい

う傾向があった。アンケート項目を$知識・技術 ② 

対人関係 ③カンファレンス ③患者ケア ⑤傍人適

殺の 5関子に分類した。 A，B， C， Dそれぞれの群

について否定又は逃避的回答が多かった国予をみると，

Burnoutスコアが増加するにつれてその数が増加し

た。大学別でみると， K大では比較的ベテランの多い

C群を除き，知識・技術について出来ないと問答した
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者が多かったが，。大ではA群からD群にかけて援は

みられなかった。これは 2施設の機能のまま，看護婦

の年令・緩数年数のままによるものと考えられる。そし

て， 0大では対人関係を問題とするものが， C， D群

に多い綴向がみられた。しかもその内容をみるとスタッ

フ関の対人関係ではなくて，むしろ上司との対人関係

を問題としている。

以上の結果より，新人iこ対する知識・技術・業務掃

でのフォローを充分に行い，対人関係で、の開題点をお

笈いに検討，改喜多していく必要を感じた。

質疑応答

千葉大学看護学部看護実践研究指導センター を雪崩伶

子:この研究でアンケート謁変項目を因子分析を用

いてとあるのは紹関行列を用いての因子分析を行っ

ているのでしょうか。国子と呼ばれるものは，何で

あるか。

叡ロ:関子分析は行っていない。国子を捻出しただけ

です0

2岩波・もし行っていないならば誤解を与えないようこ

の問認を潟いない方がよいと思います。

198)異なる 2稜類のツ…ルによる Burnout測定!こ

隠する基礎的検討

-Pines Burnout Measure (PBM)とMaslach

burnout Inventory (MBt)そ用いてー

)11銭医療短期大学 O太i滋 好子・溺井 ?援策

杉E8 羽子・関戸 主主子

1.はじめに

1980年代になり，審議婦の Burnout疲絞鮮に関す

る研究に重大な関心が集まった。そして，燃えつきに

絡りやすい額向のある人や，燃えっさに関巡す

ストレスなどが少しづっ明らかにされてきた。

このように，燃えっさに対する研究はかなりの滋援

がみられる一方，人が燃えつきに給ったかどうかの判

定に関する研究はまだ少ない。我が認でこの領域の研

究として広く知られているのは PinesやMaslachら

によるツールで‘ある 1)。本研究はこの点に注目し，

Pines による BurnoutMeasure (PBM)と五1aslach

による Burnoutlnventory (MBI)の両方のツール

を問符に用いて，椴互の共遜伎や遠いを明らかにし，

慾え尽き現象のiJ!IJiE，評価に役立てたいと考えた。

2.研究方法

K医科大学に勤務する227名のナースを対象に PB

Mとお!B1を用いて議室をし 2つのツールによる問答

の菌子分析の結采をもとに，相互の欝逮を解析した。

3.総祭

CD対象集問のPBMによる総合平均得点およびC群，

B群lこ属す者のE容は綴関らの大学病践の結果とで

は有意に低かった。 MBIの結果では，1l't報のや溺管

理の立場にあるナースと比べて， EE (情緒的疲弊)，

D P (非人格化〉がともに縫いo Maslachyらや

Stoutらでの結果と比較しでも時様である。しかし，

PA (成功体験)は Burnoutが進んでいない本報築

笥の方が低いo @PBMの蟹簡に対する因子分析の結

果では，抑うつ惑，満足感，疲弊惑の 3民子が始出さ

れた。 PinesによるA若手;こ属す質問がお]うつ感，疲弊

感lこ該さろし， B群iこ属す笠鵠がj裁定感と一致した。③

MBIの祭器iこ対する鶴子分析の結果から， E E (後

P A (成功体験)， D P (非人務化)の 3

~子が被出されたが M部1ach らとでは 3 項目の察関

;こ対する開予負荷鐙に迷いがみられた。③MBIとp

BMの各露子関iこは手Hまなct等度の綴認がみられ，術

Jjのツールとも詞ーの現象のiJ!IJ定はしているが，その

測定内容には徴妙な迷いがあることが示唆された。@

Burnout状態を反狭するのはMBIのB1とEE得

点であり， PA得点はあまりそれを反狭せず Burrト

omの遂行iこより， EEの上昇がはじめに起こり，次

いで， DPが上昇するといえるようである。

(注)BI Burnout lndex EE-PA+DP十10
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繁疑応答

疲長:2つのスケールは，どのように使い分けたらよ
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いのでしょうか。やさしい言葉でお綴いします。

太溺:Pines (ま Burnout状態のストレスJJZ応に近い

状態を多く測定できるスケールのように思いますo

Maslach はBurnoutの変化をおう。IiPち動態を

抱援する為によいスケールと思います。

動きという点ではEE得点がまず上昇し，次いで

DP 得点が上昇する。 PA得点、についてはかなり不

確実な姿索をふくんでいるように思いました。

第44若手 看護管理VlI

路長千葉大学看護学部F付属看護

実践研究指導センター 絞口禎男

199)看護度別怠者の看護ケアの満足度と審議婦の看

議ケアの認識度の比較

一継続看護方式に変更後の看護ケアの評徳一

山口県立中央病院

。徳原多賀子・戸弁照充子・井本恵美子

くはじめに>本研究は，笈の高い看護を提供するケ

アを考えるために，看護度別に患者の生主主的・心理的・

社会的ニードの患者の看護ケアの満足度(満足度と略)

と看護婦の看護ケアの認識度(認識度と絡)の尚者潤

のケアのとらえ方の相途について検討した。

<方法> 患者，看護婦36名を対象にマズローのニー

ド論(I生理的， ll3完全 ill所属と愛，lV承認 V自

己実務)をもとに作成した質問紙による煽援議変をし

た。各ニードの評価は 0~3 の 4 段階の平均点とし両

者間を比較しケアの満足度と認識疫に影響する婆悶を

検討した。

<結泉，考察> (j)看護度B-Iでは患者の平均点

l. 5，看護婦の平均点3.0と満足度は低く認識度との間

に大差があった。特iこIでは食事，磁綬への配慮，蕊

の患者をとりまく環境，患者と共に過す時間，患者の

希望をとりいれてのケア，lVの生きがい，趣味への働

きかけについて患者の満足度は{尽くなっている。この

fI寺郊の患者は症状が不安定なため，ベッド上での生活

が 1Bの大学を占めている。それだけに患者をとりま

く人的物的環境への記長設や個別性を考えての看護ケア

が登喜きである。②B-llでは患者2.7，看護婦2.3と満

足度は認識度より高い。 Iは満足度と認識度は一致し

ているが， ll~V は満足度がおい。悩みや不安時の相

談相手として高い傾向にある。③C-Iでは患者2.7，

看護婦2.0であり，特に体位，姿勢，環境衛への配慮

や相談相手としての満足度が高い。また看護婦の知識・

技術・態度に対し評価が高い。看護婦も仕事に対する

ほこりを感じ熱意をもって慾者に援していると窓われ

る。③C一立では窓、者l.9，看護婦2.2と満足度は低い。

特に食事の菌記長設や退読後の生活への満足度が低い。し

かし症状が表出しているものに対しては積緩的にケア

をしていると考えられる。⑤C-illでは，患者1.0，看

護婦2.3で満足度と認識度に大差があった。自力で臼

常生活ができる患者に対して認識度は高いが，反面食

事や排t世話への配慮の満足度は特lこ低い。 I~Vの満

足度が低いことを考えると，入続中の患者としてだけ

をとらえており，人生の延長線上に入続生活があると

いう人生観，価値感を持った l人の人間としてとらえ

たケアが弱いためだと考える。⑤C-lV， I~麗では

患者l.5，看護婦2.3と満足度は低いがlVVでは患者

2.2，看護婦2.0と満足度がやや高い。これは，退院前

の患者が多しその人が地域及び家庭で生活できるよ

うな働きかけをしているためと怒われる。

くまとめ> 信人生観，価値綴を持った 1人の人間と

してとらえたケアに対し満足度は低L、。②患者が表出

している訴えや症状に対しては積極的に働きかけてい

るが，そうでない患者に対しては認識度が低い。③看

護度に関係なし受け持ち者護婦の看護感が満足度と

認識度に大きく彩饗している。

質 疑 応 答

座長・看護疫の内，生活の自由度と病気の理解度との

関連はどうで1すか。

徳i京・今回は入院期簡を週間以上の患者を対象に

面接調査を行った。入院日数の長い短いで病気の怒

解度を，把援することはできないと思う。

今後，病気の理解度との関連からも研究していき

たいと恕う O

200)看護体制の変化と婆密分析

院内リーダー研修昨年筒を振り返って

北海道大学医学部付属病院教育委員会

0官室奇公子・井上弘子

JlI日洋子・谷口満恵子

審議体術jはその場の患者状況，チームを構成する看

護婦の質や鐙，めざす看護により柔軟に考えられメン
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一絞演題内容・質疑応答

パー鱈々がその体制の特徴を活用して看護を実践する

撃が望ましい。当競の者護体昔話は近年受持主体チーム

(以下受持::tT)が増えチームナーシング(以下Tl'り

は減少の傾向を愛し，その変化lこは1979年米継続して

実施している 1)ーダー研修(以下し研修〉が慕鐙になっ

ていると考えた。

EI的:14年間の各看護管理室の体制の変化と影響を

及;ましたと思われる姿部について考察する。

方法:1)各務護管潔主主の{本務Ijの変化と人的姿罷分

析。 2)1979年から1992年の

議衰の動向議室塁。

結果:研修を開始した1979年にはl砕}中17科がTN，

l科が受持主?であったが， 1992年ーにはT災 4科，受

持主T9科，チーム主体受持総(以下T::t受持)4 

部屋別受持制 1科;こ変化した。その時鶏は三j知こ分か

れ，統ね一文芸;針。床内科系，二期は60沫内科系，三;認

は40f京外科系の娠であった。体制5.l1Hこケアの資任所在

をえると看護計磁，怒者ケア， ワーダーの役割，医締

の指示受げに援が見られた。体総変化の皇霊協は緑長が

滋も多く 11科でその内 9科i主教資委員経験者である。

次iこ多いのは研修を受識したスタップであった。 14年

間の本研修受講者は414名で49.8%206名が在毅し，そ

の内16.5%34名が役殺に就き又現綴員の42.4%が受講

者であった。約60名のパネラーの役寄せも大きくやでも

TNl科受持::tT2科のメンバーは{也科;こ多大な彩警撃

を与えた。T::長受持完封の科は変化;こ関与した人約要闘

が単一で‘あり，怠一言~j溺へのケア

主T若手j程明磯ではなし、。

: 1)看護体制の変化とリーダー研修の影響。

看護体完封は自分がめざす看護を実現する方法として愛

姿でおり，自在に活取し得る事を学んだ。 2)体制変

化に影響を及ぼした人的姿開。母体制変化の要額i詩文

干考委員を経験した緑長が設も多かった。管理容は審議

体昔話の重姿性を認識し，実行力を持つことが必要と考会

える。②研修受講容の約半数が務夜も夜殺し，この内

の約20%が役職にある。その役割の上からも 1)ーダー

シップを発揮したと思われる。 3)モテソレ約二つの者

護体制チームの影響。受持::tTとnミの 2科から選出

されたパネラーは，受講生に大きな刺激を与え，者護

体脅迫を考えるよでE追い素材となり，モデルチームとし

ての役割を梁たしたと思われる。

結論 :L研修を装綴に婦長・メンバー共に体制の議

日

主主散を理解し14年間で4種の体制iこ変化した。主主の科

語手まの体制を創造し，維持発展させるには，線長・郎

総長・メンバ一三者の窓識の一体化が蚤喜きであった。

霊童疑応答

東日本学園大絵問淳夫.看護として体制の検討がこ

のあり方の上位にあると考えるがその点どうか。

認務・ 1)ーダーはその滋の看護を1r.右すると考え，ワー

ダーの役割について考えることを目的に研修をして

きた。

表護体制については途中から加えてました。

メンバーの学びのゆから変化して行くことは議委

なことと考えています。

絵間:El然発生であってはいけない病綴適応を上位約

に検討される必姿あり G

201)選議言葉務分析 第2毅

一畿続受持ち方式導入による審議室義務の変化一

横浜市立市民病院 O西111美智子

藤隠せっ子

路域 主立

はじめに

看護サーどスを縫供するためには，いろいろな看護

姿員の記箆が為る。

看護方式のひとつに，考え方はブライマ 1)ーナーシ

ングと同じで， チームナーシングーからブライマワーナー

シングiこ移行する段階として，モジュラー看護方式が

ある。プライマリ…ナースが自分の受持つ怒容の入後

から退院までの看護に資任を主主うが，形としてはチー

ムナーシング;こ近い形で，患者をグルーフ。分けし，チー

ムとして怠者の看護にあたる。調査病践では， 90年は

「機能別十チームナーシング 91年よりそジュう-~

継続受持ち方式を導入し，実施している。そこで，看

護方式の変更により，看護業務が実際どのように変北

したかを90年92年間年と譲受・分析した。

研究方法

30秒スナッブザーデイング法により，記録し， I渇持

lこケアを受けた患者名も記録した。謁宝霊場所はY大学

病段・内科 e 外科病棟である。

結楽および考察

看護業務内容を間接看護と直接看護に分け，さらに
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一般演題内容・質疑応答

直接看護のうち，渡接患者lこ援している時間を箆接ケ

ア，それ以外を鼠後看護のための準綴片付けとして分

析した。

看護婦毎iこ霞接ケア還を90王手と92年で比較した。外

科では，看護婦の霞援ケア議が90年はばらついていた。

92年はそれが有意に減少し，平均化している。内科で

は，手主意室長は認めないが，平均化の傾向は92年にある。

内科外科共iこ， 92年は小人数の患者;こ長時間ケアして

いるという結果である。

次iこ， 93年の臼勤帯において，入院から退続迄継続

して窓、考を受持ち，支任を持って看護にあたる受持ち

審議婦と，当日不在の受持ち看護婦に変わって，責任

をもってその患者ーの看護を継続していく怒当看護婦に

わけで，調査日毎に比較した。内科では 3日間とも

に，受持ち看護婦の護援ケア援が担当看護婦より多く

なっている。この結果より，受持ち看護婦が日勤で仕

事をする場合，内科では意識的に自分の患者lこ援して

おり，主主任を持つであたろうとしていると言える。

外科では，識変 1E3自は，受持ち看護婦の陵接ケア

拾が担当者護婦より多くなっている。しかし 2・3

E3Elは逆転している。そのま理由としては，外科怒者が

入続した場合，当日は受持ち看護婦が決定していない

ため，担当看護婦がケアするというシステムの迷いに

よると考える。この結采より，務護方式が異なっても，

慾苦言にとって必要な濁設は必要な時潤iこ提供される必

要性が分かる。

202)病院管理システム導入による看護業務の変化

横浜市立大学医学部附属病院

。平井さよ子・間関共子

東京大学大学段菌際保健計画学 問領 克

当院は例年に新病院として開践し， SPDやオーダ

リングシステム，継続看議受持ち方式を導入した。開

院前後に業務蚤議査を行い，システム導入により看護

業務が変化したかを議査検討した。

<方法> ①90年と92王手に外科，内科，神経科病棟の

看護婦を対象に30秒スナップディーリング法で，労働

科学研究所の小夜包別に看護業務を算出した。②90年

と92王手の看護婦経験年数と患者遺症度をウィルコクソ

ン検定した。③90年と92年の業務室設を翁査段の看護婦，

窓、者数で除し業務畿を補正した。③各項目毎の補正業

務議をウィルコクソン検定した。

<結果及び考察> 宮O年と92王手の看護婦経験年数及び

患者f]室主主度は 3病棟とも有意笈はなかった。 90年か

ら92年に減少したのは「与薬Jr検嵐Jr雑用」であっ

た。増加したのは「鋭妻美・巡視Jrカンファレンス」

「療養上の指導Jr記録Jr身の間りの世話J r診療

の介助Jr管理業務Jr各穣視u定」であった。

f与薬J，ま外科，内科で有意に減り，<準備><内

服薬配り><後始末>が減り，<服薬指導>が増加し

た業務である。これは，与主主主主システムの導入や，内

服薬の患者による自弓管理による影響が大きいと考え

られる。神経科において羨がなかったのは，神経科は

服薬治療の比重が大きく，級薬確認や配りに時間がか

かる特性によるものであろう。

「綴祭・巡視jでは<窓、者訪問>が増えていたo

fカンファレンスjでは<チームカンファレンス>が

増加し， r報告・連絡・情報交換j で<定時取し継

ぎ>が減り，<看護婦問の連結・報告>が増えたのは，

看護方式の導入でゆし継ぎを簡素化し， 1情報の共有化

のためのカンファレンスが一溜必姿となったためであ

ろう。 I療護上の指導jでは<入院時生活指導><患

者指示なだめ><退院指導>が増えており，これも看

護方式の導入に伴いきめ縮かな指導がされているもの

と考えられる。 r記録J，ま神経科のみが有意に増えた。

これは，神経科の患者記録が現主主を詳細に記録する性

絡上，数値化やフローシート化しにくいものと考えら

れる。しかし，会病棟で<指示簿の点検>や<伝薬類

の記載><メモ>が減り，<コンピュータ入力>業務

が追加されたのは，オーダリングシステムの導入によ

るところが大きい。

203)審議業務の24時間分布に関する研究

一第2報新病院システムとの比較一

横浜市立大学医学部付属高等看護学校

0藤田せっ子・窃)11美智子

東京大学大学院国際保健計商学 西坂 克

前田の研究の結巣，直後ケア時間が申し送りおよび

私用に圧迫された形の谷間となっており，人員や業務

の時間的費三分を検討する余地があることを問題点とし

て指摘した。今回，新病続が設立され表護業務のスリ

ム化や受持制の塁手入が行われたことにより直接ケアの

分布に変化が生じこの問題が改善されたことが推察さ

れた。そこで前田悶様， 30秒スナップワーディング法
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一毅演題内容・質疑応答

