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Ⅰ．はじめに

慢性呼吸器疾患患者は、喘息発作や上気道感染等の罹

患による急性増悪をもたらすリスクが高く、常に医療機

関との連携のもと、日頃から家族とともに健康管理を行

うことが重要である。しかし、離島に居住する患者は、

地理的・気象的条件から急変時の適切な対応や医療処置

が受けにくく1，2）、それは生命の危機をもたらすリスク

をも孕んでいる。また、島しょにおいては高齢化が顕著

で、独居又は高齢者夫婦の世帯も少なくなく3）、患者を

取り巻く支援体制も十分とはいえない。患者が病気と共

存しながら恙なく在宅療養を送るためには、病気を受容

し、急性増悪をもたらす要因をコントロールすることが

重要である。しかし、それは患者のQuality Of Life (以下

QOLと略す)および健康管理能力が関連するとともに患者

を支える支援体制も深く関わっている4）。これまで、離

島における保健・医療・福祉に関する基盤整備の遅れ5）

や、離島の海域に囲まれた地理的環境からくる生活の不

便性や保健医療福祉サービスの欠乏等に関する研究6）、

島民の健康意識調査に関する研究7）はみられるが、慢性

呼吸器疾患患者の自己管理と支援体制についてQOLとの

関連で調査した報告は少ない。

そこで、本研究は島しょに居住する慢性呼吸器疾患患

者を対象に、在宅療養における自己管理と支援の状況を

QOLの関連から明らかにし、在宅療養支援の資料とする

ことを目的とする。

Ⅱ．研究方法

１．調査対象者および対象島

調査対象者は、島しょに居住し外来、または訪問診療

など継続治療を必要とする慢性呼吸器疾患患者で、調査

に同意が得られた者とした。気管支喘息のみの者は発作

時以外平常の活動が可能なことから対象から除外した。

また、QOL調査に関しては意思疎通が可能な者とした。

対象とする島の条件として、在宅酸素療法患者（以下

HOT患者とする）を含む慢性呼吸器疾患患者が居住し、

島内に急性増悪時に入院加療が可能な医療機関を有し、

かつ安定期には在宅療養を支える保健・医療・福祉サー

ビスを提供する施設があること 3,8,9)、高齢化率が20%以

上で独居老人が25%以上と高いこと3）、所得水準が県平

均 100以下であること2)、ヘリコプターによる救急搬送

の対象島1,3,9)であること、としてA島を選定した。
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要　約

【研究目的】 本研究は島しょに居住する慢性呼吸器疾患患者を対象に、在宅療養における自己管理と支援の状況をQOLの関連から明ら
かにし、在宅療養支援の資料とすることを目的とし、質問紙を用いて聞き取り調査を行った。
【結果及び結論】 調査対象者は慢性呼吸器疾患患者27人で、男性17人(63.0%）、女性10人(37.0%）、平均年齢76.4歳であった。8割がHOTを
行っており、痰・息切れ等の呼吸器症状を有し、呼吸状態は不良であった。症状コントロールについては、痰に対し半数が水分摂取を
行う、息苦しさへの対応は74.1%が「すぐ動作を止め休む」であったが、肺理学療法を行う者は少なかった。在宅での自己管理状況は、
服薬は「自分で服用できる」、栄養は「あるものを食べる」が66.7%、散歩は「滅多に外で歩かない」が55.6%と最も多く、感染予防につ
いて風邪にとても気をつけている者は半数以下であった。支援者で最も多い人は家族（92.6%）、次いで親戚（37.0%）であった。専門職
者の支援は介護福祉士とケアマネージャーが最も多く（44.4%）、次いで看護師、医師であった。
QOLについて下位尺度はどれも全体的に低かったが、身体機能（PF）は極端に低かった。各項目との関連では、趣味を持つ者は活力が、
職業を有する者は心の健康が高かった。栄養のバランスに気をつける者は、身体機能（PF）心の健康（MH）が高かった。栄養管理は
QOLの面からも重要であることが示唆された。
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２．調査方法

調査期間は、平成19年10月から平成20年3月までであ

る。調査方法は、外来などの病院内または自宅訪問など、

患者の望む場所で調査票に基づいて聞き取り調査を行っ

た。

調査内容は、１）基本属性（性別、年齢、配偶者、職

業、経済状況、趣味、喫煙など）、２）家庭・住居など

の生活環境、３）身体的状況（療養に関すること、呼吸

状態に関すること、手段的日常生活活動など）、４）健

康管理状況（服薬、食事、運動、感染予防、症状コント

ロール、酸素管理など）、５）支援状況（支援者および

保健医療福祉サービスの活用など）、６）QOLである。

調査項目について、QOLはWareのSF-36を用いた10～14）。

SF-36は８つの下位尺度、すなわち身体機能（physical

functioning：PF）、日常役割機能（身体） (role-

functioning/physical：RP）、体の痛み(bodily pain：BP)、

全体的健康感(general health perceptions：GH)、社会生

活機能(social functioning：SF)、活力(vitality：VT)、日

常役割機能（精神）(role-functioning /emotional：RE)、

心の健康(mental health：MH)からなる多次元心理計量

尺度である。それぞれの下位尺度は、決まったスコアリ

ング・プログラムによって100点満点の連続変数スケー

ル13,14)に換算される。調査票にはSF-36 Version 2日本語

版マニュアル14)を使用した。

呼吸困難の重症度判定はHugh-Jonesの呼吸困難の5段

階分類を用いた。最も程度の軽い「同年齢の健康者と同

様の労作ができる」を１とし、最も程度の重い「会話、

着物の着脱にも息切れがする」を5で表した(表４)。経

済状態は「苦しい」1点から「ゆとりがある」3点の範囲

で点数化した。

ADLはLawton 15)による手段的日常生活活動（IADLと

略する）尺度を使用した。この尺度は８つのカテゴリー

32項目からなり、性差が勘案され男性は0～5点、女性は

0～8点の範囲で得点化されているため、100分率で表し

た。

表1 基本属性 n=27
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３．倫理的配慮

調査に際し、医療機関の施設責任者に文書による対象

者紹介の同意を得た。その後、条件を満たす患者に文書

および口答による目的、方法の説明を行い、研究参加の

同意が得られた患者を対象に聞き取り調査を行った。調

査を外来で行う場合は、患者のプライバシーを配慮して

面談室で行った。得られたデータは学術目的で使用する

ことを約束し、個人が特定されないように統計処理しデ

ータ管理を厳重に行った。診断に関する項目で本人が記

憶していない場合は、医療機関で確認する旨の了解を得

た。

なお、本研究は沖縄県立看護大学の倫理審査において

承認を得ている。

４．分析方法

データ解析について、検定は、質的変数はχ2検定

（Fisher直接法）、量的変数はt-検定（母平均の差・両側

検定）を行った。QOLについては、SF-36下位尺度8項目

の平均値、中央値を算出し、国民標準値および福原ら14)

が調査した日本人一般集団値との比較を行った。国民標

準値は50 を一般集団の値とした標準値で、50以上だと

一般集団より高く、50以下だと低いことを表す。

解析は統計解析ソフトSPSS 13.0 J for Windowsで行

い、有意水準の判定をp≦0.05とした。

Ⅲ．結　果

１．対象者の特徴

１）基本属性

調査対象者は表1に示すとおり、27人で男性17人

(63.0%）、女性10人(37.0%）、平均年齢は76.4±14.8歳であ

った。年代別にみると、最も多い年代は80歳代12人

（44.5％）、次いで70歳代6人（22.2％）で、70歳以上が全

体の8割近くを占めた。

配偶者がいる者は18人(66.7%）、職業を有している者4

人 (14.8%）、趣味をもっている者13人 (48.1%）であった。

喫煙について、現在も喫煙している者2人 (7.4%）、喫煙

経験のある者は17人 (63.0%）で17人の喫煙の平均期間は

44.8±19.2年であった。

家庭・住居などの生活環境については表２に示すとお

り、同居家族数の平均は2.3±1.1人、独居は6人(22.2%）

表2 家庭・住居を中心とした生活環境 n=27
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であった。同居者の世代は一世代が14人(51.9%）で過半

数を占めていた。一戸建て、持ち家を有する者が24人

(88.9%）、子供が近くに住む者は16人（59.3%）であった。

経済状況では、ぎりぎりと回答した者は10人 (40.0%）、

苦しいは6人 (24.0%）で６割余は経済的な問題を抱えて

いた。

２）身体的状況

療養に関することを表3に示す。診断名については複

数回答とした。COPDが18人(66.7%）と最も多く、喘息

を合併している者は18人(66.7%）であった。併存疾患で

は関節炎、腰痛などの骨関節疾患が最も多く13人(48.1%）

で、次いで循環器疾患・泌尿器疾患であった。栄養代謝

疾患は8人(29.6%）で、そのうち糖尿病は5人(18.5%）と

多かった。罹病期間については平均18.1±20.8年で、入

院回数は平均7.0±7.5回であった。

呼吸状態について表4に示す。Hugh-Jonesの呼吸困難

の程度分類では平均が3.9±0.9であった。すなわち「休

みながらでなければ50m以上歩けない」は10人（38.5%）

と最も多く、「会話・着物の着脱にも息切れがする」の

重度の呼吸困難8人（30.8%）と「平地でさえ健康者並に

歩けない」とを合わせると全体の92.3％と高比率であっ

表3 療養に関すること n=27
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た。

パルスオキシメータで測定した酸素飽和度（SpO2)の

平均値は94.1±4.8でその範囲は79％から100％であった。

咳、痰などの呼吸器症状の平均は3.1であり、在宅酸素

療法（HOT）を受けている患者は22人（81.5%）であっ

た。

手段的日常生活活動（IADL）については表4に示すと

おり、平均41.2±33.8%と低かった。表に示していないが、

最も多かった項目をカテゴリー別に述べると、電話の使

用は「自分から電話をかける」12人（44.4%）、買い物は

「まったくできない」15人（55.6%）、食事準備は「準備

と給仕をしてもらう必要がある」15人（55.6%）、家事は

「すべてかかわらない」16人（59.3%）、洗濯は「すべて

他人にしてもらわなければならない」18人（66.7%）、移

送様式は「付き添いか皆と一緒でタクシーか自家用車に

限る」12人（44.4%）、服薬は「正しいときに正しい量の

薬を飲むことに責任が持てる」15人（55.6%）、財産管理

は「預金や大金などは手助けを必要とする」と「お金の

取り扱いができない」が各12人（44.4%）であった。

２．在宅での健康管理状況と支援体制

１）健康管理状況

在宅での自己管理状況を表5に示す。最も多かった項

目をカテゴリー別にみてみると、服薬は「自分で服用で

きる」18人（66.7%）、食事は「誰かに準備してもらい食

事をする」18人（66.7%）、栄養は「あるものを食べる」

18人（66.7%）、散歩は「滅多にしない」15人（55.6%）

であった。酸素流量の操作は「自分で行っている」10人

表4 呼吸状態及び手段的日常生活活動（IADL） n=27
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表5 自己管理状況 n=27
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（45.5%）、感染予防は「風邪や熱にはとても気をつけて

いる」12人（44.4%）が最も多かったが5割に満たず、予

防行動を何も行わない者も11人（40.7%）と高比率であ

った。感染予防として行っていることは手洗い10人

（37.0%）、うがい9人（33.3%）と低比率であった。

症状コントロールとして、痰に対し多い項目は、水分

摂取が14人（51.9%）、強い咳12人（44.4%）で、軽打法、

体位ドレナージは5人（18.5%）、3人（11.1%）と低比率

であった。息苦しさへの対応は「すぐ動作を止め休む」

が最も多く20人（74.1%）で、次いで「酸素流量を上げ

る」、「深呼吸」、「薬物吸入」の順であった。腹式呼吸、

口すぼめ呼吸はともに6人（22.2%）と低比率であった。

２）支援状況　

在宅療養の支援状況を表6に示す。支援者で最も多い

人は家族で25人（92.6%）、次いで親戚10人（37.0%）で

あった。近隣・友人からの支援は5人（18.5%）と少なか

った。専門職者の支援は介護福祉士とケアマネージャー

が12人（44.4%）と最も多く、次いで看護師8人（29.6%）、

医師6人（22.2%）であった。支援者の平均は3.3±2.4人

であった。保健医療福祉サービスの活用は、用具の貸与

が11人（40.7%）、訪問介護が10人（37.0%）、訪問看護、

通院送迎が各7人（25.9%）、訪問診療が6人（22.2%）で

あった。

緊急時の対応は、家族または介護福祉士による病院搬

送が14人（51.8%）と最も多かった。次いで救急車によ

る搬送7人（25.9%）で、朝まで待つ者はいなかった。

３）在宅療養の自己管理に関する要因（表7）

自己管理状況をみてみると、服薬については呼吸困難

の程度を表すHugh-Jones(γ=-.420)(p<0.05)、訪問診療

(γ=-.567)(p<0.01)、訪問介護 (γ=-.434)(p<0.05)、支援者

数 (γ =-.565)(p<0.01)に 負 の 相 関 を 、 HOT (γ

=.472)(p<0.05)、IADL(γ=.594)(p<0.01)に正の相関を示

していた。

食事については、咳(γ=- .391)(p<0.05)、Hugh-

Jones(γ=-.527)(p<0.01)、用具の貸与 (γ=-.429)(p<0.05)

に負の相関を、IADL(γ=.594)(p<0.01) に正の相関を示

表6 在宅療養の支援状況 n=27
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した。

栄養については、Hugh-Jones(γ=-.438)(p<0.01)、訪問

診療 (γ=-.441)(p<0.05)、訪問看護 (γ=-.461)(p<0.05)、

支援者数(γ=-.521)(p<0.01)に負の相関を、職業(γ

=.367)(p<0.05)、IADL(γ=.501)(p<0.01)に正の相関を示

していた。

運動・散歩については、H u g h - J o n e s  ( γ =

-.681)(p<0.01) 、訪問診療 (γ=-.447)(p<0.05)、訪問介護

(γ=-.382)(p<0.05) 、用具の貸与 (γ=-.438)(p<0.05)、通

院送迎 (γ=-.399)(p<0.05)、支援者数(γ=-.580)(p<0.01)に

負 の 相 関 を、職業 (γ =.475)(p<0.05)、 HOT (γ

=.399)(p<0.05)、IADL(γ=.713)(p<0.01)に正の相関を示

していた。

感染予防については、罹病期間 (γ=-.407)(p<0.05)、

訪問診療 (γ=-.557)(p<0.05)、に負の相関を、入院回数

(γ=.552)(p<0.01) 、HOT (γ=.458)(p<0.05)に正の相関を

示した。

予防行動は、配偶者(γ=.405)(p<0.05)、喫煙経験(γ

=.402)(p<0.05)、入院回数(γ=.430)(p<0.05)に正の相関を

示した。

３．QOLとその関連要因

対象者のQOLをSF-36下位尺度得点の国民標準値でみ

てみると（表8）、下位尺度はすべてにおいて低かったが、

身体機能（PF）は7.12±17.13と極端に低く、次いで、

社会生活機能（SF）33.48±17.42、日常役割機能（身体）

（RP）36.9±18.07が低かった。対象者の平均年齢が

76.4±14.8歳であったことから、福原らが調査した日本

人一般集団国民標準値70～80歳群と比較すると、すべて

の項目で低かったが、体の痛み（BP）と日常役割機能

（精神）（RE）は近似の値であった。

対象者のQOLの関連要因をSF-36下位尺度と各項目と

の相関係数でみてみると（表9）、身体機能（PF）は職

業(γ=.609)(p<0.01) 、同居家族数(γ=.488)(p<0.05)、同

居世代数（γ=.593) (p<0.01)、栄養(γ=.542)(p<0.01)、運

動・散歩(γ=.792)(p<0.01)、手段的日常生活活動（IADL）

(γ=.847)(p<0.01)とに正の相関を示し、呼吸困難の程度

Hugh-Jones(γ=-.796)(p<0.01)、訪問診療・看護・介護

表7 自己管理状況と基本項目との相関係数 n=27
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(γ=-.482)(p<0.05) (γ=-.429)(p<0.05) (γ=-.541)(p<0.01)と

に負の相関示した。

日常役割機能（身体）（RP）は栄養(γ=.433)(p<0.05)

に正の相関を、罹病期間(γ=-.479)(p<0.05)、息切れ(γ=-

.472)(p<0.05)、用具の貸与(γ=-.540)(p<0.01)に負の相関

を示した。全体的健康感（GH）は訪問介護(γ

=.429)(p<0.05)に、活力（VT）は趣味(γ=.564)(p<0.01)

に正の相関を示した。

体の痛み（BP）は年齢(γ=.465)(p<0.05)に、心の健康

（MH）は職業 (γ=.434) (p<0.05)、栄養(γ=.459)(p<0.05)

に正の相関を示した。

社会生活機能（SF）は服薬 (γ=-.455)(p<0.05)に負の

相関を示した。日常役割機能（精神）（RE）は運動・散

歩(γ=.466)(p<0.05)に正の相関を、喫煙経験(γ=-

.500)(p<0.05)に負の相関を示した。

Ⅳ．考　察

１．対象者の特徴とQOLとの関連

調査対象者の平均年齢は76.4歳と高齢であり、離島の

特徴3) を有していた。年代別の比率をみると、80歳代が

半数近くを占めており、70歳以上が約8割に上る高齢集

団である。家族・生活環境をみると、5人に一人が独居

で、7割近くが配偶者を有し、一世代の同居世代数は5割

余で、同居家族数が平均2.3であったことから、高齢者

世帯の特徴が浮き彫りになった3)。しかし、一戸建て持

ち家を有する者が約9割、子供が近くに住む者は6割であ

ったことから、生活環境は在宅療養を続ける上で困難な

環境というわけではない。

経済状況では、「ぎりぎり」と「苦しい」をあわせる

と6割余が経済的な問題を抱えていた。対象者の居住す

る地域の一人あたりの所得は県平均より下回っており
2）、HOTを受けている者も8割いたことから経済的問題

はかなり深刻なものがあろう。職業を有する者も4人と

少なく、ほとんどが年金生活者であったことから、薬剤

費や在宅酸素療法に係る費用16)への負担感もつよい。経

費節約から外出時の酸素吸入の中断がないか、注意深く

患者の声に耳を傾けることは重要である。

喫煙に関しては現在も喫煙している者2人、喫煙経験

表8 慢性呼吸器疾患患者のSF－36 下位尺度得点及び国民標準値
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のある者17人、喫煙の平均期間は44.8年と長期間であっ

た。当該離島は葉たばこ産業が盛んであることから2)、

抵抗感がないことも予測される。罹患をきっかけに禁煙

した者は多かったが、喫煙を継続する者がいたことから、

禁煙指導は家庭単位で根気強く行うことが重要であ

る17)。喫煙経験のある者は、日常役割機能（精神）（RE）

に負の相関が見られたことから、いらいらや不安感から

活動を減らしQOL低下をもたらすことが推察された。

呼吸状態について「休みながらでなければ50m以上歩

けない」と「会話・着物の着脱にも息切れがする」の重

度の呼吸困難は約7割おり、「平地でさえ健康者並に歩け

ない」とを合わせると全体の9割余の高比率を占め、対

象者のほとんどは呼吸状態が不良といえる。

在宅酸素療法（HOT）を受けている者は8割で、安静

時の酸素吸入下であっても、酸素飽和度（SpO2)の平均

値は正常値を下回っており、咳、痰などの呼吸器症状を

平均して3つ程度有していた。滅多に外で歩かない者も5

割近くおり、IADLも平均41.2％であった。呼吸困難が

強くなればQOLは明らかに低下し18）、病気や症状に対

する不満や不安、予後に対する悲観など心理面への影響

が予測される19）ことから、呼吸困難の予防法や出現時

の対処法を習得することはQOLを高める上でも必須と

いえる。本研究においても運動・散歩、IADL及びHugh-

JonesはQOLの身体機能（PF）と強い相関を示していた。

表9 基本項目とSF－36下位尺度との相関係数 n=22
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身体機能（PF）は極端に低かったが、それは対象者の

呼吸状態は不良でIADLも低かったことが身体機能（PF）

の低下に影響していると考える。

趣味はQOLの活力（VT）と正の相関を示していた。

趣味をもつ者は約5割おり、障害された呼吸機能を抱え

ながらも趣味を楽しみ継続することは元気を感じること

につながるといえる。

２．健康管理状況、支援体制とQOLの関連

在宅での自己管理状況をカテゴリー別にみてみると、

最も多かったのは、服薬は「自分で服用できる」、食事

は「誰かに準備してもらい食事をする」、栄養は「ある

ものを食べる」、散歩は「滅多に外で歩かない」で、6割

前後であった。服薬については、コンプライアンスを守

っているが、栄養については、軽視されている傾向がみ

られた。COPD患者の場合、体重減少は有意に生存率が

低く20) 、慢性呼吸不全患者は代謝亢進が高く21-23) 、感

染予防をする上でも栄養状態を改善し免疫力を高めるこ

とが求められる24)。呼吸改善に必要な肺理学療法や運動

をする上でも必要なカロリー及び栄養バランスは重要で

あり、指導が求められた。感染予防の「風邪や熱にはと

ても気をつけている」は5割に満たず、予防行動を何も

行わない者は4割と高比率であった。高齢者は加齢とと

もに嚥下反射機能が衰えて、誤嚥するリスクが高い。誤

嚥性肺炎は口内細菌が起因菌であることが多く、口腔ケ

アは有効とする報告25）や、高齢者の死亡率の第1位は重

症肺炎であることから、風邪や感染予防について今まで

どおり習慣化することは重要である。入院回数の平均が

7.0回で、多い者は20回もいたことから、再入院を減ら

し、在宅での療養が円滑に行くよう支援することが求め

られた。再入院の原因は感染や喘息発作が最も多かった

という深野木24)や大賀26)の報告からもその対策は重要と

いえよう。食事については誰かに準備してもらい食事を

する者が最も多かったが、それは対象者に男性が多かっ

たことから慣習からの影響が推察された。

症状コントロールとして、痰に対し多い項目は、「水

分摂取」「強い咳」が、息苦しさへの対応は「すぐ動作

を止め休む」「酸素流量を上げる」「深呼吸」「薬物吸入」

が多く、肺理学療法の知識や活用は乏しかった。病棟や

外来において効率のよい排痰と換気ができるように、軽

打法や体位ドレナージ、口すぼめ呼吸や腹式呼吸などの

肺理学療法の指導等が求められた。しかし、対象者は高

齢者であり、患者を支える家族も高齢者が多いというこ

とを考え合わせると、高齢者にあわせた指導の工夫が必

要となる。野並は、慢性呼吸不全の人々は腹式呼吸の練

習をする、常に症状コントロールをしている27)と述べて

いるが、本研究ではそれを裏付ける結果は得られなかっ

た。

酸素流量の操作を「自分で行っている」は5割に満た

なかったが、他は家族や介護福祉士が支援し支障をきた

すことはなかった。

次に、在宅療養における支援体制をみてみると、支援

者で最も多い者は、家族がほとんどで、親戚は4割弱で

あった。他、近隣・友人からの支援も2割弱みられた。

高齢者世帯である対象者の同居家族数は2.3人で、本島

の平均3.4人28)と比較すると支援体制は厳しいものが予

測されたが、約6割は子供が近くに住んでおり、頻繁な

交流も得られていることが推察された。しかし、後期高

齢者世帯の特徴を有する対象者の支援は、家族だけでは

限界があり、当然専門職者の介入が望まれる。その支援

者は介護福祉士とケアマネージャーが5割近くと最も多

く、次いで看護師、医師となっていたが、訪問診療や、

訪問看護、訪問介護を受けている者はQOLの身体機能

（PF)と負の相関を示していたことから、訪問診療をう

けている者は外来診療に行けない寝たきりに近い状態と

いえる。

相関係数の分析から、支援者数が多く専門職者の支援

を受けている者は服薬、食事、栄養、運動・散歩の自己

管理の項目で負の相関を示し、依存している者たちであ

った。また、呼吸困難の程度が強い者、IADLが低い者

も依存していた。HOTを受けている者は、服薬や運

動・散歩、感染予防に正の相関を示し、自己管理はよい

といえる。HOTは生存率を高め、社会活動も行えるよ

うになることが期待されているが、SF-36の下位尺度と

の相関はみられなかった。HOTがQOLと関連しなかっ

たことは筆者が本島内で行った研究と一致する28)。職業

を有する者は栄養及び運動・散歩と、また、身体機能

（PF）とに正の相関を示しており、外出・散歩の機会は

多いといえる。職業がQOLに影響を与えることは宇高29)

