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助する視点，退院後に患者がセルフケ
アできるように促す視点が求められて
いる。そこで氏は，看護診断として提
示された問題に対し，アセスメントに
基づき解決を指向する，複数の看護技
術から構成される「看護ケアプログラ
ム」の必要性を強調。この開発と，標
準化，体系化を行っていくことが「看
護ケア学」の構築につながると訴えた。

いかに臨床への定着を図るか

　看護ケアプログラムの開発の次に求
められるのが，プログラムの定着だ。
シンポジウム「看護ケアプログラムの
イノベーションに向けた方略」（座長
＝愛知県立大・山口桂子氏，同大・鎌
倉やよい氏）では，シンポジスト 4氏
の取り組みが紹介された。
　初めに登壇した若本恵子氏（虎の門
病院）は，看護師の院内教育プログラ
ム開発と定着に向けた取り組みについ
て解説した。同院では，看護実践能力
向上を目的にプライマリ・ナーシング
コースと呼ばれる院内教育プログラム
を 1988年から運用しており，現在で
は入門，中級，上級の各コースを設け

ている。看護実践の熟達化の
過程では，一人前になる壁，
中堅者になる壁，熟達者にな
る壁，と各段階に壁があり，
それを乗り越えることで実践
のパフォーマンスが一段階上
がるとされる。壁を越えるに
は「熟慮を伴う練習」が必要
であり，各コースがこの「熟
慮の場」となる。同プログラ
ムは臨床現場での学習を前提
とし，実践と学習を繰り返す

パワーメント
モデル」を基
に「家族の病
気体験の理
解」や「家族
アセスメント」
などの項目と
結び付けなが
ら，個々の状
況に応じた
「家族ケアの
ポイント」を
提示していると述べた。「普段の家族
へのあいさつなど，無意識のうちに実
は家族ケアになっていることも多い。
研修を通じ日々の実践を再認識でき
る」と研修実施の意義を語った。
　最後に登壇した高植幸子氏（椙山女
学園大）は，看護技術系教育プログラ
ム作成の経緯と実践現場での定着に向
けた方略を述べた。臨床現場では，入
院患者の排尿コントロールの指導が不
十分なために，患者の回復の時機を逸
してしまう事例が見られたという。実
際，看護師がコントロールに有効な骨
盤底筋運動の指導技術を学ぶ機会や，
それを教える教育プログラムがなかっ
た。そこで氏は，社会学領域で用いら
れる Soft Systems Methodology（SSM）
を援用し，経験年数 2―3年目の看護
師を対象に本プログラムを作成。尿失
禁ケアと骨盤底筋運動に関する認知領
域を中心とした講義や指導技術の演習
など「学習の汎化」を促す内容で構成
され，1回当たり約 2時間の研修を計
5回，8週間の期間で実施する。教育
直後の評価では，知識や指導技術の他，
リフレクションスキルや学習習慣の向
上など「振り返る力」が強化されてい
たと分析。「学習の汎化」を意図した
学習プロセスにより，臨床への定着が
可能になると考察した。
　総合討論では，開発されたプログラム
の普及や活用には，テーマに関心の高い
メンバーが集まったり，研修会を開催し
たりするなど情報共有の場が必要との意
見が出された。座長の山口氏は，「看護
ケア学構築のきっかけになる取り組み
が，シンポジストに共通して語られた。
多くの看護師に考え方や行動を変える
きっかけを与え，看護のイノベーション
につなげていきたい」と締めくくった。

■第34回日本看護科学学会 1 面
■［寄稿］英国視察から学んだ看護（後編）（吉
田千香，鈴木美穂，平尾千恵子，山本則子） 2 面
■［連載］看護のアジェンダ/ユマニチュード
通信 3 面
■［連載］量的研究エッセンシャル 4 面
■MEDICAL LIBRARY，索引 6 ― 7 面

実践の科学としての看護学構築へ

　第 34回日本看護科学学会学術集会が，11月 29―30日，鎌倉やよい会長（愛知県
立大）のもと，名古屋国際会議場（名古屋市）で開催された。「看護ケア学の構築
をめざす――研究成果を臨床へ」をテーマに掲げた今回，本紙では「看護ケア学」
の構築に向けた「看護ケアプログラム」開発の必要性が語られた講演と，プログ
ラムの臨床への還元と定着について検討されたシンポジウムの模様を報告する。

第34回日本看護科学学会学術集会開催

看護診断体系化の次は
「看護ケアプログラム」の開発

　超高齢社会の進行や日本人の疾病構
造の変化により，看護学を取り巻く環
境は大きく変化している。これから
10年先，あるいは 50年先の看護学の
未来はどのように構想していくべき
か。鎌倉やよい氏による会長講演「看
護ケア学構築へ向けての展望」では，
実践の科学としての看護学が今後発展
するために求められる方策が示された。
　「看護学は研究成果を実践の場に還
元できているか」。こう問うた氏は，
質的研究や調査研究が多い看護研究
は，医師から「エビデンスが不十分」
との批判を受けることもある一方で，
看護診断の体系化と蓄積により患者理
解に大きく貢献してきたと評価。看護
師は他の専門職と比較すると「診療の
補助」として「医師の指示の下に広い
範囲の医行為」が認められている点に
触れ，今後は，看護診断に対応した看
護ケアの方法論の確立が求められると
主張した。在宅医療の推進に主眼が置
かれる今，看護師には患者の生活を援