により看護業務の24時間分布を分析し結泉の比較・

検討を行なった。

<結泉および考察>

新潟錠システムでは， トータル医療博報システム・

物品管浬システム・搬送システムの導入，薬剤部・総

食係・臨床工学技締の務擦業務への参加がなされて，

看護業務がスワム化された。問符に看護方式としてそ

ジュール製織続受持方式が導入され，取し送りが筒絡

化され，看護絡がベッドサイドケアに専念できる環境

づくりがなされた。これらの者護業務への影響を以下

のように分析・考察した。

1.病棟別業務割合の比較

病様車1]1こ業務割合の変化を比較すると，外科・神経

科では磁接ケアの準儀・後片付が減少し，被援ケアが

増加している。間接老~~撃はほぼ同じ割合である。内科

では嬢綴・後片付は同議に減少しているものの，直接

ケアはむしろ減少し間後者畿が滋加している。

外科・神緩科では審議業務のスワム化により，産後

ケアの務総j，後片付が滅少し，その分政援ケアが増加

していると考えられる。反面，内科ではスワム化によっ

て生じた余浴時間が綴接ケアに設かされず，記録・毅

を等の間接表議iこ使われていると考えちれる。

2.勤務簿別業務部会の比較

勤務帯別;こ業務部会をみると，特に間接看護が，外

科・神経科においては臼勤帯で減少し塁手夜擦でやや増

加している。内科では間援護畿が金勤務帯で場主詳して

いる。

外科・衿経科では受持母iJの遂事入および申し送りが繍

絡化された結5誌を反映していると考えられる。内科で

は間接看護が増加綴向にあることから取し送りの筏略

化の徹底が不十分であると考えられる。

3.業務総合の24時開分布

内科では13B寺から149寺にかけての綴接ケアが減少し，

間接看護が増加の傾向にある。この時間は午後のカン

ファレンスおよび検滋の時間にお当し，受持総の導入

によって患者の観察・状態把擦の時間が減少したこと，

情報交換・看護計額立案等のためのカンファレンス待

問が増加したことが考えられる。

外科・神経科では，特lこs時から11B寺にかけての蕊

接ケアが滋加し，路援護護が減少している。ここでも

取し送りの筒絡化の彩警警が考えられ，ケアの多い午前

中の時間帯iこ，患者のベッドサイドでの者護に専念、で

きていると推察される。

各病擦で共通して言えることは，前田の第 1幸設で指

檎した7u寺から 8特にかけてと16B寺から17H寺にかけて

の直接ケアの谷間が，平出勤務・選出勤務の廃止にも

関わらずやや浅くなっており，取し送り繍絡化の彩饗

が大さきいと考えられる。

質 疑 応 答

JiI口市民病絞殺l線分院石向節子:奇病院管理業務に

オーダワングシステムを導入する場合，宅言護業務の

スザムftlこ巡る主義務は，発表によると滋送システム

と薬剤システムにあらわれている擦に思えるが，他

のシステム100%導入がされない場合にはこの様な

時間的余裕として現われることはないのか。

@余絡となった待問が取し送り短綴と合せて箆接看

護ケアー待問iこスライドせずに，カンファレン等に

使用されているのは，

化の主擦とするのはあまり意味をもたないのか(笠

の変化が時間では表せない)

横浜市立大学医学部F付属病院 豆町宇:3病綴全体の報

告なので，各病綴俗の細かな紹介ができなかったが，

外科病綾などでは物品綴送システムの導入で(感者

の移送)(物品を絞りに行く)などの業務が減った

こと，又，給食システムの導入で(震と緩) (下賎)

(おしぼり配り〉が滅り(会泰介助)に時間がとれ

るようになったことが顕著ぎにめだった。

しかし直接表護と間後看護の total的視点から言

えば，大きな変化にはならなかった。私たちは箆接

者獲，つまりベッドサイド

することさえ増えれば，

って仕事を

したとは考

えておらず，むしろハイレベルのケアを提供するた

めの勉強や情報収集，計顔立案，カンファレンスな

どの間後業務の賓の向上という点、に臼を向けて行き

たいと2考えています。その言語では少し内容を震の変

化があったのではないかと報告したわけです。

活環・新潟続システムを創る場合，長期目標と綬期日

擦を設定する必姿がある。システムを変更した場合

ナースがコンピューターの扱いに惑い，いろいろな

ミスがおこってくる。それらに慣れるまで，自擦は

達成できない。システム変Eさにより理想的に看護業

務が変化すると怨いこんでいるナースが多いが決し

てそうではなL、産援ケアが増えることが理想、では
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なく，ナースが看護しやすい環境づくりをシステム

として助けることが大切である。回擦を段階的に設

定し，評倒していく考え方を持ってほしい。

第45群審議管理V軍

E室長 千葉大学看護学部鮒潟看護

実践研究指導センター 鵜沢陽子

204) 4施設での申し送りの実態と意識議室ー申し送

り廃止策擦と実施策擦の比較一

琉球大学援学部付属病院 O仲村美津枝

琉球大学医学部保健医療学講箆 伊数和枝

北部看護学校 金城議子

取し送りは，チームナーシングで看護過程を展開す

るよで議要な役割を菜たす{情報伝達方法である。しか

し現在，ベッドサイドを離れている待潟が長すぎる，

必要とする看護情報が得られないなどが問題とされ，

各病院で検討や改善がなされている。

そこで，沖縄県内の調，際，市立および怠者取し送

りを廃止している私立病磁の 4病院(以後A.B. C. 

D病践とする)における申し送りの実態を調べ，各病

続の看護婦のゆし送りに対する認識や，改義の2家主去を

把握しそれを分析し，これからの取し送りの方向性を

考える資料とするため調変を行なった。

方法:4病院の看護婦全員に対し下記の内容の然記

名，据霞法のアンケート言語査を行なった。l.現夜行

われている申し送りの災態一時間，形態 2. 現在行

われている申し送りに関する主主識 改善の意志及びそ

の理廊. 3. 申し送り廃止に対する意識

結果.アンケートの回収率は爵立A77.5% (234人)

県立B83.3%(130人).市立C44.6%(108人).私

立D53.9%(139人)であった。

取し送り時間は申し送り方法や形態と大きく関係し

ていた。

A病院はチームに分かれて会患者の申し送りをし，

時間は15分から20分が多かった。 B病筏では病棟の患

者を愛軽傷度別に分け委主主チームは申し送り，軽症チー

ムは取し送りはなしすぐケアーにはいる方法を奴っ

てるため 5分以内と20分以内の 2録性がみられた。 C

病院は，重症患者のみ申し送り10分以内が最も多くなっ

ていた。 D病院は管理申し送りのみで患者申し送りは

なく独自に情報収集しすぐケアーに入っているため 5

分以内が70%を占めていた。

現夜行っている申し送りを攻慈したいと考えている

者護婦はA病院で74.7%. B 64.6%. C 77.8%. D 

11. 6%であった。これに対し現状のままでよいは，そ

れぞれ19.0%.27.7%. 15.7%. 54.0%であった。改

善したい理由としてはA病設では，時間がかかりすぎ

る，ポイントをつかんで申し送らない，看護計画やそ

の結果の報告がない，私情や余談が多い，優先/1関位が

考慮されていないなどであった。一方B病院では持胞

がかかる，ポイント47.8%.慾者把握が不十分なため

内容が不備，優先順位，看護計磁とその結果がないな

どの/1演だった。 C病院ではポイントをつかんで申し送

らないがと在倒的に多く. AB雨病読が一位にあげた

待問がかかるは少なかった。

取し送り廃止に対し，賛成する率は各病院で異なり，

それぞれ26.5%.30.0%. 12.0%. 62.6%で，実際に

申し送りを廃止しているD病院で渇くなっていた。逆

に反対するE容は. 40.2%. 38.5%. 62.0%. 13.7%で

あり C病続で最も潟くなっていた。愛成怒自では平く

ケアーに入れる，積緩的に情報収集する，反対では看

護が継続されない，抜けが多いが上位にあった。

今回のこの裁ままだけでは今後の申し送りの方向性を

見いだすまでには歪1)らなかった。

質疑応答

千葉大学務護学部 LlJ内一史:申し送りを廃止した病

棟においてのアンケートで. r取し送り廃止Jiこ賛

成率が高かったのは r原阪」なのでしょうか，ま

たは f結果」なのでしょうか。

即ち，廃止して良いシステムを実施しているから

f申し送りを廃止しでも良いのか，又は「申し送り

を廃止Jしてみても今までのシステムに問題が生じ

なかったのか，どちらでしょうか。

金城:看護ケアーの改善をしたい為に申し送りの改善

(主に待問，形態)をしたいと考え，従来の全員取

し送りから，患者の護主主度別優先順位別等の申し送

りの工夫がなされた。それがシステム化されていた

かどうかに関しては調査していない。
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205)看護皇室開に活かされる申し送りの検討

東京怒王子、会医科大学的j譲治病説 。大塚 智子

弘前大学教育学部 大串靖子

宅号護業務の連絡・報告は IE告し送りjという形で行

われ，各勤務時間ごとの業務の引き議ぎに役立つてい

る。しかし近年， この f申し送りjについて，時間約・

費約な南国かち見直しが行われている。そこで今関，

実擦に行われている取し送りについて讃査を行い，看

護展開に活かされるための申し送りのあり方について

検討した。

[研究対象および方法]

対象は青森県内の 2つの総合病践の外科病綴におけ

る，深夜勤から8勤への取し送り〈斡の申し送り〉と

日iJJから準夜勤への取し送り(タの取し送り〉であっ

た。方法は毅タの申し送りをテープレコーダーに収録

し，後日干写生しながち所定の用紙にそのままの言葉で

記録した。さらに，申し送りの対象時間内iこ記録され

た記録物も併せて記録した。そしてこれらの内容を下

記のように分類した。

1. Eわし送りの方法別分類

@記録と口頭による取し送り，②口頭のみの市し送

り，③記録のみのゆし送り

2.看護過程による分類

£情報収集，

⑤笑施，⑥評{磁

[総菜および考察]

1.取し送りの方法l.lIJでは f記録と口頭による取し

送りjが55.9%であり，続いて「記録のみの市し送りj

が32.0%，口頭のみの市し送りjが12.1%の阪であっ

た。

析jや f者議診断J，看護計爾J， r評価 1こ認す

る内容が f口頭のみjでゆし送られる答IJ合が潟く，緩

終的な看護記録の儀式では，判断や計凶や評価を記載

しにくいためと考えられた。

6. 申し送り方法と継続性の関係をみると含 r~c録

と口室長によるゆし送りjが最も内容が継続されており，

f口頭のみの市し送りjが最も内容が議室続されにくかっ

土こ。

以上のことから，議絞殺の函から考えると f記録と

口頭による取し送りjが潔想的であるが，記録の内容

や使滋方法を工炎することで， rd記録と口頭jによら

なくてもより効楽的な，審議展開iこ活かされる取し送

りができるのではないかと考えられた。また， MIこ残

らない口綴のみの申し送りが，内容や継続性の上から

霊祭な課題を手ぎしていると考えられた。

質疑応答

)11口市民病銃神線分後 石向節子:取し送りに手IJ浴さ

れた記録類は何か。

座長:毅，タの申し送りの方法，内容上の栴途につい

て。

大塚:今関の研究では，看護記録，カーデックス，滋

度絞の 3つを使用しました。

執タとも病綴の管箆運営や看護磯良;こ鵠する透

絡の後，各慾容の旋:IXに関する取し送りを行なって

いましたが， J窓、考のゆし送りを行なう際紛は，のし

送り者 l人が，毅員会員iこ取し送るのに対し，タの

取し送りはりーダーがりーダーに取し送るという形

をとっていました。

2.看護過程かるみた分類では，情報収集jが 206)審議における情報伝遂「取し送りJの研究

78.6%を占めており，実施jの16.8%と会わせると

約95%であった。それに対し，

診断，看護計磁， I評{泌jなどの内容は非常に

少なかった。

3. Ifi号報収祭jでは，安楽・運動J1こ衡するも

のが多く， これらは支に終潟iこ隠する主観的な情報で

あった。また， r創き~の状態j や「排池J 1こ関する内

容も多く見られた。

4. r笑施jでは， r与薬jや「間診E寺の治療処援む

に関する内容が多かった。

5. 申し送り方法と内容の関係をみると，情報分

文撃の論理性と受信者の不安との関連

九州大学医学部総属病続

ンター

内海 渓

看護業務において， rEドし送りJ(ま，内容と時擦と

が?舎に検討すべき課題である。最近では，とくにその

有効性の有終が賄われている。すなわち， rEやし送りj

で得た情報がどの程度確実に手写生され，利用されてい

るかという点が問題である。緩験の浅い者護婦の多く

は，熱心に rEやし送りjをきいている割には清幸置を活

路していない，という事態が生じている。この経験か
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ら， r取し送り」を受ける看護婦の記憶方式にいかな 質疑応答

る特性があるのかを考え，その影響を及ぼす悶子とし E室長・パターン1， 2， 3の文衡の内容を400字で教

て絞殺年数，伝達する情報の構成，受信者の不安の有 えてください。

無などを認まをした。 藤井.予備テストで成綴の良かった成人内科労姓の事

【研究方法] ~を把媛しやすいと考えられる一つの流れを論環的

対象: 記列とした。

平成4年度看護教異議習会議潔生8名(線沫看護緩

験 7~12年)ならびにK大学医学部附属病波新人看護

婦6名

方法:

。効果的な言語速度 (400字90秒)で，伝達する文

箇の内容を記憶させる。

2)文面の内容を，論理的配列にした fパターン lj，

配列の11漬序を逆に並べfこ「パターン 2J ，内容を at

randomに並べた「パターン 3Jに構成し，その記

憶内容を正解主将，欠溶芸評，誤認、率で比較する。

3)伝達する例文は， r入院特の患者紹介jとし，項

副作「即時必婆項自Ji病歴Ji生活配「家族絞J

に分類し，それぞれを比較する。

4)不安の有無を顕夜性不安尺度 (MAS)， また向

性・神経伎をそーズレイ性格検資 (MPI)で測定す

る。

【結果および考察]

1.新人看護婦は，伝達内容の論怒性に関係なく情報

を記様する。経験を積んだ看護婦は誤認数が多く，そ

の割合は，文設の構成が論理的でない場合に増加して

いる。論環的に構成された文章とそうでない文意とで

は，看護の経験により，記憶選に途いが認められた。

看護の経験が記憶方式に影響を与えることが縫認され

fこ。

2.経験を積んだ看護婦は，業務上の「援望記憶jが

主体となり，新人看護婦は「言語記憶jが主体となっ

ていると考えられる。

3.非不安若手は，論潔約iこ構成された文章の場合に記

憶援が多く，不安群は，非論理的構成の場合に記憶議

が多いo i展Iill記憶Jlこかわって， i言語記様jが代

行すると考えられる。

4. iRP時必要項目jは，伝達内容が論濠的構成の場

合に高率に記憶された。このことから， iH霊裂記憶」

は，全体を見渡せるときにはたらき，不安・知識不安

による自信の喪失などは，逆に f展望記憶」の妨げに

なっていると思われる。

207)院内における物流システム改善に関する一試案

富山援科薬科大学付属病院 O高木幸子

千葉大学看護学部附属看護実践研究指導センター

阪口禎男

くはじめに> 近年，大学病院では復療の高度化，医

療器材のディスボーザブル化などにより病院診療経費

の急激な高騰が見られている。当践でも昭和63年度31

億5千8百万円に達し，そのうち，医療消耗器材及び

衛生材料費が， 3億3千4否万円と診療経費の10.3%

を示した。看護部では一昨年来，品穏の限定により支

出削減可能な物品を選出し，収支改義に協力してきた。

その結果，平成3年度には 2億百千万円と約4千4百

万円の経費削減が見られた。しかし，これ以上の削減

は現夜のシステムでは不可能であると考え，今田，院

内の物流システムについて兇践しを行い，当院に適切

と考えられる方式について検討を行った

<研究方法> 会図80の大学医学部附属病院に対し，

25項目からなる病院物流システムに関するアンケート

調査を行ない，大学病院での物流システムの現状，及

び改善の方向，改善の効果などについて，検討を行なっ

た。加えて， T大学医学部付属病院の看護婦長及び，

副婦長51名lこ対し25項自からなる続内物流システムに

関する意識調査を行い，同様に検討を行った。両調査

より，将来採用されつつある定数カート交換方式が当

院においても，実施可能であるかを検討した。まず，

材料部のスペースからカートのサイズを選定し，さら

に， :t箆単位で材料部から各病棟へと供給した物品数及

び容蜜を錦資するととにも，選定したカートに収納可

能かを検討した。

<結果> 全国の大学病読に対するアンケート認査の

結梁，大学病続での物流システムの現状は，伝禁によ

る翁求が多く，コンビュータ請求は一部であった。

方，供給手段は，使用部署の搬送による病院が最も多

く，メッセンジャー，材料部による搬送も見られた。

しかし，将来は使海部署よりの請求が無い，定数カー
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ト交換方式で供給する方式が主流となる。コンビュー

タ管潔方式がこれに次ぐが，定数議充方式，或いは夜

康管室主を業者;こ委託する方式も一奇sJsられるようにな

るO 一方，定数カート交換方または， f也の方式iこ比べ，

採用;こ当たっての問題点が多い。しかし，使海部署警で

のメリットも多いとの解答を得た。また， T大学附!渓

病践の看護婦長及び副総長による窓議潟資の結果も，

コンピュータ驚理方式に比べ，定数カート交換方式が

良好との解答であった。そこで，当院においても定数

カート交換方式の実施が可能であるかを検討した。材

料郊のスベースより，既製品の関口O.61m，奥行1.17

m，高さ1.20mのカートであれば，病棟数の12合が収

総可能と判断した。受;こ，本年4fl-7月迄の4ヶ月

簡に材料きsが供給し し

た結泉，設も多い病棟の供給物品82品Elが，選定した

カート iこ奴熱可能であると判明した。従って，当践に

定数カート交換方式を採用することが可能である。

第46群 毒審議基礎溺

E室長

民援 3立

208)色彩の研究 - P-Fスタディ成績との銭速一

奈良県立医科大学的属病院 Of'中内 雅子

堀口路子

伊東腕子

千葉大学看護学部総属看護実践研究指導センター

内海 渓

多彩な色彩iこ臨まれ生活している者護の場言語では，

患者の症状や喜主役をいちはやくとらえ警判断するため

の色彩認知能力が不可欠である。色彩認知は心身の

状態iこ関係するjと久木僚は述べている。しかし，看

護教育による色彩認知の影響については未だ不明な点

が多い。今問，常に看護教育を受けている看護学生，

衛生看護科の高校生と一銭教育を受けている鷲通科の

高校生とを対象;こ色彩認知検査と欲求不満場言語での攻

撃の方向性との潟速について検討した。

[対象および方法〕

対象 :N看護専門学校看護学生102名， c 
衛生看護科122名，普i透科64名でいずれも

ない女子である。

B 

方法:色彩認知検資と絵画欲求不満テスト (P-F

スタディ)を笑絡した。

。色彩認知検査

争被験者の前にマンセルの色弱分答IJに従った芸基本忽の

色彩カードを結った絡を左右lこ霞く。

争それぞれの絡の中間色12枚の色彩カードを 1枚ずつ

at random Iこ被験者;こ手渡す。

③被験者に判断させ，いずれかの絡に色彩カードを投

入させる。

各々の笑験を会主示一気線一驚，紫…紅，黄緑，

Z守一紫の11援で行った。

2) P Fスタディは，成人尽を使湾し，攻撃の方向

性，すなわち，偽交をE，然変をM，自交を Iとして

点数千とした。

〔結果及び考察〕

色彩認知擦の変動は，

に類似性を示し，督i選科若手とは異なった。看護教育の

望号待時には，看護教育より色彩認知が時一化されてい

ると考えるo色彩認知帯域境界点分散(境界点が明獲

でない人)の人数は，いずれの学科においても金赤一

策が最も多く，線一資が最も少なかった。金赤一演の

色籾は，審議場面で頻繁に用いるため卒業までに正し

く判断できるための教涛が必要と考える。

P-Fスタディの年齢}jIJ比絞ではさほどな変化はな

く，者護学生群と衛生看護科若手での学年}jIJ比較におい

て，いずれも l年次E>M>Iとなり 2年次にはE

> I>M， 3年次iこは I>E>対と変化がみられた。

看護教育により， 自交が湾足立され， 自らの感情を外iこ

向けず審議婦として患者を受容しようとする気持ちの

おまりによる変化と考える。

P-Fスタディ成績と色彩認知帯域との関連は， E 

とMにおいて二，三の色綴iこ有滋差が認、められ に

おいての授は認められなかった。これらの関迷は，学

科群}jIHこ有;遂の相関を示した。また， Eの主主い表護学

生において色彩認知得域境界点の分散の人数は予言慾に

多かった。審議教予言の潔境の下， f議資綴向の強い看護

学生は，他人や自分自身に攻繁を向けることができす，

不平，不満，ストレスを感じる綴向にある。これらの

感情が知覚のま長みとなり，色彩認知を不正確にしてい

るのではないかと考える。

Vol. 17 災o.4 1994 87 



一般演題内容・質疑応答

質疑応答

久留米大学縫療科学 JlI口貞親:3集団関の類似性を

述べているが，どのような分析に基づいていってい

るのか。

横浜市立大学医学部附属病税 関沼共子:色彩認知に

P Fスタディを用いた理由はなぜか。

{中内:1.先行研究では，看護婦群と普通科群の色彩

認知簿に類似性が認められていたが，今国は看護学

生訴と衛生看護科群とに類似性が認められた。又，

今回はP-Fスタディ成績との比較を行い，関連?生

がみられた。

2.色彩認知と心現簡での影響の基礎的研究として

P Fスタディを用いた。

内海・第 l間に対して・第一報では高校生と看護学生

との色彩認知幸替の比較を数主量的に行ったが，今回は

PFの成績との比較に主力を注いだ。

第2悶に対して :PFの成績と色彩との成績が平行

的であったため，まずそれを調べてみた探索的研究

である。

209)看護婦と色彩認知の研究ー勤務時間帯と MPI

との関連一

日本医科大学付勝第二病院 。甲斐友子

千葉火学看護学部付属喜子議予定践研究指導センター

内海 混

じまじめに]

事物を認知する場合において，色彩の窃から表現す

ることができる。しかし，忽彩の認知は，主観的なも

ので個人差があり，年令.t生531]・性格・観妻美条件によっ

て変化する。

看護業務においても，色彩ぞ使って夢物を表現した

り，伝達・記録する場は決して少なくない。大切なこ

とは，苦手物を性格に表現し第三者に正磯に伝達するこ

とと考える。

今臨，色彩の認知能力を変化させる観察条件及び性

絡に日を向け，看護婦の色彩における中間色認知能力

テストを実施し， MPIモーズレイ性絡テスト及び各

勤務持間帯などでどのように変化するのか研究した。

【対象及び実験方法】

対象 :N大学病続，内科・小児科病棟看護婦45人。

視力(矯正後カ)1. 0以上で色覚爽常のない

者。

実験方法・

告訴1PIモーズレイ性格テスト

②色彩の中間色認知能力テスト

DIC， GRAF-Gカラーから明度・彩度}jl]に三OJJ

ずつ選び， 13罰皿聞方の色紙を40町田凶方の台紙に貼った

ものを各s枚ずつ赤・資・ 2竜・緑・紫の各5総作成。

各色の明度・彩度共iこ強度，弱度の 2枚を被験者に提

示。類似した残りのカードのうち明度・彩度共に中間

のものを正解の 5悉とした。これをアットランダムに

選ばせた。この方法を臼勤勤務・準夜勤務・深夜勤務

の前後で，計6回行なった。

{結果1

MPI 得点、分布において，看護婦被験者は外向的性

格を持つ者が多く，神経質でノイローゼ気質の者はわ

ずかだった。虚偽発見 (L尺度)では，高1m!が2.2%

と低く，解答の信頼性を示した。

解答分布を各勤務時間帯で比較すると，日動，準夜

の正毒事率に大きな差は5sられないが，深夜では正解喜容

が勤務前で40.54%から勤務後29.72%に低下した。

色彩カードの解答分布をお1PI得点別に比較すると，

E得点群において，全体の標準偏差は， MPI得点 O

-18で1.90， :vIPI得点19-29で3.79，MPI得点30-

48で3.02と， MPI 得点が平均{肢を示す者ほど標準偏

差が高く解答lこバラツキが認められた。また， N得点

群においても，同様の{傾向が認められ，神経質な者ほ

ど正解E容が潟くみられた。どの得点群においても平均

値を示す者ほど標準偏差が高く，解答にバラツキが認

められた。

震疑応答

久留米大学大学院(健康科学) JlI口貞綴 :f看護婦の

色彩認知能力の高さが認められたj というのは，何

かー絞イとされた資料と比較してそう言っているのか，

または他のコントロール群と比較してそう言ってい

るのか，だた務純に30-43%という億であったから

そう判断したのか。

結論として看護従事者の性格特性により色彩認知

に差がみられると言っていいのか。

甲斐:f也との比較検討した結果ではない。

色彩認知は， MPI 得点によって変化していく。

箆長:MIコIモーズレイ性絡テストの結果の分布はど

のようになっているのか。
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内海・察関 11こ対して:色彩認知能力は看護緩では婦

長，総長にゆく稜高いが新人程低い。他磯と比較し

たデータはない。

費問 2 (緩長)に対して:MPIは標準化されてお

り，辺綾部lこで逆に色彩認知能力が高くなる。

210)色彩E譲渡における生寝室心理学的研究一路算によ

る思考作業能率と皮潜血流の変化一

名古長室市立大学看護短務大学部 C加藤白美子

千葉大学看護学部看護実践研究指導センター

内海 渓

色彩環境は，その中にいる人々の心潔函に影響を及

ぼすだけでなく，生主主題iこも影響を及ぼす。彩りの良

い食事が食欲を滋遂させるように，色彩潔境は，治療

や看護場面;こも大きな効果をもたらすと設える。

そこで，今屈は，基礎的議査の一環として色彩がj思

考作業銭芸名に及ぼす効祭と主主潔街への影饗を皮厳正直流

鐙の変化により検討した。

【研究方法1

1 )対象:年齢29.8ごと4.0畿の色党正常な縫康成人女

性6名，総笑験数90f前j

2)条件:赤・資・緩・裁と光諒だけ〈明〉の5種類，

照度10;レクス

3)実験装鐙:熱電効巣を利用したプレート援演IJ定索

予を有する熱箔対組織血流浪IJ定装霞(シンコルダーC

TE301裂)

4)方法:被験者安安静臥床とし，できるだけ雨践を

関かせて各色彩光線を照射し 5分間の務算作業〈索

数の都り繁〉を行わせた。全経過をjffiじ， 5支凝血流の

変化鐙・鼠庄・脈拍・体温を観察，陪持;こ，色彩のイ

メージ・色彩の格好・集中力・疲労感・額夜性不安尺

度 (MAS)などを認査した。

【結果3

1 )若者算の解答数・正解2容は緩・資が高く，明・赤・

裁が低綴であり， 5色彩の若手間iこ有定まま受を認めた。

(P<O.01) 

2) ~1AS 綴が高いほど，時月・赤・ 3竜の正解E容は低{疫

であった。 (P<0.05)青・緑では調者間iこ顕著な差

はみられなかった。

3)色彩の格好について，資をま子む群では，赤を好む

群より，明・赤・策のiE解塁手は低{直であった。 (P<

0.05) 

4) E芝f轡血流の変化盤は鴎算笑験の会経過を通し，明・

2示・策が高値で，資・緑が{忌{騒を示し，色彩7.lIJに有意

差を認めた。 (P<O.01)また，落算終了後の自流変

化蜜(関復値)は精算後の疲労感と務関があった。

(r =0.433， P<O.01) 