も述べており、同様の結果となった。栄養及び運動・散

歩はまた、訪問診療や訪問看護、訪問介護と負の相関を

示したことから、支援を多く受けている人は運動や散歩

などの体力がなく、栄養についても不十分であることが

伺えた。また、栄養及び運動・散歩は身体機能（PF）

とに正の相関を示したことから、慢性呼吸器疾患患者に

とって栄養状態を改善し免疫力を高めたり、運動を行う

ことは感染予防21)に有効であるのみでなく、QOLの向上

につながるといえる。栄養は心の健康（MH）にも関連

していたことから、栄養に対する保健行動は身体面のみ

でなく、精神面のQOLへも影響することが示唆された。
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予防行動数の多い者は、配偶者がいる者、入院回数が多

い者に相関しており、入院経験から再入院をしないよう、

多くの予防行動をとっていることが、また、配偶者が支

援していることが推察された。

緊急時の対応は、家族または介護福祉士による病院搬

送が5割と最も多く、次いで救急車による搬送で、朝ま

で待つ者はいなかった。対象地域の公共交通機関をみて

みると、類似する規模の島と比較しバス台数は85台（比

較圏域199台）と少なかったが、乗用車保有台数は、人

口56,000人のに対し15,371台（比較圏域11,490台）を所

有し30)、自家用車による搬送に不自由さはみられなかっ

た。

Ⅴ．結　論

慢性呼吸器疾患患者の特徴を把握し、自己管理状況、

支援状況、QOLの関連を分析した結果、以下の知見が

得られた。

１．対象者は、平均年齢76.4歳と高齢で、8割がHOTを

行っており、痰・息切れ等の呼吸器症状を有し、呼吸

状態は不良であった。痰や息苦しさの症状コントロー

ルについては、肺理学療法を行う者は少なく、指導の

必要性が示唆された。

２．在宅での自己管理状況は、服薬は「自分で服用でき

る」66.7%、食事は「誰かに準備してもらい食事をす

る」66.7%、栄養は「あるものを食べる」66.7%、散歩

は「滅多に外で歩かない」55.6%が最も多く、感染予

防について風邪にとても気をつけている者も5割以下

で、栄養指導や感染予防の指導の必要性が示唆された。

３．支援者で最も多い人は家族92.6%、次いで親戚37.0%

であった。専門職者の支援は介護福祉士とケアマネー

ジャーが44.4%と最も多く、次いで看護師、医師であ

った。

４．呼吸困難の程度が強くIADLの低い者は、訪問診療、

訪問看護、訪問介護等を利用し、支援者数が多い者ほ

ど自己管理は依存していた。HOTを受けている者は、

服薬や運動・散歩、感染予防への行動が比較的よい傾

向にあった。

５．QOLについて下位尺度はすべて低かったが、身体

機能（PF）は極端に低かった。各項目との関連では、

趣味を持つ者は活力が、職業を有する者は心の健康

（MH）が高かった。呼吸困難の程度の強い者、IADL

の低い者は身体機能が低く、あわせて訪問診療、訪問

看護、訪問介護を受ける人は身体機能（PH）が低か

った。栄養のバランスに気をつける者は、身体機能

（PF）、心の健康（MH）が高かった。栄養管理がQOL

の面からも重要であることが示唆された。
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Study on QOL and Relating Factors Concerning Patients with Chronic
Respiratory Disease Who are under the Home Medical Care Living in

Isolated Islands

Rimiko ISHIKAWA, R.N.,M.H.S.,D.N.S.,1) Yuko MIYAGI, R.N.,P.H.N.,M.H.S.,1)

Rina MATSUDA, R.N.,P.H.N.,1) Kazumi MAEKAWA, R.N.2)

The purpose of this study is to identify from standpoint of QOL about self care and social support of the patients with
chronic respiratory who are under home medical care living in isolated islands, and to obtain supportive data for home
medical care. For our survey, we took the methods of questionnaire and hearing.

Results and Conclusion: Subjects were 27 patients with chronic respiratory disease; 17 male(63.0%) and 10 female(37.0%),
whose average age was 76.4 years old. 80 percent of them were doing home oxygen therapy (HOT) and they had symptoms
with sputum and dyspnea. Half of them were taking water for sputum , 74.1% of them would take rest when they had
dyspnea. However, not many of them treated with respiratory rehabilitation.
Their replies on home self care control were that “They can take medicine by themselves”,  66.7% of them said that

“They take meal without concern about nourishment”, and 55.6% of them replied that “They seldom take a walk outside.
And well below 50 percent of them were not conscious about preventing infectious disease such as cold.
Concerning the supporting people at home, many of them were family members (92.6%),followed by relatives

(37.0%).Concerning the support of the specialist such as home helper and care manager  were outstanding, followed by
nurses and doctors.
The QOL of chronic respiratory disease were, on the whole, low, and also physical function was extremely low.  As a
whole, those who had hobbies were full of vitality, and those who had occupation showed good mental health. The people
who were concerned about the balance of nutrition scored high in physical function, physical role function, and mental
health. It was suggested that nutritional management was significant from the aspect of QOL for the patients with chronic
respiratory disease.

Key words：Isolated islands, Chronic Respiratory disease patients, Home Oxygen Therapy, Self care, Social supports, QOL

1) Okinawa Prefectural Collage of Nursing
2) Okinawa Prefectural Miyako Hospital
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Ⅰ．はじめに

出生に占める20歳未満の母親の割合は沖縄県3.0%(2006

年)で､全国1.5%(2006年)に比し2倍の高率であり､この傾向

は昭和40年代後半より続いている1)̃6)。また､20歳未満女

子の出生率（15～19歳女子人口千対）でも沖縄県は第1位

10.6(2005年)であり､全国5.2に比べて約2倍であった。安

達ら7)は若年母親の地域別動向を1980年代の状況と比して

も沖縄県の高率､中部地方の低率は類似しており､伝統的

に若年出産の多い沖縄県については他の地域とおかれて

いる状況が異なると考え､若年母親に関する各地域の特性

を明らかにする調査が求められるとしている。

日本における若年出産に関する健康上の課題は､医学的

観点からみると妊娠22週以降の死産率が高く、25～34歳

の母親に比し約1.6倍であり、低出生体重児の出生割合も

高い傾向にある8)。社会・心理的観点からみると､未婚で

の妊娠、望まない妊娠・出産・育児等の問題がある。さ

らに､本人の学業中断や就職の機会減少による将来への不

安、離婚が多いなど生活上の基盤の弱さによる経済的問

題が指摘されている8)。これらを背景に､親準備性の不足

や育児の未熟さなど養育問題も数多く報告されている
8)̃16)が、一般母親との比較から若年母親の養育行動の特

徴を実証的に明らかにしたものは少ない。

欧米において社会生態学的観点からなされた実証研究

によると､Tom Luster＆Lynn Okagaki 17)は、若年で母親に

なった者はそうでない同輩と比べて低所得の家庭や貧困

地域での生活などの不利な境遇を抱えていることが多い､

また、非行や留年・退学などが若年出産のリスクとなっ

ていることを指摘した。また､Whitmanら18)は若年母親に

生まれたほとんどの乳児が出生時健康であるが､その後早

期に発達上の遅れが問題となると述べ、若年母親のこど

もは一般母親のこどもに比べ､虐待の犠牲者になるリスク

が高いこと､その理由としてこどもの発達に関する知識の

欠如､母子間の未熟な相互作用､こどものしつけのための

体罰への過信をあげた。このように心理社会的に未熟な

若者にとって妊娠・出産・育児はストレスフルな出来事

であり､若年妊娠はこども虐待のハイリスク因子と考えら

れている。

沖縄県離島Ａ市の保健師ら19)が行った若年母親と20歳

以上の一般母親との比較調査によると､発育および発達に

関する乳幼児健診結果において両群間に有意差はなかっ

たが､若年母親に未婚・離婚率が有意に高かった。彼らは

保健師としての日常業務の経験から、若年母親の問題を

育児の技術的問題というより養育態度や養育行動の問題

としてとらえていたが､Ａ市の若年母親の養育態度や養育

行動の問題についての実証的データは把握されていない。

原著

沖縄県離島における若年母親の養育行動　
～　一般母親との比較　～

賀数いづみ1） 前田和子1） 上田礼子1） 安田由美2） 仲宗根美佐子3）

１）沖縄県立看護大学
２）首都大学東京大学院博士後期課程
３）宮古島市役所

要　約

【研究目的】 沖縄県は都道府県別20歳未満女子の出生率が10.6(2005)で全国第１位である。若年出産した母親の問題は様々あるが､こど
も虐待問題のリスク因子の一つととらえられており、その効果的な支援のあり方が問われている。本研究の目的は、沖縄県離島A市にお
ける若年母親の養育行動の特徴を把握し､支援に資することであった。
対象は､第１子妊娠時20歳以下でA市に在住する3～6歳児を養育中の母親群36人と3歳児健診受診児の「若年母親」に該当しない一般の

母親（対照群）75人である。データ収集は構造化質問紙調査であり､両群の養育行動を比較した。対照群に比べて､若年母親の養育行動
には､母親として養育環境を自発的に構成しにくい特徴が窺えた。また､家庭でのしつけの方針が他の人と不一致である者は若年母親に
有意に多く､一貫性のない養育行動をとっていることが推測された。一方「こどもを叩く」ことには､両群に有意な差はなかったが､今後
はさらに体罰に限らず、放任にも焦点をあてた詳細な検討が必要であろう。また､若年母親の転出・転居が多く、継続的な支援の難しさ
も浮き彫りになった。若年母親支援のための地域全体として組織的体制づくりの必要性が示唆された。

キーワード：若年母親､養育行動､比較研究､沖縄県離島
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本研究は沖縄県離島Ａ市における若年母親の養育行動

の特徴を明らかにし､彼らの子育て支援に資することを目

的とした。

Ⅱ．研究方法

１．対象と方法

対象者は若年母親47人（以下A群という）と一般母親

（以下Ｂ群という）112人である。A群は離島Ａ市に在住

し､第1子妊娠時20歳未満で､調査時3～6歳児を養育中の

母親である。母子健康手帳交付台帳、妊婦相談受診票、

乳幼児健診受診票から110人を抽出し､所在を確認できた

者であった。調査は2006年8月～10月に構造化された質

問紙を用いた家庭訪問による面接調査(一部留め置き調

査)を実施し､直接または郵送法により回収した。他方､B

群は対照群としてほぼ同じ時期の2006年7月～9月に行わ

れたＡ市3歳児健康診査(以下3歳児健診という)受診児の

主たる養育者に健診前に自記式質問紙を郵送して記入を

依頼し､健診会場で未記入部分を聞き取りしながら直接

回収した。

質問紙は同地域における上田ら20)の先行研究の質問項

目を参照して作成した。内容は、属性ならびに子育て・

しつけで困ったときの参考､テレビ視聴､遊び､基本的生

活習慣の形成に関すること､こどもに対する期待やその

ための行動など､日常の養育行動(感情・思考・行為を含

む)に関するものであった。質問紙への回答方法は､聞き

取りまたは自己記入による回答ができるよう各質問項目

に選択肢を提示し、あてはまるものを選択させ、必要時

自由に記入できるように構成した。例えば「子育て、し

つけで困ったとき､何を参考にしていますか」では［医

療関係者（保健師・医師・助産師）や家族（夫、祖父母

の意見）、近隣の人・知人、育児書やテレビ・ラジオ、

インターネット､その他］などの選択肢から回答を求め

た。また、テレビ視聴では「誰が番組を決めていますか」

の質問に［父、母、祖父母、きょうだい、本人、その他］

を選択させ、１日の視聴時間を記入できるようにした。

その他、基本的生活習慣や日常の養育行動は「就寝時間

や就寝前の行動」、「食事でこぼしたときの対応」、「お手

伝いやその内容」、「最近１週間内にこどもを叩いたか」、

「何回叩いたか」､「叩いた理由」など、選択肢または回

数の記入、内容など自由記載で回答できるよう構成した。

こどもへの期待では「どのようなこどもに育てたいか」、

「そのためにどのようなことをしているか」について､

「特になし」、「あり」を選択させ､「あり」の選択者に内

容の記入ができるようにした。

また、A群に対しては追加の質問項目として､友人と

のつきあい､これまでの子育て経験で大変だったことと

表1 背景の比較 人（％）
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その時期などを含めた。

分析にはSPSS 16.0 for Windowsを使用し､記述統計､χ
2 検定、Pearson相関係数、Spearmanの順位相関係数、

Mann-Whitney､Kruskal Wallis検定、多重比較は

Bonferroniの検定を用いた。自由記述については内容分

析を行った。

２．倫理的配慮

研究計画書は事前に沖縄県立看護大学倫理審査委員会

の承認を得た。また､対象者の抽出はＡ市の許可を得た

後、Ａ市保健師の協力により実施した。対象者には研究

目的と方法､研究への参加は任意であり､回答したくない

質問には答えなくてよいこと､いつでも参加をやめるこ

とができることなどを文書及び口頭で説明し､任意性の

確保、プライバシーなど十分配慮しながら研究をすすめ

た。

３．用語の操作的定義

1）若年母親とは通常20歳未満の母親をさすが､本調査で

は妊娠時20歳未満であった出産年齢20歳の母親を含

めた。また､一般母親は成人して妊娠・出産した母親

とした。

2）養育行動とは子どもを保護し教育するための育児行

動とし､ここではこどもの基本的生活習慣のしつけや

遊びなど､日常の育児に関する行動を含めた。

Ⅲ．結　果

質問紙の回収数はA群40人（回収率85.1%）､B群87人

（回収率77.6%）であった。分析対象はＡ群で第1子出産

年齢を21歳と回答した者を除く36人、B群は25歳以上の

母親75人のみとした。

1．対象者の背景

母親の現在の平均年齢はA群23.9歳(SD1.8)であり､B群

33.7歳（SD5.9）とは約10歳の差があった。父親の平均

年齢はそれぞれ25.9歳（SD4.4）､36.2歳（SD7.4）であ

り､A群の方が約10歳若かった。また、A群の第1子出産

年齢は17～20歳の範囲であり､平均18.9歳（SD1.0）であ

った。

表1に示すように家族形態では､夫婦（母）とこどもの

核家族の割合はA群が24人（66.7%）であり､B群69人

（92.0%）と比べて有意に低かった（χ2 =11.490,p=0.001）。

また､A群の核家族の構成は夫婦(内縁を含む)とこどもが

20人（55.6%）､母とこどもが4人（11.1%）､拡大家族で

は親と同居11人（30.6％）､きょうだいと同居1人(2.8%)

であった。母親のみの片親家庭の割合はA群11人

表2 養育行動の比較 人（％）
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（30.6%）､B群9人（12.0%）と有意にA群が高く（χ2

=5.670,p=0.017）､Ａ群の母親のみの片親家庭の中では、

親と同居6人、きょうだいと同居１人であった。

母親の最終学歴は､A群では中学卒業9人（26.5%）、B

群7人（9.3%）でＡ群が有意に高く（χ2 =5.486,p=0.019）、

父親も中学卒業がＡ群9人（36.0%）、B群4人（6.2%）で

あり､有意にA群が高かった（χ2 =12.756, p=0.001）。就

業しているものは､Ａ群23人（63.9％）Ｂ群43人（57.3%）

で両群に有意差はなかった。保育所利用の割合はA群28

人（77.8%）､B群68人（89.3%）でＡ群が低いが､有意な

差ではなかった。

２．養育行動の比較

表2のように、A群とB群間で母親の養育行動を比較し

た結果､有意差のあった項目は以下の6項目である。①

「大人がテレビ番組を決める」A群（18.2% vs. B群40.0%）

（χ2 =4.738, p=0.030）､②「テレビの視聴時間が61分以上」

A群86.1% vs. B群24.0%（χ2 =34.887, p=0.001）､③「食事

中にこぼしたときの対応で子どもと大人が一緒に片づけ

る」A群80.6% vs. B群54.2％（χ2 =7.167 p=0.007）､④

「子どもに毎日手伝いをさせている」A群77.8% vs. B群

48.6％（χ2 =8.446, p=0.004）､⑤「育児方針は母親が決

める」Ａ群50.0%vs.B群6.8%（χ2 =26.965, p=0.001） ⑥

「しつけの方針に食い違いがある」A群44.4% vs. B群

25.0%（χ2 =4.207, p=0.04）の項目であった。「しつけ方

針の食い違いがある」は､両群から母親とこどもだけの

核家族を除いて比較しても､Ａ群46.9%vs.Ｂ群25%（χ2

=4.758,p=0.029）であった。

その他の特徴的な項目として「子どもへの期待をもっ

ている」はA群27人（77.1%）､B群51人（70.8%）であり､

A群が高かったが有意差はなかった。また､「子どもへ

の期待のために行動している」はA群13人（50.0%）､B

群35人（68.6%）とＡ群が低かったが､有意差は認めなか

った。両群それぞれの比較では､Ａ群の若年母親の学歴

の高い者に「こどもへの期待」が高い傾向（p=0.067）

があったが､Ｂ群では特に差は認められず､「期待のため

の行動」でも有意差は認めなかった。「こどもを叩い

た」､「こどもをたくさん叩いた」、「育児の参考にマス

メディアをあげた」､「育児の参考に祖父母をあげた」､

「発達を考慮しておもちゃを与えた」は両群に有意差を

認めなかった。

こどもに対する母親の知覚の傾向を知るため、こども

の印象について質問したが､「思うようにならないと怒

る」ではＡ群18人（50.0%）､Ｂ群54人（72.0％）と有意

にＢ群が高かった（χ2 =5.166, p=0.023)。また､「こども

は愛情に素直に反応する」はA群19人（52.8％）､B群52

人（69.3％）とA群に低い傾向がみられた（χ2 =2.892,

p=0.089)。

３．こどもの体罰に関連する要因

Ａ群の若年母親の体罰として「こどもを叩いた回数」

に有意差を認めたのは、母親の学歴(p＜0.05)であった。

多重比較では『専門学校卒』と『中学校卒』、『高校卒』

間に有意差を認めた(p＜0.0005)。「経済状況」では有意

ではないが『厳しい』、「婚姻状況」では『初婚・再婚』

に「こどもを叩いた回数」が多い傾向がみられた。3歳

表3 若年母親の体罰と関連する要因
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未満のこども数による有意差は認めなかった（表3）。

Ｂ群の一般母親については､「経済状況」、「婚姻状況」、

「3歳児未満のこども数」についてのデータを収集できな

かったため､Ａ群と同様な分析はできなかった。「きょう

だい数」、「出生順位」、「母子家庭」、「学歴別」、「こども

の印象で思うようにならないと怒る」などで「こどもを

叩いた回数」を比較したが、いずれも有意な差ではなか

った。また、相関係数では「母親の年齢」と「こどもを

叩いた回数」との間に有意な弱い負の相関（r=－

0.232,p＜0.05）を認めた（表４）。

４．育児を取り巻く状況

Ａ群の若年母親には、ほとんど同年代のこどもをもつ

友人がおり､夜間に友達に遊びに誘われた場合の外出は

「誰かに預けて外出する」が22人（61.1％）と最も多く､

次いで「外出しない」10人（27.8%）､「子連れで外出す

る」4人（11.1％）であった。こどもを連れての「祖父

母・友人」のところへの外出頻度は週1回 1 5人

（41.7%）､毎日10人（27.7%）であった。

これまでの育児で大変だったことは『しつけ』17人

（47.2%）､『子どもの病気』15人（41.6％）、『子どもの世

話』11人（30.5%）であった。育児で大変だった内容と

して『しつけ』では[叱り方]5人、[よい事・悪い事の区

別]3人､[食事・排泄]3人､[言葉使い]、[複数のこどもへ

の接し方]それぞれ1人などであった。『こどもの病気』

では[喘息]2人、[伝染性疾患で保育園へ行けない]､[2人

の子どもの同時発熱]、[骨折などのけが]など､それぞれ

1人､『子どもの世話』では[夜泣き]3人、『その他』では、

[きょうだいなど複数のこどもへの対応]などがあった。

「大変だった時期」は『1～2歳』17人（47.2%）が最も多

く､次いで『3歳以降』12人（33.3%）､『0～3か月』6人

（16.7%）であった。また､『育児を大変と思ったことは

ない』が3人（8.3％）おり､その背景をみると2人は「長

子できょうだいをよく世話した経験」があり､もう1人は

「保育園勤務経験者」であった。

母親の現在の困りごとは『上の子どもへの対応方法

（心理的な面）』や『退行現象（夜尿など）』､『偏食』､

『叱り方』､『物事の良い、悪いについての理解のさせ

方』､『どこまで甘えを許すか』､『日々大変で子どもの

成長と共に親としてどう対応していいかわからない時が

ある』などであった。

一方、Ｂ群の一般母親の育児状況は「身近に子育てを

相談できる人がいる」71人（94.7％）､「子育ては楽し

い」56人（74.7％）、「子育ては大変」28人（37.3％）、

「育児不安がある」15人（20％）､「肉体的疲労がある」

29人（38.7％）､「精神的疲労がある」15人（20％）で

あった。

Ⅳ．考　察

１．対象者の背景

離島A市における若年母親の置かれている現状は、一

般母親に比べて核家族の割合が有意に少なく親との同居

が3割もあること､母子家庭の多さに注目してもよいであ

ろう。また、彼らの婚姻状況は離婚と未婚を合わせて3

割以上であり､再婚も1割弱あった。若年母親の離婚率の

高さは社会基盤の不安定さを示しており､また、婚姻状

況の変化は高い転居率にも関係していると考える。A市

は住民の結びつきの強さが特徴の1つであるが、そのA

市においても今回の調査で110人中47人のみしか確認で

きなかったことにも影響しているだろう。このような複

雑な家庭環境は家族関係の形成に大きなエネルギーを要

するものと推察され、支援の重要さを示していると考え

る。沖縄県の国勢調査報告の5年前の常住地率21,22)は、

68.8％、現住所以外（移動者）は31.2%（日本統計年鑑

2009）、年齢別では20～24歳女子の常住率は56.6%で､現

住所以外(移動者)は43.4%であった。これは離島Ａ市の

調査結果ではないため一概に比較することはできない

が、20～24歳女子の現住所の移動率が高いことを示して

表4 一般母親の体罰との相関
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いるだろう。調査者が島外者であることを鑑みても､母