ことで実践知の獲得につながるよう企
図されているという。氏は，教育プロ
グラムの定着には熟慮による実践知の
獲得や，受講者同士の興味関心を共有
するなど一体感を持った連携，あるい
は看護実践の変化を成果として実感で
きる場が必要になると述べた。
　がん医療の均てん化促進の一環とし
て，がん化学療法を安全に行うための
マニュアル作成について報告したのは
戸﨑加奈江氏（愛知県がんセンター中
央病院）。大腸がんの治療薬として
2009年から使用されるようになった
セツキシマブは，特徴的な皮膚障害の
副作用があり，当初，そのアセスメン
トへの不安が想定された。そこで，同
センターを中心に愛知県内のがん診療
連携拠点病院 7施設の医師・看護師・
薬剤師による多施設多職種協働でマニ
ュアルの作成を開始。まず，投与時の
問題点を看護チームが挙げ，次に職種
横断で解決方法や対策を検討し，アセ
スメント項目などをまとめた。現在，
ウェブサイトでも公開し，その内容を
全国に発信している。氏は，「多施設協
働での取り組みは，新規薬剤導入を安
全に進めるために効果的で，がん医療
の均てん化や質の向上にもつながる」
と取り組みの広がりに期待を示した。
　次に家族支援専門看護師の関根光枝
氏（日赤医療センター）が，同センター
で実施している家族ケアの定着を図る
研修の内容を紹介した。臨床で働く看
護師の多くが「患者の家族は“第二の
患者”としてケアが必要である」と認
識しているものの，家族ケアに対する
苦手意識を持つ者は少なくないとい
う。その背景には，患者が良くなるこ
とを願ってとる家族の行動が，時とし
て医療者に「困ったもの」と映ること
がある。氏は，患者と家族を別々の存
在としてとらえるのではなく，両者を
包括し「家族システムとしての患者家
族」へと位置付けを変換する必要があ
ると主張。研修では，「家族看護エン●シンポジウムの模様

●鎌倉やよい会長
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　前編（第 3101号）では英国のプラ
イマリ・ケアの概要や，診療所におけ
る看護師の役割を紹介した。後編では，
ロンドンにあるキングスカレッジ病院
（KCH　;　King’s College Hospital）で骨髄
移植にかかわるさまざまな看護師から
伺った話を総括して紹介する。

骨髄移植前から移植後を見据
えたフォローアップを実践

　KCHの視察では，骨髄移植前（以下，
移植）から患者にかかわる移植ナー
ス・コーディネーター（以下，コーデ
ィネーター），アフェレーシス部（註）
のクリニカル・ナース・スペシャリス
ト（CNS），5つの血液内科病棟を統括
する病棟看護師長（Matron Inpatients），
移植後の晩期障害やサバイバーシップ
を担う CNS，外来を含む全ての血液内
科看護にかかわる副看護部長（Deputy 

Head of Nursing）から話を聞くととも
に，各関係部署を見学した。KCHでは，
移植前から退院後まで全ての過程を通
し，看護師を中心としたチームにより
きめ細やかなケアが提供されていた。
　移植前では，白血病やリンパ腫，骨
髄腫などの疾患別コーディネーターが
移植の意思決定を行う前から外来で患
者にかかわり，移植前スクリーニング
とともに，移植過程や治療に伴う症状，
費用などのコンサルテーションを行
う。2013年からは，コーディネーター
や CNS，病棟看護師長，心理カウン
セラー，栄養チーム，理学療法士，作
業療法士で構成された移植チームメン
バーによる 2時間ほどの移植前の情報
提供プログラムも開始されたという。
　本プログラムは，移植を選択する前
の患者や家族の参加も可能である。栄
養や活動と休息，疲労や不安への対応，
患者と家族の精神的サポートについて
などの情報提供と相談だけでなく，病

棟見学ツアーも実施する。こうした取
り組みは治療の具体的なイメージを持
ってもらえるとともに，移植チームメ
ンバーと入院前に顔を合わせることに
なる。またグループセッションを行え
ることから，医療者と患者，患者同士
の信頼関係を構築する良い機会になる。
　また，同種移植の場合は，入院での
移植治療を無事に終えて退院しても，
移植後合併症や晩期障害のためのセル
フケアや定期的スクリーニングが必要
となる。その点については，KCHでは
晩期障害クリニック（Late Effect Clinic）
を設け，専従の看護師が患者 1人に
45分の枠でこれに対応していた。そ
こでは，診察の結果を踏まえた計画を
患者の家庭医（General Practitioner）
や地域の血液内科医に伝え，専門病院
としての KCHのフォローアップ計画
と患者自身のセルフケア計画を，地域
の医師と一緒に考えるようになってい
る。
　なお，KCHにおけるこれらの移植
前後の質の高いケアは「Macmillan（マ
クミラン）がんサポート」 1）によって
も支えられている。マクミランがんサ
ポートは，1911年にダグラス・マク
ミランによって設立され，経済的問題
の相談から話し相手まで，がん患者の
ケアのあらゆる側面からの支援を行
う，英国で最も大きなチャリティー組
織である。上述のコンサルテーション
の際に使用する資料も，ほとんどがマ
クミランから出版されたものである。

