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【資料】

整形外科病棟に勤務する看護師の退院支援への意識と、
「退院支援計画書」の活用に関する調査
Investigation on nurses’
awareness regarding discharge support
in the department of orthopedic surgery and utilization of“discharge plan”
榎本 美郷 1），菊田 早央里 1），北村 橙波 1），福嶋 沙紀 1），古賀 裕子 1）
Misato ENOMOTO 1），Saori KIKUTA 1），Towani KITAMURA 1），Saki FUKUSHIMA 1），Yuko KOGA 1）
キーワード：退院支援

整形外科

看護師

意識

Ⅰ．はじめに
日本では世界に類を見ない高齢化が進み、医療費の
抑制をするために病院機能の分化、平均在院日数の短
1）

支援計画書」の記載や更新が定着せず、支援の進捗に
ついて医療従事者が共有できていない現状にある。押
木ら 2）は、スクリーニングツールを使用することで、
経験や能力によらず一定の質で退院支援に必要な情報

縮、在宅医療が推進されており 、入院早期からの退

収集ができる一方、そこで得た情報の更新やツールの

院支援が求められている。A 病院でも、入院時に病

活用が定着しにくいという実態を報告しており、B 病

院指定のスクリーニングシートを用いて、退院支援が

棟も同じような状況である。

必要な患者のスクリーニングを実施している。退院支

吉田ら 3） は、退院調整支援プロセスが円滑に行わ

援が必要であると判断された患者には、
「退院支援計

れるためには看護師間、そして他部門間において患者

画書」を作成し、早期から介入を進めている。

情報の共有が必要であると述べている。さらに、藤澤

整形外科領域は、疾患により動作の制限が必要と

ら 4）は、病棟看護師一人ひとりが、入院時から本人・

なる場合や、治療の後に日常生活動作（Activities of

家族の意向を聞き、その意向に沿った支援を行う姿勢

Daily Living ／以下、「ADL」）の回復を図るリハビ

や能力を身に付けていくことが課題であると報告して

リテーションが必要となる場合が多いことが特徴であ

いる。藤原ら 5） の退院支援に関する研究では、経験

る。よって在院日数の短縮に伴い、高齢者の退院時

年数や教育により退院支援への意識や、情報収集・情

の ADL を入院前の状態まで回復させることが困難と

報提供ができている項目に差が見られていることがわ

なっており、退院前に介護サービスの導入相談や自宅

かっている。

の改修を必要とする患者も増加している。そのため、

これらのことから、退院支援を円滑に行っていくた

入院早期から自宅での生活に関する詳細な情報収集や

めには、退院支援計画書の活用を定着させることや、

医師の治療方針と患者・家族の意向を確認することが

看護師一人ひとりの退院支援への意識を向上させ、情

極めて重要である。

報収集や情報提供の方法を身につけられるような教育

しかし、整形外科の病棟である B 病棟では「退院

1）

東邦大学医療センター大橋病院

1）

Toho University Ohasi Medical Center
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を行うことが重要である。
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そこで、B 病棟で実際に行われている退院支援や、