5)色彩のイメージ議査の国子演EIはそれぞれ緊なっ

た内容を示した。これらの儀子得点と，思考作業能率

や皮潜血流の変化議，その他のパイタルサイン，緩や

カ，疲労感の程度との問には一部関連があった。

[まとめ〕

色彩が，人々の心理顕だけでなく生理蕗;こも彩饗を

及ぼすことが，今回の結果により示唆された。患者は

疾病による法務や不安と揺っている。そのような患者

の心穏をより穏やかに快適にさせ，精子率的活動を劾け，

かっさ主箆的負担が少ないように良好な色彩環境を務え

ることは，者護の蜜芸さな役割であり，今後の課題であ

ると考える。

質疑応答

康長明Jというのはどのようなどのような忽彩な

のか。また， f也に生理学的現象の測定方法はあるの

に何故皮!露政流で行ったのか。

加藤:色彩を用いない，光苦手;だけの条件です。作業を

行うのに光滋だけの環境で行うことは多いので，各

色彩との対日現実験として“明"を選択した。

生理的変化として， {;本滋・産主的奪取皮等の V.S 

の測定も行いましたが， もっと微妙な主主潔的変化を

知るための一つの手段として皮腐血流の方法を汚い

た。

内海・血流測定とは真皮浅溺の微小循環底流援の変化

をはかることで，嘘発見器で発汗をみるのと向じく

E3lL神経支配の邸管運動衿緩の反射を調べているた

め{患のパイタルサインに比してJ.lflH寺伎と穏常性とが

ある。
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第47群その他 I

E室長札幌医科大学保健医療学部山出要子

している。

2.逆性石鹸を用いてタオルでの拭き絞りでは6件

中2件は細菌が検出している。

3. 滋務ヒピテンスプレー消毒後は 9l'牛中 7l'牛

(77. 8%)は意図騒がー{闘も検出されなかった。

4.次の人の入浴箆前の滋は， 91宇中 8件がocell 
211)細菌感染を伴った袴鋭のある在宅患者の入浴サー /田iだった。

どスについてー浴樽の綿密培養の結果から V.考察

j七千住老人訪問看護ステーション 宮崎和加子 1.袴創から検出した細菌は，消主義いかんでは浴槽に

1.はじめに 残る可能性がある。しかしそれは，袴斜の有無にそれ

最近入浴サーどスをめぐって相談を受ける機会があ ほど腿係なく，入浴中に出た総務会体に共通する陪題

り，中でも組関感染患者の入浴の是非についての間い である。

合わせが多いので検討した。 2.浴槽の消毒方法の碁準と実施者への徹底した教育

江研究の自約 が求められる。

①細菌感染している袴創患者が入浴することにより， 入浴サービスの基準は，偲々の実施主体に任せられ

浴機への絢爵の残留の有無を明らかにする。 ているが，①消主義薬の種類，②消毒方法(スプレーな

②入浴後の浴機の消主義方法の違いによる細菌の残留の ど)，③消毒間数などを検設すべきである。

程度を明らかにする。 VI. 結論

蕊.研究方法・期間 F祷倉1]にある総簡は，消主撃を正確に行えば浴糟には

・期間……1991年9月・ 10月 ほとんど残らなLづということが明らかになった。綴

・対象……・茶入浴サービス業者で在宅巡回入浴を実 隠感染の袴貧Ijの有無iこ関係なくサービスを受ける人が

bをしている患者14名。 安心して入浴できるようさらに検討が求められている0

・方法……1)袴剣形成患者8名について以下の部f立

について納関培養を行なう o (j)袴創，②入浴後のお湯 質 疑 応 答

③逆性石鹸消議後の浴機。 策実s大学医学部 辻明良:各段階での絢閣残留効果を

2)入浴後の浴槽の消毒効5誌を知るため， 9名につい 検討されておりますが，排水後お湯で洗浄しでも総

て消毒の各段階毎に細菌検変を行なう。 議残留がみられております。使潟されたお湯の温度

IV. 結泉 と徐菌効巣は大きく関迭すると思いますので教えて

1.袴剣形成患者の浴槽などへの細溺残留について 下さい。

(表 1参照〉 宮崎.測定はしなかった。通常入浴よりやや高めの温

1)祷創から検出した総務は， 8人とも異なった細 度でたぶん500C程度。

菌の組み合わせであった。一番多かった患者は， 1出資 次留はその温度のことも考慮した方がよいと思つ

など3ケ所から繰燦菌やクレブシエラなどが出ている。 ています。

2 )入浴後の湯の中には，袴岩1]から検出した細菌と 座長・浴槽洗浄する持の摩さつの方法(洗い流し方)

同じ種類の細欝を含むその他の細菌(袴創以外の体か をどのようにしたか。

らからの細爵)が多数検出されていた。 宮盛奇.謁査はしなかったが，消毒方法としては大いに

3)通常の消毒後iこは 9件中8件は細E者数は多くな 関係すると思う。印象としてはタオルやスポンジで

いが級認が残留していた。 マサツした方が，より効果があるように思った。

2.消毒効楽について(表 2参照)

消毒方法は，通常の消毒lこ新たに0.5%の滋精ヒビ

テンスプレー追加した。

l.排水後お湯で、洗浄の段階で、はかなり細磁が残留
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212) MRSA抗菌加ヱ布の臨床効薬!こ衡する検討

北海道大学医学部F付属病淡 河部三枝子

I.はじめに

近年， MRSA感染症の増加が終段内外で大きな問

題となっており，~践においても例外ではないo

MRSA検出時には種々の説内感染対策がとられてお

り，それらの作業援は本来の看護業務をEEiliしてきて

いる。段内感染対策の徹底に伴う汚染物処理主事局辺業

務の増大は，全国的な看護業務改善の動きのct，早急

に解決が求められる今日約課題である。今田，解決策

の一助とする目的でぶfRSAIこ抗菌効5誌があるとされ

る加工手誌を用い，議床現場においても院内感染対策iこ

有効であり且つ潟辺業務の軽減につながる効果が認め

られるかを検討したので報告する。

ロ.対象及び方法

菌状怠内経で全身の皮!警や尿，疲より 5ヶ月額にわ

たって泌氏SAが検出されたケースの協力を得たo

MRSAのタイプはコアグラーゼII怒， コニンテロトキ

シンC，TSST (十)であった。このケースに従来布

(基準緩兵，線100%)と抗菌加工布〈シキボウ製，新

薬剤KY-88をコーティングしたポリエステル65%綴

35%のあ)の緩呉類及び予紡衣を使潟した。シーツ等

の寝具類は現行では 1i!l1関毎に交換しており，汚染が

強くない限り 1週間使渇してもらった。

処霊童済のガウンを毎日交換しており日義浴後1:i昼

間室内にかけておき検体採取持iこ着用した。これらの

おについて，使用協始後し 3， 5， 7日目iこ各20t議

所から検体を採取してコロニー数を議ベた。採取には

ニッスイフードスタンブ (TGSE寒天培地)を用い，

350C， 48&寺間培養後，血液寒天培地で再度培養し間定

した後， M:E犯人と判定した。汚染払官についてはフ

ドスタンプの?集務数による清潔度の判定基準jを用

いた。研究綴部一平成4年12月15臼~平成5年 3)'36

B 

III. 結泉および考祭

MRSAによる汚染状況を総計すると， ごくわず、か

な汚染が検出家63.3%，軽度汚染が9.5%，中等皮汚

染が16.5%，震度汚染が10.8%であった。これらの汚

染のうち，特に感染j震として鵠題となるコロニー数

100綴以上の重度汚染が検出されたきs伎は，枕カバー

の中央，シーツの頭部1i.15，総昔st五五綾部15鉱 毛

布カバー襟元と腹部であった。重度汚染が検出された

部佼をシーツそj7iJにみたところ続部，頭部，援部のI1壌

に多かった。右側と左側の比較では右側からの検出が

多かった。予紡衣はごくわずかな汚染が95.0%でコロ

ニー数Oは56.3%あった。以上のことから，患者の皮

j警に綴接接散する極や機会の多いきs位が姿波窓感染源

であると考えられた。汚染状況の経日的変化では，従

来布と抗滋布の認に有意な関連が認められ， 5 B El以

涛の抗態干むからは重度汚染が検出されなかった。

的にみると抗議干むには抗議効果があると考えられ，予

妨衣等の1翌日使用に]還している。

質疑応答

礼観法大保縫医療学部 鬼原彰・効5誌があるとしても

資尽の護活ではいかがか。

阿部:市販されている予紡衣で5.000~6.000円従来の

ものの 2倍である。

しかし，滅務処理を中材で毎日行う手間とマや，

ディスポガウンを使い捨てることとを比較すると，

どちらが安上がりかは今後の換討課題である。

策委s大学医学部辻明良:抗議加工おでの抗議薬は，

どのよをな薬言純ですか。および抗菌スペクトルの特

徴とは。

滅議加工布での抗菌薬の安定性はどうか。

阿部:薬剤名はKY-88というのみで，余類必密であっ

た。滅菌効5誌については， MRSAと打ち出してい

るが， f也の繍;こも効果があるということをきいてい

るが今簡の議査では， f也の綴については絞り上げて

いない。

抗議の安定性については， 5日以降は透度汚染が

検出されなかったが 7日目には多少汚染が増えて

きているため使潟限度は 5臼自佼を尽安と考えてい

る。
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213)北九州における Helicobacter Pylori感染，

湾・十ニ指緩疾患と生活背愛図子の三者の棺玄関係

の検討

皇室業医科大学医療技術短期大学

。柴悶弘子・山間真和

佐賀医科大学医学部看護学科 訟関 線

産業医科大学第一内科

中間市立病院

r!まじめにj

筋El3和文・江藤澄哉

江島文子・岩田敬子

Helicob且cterPy lori (以下HP) は. 1983王手に

上部消化管疾患患者の胃前庭部粘膜から高率に検出さ

れることが初めて報告された。その後，慢性胃炎や，

腎・十二指腸演傷患者の胃粘膜に高率に存在すること

が明らかにされ，胃炎や腎・十二指腸淡療の霞援の病

因としての役割が強く示唆されている。加えて，我が

留で多くみられる胃癌の発生との関連も指摘されてお

り. HPの成人保健における意義は大きいと考えられ

る。しかし. HPの感染様式についてはわずかに経口

感染の可能性が示唆されているにすぎず，詳細につい

ては未だ不明である。今回，内視鏡検資を受ける患者ー

を対象に. (1) HPと腎・十二指腸滋協との関連を明

らかする。 (2) HPの感染経路，感染様式をi切らかに

する。以上の二点を臼的とし，質問紙法;こて， HPと

患者の生活背景因子の関係を識変したo

f研究方法」

[対象者]当該施設で，平成4年4月-12月iこ，内祝

鏡検査を受けた，患者(男性43名，女性24名)計67名。

平均年令54.1歳。

〔方法(1)質問紙による調査項目。1)先行研究

でHPの感染との関連が示唆された項El 2)生活習

慣に関する項目 3)食生活，及び格好に関する項白

(2) HPの感染は，分離血液を用いEIA法lこでH

P抗体侃iを測定した。

f結泉J

(1) HP抗体は非喫煙者で宥意lこ多く認められた

(P<0.05. x 2検定〕。

(2) HP陽性者は非消化管疾患 8 伊~cþ 3 f7!J (37.5 

%) ，慢性腎炎29例中15例 (51.7%) .消化?生後務30

例中23例 (76.7%)であった。

(3) 消化管疾慾群では，肝障寝苦手29f対中16í日~ (55.2 

%) .非E干降客群29例中21f7!J(72.4%)でHP陽性で

あった (P<0.05. x 2検定)。

(4) HP陽性老のうち，慢性胃炎 α干障害+)群と，

消化性波書芸(肝障害一〉群の 2群簡に，生活背景忠子

との関係は認められなかった。

(5) HP感染の有無を関わず.i良化管疾患と生活背

議因子の関連は認められなかった。

「考察および結論J

(1) HP感染の有無，および喫煙の有無が，消化性

演蕩の発症に関与していることが明らかとなった。ま

た喫爆は，消化管疾患のリスクファクターと考えられ

る。

(2) 肝障害群では消化管疾怒、の発症にHP以外の因

子の関与が示唆された。肝障害自体が，消化管疾患、発

症のリスクファクターとなると推定される。

(3) HPの消化管疾患発症への関与は，喫慾よりも

強いことが推定された。

質疑応答

札幌医大保健医療学部鬼原彩:1)肝障害のあるな

しでの結巣内被鏡検査による感染が原習なのか，予言

意差が出ている理由は。

2 )タバコは野滋嬢，胃炎を生ずる重要な因子だが，

HP 感染はそれをさらに加重する因子ですか。

逆;こ有志;澄(分布)のない主主自は{向か。

柴m・2子降客を予言する場合の消化管疾患はそのほとん

どが胃炎で，肝障害がない場合の消化管疾患のほと

んどが潰務であった。

消化性演務発生のリスクファクターとしてHP感

染と，喫煙が認められた。しかし. HP感染と喫煙，

各々の関与の度合いについては，検討中である。肝

障害のある場合には，消化性演療の発生lこHP以外

にも関与している留子があると怒、われる。

214)手指消毒剤の除葱効果

ーエタノール希釈による検討一

東邦大学医療短期大学

。江口治美・久家智子・高森スミ

東邦大学医学部微生物学教室 辻 明良

院内感染が問題となっている現在，その感染防止対

策として，消毒剤による手洗いは重要な方法の lつで

である。しかし，頻回の使用で手荒れを起こす事もよ

く知られ，そのため消毒剤の使用を控える状況もみら
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れ，院内感染紡止のよからも無視できない。私達は，

5剤の常沼消毒剤を使舟し，実際の消毒法;こ準じた方

法で手荒れと徐菌効果について検討した結泉，各消毒

剤とも手洗い関数が増えるに従い，手荒れがみられる

事が分かった。今田，手荒れを減少させ，かっ徐議効

果を維持させるために消毒剤をエタノールを用いて常

用濃度以下に希釈し，その徐議効采について検討した。

対象として健康な成人労女40名について行い，使用

した消毒剤は塩化ベンゼトニウムとグルコン章受クロル

ヘキシジンで，その濃度は，常用滋疫の 1/5-1/

10とした。希釈に潟いるエタノールの滋度は30%.40 

%. 50%で検訴した。 j潟議方法は，消毒剤に浸したノ、

イゼガーゼで30秒間両手を拭き. 1流水で20秒間洗い流

した後ペーパータオルで拭き取った。除滋効果の測定

はグロープジュース法により検討し治議前・後の主主

務数の変化から捻議率を求めた。その結果. 30%. 40 

%. 50%エタノール滋独で‘の徐蔚効果はそれぞれ37.4

%. 62.0%. 80. 5%であった。そこで希釈に沼いるエ

タノーノレの濃度を40%とした。 40%エタノールを沼い

て希釈した治議1ílJについて徐議~J巣をみたところ0.05

%滋化ベンゼトニウム/40%エタノーノレは91.7%. 

0.025%グルコン畿クロルヘキシジンは91.5%であっ

た。

ミ子荒れの姿顕の 1っとして，その使用濃度が問題と

なるが，単iこ水を用いて常用滋度以下iこ務めたのでは，

その徐議効果が十分ではない率が多い。今回の実験で

も水希釈の場合の除菌率は30-48%であったが，エタ

J -}レを用いて消議弗jを希釈したところ，雨裁の街;こ

併用効梁がみられ. 90%以上の後れた除菌E容を示した。

手主主れの検討は今密行っていないが，以前私途が行・っ

た手荒れの検討では，エタノール濃度を50%として検

討したが，常用幾度で使用した場合と比較すると，手

荒れの出現は切らかに減少したという結采を得ている。

今回は40%エタノールによる季語釈であるので，手荒れ

はさらに減少するのではないかと忍われた。以上，こ

のようなエタノール希釈消毒剤を用いたハイゼガーゼ

によるラピング法は，臨床での使用には有潟な方法で

あると考えられる。

質疑応答

藤長・この研究をどのように発獲させていく考えか，

今後の計磁を開きたい。

江口:今回は，消毒後流水で洗い流す方法をとったが，

病棟で行なうには面倒な点もある。従って今後は，

消毒剤を浸したノ、イゼガーゼをしぼって，水気を取

りそれでさらに拭き取るというような，より簡便な

方法を検討していきたい。

215)イソジンガーグル含敬の研究

震度によるイメ…ジの変化一

奈良際立医科大学F付属看護専門学校

。場ロ陽子

1.研究思的

合滋;こ沼いられるイソジンガーグルは，殺鼠効祭が

あるといわれている。臨床においては，口腔内の洗浄

;こ用いられている。また，家庭においても惑習症状が

みられるとイソジンガーグルの合数が行われている。

しかし，イソジンガーグル;こは特有のにおいや味があ

り，それらを不決;こ感じながら合数している人も多い

と窓われる。

今回，イソジンガーグル合験の不快感を軽減する工

夫として，合附くの総支iこ着尽した合数7l<の温度によっ

てにおいやi球の慾じ方が奨なり，イメージiこも変化が

みられるのではないかと考え，イソジンガーグルさき殺

を温度設によって比較した。その結5誌をここに報告す

る。

2.研究15法

対象，を才-78才の74名(男性36・女役38名)