質の高い看護を支える，
卒後教育システム

　英国の看護師には教育背景や職位に
より全国で統一された階級制（Band）
が適用されており，給与やユニフォー
ムの色も原則的に Bandにより決定さ

れる。Bandは 1―9まであるが，看護
職に該当するのは 2―8だ（表，写真） 2）。
看護師養成課程（2013年から全て学
士課程）を卒業し，看護師籍に登録す
ると Band 5の看護師となる。また，3

年ごとに 450時間以上の看護実践と
35時間以上の継続教育受講の証明書
を提出して看護師登録を更新し，さら
に毎年登録料を納める必要がある 3）。
　KCHの血液内科では，入職時オリ
エンテーションをはじめ，6か月目の
血液内科研修，12か月目の化学療法
研修など，少なくとも最初の 2年間は
Band 5レベルの中で，十分な知識と
技術を身につけられるような教育プロ
グラムになっている。2年目以上にな
ると，大学の継続教育コースを受講し，
チームリーダーとしての実践能力を身
につける機会を得て，Band 6へと昇
格する。その後，修士レベルでの継続
教育コースを受講したり，管理につい
て学んだりすると Band 7となり，病
棟看護師長はこのレベルに相当する。
さらに，より高度な臨床実践能力を必
要 と す る Nurse consultant や Modern 

matron，管理能力を必要とする看護管
理職につくための教育を受けると，
Band 8となる。
　血液内科関連 5病棟（57床）には
Band 7が 5人，Band 6が 27人，Band 

5が 75人，その他，看護補助者であ
る Band 2のスタッフが 30人配置され
ていた。話を聞いた病棟看護師長や副
看護部長は Band 8に属し，より質の
高い看護の提供のために卒後教育の向
上に常に取り組んでいるようであった。

視察を通して見えてきた
「患者中心のケア」

　この視察を体験するまで，「病院」
を中心とした看護を考えていた。しか

し，英国のプライマリ・ケア，さらに
KCHでの移植看護を見学し，医療全
体の中での「病院」の位置付けと「患
者中心のケア」という視点で看護をと
らえ直すことができた。
　日本では移植前から看護師が患者や
家族にかかわれる機会は少なく，英国
と比べて移植前の準備は十分とは言え
ない。KCHの移植前の介入のように，
外来で看護師が活躍できることは，早
期からの患者への情報提供やコミュニ
ケーションが促進され，患者の治療に
関するよりよい意思決定や自律的な参
加につながると考える。
　診療所の看護師と同様，KCHの移
植治療でも，プライマリ・ケアと急性
期ケアとの移行ステージにおいて，看
護師が外来で中心的役割を担い，質の
高いケアを提供していた。その活動を
支えているのは，看護師の高度な知識
と技術，そして教育システムの存在で
ある。さらには，マクミランがんサポー
トや大学などの教育組織の存在が，
NHSと効果的に協働することで，看
護の質を保証し，患者が全ての治療ス
テージで質の高いケアを継続して受け
ることができる「患者中心のケア」を
実現させているのだとわかった。
　患者の全ての健康ステージで看護師
が継続的にかかわることが，「患者中
心のケア」には必要不可欠だろう。現
在の日本の医療において，看護師がど
のような役割を担い，実行することが
必要で，可能であるのかについては，
今後も考えていく必要がある。自身の
専門能力を高めるだけでなく専門以外
の分野についても理解を深め，コミュ
ニケーションスキルを磨き，幅広く客
観的な視点から課題を統合し，協働的
に実践する能力を持つ。こうした看護
師の必要性を切実に感じる視察となっ
た。

寄　稿　

英国視察から学んだ看護（後編）

患者中心のケアを可能にする継続的看護
  吉田 千香，鈴木 美穂，平尾 千恵子，山本 則子

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻成人看護学／緩和ケア看護学分野

●東大大学院医学系研究科健康科学・看護
学専攻成人看護学／緩和ケア看護学分野
長期療養者・高齢者とその家族を主な対
象に，地域包括ケアシステム時代の新た
な看護像を追求している。「看護実践の可
視化」と「ケアの質保証・改善」を主なテー
マとして，日本の現場育ちの看護学の構
築をめざす。教授は山本則子氏。

●写真　KCHアフェレーシス部の CNS
を囲んで。彼／彼女らのユニフォーム
（青色）は，Band 6の CNSであること
を示している。

Band 位置付け＊ 役職名
1 清掃，キッチンなどのサポート Domestic support worker

2 看護助手 Clinical support worker

3 上級看護助手 Clinical support worker nursing higher level

4
准看護師（看護師の監督のもと
看護を提供） Nurse associate practitioner，Nursery nurse

5 看護師 Nurse，Theatre nurse

6 スペシャリスト看護師 Health visitor，Clinical nurse specialist，Nurse 
team leader，Theatre nurse specialist

7 上級スペシャリスト看護師 Health visitor specialist，Health visitor team 
manager，Nurse advanced，Nurse team manager

8 高度看護実践と管理 Modern matron，Nurse consultant

9 政府医療行政要職 NHS Directors

●表　Bandによる代表的な看護職位例（参考 URL 2を基に作成）

＊各 Bandの位置付けは筆者による訳であり，日本の看護職でイメージできるように試みたも
の。英国の看護職が担う役割は幅広いため，必ずしも適切ではない（詳細は参考URL 2参照）。