子健康手帳交付台帳、妊婦相談票、乳幼児健診における

届け出住所や連絡先を訪ねて、離婚や再婚またはその他

による転出・転居、不明等によって所在確認できない者

が約６割あったことは、前述の20～24歳女子の常住率と

比較しても若年母親の転出・転居率は高く、継続支援の

困難性を示しているといえるのではないだろうか。

最終学歴では、若年母親に中学校卒が多く専門学校卒

業以上は少なかった。若年母親の親（実家または婚家）

との同居率の高さは､玉城ら22)の報告と同様であり､経済

的基盤の不安定さによるものと推測されるが、祖父母の

年齢が40～50歳代と若く、祖父母家族の中に受け入れや

すいことを意味しているかもしれない。また､母親のみ

の片親家庭は若年母親が一般母親より多いにもかかわら

ず､有職者の割合に有意差は認められず、保育所利用も

差はなかった。しかしながら､保育所の利用率は若年母

親に有意ではないが少ないことから家庭内でのこどもの

養育環境の確認も必要となるだろう。原田23)は現代の子

育ての困難さの大きな要因は日本の親たちが､子どもを

育てるための準備を全くしないままに親になってしまう

ことであると述べている。若年母親は子育ての準備をし

ないまま出産に至り､その後結婚したとしても夫婦関係

の形成以前に若い年齢で母親になった者が多いことが推

測され､一般母親と約10歳の年齢差から考えても親にな

る準備状況の不足は否定できないだろう。若年母親がど

のような世話､しつけをしているか､またどのような状況

で養育しているのか､今後、インタビュー法などによる

具体的詳細な調査が必要であろう。

２．若年母親の養育行動

養育行動の比較ではテレビ番組の決定に大人の介入が

少なく､テレビ視聴時間が長いものが一般母親より多か

った。若年母親に「育児方針は母親のみが決める」が多

かったのは母子家庭である11人全員が「育児方針を母親

のみで決めている」ことの影響も考えられるが、母のみ

の片親家庭を除いて比較しても若年母親に有意に高かっ

たことから、若年母親は一般的にパートナーも若く、母

親が育児方針を決めているとも考えられる。しかし、

「しつけの方針にくい違いがある」のもまた、若年母親

に多くみられている。これらのことから育児方針を母親

が決めていても、親との同居が多いことや年齢が若いこ

とも含めて、育児の主体性を取りにくい状況､親として

養育環境を自発的に構成しにくい環境にあることが窺え

る。また、「こどもに毎日の手伝いをさせる」や「食事

中にこぼしたとき､こどもと大人が一緒に片づける」は

若年母親に多いなど､こどもとの関わり方に特徴がみら

れた。これらはこどもに生活体験をさせるよい機会であ

ると考えるが、こどもの発達を考慮した「お手伝い」の

内容かどうか､詳細な分析をしていないことや「発達を

考慮しておもちゃを与える」では一般母親と有意な差が

ないことなどから､必ずしもこどもの発達を促す積極的

な育児をしているとはいえないこともあり､今後の課題

としたい。

一方､「こどもを叩いた」、「たくさん叩いた」は一般

母親と差がなく、若年母親の体罰については放任も含め

て､さらなる検討が必要であろう。若年母親の体罰に関

連する要因として、「こどもを叩いた回数」では「母親

の学歴」で有意な差を認め､「経済状態」､「婚姻状況」

では差のある傾向がみられた。これらは､若年母親では

より学歴の高い母親にこどもへの期待が高い傾向、経済

的な厳しさから子育てに余裕がない状況、婚姻関係のあ

る者、つまり、こどもの父親や再婚した夫との家族関係

の複雑さを表していることが推察された。

一般母親では､経済状況や3歳未満のこども数､婚姻状

況のデータ収集ができなかったため､きょうだい数、出

生順位、母子家庭、学歴別などで「こどもを叩いた回数」

を比較したが、いずれも有意な差は認められなかった。

また、こどもの知覚で「思うようにならないとすぐ怒る」

は一般母親の方に有意に高かったが、「思うようになら

ないとすぐ怒る」の知覚の有無で「こどもを叩いた回数」

に有意差は認めなかった。これらは、母親がこどもとよ

く関わりを持っていることやこどもが怒りを母親に素直

に表現できていることを示しているとも考えられる。さ

らに、「こどもを叩いた回数」との相関では母親の年齢

との間に弱い負の相関が認められた。これは年齢のより

若い母親がこどもを叩く回数が多くなる傾向を示してい

た。しかしながら、限られた人数での比較であり今後の

検討が必要であろう。

今回、所在確認ができず調査対象から除された若年母

親の約6割に対してもリスクの高い者として､地域全体の

組織的取り組みが期待され､地域ネットワークによる複

数方向からのきめ細かい支援が必要であると考える。

３．育児を取り巻く状況

若年母親は同年代の子どもをもつ友人がいて､友達に

遊びに誘われた場合の夜間外出は「誰かに預けて外出す

る」者が約6割､「子連れで外出する」も約1割あった。

これらは､友人関係を大切にする若い世代の特徴を示し

ていると考えるが､子ども連れでの夜間外出は気になる

ところである。また､子どもを連れて祖父母・友人宅へ
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の外出もよくみられ､家族や友人に受け入れられており、

子育てでの孤立感はあまり窺えなかった。

これまでの育児で大変だったことは､しつけ・こども

の病気が各々約4割､こどもの世話が3割あり､その内容は

しつけやこどもへの接し方など直接的な対処方法であっ

た。子どもの病気では感染症やケガ､複数の子どもの発

熱であり､子どもの世話では夜泣きが多く､原田22)の報告

にある3歳半の時期に多い､よく風邪をひく､寝つきが悪

いなど母親の具体的な心配内容と同様であった。大変だ

った時期は1～2歳が約半数で最も多く､3歳以降も3割あ

った。一概に比較することはできないが､原田23)の報告

にある「一番育児の手助けがほしい時期」では出生後の

退院直後～1か月が最も多く､その後減少､1歳前後に再上

昇し3歳前後からかなり減少する傾向と比べると､1～2歳

の時期が多いのは同様であるが3歳以降も大変な状況は

異なっており､今後の検討が必要である。若年母親の現

在の困りごとは､「再婚後の弟妹誕生による上のこども

への心理面での対応方法」や「第2子誕生後の退行現象

の継続」など､新しい家族形成におけるきょうだい誕生

やしつけに関連する内容であり､若年母親の複雑な家族

背景をよく理解した上での実質的な支援が必要であるこ

とが示唆された。

一方、一般母親の育児状況では「身近に子育ての相談

ができる人がいる」者は約9割あったが、「子育ては大変

である」約4割、「育児不安がある」､「精神的疲労があ

る」はそれぞれ約2割にのぼった。原田24）の報告する3

歳児の母親の約6割が「子育ては大変である」と比較す

ると今回の結果は低い。しかし、原田24)は「お子さん

(赤ちゃん)と一緒にいると楽しいですか」という質問に

「はい」と答えられない少数の母親の中に、「育児での心

配、不安が高い」､『育児のことでの心配』が［しょっ

ちゅうあった］と答える母親は､この20年間に増大して

いることを指摘しており､「育児不安がある」や「精神

的疲労がある」者が約2割あるという結果は､一般母親に

おいても育児支援の重要性を示しているといえるだろ

う。

今後は、よりよい子育て支援と共に、若年母親個々の

背景やおかれている環境を理解し､具体的な育児支援に

よる親教育とこどもの発達を支える支援の工夫が求めら

れている。

Ⅴ．結　論

沖縄県離島Ａ市在住の3～6歳児を養育中の若年母親を

対象とし､対照群と比較した結果､若年母親の養育行動に

母親が養育環境を自発的に構成しにくい状況があること

が窺えた。家庭でのしつけの方針に他の人と食い違いが

ある者は若年母親に有意に多く､一貫性のない養育行動

が推測される。一方､「こどもを叩く」ことには､両者に

有意差はなかったことから､若年母親の体罰容認や放任

については今後の詳細な検討が必要である。また､若年

母親は転出・転居が多いことから､継続的な支援のため

には地域全体として組織的体制づくりの必要性が示唆さ

れた。さらに､これら若年母親の背景や養育行動は極め

て幅が広いことも明らかであり､このような特徴を考慮

した継続的な育児支援への工夫が期待される。
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Parenting Behaviors of Young Mothers on a Remote Island of Okinawa:
A Comparison with Other Mothers

Izumi Kakazu  R.N., P.H.N., R.N.M., M.S.N.,1),
Kazuko Maeda  R.N., P.H.N., R.N.M., M.S.,1),

Reiko Ueda  D.H.Sci.,1)

Yumi Yasuda  R.N., P.H.N., M.S.N.,2),
Misako Nakasone  R.N., P.H.N.,3)

Abstract

Okinawa prefecture ranks first in Japan for its high birth rate (10.6/1,000 females is 15̃19 years of age population in
2005) among young mothers less than 20 years old. One of the many problems associated with younger childbearing is a
high risk of child abuse, which demands the development of effective support systems. The objectives of this study were to
investigate characteristics of young mothers’ parenting behaviors in city A on a remote island of Okinawa, and to
contribute to a support system.
Study subjects were 36 mothers who were younger than 20 years old at first pregnancy and who resided in city A with
children aged 3 to 6 years, and as controls 75 other mothers (controls) who brought their children to a 3-year-old health
examination and for whom the “young mother” category did not apply. Data were collected from structured survey
questionnaires, and parenting behaviors were compared between the groups. Survey results of parenting behaviors implied
a trait in which young mothers were less likely to build a nurturing environment as a mother at their own initiative than
control mothers. It was also shown that the number of mothers whose discipline principles were different from other family
members was significantly higher in the young mothers than in the control mothers, and it is speculated that young
mothers demonstrate inconsistent parenting behaviors. While there were no significant differences in “child beating”
identified in this study, further detailed investigation focusing not only on corporal punishment but also parental neglect will
be necessary. In addition, this study revealed that young mothers tended to move frequently, which would lead to
difficulties in providing continuous support to them. Building a regionally organized support system for young mothers was
suggested by the study findings.  

Key words：young mothers, parenting behaviors, comparative study, remote island of Okinawa

1)Okinawa Prefectural College of Nursing
2)Tokyo Metropolitan University ,Graduate School Doctoral Course
3)Miyakojima City Hall
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Ⅰ．緒言

わが国の高齢化の進行に伴い増大する老人医療費の抑

制は、1983年に創設された老人保健制度のもとで度重な

る費用負担の改正と疾病予防や機能訓練等の保健事業の

充実が図られ、2000年の介護保険制度発足によっても、

いまだ困難である。また、１人当り老人医療費は都道府

県および市町村における地域格差があり、各地方自治体

の老人医療費対策には地域格差の要因分析が課題の一つ

である。

介護保険制度発足前の先行研究では、老人医療費の市

町村格差要因に病床数1～3）、医師数・人口密度・市町村

民所得4）、１世帯あたり人数2）、子ども世帯との同居1）、

交通の便3）、社会的入院とされる長期入院者3,5）が報告

されている。また、保健事業の老人医療費抑制効果につ

いては異なる報告がみられる3,6～10）。これらの関連要因

の構造については、昨今の介護保険制度、保健事業、老

人医療の対象年齢や傷病、診療報酬体系などの保健医療

供給体制や社会経済的背景の変化による影響を分析する

ことが求められている。

筆者らは、介護保険開始後３年間の沖縄県市町村にお

ける老人医療費高騰要因を分析した結果、１人当たり老

人医療費の高騰すなわち市町村格差の最大要因は１人当

たり老人入院医療費であった。また、老人保健事業は、

1人当たり老人医療費を抑制する方向で関連していた。

しかし、１人当たり老人医療費の市町村格差と医療費受

給者の傷病との関連は不明であり、先行研究もみられな

かった。さらに、老人保健事業との関連も事例的な検証

が必要であると考えた。

そこで、本研究では、１人当たり老人医療費の高騰要

因を、介護保険制度発足３年目で老人医療の対象年齢が

70歳以上から75歳以上に改正（2003年10月）前における

老人医療入院レセプトと保健事業実績から比較検討し

た。

Ⅱ．研究方法

１．沖縄県の老人医療費と対象市町村の選定

沖縄県は（表1）、高齢化率14.5（2002年）と国内で人

口構造の若い県であるが、１人あたり老人医療費は全国

上位であり、とくに1人当り老人入院医療費は全国2位

（2003年）、1人当り老人医療費に占める割合は56％と大

きい。すなわち、老人保健法発足時（1983年）は全国で

低位の１人当たり老人医療費は、介護保険制度発足前年

（1999年）は3.0倍に増加、同制度発足後2年間はやや抑

制されたものの、2002年には再び増加に転じた。また、

2003年度の市町村格差も1人当り老人医療費で最高値

原著

老人医療入院レセプトにおける医療費高騰要因
―　沖縄県の老人医療費が高い市と低い町の比較から　―

永吉ルリ子1） 川崎道子2） 宮地文子3） 岡村純3）

１）沖縄県福祉保健部南部福祉保健所
２）沖縄県立看護大学
３）日本赤十字九州国際看護大学

要　約

【目的】 １人当たり老人医療高騰の要因分析を、県内で１人当たり老人医療費の高い市と低い町の2市町における2003年5月の老人医療
入院レセプトと保健事業実績の比較から考察した。
【方法】 以下の項目の基本統計解析を実施した。①2003年5月分老人入院医療レセプトの性、年齢、入院医療費、主傷病名、入院日数、
医療機関とその所在地。②上記レセプト調査者の要介護度。③2000～2002年度の老人保健事業の実績。④高額入院医療を、１人当り入
院診療費の平均値＋標準偏差の777.1千円とし、その主傷病。
【結果】 1）両市町の入院者の平均年齢、性別割合、平均入院日数には有意な差が認められなかったが、Ａ市はＢ町より高額入院医療の
割合が高かった。その主傷病名は17傷病に分類され、Ａ市では慢性腎炎、肺炎、骨折、慢性閉塞性肺疾患が半数を占め、Ｂ町では骨折
および損傷が5件中2件であった。 2）Ａ市はＢ町より要介護認定を受けていない、または要介護度が軽度の割合が高かった。 3）Ａ
市はＢ町より居住地の近くに入院可能な医療機関が多かった。 4）Ａ市はＢ町より健康相談以外の老人保健事業の利用率が低くかった。
【結論】 １人当たり老人入院医療費を高める要因は、入院者に占める高額医療患者の割合であり、その抑制対策には、高額医療のリス
クが高い傷病、すなわち慢性腎不全、肺炎、骨折、慢性閉塞性肺疾患、新生物の重症化予防対策に加え、高齢者の健康度を保持増進す
る保健事業や介護予防事業の強化が必要である。

キーワード：老人医療費　老人入院医療レセプト　保健事業　介護保険
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（876.2千円）と最低値（568.2千円）に308.0千円の差が

みられ、とくに1人当り老人入院医療費の最高値（556.1

千円）は最低値（254.6千円）の2倍である。

本研究の分析対象市町は、沖縄県福祉保健部長寿社会

対策室の2002年度資料12）から、県内離島が有する要因

の影響を考慮して、陸路での受療が可能な沖縄県本島の

市町村の中から1人当たり老人医療費が県内上位のＡ市

と下位のＢ町を選定した（表2）。

対象市町の特徴として、Ａ市の1人当たり老人医療は

872.8千円（県平均774.2千円）、Ｂ町の1人当たり老人医

療は597.8千円であった。受診率はおよび入院受診率は、

Ａ市が県平均を上回っているのに対してＢ町は下回って

表1 沖縄県における老人医療費と介護給付費の推移

表2 対象市町の概要（2002年度）
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いた。

Ａ市は人口5.5万人で、高齢化率は13.8％と県平均

（14.3％）より低く、老人医療費受給者5,238人、介護１

号被保険者7,799人で、要介護認定者率は20.3％で県平均

（17.0％）より高かった。一方、１人当たり老人医療費

の低いＢ町は人口1.0万人、高齢化率19.7％、老人医療費

受給者1,348人、介護１号被保険者2,038人で、要介護認

定者率（15.4％）は県平均より低かった。65歳以上人口

に対する病院数、診療所数、病床数では、病院病床数を

除いてＡ市が県平均を上回り、Ｂ町が下回っていた。1

人当り介護給付費は、Ａ市378.2千円、Ｂ町309.8千円と

68.4千円の差があり、65歳以上人口に対する介護施設数

および居宅介護施設数はＡ市がＢ町を上回っていた。

２．データの収集方法

2004年12月から2005年8月に、以下のデータを収集し

た。

1）両市町の2003年5月分の老人医療受給者（70歳以上、

又は65歳以上70歳未満で市町村長の認定を受けた者）

の入院レセプト記載事項のうち次の7項目。①性別、

②年齢、③入院医療費、④主傷病名、⑤入院日数、

⑥医療機関、⑦医療機関の所在地。

2）両市町の介護保険受給者台帳から、上記レセプト調

査で把握した対象者が認定されている要介護度。

3）両市町の老人保健事業報告から、2000～2002年度3年

間の老人保健事業の受診率および利用率。なお、両

市町の保健師配置は20002年度Ａ市7人（人口規模に

対する配置目標13人）、Ｂ町4人（同7人）であった。

３．分析方法

対象市町村から収集したレセプトおよび保健事業のデ

ータの基本統計量を比較検討した。

医療機関までの距離は、地図上で各市町の役所から医

療機関までの直線距離とした。また、本研究では高額入

院医療を、両町村のレセプト総件数666における１人当

り入院診療費の平均値＋標準偏差（423.4＋353.7円）で

ある777.1千円として該当者を抽出し、その主傷病につ

いて分析した。データ解析には、統計ソフトＳＰＳＳ

ver.13.0 for. windows を使用した。

４．倫理的配慮

本研究計画は沖縄県立看護大学倫理審査委員会の審査

を得た。また、各市町のデータ主管課責任者に対して本

研究の目的と方法、収集したデータは本研究目的以外に

は使用しないこと、レセプトの個人名と医療機関名はＩ

Ｄ化して個人情報の保護することを行政の長宛文書およ

び口頭で説明し、調査協力の同意を得て実施した。介護

度は、主管課責任者から対象者分のＩＤ化されたデータ

を入手した。

Ⅲ．結　果

１．対象市町の老人医療入院レセプトの分析

両市町の2003年5月分の老人医療入院レセプト（表3）

は、Ａ市543件、Ｂ町123件、老人医療受給者に占める割

合は約10％で、両市町間で統計的に有意な差はなかった。

入院者の平均年齢はＡ市82.8歳、Ｂ町83.6歳、性別では

男性はＡ市38.8％、Ｂ町42.3％で両市町間に有意な差は

なかった。平均入院日数はＡ市21.７日、Ｂ町21.8日で両

市町間に差がなく、全国平均（16.6日）13）を上回ってい

た。

しかし、1件当たり入院医療費は、Ａ市は平均431.8千

円、Ｂ町は平均386.5千円で、Ａ市は全国平均（392.1千

円）13）以上であるのに対しＢ町は全国平均以下であり、

最高額もＡ市3183.6千円、Ｂ町1488.2千円で、両市町間

の差が顕著であることは、両市町を選定した2002年の年

間値の様相と同様であった。また、入院医療機関数はＡ

市46、Ｂ町28、入院医療機関までの平均距離をみるとＡ

市3.2㎞、Ｂ町12.33.2㎞で、Ａ市の高齢者は自宅から近

距離の多数の医療機関を利用していた。

介護保険給付費の受給状況では、第1号被保険者中の

未要介護認定者の割合はＡ市44.4％、Ｂ町28.5%で、とも

に全国平均（74.9%）より低いが14）Ａ市はＢ町より高い。

すなわち介護保険を利用していない者の割合が多かっ

た。また要介護認定者中の要介護度もＡ市はＢ町に比し

て低い者の割合が多かった。

主傷病名はICD-10に基いて分類した結果、11大分類に

分類された。上位5傷病名は多い順に、Ａ市では1位循環

器系疾患、2位精神及び行動の異常、3位呼吸器系疾患、

4位損傷・中毒及びその他外因影響、5位新生物、Ｂ町で

は1位循環器系疾患、2位呼吸器系疾患、3位損傷・中毒

及びその他外因影響、4位新生物、5位神経系の疾患で、

両市町ともに1位は循環器疾患で入院者の約3割を占めて

いたが、2位以下では異なっていた。

厚労省2002年患者調査15）における70歳以上の入院受

療率は、1位循環器系疾患、2位精神及び行動の障害、3

位損傷、中毒及びその他の外因の影響、4位新生物、5位

呼吸器系の疾患であり、Ａ市はＢ町に比べて全国の傾向

と類似していた。

1件当り老人医療入院費の度数分布（図1）は、Ａ市は

最頻値30～39万円以下が約50.3％を占める一方、60万円
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以上が20.3％とＢ町の約2倍に対し、Ｂ町は20～59万円

に70％が集中していた。Ａ市の30～39万円には厚労省

2002年患者調査15）における70歳以上の入院受療率が高

い精神及び行動の障害が多かった。とくに、本研究で高

額入院医療とした基準（777.1千円）を上回る90万円以

上はA市4.6％、B町1.6％とＡ市が有意（ｐ＜0.001）に

多かった。

以上、両市町の入院者の年齢、性、平均入院日数には

有意な差が認められなかった。しかし、傷病の構成は異

なり、Ａ市は傷病分類別１日当たり診療報酬点数が低い

精神及び行動の障害14）が１件当たり30万円台のレセオ

プトを高率にしていた。また、Ａ市は傷病分類別１日当

たり診療報酬点数が高い新生物、尿路性器系疾患16）の

入院受診率がＢ町より多かった。とくに、高額入院医療

とした基準を上回る90万円以上はA市4.6％、B町1.6％と

Ａ市が有意に多かった。

表3 対象市町の老人医療入院レセプトの比較（2003年5月分）
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２．高額入院医療事例の分析

本研究で定義した高額入院医療の該当件数（表4）は、

Ａ市40件、Ｂ町5件で全レセプト件数の7.4％、4.1％であ

り、統計的有意差は認められなかった。平成16年社会医

療診療調査における老人医療の1件当たり点数階級別累

積度数分布によると78000点（78万円）以上は70％であ

り、Ａ市の高額入院医療の該当件数割合とほぼ同じであ

った。

レセプトに記載された主傷病名は17傷病に分類され、

Ａ市では、慢性腎不全（8件）、大腿・膝骨折（６件）、

肺炎(5件）、慢性閉塞性肺疾患（4件）、癌（３件）、糖尿

病（３件）で70％以上を占め、Ｂ町では慢性腎不全、大

腿骨折、肺炎、慢性閉塞性肺疾患、癌が全5件中4件であ

った。

３．老人保健事業の利用状況

2000～2002年度3年間のＡ市とＢ町における老人保健

事業実績（表5）では、両市町の基本健康診査の受診率

は全国平均を下回っていたが、Ａ市はＢ町より40歳以上

および60歳以上基本健康診査ともに低くかった。がん検

診受診率では、Ａ市は全て全国平均以下であったが、Ｂ

町の多くは全国平均を上回っていた。その他の保健事業

については、全国との比較ができないが、Ａ市はＢ町に

比較して健康手帳交付、健康教育、機能訓練、訪問指導

の利用率が低く、役所来所者にロビーで随時対応する体

制を設けている健康相談の利用率のみ高かった。

Ⅳ．考　察

今回の結果から、老人医療入院レセプトからみた入院

医療費高騰要因について、以下のことが考えられた。

１．本研究で分析した2市町の老人医療入院者の年齢、

性、平均入院日数には有意な差が認められなかった。

しかし、1件当たり入院医療費は、Ａ市は平均431.8千

円で全国平均より高く、Ｂ町は平均386.5千円で全国平

均以下であり、最高額はＡ市3183.6千円、Ｂ町1488.2千

円と顕著な差が認められた。また、本研究で定義した高

額入院医療（777.1千円）者の割合は、Ａ市7.4％、Ｂ町

4.1％で統計的有意差は認められなかったが、90万円以

上者の割合でみるとＡ市4.6％、Ｂ町1.6％と、Ａ市が有

意に高率であった。したがって、Ａ市の１人当たり入院

医療費が高いのは、1件入院費が90万円以上の高額医療

患者の入院者に占める割合が高いことによることが示唆

された。そのリスクが高い疾患は、高額医療件数の多い

慢性腎不全、大腿骨折、肺炎、慢性閉塞性肺疾患、癌、

図1 1件当たり老人入院医療費（2003年5月分）
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糖尿病であると考えられた。

なお、今回分析したレセプト件数は1か月分のＡ市543

件、Ｂ町123件であることから、対象数の少ないＢ町に

ついては対象者の傷病の変動による影響をさらに検討す

る必要があると考えられた。

２．Ａ市は傷病分類別１日当たり診療報酬点数が低い

精神及び行動の異常、同診療報酬点数が高い新生物、尿

路性器系疾患の入院受診率がともにＢ町より高い。

また、Ａ市はＢ町より要介護度状態の認定を受けていな

い、要介護度の認定が軽度の割合が高い。地域の高齢者

ケアにおいて、老人医療受給サービスが高く、介護保険

給付サービスは低いと推測された。

３．今回分析した2003年５月分のレセプト件数が老人

医療給付者数に占める割合は、両市町間に統計的有意差

は認められなかったが、県の年間報告13）ではＡ市がＢ

町より高かった。つぎに65歳以上人口に対する病院数、

診療所数、病床数では、病院病床数を除いてＡ市が県平

均を上回り、Ｂ町が下回っていた。また、レセプトの分

析結果から、Ａ市はＢ町に比較して居住地の近くに入院

可能な医療機関が多いと考えられ、受療のしやすさが受

診率や、地域の高齢者ケアにおける老人医療サービス志

向を高めていると考えられた。

４．市町村が提供する老人保健事業の利用状況はＡ市

がＢ町より低いことから、老人保健事業の提供をとおし

て高齢者の健康度を保持・強化し、高齢者の受療意識と

行動に働きかける効果が示唆された。

以上、一般に医療費抑制対策に関して、医療費の三要

素すなわち受診率、１件当たり受診日数、１日当たり医

療費のうち、入院受診率が老人医療では一般医療の6倍

以上と著しく高いことが注目されている17）。本研究結果

では、老人医療費抑制対策における入院受診率改善にお

いては、1件当たり入院医療費が高額な疾患すなわち、

慢性腎不全、大腿骨折、肺炎、慢性閉塞性肺疾患、癌、

糖尿病等の重症化予防対策が重要であり、さらに高齢者

の健康水準を保持増進する老人保健事業や介護予防事業

の強化に一層努力する必要があると考えられた。とくに、

高額入院医療抑制対策では、被保険者である高齢者や介

護者に対する療養生活・受療行動に関して、医療機関と

地域保健・介護部門との情報の共有を図り、保険者であ

る市町村として適正な老人医療のあり方を検討する必要

表4 高額老人医療入院者の主傷病名（2003年5月レセプト）
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がある。

また、地域における老人医療費および介護給付費の分

析を、県・市町村・医療機関関係者の連携により的確に

実施し、高齢者や介護者のニーズと地域の社会資源の実

態を踏まえた市町村独自の総合的な保健・介護予防事業

の計画と評価することが課題である。

Ⅴ．結　論

１人当たり老人医療費の高騰要因を、県内で１人当た

り老人医療費の高い市と低い町の2市町の比較分析の結

果、１人当たり入院医療費を高めていた要因は、入院者

に占める高額医療患者の割合であった。また、そのリス

クが高い疾患は、慢性腎不全、大腿骨折、肺炎、慢性閉

塞性肺疾患、癌、糖尿病であった。

したがって、１人当たり老人入院医療費の抑制対策は、

上記疾患等の重症化予防対策に加え、高齢者の健康度を

保持増進する保健事業や介護予防事業を一層強化する必

要がある。
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The factors related to the increased medical expenses of elderly found in
the medical fee bills of elderly inpatients 

From a comparative analysis of the difference of medical expenses
between a city and a town, in Okinawa Prefecture

Ruriko NAGAYOSHI1), Michiko KAWASAKI2), Fumiko MIYAJI3), Jun OKAMURA3)

Abstract

In order to know the factors related to the increased medical expenses of elderly, the medical fee bills of elderly
inpatients and the actual condition of the health services for elderly in two municipalities, Okinawa Prefecture, were
investigated. 
A city where great medical expenses have to be paid and B town where medical expenses are much less than those of A
city, were selected to examine the factors. Medical fee bills of 666 elderly inpatients in may 2003 and the implementation
status of health services for elderly between 2000 and 2002 were analyzed compared A city with B town.
There was no significant difference in the average age, rate of sex, average patient-days of elderly inpatients between A

city and B town. What was the difference was that medical expenses of elderly in A city were greater than B town. In A city,
there were more hospitals and the distance from hospitals to each inpatient’s home was shorter than B town, while the
utilization rate of the health services for elderly in B town was higher than A city. 
The utilization rate of the health services seems to have some relation with the increased medical expenses. In A city

where the utilization rate was lower, there were much more elderly people suffering from chronic or intractable diseases
such as chronic renal failure, pneumonia, fractures, chronic obstructive pulmonary disease, neoplasm and they have to pay
great medical expenses. On the basis of these facts, this paper researches on the factors related to the increased medical
expense. 

