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【実践報告】

都市部の超高齢社会に挑む看護師養成事業
－包括ケア実感プログラムにおける学び－

Fostering nurses who can take on the challenge of a super-aging society in urban areas
−Outcomes for realization of comprehensive care−

御任 充和子 1），宮城 真樹 1），林 弥生 2），山本 由香 3），堀 孔美恵 4），橋本 裕 3），熊木 晴美 5），
瀬尾 万里 6），田中 千賀子 7），宮本 毅治 3），藤野 秀美 1），横井 郁子 1）
Miwako MITO 1），Maki MIYAGI 1），Yayoi HAYASHI 2），Yuka YAMAMOTO 3），Kumie HORI 4），
Yutaka HASHIMOTO 3），Harumi KUMAKI 5），Mari SEO 6），Chikako TANAKA 7），
Takeharu MIYAMOTO 3），Hidemi FUJINO 1），Yuko YOKOI 1）

要

旨

【目的】本研究の目的は包括ケア実感プログラムにおける学びを明らかにし、今後のプログラムの運営について示
唆を得ることである。
【方法】本プログラムを受講し調査協力の得られた看護師 11 名からのデータを用いて質的記述的分析を行った。
【結果】回復期リハビリテーション病棟においては【退院後の生活を考慮したリハビリ】【多職種によるチームで
対象者を支援】
【急性期病院の看護を考える】の 3 カテゴリーが抽出された。介護老人福祉施設においては【自宅
にいるような暮らしを大切にした環境づくり】
【自宅にいるような暮らしを大切にしたケアプラン】【急性期病院
の看護を考える】の 3 カテゴリーが抽出された。訪問看護ステーションにおいては【医療依存度に応じたニーズ
への対応】
【対象者や家族の暮らしを考慮した視点の必要性】【地域の医療・介護職との協働】【訪問看護師との直
接的な連携の必要性】の 4 カテゴリーが抽出された。
【考察】本プログラムを受講した看護師は、患者を送り出す多様な療養の場のケアを実感することで、看護の対象
は生活者であることを実感し、急性期病院の日頃の看護実践を振り返る機会となり、対象者の生活が継続できる
ような看護の重要性を学ぶことができたと考えられる。
キーワード：包括ケア

1）
5）

教育プログラム

急性期病院

看護師

東邦大学看護学部 2）東邦大学医療センター佐倉病院 3）東邦大学医療センター大森病院 4）東邦大学医療センター大橋病院
初台リハビリテーション病院 6）介護老人福祉施設 わかたけ青葉 7）田園調布医師会立訪問看護ステーション

1）

Faculty of Nursing, Toho University 2）Toho University Sakura Medical Center 3）Toho University Omori Medical Center
Toho University Ohashi Medical Center 5）Hatsudai Rehabilitation Hospital 6）Wakatake-aoba Nursing Home for the Elderly
7）
Denenchofu Medical Association Home-visit Nursing Care Office
4）
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ラムの目標達成に要すると考えた日数と、受講生は病