●註
アフェレーシスとは，血液成分分離装置を用
いた末梢血幹細胞採取と成分採血等を意味す
る。参考：日本輸血・細胞治療学会認定ウェ
ブサイト「学会認定・アフェレーシスナース
規約」http://www.jstmct.or.jp/jstmct/Docume

nt/ApheresisNS/Notice/Rule1.pdf

●参考 URL
1）Macmillanがんサポートウェブサイト．
http://www.macmillan.org.uk/Home.aspx

2）NHS careesウェブサイト．
http://www.nhscareers.nhs.uk/explore-by-career/

nursing/pay-for-nurses/ 

http://www.nhscareers.nhs.uk/explore-by-career/

wider-healthcare-team/pay-for-wider-healthcare-
team-staff/

3）Nursing & Midwifery Councilウェブサイト．
http://www.nmc-uk.org/Registration/Staying-on-
the-register/Renewing-your-current-registration/
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　ヘェー，こんな本の作り方もあるん
だと感心しながら読んでいる面白い本
があります（『丁先生，漢方って，お
もしろいです。』朝日新聞出版，2014

年）。生徒が先生にいろいろ質問して，
先生がそれはこういうことですと答え
る。そういう構成になっている本です。
生徒は，南伸坊さん，先生は，丁宗鐡
（てい・むねてつ）さんです。丁先生
は南さんの実際の主治医だそうです。
丁先生は日本東洋医学会漢方専門医・
指導医であり，現在，日本薬科大学学
長です。お二人とも 1947年生まれで
す。この面白い本を作ったのは編集者
の矢坂美紀子さんです。矢坂さんは私
のちょっとした知り合いです。
　生徒の南伸坊さんと先生の丁宗鐡さ
んが出会ったのは 7年前，南さんは当
時「肺がん」の疑いありとされて大き
な病院で治療を受けていました。南さ
んは「治療というより，正確には検査，
検査，検査でしたね」と言っています。
CTで肺にカゲが見つかったので十中
八九はがんだけれども，がんでない可
能性もある。「手術すればハッキリし
ますから切りましょう」と言われた南
さんは，手術を断って，その後も検査
だけを継続していました。その後，南
さんは丁先生にセカンドオピニオンと
してかかるようになったわけです。
　南さんは，手術も放射線治療も抗が
ん剤もやらないで，自己の免疫力で治
ってやれ，ストレスのない生活を送っ
て副交感神経を優位にしてとか，けっ
こう「マジ」に患者生活を送っていま
した。それで「シリアス」な顔をして
いたそうです。病人というのは，自分
の病気にはものすごく興味があるの
で，「病気本をみつけてきちゃあ，ぐ
んぐんどしどし読んで」いました。月
1回の診療日にはそうやって取り入れ
たニワカ知識でもって，専門家の先生
に対して，さまざまな「主張」を述べ
たわけです。すると先生はニコニコ素
人の主張を聞いてくれて，それだけで
なく，火に油を注ぐような初耳の情報
を次々吹き込んでくる。しかもその話
は意外な話ばっかりなのでした。
　今回は，その意外な話の中からより
すぐって，私がほほーっと感心した医
療制度関連情報を短報したいと思いま
す。

漢方薬の「上品」と「下品」

　日本の医療というのは，例えば，た
だの健康不安の虚証（漢方で，病因と
闘う生体反応が弱々しい状態）の人と，
がんを抱えた人が同じラインで待って
いる。みんな辛抱強く待たされている。
しかし，台湾に行くと違うというので
す。クリニックによっては診療室のド
アが二つあって，実証（漢方で，病因
と闘う生体反応が旺盛な状態）の人や
急いでいる人は「特急券」を買います。

特急券を買うと，虚証の人は待たせて，
片方のドアから特急券を持っている人
が入っていく。「診る医者は同じですか
ら医療は公平です。入ってくるドアが
違うだけです」というのです。
　この話も感心しました。
　外国の多くではインフルエンザのワ
クチン接種は病院では行わず，薬局で
薬剤師が接種するというのです。「考
えてみれば，インフルエンザの患者も
来る病院で健康な人が予防接種を受け
ること自体，非常にナンセンスです。
日本では，薬局でワクチン接種をする
ことは禁止されていますが，本来はま
っ先に改善されるべきことの一つ」と
丁先生は話しています。そもそも，「風
邪は体を温めて安静にして休息をと
り，卵酒やネギやニンニクを焼いたも
のや，大根をおろして食べるなどの民
間療法や，最近はやっている生姜紅茶
などでも十分に治ります。ごく軽いう
ちに対応すれば心配はないのです。風
邪の患者までが大挙して病院に殺到す
ることにより，日本の国民医療費は膨
張し，医療スタッフは疲弊し続けてい
ます」というのです（そうですね）。
　この話にも感心しました。
　漢方では，薬は一つの定義では収ま
らず，大まかに上品，中品，下品の三
種類に分類されます（上品はジョウホ
ンと読みます）。この分類が漢方薬の
開発理論の基礎であると丁先生は言い
ます。ちなみに西洋医学における薬の
分類は，心臓に効く薬，胃腸に効く薬，
血圧を下げる薬など薬理作用によって
分類される作用別分類です。一方の漢
方では，分類で一番大事になるのが「副
作用があるかないか」だということで
す。病気を治す力が強い薬は副作用の
ある薬で，漢方では薬としてはレベル
が一番低い下品に分類されます。一番
良い薬「上品」な薬とは，作用が弱く
ても，長時間飲んでいて副作用が起こ
らない薬です。つまり，「上品は命を
養う」，「中品は新陳代謝を高める」，「下
品は病気を治す」。西洋医学の薬のほ
とんどは下品に分類されるのです（下
ネタをいかに上品に語るかに腐心して
いる私にも参考になりました）。
　漢方では診療をするときに特別な検
査をするのではなく，五感を駆使して
患者に接し，患者の不調や悩みを聞き
出して，食事や生活習慣にまで立ち入
って，患者の目で回復力を引き出そう
と努めるのです。治療の手段もマイル
ドな効き目のものですが，「人間と人
間とのふれあい」を尊ぶのです，と丁
先生は結んでいます（漢方と看護は土
台は同じですね）。

