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（2面につづく）

前田　私が「口から食べる喜びを支え
たい」と考えたのは，父がくも膜下出
血を起こし，重度の摂食嚥下障害にな
ったことがきっかけでした。
　当時は消化器外科医として病院に勤
務しており，NST（Nutrition Support 

Team）にもかかわり，嚥下造影検査
なども行っていました。しかし摂食嚥
下障害のリハビリテーションに関する
知識は持っていなかった。それで，勉
強をして脳卒中リハビリテーション病
院に転職しました。すると勤務するう
ちに，患者さんの中には摂食嚥下障害
が治っていく方となかなか治らない方
がいることに気付きました。なぜだろ
うと疑問に思って要因を探ってみる
と，どうやら要介護高齢者は治りにく
い。高齢患者の摂食嚥下障害は脳卒中
だけが原因なのではなく，元々食べる
ための機能全般が低下しているためだ
と考えました。そこでさらに，現在勤
務している玉名地域保健医療センター
に移り，要介護高齢者を対象として，
生活者としての患者全体をみた摂食嚥
下障害リハビリテーションに取り組み
はじめました。
小山　私が問題意識を持ちはじめたの
は 20年以上前のことです。経管栄養
療法が普及したことで，本来は経口摂

取できるはずの患者さんにまで，「誤
嚥の危険がある」などと言って，食べ
ることを禁止するケースが散見される
ようになりました。もちろん経管栄養
が必要な方もいますし，家族や本人の
希望で経管栄養となることもあるでし
ょう。しかし一方で，必要かどうかが
十分検討されていない方，適切なケア
を行えば食べる能力を回復できたかも
しれないのに食べる機会を奪われてし
まった方もいるのではないかと感じる
ことが多々ありました。

摂食嚥下障害を包括的に
評価し，多職種で支援する

小山　これまでの摂食嚥下障害の評価
は，患者さんの部分的な機能を対象と
したものが主でした。本人は好きな物
を食べ続けたいと願っているにもかか
わらず，嚥下造影検査や嚥下内視鏡検
査などの一側面で経口摂取は困難とい
う評価が下され，胃ろうになったり食
物形態が下げられたりということもあ
るのではないでしょうか。しかし実際
に食べることができるか否かは，一つ
の要因だけで決まるわけではありませ
ん。
　看護では，患者さんを身体の一面だ

けでなく，生活者として全体をみ
るよう教育を受けます。同様に，
摂食嚥下障害者をみるのではな
く，食べ続けたいと願っている人
としてみるということです。患者
さんの主体的な生活は，その人の
強みや頑張りを主軸として，弱み
や不足を改善するためのケアやリ
ハビリテーション，周囲の人たち
のサポートがあって成り立ちま
す。同じように，摂食嚥下障害も，
食べる・飲み込むという過程の一
部分だけではなく，包括的に評価
した上で，多面的なケアプランを
立ててアプローチしていくことが
大切です。
前田　加齢に伴う変化で食べる機能が
落ちている方々には，嚥下機能のリハ
ビリテーションだけをすればいいとい
うわけではない。全身の評価が必要で
す。
小山　そこで，「KT（口から食べる）
バランスチャート」を考案しました。
嚥下に直接かかわる機能だけでなく，
全身状態や姿勢等の 13の項目（図 1）
を通して，状態を包括的に評価する
ツールです。臨床での実践を基に，1）
心身の医学的視点，2）摂食嚥下の機
能的視点，3）姿勢・活動的視点，4）

摂食状況・食物形態・栄養的視点とい
う 4つを軸に，多職種で作成しました。
　それぞれを単に点数化するだけでは
なく，5段階のレーダーチャート（2

面図 2）に表示することで，その人の
全体像における強みと弱みを可視化で
きます。これにより，不足している部
分を補いつつ，具体的なアプローチや
対応策を工夫できるようにと意図しま
した。
前田　チャートで示されるので，食べ
られる・食べられないだけでなく，食
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　看護において食支援の優先順位は低く，行ったとしても
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●図 1　口から食べるための包括的評価視点と支
援スキルの要素 1）
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物形態，維持すべき項目，力を入れる
べきケア・リハビリテーションについ
ても多職種で共有して検討しやすくな
りますね。
小山　摂食嚥下障害の患者さんをみる
のは，医師・看護師・言語聴覚士・理
学療法士・作業療法士・歯科衛生士・
介護士を含むチームであり，家族です。
この点も重要と考え，各項目の指標に
は専門知識や特別な検査がなくても観
察などで判断できる内容としました。
前田　観察でわかる指標から，ある程
度の強み・弱みが見えるというのは革
新的です。
小山　本チャートの評価さえすれば，
専門的な検査や評価が全く必要ないと
いうわけではありませんが，チーム全
体の共通言語として役立つと考えてい
ます。

せていない」ことが多いのですが，記
録としては「摂取量 2割」「覚醒不良」
「むせ」などと記され，栄養方法の検
討の際には「食べられない」から経管
栄養という結論にもなり得えます。
前田　当院は嚥下リハビリテーション
に力を入れているため，「食べられる
可能性があるかもしれないので，診て
ください」と他院で胃ろうを造設した
方が来院することもあるのですが，そ
ういう方は適切に評価をしてリハビリ
テーションをすれば，特別な取り組み
はしなくても回復することが多いです。
小山　投薬や褥瘡ケアのための体位変
換などと比べると，食支援による効果
が現時点では見えにくいことも問題の
背景にあると思います。患者さんの健
康状態は看護の力で改善できるという
ことを示していかねばなりません。
前田　もう何年も経口摂取をしていな
い状態になった後では，回復させるの
に難渋します。摂食嚥下障害は早い段
階で評価し，きちんと対応していく必
要がありますね。入院中は 3食全てに
看護師さんがかかわります。ぜひ，食
支援の要になってほしいと思います。
　また，在宅や介護施設に移行した後
にも食支援が続けられるよう，看護師
さんに指導的な役割も果たしてほしい
ですね。可視化されたツールがあれば
介護士さんやヘルパーさん，ご家族へ
の説明の助けにもなると思います。
小山　介護報酬には「経口移行加算」
や「経口維持加算」の項目ができ，食
べる楽しみを維持するための取り組み
を行う医療者・介護者が増えてきまし
た。本チャートはミールラウンドでも
多職種で可視化できますし，介護予防
のケアプランにも活用できます。
　成果が見えることはモチベーション
向上にもつながりますので，ぜひ活用
してほしいと思います。