Ⅰ．はじめに

院から出張として参加するため所属する病院の勤務体

文部科学省では、各大学において大学改革の取り組

制の負担を考慮し設定した（包括ケア実感プログラム

みが一層推進されるよう、国公私立大学を通じた競争

の概要：表 1）。実習形式は、看護実践者であること

的環境の下で、特色・個性ある優れた取り組み（Good

を鑑み、主体的に実習施設スタッフのケアに参加し、

1）

Practice ／以下、
「GP 事業」）を選定し支援している 。

そのケア内容を観察するという参与観察形式とした。

取り組みの一環として、高度な教育力・技術力を有す

受講生の学びについては、実習の成果発表会等から見

る大学が核となり、わが国が抱える医療現場の諸課題

出せたが、気づきや学びがどのようなものだったのか

等に対して科学的根拠に基づいた医療が提供できる優

は、詳細には提示されなかった。そこで、本研究では

れた医師・歯科医師・看護師・薬剤師等を養成するた

包括ケア実感プログラムにおいて、急性期の次の療養

めに、2014 年度より「課題解決型高度医療人材養成

の場である回復期リハビリ病棟、介護老人福祉施設、

プログラム」が開始された

1）
, 2）

在宅看護の実際を見学・実習した受講生のそれぞれの

。

このプログラムの中で、特に看護職を対象とした取

実習場所での具体的な気づきと学びを明らかにし、今

り組みが「地域での暮らしや看取りまで見据えた看護

後の本プログラムの運営について示唆を得ることを目

2）

が提供できる看護師の養成」事業である 。東邦大学

的とした。

（以下、
「本学」）の「都市部の超高齢社会に挑む看護
師養成」事業（以下、「本事業」）が選定され、取り組

Ⅱ．研究方法

みが始まった。本事業は、看護の対象は生活者である
ことを意識し、医療ケアチームの一員として多職種と
連携し、対象者が暮らすまちとのつながりを深め、シ

1．研究デザイン
質的記述的研究

ビックプライドを育みながら対象者の生活を推測し、
その人らしい生活を支援することができる看護師の養
成を目指している。

2．調査期間
2016 年 5 月の 3 日間

本事業は、卒前・卒後を通しての地域包括ケア推進
のための 7 つの教育プログラムで構成されている 3）。

3．調査対象者

その一つに包括ケア実感プログラムがある。このプロ

2015 年度包括ケア実感プログラムを受講した急性

グラムは、卒後の急性期病院の看護師を対象に、患者

期病院の看護師 15 名のうち、本調査に参加協力が得

を送り出す次の場である回復期リハビリテーション

られた 11 名とした。

（以下、
「リハビリ」）病棟、介護老人福祉施設、訪問
看護ステーションの 3 施設に赴き、それぞれの場で実
践されているケアを実感し、ケアの連続性の重要性を
再認識することを目的としている。

4．リクルート方法
本プログラム受講生 15 名に対し、強制力が働かな
いよう、本プログラムを終え評価が終了した時点で本

本プログラムでは、急性期の患者に対し状態の早期

調査協力の依頼文書を送付した。参加協力の意思表明

安定化に向けて診療密度が特に高い医療を提供する機

は 11 名から得られた。受講生の勤務体制や勤務時間

能を持った

4）

大学病院で看護を実践している急性期

を考慮し、その 11 名には調整可能な日程や希望する

病院の看護師を受講対象者とした。したがって学習方

調査場所（所属する病院や本学内）について聞き、調

法は、臨地実習が主体となる。本プログラムを開講す

査場所ごとに分けた。その結果、3 つの調査場所に分

るにあたり、実習施設は本学とその実習病院、ならび

かれ、各グループの人数が 3 名以上確保されたため日

に地域医療福祉関係機関との連携を生かし、本学看護

程を決定し調査を実施した。

学部の実習施設から選定した。実習期間は、本プログ
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表1．包括ケア実感プログラムの概要
項目

内容

受講対象者

急性期病院の看護師

事前学習

・実習施設の理解
各実習施設（回復期リハビリ病棟、介護老人福祉施設、訪問看護ステーショ
ン）の設置基準を定めている法律、設置基準、診療報酬をレポートにまとめ提出
・引き継ぎ書の作成
事例を提示し、各施設担当看護師への引き継ぎ書を作成し提出

実習場所・目的

回復期リハビリ病棟
期間：日中の 3 日間
目的：回復期リハビリ病棟における多職種連携による「生活リハビリテーション」
を学び直し、その人らしい自立を支えるケアの特徴を述べることができる。
介護老人福祉施設
期間：夕方から翌日午前中にかけて 2 日間（宿泊）
目的：日々の暮らしを尊重した介護老人福祉施設における認知症ケアの実際を
体験し、これまでのケアを振り返ることができる。
訪問看護ステーション
期間：日中の 3 日間
目的：訪問看護を通して家と家族という環境でのケアを体験し、その人らしい
自立を支えるために配慮すべき点を述べることができる。

実習方法

・実習初日に施設内のオリエンテーションとタイムスケジュール等を提示
・主体的に実習施設スタッフのケアに参加しそのケア内容を観察
注）介護老人福祉施設は認知症ケアの実際を体験：日中のケアが夜間の様子に
どのように影響しているのかを実感するために宿泊での実習