性の検定を行った。有意水準は 5% 未満を採用した。

退院支援に関する看護師の意識を調査し、今後、入院

自由記載の項目に関しては研究者で検討を重ね、類似

早期から退院支援を円滑に進めていくための方策を検

した内容のものをまとめた。

討したいと考え、本研究に取り組んだ。
5．倫理的配慮

Ⅱ．研究目的

研究開始 1 ヵ月前に、病棟会で ｢研究の意義や方法」
について説明し、研究参加は自由意思であること、質

整形外科病棟に勤務する看護師の退院支援に関する

問紙への回答により個人が不利益を被ることはないこ

意識と看護実践を明らかにし、早期から退院支援を行

とを説明した。質問紙の回収は、回答者の匿名性を守

うための方策を検討する。

るために、休憩室に回収箱を設置した。質問紙の提出
によって、研究への同意が得られたものとし質問紙に

Ⅲ．研究方法
1．対象

記載をした。無記名の質問紙のため同意の撤回は不可
とした。
研究期間中、データは暗証番号を設定した USB フ

B 病棟に勤務している看護師（管理者を除く）

ラッシュドライブに保管し鍵のかかる棚で管理するこ
と、鍵は研究者が責任を持って管理し、データと質問

2．調査期間

紙は研究発表終了後 5 年経過したら、復元不可能な状

平成 27 年 11 月～平成 27 年 12 月

態で消去および廃棄することを説明した。研究に関わ
るすべてのデータはインターネット接続環境にない入

3．調査方法

力専用パソコンを使用した。本研究は東邦大学医療セ

調査方法は、自記式質問紙調査とした。全員参加の
病棟カンファレンス（以下、
「病棟会」
）で研究目的・

ンター大橋病院倫理委員会の承認を受けて実施した
（承認番号：橋承 15-67）。

倫理的な配慮を説明し、対象者に配布した。病棟会に
不参加だった対象者には説明と共に直接説明文と質問

Ⅳ．結果

紙を手渡した。質問紙は無記名で回答してもらい、休
憩室にポスト型回収箱を設置し留め置き法で回収し
た。設置期間は 1 ヵ月間とした。
6）

質問紙は藤村ら 、押木ら

2）

の先行研究を元に、研

究者らが自作した。回答方法は選択式と自由記載から

27 名に質問紙を配布し、18 名から回答が得られ、
回収率は 66.7% だった。そのうち記入漏れがあった
データに関しては質問ごとに排除、欠損値として扱い、
18 名を有効回答とした（有効回答率 100%）。

なり、質問項目は、1）対象者の属性、2）退院支援の
必要性に関する認識や実際に退院支援の必要性を判断

1．対象者の基本属性

した経験の有無、3）退院支援計画書の活用、4）実践

対象者の看護師としての経験年数は「4 年未満」が

している退院支援の内容、5）退院支援が困難な理由、

5 名（27.8%）、
「4 年以上」が 13 名（72.2%）であった。

6）退院支援におけるサポート・他職種連携、7）退院

これまで勤務してきた病棟は、急性期病棟が 12 名、

支援カンファレンスの 7 項目であり、「3）退院支援計

慢性期病棟が 4 名、OPE 室・外来が 2 名、クリニッ

画書の活用」のうち 2 問のみリッカート法を用い、他

クが 1 名（いずれも複数回答）であった。

は多肢選択式とした。
2．退院支援への意識と判断について
4．データ分析方法
検定には SPSS ver. 21 を用い、単純集計後、独立

退院支援の必要性について、「退院支援そのものを
必要」と回答したのは 17 名（94.4%）であった。実際
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n＝18（複数回答）