なぜ「口から食べる」ことに
こだわるのか

前田　すでに食支援に取り組んでいる
方々は感覚的にメリットを感じている
かと思いますが，エビデンスとして示
していければ，制度も変わっていくの
ではないでしょうか。医師は，さまざ
まな場面で禁食させるのに慣れてしま
っているので，高齢者に対しても誤嚥
などのリスクがあるなら禁食という判
断になりがちです。しかしそれにはエ
ビデンスがありません。むしろ，禁食
を強いることで要介護高齢者の嚥下機
能が落ちること 2）や，禁食は短期間に
して早期に経口摂取を始めたほうが，
退院時に 3食経口摂取している率が高
く，早期退院できることを示した研究
結果 3）も出ています。
　床上臥床するよりも早期離床したほ
うがよいというエビデンスが出てきた
ように，禁食についても「短期間で終
わらせたほうがいい」「禁食はしない
ほうがいい」というエビデンスが増え

　これまでは多職種共通の指標がな
く，食べるための支援方法も，中心と
なる専門職が決めていました。医師や
言語聴覚士が「検査の結果，経口摂取
は難しい」と言えば，他の要素がどの
ような状態であれ，経口摂取は諦めざ
るを得ませんでした。本チャートを用
いれば，全体像を共有でき，「この機
能以外は強みも多い。こういった支援
をすれば食べられるようになるはず
だ」と，可能性のある取り組みを他職
種も考え，提案できるようになるので
はないかと期待しています。
前田　書籍『口から食べる幸せをサ
ポートする包括的スキル――KTバラ
ンスチャートの活用と支援』では，評
価方法だけではなく，それぞれの評価
項目を改善していくヒントも示されて
いることが特徴ですね。
小山　評価は目的ではなく，あくまで
手段です。評価をもとに目標を設定し
たら，ステップアップするための介入
方法を考える必要があります。多くの
人たちが，口腔ケアや食事介助などの
支援スキルを高めることで，これから
も続く高齢社会で食べる希望がつなが
ると確信しています。

効果を可視化することで
食支援の評価につなげたい

小山　現在私が感じている問題の一つ
に，食支援に関する診療報酬が不十分
という点があります。
前田　「摂食機能療法・経口摂取回復
促進加算」はありますが，専従の常勤
言語聴覚士が 1名以上という条件もあ
り，ハードルが高いですよね。経口摂

取回復率 3割 5分以
上というのも，回復
期リハビリテーショ
ン病院ならクリアで
きるでしょうが，一
般病棟と回復期リハ
ビリテーション病棟
が混ざった病院では
難しそうです。
小山　患者さんが寝
たきりで，経管栄養
のほうが診療報酬が
高いという現状で
は，食支援を行い
ADLを拡大しよう
という動きはなかな
か広がりません。
　また，現場の評価
が不十分という点も
課題であると考えて
います。適切な支援
をすれば食べ切れた
かもしれない食事
も，ただ配膳しただ
けではベッドサイド
に置かれたままで残
されてしまうことも
あるでしょう。実際
には「適切に食べさ

てくると考えています。さらには，そ
の際には多職種で包括的に取り組むと
成功につながりやすいということも示
していきたいですね。
小山　食べない状態が続くことのデメ
リットを挙げると，唾液分泌が減少し，
口腔が乾き，殺菌作用が低下するため
口腔が菌の温床となり疾病にかかりや
すくなる。気道呼吸がしづらくなり，
脳の働きが低下し，廃用症候群への連
鎖も生まれる，などでしょう。何より
空腹が満たされないことは生きる希望
を奪い，生気を失わせます。
　もちろん，健康上の問題で著しく衰
えている方に，必要な栄養全てを口か
ら摂取させようという意味ではありま
せん。自然の摂理に逆らわない範囲で
口から食べればいいと思います。個別
によってはある程度は口から食べ，不
足する分は経管栄養を併用して補うと
いうかたちでもよいのではないかと考
えています。
　口から食べることは，人間としての
尊厳であり，より幸せに生きる権利と
して保障されるべきものです。日常と
しての「食べる」ということを可能な
かぎり支えていく医療・福祉をめざし
たいですよね。
前田　食支援は，その方の社会的な統
合をめざすソーシャルワークだともい
えます。人間は食べられないと生きて
いけませんし，食べることで精神活動
も活発になります。当院では KTバラ
ンスチャートを用いた多職種での評価
やケアプラン作成を始めており，有用
性を感じています。
小山　臨床で実際に使ってみていただ
きながら事例を積み重ね，妥当性の検
討やより適したツールへの改良もして
いきたいと思います。 （了）
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り現職。13年よりた
まな在宅ネットワー
ク事務局長，同年に
NPO法人「食事ケア
サポーターズ」を設
立。熊本県玉名市で
介護関係者や介護施設を対象に勉強会を行う
など，医療と介護，歯科と医科の協働をテー
マに活動中。

●表　KTバランスチャート評価基準一例　「①食べる意欲」 1）

評価 食べる意欲 参考指標：摂食量

1
促しや援助を行っても，まっ
たく食べたがらない 提供されたものをまったく食べない

2 促しや援助で，少し食べる 提供されたものを 25％以下程度食
べる

3
促しや援助で，半分程度食べ
る

提供されたものを 50％程度食べる。
もしくは好物は食べる。もしくは時
間や日によって変動がある

4 促しや援助で，概ね食べる
提供されたものを 80％程度食べる。
もしくは好物は食べる。もしくは時
間や日によって変動がある

5

介助・自力摂取にかかわらず
自ら食べようとする，もしく
は食べたいと意思表示する

提供されたものをほぼ全部食べる

●図 2　介入時の KTバランスチャート 1）（初回評価時一例）

⑪摂食状況
　レベル

①食べる意欲
⑬栄養状態

⑫食物形態

⑩活動

⑨食事動作

⑧姿勢・耐久性

セルフケア能力
を高めて食物形態
もステップアップ

摂食訓練で
良好な機能
を引き出す

強みを維持

④口腔状態

②全身状態

③呼吸状態

⑤認知機能

⑥捕食・咀嚼・
　送り込み

⑦嚥下

5

4

3

2

1

0



2015年10月26日（月曜日） 週刊　医学界新聞 第3147号　　（3）

60％前後となっています。
　次に，当村の訪問看護の保険別訪問
延べ回数（図 2）をみると，介護保険
利用は単年ごとの浮き沈みはあるもの
の，医療保険利用は 06年から増加傾
向を示し，12年には 99年時の 8倍の
回数となりました。ここから読み取れ
るのは，村の体制が整ってきた中で，
医療依存度の高い利用者も，住み慣れ
た自宅で医療・介護が受けられるよう
になってきたということです。
　なお，このように医療依存度の高い
利用者が増加したにもかかわらず，医
師の時間外緊急訪問回数は 01年時 60

回という状況から，09年以降は 20回
前後に激減。一方，訪問看護の時間外
緊急訪問回数は 01年まで 100回未満
だったのが，08年以降に漸増し，近
年は 140回前後となっています。以上
の点からは，「看護師が対応できるケー
スには看護師が対応する」といった医
療提供の適正化が図られ，多忙な医師
の負担軽減につながったと言えるので
はないでしょうか。スタッフ間の情報
共有と看護師ローテーションの成果で
あり，村の看護師が自律的に動けるよ
うになっていることによって得られた
結果と分析しています。