事後課題

日々の記録、事前課題で作成した施設への引き継ぎ書を修正し提出

成果発表会

テーマ「急性期病院から次の療養場所へつなぐ看護を考える」に沿って学び
の成果を発表

5．調査方法

返し読み、実習場所ごとに実習での気づきや学びに関

調査はグループごとに 1 時間程度のフォーカス・グ

する文章を抽出しコードを付け分類した。類似する

ループ・インタビューを行った。インタビューは、各

コードをまとめ、サブカテゴリーを抽出し、さらにサ

実習において気づきや学びにつながった場面などにつ

ブカテゴリーの類似性に基づいてカテゴリーとした。

いてインタビューガイドに沿って行った。

分析においては、共同研究者で妥当性を検討し確認し
ながら実施した。本文では、カテゴリーを【 】で、

6．分析方法
録音したデータの逐語録を作成した。データを繰り

サブカテゴリーを〈

〉、データを「

」で示す。
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Ⅲ．倫理的配慮
調査の実施にあたっては、東邦大学看護学部倫理審
査委員会の承認（承認番号：27028）を得て実施した。

ないって書いてあったけどできるじゃないって。何が
できてどこまで動くとかもう一度評価していた」と対
象者の〈家に戻るための医療処置を再考〉していると
感じていた。

本プログラム受講生への調査協力依頼は、実習の評価
終了後に行った。
調査参加協力の得られた対象者には、

2）【多職種によるチームで対象者を支援】

研究目的、方法、倫理的配慮などについて文書を用い

このカテゴリーは、5 サブカテゴリーから構成され

て説明した。インタビューの実施にあたって、本プロ

ていた。「先生と呼ばなかったり同じユニホームを着

グラム担当者は除外し本事業で本プログラムの内容を

たりとか、その辺がすごく一つのゴールに向かって全

理解している企画・運営者が行った。

職種が向かっているというのが効果的にできていると
思った」という〈職種による階層が生じない工夫〉を

Ⅳ．結果
1．対象者の概要

していると気づいていた。また、「フロアーに全職種
が配属されているので、常にみんなが顔を合わせて仕
事をしているような状況」と〈病棟に多職種が配属〉

対象者は、本プログラムを受講した急性期病院の看

された回復期リハビリ病棟の特徴を実感していた。そ

護師 11 名で、看護師の平均の経験年数は、15.8 ± 5.6

のような環境の中で「多職種の視点で対象者を見てい

年であった。役職は、師長 1 名、師長補佐 1 名、主任

る」「全職種が集まりカンファレンスを定期的に行っ

看護師 4 名、スタッフナース 5 名であった。

ていた。いろんな目が一人の患者さんに対して話がで
きるからすごい」といった〈視点の違う職種によるア

2．回復期リハビリ病棟での気づき（表 2）

セスメント〉を行い、「患者・家族と目標を共有し、

回復期リハビリ病棟の実習では、
【退院後の生活を

その目標に向かってサポートしていた」「さまざまな

考慮したリハビリ】【多職種によるチームで対象者を

職種がいるにもかかわらず、ゴールの共有・意思の疎

支援】
【急性期病院の看護を考える】の 3 カテゴリー

通ができていた」と述べ、多職種によるチームで〈対

と 14 サブカテゴリーが抽出された。

象者や家族を含めた明確な目標の共有〉を行っている
と気づいていた。さらに「入浴ははじめから無理とシャ

1）
【退院後の生活を考慮したリハビリ】

ワーを選択すると思うが、入浴するということをあき

このカテゴリーは、4 サブカテゴリーから構成され

らめないのはすごいと思った。それを目標にしてリハ

ていた。実習の中で患者のベッドサイドでアセスメン

ビリをしていた」という〈可能性をあきらめないかか

トを一斉に行う場面を見て、回復期リハビリ病棟では

わり〉を行っていると感じていた。

「
（チームで同時に患者を見て得られた）情報を踏まえ
た上で在宅に向けたリハビリをやっているんだな」と

3）【急性期病院の看護を考える】

〈生活のためのリハビリ〉を行っているという気づき

このカテゴリーは、5 サブカテゴリーから構成され

があった。また、行っているリハビリは「生活をすご

ていた。急性期病院での看護について、「急性期では

く考えているっていうか、その人の役割まで考えてい

いま帰さないと帰れないかもしれないということが多

た」という〈対象者の役割を考える〉こと、
「介護者

いから、介護力とか長期に介護できるような方法を考

の負担を考えて長期に介護ができるような方法を検討

える視点はあまりない」という〈アセスメントの視点

しているのを見てなるほどと思った」という〈介護者

の違い〉を感じていた。そして「大学病院は事故が起

のことを考える〉ことが行われていることにも気づい

こらないように抑制をするが、それがかえって患者さ

ていた。さらに、
「
（転入時に）留置されていたカテー

んの力を押さえ込んでいるのではないか」と〈事故を

テル類をすべて抜去し、
（申し送り書に）なんだでき

予防することに重点を置いた看護〉だったと振り返っ
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表2．回復期リハビリ病棟での気づき
カテゴリー
退院後の生活を考慮