Key words：medical expenses for elderly    inpatient medical fee bills of elderly health services for elderly    Long-term
care insurance for elderly

1)Okinawa prefctural Nanbu Regional Public Health And Welfare Center
2)Okinawa Prefectural College of Nursing
3)The Japanese Red Cross Kyusyhu International College of Nursing  
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Ⅰ．はじめに

脳血管疾患等を発症し、急性期（発症後1ヶ月）の治

療を終えた高齢者の多くは、回復期（発症後6～9ヶ月）

に、病院と在宅との中間施設である回復期リハビリテー

ション病棟（以下，回復期リハビリ病棟と略）に入院し、

ケアを受ける。2000年から設置された回復期リハビリ病

棟の特徴は、入院期間が180日以内等に限定され、目標

が在宅復帰と明確である１）。しかし、回復期リハビリ病

棟からの在宅復帰率は、過去5年間6～7割を推移し、変

化がみられない２）。

リハビリテーション（以下，リハビリと略）分野にお

ける看護師の役割に関する先行研究は、対象者に関する

研究と専門職に関する研究がある。前者として、主にセ

ルフケアの確立３）４）や生活の再構築５）６）、後者として、

主にチームアプローチ７）８）や多職種連携９）10）がある。

今回の対象である回復期リハビリ病棟看護師の役割は、

前述したリハビリ分野における看護師の役割と重複もあ

るが、急性期と維持期の中間に位置する回復期の特性か

ら、入院中から在宅復帰に向けた支援の強化が求められ

る。実際、回復期リハビリ病棟看護師による在宅復帰に

向けての援助プロセスに着目した研究11）があるが、緒

に就いたばかりであり、今後発展させていく必要がある。

一方、課題として、日常生活の援助を専門とする回復期

リハビリ病棟看護師として、他職種と業務の一部が重な

ることで専門性を見失いやすく、看護の専門性と協働を

どのように確立するかが問われている12）。

以上、先行研究を概観すると、回復期リハビリ病棟看

護師の在宅復帰支援についての認識と役割に関する知見

は、十分には明らかにされていない。今後、回復期リハ

ビリ病棟からの在宅復帰を促進していくためには、看護

師の在宅復帰支援についての認識や役割を明らかにし、

従来のケアに加えて、新たなケアの方向性を見出す必要

があると考える。

Ⅱ．研究目的

本研究の目的は、回復期リハビリ病棟看護師の概要と、

脳血管障害高齢者への在宅復帰支援についての認識と役

割を明らかにすることである。

Ⅲ．研究方法

１．対象

対象施設は、Ａリハビリ専門病院（200床）の回復期

報告

回復期リハビリテーション病棟看護師の在宅復帰支援についての
認識と役割

佐久川政吉1） 大湾明美1） 呉地祥友里1） 宮城重二2）

１）沖縄県立看護大学
２）女子栄養大学

要　約

【研究目的】
回復期リハビリ病棟看護師の概要と脳血管障害高齢者の在宅復帰支援についての認識と役割について明らかにすることである。

【研究方法】
対象はＡリハビリ専門病院（200床）の回復期リハビリ病棟に勤務する全看護師で、管理者を除いた52人である。
データは、無記名自記式質問紙により収集した（回収率100%）。調査項目は、(1)看護師の概要：①基本属性、②看護の専門性、③自己
効力感。(2)脳血管障害高齢者の在宅復帰支援についての認識と役割：①本人への意思の確認、②退院指導、③在宅訪問の認識と役割と
した。これらのデータの基礎統計量を集計し、分析した。
【結果及び考察】
回復期リハビリ病棟看護師は、脳血管障害高齢者や家族に対し、リハビリや回復への動機づけを行い、｢活動｣を重視し、直接ケア及

び教育機能を中核としたケアを提供していた。一方、相談及び調整機能への認識は高くないことが推察された。
看護師は、カンファレンスへの脳血管障害高齢者の参加の必要性を認識し、合併症やADLに関する退院指導を重視していた。在宅訪

問の必要性は｢ぜひ必要｣(25.0%)と認識し、実際の在宅訪問が38.5%であった。看護師が捉えている脳血管障害高齢者の在宅復帰阻害要因
は、｢家族の精神面｣、｢本人の社会面｣、｢本人の身体面｣が主だった。一方、｢本人の精神面｣や、｢フォーマルサービス｣、｢インフォーマ
ルサポート｣への着目は弱いことが推察された。今後のケアの方向性として、自助機能（本人，家族）に加え、公助機能（フォーマルサ
ービス）や互助機能（インフォーマルサポート）も強化する必要があると考える。

キーワード：回復期リハビリテーション、看護師、在宅復帰、高齢者、脳血管障害
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リハビリ病棟である。その選定理由は、2点である。①

リハビリ専門病院として10年以上の歴史があり、介護老

人保健施設や在宅部門を併設し、先駆的に回復期リハビ

リ病棟を開設していること。②地域リハビリ広域支援セ

ンターとして、C地域のリハビリの中核として機能を果

たし、実践に加えて、専門職者の養成や学会・研修会の

開催等、教育・研究の実績を有していることから、対象

施設として適切であると判断した。

対象は、2006年9月1日時点で、対象施設の回復期リハ

ビリ病棟に勤務する全看護師（准看護師含む，以下「看

護師」と略）で、管理者（病棟課長）を除いた52人であ

る。

２．方法

１）データ収集：(1)病棟課長３人に調査趣旨等を説

明後、無記名自記式質問紙（以下、調査票と略）の配布

を依頼した。(2)対象に対し、病棟課長より2006年9月4

日～8日に調査票を配布した。(3)調査票の回収は、研究

者が作成した回収箱を病棟内に設置し、対象が直接投函

できるようにした。(4)配布１週間後に回収箱を回収し

た（回収率100%）。調査項目は、リハビリ看護や回復期

リハビリ、在宅復帰に関連する先行研究に加え、事前の

対象施設における参加観察データを統合した上で、以下

の項目を作成した。各項目の回答については、選択肢を

提示した。(1)看護師の概要：①基本属性（性別、年齢、

経験年数、資格、病院選択理由）、②看護の専門性（看

護機能の割合、得意な身体面のケア、得意な精神面のケ

ア、得意な社会面のケア、脳血管障害高齢者ケアの特徴、

リハビリ職との違い、生活機能）、③自己効力感（行動

の積極性、失敗に対する不安、能力の社会的位置づけ．

測定尺度として“一般性セルフ・エフィカシー尺度

GSES”を使用：坂野・東条，1986）13）。(2)脳血管障害

高齢者の在宅復帰支援についての認識と役割：①本人へ

の意思の確認（カンファレンスへの本人の参加、カンフ

ァレンスでの看護師の役割、本人への転帰先の確認）、

②退院指導（退院指導）、③在宅訪問の認識と役割（在

宅訪問の必要性、在宅ケア専門職者との連携の経験、在

宅訪問の経験、在宅訪問後病棟で実施したこと）、④在

宅復帰阻害要因（在宅復帰阻害要因）とした。今回、疾

患（脳血管系、整形外科系、内科系）や年代（小児～高

齢者）によるばらつきを避けるため、回復期リハビリ病

棟で最も入院の多い脳血管障害高齢者に焦点化した。調

査項目の妥当性を確保するため、調査票案を作成後、回

復期リハビリ看護に精通している対象施設の管理者（看

護部長，病棟課長）と検証した。

２）データ分析：各調査項目について基礎統計量を集

計した。統計ソフトSPSSVer15.0を使用した。

３．倫理的配慮

本研究は、沖縄県立看護大学の倫理審査において承認

された研究の一部である。調査票に調査趣旨及び厳重に

保管すること、研究目的以外に使用しないこと、個人が

特定出来ないように取り扱うことを明記し、対象の了解

を得た。

Ⅳ．結　果

１．回復期リハビリ病棟看護師の概要

概要については、表１に示すとおりであった。

１）基本属性：性別は「男性」は12人（23.1%）、「女

性」は40人（76.9%）、年齢は22歳～55歳で、平均年齢

32.08±7.73歳であった。看護師としての経験年数は

9.08±6.99年で、資格は看護師41人(78.9%)、准看護師11

名(21.1%)であった。病院選択理由として、「リハビリ看

護に関心があったから」は24人（46.2%）、「病院の所在

地がC地域だったから」は13人（25.0%）、「急性期よりも

回復期の看護に関心があったから」は12人（23.1%）、

「給与面等の待遇、福利厚生がよいと思ったから」は1人

（1.9%）であった。

２）看護の専門性：提供している看護機能の割合(計

10割で表示)は、｢直接ケア機能｣は5.82、｢教育機能｣は

1.82、｢相談機能｣は1.40、｢調整機能｣は1.00であった。

得意なケアとして、身体面では、｢ADL拡大のためのケ

ア｣は29人(55.8%)、「残存機能の維持・増進」は8人

（15.4%）、「褥瘡等の処置」及び「廃用症候群等の二次的

機能障害予防」は各々5人（9.6%）、「救命救急処置」は3

人（5.8%）であった。精神面では、｢リハビリや回復へ

の動機づけ｣は23人(44.2%)、「ニーズの把握」は16人

（30.8%）、「認知症のケア」は7人（13.5%）、「障害受容の

ケア」は3人（5.8%）、「高次脳機能障害へのケア」は1人

（1.9%）であった。社会面では、｢家族への介護技術の指

導｣は31人(59.6%)、「退院調整」及び「家族関係の調整」

が各々9人（17.3%）であった。整形外科系や内科系患者

のケアと比較し、脳血管障害高齢者ケアの特徴と思うこ

とは、｢後遺症によるADL低下へのケア｣は25人(48.1%)、

｢高次脳機能障害のケア｣は19人(36.5%)、「障害受容のケ

ア」と「精神症状へのケア」はそれぞれ3人（5.8%）、

「認知症のケア」は1人（1.9%）であった。看護師とリハ

ビリ専門職者（理学療法士，作業療法士，言語聴覚士)

との専門性の違いとして、｢直接ケア機能｣は31人

(59.6%)、｢教育機能｣は15人(28.8%)、「調整機能」は2人
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表1 回復期リハビリ病棟看護師の概要 n=52
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表2 看護師の在宅復帰支援についての認識と役割 n=52
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（3.8%）、「相談機能」は1人（3.8%）であった。回復期の

患者の｢生活機能｣(ICFモデル：国際生活機能分類，

WHO，2001年)で重視しているのは、「活動」は34人

（65.45）、「心身機能・構造」は13人（25.0%）、「参加」は

4人（7.7%）であった。

３）自己効力感：回答した52人中46人（88.5%）の一

般性セルフ・エフィカシー尺度（以下、GSESと略）総

得点の平均は7.26、標準偏差は3.79、最大値は16、最小

値は0であった。

２．看護師の在宅復帰支援についての認識と役割

看護師の在宅復帰支援についての認識と役割は、表２

に示すとおりであった。

１）脳血管障害高齢者への意思の確認：カンファレン

スへの本人の参加は、「内容によって必要な時と必要で

ない時がある」は44人（84.6%）、｢必ず参加する必要が

ある｣は8人（15.4%）、「家族が参加すれば、本人は参加

する必要はない」はいなかった。カンファレンスでの看

護師の役割は、「本人の現在の状況について説明するこ

と」は32人（61.5%）、｢本人の意思・希望の発言を促す

こと｣は11人（21.2%）、「家族の意思・希望の発言を促す

こと」は5人（9.6%）、「本人と家族、または専門職間の

調整をすること」は2人（3.8%）であった。本人への転

帰先の確認については、「聞く時と聞かない時がある」

は29人（55.8%）、「必ず聞いている」は13人（25.0%）、

「聞いたことはほとんどない」は5人（9.6%）であった。

２）退院指導：「本人への合併症の指導｣は25人

(48.1%)、｢本人へのADLに関する指導｣は14人(26.9%)、

「家族への介護技術に関する指導」は9人（17.3%）であ

った。

３）在宅訪問の認識と役割：入院中の看護師の在宅訪

問の必要性について、「必要な人と必要でない人がいる」

は37人（71.2%）、｢ぜひ必要｣は13人(25.0%)、「ほとんど

必要ない」は1人（1.9%）であった。在宅復帰に向け在

宅ケア専門職者との連携の経験については、「有り」は

12人（23.1%）、「無し」は40人（76.9%）であった。入院

中の在宅訪問の経験については、「有り」は20人（38.5%）、

「無し」は32人（61.5%）で、平均訪問回数は、3.83±

3.13回であった。在宅訪問を経験した20人が、在宅訪問

後、病棟で実施したこととして（複数回答）、「自宅での

生活に合わせたADL拡大のためのケア」は17人（85.0%）、

「家族への介護技術等の指導」は11人（55.0%）、「在宅ケ

アの専門職者との情報交換・連携」は10人（50.0%）、

「本人の意思に沿った在宅復帰の促進」は9人（45.0%）、

「自宅のバリアフリー対策」は3人（15.0%）であった。

４）在宅復帰阻害要因：在宅への受け入れの意思、介

護に自信がない等の｢家族の精神面｣が19人（36.5%）、世

帯構成や介護者の有無、経済力、家族関係等の｢本人の

社会面｣が13人（25.0%）、後遺症や認知症、ADLの重症

度等の｢本人の身体面｣が12人（23.1%）であった。介護

者の健康問題、介護者の年齢等の「家族の身体面」は3

人（5.8%）、家族の仕事、世間体等の「家族の社会面」

は2人（3.8%）、在宅復帰の意思やリハビリへの意欲等の

｢本人の精神面｣は1人（1.9%）、介護保険や医療保険等の

｢フォーマルサービス｣は2人（3.8%）、親戚や友人・知人、

近隣住民等の｢インフォーマルサポート｣はいなかった。

Ⅴ．考　察

１．回復期リハビリ病棟看護師の特徴

回復期リハビリの当事者は高齢者等であり、看護師は

あくまでも支援者である。しかし、良い支援者がいなく

ては、良いリハビリの過程はあり得ない14）と言われ、

看護師の果たす役割は重要である。今回の看護師の概要

を要約すると、回復期にある脳血管障害高齢者や家族に

対し、リハビリや回復への動機づけを行い、｢活動｣を重

視しながら、ADL拡大等の直接ケア機能や、退院時の本

人や家族への指導という教育機能を中核としたケアを提

供していると考えられた。一方、相談及び調整機能への

認識は高くないことが推察された。今後、在宅復帰を促

進していくためには、相談及び調整機能を強化すること

も必要である。

看護における相談機能とは、対象者が直面している問

題を明確化し、解決の方向づけができるように、主にコ

ミュニケーションを通して行う活動のことである。具体

的には、療養生活の方法や治癒過程で生じる疑問や心配

ごとの相談にのる。また訴えてきた問題だけではなく、

本人が気づいていない状態に対して、自覚を促し、その

過程で相談的関係をつくっていくこともある15）。回復期

リハビリ病棟において、対象と共に過ごす時間が多い専

門職は看護師であり、疾患理解や生活面への直接ケア、

本人及び家族への教育機能を提供しており、その過程で

生じることについて、対象者や家族と共有しやすい位置

にいる。特に回復期は、回復へのあせりや障害受容等で

不安定になることもある時期であり、本人の訴えや家族

の困りごと等に対する相談機能は重要な役割である。在

宅復帰に向けて、ソーシャルワーカー等の専門職者と目

標を共有しながら、連携を強化していく必要がある。

調整機能については、近年、その重要性が認識され、

病院等において専任で退院調整看護師が配置され、計画

的に多職種連携や退院後の療養生活を整えるための役割
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を果たしている16）。本道らによると17）、看護師が退院調

整を行う強みは、①利用者の理解内容と、医師の診断内

容及び治療方針を理解する知識体系を有していること、

②看護を継続していくために、退院後のサービス提供者

と、入院中の提供者の両者と共に、対象に合ったケア方

法を考案していけることである。チームアプローチが重

視される回復期リハビリ病棟であればこそ、看護師の強

みを活かして、本人と家族、並びに多職種との連携にお

ける調整機能を果たすことで、在宅復帰が促進されてい

くと考える。

「心身機能」の不自由を、生活上の「活動」で補い、

豊かな人生に「参加」することを重視するICFモデル18）

でみると、看護師は、「活動」レベルであるADLから家

事・仕事・人との交際・趣味等、生活行為のすべて19）

を重視している者が65.4%、「参加」レベルである社会的

な出来事に関与したり、役割を果たすこと20）を重視し

ている者は7.7%であった。高齢者の尊厳の保持・向上が

めざされている今日、「活動」レベルにとどまらず、「参

加」レベルも視野に入れた支援を入院中から行うことが

必要である。

社会学的学習理論では、ある結果を生み出すために必

要な行動をどの程度うまく行うことができるかという個

人の確信を「セルフ・エフィカシー（Self efficacy：自

己効力）」21）と呼んでいる。今回の看護師の自己効力感

として、GSES総得点の平均は7.26、標準偏差は3.79、最

大値は16、最小値は0であった。坂野らが一般成人を対

象とした結果をもとに一般性セルフ・エフィカシーの強

さを5段階評定値に換算したもの22）と比較すると、本研

究の7.26は「低い傾向にある」の範囲であった。一般性

セルフ・エフィカシーの高さは、「自己の行動遂行可能

性について、どのような見通しを持って行動を生起させ

ているかの目安となる変数」23）と言われていることか

ら、今回の結果からは、看護師として、ケアの遂行可能

性は、必ずしも十分ではないことが推察される。

２．在宅復帰支援についての役割とケアの方向性

カンファレンスは、利用者本人や家族も含めて、関係

者が情報を共有し、今後の方向性を決定する重要な場で

ある。また、退院に向けたアドボカシー（権利擁護）と

して、利用者本人が退院後自分の力で新たな生活を築い

ていこうとする意思決定の最初の段階を入院中に保障す

ることが出来る24）。今回、看護師は、カンファレンスへ

の脳血管障害高齢者本人の参加について、内容によって

参加の必要性を検討したり、または、必ず参加する必要

性を認識していた。カンファレンスでの役割として、

｢本人の意思・希望の発言を促すこと｣は21.2%であった。

カンファレンスに当事者である本人の参加の必要性を認

識し、さらに本人の意思や希望を促すことを認識してい

る看護師がいたことは、在宅復帰に向けての情報を本人

と家族、専門職間で共有することにより、本人が望む場

合には、在宅復帰支援の促進の機会になる。

在宅や施設等の転帰先について、本人への確認として、

「必ず聞いている」は25.0%であった。看護は生活を支援

する役割を担っている。生活の主体は本人で、個別性・

多様性があるため、本人の意思（自己決定）を確認する

ことが重要である。酒井は「技術が専門的になればなる

ほど、目的と目標の共有が必要になっていく。そして当

事者の自己決定による自己責任がより求められていく。

社会の変革によって当事者の力をより強くするととも

に、現在の当事者の自己決定を支えなければならない」
25）と述べている。自己決定する前提として、情報弱者

である高齢者等に対し、必要な情報をわかりやすく、的

確なタイミングで提供できるような力、もしくは橋渡し

をできるネットワークとフットワークを看護師も身につ

けていく必要がある26）。たとえ、脳血管障害による後遺

症が残存し要介護状態になっても、今後の人生をどこで

どのように過ごしたいのかは、本人の意思に基づくこと

が前提であり、人生の統合期を迎えている高齢者のケア

では重要になってくる。

在宅復帰に向けた退院指導において、「本人の合併症

への指導｣と、「本人のADLに関する指導｣が高く、疾患

管理や身体機能の回復を重視した指導が行われているこ

とが推察された。そのことは、小野が明らかにした入院

から退院までの全過程で行っている「ADL獲得介入」の

結果と同様であった27）。回復期リハビリ病棟での役割は、

ADL向上のための看護が求められおり、さらに脳血管障

害高齢者は、基礎疾患に生活習慣病を合併していること

が多いため、生活も含めた退院指導が看護の役割として

重要であることが、本研究においても示唆された。

在宅復帰に向け、看護師は病棟内でのケアにとどまら

ず、在宅訪問の必要性を｢ぜひ必要｣(25.0%)と認識し、

実際に在宅訪問をした者が38.5%、在宅ケア専門職者と

の連携を23.1%が経験していることは、在宅までの中間

施設としての回復期リハビリ病棟の役割を重視し、ケア

を提供していることが推察された。今後さらに在宅復帰

を促進していくためには、在宅訪問や在宅ケア専門職と

の連携をさらに強化していくことが課題である。

看護師が捉えている在宅復帰阻害要因として、在宅へ

の受け入れの意思、介護に自信がない等の｢家族の精神

面｣や、世帯構成や介護者の有無等の｢本人の社会面｣、
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｢本人の身体面｣を主な阻害要因として捉えており、先行

研究と同様の傾向であった28)～30)。一方、在宅復帰の意

思やリハビリへの意欲等の｢本人の精神面｣や、介護保険

や医療保険等の｢フォーマルサービス｣、友人・知人、近

隣住民等の｢インフォーマルサポート｣への着目は弱いこ

とが推察された。在宅復帰促進に向けたケアの方向性と

して、自助機能(本人･家族)だけでなく、公助機能(フォ

ーマルサービス)や互助機能(インフォーマルサポート)