ユマニチュード通信
認知症ケアの新しい技法として注目を集める
「ユマニチュード」。フランス発の同メソッドを

日本に導入した経緯や想い，
普及に向けての時々刻々をつづります。

本田 美和子
国立病院機構東京医療センター総合内科

　2012年の夏から始まった日本でのユマニチュードの研修を通じて，より良いケアを
実践したいという看護師の仲間が徐々に増えてきました。自分たちのこれまでの経験
を語ることから始まり，看護や介護の歴史を振り返り，ケアをする人とは何者か，ケアと
は何か，という観点から自分の仕事の内容を考え直し，理論に基づいて新たなケア
の技法を学ぶ。こうした研修は，実際にベッドサイドで患者さんを対象にしたケアを行
い，その結果をみんなで振り返るという過程を経ることで，実践者としてのトレーニング
を重ねることができるよう工夫されています。
　研修を終えた看護師さんは自分の職場で実際にケアを行うことでその技術を磨き，
再び研修に戻って次のステップを学ぶ，という経験を重ねました。このようにしてユマ
ニチュードの基本を身につけ，実際のケアの現場で適切な技術を選択して実践する
ことができる看護師さんが日本にも誕生し始めました。また，研修生の中から選抜され
た看護師さんは，2013年の冬にはジネスト先生の前でのケアの実践，ユマニチュー
ドの内容に関する口頭試問，さらには教育用資材を利用して自分で講義を行う試験
など，3段階のインストラクター選考試験を受験する機会を得ることになりました。
　この一連の試験に合格した 7人の看護師さんが，日本で初めてのユマニチュード・
インストラクターとして認定されました。インストラクターは自施設はもちろん，招聘された
医療・介護施設での指導を行うことができ，また講演活動もできます。ケアの内容の
質の担保の点から，この資格を持っていない方々によるユマニチュードに関する教育
活動はフランスの本部から許されておりません。今後はこのような日本の指導者を養
成することも重要になってくると考えています。

　今年の夏，ユマニチュードを学んでいる看
護師さんたちが，フランスを訪れました。ユマ
ニチュードを導入している南フランスのリハビ
リテーション専門病院と高齢者介護施設の 2

か所を訪問する旅です。今回の旅の特徴は，
単に施設を見学するのではなく，2人ずつの
グループに分かれ，フランスの看護師・介護
士の方 と々一緒に実際のケアに参加する機
会を持ったことでした（写真）。残念ながらフランス語は誰も話すことができません。
しかし，フランスの看護師さん，介護士さんと共に行うケアの内容は，日本で行ってい
ることと同じです。私は当初，うまくいくだろうかと少々心配していました。しかし，そん
なことは全くの杞憂であることがすぐにわかりました。看護師さんたちは，とても自然に，
そして堂 と々優しくケアを行っていきました。とりわけ驚いたのは，ケアを行う者が掛け
る言葉が日本語であっても，目で語り，手で語り，そして声のトーンや調子で語ることで，
その意図は十分にフランスの患者さんたちに伝わるのだ，ということでした。
　高齢者介護施設は南フランスの世界遺産に選定された街の中心にあります。入
居者の方々の散歩に同行したこともとてもよい思い出になりました。街を訪れる観光客
や，街に住む方 と々施設にお住まいの方々がごく自然にコミュニケーションをとれるよう
な工夫も随所に見られ，今後の日本の街づくりにも参考になることをたくさん学んだ旅と
なりました。

　さて，ユマニチュードを学びたいというご要望を広くいただくようになり，私が勤務す
る東京医療センターで継続的に研修を実施することが，多くの方々のご支援によって
実現することになりました。2015年の 1月に第 1回目の研修が開催される予定です。
高齢者に限らず，何らかの手助けを必要とする方々へケアを提供することについて，
単に技術的な内容にとどまらず，「ケアをする人とは何者か」という考えに常に立ち返
りながらケアを学べる機会にしていきたいと考えています。優しさを伝える技術は，ど
なたでも学ぶことができます。これから始まる研修が，高齢社会を迎えた日本で，必
要とされるケアの質の向上を図るための一助となればうれしいと思っています。

その 6（最終回）

目で語る，手で語る，声のトーンで語る

〈第120回〉

感心した話

ユマニチュードに関するお知らせを，ジネスト・マレスコッティ研究所
日本支部のウェブサイト（http://igmj.org）から発信しています。



「量的な看護研究ってなんとなく好きになれない」，
「必要だとわかっているけれど，どう勉強したらいい
の？」という方のために，本連載では量的研究を学
ぶためのエッセンス（本質・真髄）をわかりやすく
解説します。