5

図1．患者・家族側の退院支援が困難な理由

に「入院患者に退院支援が必要である」と判断をした

く 11 名（61.1%）、
「情報収集時」が 4 名（22.2%）、
「そ

経験のある者は 15 名（83.0%）であった。また、退

の他」が 1 名であった。退院支援計画書が記載できな

院支援の必要性の判断を入院時にしている者が 9 名

かった場合は「電子カルテ上に記録を残す」が 15 名

（50.0%）であり最も多かった。

（83.3%）であった。緊急入院患者の退院支援計画書の
記載を後回しにしたことがあるかという項目について

3．退院支援の実践に関して

は、
「よくある」が 1 名（5.5%）、
「ある」が 8 名（44.4%）、
「と

退院後の希望を本人に尋ねるタイミングについて、

きどきある」が 6 名（33.3%）、「あまりない」が 3 名

「入院時」が 8 名、「術後」が 3 名、「リハビリ開始時」

（16.6%）であった。全員が退院支援カンファレンス前

が 2 名、
「ADL 拡大時」が 1 名、
「その他」が 2 名であっ

に受け持ち患者の情報収集を行っており、カンファレ

た。また、退院後の希望を家族に尋ねるタイミングに

ンス内容を退院支援計画書に反映させている者は 17

ついては、
「入院時」が 12 名、
「術後」が 2 名、
「ADL

名（94.4%）であった。確認しない理由については「忘

拡大時」が 1 名、
「その他」が 1 名であった。

れる」が 3 名（16.6％）、
「忙しい」が 1 名（5.5%）、
「優

退院支援計画書の記載ができなかった経験のある者

先順位が低い」が 1 名（5.5%）であった（複数回答）。

は 14 名（77.8%）で、記載ができなかった理由は「忘

退院支援が困難だった経験がある者は 16 名（88.9%）

れる」が 7 名（41.2%）と最も多く、続いて「キーパー

であった。具体的な困難の内容を「患者・家族の要因」

ソンがいなかった」が 4 名（23.5%）
、
「忙しい」が 3

「医療者の要因」の 2 つに分け複数回答として尋ねた。

名（17.6%）
、
「夜間の入院であった」が 3 名（17.6%）

「患者・家族の要因」（図 1）では「独居で支援者が遠

であった。退院の希望を聞きにくいと感じた経験のあ

方にいる」が 13 名（72.2%）、「家族が社会的入院を求

る者は 8 名（44.4%）であった。

める」が 11 名（61.1%）と多かった。「医療者の要因」

退院支援計画書の記載の有無を確認するタイミング

（図 2）では、「医師の治療方針が決まっていない」が

については、
「退院支援カンファレンス前」が最も多

15 名（83.3%）、「医師と連携が取りにくい」が 14 名
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図2．医療者側の退院支援が困難な理由

5．退院支援の必要性の判断と退院支援計画書のタイ

（77.7%）と多かった。

ミングの関連について

退院支援を進める際に、サポートを受けることがあ
る者は 14 名（77.8%）であった。具体的なサポート

退院支援必要性の判断経験を「あり」と回答した

源として（複数回答）、「リーダー」が最も多く 14 名

15 名のうち，確認するタイミングは「退院支援カン

（77.7%）
、
続いて「メンバー」が 12 名（66.6%）、
「師長」

ファレンス前」8 名（53％）、「入院時」4 名（26％）
であった。

が 9 名（50%）
、
「MSW」が 9 名（50%）、「主任」が 8

退院支援必要性の判断経験を ｢なし｣ と回答した 2

名（44.4%）
、
「医師」が 3 名（16.6％）、「その他」が 2

名は、2 名とも退院支援カンファレンスの前に退院支

名（11.1%）であった。

援計画書を確認していた。

全員が退院支援で困った際に相談する相手がおり、
相談相手としては、
「メンバー」が 16 名（25.0%）
「
、リー

6．自由記載への回答

ダー」が 15 名（23.4%）、
「師長」が 10 名（15.6%）、
「主

退院支援が必要だと思う理由は、「療養環境を整え

任」が 9 名（14.1%）、
「MSW」が 8 名（12.5%）、
「医師」

るため」（3 件）、「在院日数短縮のため」（3 件）、｢自

が 5 名（7.8%）
、
「その他」が 1 名（1.6%）であった。

宅退院が困難になってきているため｣（3 件）、「再入
4．経験年数と退院支援の必要性の判断の関連について

院予防のため」
（1 件）、
「情報共有のため」
（2 件）であっ
た（表 2）。

対象者を経験年数 4 年未満（A 群）
，リーダーを行
う 4 年以上（B 群）の 2 群に分け，退院支援の必要性

日頃実践している退院支援については表 3 のような

の判断との関連性を見た。A 群では 5 名中 2 名が判

回答が得られた。
「他職種との連携」
（6 件）、
「情報提供」
（4 件）、「情報収集」（5 件）、「退院支援が必要な患者

断をし，B 群では、欠損値 1 名を除く 12 名中 12 名が

の把握」（1 件）であった（表 3）。

判断をしており、Fisher の正確確率検定を行ったと
ころ、有意差が見られた（p ＝ 0.020）（表 1）。

表１．経験年数による退院支援の必要性の判断の有無
退院支援の必要性の判断

看護師経験年数

あり

なし

4 年未満群

2

3

4 年以上群

12

0

Fisher 正確確率検定
p=0.020
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表2．退院支援が必要だと思う理由
項目
療養環境を整えるため