も強化する必要があると考える。

３．本研究の限界と今後の課題

本研究の限界として、１ヶ所の対象施設で、対象は脳

血管障害高齢者と限定していることとから、一般化する

には十分ではない。

今後の課題としては、対象施設の拡大や、高齢者以外

の世代、整形外科系や内科系の疾患を抱える患者も視野

に入れながら、発展させていくことが課題である。

Ⅵ．結　論

Ａリハビリ専門病院の回復期リハビリ病棟に勤務する

全看護師を対象として、看護師の概要と在宅復帰支援に

ついての認識と役割を明らかにした結果、以下の知見が

得られた。

看護師は、脳血管障害高齢者や家族に対し、リハビリ

や回復への動機づけを行い、｢活動｣を重視し、直接ケア

及び教育機能を中核としたケアを提供していた。一方、

相談及び調整機能への認識は高くないことが推察され

た。

回復期リハビリ病棟看護師は、カンファレンスへの脳

血管障害高齢者本人の参加の必要性を認識し、合併症や

ADLに関する退院指導を行っていた。在宅訪問の必要性

は｢ぜひ必要｣(25.0%)と認識し、実際の在宅訪問が38.5%

であった。看護師が捉えている脳血管障害高齢者の在宅

復帰阻害要因は、｢家族の精神面｣、｢本人の社会面｣、

｢本人の身体面｣が主だった。一方、｢本人の精神面｣や、

｢フォーマルサービス｣、｢インフォーマルサポート｣への

着目は弱いことが推察された。在宅復帰促進に向けたケ

アの方向性として、自助機能（本人・家族）に加え、公

助機能（フォーマルサービス）や互助機能（インフォー

マルサポート）も強化する必要があると考える。
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Role and awareness of nurses on recovery and rehabilitation wards 
in supporting elders to return home

Masayoshi Sakugawa1), Akemi Ohwan1), Sayuri Kurechi1), Shigeji Miyagi2)

Abstract

【Objective】 This study aimed to identify the background of nurses working on recovery and rehabilitation wards as well
as their awareness of and role in supporting elders with cerebrovascular disorders to return home. 
【Methods】 Subjects were 52 staff nurses who worked on recovery and rehabilitation wards in a 200-bed rehabilitation
hospital. 
Subjects completed an anonymous 22-item questionnaire (100% response rate) and frequency distribution of the

responses was analyzed.
The examination items concerned (1) the background of the nurses with respect to (i)fundamental attributes, (ii) nursing
specialty, and (iii) self-efficacy, and (2) their awareness of and the role they play in supporting elders with cerebrovascular
disorders to return home with respect to (i) confirming the patient’s needs, (ii) providing discharge advice, and (iii)
awareness of the patient’s needs for home visits and the nurse’s role in making these visits. 
【Results and Discussion】 The nurses encouraged elders with cerebrovascular disorders and their family to undertake
rehabilitation activities and work toward recovery. Moreover, they were aware of the importance of“activities”, as well as
the need for providing both direct nursing care and care with an educational function of nursing. On the other hand,
subjects appeared not to have a high level of awareness of their role in consultation and management. 
They did recognize the necessity of participation of patients in their own case conferences and the need for nurses to give

for discharge advice in relation to complications and activities of daily living. 25.0% of nurses recognized that home visits
were “definitely needed” and 38.5% of nurses did home visits. The factors hindering a return home mainly concerned
“the emotional state of the family”, “the social ability of the elder” and “the physical state of the elder”. From these
results, we infer that the nurses paid little attention to “the emotional state of the elder” with cerebrovascular disorder,
“formal services” and “informal support”. Therefore, we need to enforce the power of “self-help” (of the elders
themselves and of the family), “the function of public help” and “the function of mutual help” as the direction of care
provision in the future.

Key words：recovery and rehabilitation wards, nurse, returning home, elders, cerebrovascular disorders

1)Okinawa Prefectural College of Nursing
2)Kagawa Nutrition University
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Ⅰ．はじめに

日本の救急医療施設は施設基準によって、一次、二次、

三次救急医療施設に分類される。一次救急医療は外来診

療で帰宅可能な救急患者への対応、二次救急医療は入院

治療や緊急手術、一時収容を必要とする救急患者への対

応、三次救急医療は一般病院では対応できない生命の危

機状態にある重症患者の救命救急を行うことを目的にし

ている1)2)3)。

これまでの救急看護の研究は、一次～三次救急施設の

使命と役割に応じた緊急度・重症度の判断や救命処置技

術等が強調される傾向にあり、迅速で正確な救命処置を

目標としたプロトコルが確立され、救急処置技術の向上

に貢献してきた4)5)。

しかし、一次・二次救急医療施設の救急初療の場では、

救急車搬送患者は優先され、ウォークイン患者が待合室

で心肺停止や重篤な状態に陥る場合もあり5)緊急度や重

症度の判断や急変の可能性を予測することが難しいこと

が考えられる。このように来院状況が異なる患者を受け

入れる救急初療の場で、最初に患者・家族と対応する看

護師の初期アセスメントは重要である。しかし、多様な

患者の混在する救急初療の場における初期アセスメント

指標はまだ明確ではなく、担当する看護師の経験に頼っ

ているのが現状であり、経験の少ない看護師には対応困

難な状況がある。

本研究の目的は、一次～三次の多様な救急患者が混在

する救急センター初療の場に勤務する中堅看護師たちが

経験の中から培った初期アセスメント視点を分類・整理

し、それに基づいた初期アセスメント指標の構造を示し、

新任看護師の指導に活用できる初期アセスメントプロト

コル作成の一助とすることである。

Ⅱ．研究方法

1．用語の操作的定義

・救急初療の場：救急患者が来院して医療者（本研究で

は看護師）と関わる最初の場所。

・初期アセスメント：救急患者来院時、緊急度と重症度

の評価に影響する患者状況の判断。

・救急車搬送患者：救急車によって救命救急センターへ

搬入されてきた患者。

・ウォークイン患者：本研究では救急車搬送患者以外の

全ての患者。

2．データ収集場所

救急車搬送患者およびウォークイン患者を受け入れて

いるK病院救命救急センター内の救急初療の場。

3．研究参加者の選定

K病院施設長および看護部長、救急センター看護師長

に研究の主旨を説明し、研究参加者の推薦を受けた。研

報告

救急初療の場における看護師の初期アセスメントに関する研究
～Ｋ病院における中堅看護師のインタビューから～

照屋理奈1） 金城芳秀2） 池田明子2）

１）沖縄県立南部医療センター・こども医療センター
２）沖縄県立看護大学大学院

要　約

【研究目的】 来院状況の異なる多様な患者が混在する救急センターで、最初に患者･家族と対応する中堅看護師たちのアセスメント視点
を分類･整理し、新任看護師の指導に活用できる初期アセスメントプロトコル作成の一助とする。
【研究方法】 K病院の救急看護経験10年以上の中堅看護師6名を対象に半構造的インタビューを行った。
【結果及び考察】 1) 中堅看護師の初期アセスメントは医師の診断前に実施されており、患者家族や守衛などの協力を得ながら、同時に
多数の患者を視野に入れて多面的にアセスメントしていた。
2）中堅看護師の初期アセスメントの重点は患者の急変の可能性の予測であった。「何か変だ」という異和感と経験的知識とを照合した
独自のアセスメント視点であった。
3) 中堅看護師たちの経験的知識を集約した「初期アセスメント指標」の作成は、新任看護師たちのアセスメント能力の向上に役立つこ
とが示唆された。

キーワード：救急看護、初期アセスメント、中堅看護師、インタビュー
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究参加者は、K病院救急センターでの実践経験が3年以

上（看護実務経験10年以上）のリーダー的役割を担って

いる看護師で、研究に関心を示し同意が得られた中堅看

護師６名である。

４．研究参加者への倫理的配慮

本研究は、研究参加者に対して紙面と口頭で説明し同

意を得て行った。また、研究を始めるにあたり、沖縄県

立看護大学倫理審査委員会の承認を得た。

５．データ収集

1)データ収集期間：2007年6月～11月

2)データ収集方法：研究参加者1人につき1回（60分～90

分程度）の半構造的インタビューを行い、以下の質問

項目を前もって研究参加者に提示した。

質問１　救急患者来院時、あなたが特に重視している

患者の情報や観察点はどんなことですか？

質問２　今まであなたが体験した中で、救急患者来院

時の対応で印象に残っている場面について語

ってください。

質問１では、K病院救命救急センターに来院する救急

車搬送患者とウォークイン患者と、二通りの状況を設定

した。また、緊急度や重症度を予測する状況のアセスメ

ント視点を抽出するために、救急車搬送患者の場合、救

急隊員から事前に「意識あり」と「意識なし」の情報を

得て患者のアセスメントが始まるため、その状況を設定

した。ウォークイン患者の場合は、救急受付や予診聴取

時に患者自身が「会話ができる」状態と「会話ができな

い」状態を設定した。

質問２では、状況設定した質問では充分な回答が得ら

れないことも考慮して、研究参加者が経験した救急初療

の場面の中で印象に残っていることを自由に語ってもら

った。

６．データ分析の手順

①　インタビュー内容を逐語録におこし、質問１の回答

を患者の来院状況別に整理し、質問２の回答は質問１

で整理した内容にそって研究者が分類する。

②　①で整理したものを研究参加者個人に戻して加筆・

修正を依頼する。

③　研究指導教授からのスーパーバイズを受けながらア

セスメント視点を集約し、それを研究参加者に示し意

見を求める。

④　集約したアセスメントの視点を救急初療時の経時的

な流れにそって並べる。

⑤　研究参加者が特に重視している急変の予測をアセス

メントする視点を図示する。

⑥　K病院救命救急センター救急初療の場における初期

アセスメント指標を提示する。

Ⅲ．結果

1．データ収集場所及び研究参加者の概要

1）研究参加者の背景

年齢は38歳～52歳（平均45.3歳）、実務経験年数は

13年～30年（平均22年）、K病院救急センターでの実

務年数は3年～19年（平均7.3年）であった。

2）K病院救命救急センターの患者状況

救命救急センターとして一次～三次救急患者を受け

入れ、年間受診数23,878人（2006年度の集計）のうち、

救急車搬送患者3,228人（約14%）、それ以外はウォー

クイン患者であった。看護師の勤務体制は日勤3名、

準夜勤3名、深夜勤務2名の配置である。

2．研究参加者に共通するアセスメント視点の分類

研究参加者６名の救急初療の場におけるアセスメント

視点を患者の受診状況別に整理すると、共通項目として

は、意識の評価、患者状態、患者行動の三項目に大別さ

れた。

1）救急車搬送患者のアセスメント視点（表1－1）

・意識レベルの評価については、救急隊員から得られた

意識状態の情報を再評価することから始めている。Ｋ

病院救急センターでは患者来院時の意識状態をグラス

ゴー・コーマ・スケール（以後GCSとする）スコアを

使用して情報共有を図っている。しかし、研究参加者

たちはGCS項目のスコア化の難しさを語り、単にGCS

をスコア化するのではなく、意思の疎通性を確認する

ことを重視してアセスメントしていた。

・患者状態については、研究参加者の主観的な患者の第

一印象と客観的にバイタルサインや患者の主訴や症状

を確認し照らし合わせ、頭の先から足先を順に観察し

ていた。

・患者行動については、救急車要請理由や病院到着時の

行動、救急車内での行動、救急車搬送前の行動と比較

していた。また、救急者搬送患者の場合、患者の家族

や付き添い者、発見者、救急隊員からの情報も重要で

あることを語っていた。

意識の無い患者の患者状態や患者行動は、患者自身の

外表面から、また家族や付き添いなどの関係者から情報

を得ていた。
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表1-1 救急車搬送患者のアセスメント視点
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表1-2 ウォークイン患者のアセスメント視点
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2）ウォークイン患者のアセスメント視点（表1－2）

・患者行動は、救急受付で「会話ができる」「会話がで

きない」を確認し、「会話ができない」患者の場合、

家族や付き添い者から情報を得て、患者の意思の疎通

性を確認していた。そして、付き添ってくる家族や付

き添い者との関係性の様子も重視していた。また、

『外来が閉まっていた』『仕事の都合』などを理由に来

院する患者の中に『歩いて来院しても重症な患者がい

る』ことを研究参加者全員が語っていた。

・意識レベルの評価は、救急車搬送患者と異なりGCSス

コアは使用せず、患者行動の観察で意思の疎通ができ

ない理由として、『飲酒の状態』『薬物使用の状態』の

確認を行い、アセスメントの補強をしていた。

・患者状態に関しては、救急車搬送患者のアセスメント

視点と変わりはなかったが、ウォークイン患者の特徴

として、『患者の訴えが必ずしも疾患と結びつかない

場合もある』ことにも注目していた。

なお、参加者に共通するアセスメント視点以外にも、

患者家族、付き添い者、他の患者等の人的環境および待

合室の状況や診察までの待機場所、患者を経過観察する

ベッドの配置など、物理的環境を含めた多様なアセスメ

ント視点が確認できた。

3．救急初療の場で経時的に行われるアセスメントの

流れ

救急初療の場では、共通する三項目のアセスメント視

点を活用し、緊急度、重症度、急変の可能性のアセスメ

ントを行っていたが、最も優先される緊急度の評価は、

患者の来院状況で異なっていた。

1）救急車搬送患者来院時のアセスメントの流れ

① 救急車搬送患者は、救急隊からの通報で「意識あ

り」「意識なし」の事前情報を受けている。患者が

病院到着時は意識レベルの再評価を優先していた。

緊急度が高い場合には救命救急処置の準備をする。

② 緊急度が低く、救命救急処置が不要であれば、患

者状態と患者行動から重症度や急変の可能性を予

測する。

2）ウォークイン患者来院時のアセスメントの流れ

①「会話ができない」ウォークイン患者は、付き添い

者と共に来院していので、緊急度が高い可能性を

予測する。

②「会話ができる」ウォークイン患者は、患者行動の

アセスメントから始め、救急処置の適応があるか

を判断する。

③ 緊急度が低い場合には、重症度や急変の可能性を

予測する。

④ 診察までの待ち時間の間、応急処置として止血や

安静の必要性を判断する。

研究参加者らは印象に残る初療の場面として、緊急度

の高い救命処置の最中に別の救急車搬送患者や一次、二

次救急患者の来院があることや、重症患者の経過観察を

行っている最中に緊急度の高い患者が来院してくる状況

について語っていた。

なお、ウォークイン患者は診察までに待ち時間があり、

研究参加者は待合室での患者の急変を経験していた。そ

のため、患者や家族に対しては待ち時間について説明し

同意を得るようにし、守衛や受付事務員に対して待合室

にいる患者の様子がおかしいと感じるときは、すぐに初

療室の看護師へ知らせるよう協力を依頼していた。

4．急変の可能性を予測するアセスメント方法（図1）

救急初療の場で研究参加者たちが特に重視しているの

は、急変の可能性を予測することであった。救命処置に

専念するあまり低血糖の発見が遅れた患者や痙攣や意識

障害など、早期に発見すれば対応できる症状を見逃すこ

とや、交通外傷後や飲酒で来院する患者など、初療の時

点では緊急度を示す症状はなく経過観察中に急変した患

者などであった。そして、痙攣で来院した患者がＣＴ検

査中に再痙攣となった経験から、救急初療の場での急変

の可能性の予測の重要性を語っていた。また、急変した

患者の状況とその経時的なアセスメントを次の勤務者へ

引継ぐことの難しさを語っていた。

急変の可能性を予測するアセスメントは、目の前にい

る患者をアセスメントし、今の患者像を描き、今の患者

像と普段の患者像とを比較することによって行われてい

た。しかし、普段の患者像が描けないときは、研究参加

者らが以前経験した患者の受診状況及び経過を振り返

り、今の患者像と共通する側面を引き出し、照合するこ

とで、急変の可能性のアセスメントを補強していた。患

者像のイメージの仕方は以下の通りである。

①今の患者像は、救急初療の場にいる現在の患者の状態

をもとにイメージする。

②普段の患者像の患者像をイメージする。具体的には年

齢、現病歴・既往歴、普段の食事や生活面、ADL、

家族からの情報から普段の患者の状態をアセスメン

トすることで普段の患者像をイメージする。そして

『普段とどこが違うのか』と①今の患者像と比較する

ことで、急変の可能性をアセスメントしている。た

だし、普段の患者の状態の情報が得られず、患者像

がイメージできない場合もある。
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③以前経験した患者像をイメージする。②普段の患者像

がイメージできないときは、これまでの患者アセス

メントの経験を引き出して患者像をイメージする。

そして、①今の患者像と照合することによって急変

の可能性をアセスメントしている。

なお、研究参加者らは、以前経験した患者像の参考と

なるリピーター患者の存在にも注目している。リピータ

ーとは毎回同じ理由で来院する患者をいい、Ｋ病院救急

センターのリピーター患者の特徴は、外科的に止血処置

を必要とするリストカットや、服毒、飲酒などを大量に

経口摂取してくる患者、過換気発作、痙攣発作後、喘息

発作、低血糖患者のように急激な症状を呈して来院する

患者、基礎疾患に伴って起こりやすい誤嚥性肺炎や家庭

内トラブル後の受診を挙げていた。研究参加者らは、リ

ピーター患者に先入観を持つことにより、急変時の予測

を妨げた経験についても語っていた。

Ⅳ．考　察

1．救急初療の場の現状と協働の必要性

K病院救命救急センターの初療の場では、救急患者総

数の約8割をウォークイン患者が占めていた。救急処置

の傍らで、多くのウォークイン患者の中に重症度の高い

患者が混在している可能性のある状況下では、関係者の

チームワークが必要不可欠である。坂口の救急看護の職

務特性の研究6)7)でも「同僚との協働」の必要性が述べ

られている。本研究参加者らは、待合室の患者の状況が

十分に観察できないことを認識しているため、守衛や受

付事務員に対して患者の観察を協力依頼していた。救急

初療の場では、看護師同士の協働だけではなく、患者を

とりまく周囲の関係者らとの協働により初療室の看護師

の視野が拡大され、多くの患者の対応に備えることがで

きると考える。

２．中堅看護師のアセスメントの特徴

1) 初療の場におけるアセスメント視点

中堅看護師たちに共通するアセスメント視点を集約す

ると、意識の評価、患者状態、患者行動の三項目に大別

された。特に患者状態のアセスメント視点としては、患

者の示す徴候を表面的に捉えるのではなく、バイタルサ

インや主訴、家族からの情報との関連を確認している。

また、患者行動に着眼することで意識状態や患者の訴え

や症状を裏づけていた。

これまでの救急看護についての研究は、患者の緊急性

を判断し救命処置技術のスピードを重視する傾向があり
8）9）10）、一次、二次救急医療施設に勤務する救急看護師

も救命処置の介助へのニーズが高いといわれる11）。救命

処置はプロトコルに沿って行う技術の一つであり、より

スムーズな救命救急処置の介助によって救命できること

は看護師の本望でもある。しかし、今回の研究に参加し

た中堅看護師らは救命処置技術について語ることはな

く、救命処置を行っている最中でもアセスメントに見落

しがないか、細心の注意を払っていた。そして、軽症か

ら重症までの多くの救急患者を同時進行でアセスメント

を行うために、アセスメント視点を最大限に活用するこ

とを重視する中堅看護師の特徴が推察できた。

2) 急変の可能性のアセスメント視点

中堅看護師たちが印象に残る場面として多くあげてい

たのは、急変の可能性を予測できなかった経験であった。

坂口は救急看護師の職務特性として6）「職務からのフィ

ードバック」をあげている。中堅看護師たちは、経験を

図1 急変の可能性を予測するアセスメント方法
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積み重ねることにより、患者来院時の患者像と普段の患

者像を比較したときに、普段と違う患者に対して生じる

異和感が、急変の可能性のアセスメントを導いていると

考える。また、普段の患者像の情報が得られないときは、

これまで経験した患者の急変の徴候をアセスメントする

視点と照らし合わせながら、急変の可能性をアセスメン

トすることを重要視していると考える。

3) 中堅看護師らの持つ独自のアセスメント視点

中堅看護師のアセスメント視点を明確化すると、中堅

看護師たちが患者のアセスメントを行うときに『なにか

変だ』という直感と自分の経験的知識と照らし合わせる

過程で異和感を覚えている。その異和感を自覚すること

により、いわゆる教科書的な知識とこれまでの経験から

得た知識を統合し、その看護師独自のアセスメント視点

を持っていることが明らかになった。しかし、中堅看護

師たちが独自のアセスメント視点を看護師同士で表に出

し合うことは少ない。それは、瞬時に行われる初期アセ

スメントは、経験に基づく独自のアセスメント視点であ

るため、お互いに他のスタッフの視点を尊重しあってい

るか、あるいは視点を共有する必要性を感じていないか

らではないかと考える。

３. 初期アセスメント指標の構造化

中堅看護師たちが一瞬のうちに行っているアセスメン

ト視点に基づいたアセスメン指標の構造を図2に示す。

救命救急センター初療の場で行われる初期アセスメン

ト指標の中で、中堅看護師が緊急度のアセスメントとし

て最も重視したのは意思の疎通性である。救急車搬送患

者は意識レベル、ウォークイン患者は患者行動によって

意思の疎通性をアセスメントしている。また、中堅看護

師たちが急変の可能性をアセスメントするときは、自分

自身の異和感に基づいて行っている。具体的には今の患

者像と普段の患者像、以前に経験した患者像との比較、

または照らし合わせたときに生じる異和感が急変の可能

性のアセスメントを導いていると推測された。

このアセスメント指標は、救急初療の場で活用できる

初期アセスメントプロトコルの一助となり、中堅看護師

にとっても、自分たちが蓄積した経験的知識をお互いに

共有することで初期アセスメント能力の向上につなが

り、実践をより確かなものとすることができる。さらに、

新任看護師が患者の緊急度や重症度、急変の可能性を速

やかに判断するときの指導に活用できると考える。

図2 初期アセスメント指標の構造化（2008/照屋）
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A study on first nursing assessment for emergency patients
- interview data from experienced nurses at the K hospital-

Rina Teruya1), Yoshihide Kinjo2), Akiko Ikeda2)

Abstract

The aim of this study is to make clear the assessment points of experienced nurses at the first contact with the
emergency patients having a variety of health conditions and various paths from a walk-in to an ambulance. Semi-structured
interview was made for 6 nurses who have worked over 3years at the emergency department of K hospital. Results and
findings from present analysis were follows.
1) Prior to the doctor diagnosis, the nurse with paying attention to other patients conditions made the assessment at the
first contact to the patient taking account of the information obtained from( a )patient family and (a )hospital guard.etc

2) With reference to the gap between clinically experienced knowledge and getting  unusual feeling from the patient, the
nurse gave priority to the possibility for sudden change of patient status.

3) It is suggested that the first nursing assessment for emergency patients, which was synthesized from the assessments
points of experienced nurses, may be useful for development of ability among new nurses.