の疾慾;こ議長告、していない者

期間:平成4年8月108-8月初日

方法:被験者は実験1s寺間前より絶飲給食とする。

(j)30{き希釈のイソジンガーグル合数水冷水 (6

lO

C) と17;滋7l<(24こと lO

C)各20mlを用:蕊

する。

会いずれか一方の合致水で10秒間クチュクチュ

うがいを行いアンケート(におい・味の広が

り・後事長・苦み・爽決惑について5段階評縞〉

iこ答える。

③口校内の年まがなくなるまで水で会敬する。

③もう一一方の合数ヰくで間後に行いアンケート iこ

::g:える。

⑤翌日，前日に行った冷水・常滋7l<の)1漬序と逆

の限序で守)-舎を行う。
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3.結楽 第48群その他E

アンケートの結果イソジンガーグ、ル含歎が好き14名 箆主主北史大学務護学部 深瀬須加子

(好き群)・嫌い68名(嫌い群)・どちらでもない14

名であった。また，イソジンガーグル合敬を嫌いな怒

出として，薬品臭い48名・習い30名と多かった。(議

後回答)

アンケート結果を点数化し t検定を行った。冷水の

イソジンガーグル含敬により次のことがいえる。

1)においの意識が減少した。 (P<O.01)

2 )味の広がりが少なくなった。 (P<O.01)

3)後味が軽減した。 (P<O.01)

4)苦みへの影響はなかった。

また，イソジンガーグル含歎の好き群と嫌い群で苦

みを比較すると，機い群で苦みの意識が増加した。

(P<O.01) 

4.考祭

イソジンガーグルの薬品のにおいにはポピヨンヨー

ドが関係している。ポピヨンヨードは揮発性があり，

滋i交が高いほど、強いにおいを発する。冷水の合敬によ

りボピヨンヨードの揮発が減少し，においの感じに影

響を与えたと考えられる。また，苦みについては，合

数71<の滋度よりもイソジンがーグル合機の好き・主義い

が彩怒していると考えられる。

質疑応答

東邦大学医学部 i土明良:不快感の減少という際的で

検討され，冷水の15がよいとの結論ですが，本来の

自約である除議効果については如何か。

猪口:今回は常溢のイソジンガークール会歌と冷水の含

験水によるイメージの比較を行った。納言苦学的な評

価は行っていない。しかし，冷水によって10秒間合

敬した後はきだした液の温度は. 23-240Cと上昇し

ており常詰2水との変化はないのではないかと考え

ている。

216) f町庫銀充足度が地域住民の主観的ストレス感に

及!ます影響評価

広島大学医学部保健学科 O緩 敏樹

千葉大学看護学部墓礎保健学識膝

野尻雅美・中野正孝

1.緒言

我々はこれまでに価値観の構造やその充足が主観的

幸福感なとlこ及ぼす影響について検討し，価値銭の充

足が穏々の生活意識に関与していることを明らかにし

てきた。本研究はその一環として心身の縫康に関連が

強い主綴約ストレス感について検討した。今自の報告

はそのうち錨鎖観の充足度が主観的ストレス感に及ぼ

す影響に関するものである。

11. 対象および方法

千葉県一燦村の30歳から69歳までのさ長住災を対象に

配布留め援き誠査を実施した。調査では13の生活領域

に対するさ霊視および満足に関する回答から価値観の充

足度を 4つのカテゴリ(む大切であるが満足していな

い，②大切でもないし満足もしていない，③大切では

ないが満足している，③大切であるし満足もしている)

iこ分類した。主観的ストレス感の強さは 5段階言平俗で

問答を求めた。

解析では主観的ストレス感をさ基準変数. 13生活領域

iこ対する悩徳観の充足度を説明変数として一括してS

ASのGLMプロシジャを用い多元配震分散分析を行

なった。なお，今自分析に用いた対象は全てに有効な

自答の得られた2022人で全対象者の63.3%にあたる。

盟.結果

主観約ストレス感に有意に規定する価値観の充足君主

は以下に示す生活領域に対するものである。

全体では健康，家庭，仕事，趣味・余畷，蔚住環jゑ

収入lこ対する価値綴充足度であった。性別にみると，

男では仕事，健康，収入，家庭，庖{主潔境に対する悩

{直観の充足度であった。一方，女では家庭，趣味・余

綴，健康に対する価値観の充足度であった。

年齢階級)5IJにみると. 30歳代では家庭，仕事，健康，

趣味・余暇. 40歳代では健康，居住環境，仕事. 50歳

代では家庭.60歳代では居住環境，収入，家庭，仕事

に対する価仮綴の充足度であった。
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妓・年齢階級別にみると，男は30歳代では仕事，縫 217)縫康成人の係鐙行動とMHしC

康， 40歳代では仕事， 50歳代では収入ー仕事， 60歳代 一高校教員を中心にしてー

では筏住環境，仕事，収入;こ対する錨綴観の充足度で

あった。一方，女は30歳代では家庭，趣味・余綴，地

域社会，仕事，消費， 1健康， 40歳代では縫燦，趣味・

長野県渓代高等学校 O綴i沢ゆかり

千葉大学務護学部 土屋尚義・金井和子

策京都立大学大学院 関根 鰯

余綴，安全，消費， 50歳代では家底的歳代では教育・ 1 はじめに

分化，居住環境，家庭，縫漆に対する悩緩観の充足度 目常生活保縫行動の多面的な統治jの所在，およびそ

であった。 の強さに関する lミiallstonらの Multidimensional 

健康，家庭， j仕事などの主主活領域に対する錨綴綴の Health Locus of Contorol (以下 MHLC)につい

充足度l主主観的ストレス惑を強く競定している。住民 て，我々もその慾義および悩綴についていくつかの換

の{健康管室長では縞値観の充足という観点も配滋すべき 討を報告してきた。前田の女子高校生を対象とした縫

であると考える。 康幸ぎ年季ぎの成綴;こ続き今留は，高校教磯良を中心とし

質 疑応答

金弁和子:ストレス感を規定する

姿躍のゅの“{士家"と“勤労の質"の質問内努の迷

いは向か。

経:仕事では仕事の有無について尋ね，勤労の質では

仕事の内容について等ねた。

地域で生活する健康な人々でしかも年齢が30-69

歳でしたので仕事の内容よりも，仕事があるかない

かの1Jが主観的ストレス感に関j哀していたと考えま

す。

阪iE高者 藤間{合子:議室主項目はどのように選定した

か。

校:今回用いた13の生活綴滋は，

で汚いられた綴域です。

治緒子:女性では40才Rと50二ず代

では主観的ストレス緩;こ火きな迷いがあり， 50才代

では家庭に対する悩綴充足度が関与していましたが，

40才代と50才代との大きさな総遂はどうしてか。

緩・今関の成綴からは充分な考察が難しいと考えます。

しかしながら女性の50代は生活環境や錨人の状態の

変化に伴って徐々に綴徳観の変換を図っていると考

えられます。そのため，務総3基準が変化し，家庭以

外の致活領域i主主観的ストレス惑に関与しなかった

と考えられます。

日

fこ健康成人iこ対する検討を試みたのでここに報告する。

2 対象ならびに方法

長野県公玉工高校教職員を中心とした20 64議， 174 

名〈男121名，女53名)Iこ対し，縫漆満足度 (5段階

評価)，保縫行動に関する繋関紙調査(7項EI， 5段

潜評{函)およびMHLCのiJ!IJ定を行った。

3 成畿および結論

(1)年齢分布(平均約40議)は20議から50歳代まで

はほぼ一様に分布し， 60歳以上は少なかった。

(2) iEJ努的;こ受診している者は11%に過ぎず，比較

的健康な築関と考えた。

(3) Eヨ常生活保縫行動はi滋践は低く， ~求愛，栄養，

潟は注意している者がやや多く，運動， し

ていない者がやや多かった。年齢，性別により，遠い

のみられた項自もあった。

(4) MHLC'ま， IHLC 22. 62生4.47，PHLC 20. 08 

こと5.32， CHLC 18. 24ごと3.95だった。これらの鐙は，

以前我々の報告した有病高齢者iこ比べ， IHLC， PH 

LC， CHLCとも緩位iこ低儀，女子高校生とは PHL

Cのみ後佼!こ高{僚だった。

(5) 祝日LCを年齢ごとに検討すると， IHLC， 

CHLCはほぼ一定の綴に止まり， PHLCI立方自齢とと

もに後位に上昇していた。これら MHLCの{邸主健康

成人の特徴と考えた。

(6) 健康満足度は，年齢にかかわらずほぼ普通3点

だった。

(7) 縫康に潟毘していない容は，保健行動の一部の

項目が低く， IHLCも{底値だった。また，一郊の保縫

行動において，注:窓している者は， していない者に比

べIHLC，PHLCが優位iこ高値だった。
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一般演題内容・質疑応答

(8) 保健行動の一部の環器，縫燦満足度， MHLC 

の特性， これらの 3者の関迷は健康成人の保健行動を

態解するよで，予言問と考えた。

質疑応答

座長:健康不満の人達に対し，今後の縫康管理上につ

いて検討の継続を綴いたい。

柳沢 :MHLCのなかの IHLCを高めることで，健康

行動が高まるとの報告がある。よって，健康満足度

のみならず， IHLCを高めるような教育が呉体的に

なされるよう今後検討したい。

218)循環器外来滋競患者の保健行動

本L線医科大学保健医療学部 O深津安子

札幌厚生病院 議問孝子

くはじめに> 高齢化社会において，老人の縫漆管理

推進するためのー資料を得る目的で調査を実施したの

で報告する。

<対象と方法> K病続の循環器外来通続中のJ皆、安

100名に面接及び質問紙を配布，後日回収した。

<結楽及び考察> 問答率94.3%， 1.対象の背景，

平均年齢66.5こと9.1歳， り病j境問， 6年以上56名， 5 

年未満44名，有職お33%である。家族状況，家族との

向庖82.0%，有配偶者f64.0%で，男性80.7%，女性

41. 9%，一人暮し14.0%，入院経験81.0%，議院状況

年17.4ごと11.1由であった。 2.生活状況，食事に注意

している者95.0%，塩分に注意している者88.4%，い

つも守っている者A群79.4%，B群78.3%で，守れな

い者のA群に薄味を好まないが，男性31.3%，火性

18.8%で男性がi啓好変容しがたい傾向にある。次iこ野

菜を多く摂る83.2%，コレステロール食品を摂らない

74.7%等のJIWiであった。飲穏をひかえている者84.0%，

A群89.5%，B群65.2%でA群がやや高い。その主な

動機は病気 (28.6%)であった。受iこ非喫煙者85.0%

と高く，雨群において援はない。運動では，特定Ij気を

つけていないが36.0%で，次いで時折散歩する (21.0 

%) ，病気になりやめた(13.0%)等の焔であった。

有織者のうち48.5%が変わりなく就労し， 33.3%が健

康に留意し就労していた。無職の者67.0%，しかし，

58.2%が家庭内役割を扱い，女性が男性よりやや高い。

町内会役割は19.4%で男性が女性より有意に高く， A

若手男性がより高い。つきあいをひかえた者29.0%で年

代，男女によるま受は認められない。ひかえた者のうち

問題がない (65.5%)，次いで家族の鮮が高まった

(17.2%)と答え B群がA群より有意lこ高い。自己

の性絡傾向をrJU援部J (51. 0%) r他人iこ気をつか

うJ (43.0) rせっかちJ (30.0%)等であった。次

に病気による斜約を感じている者61.0%で通院服薬，

食事等の!績に負担を感じている者が多かった。

「図ったu寺誰iこ相談するかj の設問には，配偶者

71. 0%と最も高く，次いで子ども，医師等のJI院で，男

性の87.9%が配偶者，女性は子どもか55.8%であった。

健康管理態度について， r~支部の指示に従う j が86.0

%，次いで「自分で治るという信念をもっ」が48.0%

等であった。受診状況では，定期的受診者は82.0%と

高く，不定期受診者では8群がA群より高く，その主

な理由は「仕事が多忙J r面倒IJJ r体調がよいJ等で

あった。休養について，時群において，とれない者は，

B群が高く A群lこ比し有意羨を認めた。

くまとめ> 自己の健康管還している者が多く，それ

は本人の自助力に更に家族・友人・医師や看護婦等の

支援が大きく影響されていた。

年代による差が多少みられたのが特徴的であった。

質疑応答

~長司緩怠期間との関係による羨について。

深潔:援態、期間の長い何年以上の者)に通説， RIi薬，

食事，その他臼常生活への縫康行動がとれる傾向が

みられた。つまり長期患者が良好傾向にある。

219)早期集Bl療賓の効薬に関する検討

~熊本市5保健所等の「ふれあい育児教宣言Jから

福伺援)11緩i涜TJII椅東小学校 O長 野 邦 子

熊本大学教育学部審議課程 成田栄子

<目的>発途上の遅れが疑われる乳幼児は一般に

fハイワスク児j と呼ばれ，早期から療資する必要性

が論じられている。平成2年度中の熊本市5保健所・

保健センター(以下保健所等)の 1才8ヵ月鍵診では，

受診児6726名のうち178名 (2.64%)が心理的な街で

のハイリスク児として診断されている。保健所ではこ

れらの乳幼児に対し，本活動をはじめとした様々な挙

後フォローを行なっている。

本活動は「ふれあい育!足教室」とよばれ，目的は，

親子や子供同志のふれあいを大切にしたグループ活動
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一綾i寅題内:g・質疑応答

の体験から， fま殺が子供の発途に合わせた育児ができ

るように援助することである。これまでの参加!尽には

言語部・行動言語などに開題点が挙げられており，参加

によって母親は f子供とのかかわりが増えたjことな

どに変化を認めていた。

本研究では，母親が本活動に参加することで，養育

態度や家庭での養育笑践がどう変容していくか認宝去を

行い，早期集団控室育活動が母子;こ及;ます効果について

検討した。

<調査方法> 平成3年12月lこ，熊本市5保縫所等の

fふれあ に参加した母親50名iこ対し笈爵

紙認宝乏を行なった。

<結果> 対象の母殺の平均年齢は30.6裁で母綴の就

業主容は10.0%であった。対象児の平均年齢は32.8ヵ月

であり，その養育者は主主夜を鶴わず.全員が母親を第1

伎に慈げていた。これまでの活動への添均参加盟数は

質 疑 応 答

箆長:GA群，Gs若手の母親の「ふれあい教室 1こ参加

することへの認識はどうか。

長聖子・現在のところ参加!尽の問題点はごく軽度で、あり，

母親自体，認識して参加していない者も多い。その

ため質問紙議資では問題点の認識状況まできくこと

はできなかった。

220)病j足を持つ殺の生活iこ関する研究 (1)