加藤 憲司
神戸市看護大学看護学部 准教授

第12回

目的別
量的研究ガイド
②「関係を調べたい」
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です。うつを発症した群とそうでない
群とで，児童虐待の経験のある人の割
合に差があるかどうかを調べるわけで
す。でも，たとえうつを発症した群で
児童虐待の割合が高かったとしても，
それが因果関係であるとは限りませ
ん。現在のうつが，過去の経験のとら
え方（虐待であるか否かの判断）に影
響を及ぼしている可能性があるからで
す。この問題を避けるには，虐待を受
けている子どもたちとそうでない子ど
もたちとを，何十年も追跡（フォロー
アップ）して調査しなくてはなりませ
ん。観察研究のうち，このように時間
経過に沿って追跡を行う方法を縦断研
究と呼びます。それに対して，複数の
変数を同時に測定する方法は横断研究
と呼ばれます。
　縦断研究は時間の前後関係がはっき
りしているので，因果関係を示唆する
ものと言えますが，まだ問題が残って
います。それは虐待ありの群となしの
群とで，虐待の有無以外の条件に偏り
が存在している可能性があるからで
す。例えば虐待あり群のほうに，親の
教育歴や社会経済的地位の低い人が偏
っていることが考えられます。もちろ
ん，観察研究ではそういう偏りを示す
可能性のある項目をできる限り変数と
して測定し，それらの影響を取り除い
た上で結果を解釈しようと努力しま
す。それでも，測定していない項目に
ついてはわからないままです。厳密に
言えば，観察研究で因果関係を確かめ
ることはできません。その一方で，実
験研究にも上述のような制約がありま
す。このように，因果関係を調べるこ
とは大変困難を伴う作業なのです。

医療にもビッグデータの波
「相関」が主役の時代に？

　ところが最近，統計の世界が変わっ
てきているように筆者には思えます。
人々があまり因果関係にこだわらなく
なりつつあるように思えるのです。そ
れは昨今の流行語でもある「ビッグ
データ」と関係しています。これまで
の研究では，研究者が一つひとつの項
目を選定し，一所懸命に測定すること
で，データを得ていました。それがビ
ッグデータの時代になって，データが
どんどん蓄積されていくと，これまで
の研究では想像もしなかった変数同士
に相関が見つかるようになってきまし
た。そして「なぜそこに相関があるの

実験研究と観察研究
どちらで確かめるか

　量的研究のうち，因果関係を調べる
ことができる方法が実験研究です。理
科の実験で試薬を混ぜたときとそうで
ないときとで反応を比べるように，あ
る介入をした群としない群とで，結果
を比較するのです。前回述べたように，
この比較は「反事実」，すなわち「介
入群の人たちがもし介入を受けなかっ
たら」という仮想的な状況を具現化し
ようとするものです。そのためには介
入群と対照群（コントロール群）とが，
介入の有無以外，できるだけ均一であ
るように選ぶ必要があります。そこで
用いられる方法が無作為割付です。図
を見てください。初めの時点で，誰が
どちらの群に選ばれるかは決まってい
ません。無作為割付により，被験者一
人ひとりが等しい確率で介入群と対照
群にそれぞれ分けられます。こうする
ことで，介入の有無以外の条件につい
て両群で偏りがない状態が実現され，
その介入が結果に差をもたらした原因
だと特定できるわけです。
　とは言え，世の中の多くの出来事は，
実験研究を行うことができません。な
ぜなら，介入というのは研究者の側が
いわば強制的に条件を操作するものな
ので，そんなことが倫理的に許されな
かったり，現実的に不可能であったり
するからです。例えば，「子どものこ
ろに虐待を受けると，成人してからう
つになりやすい」という仮説があった
として，それを実験研究で確かめるこ
となど許されるはずがありません。そ
ういう場合に行われるのが，観察研究

か」と問うのではなく，相関があるな
らそれをそのまま利用しようという風
潮が現れてきたのです。
　有名な例として，未熟児の感染症に
関するカナダの研究があります 1）。オ
ンタリオ工科大学のキャロリン・マク
レガー教授らは，さまざまな医療機関
の協力の下，赤ちゃんの心拍数，呼吸
数，体温，血中酸素濃度など 16種類
のバイタルサインのデータをリアルタ
イムで 1秒間に延べ 1260件も集め，
相関関係を調べました。その結果わか
ったのは，赤ちゃんの重症感染の予測
因子となるのは，バイタルサインが狂
い始めるときではなく，安定し始める
ときだということでした。それまでの
常識では，バイタルサインの悪化が重
症感染の徴候と考えられていましたか
ら，これは想定外の結果です。従来の
ように，想定の範囲内だけで調査項目
を選んでいる研究からは，この発見は
生まれなかったことになります。
　おそらく，ビッグデータの隆盛は統
計の世界を大きく変えていくでしょ
う。連載第 3回（第 3069号）に「本
連載で取り上げる内容の賞味期限はそ
れほど長くないかもしれません」と書
いたのは，そういう含意がありました。
第 6 回（第 3081 号）や 第 7 回（第
3085号）であれほど力説した「母集
団とサンプル」の説明も，ビッグデー
タ時代には無用の長物なのかもしれま
せんね。そして医療の世界でもビッグ
データが有効であることは間違いない
でしょう。それでも筆者としては，こ
と医療に関する限り，「相関関係がわ
かれば因果関係は不要」とはならない
と思います 2）。むしろ，データの洪水
の時代だからこそ，データに流されず
適切に見極めるトレーニングが必要で
はないでしょうか。本連載が少しでも
そのお役に立てればうれしいです。