データ

サブカテゴリー
生活のためのリハビリ

・情報を踏まえた上で在宅に向けたリハビリをやっているんだな
・朝起きたら寝衣から服に着替えることや食事や排泄などの生活動作すべてがリハビ

したリハビリ

リにつながっていた
対象者の役割を考える

・生活をすごく考えているっていうか、その人の役割まで考えていた

介護者のことを考える

・介護者の負担を考えて長期に介護ができるような方法を検討しているのを見てなる
ほどと思った

家に戻るための医療処置
を再考

・
（転入時に）留置されていたカテーテル類をすべて抜去し、
（申し送り書に）なんだ
できないって書いてあったけどできるじゃないって何ができてどこまで動くとかも
う一度評価していた

多職種によるチーム

職種による階層が生じな

・お互いを職種の名称ではなく、
“○○”さんと呼び合っていた

で対象者を支援

い工夫

・先生と呼ばなかったり同じユニホームを着たりとか、その辺がすごく一つのゴール
に向かって全職種が向かっているというのが効果的にできていると思った

病棟に多職種が配属

・フロアーに全職種が配属されているので、常にみんなが顔を合わせて仕事をしてい
るような状況であった

視点の違う職種による

・多職種の視点で対象者を見ていた

アセスメント

・全職種が集まりカンファレンスを定期的に行っていた。いろんな目が一人の患者さ
んに対して話ができるからすごい

対象者や家族を含めた

・患者・家族と目標を共有し、その目標に向かってサポートしていた

明確な目標の共有

・さまざまな職種がいるにもかかわらず、ゴールの共有・意思の疎通ができていた

可能性をあきらめない

・入浴ははじめから無理とシャワーを選択すると思うが、入浴するということをあき

かかわり
急性期病院の看護を

アセスメントの視点の違い

らめないのはすごいと思った。それを目標にして周りの人もリハビリをしていた
・急性期ではいま帰さないと帰れないかもしれないということが多いから、介護力と
か長期に介護できるような方法を考える視点はあまりない

考える
事故を予防することに重
点を置いた看護
患者・家族の目標を全職
種で共有する視点の不足
退院後の生活を見据えるこ
と

・大学病院は事故が起こらないように抑制をするが、それがかえって患者さんの力を押
さえ込んでいるのではないか、自分たちの仕事を忙しくしているのではないかと思った
・患者・家族との目標共有、全職種間での目標共有が、いまの急性期病院では足りな
いところだと感じた
・元の生活はどうなんだろうって思ったら、そこまで遠くまで行けるようにならなく
てもいいのかな

実感したことを伝える役

・実際に行って生で見てきた自分たちは伝達する力があるのかな

割

・リハビリ病院に行けばすごく家に帰るためのリハビリをしてくれるので。聞いた情
報を次の人に伝えればそういういう風にやってもらえるのかな。うちの病棟は寝か
せすぎなんですよね
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表3．介護老人福祉施設での気づき
データ

カテゴリー

サブカテゴリー

自宅にいるような暮

その人の家にお邪魔させ

・部屋の入口で靴を脱ぎ、自分の家のように好きな物を持ち込んでいた

らしを大切にした環

てもらっている感覚

・そのお家にお邪魔させてもらっているって言ったらあれですけど、サービスをさせ
ていただいている立場なのかなと思った

境づくり
全室個室という環境づく

・利用者さんは自分の部屋で自分の家で過ごしているように過ごしていた

り

・全室個室で自由に過ごしていた

まちの中にいるような生

・まちの中にいる感じ。理容室や美容室、喫茶店みたいなところや診療所じゃないけ

活空間づくり
自宅にいるような暮

一日の過ごし方を尊重す

らしを大切にしたケ

るための情報収集

ど看護師がいる場所もあった
・24 時間シート（介護職員が作成している各利用者の 24 時間の生活の特徴記録）を
見るとケアの細かい指示や生活歴、日課、好みまですべてわかる
・寝る時間・起きる時間がその人に見合っているかどうかで、認知症の安定ってすご