記載内容
・患者の状態に合った療養環境で過ごしたほうが患者のためだと思うから
・急性期病院に長期入院することは患者のためにはならない。退院支援を進め
ることで患者の QOL の向上につながるため
・患者の意向を尊重するため

在院日数短縮のため

・入院期間の延長が生じるため
・情報共有し、早期に退院支援に着手することで、入院期間を短縮できるため
・退院日と退院後の療養先を患者自身が把握できるから

自宅退院が困難になってき
ているため

・高齢化や核家族化により、自宅での介護が困難になるため、入院時から調整
が必要である
・超高齢社会に向けて、在宅へ帰れる人を増やす、早期に帰すため
・自宅退院の希望があっても、自宅へ戻れない場合にサービスの導入を検討す
る必要がある

再入院予防のため

・ADL 低下や高齢者の認知機能の低下のリスクがあり、再入院、再受傷を繰
り返さないために必要である

情報共有のため

・家族に現在の患者本人の状態を把握してもらうためにも重要である
・医療従事者と患者・家族との意向がずれないようにするためにも必要である

表3．日頃実践している退院支援
項目
他職種との連携

内容
・他の医療従事者に相談する
・ケアマネジャーに現状報告をする
・患者の情報を医師にも伝えて、MSW コンサルトする。自宅の環境を確認する
・医師に相談する。現状と比較し次の療養場所し、ゴールの設定と具体策を共
有する
・病棟でできる支援を実践する
・医師に治療方針と退院に向けた処置方法の確認をする

情報提供

・入院時から退院まで、急性期病棟や回復期病院でできることを患者に話す
・家族に今後の見通しを伝える
・MSW 紹介をする
・退院に向けて申請が必要な事柄を伝える

情報収集

・患者・家族に今後の生き方について聞く
・入院前の状況を確認し、患者の希望を叶えるための方法を考える
・患者が望む退院時の状態を聞く
・患者・家族に退院できる条件を確認する
・情報収集を行い、早期に患者・家族の意向を確認する