Key words：Emergency nursing assessment Experienced nurses interview

1)Okinawa Prefectural Nanbu Medical Center & Children Medical Center
2)Okinawa Prefectural College of Nursing, Graduate Study in Health Nursing
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Ⅰ．はじめに

近年、保健師看護師統合カリキュラムのもとで、保健

師基礎教育の充実が求められ、より実践能力の高い保健

師を育てることが、これまで以上に求められている1) 2)。

しかし、地域看護実習において、学生が現場で健康教

育を実施する機会が減少してきている3) 4)。2004年3月に

卒業生を輩出した看護系大学61校を対象とした宮崎ら5)

の調査でも、市町村の実習で家庭訪問・健康教育を「必

ず実際に行う」と回答した割合はそれぞれ47.5％、

39.3％であり、保健所での実習はそれよりもさらに低率

であった。

本県においては、全看護学生が健康教育を実施できて

いるが、今後、看護系教育機関の増加に伴う地域看護実

習・学生の増加、および保健師の分散配置による指導可

能な保健師の減少が予測される。このような中で、実習

での実践の機会を増やし、いかに実践能力を強化するか

が課題となっている。

本学では、地域保健看護実習（市町村）において、家

庭訪問・健康教育の実施を必須とし、実践能力の向上に

努めている。健康教育は、はじめに学生および指導保健

師による評価を行い、それを参考に、指導教員が最終的

な評価を行っている。今後さらに実践能力を高めるため

には、実習での健康教育の到達度を、健康教育評価表を

用いて分析し、健康教育の改善点等、指導のあり方を見

いだすことが必要になる。

そこで、本研究では、実習での健康教育の評価得点に

ついて、学生と指導保健師の比較を行い、改善点を明ら

かにすることを目的とする。

健康教育に関する教育と実習指導の概要：

本学では、2年次後期から4年次前期にかけて、地域保

健看護概論、地域保健看護方法（I～Ⅲ）で、講義・演

習を履修した後、4年次前期に福祉保健所１週間、後期

に市町村２週間の地域保健看護実習を実施している。

地域保健看護実習の目的は「地域における多様なヘル

スニーズを持つ個人・家族・集団に対する保健指導の方

法を習得する。また、地域のケアシステムを活用して健

康問題を解決する方法を学習する。」である。それを受

け、市町村での実習目標の一つとして、「個人・家族お

よび地域の健康問題の解決・健康増進に向けた保健サー

ビスが理解できる」を設定し、小集団を対象とした健康

教育の実施を必須としている。

健康教育に関する教育内容および方法は、地域保健看

護方法Ⅲ（４年次前期）で、健康教育の変遷、目的、評

価、および健康教育の企画、指導計画、指導案作成につ

いての講義を行い、その後学生を12グループにわけ、現

場に沿ったテーマで指導案作成、実演を行っている。

報告

地域保健看護実習における学生の健康教育の改善
－学生と指導保健師の評価得点の比較－

牧内　忍1） 仲間紀子1） 川崎道子1）

１）沖縄県立看護大学

要　約

【背景】 保健師看護師統合カリキュラムのもと、保健師の実践能力を高めることが課題であり、今後の健康教育指導のあり方等を見い
だすことが必要である。
【目的】 実習での健康教育評価得点について、学生と指導保健師の比較を行い、改善点を明らかにする。
【対象】 平成19年度地域保健看護実習を終了した本学4年次80人中、研究に同意が得られ、記録に不備のない64人(80.0%)の実習に関する
諸記録。
【方法】 学生の実習記録より、健康教育実施状況を整理し、学生と指導保健師の評価得点を実施状況別に算出した。
【結果】 1)健康教育のテーマは「生活習慣病予防」「骨粗鬆症」「予防接種」の順に多かった。2)指導保健師の評価得点は全体的に学生よ
りも有意に高かった。3)評価内容の「態度・服装」「目標設定理由」「導入-展開-まとめの流れ」は学生の自己評価が高かった。4)実施時
期別では、「態度・服装」「雰囲気づくり」「導入-展開-まとめの流れ」は、「１週目」よりも「２週目」実施の学生の自己評価が高かった。
5)実施学生数別では、「導入-展開-まとめの流れ」「時間配分」について、「複数」での実施が「単独」での実施よりも自己評価が高く、
「内容に関する知識」は低かった。
【結論】 学生が健康教育を行う際、準備時間を十分にとり、内容に関する知識を身に付け、参加者の反応を見ながら実施できるよう、
講義、演習および実習の事前学習等を工夫する必要がある。

キーワード：保健師教育、健康教育、地域保健実習
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市町村での実習前の学習は、実習開始約２ヶ月前から

開始し、学生は配置市町村の保健師や指導教員の意見を

参考に、健康教育の対象者、テーマを決定し、指導案作

成を行っている。その際、指導教員は、指導保健師と調

整の上、指導案作成等の指導・助言を随時行っている。

実習中は、事前に作成した指導案をもとにデモンスト

レーションを行い、指導保健師等より助言を受け、修正

を行った後、本番に臨んでいる。指導教員は、デモンス

トレーションまたは本番に参加した上で、学生と指導保

健師の評価を参考に、健康教育の総合評価を行っている。

Ⅱ．研究方法

1.対象：平成19年度地域保健看護実習（市町村）を終了

した本学4年次80人のうち、研究に同意が得られ、学生

および指導保健師の健康教育評価得点が記載された64人

(80.0%)の健康教育に関する諸記録（実習計画書、健康

教育指導案、健康教育評価表）である。

2.分析方法：

1)健康教育実施状況の整理

健康教育に関する諸記録より、健康教育のテーマ、実

施時期、実施学生数を確認し、整理した。

2)健康教育の学生および指導保健師の評価得点の分析

健康教育評価表より、学生および指導保健師による評

価得点を集計し、平均点±標準偏差を算出した。

3)健康教育自己評価得点を健康教育実施状況別に算出

2)で算出した全体平均得点を健康教育の実施時期別、実

施学生数別に集計、分析した。

有意差検定はMicrosoft Exelを用い、t 検定、χ2 検定

を行った。

健康教育評価表の項目および評価内容は、５項目、16

評価内容である。

項目は『目標・タイトル』、『内容』、『会場』、『媒体』、

『態度』である。

評価内容は、「1.目標の設定理由は適切か」（以下「1.

目標設定理由」）、「2.内容を表現するタイトルのつけ方

であったか」（以下「2.タイトルの付け方」）、「3.興味を

持たせる導入であったか」（以下「3.興味をもたせる導

入」）、「4.目的を明確に伝えていたか」（以下「4.目的の

伝達」）、「5.講義内容はわかりやすかったか（専門用語

の使い方等）」（以下「5.わかりやすい内容」）、「6.参加者

に合う内容であったか」（以下「6.参加者に合う内容」）、

「7.内容に関する知識は充分であったか」（以下「7.内容

に関する知識」）、「8.導入－展開－まとめの流れで話せ

たか」（以下「8.導入－展開－まとめの流れ」）、「9.時間

配分は適当であったか」（以下「9.時間配分」）、「10.会場

の選択、設営は適切だったか」（以下「10.会場の選択」）、

「11.媒体は適切であったか（以下質・量）」（以下「11.媒

体の作成」）、「12.媒体を上手に活用したか」（以下「12.

媒体の活用」）、「13.落ち着いて、参加者の反応を見なが

ら話せたか」（以下「13.参加者の反応を見る」）、「14.参

加者が相互に話し合える雰囲気づくりができたか」（以

下「14.雰囲気づくり」）、「15.参加者の発言の機会を適切

表1 健康教育評価表の項目と評価内容
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に設けたか」（以下「15.参加者の発言機会」）、「16.実習

生としてふさわしい態度、服装であったか」（以下「16.

態度、服装」）である。（表1）

評価は５段階で、大変良い=5点、良い=4点、普通=3点、

あまり良くない=2点、良くない=1点とした。

倫理的配慮：学生へ書面と口頭で研究の主旨、匿名性の

確保、研究の同意の自由意思、成績評価に影響しないこ

と等を説明し同意を得た。

Ⅲ．結果

健康教育のテーマは、「生活習慣病予防」39.1％、「骨

粗鬆症」10.9％、「予防接種」10.9％の順に多かった (表

2)。

健康教育の実施時期では、実習「１週目」に実施した

者が27人（42.2％）、「２週目」に実施した者が37人

（57.8％）であった。

健康教育の準備および実施を「単独」で行った者は28

人（43.8％）、「複数」で行った者は36人（56.2％）であ

った。

学生の自己評価得点（全体平均値±標準偏差）は

4.00±0.44点で、全体平均より高い項目は『目標・タイ

トル』『会場』であり、評価内容は、「16.態度、服装」

表2 健康教育のテーマ

表3 学生と指導保健師の健康教育評価得点（M±SD）
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「8.導入-展開-まとめの流れ」「1.目標設定理由」の順に高

かった。評価得点が全体平均より低い項目は、『内容』

『媒体』『態度』であり、評価内容は「14.雰囲気づくり」

「13.参加者の反応を見る」「7.内容に関する知識」の順に

低かった。

一方、指導保健師の評価得点は4.31±0.39点で、全体

平均より高い項目は『目標・タイトル』『会場』『媒体』

であり、評価内容は、「16.態度、服装」「8.導入-展開-ま

とめの流れ」「1.目標設定理由」の順に高かった。全体

平均より低い項目は、『内容』『態度』であり、評価内容

は「14.雰囲気づくり」「7.内容に関する知識」「13.参加

者の反応を見る」の順に低かった。

学生と指導保健師の評価得点の比較では、指導保健師

指導保健師の評価が学生の自己評価よりも有意に高かっ

表4 実施時期別および実施学生別 学生の自己評価得点（M±SD）

表5 実施時期別および実施学生数別 指導保健師の評価得点（M±SD）
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た。項目別では、『会場』を除く『目標・タイトル』『内

容』『媒体』『態度』の4項目で指導保健師の評価が学生

よりも有意に高かった（p＜0.01）。評価内容では、『内

容』の「8.導入-展開-まとめの流れ」と『会場』の「10.

会場の選択」の２つを除く、残り14の評価内容で、指導

保健師の評価が学生よりも有意に高かった（p＜0.05,

p＜0.01）（表3）。

実施時期別に学生の自己評価得点をみてみると、「２

週目」の実施は「１週目」の実施と比較して、「8.導入-

展開-まとめの流れ」「14.雰囲気づくり」「16.態度、服装」

の得点が有意に高かった（p＜0.05, p＜0.01）。また、実

施学生数別の比較では、「複数」での実施は「単独」で

の実施と比較して「8.導入-展開-まとめの流れ」「9.時間

配分」での得点が有意に高く（p＜0.05）、「7.内容に関す

る知識」は有意に低かった（p＜0.05）（表4）。

実施時期別に指導保健師の評価得点をみてみると、

「２週目」の実施は「１週目」の実施と比較して、「11.

媒体の作成」「12.媒体の活用」の得点が有意に高かった

（p＜0.05）。また、実施学生数別では、「複数」での実施

は「単独」での実施と比較して「11.媒体の作成」「12.媒

体の活用」「14.雰囲気づくり」「15.参加者の発言機会」

での得点が有意に高かった（p＜0.05）（表5）。

Ⅳ．考　察

健康教育のテーマは、メタボリックシンドローム等の

「生活習慣病予防」、転倒予防等の「介護予防」、「骨粗鬆

症」など、成人を対象としたものが６割を占めていた。

市町村保健師活動は、成人を対象とした集団事業が他の

事業よりも多いことがわかる。

健康教育の評価内容について、学生および指導保健師

の評価得点がそれぞれの全体平均より高いものは、「1.

目標設定理由」「2.タイトルの付け方」「8.導入-展開-まと

めの流れ」「10.会場の選択」「12.媒体の活用」「16.態度、

服装」であった。この事は、事前学習による健康教育の

指導案作成および実習中の指導保健師の指導助言が功を

奏した結果と考えられる。一方、全体平均より低いもの

は、「3.興味をもたせる導入」「7.内容に関する知識」

「13.参加者の反応を見る」「14.雰囲気づくり」「15.参加

者の発言機会」であった。

これらの中でも、特に両者の評価得点が低いのは、

「7.内容に関する知識」「14.雰囲気づくり」であった。こ

のことから、テーマに沿った健康教育の展開、媒体の活

用はできていたが、内容に関する知識が十分でないまま

健康教育の実施に臨んでいる状況が推測される。

実施時期別、実施学生数別にみると、「１週目」より

も「２週目」、「単独」よりも「複数」での実施において、

学生の自己評価は「8.導入-展開-まとめの流れ」が、指

導保健師の評価は「11.媒体の作成」「12.媒体の活用」が

高いという共通点があった。これは、実習前は指導教員

が主に指導案作成について指導し、実習中は、指導保健

師はそれを受けて一部手直しはあるものの、主に媒体作

成および活用の指導を行った結果、実演時にその効果が

みられたことを評価していると考えられる。

五十嵐ら6)は、実習期間中に最も時間をかけている実

習内容は健康教育であり、実習時間に比例して学生の自

己評価も有意に高かったと報告している。このことから、

「２週目」の者は「１週目」の者よりもデモンストレー

ションなどの準備にかける時間や指導保健師から指導を

受ける機会も多いため、余裕を持ち、媒体の作成もでき

たと考えられる。「１週目」の者で「14.雰囲気づくり」

の自己評価が低かったのは、「２週目」の者と比較して、

事前の対象者との調整、保健師の行う健康教育を見学す

る機会の少ないことも一要因と考えられる。

また、「複数」での実施では、全体的に高い評価であ

った。これは、健康教育実施にむけ、学生同士で指導案

作成時から、健康教育の内容展開や方法および媒体作成

などの役割分担を行っているため、一人で行うより学生

同士の力量が発揮できたと考える。しかし、反面「7.内

容に関する知識」は有意に低かったことより、複数で実

施する場合には、責任の所在が不明確となり、学生一人

一人の健康教育内容に関する知識が浅くなっている可能

性も考えられる。

学生の自己評価の低い項目は『内容』の「7.内容に関

する知識」と、『態度』の「13.参加者の反応を見る」

「14.雰囲気づくり」であり、健康教育の内容に関する知

識が不十分で、参加者の反応や雰囲気をとらえた健康教

育の展開が十分にできないことがわかる。これは学生が

健康教育時に参加者からの質問に答えられない場面が多

く、その際に自信を失い、自己評価が低くなると考えら

れる。また、学生は初対面の参加者へ健康教育を行う緊

張感や健康教育実施時間が15～20分程度と制限がある。

その中で、参加者の反応に臨機応変に対応する能力も求

められるため、力不足を感じる事が多々あると考えられ

る。

ほぼすべての項目において学生よりも指導保健師の評

価が高かったことは、指導保健師が実習開始前より学生

へ指導を行っており、その過程の評価を含め若干高得点

となったと考える。また、評価表は学生が先に記入し、

その後指導保健師に提出して評価を記入してもらう。そ

のため、指導保健師の評価が、先に記載されている学生
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の自己評価に影響された可能性も考えられる。

今回の結果より、市町村の実習で学生は、健康教育指

導案の作成はできていたが、実際の健康教育実施時、参

加者の反応を見たり、参加者が相互に話し合える雰囲気

作りができず、そのテーマに関する知識も不十分なため、

質問に対しても十分答えることができなかった。それを

ふまえて、今後、学内での健康教育の講義・演習時、そ

の技術や展開方法に関する教授方法を工夫し、実習の事

前学習時に活かすことが必要であると考える。

特に、学生と指導保健師の両方で評価得点が全体平均

値よりも低かった項目『態度』の３評価内容（「13.参加

者の反応を見る」「14.雰囲気づくり」「15.参加者の発言

機会」）と、『内容』の２評価内容（「3.興味をもたせる

導入」「7.内容に関する知識」）については、学生および

指導保健師の評価が上がるような工夫が必要である。

また、参加者からの評価を得るための評価項目の追加、

事前の十分な準備時間の確保を行うことの必要性が明ら

かになった。

Ⅴ．結　論

1.テーマは生活習慣病予防関連が39.1％と最も多かった。

2.自己評価得点は健康教育を「２週目」に実施した学生

の方が高い傾向があったため、準備の時間を十分にとれ

るよう配慮する必要がある。

3.「複数」で準備を行う場合には内容に関する知識が十

分でない傾向があるため、教員や指導保健師の配慮が必

要である。

4.学生のテーマに関する知識や、参加者の反応を見なが

ら健康教育が実施できるようにするために、講義・演習

の方法等を検討する必要がある。

5.今後、健康教育の評価項目を充実させ、到達目標を明

確にする必要がある。
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Improvement of student's health education in community health nursing
practice: through the student's self-evaluation and Guidance Public Health

Nurse’s evaluation.

Shinobu MAKIUCHI1), Noriko NAKAMA1), Michiko KAWASAKI1)

Abstract

【Background】Assessment of the discrepancies between self-evaluation scores of students and the actual ratings by the
supervising educators can give us important information about the educational program.

【Purpose】 We assessed the accuracy of the self-evaluation of students in training under the current public health nurse
integration curriculum in order to improve the quality of future health education guidance programs.

【Object】We analyzed the records of the 64 students (80.0%) out of the 80 in our college who did their community health
nursing training in the 2007 fiscal year. The evaluation score and consent for comparison between the student and
guiding public health nurse were available.

【Methods】 The student's self-evaluation score and the guiding nurse's score were calculated according to the actual
health education training taken.

【Results】1) The students selected the themes of the programs with regard to,  "Lifestyle-related diseases
prevention(39.1%)", "Osteoporosis(10.9%)",and "Vaccination(10.9%)". 2) The student's self-evaluation average score was
4.00 ± 0.44 points while the supervisors score was 4.31 ± 0.39 points, the supervisors score being significantly higher.
3) As for "Attitude and dress", "Reason of goal", and "Flow of the talk", the student's self-score was high. 4) In the
students who took "Attitude and dress", "Atmosphere-making", and "Flow of the talk", the self-score was higher in those
from "The second week" than from "The first week".  5) As for "Flow of the talk" and "Distribution of time", the self-score
of those taken in "Plural" was higher than those in "Single", and lower in "Knowledge concerning the content".

【Conclusion】We should prepare the chance for students with self-learning trough lecture , exercise and training on
health education. 

Key words：Public Health Nurse , health education, community health practice. 

1)Okinawa Prefectural College of Nursing
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Ⅰ．はじめに

1958（昭和33）年以降、慢性疾患が死因の1位から5位

の上位を占め、10位以内においても2006（平成17）年の

死因順位では、腎不全（第8位）、肝疾患（第9位）、慢性

閉塞性肺疾患（第10位）と大半を占めるようになってい

る1)。一方、高齢者の医療費の伸び率が高く、高齢者と

それ以外で診療費を比較すると、診療費1人あたり5倍近

い差があり、受診日数は1.3倍、受診率は6倍となってい

る2)。これらは慢性疾患のコントロール不良による急性

増悪による再入院や、合併症によって、疾患の悪化に伴

う入退院の繰り返しによるものと考えられる。慢性疾患

をもつ患者が増悪を予防し在宅療養を行っていくために

は、適切な支援を受けることが必要であり、地域の各医

療機関の連携は患者のQOLを高める上でも重要である。

離島は、若年層の慢性的な流出による高齢化の進行に

伴い、高齢者の独居、または高齢者の夫婦のみの世帯の

増加などがみられる。疾患の悪化や身体機能の低下で介

護度が高くなると、家族の十分な介護力がないと在宅ケ

アよりも再入院や介護施設に入所する道を選択せざるを

得ない状況がある。また地理的条件からタイムリーな医

療の提供において困難な面があり、本島との連携の問題

や、島内での保健・医療・福祉施設が限られていること

など島特有の課題を抱えている。

A島では4年前から定例で地域連携協議会、在宅情報

交換会、訪問看護連絡協議会が開催されており島内の円

滑な地域連携を目指している。地域の療養支援に関わる

関係者が集まり、現状や問題、また最新の知識や技術に

関する情報を共有することなどを通して、相互の信頼を

築き、また問題を共有している。医療連携では、各医療

機関の専門職者が連携の必要性について認識を共有し、

連携する相手を知ることで、療養支援が患者の視点で共

通の治療方針で行うことができると考える。その中で療

養が長期におよび、また入退院を繰り返すことが多い慢

性疾患患者に関しては、急性増悪を起こさず在宅療養を

行っていくための地域支援が重要である。この慢性疾患

患者の支援において、効果的に行っていくための目標が

医療機関の専門職者間で明確に共有されているかについ

ては明らかではない。

本研究では、A島の慢性疾患患者（特に脳血管疾患、

呼吸器疾患、がん、糖尿病、心疾患）の支援における地

域連携に焦点を当て、その現状と課題について明らかに

することを目的とする。地域で行われている医療の連携、

及び専門職者の支援の現状とその全体像を明確化するこ

とで、慢性疾患患者の在宅療養における支援体制のあり

方を、支援に関わる専門職者が共通理解し、さらなる円

報告

Ａ離島における慢性疾患患者の在宅療養を支援する地域連携

宮城裕子1） 石川りみ子1） 松田梨奈1） 神里みどり1） 佐久川和子2）

１）沖縄県立看護大学
２）沖縄県立宮古病院

要　約

【研究目的】 離島は、高齢化・過疎化が進み、また隔たった地理的条件によって、島内にある保健・医療・福祉施設が限られているこ
とからくる島特有の課題を抱えている。本研究は、A島で行われている医療の連携、及び専門職者の支援の現状とその全体像を明確化し、
円滑な地域連携に繋げるための基礎資料とすることを目的とする。
【研究方法】 研究対象は定例で開催されている地域連携協議会へ参加している6施設に所属している各専門職者1名に対し半構成的面接
を行い、聞き取った内容を逐語録にまとめ、現在の状況、課題、改善点の視点から考察した。また地域連携に関する会議・カンファレ
ンスへの参加を行った。
【結果】 聞き取り調査で出てくる言葉や話題に着目し、それらが意味するところを要約し、聞き取りの内容を表すテーマをつけ、地域
連携時の情報共有、在宅療養支援、要医療処置患者の在宅療養、高齢者の在宅療養、脳卒中患者の在宅療養、緊急時の対応、地域の受
け皿に関する内容が挙がった。A島では中核病院を中心に関係機関が問題や情報を共有し患者支援に取り組んでおり、地域連携および在
宅療養に関する会議・勉強会が定期的に開催され、円滑な地域連携に繋がっていた。要医療処置患者の受け入れ体制は十分ではなく、
急性期病院での長期入院に繋がっている現状がみられた。長期にわたるケアを必要とする慢性疾患患者の経過に合わせて行う支援の充
実、および限られた施設数の中で、必要に応じた患者の受け入れが課題となっていた。
【結論】 地域連携における各職種の特徴的な課題、及び共通の課題があり、地域の利点を発展させながら、課題についての取り組みが
必要である。

キーワード：慢性疾患患者、在宅療養、地域連携、離島
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滑な地域連携に繋げるための基礎資料とする。