アプラン

く違うんだなぁ
その人の行動を見守る
ケア
利用者中心のケア

・ユニットケアだったから介護士さんが利用者さん一人ひとりをよく把握されていて
何をしたいんだろうというのがわかるというか、声かけができていたのかな
・廊下の掲示物の高さが利用者の目線に合わせてある
・本人用の食器に配膳されている

暮らしを意識したケア

・そこ（ユニットごと）で作っているのがご飯の時間というのを嗅覚で感じるという
か。味噌汁の匂いとかもする

急性期病院の看護を

生活歴が看護実践に

考える

影響
急性期看護の限界

・いつもやっていたことを（急性期病院でも）取り入れられたら認知機能の低下を予
防できるかもしれない
・
（施設スタッフから利用者を）病院から早く帰してくださいって言われた
・何ヵ月もかけてこの人の生活をこうやって作り上げたのに、たった 1 週間、2 週間、
3 週間の（病院への）入院で無になることもあるかも

地域連携引き継ぎの工夫

・地域連携シートを活用しないといけないと思った

ていた。また、
「患者・家族との目標共有、全職種間

ること〉の必要性に気づいていた。回復期リハビリ病

での目標共有が、いまの急性期病院では足りないとこ

棟について、「実際に行って生で見てきた自分たちは

ろだと感じた」と〈患者・家族の目標を全職種で共有

伝達する力があるのかな」「リハビリ病院に行けばす

する視点の不足〉も感じていた。さらに、退院後の対

ごく家に帰るためのリハビリをしてくれるので。聞い

象の生活を考える場面で「元の生活はどうなんだろ

た情報を次の人に伝えればそういう風にやってもらえ

うって思ったら、そこまで遠くまで行けるようになら

るのかな。うちの病棟は寝かせすぎなんですよね」
と
〈実

なくてもいいのかな」という〈退院後の生活を見据え

感したことを伝える役割〉があることを感じていた。
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とに気づき、〈利用者中心のケア〉が徹底されている