退院支援が必要な患者の把握

・入院時のスクリーニングシートでまず点数が高い患者を把握する

2018
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Ⅴ．考察
1．退院支援に関する意識について

4 年以上群の方が有意に高かった。これは、藤原ら 5）
の研究を踏まえると、臨床経験年数が長い看護師は、
退院支援の必要性があると判断した場合、これまでの

対象者の 94.4% が、退院支援が必要と考えており、

経験を活かして患者が治療後どのように過ごすか、今

「療養環境を整えるため」や「在院日数短縮のため」

後の療養に関してある程度の予測を立て検討し、早い

という理由が自由記載で複数名から得られた。高齢者

段階で支援に着手しているからであると考えられる。

の入院が多い整形外科領域では、術後の ADL の低下

「退院支援計画書」の記載をしない理由については、

は免れないものの、在院日数が短縮する中で、患者・

看護師の経験年数にかかわらず「忘れる」という回答

家族が望む状態まで機能の回復を図ることは難しい現

が最も多く、入院早期に患者・家族と関わり退院支援

状がある。しかしながら、病棟看護師は急性期病棟で

の必要性を判断し、実際に支援を行っていても、「退

の治療終了後にも身体機能の向上・維持を目的とした

院支援計画書」への反映が業務上の優先度の低さから

リハビリの継続や、在宅での生活ができるように環境

後回しになっている現状がある。根本ら 7）は、フロー

の調整を行い、可能な限り患者・家族の意向に沿うよ

チャートを用いることで必要な情報や入院から退院に

う支援していくという意識があると考えられる。さ

向けての流れが明確となり、経験年数や知識に左右さ

らに退院後の希望を確認するタイミングの結果から

れず全スタッフが一丸となって早期から退院に向けて

も、短い入院期間の中で患者・家族の思いを聞き、自

関わることが可能となったと述べている。B 病棟でも、

宅の環境を整えることや、決められた期間内に転院が

退院支援計画書と退院支援カンファレンスを組み込ん

できるよう手配をするためには、入院時から患者・家

だ退院支援のフローチャートを作成することにより、

族・医療従事者が共通の目標を持つことが必要である

業務上の優先順位を上げ、また、経験年数にかかわら

という認識があることがわかった。実際に行っている

ず退院支援計画書を効果的に活用することが可能とな

退院支援として、家族背景についての情報収集やイン

り、より円滑な退院支援ができるのではないかと考え

フォームドコンセントの日程調整、患者、家族に今後

る。

の生き方について聞き、どうすれば望む方向へ進める
か、MSW、医師、理学療法士などに相談していた。

3．退院支援の困難とその対策について

以上のように、病棟看護師が退院支援の必要性を感

対象者のほとんどは、退院支援が困難だったことが

じ、実践につなげていることから、退院支援に対する

あると答えていた。今回の調査では、退院支援が困難

意識は高いものと考えられる。

な理由として患者側の理由と医療者側の理由が挙がっ
ていた。

2．退院支援の実態について
約 8 割の看護師が退院支援の必要性を判断してお
り、そのうちの半数の看護師が入院時に退院後の希望
を患者に尋ねている。しかしながら、
「退院支援計画書」
の作成に関しては優先順位が低い実態がわかった。

患者側の退院支援が困難な理由として、「独居で支
援者が遠方にいる」
「家族が来院しない」などが挙がっ
た。
これらの困難な事例に対して藤村ら 6）は、「家族に
対して電話等で関わりを持つようにしている」「キー

退院支援計画書を確認するタイミングは、多くの

パーソンの意味を伝え、この人を通してすべて動きま

対象者が退院支援カンファレンス前と回答していた

すよという了承を得る」などの工夫を述べている。入

が、退院支援の必要性の判断をしたことのある対象者

院時にキーパーソンの情報収集を行い、意識づけを行

では、3 割以上が入院時の情報収集時に退院支援計画

うこと、来院できない場合はできるだけ早期に家族に

書を確認していた。この退院支援の必要性の判断をし

電話連絡をして関わり、情報収集や協力を求めること、

た経験の有無と経験年数との関連については、判断し

患者、家族の思いを十分に聞くことなどのアプローチ

たことがある者の割合が、看護師経験 4 年未満群より

が必要だと考えられる。
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また、
「患者と家族の意向が異なる」という困難さ
に関して、土井ら 8） は ｢患者を取り巻く職種間にお
ける問題点や目標の共通認識とその達成に向けた連携
は、単に入院期間を短縮するだけにとどまらず、患者
および家族の不安軽減につながる｣ と述べている。患
者と家族の間で思いが異なる場合、看護師は多職種と
の情報共有や、患者と家族との間で共通の認識が持て
るよう調整する役割を担い、医師や MSW へも協力を
依頼することで、患者・家族が不安なく共通の目標が
持てるような支援が必要である。
一方、退院支援が困難な理由における医療者の要因
としては「治療方針が決まっていない」
「医師と連携
が取りにくい」が上位を占めており、医師との連携が
図れていないことが要因として考えられた。B 病棟で
週 1 回開催されている退院支援カンファレンスでは、
医師・看護師・MSW・理学療法士・薬剤師などが集
まり、退院支援カンファレンスを実施している。その
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