一生活の変化について

滋賀県立/ト児係縫医療センター

。石J11 清美・長谷川綾子

滋賀凝立短期大学 治 緒子・宇都宮栄子

1. 目的

長期の療育を必姿とする障害や病気の子供を持つ殺

は，子供の治擦や彼話のために多少なりとも生活の変

5.4留であった。 化を余儀なくさせられる。このような状況にある，毅

・対象!尽の行動・対象児のざ諮の 3 の心理的負担や悩みなどに対する援助を検討するため

観点について，活動に参加して変化がみられたかたず

ねたところ，どの場合にもおよそ 9害IJの母殺が何らか

の変化を認めていた。さらに，変化を認めた者;こ対し

その内容を下佼項自から選んでもらったところ，多く

挙がった項窃は，母親の養育態度では?子供をじっく

りとみていこうと怨、うようになった，対象児の行動

産話では f穣極的lこ取り組む場面'が増えたJ，対象兇の

言語聞では?話し言葉が増えたjであった。

つぎに，これらの母親を活動プログラムを実際の養

f活かしているj母毅群 (GA群:26名)と，

現在特に子尽かしていないj母親群 (Gs若手 :24名〉

との 2群;こ分け，下佼項践の内容について比較を行なっ

てみた。 GA若手の方がほとんどの下位項おで変化を拳

げている者の説会が多く，特にGA群に有意に多く.s

られた項EH久対象j足の行動函の「他の子供と遊ぶよ

うになったjや詮議題の「言葉がはっきりとしてきたj

であった。一方， GB群iこ手n誌に多くみられた項包は，

母殺の養育態度の「子供をじっくりとみていこうと慾

えるようになったjであった。対象母子の平均参加部

数をみると GA君学7.3関 GB若手3.7拐で有意差がみら

れた。

<考察> 早期祭出療育は，母親の餐脊態度や対象児

の発速に良い効果を及ぼし，そのことが，家庭での実

践意欲につながっていくことがわかった。

;こ， った。その結采から今留は，

子供の出生や発病による生活の変化の有無と，その変

化に対応するためにとった行動等について報告する。

江.対象及び総資方法

1980年 1 月 ~1992年 5 月までにさきセンターに受診し

たお歳未満の慾おかふ無作為に総出した400人のう

ち住所が緩主主した327人を対象iこ，郵送法で察関紙謁

遂を行った。予言効回答数は， 124人(自i反38.0%)で

あった。銭安期間は1993年 lflから 3月である。

I江.結果及び考察

立す霊祭j足の平均年齢は， 7.24才的D 3.625)であっ

た。男女の割合は，努子50.8%女子48.4%でほぼ間数

であった。同胞数iま，平均2.36人であった。潟殺の年

齢は，父親平均年齢39.44才 (SD6.15) ， 王寺綴の平

均年齢36.55才 (SD5.25)であった。父親の駿業広

技術系29.8%，自営業16.1%，泰務系14.9%f也であっ

た。母親は，専業主婦64.9%，事務系10.5%，自営業

7.3%他であった。常勤38.6%，パート 61.4%であっ

た。疾病は，脳性庭事務・点頭てんかんが45人，染色体

異常49人，二分脊椎， i守系統疾病，血液疾患他である。

日常生活動作の程度は 4歳以上で寝返りが出来ない

がお%，独りで歩けないが27%であった。

生活の変化については，ある46.7%，ない53.3%で

あった。変化の内容は，父親の転識が13人 (10.5%)， 
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一般演題内容・質疑応答

母親が退職もしくは常勤からパートへの転向が19人

(15.3%)他の子を親類に預けた10人 (8.1%)他の予

を保育園に預けた12人 (9.7%)，転居?人 (5.6%)， 

滋父母と同居または別居5人 (4.0%)であった。問

胞の有無と生活の変化との関係をえると， P<0.05で

有意、の笈が認められた。変化の内容の中で， f也の5t.弟

を保有留に預けるや撹父母との開局または別居は，

絞約;こ子供が生まれると行われる範囲の変化と考えら

れる。逆に父殺が転車遣する，他の兄完きを親類に預ける

などは，通常の家庭ではあまり見られないことであろ

う。生活の変化と疾患との関係については， P<O.Ol 

で有志;の室長が認められた。また， 臼常生活動作のいざ

るなどの方法で移動するとの関係では， P<0.05で，

道呉なしで歩くとの関係では， P<O.Olで有意の差が

認められた。子供の世話に立すして父殺は，約80%が協

力している。内容は，入浴介劾が最も多く，ついで通

院，者替え，食事介助他のj闘であった。自由時間につ

いて見ると，関民生活時間調安結果では，男女ともに

約4時間あるが，今回の結泉では 2時間以上は，父親

が29.0%，母親が23%と少ない。

質疑応答

i議長修生活を変えた者と，家族矯成との関係について。

石川・ j可居家族との検討はしていないが同居家族数4

人~5 人， 6 人~7 人の割合が多く，支援体制につ

いては，家族，特に祖父母の協力があると?を測され

る。

第49群その他迎

主主長 千葉大学看護学部機能代謝学講座

221)肥満に関する意識務査

一体脂肪霊祭および肥満度との関係一

長崎大学医療技術短期大学看護学科

須永 清

0;帝国 秀子・西山久美子・務野久美子

福山由美子・大塚健作

最近は健康に対する認識の高まりから，肥満におIし

でも関心が強くなっている。そこで自分自身の体重に

対する意識と犯満の程度との関係を体脂肪率(以下%

F)および肥満度によって検討した。

[対象および方法]対象者は女性463名でその内訳は

高校生105名，短大生11l名，一般婦人247名であった。

%Fの測定はケット社製 FITNESSAN AL YZER 

BFT 3000を使用した。 %F30%以上を%F肥満とし，

それ以下を%F非肥満とした。肥満度は一級的に用い

られている技法によって算出し，肥満度110%以下を

非肥満とし，肥満度110%以上をsE満とした。対象者

には%FiJllJ定時に自分の体壌に対して「太っている」

と怨lうかどうか，また短大生，一般婦人には今後の希

望として「太りたいJ， rこのままでよいJ， rやせ

たいjの3段階で質問した。

【結泉および考察]年齢は高校生16.3土1.0歳，短大

生19.7土0.8歳，一殻婦人52.5土15.3歳，身長は高校

生158.5土5.6cm，短大生158.5土4.8cm，一般婦人

153.0ごと5.9c匝， 体震は高校生51.0ごと6.8kg，短大生

51.1ごと5.7kg，一般婦人53.0土7.6kg，肥満度は高校生

97.1土10ぺ%.短大生97.2土9.0%.一般婦人111.6ごと

15.5%. %Fは高校生24.1土2.9%.短大生24.6土2.2

%.一般婦人27.1:t3. 6%であった。

犯溺度は110%以上の者は高校生10名，短大生2名，

一般婦人130名. %F肥満草ぎは高校生 1名，短大生 2

名，一般婦人51名であった。

現在の体重について自分が「太っているj と怠って

いるのは高校生57名 (54.3%).短大生62名 (55.9

%) .一般総人156名 (63.2%)であった。

体重に対する希望は短大生では f太りたいJ6名

(5.4%)， rこのままでよいJ24名 (21.6%). rや
せたいJ81名 (73.0%)で，一般婦人は「太りたい」

12名 (4.9%). rこのままでよLリ 71名 (28.7%)• 

「やせたしリ 164名 (66.4%)という結果であった。

意識とsE満度との関係をみてみると短大生は f太っ

ているJと思っている者62名全員が fやせたいjと患っ

ていた。しかし，そのうちのお名 (88.7%)は肥満度

110%以下の非肥満者で，実際には太っているとはい

えないのに肥潟と思い. rやせたいJという希望する

者が多かった。一方，一般婦人では「太っているj と

怨、っている者156名のうち了やせたいJと望んでいる

者は149名 (95.5%) であった。そのうちのお名

(25.5%)が非肥満者で，短大生の場合よりその割合

が少なかった。一方. %Fとの関係でみてみると短大

生の%F肥満者は2名とも f太っているJと思い，と

もに「やせたいjと希望していた。一般婦人は%FijE

j筒者51名のうち47名 (92.2%)は f太っている」と盟、っ
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ており，そのうちの44名が「やせたいjと望んでいた。

一殺婦人ともに「太っているjという意識を

もっ者の多くは了やせたいjと希望していたが，一絞

婦人iこ比べ短大生;こは非肥満者の含まれる割合が多かっ

た。

質 疑応答

日赤熊本縫康管潔センター 河津佐和子:一段総人;こ

おいて，年代書IJで肥満に対する意識の途いはどうな

のか。

減問:今国の対象者の綴i勾としては， 20歳~40議まで

は，若者と向じ， 50歳以降に，実際iこ砲務であって

も「太っているjとは窓、わないような人がいた。

222) FITNESS ANAしYZERによる摂取エネルギー

畿の算出に関する検討

長鱗大学E愛媛技術短綴大学童話

。頭山久美子・言語凶 秀子・勝野久美子

福山EEl美子・大塚縫作

<芭約> FIT災ESSA子~AL YZER (BFT 3000) 

より最適な体重や賂紡を保持するために必婆なエネル

ギ一議(以下必要熟議〉を算出させ， r臼本人の栄養

所主主鐙jによるエネルギー所要議との比較， および

FITNESS AN AL YZERによる目標体重(以下呂療

体議〉と，従来から広く汚いられている擦準体護との

関連につき比較検討し若子の考察を試みた。

<対象および方法> 20歳代から80歳代の女性208名

を対象に， FITNESS AN AL YZERで体脂肪2与を総

定し鼓遊休議および必婆熱盤を算出させた。必姿熱畿

は，体表面積より基礎代謝を求めこれに生活活動によ

るカロリー消費擦を加えて繁tちされる。 1Bの生活に

妥する活動代謝遂の慈礎代童話鐙に対する比率，郎ち生

活活動指数〈以下活動指数〉はO.4である。日本人の

栄養所姿遼によるエネルギー所姿撃は，生活活動強度

(以下活動強度) 1と互における年齢階層別，身長]}IJ

栄養所婆鐙の表の簡易計算式に身長を代入し求めた。

活動指数は活動強度 Iが0.35，IIは0.5となっている。

理恕体重は， FITNESS AN AL YZERに設定され

ている包襟体震と緩法，身長 (m) x22 (BMI Iこて

最低死亡率を示す22を飼いた法一以下 8羽I法)によ

り算出し用いた。体護区分別検討のため FITNESS

ANALYZERの主主想体議より体震が過剰の若手(体護

過言語j群)議遜範閣内にある若手(正常体護群〉およびや

せている群(やせ群)に分けた。

<結果および考察> 208名の l臼当りの必要熱援は

FITNESS AN AL YZER による法では 1751β ごと

216.5Kcal，活動強度 1， 互による法ではそれぞれ

1641. 3ごと153.0Kcal，1851. 8土186.6Kcalで， FIT-

NESS AN AL YZERによる法は活動強度 Iによる

法より多く活動強度豆による法より低かったP<
0.00しこの愛はエネルギー算定に用いる活動指数d
ままによるものと怠われる。潔想体重 1kg当りの穏当援

は， FITNESS AN AL YZERによる法では，

重でみると34.5こと4.8Kcal，経法でみると36.7ごと4.2

Kcal， BMI法でみると33.8ごと3.5Kcalで， 後法が最

も多く BMI法が最も少なかった。活動強度上廷に

よるエネルギー還を主主想体重量でみても時様の傾向にあっ

た。

やせ群47名，正常体重君宇宙名，体議過剰若草106名で

みると， 1 Bの必妥熱鐙の平均は警やせ若手が他の 2つ

の体護群より高く， J.過剰体護群がやせ若草および正常体

重群より低かった。主主想体議 1kgさきりでみると，やせ

君草は37.8~41. OKcal，正常体重群は34.3~37. 3Kcal， 

体重過剰若手は31.4~34. 5Kcalの範顕にあり， j体蜜過

剰若手のエネルギー畿は， お常肥満者の食率指導などで

用いる方法より多く今後の検討課題である。活動強度

1， IIIこより簿上旬されたエネルギー鐙は体重区分別に

みてもほぼ同値で差はなかった。今回潟いた年鈴階緩

]}IJ，身長]}IJ栄養所要畿のき交には綴々の体震は加味され

ていないので，対象者の身長に差がなかったため，エ

ネルギー畿が悶篠にでたのではないかと考える。

質疑応答

鐙長:FITNESS AN AL YZERによる分析が一審良

いとお考えですか。

酋山:日 FITNESS AN AL YZER 

や表よりその都度エネルギー所婆盤を算出すること

は少ないと思う。通常は，たとえば肥溺者の場合，

擦準体議を求め，体重 1kgさきたりのエネルギー鐙を

決めて算出れさることが多いと忍う。

今回検討してみて， FITNESS A災ALYZE況に

より出される盤が私達が日常患者指導などに使って

いるものより多めに出ている。この鐙はどこから出

ているのか今後検討していかなければならないと患っ
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ている。

223)高齢者のエネルギー消費畿に関する基礎的検討

一歩行持について一

川崎医療短期大学 O杉自明子・太滋好子

初度E真由美・関戸啓子

JII崎医療福祉大学臨床栄養学科 松枝秀ニ

痴呆老人では長待問に及ぶ俳徳行動がみられる伊iが

少なくないが，看護にあたっては俳翻によるエネルギー

消費滋を所要カロリーとして補う必要がある。その排

御行動のエネルギー消費震を求めるために一般に広く

行われている方法は，時間調査と既知のエネルギー代

謝率 (RMR) に義づく算出方法と思われるが，

RMRIま青壮年の被験者を対象に実測されたもので高

齢者に適用することは問題ではかと考えた。そこで，

高齢者を対象にゆっくり歩行をした場合のエネルギー

消費畿を実測し検討したので報告する。

〔方法〕

対象者.特定の疾患に援窓していない在宅生活者の

60歳代と70歳代の男女それぞれ5名ずつを対象とした。

エネルギー消主主鐙の測定方法・歩行のエネルギー消

費援の測定はダグラスバッグ法により歩行速度を832長

/分 (40-60m/mIn)として歩行調始約 1分後から

4分間ずつ 2回呼気を採気し，呼気ガスモニター(サ

ンヱイ製)によって酸索およびニ酸化炭室長濃度を滅工去

した。その測定値および被験者の性，年齢，身長， j体

重に主義づいてエネルギー消費議 (Kcal/hr)を算出

した。安静5寺のエネルギー消費量も座位にてダグラス

バッグ法で問様に行った。

〔結果〕

伎は2.28であり，性別，年代別それぞれ滋知の1.5よ

りもはるかに高い億を得た。また，性による差は有意

ではなかったが， 70歳代2.58は60歳代1.97に比べて有

意に高い RMRを示した。{間人差に関しでは，標準

綴去をが0.63，変動係数が27.6%に及んでいた。得られ

た結泉から，既知の RMRおよび安静時代謝慕準値

;こ2基づいて算出した高紛苦言の歩行時のエネルギー消費

遼には開題があることがわかった。

(財部法人私学研修福祉会の織助金による研究の一部

である)

質 疑 応 答

座長:呼吸滋はいくつでしょうか。高齢者の歩行時の

エネルギー消費量が高くなっている原屈は仰を考え

ていますか。

杉田:呼吸簡は60才代男性では， 0.6， 0.7位でした。

高齢者の場合エネルギー消費がやはり同じ動作を

しても， 60才代と70:;t代の比較から高く，多くの負

t娘aがかかつているように

元熊オ本王司中]央女子潟校 谷口あけみ対弁対す象芸者flはまlωO名で統

計処潔ができているか。対象者の織業とスポーツ療

はどうか，また特定の疾病に楼怠していないとは，

どのような把援方法か。

杉問:対象者は， 60才男 5，女5，70才男 5，女5計

20名。統計処浬できている。

60才代は事務織が数名あった。 70才代は無職，ス

ポーツ歴はゲイトボールを選数留している人がある。

事前に，問診そとり，現在，病気で治療していない

ことを確認した。

実測した歩行時のエネルギー消費量を，性別，年代 224)漁村における栄養・運動・休養調査について (3)

別にみると，平均篠では性による差も年代による差も 一健康づくり支援システム

あるが，統計約には有意差はなかった。歩行時の実測 千葉大学看護学部保縫学教育研究分野

エネルギー消費蚤と既知の RMR(1. 5) および安静 O中野正孝・野尻雅美

鈴代謝基準優に2毒づいて算出したエネルギー消費議推 広島大学医学部保健学科 技 敏樹

定伎との差を比較すると，男性でも女性でも，また60 [Ej約】 老人保健法による健康調査データを利用し

歳代でも70歳代でも笑測伎の方が有意にエネルギー消 た保健指導システムを開発することを目的として，

資援が高く，全被験者の平均僚は51Kcal/祉の差が 1990年から毎年，静岡県の漁村地区の健康診査受診者

あった。平均して歩行時のエネルギー治資援の推定値 に対して栄養・運動・休養に関する調査を行ってきた。

は実測値の59.5%に過ぎなかった。 これらの調査成績を踏まえ， r健康づくりのためのデ一

笑澱エネルギー消費量および実演IJ安静時代謝麓に基 タ・パンク研究会jに参加するとともに TKCとの共

づいて歩行時の R M況を求めると，全被験者の平均 同開発により，運動指導を中心とする f健康づくり支
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援システムjを試作した。このシステムを仮iこ?運動