Ⅱ．対象及び方法

研究期間は、平成19年11月から平成20年3月である。

研究対象は地域連携協会へ参加している施設の保健医療

福祉の専門職者である、各専門職者の中の1名ずつ調査

協力を依頼し、同意が得られた計13名である（表1）。各

施設の対象者の希望する場所で、同意が得られた対象者

に対して、30～60分の半構成的面接を行った。面接内容

は1) 過去2年以内で、慢性疾患患者、特に脳卒中、呼吸

器疾患、糖尿病、がん、心疾患患者で地域連携に繋がっ

た事例を通して、慢性疾患患者の地域連携について考え

ること、2)A島で慢性疾患患者の在宅ケアを支えていく

ために必要と考えることについてである。インタビュー

記録をデータとし、繰り返し読みながら分析を行った。

繰り返し出てくる言葉や話題に着目し、それらが意味す

るところを要約し、インタビューの内容を表すテーマを

つけた。

倫理的配慮：研究参加者には、研究の目的・内容を口頭

と文書で説明し、得られたデータは個人が特定されない

よう配慮し、研究以外の目的では使用しないことを説明

した上で同意書を得た。本研究計画書は沖縄県立看護大

学の倫理審査において承認を得た。

Ⅲ．結　果

1.  地域連携時の情報共有

A島は総人口55,218人、世帯数23,349、高齢化率22.8%

の島である。B病院は15診療科、393床を有する総合病

院で、地域における中核病院の役割を担っており、平成

15年からは地域連携室が設置され関係機関との連絡調整

を行う病院側の窓口となっている。また、A島では4年

前からB病院がイニシアティブをとり、在宅療養支援に

おける対策を検討する場として地域連絡協議会を開催し

ている。会議の目的は、地域の関係機関との役割分担に

基づいた連携の充実・強化を図り、地域医療福祉の向上

に寄与することであり、B病院（地域連携室医師、病棟

看護師長）、総合病院2ヶ所、地区医師会、歯科医師会、

薬剤師会、地域包括支援センター、福祉保健所、看護協

会訪問看護ステーション、ケアマネージャー連絡会、介

護老人保健施設、特別養護老人ホームが参加し、2ヶ月

に1回開催されている(図1)。地域の実情に応じた取り組

みに対して、各専門機関が支援を行い、在宅療養を支え

る基盤の整備、促進を図っていた。また定例の会議の他

に、地域連携協議会主催による島内の保健・医療・福祉

関係者を対象に毎週研修会を開催している。この研修会

を通し、「医師や訪問看護師の理解が広がり、在宅によ

る医療的処置を必要とする患者の受け入れが増えた」、

「病棟看護師が地域の医療制度の知識の向上に繋がって

いる」「施設での医療的処置のある患者の受入れへの抵

抗がやや取り除けた」などの意見があり、地域の意識を

少しずつ変える貴重な機会となっていることが伺えた。

このような勉強会への参加による各専門職者の在宅療養

に関する知識の向上を図っている。一方では「離島であ

るため、専門職者が最新の情報に触れる機会が少ない」

「都市の病院へ戻れるかとの不安をもっている」「専門職

者を対象とした研修会の機会が少ない」との意見があっ

た。

今回焦点を当てた慢性疾患患者支援においては、専門

職者からの意見では「退院時に迅速に地域診療所へ必要

な情報が届く」「内容によってはファックス、電話など

でのやり取りができ連絡がとりやすい」「病院と訪問看

護師との情報は書面により詳細になされ、それを医師は

外来診療に活かしている」との意見があり（表2）、関係

機関間の連携はスムーズに行われていることが伺えた。

「地域では顔見知りなので、直接電話かけてやりとりす

ることが多い」「近しい間柄なので、今、よろしく、は

いわかりましたという感じがすごくやりやすい」と連携

をとる施設間の敷居は、低いことを感じていた。一方、

その中で医療処置のある患者や、医療依存度の高い患者

の情報伝達に関しては「退院調整時に器具がそろってな

かったり、管の交換日がいつかわからないなど、伝達が

不十分な部分がある」「退院後の継続支援として必要な

情報が不十分」「患者家族の思いが継続支援できるよう

な、サマリーの充実が必要」などの意見があった。

表1 調査対象者
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2.  在宅療養支援

がん患者の在宅療養：「早い時期に患者・家族と相談

し、地域に繋いでいる」「疼痛管理、休日診療、看取り

に関することなどの詳細な調整を、診療所主治医、訪問

看護師が行っている」「最後は家でという希望で病院か

ら退院後も、状態がよくない場合は入院し、退院できる

状態になれば在宅でみていく。行きつ戻りつできる連携

が常にある」「痛み止めなど、疼痛コントロールについ

て患者の細かい情報をＢ病院、地域診療所主治医と連携

をとっている」「末期がん患者の休日の受診、緊急時の

対応など地域連携室と連携を取り、家族も安心できる対

応をとっている」「末期がんの患者の退院時には主治医、

地域連携室、診療所看護師を含めたカンファレンスを行

っている」「末期がん患者を自宅で看取るということが

多くなっている」ということが挙げられ、関係機関の職

種が連携しあい、地域での在宅療養を支えていた。

終末期患者の在宅療養：「畳の上での死を望む地域の

慣習から、死の間際になって急ぎ退院するケースがあり、

診療所の受け入れ側への情報伝達が不十分な状況があ

る」「終末期の患者が急に在宅に引き継がれ、戸惑う」

「紹介され、当日亡くなるということは避けたい。家族

との関係性の構築やケアにおいても急にというのは非常

に厳しい」との地域で受け入れる場合の意見があった。

一方、「在宅での見取りが家族にとって自然に受け入れ

られているのは、離島内には病院が限られていることも

ある」との意見もあった。支援の中で「不慣れで十分な

調整ができず、本人の希望が十分に果たせなかった事例

があった。適切な支援ができるよう研修会や勉強会など

の機会があってほしい」「早期の対応で本人の望む生活

が送れるため、講習会などのような住民へ知識を提供で

きる機会が必要」という意見もあった。

3.  要医療処置患者の在宅療養

「在宅では訪問看護師の支援のもと、家族が胃瘻栄養

の管理を行っている」「胃瘻造設を行った患者でも、在

宅移行ができるケースが増えている。定例で開かれてい

る勉強会によって、医師も地域の訪問看護師によって療

養が可能であるという認識が高くなっている」との意見

があり、医療者の取り組みの一つである勉強会によって、

地域医療の変化が現れていることが挙がっていた。一方、

在宅移行が困難で施設や回復期病院への転院が必要な患

者において「可能な受け入れ先が少ないため、病院を探

すことが困難」「医療処置が必要な患者を受け入れる施

設が少ない」などの理由から、急性期病院でも入院が長

期化する社会的入院が多いことが挙げられた。

4.  高齢者の在宅療養

「特に高齢者の場合、一人では食事をあまり摂らない

図1 Ａ島における在宅療養支援強化の取り組み
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ため、食事をとってもらうことが主な日常支援になって

いる」「退院時に患者や家族へ栄養指導を行うが、退院

後はうまくいっているか知ることができていない」など

の意見があった。一方「高齢者または高齢者家族の場合、

薬の内容が十分理解できず、わからなくなると飲まずに

ためてしまい急性増悪につながる」「訪問の際は、残薬

の整理が大きな仕事になっている」など、高齢者世帯で

の内服管理の困難な現状があった。リハビリについては

「在宅でのリハビリは訪問看護師が病院の理学療法士の

アドバイスを得ながら行っている」「在宅リハビリが積

極的にできるよう専門スタッフが必要」との意見があっ

た。糖尿病など慢性疾患の悪化予防については関係者が

いつでも連携し合い、カンファレンスの場を持ち対応が

行われていた。

5.  脳卒中患者の在宅療養

「比較的多いが、緊急で島外に搬送される場合は初期

治療が遅れる」「早期退院による在宅リハビリの必要な

ケースが増えている」「時期が遅れると転院が難しくな

るにもかかわらず、転院調整の連絡が遅くなる場合もあ

る」と、リハビリ継続に向けての早期からの関わりや、

地域での継続的な在宅リハビリがさらに必要であること

が示唆された。

在宅療養支援では「介入のタイミングがうまくいくと

介護度も悪くならない」「早期からの関わりは、患者を

よく知り、時間をかけて準備ができる」との意見があり、

入院中または早期からの患者との関わりがスムーズな在

宅療養に繋がるとの意見があった。

6.  緊急時の対応

「在宅酸素療法や、レスピレーターケアを在宅で行っ

ている患者など、台風時、災害時の避難入院は連携病院

と確立できている」と地域の各医療機関専門職者から述

べられていた。A島は夏から秋にかけて年に数回の台風

に襲われる地域であるが、台風時の患者の対応が確立さ

れていた。

7.  地域の受け皿

中核病院に対し「救急患者依頼を断らない」「台風、

災害時の避難入院が確保されている」と、地域の医療機

関からは緊急時の対応の体制が取られていることが挙げ

られた。一方、A島は高齢者が多く、在宅療養を支える

家族への支援については「老健施設から在宅へ移行した

にもかかわらず、家族の介護疲れで在宅療養がうまくい

かずに施設にもどるケースがあった。」「全介助の患者の

家族が高齢者、または独居老人の場合、在宅への移行が

困難である」との意見があった。「胃瘻や吸痰が必要な

患者さんや、インシュリンを使っている患者さんなど医

療処置がある場合、受け入れる体制の問題からショート

ステイが受けづらい。受けてくれる施設がもう少し増え

るといい」と患者を介護する家族に休息が必要な時の患

者を受け入れる施設・病院の必要性が述べられていた。

しかし、Ａ島内の福祉施設は限られており、医療的処置

を有する患者や、長期入院のニーズ、また家族の介護疲

れに対するショートステイに対応できるには至っておら

ず、在宅で比較的重症または重度介護状態を支える在宅

療養として、高齢者世帯や家族介護力が乏しい在宅患者

の療養をいかに支えるかが問題となっていた。

Ⅳ．考　察

情報共有について、参加者からは地域連携協議会によ

ってお互いの問題を相談しやすく、協力が得やすい、B

病院には相談がしやすく、情報も得やすくなったとの意

見が挙げられており、相互の信頼感が増し、顔の見える

連携ができる一助となっていることが伺えた。A島では

地域連携協議会の他に在宅支援情報交換会、訪問看護連

絡会、居宅支援連絡会などが定期的に開催され、情報交

換、共有がなされている。地域連携を円滑に行うために

ネットワークを機能させて密な情報交換を行うことが重

要であり、その際「顔がわかる」ことはそれを強化させ

ることにつながると考える。担当者が誰であるかを知っ

ておくこと、担当者との信頼関係を築いていくことが重

要であり、連絡会、協議会はその一歩となる。関係者が

対等の立場で会議を開き情報を共有し、病院と自宅、施

設が切れ目なく繋がることが在宅療養を支援する地域連

携において重要であり、Ａ島ではこのような会議、連絡

会を重ねることを通して、地域連携が行われていた。ま

た島嶼の暮らしにおいては顔の見える範囲の社会であ

り、医療機関・施設においても、島内の健康問題を支え

合うという医療提供が働いていることが伺えた。

在宅療養において、病院で死を迎えているがん患者の

割合は95%にのぼると報告されており、その背景の一つと

してがんの進行に伴う症状コントロールの難しさが挙げ

られている3)。患者および家族は、自分たちだけでは症状

緩和への対処ができないと判断し、終末期を病院で過ご

すことを選択する状況にあるのではと報告されている3)。

一方、西田らは在宅療養において、新たな合併症の併発、

呼吸困難を伴う状況、介護人数の不足等により介護者が

介護疲労をきたし、入院となるケースも多く、終末期の

在宅療養を実現するためには患者のみならず、介護者の
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負担を軽減するための対策、合併症を併発させない努力

が求められると述べている4)。在宅で治療ケアを行ってい

く上で施設間の密な連携が必要となる。疼痛緩和や、緊

急時、休日受診の対応など、在宅においてもさまざまな

場面において切れ目なく適切なケアが実施されるための

体制が必要であるが、B病院医師は早い時期から患者の意

思を確認し、診療所訪問看護師が中心となって、がん患

者の在宅療養が行われていた。在宅療養の中で疼痛など

の身体的状態をはじめ、心理的ケアなど詳細な情報を訪

問看護師が中心となってB病院医師、地域連携室、診療所

医師による対応がなされていた。

見取りにおいてはA島では、死後魂が浄化していくた

めに家の畳の上での死を望む地域の慣習があり、死の間

際になって、急ぎ退院するケースに対し、地域で受け入

れる医療関係者は十分な対応に関して課題を感じてい

た。患者や家族は最後まで回復を望む医療への大きな期

待があり、病院が何とかしてくれるという思いや、改善

が見込めないことを認めたくない思いが要因の一つでは

ないかと考える。インフォームド・コンセントを行い、

内容を看護師が患者家族と共有できていること、退院す

る頃のイメージを具体的に家族が理解し、患者家族の思

いが叶えられる時間を持てるために医療者と看取りに対

して共有していくことが必要と考える。

在宅療養支援において「退院時にこういう状態をめざ

すこと」を共有し、そこに到達するまでに「リハビリを

進める」「医療処置を自立できるように教育を受ける」

「家族が必要な指導を受ける」など患者家族が取り組む

ことを明確にしていくことが必要である。病棟において

入院中から退院後の患者の生活を中心に置いた医療の提

供、看護が必要であり、すなわち、日常生活動作の介助、

投薬、リハビリについて、退院後の生活をイメージしな

がら自己管理支援を行うことが在宅療養生活への移行が

よりスムーズになると考えられる。Ｂ病院では、ケアマ

ネージャーが病棟へ出向き、地域での療養における介護

サービスや訪問看護・在宅医療ついての勉強会を開催

し、適切な時期に地域関係機関に繋がるための病棟看護

師の意識や情報提供の向上への取り組みを行っており、

そのことが患者の退院を促進し、地域での在宅医療の支

援につながっていた。また、B病院では在宅療養の上で

支援がになると、病棟や外来医師、看護師から依頼によ

って地域連携室に繋がった患者においては、地域連携室

の担当者が関係職種すなわち主治医、看護師、理学療法

士、栄養士、薬剤師などから情報収集を行い、患者・家

族と面談を繰り返し、退院前に地域関係機関の担当者と

合同カンファレンスを開催して、在宅調整を行っていた。

適切な時期に病棟や外来から地域連携室に繋げていくこ

とが必要と考える。

要医療処置患者では医療情勢の変化に伴い、経管栄

養実施患者の療養の場が在宅や施設へ移行してきている

が、A地域においても、在宅や老健施設で栄養療法を受

ける胃瘻栄養実施患者が増えてきている（地域連携室資

料）。在宅での胃瘻管理では、訪問看護師のサポートを

得て家族が行っていることが多く、介護職者から医療的

処置がある患者についても問題なく看ることができると

の意見があった。在宅では訪問看護師が患者や家族、介

護スタッフと密に連携をとり、安心して療養ができる体

制がみられた。B病院では1年前から週に1度病院内で勉

強会が開催され、そこで訪問看護師と意見、情報交換を

することによって、医師も胃瘻患者を積極的に在宅療養

移行へ繋げるようになっているという。一方、施設にお

いては「胃瘻が造設されて戻ってくる場合は管理の上で

受け入れが困難」という意見もあり、施設内のスタッフ

の人数の問題から不安への声もあった。造設する病院と

管理する診療所や施設、在宅などの連携がうまくいかな

ければ、患者家族、また医療、介護スタッフ負担が大き

くなるため、管理に対する知識を得る機会、また支援を

行っていくシステム、特に施設においては胃瘻に関わる

地域の医療、介護スタッフを支援し管理の質の向上を行

うためのシステムを作ることが必要であると考える。

継続支援の中で高齢者の食事管理や薬物管理の問題が

挙がっていた。在宅医療を受ける特に高齢者の患者は、通

院可能な患者に比べて虚弱な場合が多く、そのため栄養不

良もしくは栄養不良に陥る可能性が高い状態である5)。入

院期間中に適切な栄養管理がなされても退院後、外来、施

設、在宅において継続した栄養管理がなされていないと栄

養不良になり、肺炎などの合併症を伴い再入院となる。一

方、糖尿病で血糖コントロールが必要な患者などでは、退

院時に患者および家族へ栄養士からの栄養指導が行われて

いるが、退院後の経過については訪問看護師やケアマネー

ジャーなどの介入がない患者に対しては、患者・家族にま

かされている。慢性疾患を抱えた患者にとって栄養管理は

重要であり、地域で継続支援が行える栄養士の必要性が示

唆された。薬物管理においては、特に高齢者また高齢者の

家族の場合は内服管理がうまくいかず、急性増悪を繰り返

す場合もあり、継続支援体制の必要性が示唆された。

在宅を支える家族の支援については家族の介護疲れで

在宅療養がうまくいかずに施設に戻ることがあり、ショ

ートステイなどが可能な施設をうまく利用するなどの体

制作りが必要であると考えられる。A島内の福祉施設は

限られており、医療的処置を有する患者や、長期入院の
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ニーズに対応できるには至っておらず、在宅で比較的重

症または重度介護状態を支える在宅療養として、高齢者

世帯や家族介護力が乏しい在宅患者の療養をいかに支え

るかが問題となっていた。重度介護状態を引き延ばさな

いための医療的配慮や高齢者のQOL向上を目指した医

療構築が必要であることが考える。

Ⅴ．結　論

１．A地域では中核病院を中心に関係機関が在宅療養支

援のために問題を共有し取り組んでおり、地域連携

および在宅療養に関する会議・勉強会が定期的に開

催され、円滑な地域連携を図っていた。

２．要医療処置患者の受け入れ体制は十分ではなく、急

性期病院で長期入院に繋がっている現状がある。限

られた施設の中で、必要に応じた患者の受け入れが

できるための地域の環境を構築していくことが求め

られた。

３．在宅療養における継続看護に関して、退院に向けて

の入院中の対応や専門者間の連携の方法やカンファ

レンスの増加など一層の充実が求められている。

４．終末期患者の在宅死に関する支援に関して、専門職

者間の連携のより一層の充実が求められる。
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Research on Regional Alliances Supporting Home Recuperation of
Chronic Disease Patient in a Isolated Island.

Yuko MIYAGI1), Rimiko ISHIKAW1), Rina MATSUDA1),
Midori KAMIZATO1), Kazuko SAKUGAWA2)

Abstract

The purpose of this study is to become the supporting data for connecting with smooth regional alliances by revealing the
actual condition and full picture of the medical service’s cooperation and support of professional staff at a island. 
The study considered the aspects of present circumstances, issues, and improvements after conducting semi-structured
interview to each professional staff attached to 6 facilities, which are facilities participating in the regularly held Regional
Alliances Council, and after literally summarizing the questioned details. Furthermore, meetings and conferences
concerning regional alliances were attended.
Attention was directed to the words and topics repeatedly heard during the interview; its meanings were summarized;
theme reflecting the interviewed contents was given; and matters concerning the following were pointed out:  information
dissemination at the time of regional alliance, home recuperation support (cancer patients, end stage patients, patients
requiring medical treatment, elderly people, and stroke patient), action at times of emergency, regional receiving system. At
A island, with the key hospital playing the key role, related organization shared and worked on the problem of home
recuperation support, held meetings and study meetings regularly concerning regional alliances and home recuperation,
and has connected this to smooth regional alliances. Due to insufficient receiving system for patients requiring medical
treatment, presently it is in a state where patients are being connected to long-term hospitalization at acute stage hospitals.
It is necessary that support according to the flow of chronic disease patients needing long term care be accomplished.
Region's approach is demanded in receiving patients according to their needs within the limited facility.

Key words：Chronic Disease Patient, Home Recuperation, medical service’s cooperation, Isolated Island.

1) Okinawa Prefectural College of Nursing
2) Okinawa Prefectural Miyako Hospital
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Ⅰ．緒　言

長寿県といわれる沖縄県の1人当たり老人医療費は、

1980年代前半まで全国最下位であった1-2）が、1980年代

後半から急増し、1人当たり老人入院医療費も1990年以

降全国上位となり、とくに老人医療費に占める割合が高

い。また、介護給付費も、介護保険制度開始初年度

（2000年）から全国平均を上回っている。

わが国の老人医療費の地域格差に関する先行研究は、

1980年代から都道府県・二次医療圏・市町村レベルでの

報告3～7）があり、都道府県格差は、病院および診療所の

病床数、都市部と農村部等の社会環境指標3-4）が関連し、

65歳以上人口の増加率よりも病床数増加5）の寄与が大き

いとされている。市町村格差については1990年後半から

の報告が多く、その要因に、病床数と子ども世帯との同

居8）、人口密度・市町村民所得・医師数9）、病床数・世

帯人員数10）、高機能病院、病床数、交通の便等受療環境
11）があり、老人医療における入院医療費と外来医療費

の関連要因は異なるとされている。近年、市町村が高齢

者の医療と介護サービスの提供と財源確保に果たす役割

が増大しているが、老人医療費と介護給付費の関連に関

する研究報告は未だ少ない12）。

本県は2002年の人口133.7万人、65歳以上人口19.6万人

（14.5％）、市町村別人口は、最大30.5万人、最小536人で、

本島を除く39の有人離島に人口の約10％が居住してい

る。市町村別１人当たり老人医療費は最高87.6万円、最

低56.8万円、1人当たり老人入院医療費は最高53.3万円、

最低25.5万円と格差がある。医療供給体制のうち病院

（総数95）は本島南部に集中して27市町村に病院がなく、

市町村別診療所数も（総数71）は最大254、最小1で差が

大きい。

本研究では、このような本県の医療供給体制に注目し、

介護保険制度開始直後3年間における老人医療費の市町

村格差に関連する要因と今後の方向性を検討した。

Ⅱ．研究方法

1.  分析対象

沖縄県福祉保健部における2000～2002年度の県内52市

町村の老人医療費、介護給付費、老年人口、病院数およ

び診療所数、病院病床数および診療所病床数、60歳以上

基本健康診査受診率に関する既存資料。

2.  分析方法

先行研究3～11.13～21）の相関分析および重回帰分析で関

研究ノート

介護保険開始後３年間の沖縄県市町村における
老人医療費格差要因の分析

永吉ルリ子1） 宮地文子2） 岡村　純2） 川崎道子3）

１）沖縄県福祉保健部南部福祉保健所　
２）日本赤十字九州国際看護大学
３）沖縄県立看護大学

要　約

【目的】 沖縄県市町村の医療供給体制に注目し、介護保険制度開始直後3年間における老人医療費の市町村格差に関連する要因と今後の
方向性を検討した。
【方法】 本県福祉保健部における2000～2002年度の県内52市町村の老人医療費、介護給付費、老人保健事業に関する３１変数について、
Peasonの単相関分析および1人当たり老人医療費、1人当たり老人入院医療費、1人当たり介護給付費、1人当たり施設介護サービス費を
従属変数としたStepwise法による重回帰分析を実施した。
【結果】 1人当たり老人医療費の市町村格差の最大要因は入院受診率で、次に1件当たり入院医療費、1人当たり入院外医療費、受診率で
あった。一方、60歳以上基本健康診査受診率は1人当たり老人医療費の抑制要因であった。病院数や病床数は市町村格差があるにも関わ
らず関連性は低かった。１人当たり老人入院費格差要因は、入院受診率であった。1人当たり介護給付費格差の最大要因は要介護認定者
率であり、1人当たり施設介護サービス費に関連する変数は年次によって異なった。
【結論】 今後の市町村の老人医療費の市町村格差や高騰に関連する要因分析において、老人医療費指標としては、入院医療費、入院・
入院外の受診率を用いることが有効であり、さらに老人保健事業、高齢者の受療意識と行動、および今後の介護保険施策と関連施設お
よび地域環境等の要因との関連を追究する必要がある。

キーワード：老人医療費　老人入院医療費　介護給付費　施設介護サービス費　老人保健事業
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連が指摘されている諸指標を参考に、市町村における高

齢人口指標3変数、老人医療費指標13変数、介護保険事

業指標6変数、老人保健事業指標1変数、計31変数（表１）

の関連について、以下の分析をした。

1）各年度の1人当たり老人医療費、1人当たり老人入

院医療費、1人当たり介護給付費、1人当たり施設介護サ

ービス費と各指標間のPeasonの相関係数を検討した。

2）各年度の1人当たり老人医療費、1人当たり老人入

院医療費、1人当たり介護給付費、1人当たり施設介護サ

ービス費を従属変数、人口指標を除いた27変数を独立変

数とするStepwise法による重回帰分析から、各従属変数

に影響する要因を検討した。

データ収集期間は、2004年6月～2005年12月である。

データ処理は、統計ソフトSPSS ver.16 for Windowsを使

用した。

３．倫理的配慮

本研究計画は、沖縄県立看護大学倫理審査委員会にお

ける審査を受け、関連資料の分析に当たって沖縄県福祉

保健部老人医療および介護保険担当部局に研究趣旨およ

表1 分析対象指標
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び分析方法を説明し、了解を得た。

Ⅲ．研究結果

１．市町村における3年間の老人医療費および

介護給付費の変化

表2より、市町村の高齢化率には差があり、３年間の

市町村別1人当たり老人医療費は平均72万円台、標準偏

差9.7～8.4万円、1人当たり入院医療費は平均約41万円、

標準偏差9.1～7.1万円で、市町村格差は大きいが、年々

縮小方向にあった。また、3年間の受診率と循環器疾患

入院外受診率は増加したが、入院日数に変化はなく、市

町村間差も小さかった。

市町村別要介護認定者率は平均15.2～19.7％、1人当た

り介護給付費は平均27.1～32.4万円と増加し、年次変動

は１人当たり老人医療費に比べて大きく、とくに、1人

当たり居宅介護サービス費に著しかった。

２．市町村における老人医療費および介護給付費と

関連変数

表３より、１人あたり老人医療費と3年間にわたる正

の相関は、老人医療における1人当たり入院医療費等の

10変数に、負の相関は、65歳以上人口率、60歳以上基本

健康診査受診率にみられた。1人当たり入院医療費と3年

間正の相関関係は、1人当たり老人医療費等の6変数にみ

表2 2000年～2003年度沖縄県市町村老人医療諸指標の基本統計
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られたが、負の相関がある変数はなかった。