介護老人福祉施設の実習では、
【自宅にいるような

と捉えていた。また、「そこ（ユニットごと）で作っ

暮らしを大切にした環境づくり】
【自宅にいるような

ているのがご飯の時間というのを嗅覚で感じるという

暮らしを大切にしたケアプラン】
【急性期病院の看護

か。味噌汁の匂いとかもする」というような〈暮らし

を考える】の 3 カテゴリーと 10 サブカテゴリーが抽

を意識したケア〉がなされていると捉えていた。

出された。
3）【急性期病院の看護を考える】
1）【自宅にいるような暮らしを大切にした環境づくり】

このカテゴリーは、3 サブカテゴリーから構成され

このカテゴリーは、3 サブカテゴリーから構成され

ていた。施設でのケアを見て「（患者が）いつもやっ

ていた。施設に入ると「部屋の入口で靴を脱ぎ、自分

ていたことを（急性期病院でも）取り入れられたら認

の家のように好きな物を持ち込んでいた」
「そのお家

知機能の低下を予防できるかもしれない」という〈生

にお邪魔させてもらっているって言ったらあれですけ

活歴が看護実践に影響〉することを感じていた。また、

ど」という〈その人の家にお邪魔させてもらっている

「（施設スタッフから利用者を）病院から早く帰してく

感覚〉を感じていた。
「利用者さんは自分の部屋で自

ださいって言われた」「何ヵ月もかけてこの人の生活

分の家で過ごしているように過ごしていた」ことや「全

をこうやって作り上げたのに、たった 1 週間、2 週間、

室個室で自由に過ごしていた」というように、施設内

3 週間の（病院への）入院で（作り上げた生活パター

の部屋では〈全室個室という環境づくり〉がなされて

ンが）無になることもあるかも」という〈急性期看護

おり、その人の暮らしを大切にした環境づくりであっ

の限界〉や「地域連携シートを活用しないといけない

たと感じていた。さらに、
「まちの中にいる感じ。理

と思った」と〈地域連携引継の工夫〉を感じていた。

容室や美容室、喫茶店みたいなところや診療所じゃな
いけど看護師がいる場所もあった」と〈まちの中にい

4．訪問看護ステーションでの気づき（表 4）

るような生活空間づくり〉といった利用者の部屋だけ

訪問看護ステーションの実習では、【医療依存度に

でなく施設内の環境づくりへの配慮についても気づい

応じたニーズへの対応】【対象者や家族の暮らしを考

ていた。

慮した視点の必要性】【地域の医療・介護職との協働】
【訪問看護師との直接的な連携の必要性】の 4 カテゴ

2）
【自宅にいるような暮らしを大切にしたケアプラン】

リーと 11 サブカテゴリーが抽出された。

このカテゴリーは、4 サブカテゴリーから構成され
ていた。実習の中で「24 時間シート（介護職員が作

1）【医療依存度に応じたニーズへの対応】

成している各利用者の 24 時間の生活の特徴記録）を

このカテゴリーは、3 サブカテゴリーから構成され

見るとケアの細かい指示や生活歴、日課、好みまです

ていた。「重症度の高い人でも、訪問看護師さんのサ

べてわかる」
「寝る時間・起きる時間がその人に見合っ

ポートを受けながら過ごしている人が多いという印象

ているかどうかで、認知症の安定ってすごく違うんだ

を持った」「結構な人でも帰せるんだなぁと思った。

なぁ」という〈一日の過ごし方を尊重するための情報

褥瘡がひどく感染リスクが高い方がいて、その処置を

収集〉を行っていることに気づいていた。そして「ユ

訪問看護師さんがやっていた」といった〈重症度の高

ニットケアだったから介護士さんが利用者さん一人ひ

い人でもケアを行っている〉と感じていた。また「訪

とりをよく把握されていて、何をしたいんだろうとい

問看護師は領域外の知識を持っていないとできないと

うのがわかるというか、声かけができていたのかな」

思った」という〈幅広い知識を持っている〉と感じ、
「想

という〈その人の行動を見守るケア〉を行っていると

像するよりもいろいろなことをやってくれたりする。

感じていた。
「廊下の掲示物の高さが利用者の目線に

リハビリとかもやっていた」という〈リハビリを行っ

合わせてある」
「本人用の食器に配膳されている」こ

ている〉ことに気づいていた。
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表4．訪問看護ステーションでの気づき
カテゴリー

サブカテゴリー

データ

医療依存度に応じた

重症度が高い人でもケア

・重症度の高い人でも、訪問看護師さんのサポートを受けながら過ごしている人が多

ニーズへの対応

を行っている

いという印象を持った
・結構な人でも帰せるんだなぁって思った。褥瘡がひどく感染リスクが高い方がいて、
その処置を訪問看護師さんがやっていた
・訪問したら、呼吸器をつけて瞬きくらいしかできない患者さんだった

幅広い知識を持っている

・訪問看護師は領域外の知識を持っていないとできないと思った

リハビリを行っている

・想像するよりもいろいろなことをやってくれたりするので。リハビリとかもやって
いた

対象者や家族の暮ら

家族の介護力を考慮

・退院してもらうには家族に生活するために指導してたんですけど、家に帰ると家族
ができないから、それだけを訪問看護師さんが行っていた

しを考慮した視点の

・介護する人にも負担がかからない方法は思い浮かばなかった

必要性
経済的な負担への配慮

・なるべく手間をかけずにコストがかからないようにと考えていた
・退院指導の際に、医療処置のために衛生材料を買うように伝えていたが、病院で使
う衛生材料は高価で経済的に続かないことに気づいた

個別の暮らしを考慮する

・
（訪問中に利用者から）病院で教えてもらったことは役に立たなかったと言われた

視点

・病院でやっていることをそのまま伝えてはいけないと気づいた

地域の医療・介護職

他のステーションとの協

・そういう人（独居でがんのターミナルとか）たちって訪問看護は 2 ヵ所入っていた

との協働

働

りだとかそういう連携が必要だったりとか。地域の底力はすごいな。病院にいると
わからなかった

介護職との協働

・2 つの訪問看護と 2 つの訪問介護ステーションが入っていて、誰かが 24 時間来て
いて。ものすごい患者さんなのにきれいですばらしい。

訪問看護師との直接

訪問看護師に任せられる

・帰れない人はいないという言葉が頼もしかった
・
（状態の悪い患者さんは）帰れないと思っていたから病棟でがんばっていたが、訪

的な連携の必要性

問看護師さんに多くのことを任せられるとわかった
会って話すことが必要

・電話とかだけだったのが、もっと来てもらう機会を作って実際見てもらうとか。訪
問看護師さんと濃厚な話し合いが必要だと感じた

看護師同士の情報共有が
必要

・訪問看護師にケアしてほしいことを伝えらえるようにしないといけないと思う
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有が必要〉だと感じていた。