＊
　15年間の取り組みを経て，現在，
地域の基盤は整ってきたことを感じて
います。しかしながら，新たな課題も
浮かび上がってきました。それは看護
職の世代交代です。世代が移り，マン
パワーが確保できなくなれば，これま
での体制を維持することはもちろん，
何より，志を引き継いでいくことが困
難になります。われわれも今，「誰の
ために行うケアか」「自分たちの村は
自分たちの手で守る」といった信念を
次世代に伝えていかなければいけない
と考えているところです。
　また，医療・介護体制がいかに充実
しようと，最終的には地域福祉・住民
同士の支え合いがなくては，住み慣れ
た地域で最後まで住み続けることはで
きません。現在，住民を巻き込んで，
自助・互助を引き出す地域の福祉体制
づくりや，介護予防事業にも取り組ん
でいこうと計画中です。世代が変わっ
ても，変わらない支援を提供できる持
続的な地域を築きたいと考えています。

　長野県川上村は，県内の東南端に位
置し，高原野菜の産地として全国有数
の規模を誇る農村地域です。人口は約
4000人（住民基本台帳に基づく人口，
2014年度末時点），高齢化率は 29.6％
と，2014年の全国平均 25.1％を少し
上回っています 1）。村内の医療資源は
入院ベッドを持たない医療機関が 2か
所で，そのうち在宅医療を担うのは国
民健康保険川上村診療所（以下，診療
所）のみ。入院施設のある医療機関は，
最寄りでも車で 30分以上の時間を要
します。また，診療所の医師は，佐久
総合病院から 1―3年交代で派遣され
る医師であり，休日・夜間は不在とな
る場合がほとんどです。福祉関連事業
所は社会福祉協議会（以下，社協）が
1か所あるのみで，介護福祉関係の施
設はありません。
　このような環境に置かれた川上村で
は，長らく在宅医療の方針は，派遣医
師の意向に強く影響を受けざるを得ま
せんでした。しかし，地域の体制が不
十分であるために，在宅療養を希望し
ても入院を余議なくされる村民を見て
きた看護師は，「医師に頼るばかりで
はなく，自分たちが自律的に動けるよ
うにならねば」という意識を抱き，動
き出すことを決めました。そして今で
は看護師を中心に，派遣医師や行政，
他職種の協力を得ながら，川上村独自
の形の地域包括ケア体制づくりに関与
するにまで至っています。本稿では，
当村看護師の取り組みを紹介し，実際
に得られた効果について言及します。

地域の医療・福祉の
軸を作った 15年

　川上村における医療・介護体制は，
今日に至るまでの約 15年をかけ，徐々
に構築されてきました。始まりは
1998年，村長の掲げた保健・医療・
介護の一元化構想です。これにより，
従来点在していた診療所，保健福祉課，
社協，デイサービス，訪問介護が同一
施設内に設置され，一本の廊下でつな
がった医療・介護のサービス拠点とな
りました。そして同年，診療所におい
て訪問看護が開始されたのを機に，わ
れわれの目標は「派遣医師・行政・社
協の協力を得ながら，自分たち看護師
で在宅を支える地域をつくること」に
据えられました。
◆緊急当番の人員確保で基礎固め
　99年に訪問看護ステーションが社
協に開所され，翌年から 24時間 365

日体制の訪問看護サービス（当時，訪
問看護師 3人体制）を始めました。し
かし開始してみると，村内に 24時間

●図 1　  川上村・全国の自宅死亡率・看取り率の
推移

●図 2　  訪問看護ステーションの保
険別延べ訪問回数の推移

対応のサービスが訪問看護ステーショ
ンにしかないために，時間外訪問で介
護から看護までのあらゆる要望に応え
ねばならない事態が発生し，3人の訪
問看護師体制で緊急当番を回すのは
「難しい」と判断。そこで訪問看護師

3人と診療所看護師 3人の計 6人体制
に切り替え，毎夕，訪問看護ステーシ
ョン―診療所間で情報交換を行い，緊
急当番を回すことで対応するようにし
ました。この経験から，緊急当番の人
員の確保は，地域で持続可能な訪問看
護体制を確立するためには必要不可欠
という認識が共有されています。
◆ 医療・介護関連スタッフでの情報共有が，
適切なサービス提供につながる
　2000年，「せっかく同じ施設内にい
るのだから」と，看護師から他職種へ
の呼び掛けにより，診療所，訪問看護
ステーション，デイサービスセンター，
地域包括支援センター，社協の居宅介
護支援事業所，訪問介護，宅労所のス
タッフ間で，毎夕20―30分ほど，医療・
介護サービス利用者の情報共有を行う
ことに決めました。主に話されるのは，
利用者の状況，在宅療養の意向と支援
の方向性や，エンドオブライフ・ケア
に関する統一した方針とその支援体制
についてです。現在も続くこの取り組
みによって，利用者に継続性を持って
かかわれるようになったとともに，リ
アルタイムに全職種で情報共有できる
ため，必要に応じ即座に適切なサービ
スへつなぐことが可能になりました。
◆ 各現場を体験する「ローテーション」で，
地域が変わった
　ここまでの体制が整ってきたもの
の，それでもなお，派遣される医師の
意向に在宅医療の方針が左右される状
況は変わりません。「“地域の医療・福
祉の方針”として，ブレないものを確
立するためにはどうすべきか」。私た
ちは議論の末，①多職種の連携強化，
②看護師一人ひとりの資質の向上，③
利用者の多面的な角度からの把握，が
必要であると考えました。そこで 06

年から実施したのが，5年間をかけ，
看護師が診療所・訪問看護ステーショ
ン・デイサービスセンターをローテー

ションする取り組みです。この効果は
とても大きいものでした。看護師一人
ひとりが各現場のケアを経験したこと
で個人の実践の質が向上し，各現場で
行われるべきケアを把握でき，連携も
スムーズになったのです。
　なお，12年からは，訪問看護師が
自宅で看取った患者の遺族を訪問し，
グリーフケアとともに，アンケート用
紙による終末期ケアの評価の調査を開
始しています。遺族からの評価を基に，
かかわった職種間での看取り後カンフ
ァレンスを行い，チーム全体で提供し
てきたケアを振り返るというもので，
ケアの質をさらに向上させる取り組み
と位置付けています。

医療・介護の利用実態に
変化の兆し

　地域包括ケア体制の構築に欠かせな
いのが，医療，介護，福祉の橋渡しを
担うコーディネーター役です。当村で
は看護師がそれを務めることができた
のだと考えています。なお，当村で地
域包括ケア体制づくりに取り組めた重
要なポイントに，職員の熱意，行政の
理解，多職種連携などの後方支援があ
ったことも付け加えておきます。
　では，体制を築いたことで，どのよ
うな効果が得られたのか。取り組みの
経過と訪問看護統計の照合から分析し
てみました。高齢者人口千人当たりの
訪問看護利用者実人数は，00―12年
の全国平均は 10人前後で横ばいのま
まである一方（註），当村の訪問看護
ステーションでは 00 年時 32人から，
06年以降徐々に増加し，12年には年
60人となっています。
　また，死亡の場所別にみた年次別死
亡数百分率の推移によると 2），00―13