処方システムj と呼ぶことiこする。本報では，中高年

の運動椴談・指導等を綴使かっ安全に笑施する方法を

追求することを目的として，逮毅j処方システムjの

一郊の機能を使い，性*年齢・身長・体重・ 2反拍・後

段・長立E巨ミ撃の慈本的な入力情報で送致傷導を実施し，

その「遂動処方j内容と縫診所.%等との関係について

検討した。

[対象及び方法〕 鈴間諜賀茂村 (K村)及び跨伊豆

町 (NIllJ)では， 1992年 8J124B-29B ~こ実施した老

人保縫法;こ慈づく縫康診変の受診者は，それぞれ657

人と988人であった。本研究では，これらの受診者の

中から「逐動処方システムjによる縫燦綴談を受けた

受診者安対象に検討した。

「遂動処方システムjのー郊の機能を

使い，縫診会場において 2つの方法で謁変を錨ちした。

その一つは，受診者の玉三くのお自主家怠iこ主義づき椴談に

応じる方法 (K村〉であり， もう一つは，医障が必姿

設を認めて相談を勧める方法cl'占的〉である。また，

一部の対象者iこは，自転主義エルゴメータによる調査も

実施した。なお，異常や疲労の怠党等がみられた場合，

エルゴメータは停止するようにセットした。

[総長ミ] 1) K村では， 155人が，~システムによ

る綴談を希望したが，実際;こ錨をできたのは65人であっ

た。遂動処方の内訳は，縫E詩人沼が26人，総潟設用10

人，姿浅;蕊者用22人，姿E主総給談議用 7人であった。

i怒られたデータによる処方のため，縫診所見を総合的

にみると健康人用26人の内13人iこ軽度な異常が認めら

れたが，運動実施にはあまり危険性はないと判断され

た。なお，姿主主窓者用や姿医締結談者用は参考という

ことにとどめ，医邸宅事とよく総談したj二で実施しても

らうようにしている。 65人中24人に自転滋ニC)レゴメー

タによる測定も実施したが，健康人用や肥満寝泊では

エルゴメータホ1上容はいなかった。 2)N宙]では運動

裕談笑簸容は詩人であった。運動処方の内訳は，健康

人尽が12人，肥満者用 7人，姿i注慈者用22人，姿医喜怒

相談者用 5人であった。ト;町の場合は46人中30人iこ自

転車工 jレゴメータによる指導も実施したが，縫康人用

やijE~謁者用では中止者はなかった。

質疑応答

日赤熊本縫凝管理センター 河津佐和子・運動処方を

実際;こ行なっている受診者のデーターが三うれば教え

て下さい。

運動処方を実施している段階で， 3ヶ月毎， 6ケ

J1絡などに継続的にみられ，コンピューターに入力

出来るようになっているのか。

中野:了度一年前はじめたばかりです。今年の夏の検

診でその後の5走路状況を議室をして，来年の本学会で

発表できるかと，怒います。現在は保健婦の協力を得

て観察しているケースもあります。

まだ，試行段階でそこまでやっていないが，ストッ

クは可絡であるので，今後検認していきたL、。

E室長・システムのプログラムは保縫婦自身が変えられ

るか。

中野:老人保縫法;こ主義づく後設であるので判定基準は

;まぼ全盤的に統一されたものを使っている。しかし，

その地域での特殊殺に基づ‘いで判定議率は変えるこ

とはできる。

また，必ずしも運動の専門家とはL、えないスタッ

プが気軽に透動相談iこのれるようなシステムにする

ことを沼援にしているがやはり終別のケースについ

ては専門家に絡談することを前提としている。

JlI締医療短大 太滋好子:漁村ということで対象者の

生活活動のレベルと運動負荷との際速について。

ザスクファクターのある者への遂動負手;の方法と

問題点について。

運動フ。ログラムを実施する時の配慮事項についてc

教えてください。

中聖子:漁村の対象者は，ほとんどが務役を退いた人々

であり，漁業を営んでいるという訳ではありません。

しかし，このtt!!区では生活活動強度が高い人々が多

いことが!it認されている。

リスクブアクターのある人への運動指導について

は， とにかく危険性を記長撃して，霊長約数をもとに，

日常の歩行速度より少し速く歩いていただくように

している。

運動プログラム実施にあたっての配慮は，遂致実

施上の注意審きを添えると共に， )jl取を自分で認.IJって

もらい，慈雲葬儀をこえるようであったら医師や保銭

婦に相談するように指導している。
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第16期活動計画決まる

平成 6年11月 日本学術会議広報委員会

定、y;、ふィ、ふべ、x-<

日本学術会議は， 9 fl28おから30Bまでの 3日間，第 120lEl総会を開催しました。今回の日本学術会議だより

では，総会の絞姿及び第16Mi活動計癌についてお知らせします。

日本学術会議第120部総会報告

お本学綴会議第1201ill総会i立，平成6if.9 H 28尽から 3D
Ilijにわたって泌総されました。

このやて1 ①言H6JUIのti511i1Jの指針となる rZ高時期活動計

jilij(命令せ)Jを去を成多数で可決しましたG その他②終 2吉11
i1t1t対立さきの「潔波法学・主主筏政策学研究巡絡会員会J の設

続及ぴ努;3 音111校総級~!の rj支Uj1問弁書flM立研究i受給委員会J

を「校総本新・ 4支術移絃問題研究迷彩t委長会JIこ名数:変E立
するこ ξを内容とした日本学翁会議会員1)の改lE.③送l'没後

議会i官.tr.支j守会長三I'i筏委主i会をi次総して，手多絞祭儀委災会を設

援することをいずれも交成多数で可決しました@

なお，ti5動計図1の内符は，下記のとおりです@

第16期活動計画(絡会せ)

今i1t紀後三F.11仕界l立大きく変化し，今や2重火な章去後JVlを
迎えるにヨ2った。人類iム多くの新たな[i1J).'mこ直訴iし， 21 
ut紀に向けてその生存と繁栄のための新たな11g手数j子を絞

然している。ここにおいて人類の「まねの滋切な行使が求

められ，学衡によすするJVH寺がi潟まるとともに，学手話治体の

あり方もまた!I小、な.1:;されようとしている@このようなi1t

界総事舎のせIで¥我が国の諸活動における学衡の滋裟殺はま

すます均火しており，我が筏iの将来iまーに学衡の発展にか

かっているといっても滋Zぎではないα

本会議i土，科令が文化問家の基礎であるという緩{れこ立

って，手i内~殺の総~:の下iこ.手えが留の平和的復興，人;Iij'{社

会の係者uこ宣言紋し， 11tあiの学界と謎依して"f:Wrの進歩に得

勺・することを佼命として設立された{日本学総会議~)~前文)。
その後半i1t紀にわたり，本会設は裁が符iの科学者の内外に

よ.tする代炎機関として，ヴ:~~iの逃互主iこ波紋してきたが，上
況の学祭iのm:姿伎にかんがみ，本会議の来たすべき役割i丸

さらに治大しつつある。

本会主義iま，その役割を遂行するために，以下のとおり m
16J訟におけるだiilllJfil物1を定め，人文・社会科学及び自然科

学を総E表する設が[j¥]1紘一の機関であるという特色を生かし

つつ，これにJ!1lして汚lf(lJする。

1.活動の筏j点

日本学総会議は， tli16JVlのお:めにj;・いて，以 1"の筏li.を
:ill視する。

(1) 鐙史的転換織における新たな渓翠の探求

人3'J¥の派史i立，今やA大な転換期をjfl!え，その先行き

はきわめて不透明である。人奴社会iま， 21役紀iこ向けて

そのえと米を切り開くために，学術のぎE疫をますます必~
とし，学術の主体i'I:を総立することを求めている。日本

学術会議i立，学術と役会との淡い関わりに忽いをいたし

人文ー役会科歩及び1'1然科学にわたる我が註!の科学者ーの

毒患慈、を総祭し，人類社会の新たな主主裂の探求のために，

学総が来たすべき役割を考寄書する。

(2) 日本の塁手総研究体若手jの方向づけ

寺t{殺がよ長たすべき役溺からみたとき， 日本の学祭j研究

休館iの液状には，早急iこ改鋒寸べき治;が多々存:tEずる。

符Lこ，その'1'執をなす火学，研究機関，号主総在自体i丸研

究の進歩lニ伴う新たな専門分。{もや，念、遂に遂行しつつあ

るや衡の国際化. j常幸設イちiこ早急、iこ対応することを;nられ

ている。また，これらは，研究上の後議室殺を含む人材予f
E立における深刻な隠襲撃に夜溜し，その~般の方法を綴5殺
している。お本学絡会議は. B:<容の学総研究体制が新fこ

な状況に対応し，人委員キi会のWH寺iこ応える研究成糸を生

み;ちすことができるように，その方向づけについて協力

する。

(3) ~窓際学後活動への殺事霊的言聖書主
設が留における学t誌のC窓際交流は，従来ややもすると

允滋務関の学術を受容することにま霊ぷが設かれてきた。

しかし，今やZえが般には，悶際平手uの縫i盆や潔滋問題の

鋭決さ君、地球ti'cJ，間際的主主筏の総慾について， 自らの研

究を光災させつつ，広く世界の学衡の発足基iニ1員長量約に寄

与することがボめられている。

このため. B本学綴会議i丸 臼:;jえの学綴が受け身の立喜

多舎をj弘し， その特色を主主かしつつ， 1ft!!字の学徽の発疫の

ためにイニシアティブを発事官することができるように，

傍らの役泌を栄たヲずべきである。

2. 1重点言葉霊童
日本主幹争祭会裁が対応すべき学後Jニの霊長怒としては.(1)各

学終j分聖子に共通する学術統Jt:休部j上の当初の怒号芸滋怒. (2) 

JJUi. 人類社会が1在i凶している蚤~総長立て二 人文.;社会科

ゃかられ然科学にわたる総合的な匁Isが必裂とされている

もの. (3)今後Z重要となってくると予怨される学続的な議姿

議長立のうち，本会議として符iこう'es絵を?JefiFcして研究主議後

の終ffi!寺子を訴えるべきもの，が考えられる。

本会議は，これらの中から早急に取り緩むべき致点談JIIj

を設定し，人文・社会科学から g~主将学にわたる金分野の
科学務の;モ;見を結集して検討にあたる。

これらのうち，特に緊急な対応を裂する談怒li，機動的

かつ早急に審議を行い，その紋:llミを対外的に発表する。さ

らに，第16JVJrItに発生するであろう新たなIf号滋についても.

遅滞なく対応する。

日本学術会綴は，発足して50年近くになるが，本会綴そ

のもののありブJについても ~iß'に検討を絞ける必喜さがある。.
1足時点において取りおiむべき笠ぷ談溜を以下;こ示す。

(1) 21t笠終に向けての章者しいき詳衡の動向

「立むの総令fじやさ何話f./i分聖子のJヰ綴主主など，新しい学綴

の動向を， とりわけパラダイムの転換を中心iニre援し，
2ltll:紀に向けての学衡のあり方について検討する。
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(2) 学術研究体苦手jの整儀