このカテゴリーは、3 サブカテゴリーから構成され
ていた。
「介護する人にも負担がかからない方法は思
い浮かばなかった」と述べ、訪問看護師が〈家族の介
護力を考慮〉した方法を選択している様子や、「なる
べく手間をかけずにコストがかからないようにと考え

Ⅴ．考察
1．退院後の療養生活の場を実感することと急性期病
院での退院支援のやりがい

ていた」
「退院指導の際に医療処置のために衛生材料

今回のインタビューにおいて、回復期リハビリ病棟

を買うように伝えていたが、病院で使う衛生材料は高

の特徴を捉えたカテゴリー【退院後の生活を考慮した

価で経済的に続かないことに気づいた」といった〈経

リハビリ】【多職種によるチームで対象者を支援】や

済的な負担への配慮〉をしている様子に気づいていた。

介護老人福祉施設での特徴を捉えたカテゴリー【自宅

また、訪問中に利用者から「病院で教えてもらったこ

にいるような暮らしを大切にした環境づくり】【自宅

とは役に立たなかったと言われた」ことや「病院でやっ

にいるような暮らしを大切にしたケアプラン】、そし

ていることをそのまま伝えてはいけないと気づいた」

て訪問看護ステーションの特徴を捉えたカテゴリー

と述べ、退院支援について〈個別の暮らしを考慮する

【医療依存度に応じたニーズへの対応】【対象者や家族

視点〉について気づいていた。

の暮らしを考慮した視点の必要性】【地域の医療・介
護職との協働】が抽出された。受講生は、患者を送り

3）
【地域の医療・介護職との協働】

出す多様な療養生活の場のケアや環境づくりを実感

このカテゴリーは、2 サブカテゴリーから構成され

し、療養におけるさまざまな生活の場の特徴を理解す

ていた。
「訪問看護は 2 ヵ所入っていたりだとか、そ

ることにつながり、退院後の多様な療養生活のイメー

ういう連携が必要だったりとか。地域の底力はすごい

ジがしやすくなったと考えられる。

なって。病院にいるとわからなかった」という〈他の

回復期リハビリ病棟実習では、多職種によるチーム

ステーションとの協働〉を行っていることに気づいて

で入院直後から情報収集を行い、退院後の療養生活が

いた。さらに
「2 つの訪問看護と 2 つの訪問介護ステー

継続できるような医療処置を再考し、対象者だけでな

ションが入っていて、誰かが 24 時間来るようになっ

く介護者の状況や対象者の社会的な役割を考えるな

ていた」といった〈介護職との協働〉を行っていると

ど、退院後の生活を考慮しリハビリを行っていること

感じていた。

に気づいていた。介護老人福祉施設実習では、自宅や
まちの中にいるような環境をつくり対象者が安心して

4）
【訪問看護師との直接的な連携の必要性】

生活できる暮らし方を大切にするための情報収集や行

このカテゴリーは、3 サブカテゴリーから構成され

動を見守るケアが、認知症の安定に影響していると感

ていた。同じ看護職である訪問看護師からの「帰れな

じていた。訪問看護ステーション実習では、訪問看護

い人はいないという言葉が頼もしかった」や「（状態

師は幅広い知識を持ち、他の訪問看護ステーションや

の悪い患者さんは）帰れないと思っていたから病棟で

介護職と協働しながら医療依存度の高い対象者でも在

がんばっていたが、訪問看護師さんに多くのことを任

宅療養を可能にしており、対象者や家族の暮らしを尊

せられるとわかった」と述べ、
〈訪問看護師に任せら

重した看護を行っていると感じていた。

れる〉と感じていた。訪問看護師との連携は、「電話

このように 3 つの療養の場で実習を行った受講生

とかだけだったのが、もっと来てもらう機会を作って

は、どの療養場所においても対象者を患者としてでは

実際見てもらうとか。訪問看護師さんと濃厚な話し合

なく生活者と捉えてケアを行っていると感じていたと

いが必要だと感じた」と〈会って話すことが必要〉で、

考えられる。松原らは、訪問看護の同行訪問を経験し

「訪問看護師にケアしてほしいことを伝えられるよう

た病棟看護師は、具体的な在宅生活をイメージでき、

にしないといけないと思う」と〈看護師同士の情報共

今後充実した退院指導のための行動化として期待でき
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るといえる 5） と述べており、より多くの療養の場を