年における全国の自宅での死亡は
13％前後程度で推移しているようです
（図 1）。一方で当村の状況をみてみる
と，自宅死亡率はおおむね 20―40％
を推移しています。そのうち，訪問看
護がかかわった自宅看取り率（利用休
止中の死亡者，老健・特老等の施設の
看取りは含めない）は，08年以降，

由井 千富美　長野県・川上村地域包括支援センター／看護師・保健師・介護支援専門員

継続的な支援体制が，地域を支える
長野県川上村の看護師たちによる15年間の取り組み

寄

稿

●ゆい・ちふみ氏
1983年藤田保衛大衛生学
部衛生看護学科卒。同大
附属病院で勤務した後，
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 取材　看護師のためのコミュニケーションスキル研修

　「なぜ夫だけがこんなにつらい目に
あわなければいけないのでしょう。ず
っと仕事もがんばってきたのに。不公
平です」。妻役の参加者が，胃がんの夫
が抗がん剤治療を行えない状況である
と話す。「ご主人のことを考えると悔し
いお気持ちですよね」。看護師役の言
葉に，妻役は涙ぐんで沈黙した。看護
師役が妻役の肩に手をかける。「奥様
の気持ちを話していただけますか？」
「……悔しいんじゃないんです。怖い
んです。夫にどんな顔をして会えばい
いのか，誰にも話せませんでした」。隠
れていた感情に自ら気付いた瞬間だ。

患者・家族の思いや感情を
意識的に聴き，寄り添う

　看護師のためのコミュニケーション
スキル“NURSE”は，「共感するスキル」
の一つであり，以下の基本的なコミュ
ニケーションスキル 1，2）からさらに一
歩踏み込み，患者の感情表出を促す。
1．聴くための準備をする
2．現状の理解の確認，問題点の把握
3．効果的に傾聴する
4．応答するスキル
5．共感するスキル
　具体的には，まず“Ask-Tell-Ask（患

者がすでに知っていることを引き出
す）”で患者が自らの問題の最新の理
解を説明できるように促し，看護師が
説明を加える必要がある場合は簡単な
言葉で伝え，理解度を確認する。次に
“Tell me more”。感情の表出を促し，
批判や解釈を与えることなく傾聴し，
肯定的に接する。そして，“NURSE”
の中でも特に重要なのは“Respond to 

emotion with NURSE（感情探索の技
法）”。表の 5つの技法を用いることで，
患者が自分自身の感情と向き合うこと
を援助する。

患者体験を通して
患者の気持ちに気付きを示す

　東病院では，参加者が体験的にスキ
ルを身につけるために，1日がかりの研
修の内，講義は 1時間程度とし，残り時
間全てをロールプレイに充てている。
1グループ 5人（患者役 1人，看護師
役 1人，オブザーバー3人）。1グルー
プにつきファシリテーター（進行役）
とサブファシリテーター各1人がつく。
　ロールプレイは，グループ全員でシ
ナリオを読み合わせた後，設定確認と
役作りなど看護師役と患者役双方の準
備が完了したら開始となる。ロールプ

るものがあり，自信がついた。あまり
使ったことがないスキルについても今
後使えるようになっていきたい」とい
った声が挙がった。

多くの病院で取り入れてほしい

　東病院の“NURSE”研修は 2006年
から開始された。経験年数 4年以上の
看護師を対象とした任意参加の研修だ
が，受講経験者が増えてきたことで，
直接は受講してはいない看護師たちの
間にも自然と“NURSE”の考え方が
浸透し，病棟全体の雰囲気が変わって
きたという。
　組織全体がスキルアップする効果を
感じている東病院では，昨年から院外
に向けた研修も開始した。その研修は，
“NURSE”をより多くの施設に広め，
看護全体のレベルアップを狙ったも
の。自施設内で研修を企画・運営でき
るようになることを目的とするため，
認定看護師・師長といった指導者が 1

施設につき 2人以上参加することを参
加条件としている。
　研修の企画に携わってきた關

せき

本
もと

翌子
副看護部長は「“東病院だからできる”
ではなく，“どの看護師でもできる”
スキルになるよう，多くの病院で取り
組んでほしい」と話す。すでに北海道，
山形県，静岡県，千葉県，群馬県，愛
知県のがん診療連携拠点病院を中心と
する複数の施設で“NURSE”研修が
開催されたとの報告がある。看護全体
への今後の広まりが期待される。

レイの間，看護師役は各場面でどんな
言葉を掛ければよいのかを考え，
“NURSE”を実際に活用するとともに，
自分の今までのコミュニケーションを
振り返っていく。その中で，コミュニ
ケーションが難しい点や意見を聞きた
い点があれば，看護師役はいつでも「タ
イム」を取り，ディスカッションを行
うことができる。
　ディスカッションでは，オブザー
バーが重要な役割を担う。オブザー
バーの意見により，看護師役は自身の
コミュニケーションのスタイルに気付
くとともに，新たな看護師像を作り上
げていく。オブザーバーは，以下の 8

つのポイントに注意しながらフィード
バックを行う。
1．評価や批判ではなく，説明的に
2．一般論ではなく，具体的に
3．受け手の反応に注意する
4．フィードバックの量を限定する
5．謙虚にフィードバックする
6．行動に焦点を当てる
7．受ける側の利益を考える
8．情報を共有する態度
　ディスカッション後は，元の場所か
らロールプレイを再開することも，少
し前にさかのぼってやり直すこともで
きる。ディスカッションとロールプレ
イを時間の範囲内で繰り返した後，5

人全員での振り返りをファシリテー
ターがまとめて一回のロールプレイが
終了となる。グループの全員が看護師
役・患者役を順番に行うため，一回
50分のロールプレイを 5回実施する。
　1日の研修を終えた参加者からは
「こんなに頭を使って患者さんと話し
たことはなかった。意図的なかかわり
によって引き出せる情報が大きく異な
ることに驚いた」「普段行っている声
掛けの中にも“NURSE”に当てはま

患者の感情表出を促す “NURSE”
　コミュニケーションスキルは，患者のニードを理解しケアに生かすため，患
者―看護師関係を発展させるために重要な看護技術である。日頃，患者や患者
家族と接する際だけでなく，意思決定支援の場面でも必須であり，その重要性
は増してきている。
　そのスキルのひとつに，日看協の緩和ケア研修テキスト内でも紹介されるな
ど，がん看護領域全体に広まりつつあるコミュニケーションスキル“NURSE”
がある。本紙では国立がん研究センター東病院（以下，東病院）が行う，患者
の感情表出を促進する“NURSE”を中心とした研修を取材した。