1人当たり介護給付費と3年間正の相関関係は、65歳以

上人口率等の6変数にみられ、負の相関がある変数はな

かった。1人当たり施設介護サービス費は3年間の相関関

係があった変数はみられず、各年で有意な相関関係が異

なった。

３．1人当たり老人医療費および1人当たり介護給付費

の市町村格差要因

各年の１人当たり老人医療費、1人当たり老人入院医

療費、1人当たり介護給付費、1人当たり施設介護サービ

ス費を従属変数とし、Peasonの相関分析で有意な相関

関係があった変数を独立変数として投入したStepwise法

による重回帰分析の結果を表4に示した。なお、高齢化

は医療費抑制対策の前提条件であるため、人口指標は独

立変数の投入から除外した。

1人あたり老人医療費に対して３年間正方向へ影響し

た変数は大きい順に、老人医療における入院受診率、1

件当たり入院医療費、1人当たり入院外医療費、受診率

の4変数で、負方向への影響は60歳以上基本健康診査受

診率にのみであった。１人当たり老人入院医療費に3年

間影響した変数は、正方向の老人入院受診率のみであっ

た。

1人当たり介護給付費に3年間影響した変数は、正方向

の要介護認定者率のみであった。1人当たり施設介護サ

ービス費に影響した変数は、単年次のみに限られていた。

Ⅳ．考　察

１．介護保険制度発足後３年間の沖縄県市町村における

１人当たり老人医療費の変化

今回の分析結果から、本県の市町村は2000年から3年

間に高齢化が進行し、老人医療受給者の受診率は増加方

向にあり、特に入院外受診率の増加が強いと考えられた。

市町村の1人当たり老人医療費と1人当たり老人入院医療

費は全国平均を上回ったが、増加の程度は1人当たり介

護給付費と比較して抑制され、市町村格差も減少傾向に

あると考えられた。

要介護認定者率、1人当たり介護給付費も増加し、増

加の値は１人当たり老人医療費より大きく、市町村格差

も大きかった。1人当たり施設介護サービス費は年次変

動が大きく、1人当たり居宅介護サービス費の減少傾向

と居宅介護施設数の急増がみられ、保険制度発足直後の

介護サービス基盤の変動人口指標を反映していると考え

られた。

２．沖縄県老人医療費の市町村格差に関連する要因

先行研究6～6,8,9,11.15～16）は、1人当たり老人医療費の市

町村格差要因に病床数、医師数をあげていたが、本研究

表3 沖縄県市町村1人当たり老人医療費・介護費用と諸指標とのPeason相関係数
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結果は入院と入院外の受診率の高低が、最大の格差要因

であり、病院数や病床数は市町村格差があるにも関わら

ず関連性は低かった。したがって、本県では、病院の有

無より住民の受療意識や保健行動が1人当たり老人医療

費に強く影響するようになったと考えられた。

一方、60歳以上基本健康診査受診率は1人当たり老人

表4 1人当たり老人医療費の関連要因（n=52 ステップワイズ重回帰分析）
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医療費の抑制要因であり、医療費抑制につながると考え

られた。先行研究9,10,13,15,17～20）に対して、本県のように

市町村規模が小さく、交通条件が厳しい地域では、市町

村老人保健事業の効果が地域全体に及びやすく、老人医

療費抑制に鋭敏に反映したと考えられた。1人当たり老

人入院医療費市町村格差の最大要因には入院受診率が考

えられた。

つぎに、1人当たり介護給付費の市町村格差には、要

介護認定者割合すなわち高齢人口の影響が大きいと考え

られた。1人当たり施設介護サービス費格差に関連する

変数は年次で異なり、介護保険制度の進行状況の差や、

その他の要因との関連の分析が必要である。

３．老人医療費に対する介護保険制度の影響

本県市町村における介護保険制度発足後3年間の１人

当たり老人医療費の増加は１人当たり介護給付費の増加

に比して少なく、高騰がある程度抑制されていた。

老人医療費および入院医療費と介護関連変数は年次に

よって異なり、老人医療費と介護保険の関連性は認めが

たかった。今後、介護保険施策と関連施設および社会環

境等との関連を追究する必要がある。

Ⅴ．結　論

今後の老人医療費の市町村格差や高騰に関連する要因

分析において、老人医療費指標としては、入院医療費、

入院・入院外の受診率を用いることが有効であり、さら

に、高齢者の受療意識と保健行動、および今後の介護保

険施策と関連施設および地域環境等の要因の動向との関

連を追究する必要がある。
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Abstract

Factors related to the variations of medical expenditure of the elderly among 52 municipalities in Okinawa prefecture
from 2000 to 2003 after introduction of the federal insurance of the elderly care was investigated.
Pearson’s rank correlation was utilized in relation to 4 indexes ( medical expense per the elderly, inpatient expense per
the elderly, federal insurance expense of elderly care per the elderly, and federal insurance expense of elderly nursing
home per the elderly ) and 31 indexes of medical and federal insurance provisions for the elderly. To clarify what factors
were associated with these 4 indexes, multiple regression analysis by stepwise were performed.
The major factor, positively correlated significantly with the medical expense was service-acceptance rate of inpatient, and
inpatient and outpatient expense per the elderly.  It was the rate of health checkup for the elderly that was significantly
negatively correlated with medical expense of the elderly.

Key words：medical expense for elderly, impatient expense for elderly, federal insurance expense for elderly care, federal
insurance expense for elderly nursing home, health care service for the elderly
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5 沖縄県内の医療機関における退院時看護要約に関する研究　－病院における作成・利用の実態調査－

比嘉かおり　比嘉憲枝

平成13年度

1 ケアの質を査定、改善、評価するための県立看護大学における研究研修

：講義内容・教員能力開発のためのアクション・プロジェクト2001年度進捗状況

Beverly M Henry 大嶺千枝子　玉城清子　大川嶺子　河田聡子

2 入学試験別および試験成績と入学後の学内成績との関連に関する研究

渡久山朝裕　加藤尚美

3 低出生体重児の出生要因と児の成長発達に関する研究

賀数いづみ　安里葉子　加藤尚美　下地照　吉川るみ子　宮地佐和子　比嘉勝美　宮城清美　吉村邦枝　村尾寛

平成14年度

1 ケアの質を査定、改善、評価するための県立看護大学における研究研修

：講義内容・教員能力開発のためのアクション・プロジェクト

Beverly M Henry 大嶺千枝子　玉城清子　大川嶺子　河田聡子
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2 入学試験別および試験成績と入学後の学内成績との関連に関する研究

渡久山朝裕　加藤尚美

3 離島におけるテレナーシング技術開発に関する研究 －久米島をモデルとして－

吉川千恵子　金城芳秀　比嘉かおり　伊藤幸子　Beverly M Henry

4 渡嘉敷村における子育て支援ネットワークづくりの基盤整備に関する研究

川崎道子　仲里幸子　大嶺千枝子　牧内忍　呉地祥友里　金城芳秀　岡村純

平成15年度

1 沖縄県民のオプティミズム特性と精神的健康について －大学生を中心に－

宮城政也　伊礼優　河田聡子

2 Tele-Nurse Practice 技法を用いた自己管理支援に関する研究－2型糖尿病通院患者に応用して－

仲宗根洋子　前原なおみ　吉川千恵子　田場真由美　上原綾子　新垣利香

3 予防接種に対する認識度調査 －高校生と妊婦を対象として－

井上松代　山城五月　新城正紀　石橋朝紀子　加藤尚美

平成16年度

1 沖縄県における精神障害者家族の保健状況と福祉ニーズ

伊礼優　栗栖瑛子　當山冨士子　新城正紀　大川嶺子　宮城政也　田場真由美

2 IT時代における新たな看護職者の継続教育 －臨床看護師に焦点をあてて－

赤嶺伊都子　新城正紀　吉川千恵子　宮地文子　キャサリン コックス

3 看護におけるコミュニケーションの重要性

山城五月　永浜明子　鈴木香代子　小林臻

4 看護師の手洗い動作改善への教育効果 －微生物学的技術を用いて－

宮里智子　安谷屋均　Beverly Henry

5 Tele-communication による虐待予防相談の試み　－Adult-Adolescent Parenting Inventory AAPI-2の使用－

賀数いづみ　宮地文子　宮澤純子

6 物に語らせる沖縄の看護の歴史

金城忍　嘉手苅英子　名城一枝　安里葉子　上原綾子　川崎道子

平成17年度

1 離島型総合健診受診率向上へのテレナーシングの応用

－K島におけるプライマリヘルスケアのためのネットワークづくり－

宮城裕子　吉川千恵子　仲宗根洋子

2 学生の「授業」に対する肯定的意識変化の要素　－効果的な看護教育のための－

永濱明子　前田和子
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3 小児看護における「家族中心のケア」－文献検討と日本の病院視察－

山城五月　前田和子

平成18年度

1 日本における子どもを亡くした親の会に関する調査

新垣康子　前田和子　永浜明子　安田由美

2 妊婦ふれあい体験学習が高校生のライフプラン，将来の出産・育児の希望の程度，妊娠・出産・育児に対する

認識度，性行動・妊娠の位置づけに及ぼす影響

下中壽美　玉城清子　金城芳秀　井上松代　西平朋子　賀数いづみ

3 看護学生における感染症対策の課題　－看護系大学と本学学生の調査から－

玉井なおみ　大川嶺子　新垣康子　嘉手苅英子

4 施設入所高齢者の伝統行事参加のニーズとケアの実際　－宮古島の介護老人福祉施設の事例－

呉地祥友里　大湾明美　佐久川政吉　下地敏洋　田場由紀

平成19年度

1 地域で生活している精神障害者の多飲水行動に関する研究

－多飲水スクリーニングツール（日本語改訂版Polydipsia Screening Tool 15）を活用して－　

田場真由美　當山冨士子　金城芳秀　仲宗根洋子　伊礼優

2 「 島嶼保健看護」教育推進に向けた予備的調査　－宮古島の場合－

山城五月　前田和子　賀数いづみ　久貝千秋

3 統合失調症患者を抱える家族のストレスに関連する要因

伊礼優　當山冨士子　新城正紀　川崎道子　田場真由美　牧内忍

4 大学と実習先との協働による看護実践力向上の試み（第１報）－宮古島の実習先のニーズと課題－

佐久川政吉 大湾明美 呉地祥友里

5 ダウン症児をもつ母親の主観的体験

西平朋子　玉城清子

6 離島における慢性疾患患者の在宅療養を支援する地域医療連携に関する研究

宮城裕子 石川りみ子 松田梨奈 神里みどり

平成20年度

1 大学と実習先との協働による看護実践力向上の試み（第２報）－事例検討によるケアの評価－

佐久川政吉 大湾明美 呉地祥友里

2 離島における慢性疾患患者の在宅療養を支援する地域医療連携に関する研究　－患者支援の現状を中心に－

宮城裕子 石川りみ子 松田梨奈 神里みどり



【沖縄県立看護大学大学院　博士論文　修士論文・課題研究報告書】 
年　度 論　文 題　　名 

平成18 

 

　〃 

 

平成20 

 

　〃 

博士論文 

 

博士論文 

 

博士論文 

 

博士論文 

氏　名 

下地　敏洋 

 

知念　真樹 

 

沼口知恵子 

 

岡　澄子 

高齢者地域文化行動が幸福感に及ぼす影響に関する研究 
―宮古出身者の地域文化行動を通して― 

保健師の仕事の「よりどころのゆれ」についての一考察 
沖縄県及び市町村保健師を対象とした質問調査（2006）から 

こどもの虐待に関する看護基礎教育 
－日米の教科書分析から－ 

障害のある子どもをもつ父親の養育参加の経験 
－生態学的視点からの分析－ 

年　度 論　文 題　　名 

平成17 

 

　〃 

 

　〃 

 

　〃 

修士論文 

 

修士論文 

 

修士論文 

 

修士論文 

氏　名 

大嶺　光孝 

 

田場　真由美 

 

永吉　ルリ子 

 

宮澤　純子 

沖縄県Ａ町における国保精神科医療費の実態 
―同規模Ｂ町との比較― 

精神科入院患者にみられる多飲水の評価基準の信頼性・妥当性の検討 
―看護者のためのPolydipsia Screening Tool(Reynods)日本版の導入に向けて― 

沖縄県市町村における医療費高騰要因と地域保健の課題 

日本語版Adult-Asolescent Parenting Inventory(AAPI-2)の 
妊婦への応用可能性の検討 

平成18 

 

　〃 

 

　〃 

 

　〃 

修士論文 

 

修士論文 

 

修士論文 

 

修士論文 

安田　由美 

 

井加田　勝洋 

 

賀数　いづみ 

 

笠井　久美 

離島における養育行動　―時代差を中心に― 

沖縄県における社会的健康指標と経済的指標との関連性 
―保健・医療・福祉を統合するケアの視点からの知見― 

若年出産した母親の養育行動とそれらに関連する変数　―離島の場合― 

障害を持つ子どもに対する親の期待と「しつけ」の実際 
―脳性麻痺児とダウン症児の親間の比較― 

　〃 

 

　〃 

 

　〃 

 

　〃 

修士論文 

 

修士論文 

 

修士論文 

 

修士論文 

謝花　小百合 

 

高良　明友美 

 

与那覇　絹子 

 

渡辺　昌子 

 

金城　壽子 

看護師の死生観とターミナルケアにおけるアウェアネス及びケア行動との関連 
一般病院と緩和ケア病棟との比較 

地域がん診療拠点病院における緩和ケアチームの展開 
―モデル病棟におけるチームビルディングとその評価― 

Photovoiceを応用した若者の食生活に関する意識改善アプローチの試み 
―インターネットウェブログによる食事日記の質的分析を通して― 

成人女性のおける性行動のリスクに対する態度とその形成プロセスに関する研究 
―ライフストーリー・インタビュー法を用いて― 

外来血液透析患者の臨床データに基づく良好群・不良群の自己管理行動の特徴 

　〃 

 

平成19 

 

　〃 

 

　〃 

課題研究報告書 

 

修士論文 

 

修士論文 

 

修士論文 

儀間　麻子 

 

田場　由紀 

 

浜里　眞衣 

大卒臨床2～3年目の看護師の学習ニーズと成長・発達課題 

 一人暮らし要介護高齢者の日常生活におけるストレングス 
―手段的サポートの活用状況に焦点をあてて― 

　〃 課題研究報告書 

デイサービス利用者の“笑い”を引き出すプログラムの検討 
―職員の意識と態度の変化に焦点を当てて― 

照屋　理奈 救急初療の場における看護師の初期アセスメントに関する研究 
～Ｋ病院における中堅看護師のインタビューから～ 
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年　度 論　文 

平成20 

 

　〃 

 

　〃 

 

　〃 

修士論文 

 

修士論文 

 

修士論文 

 

課題研究報告書 

氏　名 

山口　初代 

 

仲村　周子 

 

知念　久美子 

 

高江洲さくら 

 

板東　瑠美 

小離島における要支援・要介護高齢母親のセルフケアと息子とのサポートの授受の意味 
―Ａ島の事例から― 

リンパ浮腫を伴った乳がん患者の日常生活困難感とその対処法および自己との 
折り合いへの道のり 

不妊治療後出産した女性の母親役割獲得の主観的体験 
－「不妊治療期」から「育児期」までの分析を通して― 

　〃 

 

　〃 

 

　〃 

課題研究報告書 

 

課題研究報告書 

 

課題研究報告書 

糸数　仁美 

 

島袋　盛人 

沖縄県離島におけるヘリコプターによる急患搬送における看護師の役割 
―ヘリコプターを利用した高齢者と家族から見た看護の評価から― 

中堅看護師のキャリア開発に対する看護管理者の役割意識 

平成19 

 

課題研究報告書 

題　　名 

宮城　千秋 緩和ケアの質評価ツールの導入プロセスと看護師への影響 

緩和ケア病棟におけるスピリチュアルペインに焦点をあてたアセスメント・シート導入の効果 

小離島在住高齢者の入院支援における看護師の役割機能 
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１．投稿者の資格

紀要投稿者は、本学の教職員（旧教職員を含む)、非
常勤講師、大学院生・研究生及び紀要編集委員会（以
下、委員会)が執筆を依頼した者とする。筆頭著者は原
則として投稿資格を有する者とする。投稿資格を有す
る者は学外の研究者を連名投稿者にすることができる。

２．投稿の種類

原稿の種類は論壇、総説、原著、報告、研究ノート、
資料、その他であり、未公刊のものに限る。また著者
は原稿にその何れかを明記しなければならない。なお、
投稿原稿は返却しない。

３．原稿の採否

原稿の採否は委員会により決定する。原稿は委員会
委員ならびに委員会が委任した者が査読し、内容の加
除、訂正を求められることがある。また倫理上問題が
あると委員会が判断した原稿は受理しない。

４．校　正

投稿者による校正は再校までとし、校正に際して原
文の変更あるいは追加は認めない。

５．原稿作成上の留意点

１）原稿は和文または英文とする。原稿（本文、図、
表、写真などを含む)は正１部、副（コピー)２部と、
原稿を保存した3.5インチフロッピーディスク（保存
形式を明記)を添付して提出する。

２）原稿はＡ4版にて和文40字（全角)?30行、英文80字
（半角)?30行を１ページとする。和文の場合であって
も、英数字、度量衡の単位、外国人名はすべて半角

（１バイト、ＡＳＣ?コード)に統一する。例えば、?、
┃ 、┉など機種に依存する特殊記号は使用しない。
また、カタカナは必ず全角文字（2バイト)とし、半
角文字（1バイト)では表記しない。すなわち、｢ﾅｰｽ｣
ではなく｢ナース｣である。イタリック体ギリシャ文
字など特別な字体、記号はそのつど明瞭に指定する。

３）投稿論文の種類（制限枚数：図表1つをＡ4、0.5頁
と数える）

論壇Sounding Board（2頁）：本学の教育、保健看護
領域に関わる話題のうち、議論が交わされつつある

ものについて今後の方向性を指し示すような著述や
提言

総説Review Article（20頁）：とりあげた主題について、
内外の諸研究を幅広く概観し、その主題についての
これまでの動向、進歩を示し、今後の方向を展望し
たもの。

原著 Original Article（20頁）：テーマが明瞭で独創性
に富み、新しい知見や理解が倫理的に示されている
もの。研究論文として形式が整い、研究としての意
義が認められているもの。

報告 Report（10頁）には次のものが含まれる。
（1）調査報告：調査・実験などで得られたデータを

まとめ、本学の教育、保健看護領域の発展に寄
与するもの。

（2）事例報告：事例を用いた分析が保健看護領域の
展開に寄与するもの。

（3）実践報告：保健看護領域の臨床、ないし教育に
関する手技・技術や実践の方法に関するもの。

研究ノート Research Note（10頁）：萌芽的研究、追
試的研究、研究情報（文献レビューもこれに含める）
など。

資料 Sources/Information（10頁）：調査・実践などで
得られたデータや資料そのものに利用価値をもち、
とくに仮説検定の意図をもたずに示したもの。

その他 Other（10頁）：上記のカテゴリーに分類する
ことが難しいが、委員会により掲載が妥当と認めた
もの。

４）図、表および写真は、図1、表1，写真1などの番号
で区別し、本文とは別に一括する。

５）文献の記載
本文中の引用順に番号を付し、本文の引用箇所の右肩
に1)、1～4）など上付1/4サイズの文字で番号を示し、
本文原稿の最後に一括して引用番号順に列記する。

q 雑誌の引用の場合
著者名（著者は全員を列挙する）：表題、雑誌名、
巻（号）：頁-頁、西暦年次。

＜例＞
1）天野洋子、上田礼子、桜井あや子、安里葉子：
中学生の対処行動に関する研究?悩みや困ったことの
ある場合～。沖縄県立看護大学紀要、1(1)：1-8、

沖縄県立看護大学紀要投稿規程（2007. 3 改訂）
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2000
2)｠ Imai S, Nakazawa M and Toyosato A : Effects of Rp-

8-Br-cGMPS, a selective inhibitor of activation of
cyclic GMP-dependent protein kinas by cyclic GMP,
on relation of the rat aortic smooth muscle induced
by nitroglycerin and nitro-prusside. Journal of
Okinawa Prefectual College of Nursing, 1(1):23-27,
2000

w 単行本を引用する場合
著者名：書名（版）、頁-頁、出版地、出版社（発行
所）、西暦年次。

＜例＞
3）上田礼子：ライフサイクルと保健活動の実践
一周産期・乳児期・小児期?．pp184-186、東京、
出版科学研究所、1985．
4）Pope C and Mays N eds.: Qualitive research in
health care (2nd). 59-74, London, BMJ books, 2000.

e 分担執筆の本の分担箇所を引用する場合
分担著者名：分担箇所のタイトル、編集者名：書籍
の
タイトル、出版地、出版社、引用した頁、出版年。

＜例＞
5）Sedwick RP, Boder E: Ataxia-telangiectasia.
In: Vinken PJ, Bruyn GW (eds) : Handbook of clinical
neurology, vol 14. Amsterdam, North-Holland, 267-
339, 1972.

r 訳本を引用する場合
原著者名：書名（版）、発行年次、訳者名：書名、頁、
発行所、西暦年次。

＜例＞
6）Bailar JC｣ , Mosteller F eds.: Medical uses of
statistics. 1986. 津谷喜一郎、折笠秀樹監訳：医学統
計学の活用．125-141、サイエンティスト社、1995.

☆上記のいずれにも該当しない引用文献の記載方法
については紀要編集委員会が協議し書式を決定する。
☆沖縄県立看護大学紀要の英文の略称は「J of
OPCN」とする。英文による沖縄県立看護大学紀要
を引用の際にはこの略称を使用のこと。

6）原著論文の本文構成は、Iはじめに(Introduction)、
II 研究方法(Materials  and  Methods)、III 結果(Res
ults)、IV考察(Discussion)、V結論(Conclusion)、

謝辞(Acknowledgment)、文献(References)とする。
またIIあるいはIIIで段階的に段落を記述する場合、段
落番号は、1．2．3．・・・とし、1．をさらに細分
する場合は1）2）3）・・・とする。

7）論壇を除く全ての投稿原稿には英文（300語程度）
および和文（600字程度）抄録を付ける。抄録は表題、
著者名、所属、キーワード（5個以内）、抄録本文と
する。抄録本文(Abstract)は背景(Background)、目
的(Ob j e c t i v e ) ,研究デザイン(De s i g n )、対象
(Subjects)、結果(Results)、結論(Conclusion)などが
わかるように簡潔にまとめる。

8）英文抄録は次の要領でまとめること。
（1）英語のタイトルは次のように記述すること。
＜例＞
Nursing  Education  for  Health  Development  and
The  Japan  International  Cooperation  Agency
(JICA)

（2）著者の記述は以下の通り。
＜例＞
Yuko  MIYAGI,  R.N.,  Koichi  MIYAGI,  M.D.,  Dr.
Med.  Sci.
（3）Key Wordsは、固有名詞以外は小文字で記述す
る。

＜例＞
enterogenous cyst , spinal cyst, electron microscopy,
magnetic resonance imaging, carcinoembryonic
antigen.

9）掲載論文の条件
人および動物を研究対象とする場合は、研究対象

に対する倫理的配慮がなされ、そのことを論文中に
明記すること。

10）著作権
著作権は沖縄県立看護大学に帰属し、掲載後は本

学の承諾なしに他誌に掲載することを禁ずる。また、
本学紀要編集委員会が用意する著作権譲渡同意書に
著者全員が自筆署名して、最終原稿提出時に添付す
ること。
なお、投稿論文は電子情報開示されることを了解の
上寄稿することを条件とする。

６．諸経費およびその他の必要事項は別途定める。



編　集　後　記 
 

　沖縄県立看護大学紀要10号が発刊されることになりました。本号は原著4、報告3、資料1、計8編の論文

が記載されています。平成20年度は大学設立10年を迎え、紀要も10号と記念の年になりました。そこで今

回、本号では第1号から第10号まで紀要に記載されたすべての論文そして若手研究者を育成するための学長

奨励教育研究で発表された表題と著者名を載せました。また、大学院博士課程前期・後期設置5年を迎え、

多くの論文が発表されましたので前期課程・後期課程別に論文の表題と著者名を記載しました。 

紀要への投稿は研究成果発表の1つの場として多いに活用していただき、さらなる研究向上に発展すること

を期待するものです。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成21年3月 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　紀要編集専門部会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部会長　安谷屋　均 

 

 

紀要編集専門部会 

    　　部 会 長　安谷屋　　　均 

    　　副部会長　金　城　芳　秀 

    　　　　　　　大　湾　明　美 

    　　　　　　　玉　城　清　子 

    　　　　　　　名渡山　智　子 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清　水　かおり 

    　　事 務 局　仲井真　美　幸　 
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