今回のエッセンス

●因果関係を確かめるのは難しい
●相関があるからと言って，因果関係が
あるとは限らない

参考文献
1）ビクター・マイヤー＝ショーンベルガー，ケネス・
クキエ，斎藤栄一郎訳．ビッグデータの正体――情
報の産業革命が世界のすべてを変える．講談社；
2013．
2）中山健夫監修．医療ビッグデータがもたらす社
会変革．日経BP社；2014．

「相関」に注目するのは
「因果」を調べるため

　私たちは日常生活において，ある出
来事と他の出来事との間の関係を知り
たいと思うことが頻繁にあります。「彼
が怒っているのは，私が昨日あんなこ
と言ったからなのかな」とか，「仕事
が忙しすぎるから，新人ナースが次々
と辞めていくのかな」などなど……。
量的研究においても，関係を調べるこ
とは主要な目的の一つです。研究にお
いて測定された変数 Aの値が変化す
ると別の変数 Bの値も連動して変化
する場合，Aと Bとは「共変関係に
ある」と言ったり，Aと Bとの間に
は「関連がある」「相関がある」など
と言ったりします。本稿では簡単に表
現するために，これらをひっくるめて
「相関」という語を用いることにしま
す。また，ここで言う変数とは数量的
に測定されたものだけでなく，「YES

か NOか」のようにカテゴリーの形を
したものも含みます。
　量的研究でなぜ相関に注目するかと
言うと，そこに原因と結果の関係，す
なわち「因果関係」が存在している可
能性があるからです。もし，ある結果
をもたらす原因が特定できれば，原因
を操作することにより，その結果の起
きやすさを上げ下げすることができま
すね。労働時間と新人ナースの離職率
との間に因果関係があるとわかれば，
「労働時間をどう短縮するか」という
対策の検討に移れることになります
（もちろん，「言うは易く行うは難し」
ですが……）。

●図　因果関係を確かめるには，介入の無作為割付が重要な役割を果たす
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誰も教えてくれなかった スピリチュアルケア
岡本 拓也●著

A5・頁208

定価：本体2,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-02010-7

評 者  藤井 美和
 関西学院大教授・人間科学／
 死生学・スピリチュアリティ研究センターセンター長

　本書を読んで最も深く心を打たれた
のは，この書の根底に一貫して流れる
「人はどんな状態であっても肯定され
る存在である」という著者・岡本拓也
氏の人間観である。人
は生きることそのもの
や自己存在について，
意味や価値を見いだせ
ないことで苦しみ，見
いだすことで自己存在
を肯定していく。つま
り人にとって個別の
「意味や価値」は，存
在そのものに大きな影
響を与えるものなので
ある。本書は，苦しむ
人がその「意味や価値」
に向き合うこと，また
傍らにある人がその
「意味や価値」に関心
を寄せてかかわるこ
と―つまりスピリチュアルペイン，ス
ピリチュアルケア，そしてスピリチュ
アリティについて，「スピリチュアル
な経験」を軸に論じたものである。そ
して著者は，スピリチュアルケアは何
か特別な技術によるものでなく，この
「意味や価値」への関心であり，その
根底にあるのは「愛」であるという。
　医療現場でスピリチュアルケアへの
関心が高まるにつれ，ある問題が生じ
ている。それは，「専門職者が一人の
人間として，病む人の前にどのように
あるのか」というかかわる側の課題よ
り，「病む人の苦しみをどうアセスメ
ントするか」という対象者の評価に重
きが置かれている点である。確かにア
セスメントツールはスピリチュアルペ
インを分析し評価する一定の指標を与
えてくれる。そしてツールを使う側は，

それを根拠にかかわりの妥当性を主張
することができる。しかし，本来スピ
リチュアルペインは，客観的指標によ
って完全に理解することのできないも

のである。この「わか
らない」という保留が，
実は人とのかかわりを
豊かにしてくれる。だ
からこそ著者は，スピ
リチュアルケアは「ス
ピリチュアルペイン」
に対するケアではな
く，「スピリチュアル
ペインをもっている
人」に対するケアであ
ると述べるのである。
そしてまた病む人が求
めるのも，アセスメン
トしようとして近づい
てくる医療者でなく，
共にあろうとする人間

なのである。
　人の苦しみに触れるとき，形而上学
的（哲学的・宗教的）視点は欠かせな
い。本書が，人間の本質的部分からス
ピリチュアリティやスピリチュアルケ
アを論じることができたのは，おそら
く著者自身の生き方と経験（宗教との
出会い，少年院法務教官としての働き，
家族との関係，医師としての尊い出会
いの数々など）の故であろう。著者岡
本氏と初めて会ったとき，評者は彼の
人間への深い関心，大いなるものの前
での謙虚さ，そしてホスピスケアへの
情熱に心を動かされた。本書は，岡本
拓也氏そのものを表す書であり，現在
のスピリチュアルケアに一石を投じる
ものである。医療関係者だけでなく，
全ての人に一読を薦めたい一冊である。