看護師のためのコミュニケーションスキル研修
取
材

❶最初に基本的なコミュニケーションスキル
と“NURSE”について講義を行う。講義は 1
時間程度と短く，事例を組み込みながら解説
する。❷研修の核はロールプレイ。ディスカ
ッション中は，患者役は離れた場所に移動し
て，議論の内容を聞かないようにイヤホンを
する。❸ロールプレイの内容は，サブファシ
リテーターがホワイトボードに書いていく。
ホワイトボードの記録も参考にしながらディ
スカッションを行う。

●表　看護師のためのコミュニケーションスキル“NURSE”

●参考文献
1）Buckman著．恒藤暁，他訳．真実を伝え
る――コミュニケーション技術と精神的援助
の指針．診断と治療社；2000．
2）Billings JA著．日野原重明，他訳．臨床
面接技法――患者との出会いの技．医学書
院；2001．

●お願い―読者の皆様へ
　弊紙記事へのお問い合わせ等は，お手数ですが直接下記担当者までご連絡ください。
　☎（03）3817-5694・5695／FAX（03）3815-7850　「週刊医学界新聞」編集室

N（Naming；命名）
　患者の感情に何が起きているのかに注目するため，具体的な形容詞を用いて感情を
　命名する。患者の言うことをよく聴き，感情を理解したというメッセージを送る。
U（Understanding；理解）
　患者の感情的な反応は理解できることを表明する。患者の困難な状況や感情を敏感
　に理解し，受け入れ，関係を構築する。
R（Respecting；承認）
　感情だけではなく姿勢・態度・人格・対処方法を含め称賛する。“NURSE”の中で
　最も難しく，意識しないとできないスキル。
S（Supporting；支持）
　私はあなたを援助したいということを，患者に明確に伝える。患者とのパートナー
　シップを表明する。
E（Exploring；探索）
　患者が話すいくつかの感情に焦点を当てて質問したり，関心を持って尋ねていく。
　共感の関係を深める手段ともなる。

❶

❸

❷
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  患者の感情表出を促す“NURSE”　取材

――“SPIKES”，“SHARE”など，がん
領域にはさまざまなコミュニケーショ
ンスキルがあります。なぜ“NURSE”
を採用したのでしょうか。
關本　看護師には，看護師のために特
化したコミュニケーションスキルが必
要だと考えたからです。かつては当院
でも，看護師にも“SPIKES”の研修
を行っていました。しかし，“SPIKES”
はもともと医師が悪い知らせを患者さ
んの気持ちに配慮しながら伝えるため
に開発されたスキルです。研修をする
うちに看護師に必要なのは，「伝える
スキル」よりも「伝えられた後の患者
さん・ご家族の感情に寄り添い，感情
を吐露させるスキル」なのではないか
と気付きました。
　そういったスキルを探していたとこ
ろ，当時静岡県立静岡がんセンターに
在籍していた臨床心理士の大庭章先生
に，Backの論文 1）から“NURSE”を
紹介していただきました。これだ！と
直感して，自分たちで翻訳しながら，
テキストやロールプレイの台本などを
作り上げていきました。

患者と効果的にかかわり，
多忙な中でも生き生き働く

栗原　傾聴・共感からさらに一歩踏み
込むことで，堰を切ったように患者さ
んの感情表出が促進された例もありま
す。“NURSE”を使い始めて今年で 10

年目。受講者に自信の向上が見られる
など，効果を実感しています。
淺沼　私は“NURSE”研修ができて
から当院の看護部長に就任したのです
が，他院と当院で雰囲気の違いを感じ
ました。急性期病院では，在院日数の
短さや業務の膨大さにより，目の前の
処置をこなすだけの看護になり，看護
師が疲弊してしまうこともあるのでは
ないでしょうか。
　当院では，多忙な中でも看護師が患
者さんとよく話をしていますし，他職
種とのコミュニケーションも上手で
す。そのためか，看護師が生き生きと
働いている印象を受けました。

っとする瞬間があるそうです。
　特にこの研修は，“SPIKES”などの
医師向け研修と異なり，患者役も参加
者が行います。自ら患者役を行う中で
は，模擬患者のような「正解」があり
ません。だからこそ本当の患者さんが
考えていることは状況やパーソナリテ
ィごとに異なるので完全に理解するこ
とはできないながらも，近いものを想
像できるようになります。
關本　また，看護師役やファシリテー
ターがロールプレイを途中で止められ
る点も重要です。最初から最後まで通
してロールプレイした場合，とりあえ
ずはうまくコミュニケーションできた
ような気になれます。しかし，どのよ
うにして患者さんの感情表出を促した
か，表出された思いはどのようなもの
だったか，患者さんの重要な言葉をと
らえられていたかを後から振り返って
みたときに，一つひとつのやりとりに
おける意識的なかかわりが不十分なこ
とがあります。
栗原　臨床でもそうですよね。患者さ
んとたくさんの話をしているようで
も，患者さんの立場に立てていないこ
とは少なくありません。
關本　やりとりをただ体験するのでは
なく，やりとりを丁寧に振り返り，さ
まざまなスキルの中でどれを用いるべ
きか考えることがロールプレイの目的
です。どうすればよりよいかかわりに
なるか，そのとき患者さんはどのよう
に考えているのかを考える。
　ディスカッションの中でも，ファシ
リテーターは答えを言うのではなく，
「患者さんの言葉を聞き逃していませ
んか」「患者さんはどんな顔をしてい
ましたか」などと問い掛け，気付きを
促す役割を果たします。その上で，「他
の皆さんはどう考えますか」と問い掛
け，答えは一つではなく，いくつもの
選択肢があることを気付かせていきま
す。看護師役の一人だけが考えるので
はなく，他の人の意見も聞き，考えを
持ち寄ることで深めていけるのです。
さまざまな選択肢の中で自分に合う方
法を探していくことを目指します。

栗原　ある地点まで戻ってやり直すこ
とができるというのもこのロールプレ
イの特徴です。使うスキルを変えてみ
たり，日頃の看護ではできない思い切
った質問をしてみたりとさまざまな体
験ができます。

病院全体・看護全体の
スキルアップを目指す

――今後の目標は？
關本　まずはがん診療連携拠点病院に
“NURSE”を広めていきたいと考えて
います。そして，研修を体験した看護
師が，自施設だけでなく他施設に向け
て研修を開催できるようになればと考
えています。
　さらに，がん看護以外のより広い領
域でも“NURSE”を生かしてほしい
と考えています。患者さんが病気を受
け入れ共存していけるように促すた
め，相手を尊重しながら本当の感情を
表出させるスキルはがん以外の患者さ
んにも共通して求められます。看護の
基本的な能力の一つとして，ぜひ幅広
い領域で活用してほしいと思います。
淺沼　看護師は皆，一生懸命患者さん
の思いを引き出そうとしていますが，
その手立てがなければなかなかうまく
いきません。当院では“NURSE”に
よって，意図を持って患者さんと接す
ることができる看護師が育っていま
す。効果があるからこそ，全国に広め
ていきたいと考えています。
――ありがとうございました。　（了）
●参考文献
1）CA Cancer J Clin. 2005［PMID: 15890639］