働く場によって施設基準や診療報酬など経営的な知識

経験した本プログラム受講生も〈退院後の生活を見据

のバラツキが大きいと考え、事前学習会を設け机上で

えること〉や〈一日の過ごし方を尊重するための情報

知識を補った。このことは、各受講生の所属部署であ

収集〉
〈暮らしを意識したケア〉〈経済的な負担への配

る急性期病院と実習施設では人員配置や職種、診療報

慮〉
〈個別の暮らしを考慮する視点〉といった、対象

酬の違いなどがあることを知り、単純には比較できな

を生活者と捉え、対象者の生活を営む上での個別性を

いことを自覚するきっかけとなり、実習での気づきを

考慮した支援やそのための情報収集の視点に気づいて

日頃の看護実践との比較検討することに役立てられて

おり、今後の退院支援活動に何らかの行動変容が示さ

いたと考えられる。
たとえば、回復期リハビリ病棟では病棟に多職種が

れるのではないかと期待される。
また、
【急性期病院の看護を考える】（回復期リハビ

配置されるように定められていた 7） ことを知識とし

リ病棟）
、
【急性期病院の看護を考える】
（介護老人福

て確認して実習に臨んでいる。そして、実習では〈病

祉施設）
、
【対象者や家族の暮らしを考慮した視点の必

棟に多職種が配属〉されていることを実感し、至ると

要性】
（訪問看護ステーション）に気づくなど急性期

ころで開かれている多職種によるカンファレンスに参

病院の看護を考え直す機会を持てたことが、3 つの実

加し、患者の生活リハビリの評価・計画修正を行いな

習場所で共通している学びでもあった。受講生は、各

がら、対象者や家族を含めた目標を共有しているとい

実習場所のケアを実感しながら自分の看護を振り返

う気づきがあった。この気づきによって、事前学習が

り、急性期病院の看護師としてできることは何かとい

深められただけではなく、チーム医療について振り返

うことを考える機会になっていた。森田らは、病棟看

ることにもつながっており、回復期リハビリ病棟だか

護師が訪問看護への同行訪問を行うことで、自己の関

らできることと急性期病院でもできることを意識して

わりを振り返るという気づきを得ている

6）

と報告し

考えることにもつながったと考えられる。

ているように、受講生も自分の看護を振り返りながら

このような急性期病院との比較は、他の 2 ヵ所の実

急性期病院の役割を見出し、急性期病院も地域包括ケ

習場所においても行われていた。これは受講生が看護

アシステムの一部であることを意識し、対象者の生活

実践者であるからこそ、その施設の特性や役割に応じ

が継続できるような看護を考えていくことが重要であ

たケアが提供されていたことに気づき、自分たちの看

ると感じていた。

護と比較検討することができたと考えられる。今回、

このように急性期病院の看護師が包括ケアを実感し

急性期病院の看護師が包括ケア実感プログラムを体験

ながら退院支援を行うことで、退院後の療養の場のケ

したことで、日頃の看護実践を振り返る機会となり、

ア提供者と療養生活を継続するための情報を共有し、

対象者のケアの連続性が重要であると再認識すること

対象者がその人らしい自立した生活を実現するための

ができたと考えられる。

看護に発展すると考えられる。
3．今後のプログラム運営に向けて
2．看護実践者としての学び

本研究に協力した看護師の平均経験年数は約 16 年

本プログラムの受講生は、経験に差はあるものの急

であり、師長や師長補佐など役職のある看護師が半数

性期病院で日常的に看護を実践している現任看護師で

を占めていた。多くが看護学基礎教育において老年看

ある。実習施設はすでに看護学教育の実習に関わって

護、および、在宅看護のカリキュラムがまだなかった

いる施設から選定したが、看護学臨地実習との違いを

時代 8）,9）の者たちである一方で、さまざまな患者の退

考え、本プログラムの実習方法について各施設と話し

院支援の経験を豊富に持っている者たちでもあった。

合いを行った。その結果、表 1 に示すように実習形

受講生の学習歴・臨床経験が本プログラムの学習成果

式は参与観察形式とし、各実習施設内をできるだけ自

に影響することは否めず、今後も本プログラムが果た

由に見学できるように調整を行った。ただ、受講生の

す役割について、現任看護師対象の実習のあり方、個々

東邦看護学会誌

の学習の準備状況も含め、継続的に評価していく必要
があると考えられる。
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