① 学篠田体の支援・強化方策

さまぎまな民主jtにitI1Iiiしている学術団体の現状を締

まえ，その支援・ 5911じさ手の方策について検討する。

② 大学・研究機関における研究さ審慾の改率

大学院議点化やセンター・オブ・エクセレンスの務

先~t~我が涯!の研究体mlJの新しい動向を把íIfし，大学・

研究機関における研究法務の改革について検討する。

③ 後れた研究者の繁成・確保と教育

支ii;f，jが週!工系をま古めとして長郊の学習を妥する学術

分世?を毒性れる傾向が指まあされていることから，後れた

研究者の養成・確保方策について，教育のあり方をも

含めて倹討する。

(3) 科学者の地位と社会的資任

女性科学者の研究環境の&惑について声明を発した第

15WHこ引き続き，学界lj・芯怨のrH丸科学名の:ttl!{ふと{命

裁!・社会的資任について検討を深める。特に，我が臨め

法手研究者の研究iねEを改善し，研究意欲を向上させる

ために，科学者のj也佼・処jJ&，研究?をの配分，主主綴奇!とfilli
のありブI~j~~について検討する。

(4) 学術情毅・資料の充実・整官憲

① 学術における情報化の捻進

今後緩めて丞妥となるデータベ…スの作成やコンビ

i ータ・ネ y トワーク・システムの怒備など，学術に

おける情報化の後進方策について検討する。

② 公約資料害事の保存・施設の整官轄と公関

公約交料若手の保存，その地設・ 31t備の主主{坊と公開子

総の主主立についてさらに前進させる。

③ 知的見オ居室後

急速な情報技術の.ii自主主lこ伴い，顕在化してきた知的

財政権のJ1ljJll1について，専門家の茶lおのお]泌をも含め

て検討する。

(5) 国際学宇野交流・協力の捻途

① 学術における国際化の捻迭と関警告対応力の強化

学術分野における箆際化の挑.ii主とi五Il祭対応力の強化

方策について，いわゆるメガサイエンスにおけるE窓際
協力のあり方をも含めて検討する。

② 00際約にバランスのとれた学術交流・協力のあり方

欧米諸国との交流に偏っている攻状を見破L バラ

ンスのとれた学術交流・協力を炎汲するために，アジ

アを始めとする国:界の務地域との学術交流・協力のあ

り方や交流ー協力のための法慾の育成方策について検

討する。

③ 学術題際書室露支のための新システム

学術分野における国際主主献のために必~とされ，~
15J切において検討された新たなシステムの機築につい

て，さらに努力する。

(6) 高齢化社会の多商的検討

i認韓合fじの急速な進行に渡部しつつも，健やかに老いる

ことのできる社会の災現のため.gよさ甲斐の問題や小児

期からのライフスタイルの改務.JlVH・年金・!家主張・縞

祉など荷量令化社会にwう絞ifUニ，法律 i二の諸問題、泌総

化社会iこfilJけての研究開発休日i1J. 匂詰骨化社会にi設合しう

る医療とケアのシステムなどについて，老人医学を始め

とする昔話科学が協力して多i爾的に検討する。

(7) 生命科学の遂f.iと社会釣合慈の形成

生命科学とその，I5Jflの念、iさな進展のもたらす倫理的，

社会的諸問題について，自然科学と人文・主t会科学との

協力の下iこ検討し，これら諸問題の解決方策の検討及び

これに対する社会的合15・の形成lこ資する。

(8) 学術と摩擦

学術と jm~走の関わワの災態分割?の上lこ立ち，今日の学
術と浅草立とがそれぞれにとって有する窓義と問題点とを

BJ]らかにするとともに，企業と大竿・研究機関における

巡切な研究の役割分おや基礎的研究の研究体制!など，学

都jと成立主との関係のありブJを行政の位法づけをもf詰めて

検討する。

(宮} 地球潔墳と人間活動

人類の絞済社会活動の拡大さ手に{半い深刻化している王立

成問題について，エネjレギ…や土地の利用などの人間活

動との!鍔述や，ライフスタイルのあり 1J. 人口と食毛Iilの
問題の検討を1rめ. 1守絞可能な発後のための方策，及び

これに対する我が関の災前えのあり方について殺討する。

(JO) 総の科学とこころの防怒

今後の学術研究においてm姿な学際的記長Jll1となること

がう主主主されるIJ送の科学とこころの問題について. 21世紀

lこfhJけての学術研究上の潔足立と後望とを切らかにすると

ともに，今後の研究体制のありブiについて検討する。

(J]) アジア・太平洋地主義における平和と共生

i認際的な平和の1m足立がまifiたな減給をf乏している冷戦後

のl!t非情勢を検討する中で，特にアジア・太平・洋地主主に

おける平和と安全に関illずるi¥1i喜gltilを分析し. 'fiE!;lの!rI

B誌と福祉の埼進，経済発注長と科学技術，文化の相Ii関係

と多段なfillifiliの共存のfmJll1など，平和と共生に寄与する

ための学術的筏点について，アジア・太平洋地域に重点

をお:いて検討する。

(J2) グローパリゼーションと社会構造の変化

世界が，関際化・情報化・市場経済化などをiillじてグ

ローパザゼーションにfAJかつて大きく変化している 3ドで，

我が閣の産業~ìffiJ化，日本型経営 .jffë沼慣行の変化，多
fij籍企業や知的財j政権の問題，討rE¥';生活・文化へのイン

パクトなど社会締法に生じている新しい課題を洞察し，

これに抜本的に対処するため，学術的視点から検討する。

3. 蜜点言葉霊童の審議

上記のヨ1点(~Ulrrの得議Lt. 1;n:託委良会及び今JUJの当初設

Ïéiする特別委災会(別式~2 )がこれにあたる。問委員会は，

j去やかに議淡を行い，立Il6JtjJrp (~;\i!.、伎のみるものについ

ては. 1 '1ーないし 2.11'-以内) ，こ検討結泉を発表する。常;託

委長会，符別委員会及び研究j主主各委員会は，相方:の述絡・

協力を2告にする。

なお 'm"託委員会及び特別委i司会のi'Mj持~:rw立lJlJ表 l 及
び2に示すとおりである。

(別表 11立ぴjJIJ表 2省略}

詫i参考

く常誌を雪2J~会名(Jj\:頁)
第 1手金援 研究:iA.*各委民会t己主uti51'liちの方策及び8本塁手

手前会議の総織に!渇すること。

言書 2需守護霊 学fUJ.思想、の自由並びに科学者の倫理主と社会

(1甘災後及び池伎の向上にi到すること。

言書 3苦守護霊一学術の動向の現状分析J!;..び学術の発展の長JUJ
的動向iこ泌すること。

2事4常護霊ー創造的研究員完成のための学術体i!il]1こi渇するこ

と及び学術関係諸機関との.iM伎に関すること。

言語 5常喜重一学術情報・炎料に泌すること。

露軍6字詰霊童-IJI際学術交流・協力に!対すること (¥l'i7'，常後
主主只会の事項に属するものを徐<l。

務 7常援一学術にi菊するE窓際関休への対応、及びその{初本

が行う間際学術協力卒業・~I"i頭への対応に関
すること。

〈特別委員会名〉

言語歯主化社会の多弱約検討

生命科学の進展と社会約合慈の形成

学術と産議

研究者の議成・確保と教育

地球環壌と人筒活動

総の科学とこころの鈎怒

アジア・太平洋地域における平和と共生

グローパリゼーションと社会構造の変化

(注) 特別委の検討事演は f21立点記長短Jの関係攻iこ向じ。
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日本看護研究学会奨学会規

第 1条(名称)

本会を思本看護研究学会奨学会(研究奨学会と略す〉とする。

第 2条(目的)

本会は臼本審議研究学会の事業のーっとして，鐙秀な看護学研究者の育成のために，その研

究費用の一部を贈与し，研究成果により看護学の発援に寄与することを程的とする。

3条(資金)

本会の資金として，前条の目的で本会に贈与された資金を基金として，その金利をもって奨

に当てる。

会計年度は 4月 18 より翌年 3 月 31~までとする。

第 4条(対象)

日本看護誹究学会会員として 1年B、上の研究活動を継続している者で，申請または推薦に

より，その研究自的，研究拘容，審査の上適当と認めた者若干名とする。

2.奨学金は対象研究課題の 1年間の研究費用に充当するものとして贈る。

3.研究が継続され，更に継続して奨学金を希望するものは，改めて申請を行うこととする O

第 5条 (義務)

この禁学金を受けた者は，対象研究課題の l年間の業績成果を次年箆日本看護訴究学会総会

において口頭発表し，更に可及的早い時期に日本看護醗究学会誌に論文を掲載し公刊する

を負うこととする。

第 6条(罰金〉

奨学金を受けた者の負う義務を怠り，また日本看護研究学会会員として，その名誉を甚だし

く殻揮する行為のあった場合は，委員会が査開の上，贈与した奨学金の金額の返還を命ずるこ

とがある。

第 7条 〈委員会〉

本会の運営， にあたり，日

によって委員会を設ける。

2. 委員会に委員長を霞き，本会を総務する。

3.委員会は次の事項を掌務する。

(1) 基金の財産管理及び臼本看護研究学会会長への会計報告

(2) 奨学金設与者の選考，決定及び会長への

より推薦された若干名の

(3) 譲与者の義務緩行の確認及び不題行者の査開，罰則違患の決定及び会長への報告

第 8条

より報告を受けた事項は日本看護研究学会会長が総会に報告する。

9条

を授与する者の募集規定は委員会において別に定め， に公告する。

第10条

本規定は昭和54年 9月248より発効する。

付郎

1)昭和59年 7月22日 一部改lE(会計年疫の期日変更〉実施する。



日本看護研究学会雑誌編集委員会規定

1. (名称)

本会は，日本看護研究学会雑誌編集委員会(編集委員会と略す)とする。

2. (目的)

本会は，会員IJ第2条第3項による学会誌の発rrlこ関わる企画運営のために，会則第7条3乳

4項に基づいて讃かれる。

3 . (委員会)

本会の運営は，日本看護研究学会理事の中より若干名の委員を選出する。任期は役員任期期

間とし，再任を妨げない。

2 )委員の中から委員長を互選する。委員長は本会を総務する 0

4. (査読)

委員会があらかじめ査読者を若干名選出し，理事会の議を経て日本看護研究学会雑誌に公告

する。

2 )会員以外の査読者には手当を支給することが出来る O

3)任期は役員任期期間とし再在を訪げない。

4 )投稿された論文の査読は 3名以上(委員長を含めて)の査読者で行う O

5. この規定は昭和59年12月 l臼より発効する。

付員IJ

平成 5年7月初日 一部改正実施する。



自本看護研究学会雑誌投種規定

1.本誌、投稿者は，著者及び共著者すべて，本学会員とする。但し，編集委員会により依頼したものはこの限り

でない。

2.原稿が弱1]り上がりで， T記の論文種別による制限頁数以下の場合は，そのf高裁料は無料とする。そのおi限を

超過した場合比所定の料金を徴収する。超過料金は、路1]りよがり超過分頁につき実費とする。

論文類別 完封限頁数 原稿枚数(合図表〉 原稿用紙 (400字詰 5

枚弱で思IJりj二り l頁とい
原 妻子 1 O~ 約 45枚

われている。関表は大小
総 説 1 O~ 約 45枚

あるがつが原稿用紙
f口"組』 壌 2頁 約 9枚

事例報告 3頁 約 15枚
l枚分以上と考える。

その{他 2頁 約 9枚

3. l:lせ制りについては，予め著者より申し受けて有料で印織する。

料金比 30円〉く路IJり上がり頁数×部数 (50部を単位とする〉

4.思表は， B 5絞用紙lこトレースした係留を添えること。また， EjJ隠1]業者でトレースが必要になった時はその

笑鐙を徴叙する。

5.原稿には表紙を付け，

l)J二段織に，表題，英文表題(各単語の頭文字を大文字とする)，著者氏名(ローマ字氏名併記)，所属機

関(英文併記)を記入すること。

2)下段綴は，本文，留表，写真の枚数を明記し，希望する原稿種別を朱設すること。又，連絡先の宛名，住

所，電話悉主きを記入すること。

3) l:l首都を希議する場合， l:lIJ路1]*部と朱愛すること。

6.投稿原稿は，表紙，本文. ~努表，写真等，オリジナル原稿のすべてにま愛読煎コピー 2 郊を添えて提出する0

7.投稿原稿の採否及び穣l:lIJについては，綴祭委員会で決定する。尚. u民議;ま，隊員IJとして返却しない。

8.校正にさ当たり，初校は著者が 2校以後は著者校iEに基づいて編集委員会が行う。

尚，校正の際の加芸容は一切認めない。

ふ原稿執筆妥領は. l:lIJlこ定める。

10. (原稿送付先〉

千260 千葉市中央区亥弊 1-8 -1 

継続表護研究部 内海

千葉大学務護学部看護実践研究指導センター内

きも 宛

尚，封筒の表iこ. rB者研誌係議Jと朱議し，繋留郵便で郵送のこと。

11.この規定は，昭和59年12月 1Bより発効する。

付員2

1)平成5年 7月30日 一部改正実施する。



日本看護研究学会原稿執筆要項

上原稿用紙85瓶横撃さ400字詰めを能活する。

2.当培漢字，新かなづかいを用い，楕書で簡潔，明醸に書くこと。(ワープロも可能)

3.顕著の構成はI.緒言(はじめに)， n.研究(実数)方法， 藍.研究結果(研究成績) ， 

IV. 考察 V. 結論(むすび)， VI. 文献，とし，項話分けは， 1. 2 .…， 1) 2)…， Q)，②… 

の区分とする。

4. 数字は算用数字を用い，単位や符号は{実用のものを痩吊する。特定分野のみで用いらをる単位，

略号，符号や表現には註書きで簡単な説明を加える。

ローマ字は活字体を用い，出来ればタイプを用いること:mg， Eq等。イタリックを思いる場合

は，その下にアンダーラインを付すること O

5.図表，写真等は，それを説明する文章の末尾に(表1)のように記入し，さらに本文とは別lこ

挿入希望の位置を，原稿の欄外に(表1)のごとく朱書する。図表は，原稿本文とは別にまとめ

て，巻末に添えること。

6.文献記載の様式

文献は，本文の引用笛所の肩に 1)， 2) のように番号で示し，本文原稿の最後に一括して引用番

号!績に整理して記載するO 文献著者が2名以上の場合は筆頭者名のみをあげ， 00他とする。

雑誌、略名は邦文誌では，医学中央雑誌，欧文誌では， INDEX MEDICUS及びINTERNATIONAL

NURSING INDEXに従うものとする。

{記載方法の例示]

-雑誌;近沢判子看護婦の BurnOnt Iこ臆する要国分析…ストレス認知， コーピング;及び

BURN OUTの関係一看護研究， 21(2)， pp.159~172， 1988 

;H巴nderson，V.: The Essence of Nursing in High Technology. Nurs. Adm. Q.， 

9 (4)， pp. 1 ~ 9， Summer 1985. 

・単行書;宗像世次:持動科学からみた健康と精気， 184，メヂカルフレンド社，東京， 1987. 

;分担執筆のものについては:安藤格:心身の成長期の諸問題，健康科学(本間日

他編)， 214~229，匿学書院，東京， 1986. 

-訳書;Freeman & Heinrich : Community Health Nunsing Practice， W. B. Saunders 

Company， Philadelphia， 1981，橋本正巳監約，地域保鍵と看護活動一理論と実誤…，

医学書説サウンダース，東京， 1984. 

7. 顕著投稿に際しでは， 250語躍度の英文抄録 (Abstract)及び，その和文 (400字程度)を付け

ること。

8.英文タイトルは，最初(文頭)及び前置詞，冠詞，接続詞以外の単誌の最初の文字を大文字と

する。

9. この規定は，昭和59年12月 1日より発効する。

付JtIJ

1)平成5年 7月初日 一部改正実施する。



務罵便り

1.平成6年度会費の納入について

平成6年度も残すところ 3カ月となりました。本学会は会員後様の会費で運営されておりますc 平成5年度

会費未納の方が約200名おります。

まだ納めていない方は，至急Lお絞め下さい。

2.平成7年度会議の納入について

平成7年度も引き続き会員を綴続される方は，お王手めに平成7年度会費をお納め下さるようご案内致します。

平成7年度会員名簿を発行予定です。所箆，住所の変更のある方は，開封の F会員の議室続又は，i13会硲jの

築設にご記入の上，至急、ご返送下さい。

王手成7年度会費 一般会費

役員会費(評議員)

(潔事)

7，0 0 0円

10，000円

15，000pj 

新入会の場合iま，入会金3，000内が必要です。役員の方は，ご推薦下さる場合，その旨お話しして下さるよ

うお綴い致します。

支払い方法 郵便擦込

払い込み先 郵便振簿 o 0 100 637 136 

通信織に会長番号会必ずご記入下さい。

3.雑誌等が返送されたり，問所属から苦情をいただくことがあります。事務局で議資し，出来る限り潟発送し

ておりますが，住所不明となる方も少なくありません。

改姓，住所，所箆変受の場合は， ご多Fちとは患いますが，お早めに必ず奨脅か，封努で怒便番号，蓄電氏名，

会箆番号，住所，所属名，所属住所も正確にご記入の上，事務局迄ご郵送下さい。

会員増加により関姓， I潟名の会員がおりますので，事務局にご連絡，及び会費約入の場合は，必ず会長番号

をご記入下さい。

4.下記の15が住所不明です。ご符じの方は，本人又，事務局までご連絡をお綴い致します。

後名紀子

編集委員

委員長

日本看護研究学会雑誌

第 17巻 4号

平成6年11月初日時]湾IJ

平成8年12月20臼発行

発行所呂本 研究学会

=r260千葉市中央区亥務 1-2-10

内海 渓〈千葉大学看護学部) 霊童 043-221-2331 

治白 明子(~ヒ豆大学者護学部) FAX 043-221-2332 

大名門絡二子(高知女子大学家政学部者護学科) 発行
尚

玄関 公子(京都府立医科大学医療技術短期大学部) 資任者

木場寓迄(夜児島純心女子大学看護学部〉 印腕所 (株) 正文社

聖子島 E晃子(広鳥大学医学部保縫学科) =r260千葉市中央区都町 2-5-5

山口 綾子(愛知県支看護短期大学) 震 043-233-2235

段ヌド幸喜護研究学会雑誌 Vol.17 No. 4 1994 



すラメータを

心霊童図線級送信機惨

tx-3220 

。 @

喝マルチテレメータ送信機

iゐ3313

綴各種テレメータによる護大6人までの心電

-呼吸・体遺，さまたI[)電・顕在・体議の無

隷監視を実現 i

認 6人間時表示は， IC\~童図，呼駿掛鍛あるい

は血ff波形の2波形を表示

綴Mξ機器の

総合メーカー

2誤認喜義号:038開 1134

慰オプションのメモリボードiこより6Q詩留の

心龍詔記壌が可能 i

滋 CRG詣嬢表示可能で菜再生!息詰犠iこもますJiEi!

隆不整臨検出機能，各議トレンドグラフ表示

額アうーム波形を各床32;'皮影記穣

2家主

本 社東京都文京区本郷シ39イ ま ま(03)3815-2121C代)



監 修選挙内菌耕二・小坂楊徳

責任編集選挙粟屋典子・小林 登・脊山洋右・三三村信英・武藤徹一郎・

矢野正予・山本後一・養老議p]・ f色

験A5判建議2，574頁 盤上製函入選暴走価14，000円(税込)

⑧看護婦・看護学生!こ!llil須の新語畿を1.700
語収録一一是正容の辞典類をはるかに凌ぐ。

⑧基礎医学・臨床医学の他，関連諸科学も畿

新の知見を満載一ーさガしている語震が必

ずみつかる。

@既収録語嚢の徹底した克霞し・撲さす一一古

い記述を改め大鋸な内容E宣言Jo
@小草署包主義をとり，解説i芯寝床的観点を護

視一一ーさらに引きやすく，わかりやすい。

⑧借銭の f看護学十進分類表J にのっとって

収録語雲監すべてを分類・薬草喜一一等F~m語

の全体図の把援が容易。

⑧巻末の外密議索引がさらに充実一一欧文か

らの語議模索も可能。

@見やすい2段綴レイ戸ウト。

3極みf{.5P1包11-71--;，ド組 制 02議京都千代毘区九段北3了肝ぺ{ω)326日制-FAX(凶 )3261-6602
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