關本　時々，「日々の業務が忙しくて患
者さんと話をする時間がない」という声
も聞かれるのですが，時間をかければ
よいというものではありません。ロー
ルプレイでも，実際に患者さんと会話
している時間は 15―20分程度です。
　指針となるスキルがないころは，意
欲がある看護師さんの場合，話し込ん
でしまって患者さんの部屋から何時間
も戻ってこないこともありましたが，
今では短い時間でも効率的・効果的に
かかわれるようになりました。
栗原　コミュニケーション能力は人柄
や性格の問題とされがちですが，身に
つけられるスキルです。聞き方や引き
出し方の手掛かりを頭の中に置き，深
く考えながらケアを行う効果を，ぜひ
ロールプレイで実感してほしいです。

振り返り，考え，気付くため
のロールプレイ

――なぜ研修の対象を経験年数 4年以
上の看護師としているのでしょうか。
關本　“NURSE”を学ぶ以前に，患者さ
んやご家族への基本的な看護の姿勢を
身につけておくことが必要だからです。
　当院では，1―3年目でがん患者の
アセスメント，意思決定支援，看護倫
理を段階的に学び，傾聴や共感もただ
形だけを真似するのでは意味がないと
いう基本を理解します。4年目くらい
になると，患者さんがつらそうにして
いるのに何もできなかったり，「死に
たい」という言葉に表面的な声掛けし
かできなかったり，患者さんに思いが
伝わらない不全感を一度は体験してい
ます。そうした経験を積んでいるから
こそ，それまでの自分のコミュニケー
ションを振り返り，実際にスキルを用
いる効果を実感でき，深い理解が得ら
れるのだと考えています。
――患者役まで参加者が演じるという
点も印象的でした。
栗原　ロールプレイはただの演技だと
とらえられがちですが，「このような
患者を演じよう」とあらかじめ考えて
いたとしても，看護師の言葉掛けには

●写真　左から順に，栗原美穂副看護部長，
淺沼智恵看護部長，關本翌子副看護部長

interviewinterview 淺沼 智恵氏，栗原 美穂氏，關本 翌子氏（国立がん研究センター東病院看護部）に聞く 
看護現場に看護現場に““NURSENURSE””を広めていきたいを広めていきたい



●ひらはら・ゆみ氏
1987年島根県立
総合看護学院保健
学科卒。島根県立
中央病院に 4年間
勤務した後，91年
より東京都北区内
の診療所で訪問看
護を行い，ステー
ションを開設，所
長となった。2006

年訪問看護認定看
護師を取得，同年
6月よりあすか山

訪問看護ステーション所長，2011年より現
職。2012年在宅看護専門看護師取得。14年
より所長業務を行いながら，首都大学東京大
学院人間健康科学域看護学博士後期課程に所
属している。

　東京都北区は人口 34万人（2015年
10月時点），東京都 23区内で高齢化
率が最も高く，25.5％と推計されてい
る。65歳以上は現在 8万 6898人，75 

歳以上の単身世帯割合も 53.0％と見込
まれており，孤独死なども大きな課題
となっている。この北区で私は 25年
間，訪問看護師として地域にかかわっ
ている。
　私の勤務する日本訪問看護財団立あ
すか山訪問看護ステーションは現在利
用者が 256人（介護保険利用者 94人，
医療保険利用者 162人）と，小児から
高齢者まで全ての疾患・障害を持つ対
象者に訪問看護を提供している（2015

年 8月時点）。さまざまな地域のネット
ワークにも積極的にかかわっており，
3年前から重症心身障害児者に関して
顔の見える関係づくりに力を注いでい
る。その実績をもとに昨年度は厚生労
働省の「重症心身障害児者の地域生活
モデル事業」の委託を受けた。
　本稿では，北区の Community-based 

care（地域を基盤としたケア）の取り組
みを対象別に整理し，訪問看護師として
どのようにかかわっているか説明する。

訪問看護師が地域で果たす役割
――北区における 4つの活動

1．高齢者の疾病・障害の予防
　大きな疾患・障害を持っているわけ
ではない高齢者の心身機能の低下を予
防し，地域とのつながりを持てるよう
にする支援は，その地域の底力が反映
される。北区には，「ふれあい交流サ
ロン」や「おたっしゃ教室」など，引
きこもりがちな高齢者がいつでも安心
して交流できる場や，滝のある緑豊か
な公園内に健康づくりのための簡単な
運動や入浴などをして 1日を楽しく過
ごせる「老人いこいの家」がある。「高

齢者ふれあい食事会」はこれまでに
29会場で開催され，約 700人が参加
している。
　訪問看護師は地域包括支援センター
と一緒に「住み慣れた我が家で生きて
逝くために」というテーマで住民を対
象とした講演活動を行っており，北区
での在宅看取りの様子を交えながら話
してきた。自分の最期の場所を意思決
定できるようになるためには，地域を
支える社会資源や在宅における緩和医
療と多職種チームでのエンドオブライ
フ・ケアを十分理解する必要がある。
このことは高齢者が今後生きていく姿
勢にも影響を及ぼす。講演には介護者
も多く出席している。家族の看取りに
向けて気持ちが揺れていた介護者が，
「人が本来持っている生きていく力と
死にゆく力」の話を聞いたことで，病
院ではなく在宅での療養，看取りを選
択したケースもあったと後で聞いた。
2．疾病・障害の早期発見と早期治療
　認知症患者や独居高齢者は生活自体
が貧弱で，少しの変化が疾患の発症や
生活障害を引き起こしてしまう。北区
では 65歳以上の高齢者と，障害者手
帳を持っている人に「救急医療情報キ
ット」を配布し，医療情報の共有によ
り不必要な救急医療や入院を予防して
いる。「北区おたがいさまネットワー
ク」では，地域包括支援センターや民
生委員，協力員（商店街，警察署，消
防署など）により，希望があった 75

歳以上の独居高齢者を対象として月 2

回程度の見守り訪問を行っている。認
知症カフェでは区民 900人以上からな
る認知症サポーターも活躍し，地域に
安心を提供している。
　また，行政からの委託を受けた「高
齢者あんしんセンターサポート医」が
4人，それぞれの担当生活圏域で，地
域の相談，独居高齢者・認知症高齢者
への訪問や，介護保険の主治医意見書
作成を行い，医療・介護につなげる役
割を果たしている。訪問看護が早期に
対応できるのも，この高齢者安心セン
ターサポート医との連携のおかげであ
る。「顔の見える連携会議」では，郵
便局の窓口の職員が高齢者の毎月の年
金引き落とし場面を見守り，様子の変
化に気が付いたら地域包括支援セン
ターへ連絡するなど，認知症の早期発
見・早期対応の取り組みを行っている。
3．要介護者・要支援者を支える
　1万 6483人の要支援・要介護認定
者が居住する北区では，「北区在宅ケ
アネット」が中心となって，介護保険
サービスを含む多職種連携研修を運営
している。行政がリーダーシップを取

って，介護医療連携共通シートや認知
症ケアパスの作成，在宅療養協力支援
病床づくりなどを行っており，社会資
源を状態に応じて使いやすいようにま
とめている。
　病院から在宅への円滑な移行支援が
できるように「在宅療養相談窓口」を
設置し，6人の訪問看護認定看護師が
「在宅療養支援員」（以下，支援員）を
担い，地域エリアを担当している。必
要時訪問，状況把握を行い，退院支援
に向けたケアチームのコーディネート
を行う。医療社会資源調査やさまざま
な機関への広報活動を行うとともに，
支援員は定期的に地域の医師と事例検
討を重ねて，相互理解を深めている。
支援員はコーディネート 1件当たりの
報酬を北区から保証されている。北区
は地域をエリアごとに分け，地域をよ
く知っている在宅医と訪問看護師を配
置し，きめ細やかな支援を行っている。
4．障害児者が暮らしやすい地域をつ
くる
　小児病棟や NICUから退院してくる
超重症児・準重症児も増えている。障
害児者の家族は複雑で縦割りの行政窓
口に何度も足を運ばねばならず，大き
な負担を負っている。さらに，教育の
現場でも医療連携が不十分なため，児
童自身も学校を休まなくてはならない
といった問題がある。そこで，2012

年には専門医療機関，地域医療小児救
急病院，訪問看護ステーション，特別
支援学校，訪問介護ステーション，保
健師，相談支援員間の顔の見える連携
づくりに着手した。4年目となる今年
は，特別支援学校の運営協議会に訪問
看護師が初めて委員として参加し，地
域の暮らしの視点が教育の場に反映さ
れるように働き掛けている。

Community-based careから
Integrated careへ

　現状では在宅医療の中心は高齢者で
あるが，これから私たちは全ての住民
を対象とした Integrated care（統合的
なケア）をめざすべきと考える。その
中では地域の全ての年齢・疾患・障害
の医療・福祉・介護の実態を把握して
いる訪問看護ステーションが特に重要
な役割を担う。
　訪問看護師は日々の訪問看護でケア
を行うだけでなく，次の訪問まで患
者・家族が安心して療養できるように
予測される症状変化と家族での対応方
法，緊急電話をすべき状況などの説明
を行う。今後も，患者・家族の持って
いる力を最大限引き出し，使えるサー

ビスや地域のネットワークは最大限利
用し，在宅療養の継続を支援していく
ことが求められるだろう。さらには，
予防看護から在宅看取り，そしてグ
リーフケアまでを支えるため，地域の
さまざまな健康レベルの住民に適切な
対応ができる訪問看護師が必要となる
のではないだろうか。

地域の看護師同士の連携を広げ，
より手厚い地域の統合ケアを

　現状において，北区の高齢者・障害
児者の包括的ケアは，訪問看護・行
政・医師会が鍵を握っている。しかし，
北区のように高齢化率や単身者率が高
いと，システムの網の目から落ちる高
齢者は多い。2011年度に北区が行っ
た調査では，独居高齢者の相談相手と
して「近所の人・友人」の次に多かっ
たのは「病院の医師・看護師」であっ
た 1）。外来看護師が高齢者の困りごと
を聞くことで，疾病や障害の早期発見，
ひいては孤独死を予防できるのではな
いかと考える。
　そこでわれわれは，3年前に有志の
行政保健師，訪問看護師（在宅看護専
門看護師），地域医療機関の老人看護
専門看護師・小児看護専門看護師・緩
和ケア認定看護師が事務局となり，「北
区ナーシングヘルスケアネット」を立
ち上げた。病院，診療所，特別養護老
人ホーム，有料老人ホーム，通所デイ
サービス，地域包括支援センター，居
宅介護支援事業所，訪問看護ステーシ
ョン，療養通所介護事業所，保育園，
学校，精神保健センター，助産院，看
護大学から保健師，看護師，助産師が
集まり，顔の見える勉強会を継続して
いる。今年度は，北区の医療機関に所
属する全ての専門看護師・認定看護師
計 28人に声を掛け，ネットワークの
幅をさらに広げた。地域の全ての機関
の看護の連携は，これからの地域の統
合ケア構築に重要な役割を果たすと考
えている。

●参考文献
1）北区高齢者保健福祉計画（平成 25年度―
29年度）．北区；2013．
http://www.city.kita.tokyo.jp/korefukushi/ken

ko/koresha/kekaku/documents/attachment.

pdf
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　それはいつのことだったか，どんな
ドラマだったか覚えていないのです
が，舞台となった「おわら風の盆」の
ほの暗さと妖しさが心に残っていまし
た。その地にいつか訪れてみたいと思
っていました。それが今年，かなえら
れたのです。
　きっかけは偶然でした。日本看護協
会通常総会の会場でたまたま腰掛けた
最後列の座席の隣にいた友人が，数年
前から私の思いを実現させようとして
くれていたその人だったのです。「今
年は行けますか」との誘いに，手帳を
開いた私は，予定していた仕事をずら
して 9月 2日に行けるようにすると約
束し，数日後，「調整できました」と
彼女にメールしたのです。

優雅に踊り，哀愁を奏でる

　おわら風の盆は，北陸新幹線の富山
駅で下車し JR高山本線で 25分のと
ころにある越中八尾で，毎年 9月 1日
から 3日までの 3日間繰り広げられる
祭りです。飛騨の山々から越中側へ延
びる 8つの山の尾根を意味する八尾
は，富山平野の南西部，飛騨山脈の麓，
岐阜県との県境に位置する街道筋に発
展した小さな町です。かつては富山藩
の御納戸所（財政蔵）として，街道の
交易の拠点として繁栄していました
（おわら風の盆行事運営委員会公式ガ
イドブック，2015年）。
　「おわら」という言葉にはいくつか
の説があるそうです。江戸時代には地
元八尾の遊芸の達人たちが七五調の唄
に「おわらひ（大笑い）」ということ
ばを差し挟んで町内を練り回ったのが
いつしか「おわら」となったというも
のや，豊年祈願からの「大藁（おおわ
ら）説」，八尾近隣の小原村の娘が唄
い始めたという「小原村説」などがあ
ります（「おはら」がいつ「おわら」
になったのかもはっきりしていませ
ん）。「おわら」を囃子詞に入れる民謡
は全国各地にありますが，中でも越中
八尾の「おわら節」は全国的に知られ
ているそうです。
　「風の盆」の由来も紹介しましょう。
二百十日の前後は台風到来の時節。山
脈から麓に吹き下ろす秋風が稲に害を
及ぼすため，収穫前の稲が風害に遭わ
ないよう，唄や踊りで風の神様を鎮め
る豊作祈願が行われるのだそうです。
その祭りが「風の盆」となりました。
地元で休みのことを「ぼん（盆日）」
という背景もあるようです。
　「キタサノサドッコイショノショ，唄
われよ，わしゃ囃す」とおもむろにお

わら節が始まります。おわらの踊りは
編笠で顔を隠して踊ります。これは手
や腰の動きの美しさに視線を向かわせ
踊りを優雅で情趣の深いものにみせる
ためと言われています。男踊りは編笠
に法被姿で，素朴で直線的力強さがあ
り，男の色香が漂います。女踊りは日舞
の艶めきがあり優美で情感を秘めた表
現が特徴とされます。これは新踊りと
いうのだと私の友人が教えてくれまし
た。このほか，豊年踊り（旧踊り）があり
老若男女を問わず踊ることができます。
　おわら風の盆で私が印象深かったの
は，哀愁を帯びた音曲でした。唄と楽
器を奏でるのが「地方（じかた）」です。
地方は，唄，囃子，三味線，太鼓，胡
弓で編成されます。唄の調べは遠くか
なたに放とうとするかのような甲高い
声で唄い出します。囃子方が，「唄わ
れよ，わしゃ囃す」と促します。

祭りと地域包括ケアシステム

　私が今回の“現地訪問”でわかったこ
とはおわら風の盆の組み立てです。おわ
ら風の盆は，町流し，舞台踊り，輪踊り
の 3つで構成されます。町流しとは，11

の町筋で地方の演奏に合わせて踊り流
すものです。決してスピーカーや録音
テープを使わないのが魅力です。東新
町，西新町，諏訪町，上新町，鏡町，東町，
西町，今町，下新町，天満町，福島の町
でぼんぼりに照らされた町流しをみる
ためにハシゴするのが楽しみです。中
でも諏訪町には「日本の道 100選」に
選ばれた諏訪町本通りがあり，無電柱
化，石畳化の工事が行われ家構えを町
並みに合わせ，道の両脇を流れる用水
の水音が最高の舞台を演出しています。
　私と友人の 2人は，夕方 7時頃から
中学校のグラウンドに設置された「演
舞場」で舞台踊りを観た後，いくつか
の町流しを見学しました。夜中の 12

時をまわった頃，屋台のラーメンを，
いくらかの罪悪感を持ちつつ食して帰
りました。小学生から町の長老まで集
まるおわら風の盆は，地域包括ケアの
求心力になっていると思いました（県
知事もみえていたと聞きました）。地
域包括ケアシステムの構成要素に「祭
り」を加えたらよいと思ったのです。

＊
　これで，おわら風の盆紀行は終わり
なのですが，北陸新幹線の車中で目撃
したことを書き添えます。20歳代と
おぼしき男性 3人が乗車してきまし
た。向かい合わせになっていた座席を
回転させようとしたのですが，前の席
に座っている人が背を倒していたので

回転できないでいました。「すみませ
ん，椅子の背もたれを戻してください」
と言えないのです。それを見かねた世
話やきの中年男性が代わりに言ってく
れたので，座席は回転できました。そ
の 2列先の指定席にやって来た若い女
性は，自分の席に座っていた客に，「こ

こは私の席ですが」を言えません（と
私にはみえました）。どうするのかな
と思って見ていると，近くにいた車掌
を呼んで，その“交渉”をしてもらい，
無事に着席したのです。現代の若者は
生のコミュニケーションが退化したの
かと心配になりました。
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　超高齢社会を迎え，今後より一層，
保健医療福祉の充実が求められる。中
でも看護職員の質・量の確保は大きな
課題であり，厚労省は「2025年には
看護職員を 50万人増
やす必要がある」と，
具体的な数値を打ち出
している。そのために
は，これまで以上に看
護職養成に携わる教員
の質・量の確保が重要
となる。しかし，われ
われが行った「看護師
養成所の管理運営等に
関する実態調査」でも，
多くの養成所において
「慢性的な教員不足」
の状態が続いている。
看護教育を通して，学
生と共に成長する喜
び，その仕事のやりが
いや魅力を次の世代の
人々に伝えたい――。そう思いながら，
看護教育に携わってきた者として，本
書の誕生を心から喜び，感謝している。
　本書は，全 18章で構成されており，
看護教育実践に必要な全てが網羅され
ている。この領域の書籍として，方法論
に関するもの，教育カリキュラムに関
するもの，学校管理や学校経営に関す
るもの等それぞれについては数多く出
版されているが，本書のように一冊に
まとめられているものは見当たらない。
　著者は，「百年を思うものは人を育
てよ」と古の言葉を引用しながら，す
ぐに答えの出ない“教育”に対して決
してあせらなくてよいこと，また学ぶ
人を「発達可能性を秘めた人」ととら
え，なにげない些細なことが「やりが
い」となると示す。この教育観は，悩
みながら手探りで看護教育に携わって
いる人たちに「教育の本質」を見いだ
すための道しるべとなるであろう。

　本書では，著者たちの 30年以上に
わたる実体験が事例やエピソードとし
て，惜しみなく余すことなく紹介され
ている。その内容は教員としての喜び

につながる成功体験を
はじめ，「辞めてしま
おう」と思うほどの辛
い体験や，良かれと思
って行った指導が学生
を傷つけてしまってい
たことに気付いたとき
の恥ずかしく悲しい体
験等である。読む人そ
れぞれが自分の体験と
重ねながら，自己を振
り返り，また看護教育
の面白さに気付き，「頑
張って続けよう」と前
向きになり，自信を取
り戻すことができる。
看護教育が「面白い」
「やりがい」となるた

めに，教員は，学生と共に在ること，
何よりも学生の可能性を信じ，学び続
けること，探究心を失わないことが大
切であることを示唆している。19ペー
ジの「看護教員の『心得十か条』」は，
著者の体験から導かれたものだけに説
得力がある。
　コラムや丁寧な用語解説が，本書を
より理解しやすいものにしている。「も
っと深く知りたい」と学習意欲を喚起さ
せる。「看護基礎教育の実務に戸惑う教
員を応援したい，看護教育の道を選ん
でくれた人たちが，これからも教員であ
り続けられるように」という著者の願
いが本の構成・内容に反映されている。
　新任教員だけでなく，彼らを導き支
える中堅，管理的な立場にある人の今
を，そしてこれからの歩みに力を与え，
次世代の人への指導書としても役立つ
本である。看護教育に携わる全ての人
に本書を活用されることを勧めたい。

学生の可能性を信じ，
自ら学び続けるための
看護教員の心得書

〈第130回〉

2015年9月2日の体験
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