書 評 　 新 刊 案 内

本紙紹介の書籍に関するお問い合わせは，医学書院販売部（03-3817-5657）まで
なお，ご注文は最寄りの医書取扱店（医学書院特約店）へ

実践 がんサバイバーシップ
患者の人生を共に考えるがん医療をめざして
日野原 重明●監修
山内 英子，松岡 順治●編

A5・頁256

定価：本体3,500円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01939-2

評 者  小松 浩子
 慶大教授・がん看護学

　「がんサバイバーシップ」という言
葉を日本語として理解するのは難し
い。「がんサバイバーシップ」の考え
方が生まれたのは，1990年代後半の
米国である。
　私は，ちょうどその
頃 に， 米 国 の Dana 

Farber Cancer Institute

の関連機関でがんサバ
イバー（がん体験者）
の方にインタビューす
る機会を得，「がんサ
バイバーシップ」につ
いて，彼の次のような
言葉からようやくその
意味を理解することが
できた。「がんになっ
たことは自分にとって
大きな衝撃であった
が，がんになってから
の全ての体験（苦痛や
苦悩も含め）が自分に
とって意味のある生き方や充実した
日々の生活につながることを，医療者
のみならず，周りの人々とのかかわり
の中で感じられるようになった。そう
思えるようになるには，自分のがんを
よくわかること，医療者に遠慮せずに
治療やケアについて相談し，社会に自
分のがんをわかってもらうことが必要
であった」。がんサバイバーシップは，
がんの診断を受けてから，がんととも
に生き続けていく過程が，その人にと
って意味のある生き方や日常の充実し
た生活につながることをめざすものと
いえる。

　本書は，「がんサバイバーシップ」
の考え方を実際に実践や研究として実
行している医療従事者，専門家によっ
て書かれたものである。あるべき論で

はなく，著者自身の卓
越した実践力，それを
支える研究文献や理論
に基づく具体的実践が
示されているのですぐ
に実践に活用できると
思える。
　最初の編の米国およ
び日本における「がん
サバイバーシップの歴
史と発展」は必見であ
る。がんサバイバーシ
ップを理解するには，
その概念の発展した背
景を知ることが近道で
ある。また，ケアの展
開に必要なサバイバー
の医学的リスク層，ケ

アモデルなどがわかりやすく解説され
ており，曖昧な概念であるがんサバイ
バーシップを理論的に理解する上で，
大いに役立つ。
　2編の「がんサバイバーシップの実
践」では，がんサバイバーシップの 4

つの側面；身体的，精神的，社会的，
スピリチュアル的側面から，がんサバ
イバーが直面する課題とそれに対する
対応・対策がきめ細やかにわかりやす
く解説されている。すぐにでも活用し
たい。
　3編の「各職種に求められるがんサ
バイバーへの関わり」では，がんサバ

イバーが体験する多様な状況を想定し
て，その状況で必要とされる医療従事
者による専門的な実践が解説されてい
る。実践の醍醐味がわかる。
　最後に，「患者，家族とともに発展
するサバイバーシップ」が記されてい
る。この編があることで，はじめて本
書は完結する。がんサバイバーの方々
の内なる声を聴くことで，「がんサバ

イバーシップ」の本当の意味がわかる。
そして，未来への道も指し示されてい
る。
　「がんサバイバーシップ」に対する
医療やケアは，わが国では，まだ端緒
に就いたばかりである。
　本書は，わが国のがんサバイバーシ
ップの発展に大きな原動力となるだろ
う。

ツールを見るのではなく
人間として向き合うために

すぐに実践に活用できる
がんサバイバーへの理解が

深まる1冊
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マタニティ診断にもとづく
母性看護過程の授業設計
青木 康子●監修

B5・頁116

定価：本体3,200円＋税　医学書院
ISBN978-4-260-01934-7

評 者  竹内 美恵子
 徳島大名誉教授

　本書の主題である看護過程はあらゆ
る看護場面で活用され，看護を支える
重要な要素である。看護過程は，情報
収集から計画・実践まで一貫した方向
性を与える理論の活用
が重要視されるととも
に，看護診断分類の導
入がされている現在，
学生にとって理解は難
しいといわれている。
　本書は，それらの課
題に挑戦したものであ
る。母性看護を担当す
る教員が，母性看護の
方法論として，同時に
母性看護観そのものを
教授する工夫として，
母性看護過程の授業設
計を立案したものであ
る。内容は，母性看護
を提供する看護者とし
ての思考過程の強化と併せて，実践力
を高めることを意図して，全部で 6章
から講成されている。
　授業設計は，看護の教育課程におけ
る母性看護の位置付けを概観した後，
母性看護の対象者を妊婦と産婦，褥婦
と新生児，周産期のハイリスク時にあ
る人々に分けて看護過程を編成してい
る。さらに臨床実習の場面における看
護過程の授業設計を計画し，最後に，
学生の達成度を成績評価として示すと
同時に，教員自らの授業の成果を確認
できる編成となっている。
　具体的な看護過程の授業設計は，診
断過程と実践過程に分けて解説されて
いる。まず，「診断過程」は，情報収
集や診断名を付けることを目的とする
部分である。学生たちにどのような情
報が必要であり，対象者に有用な情報
を分析・統合して何が看護問題なのか
を教えるに当たり，日本で使いやすい
形に開発されたウエルネス型看護診断
（疾患を持つ場合は実在型）を用いて，
学生たちになじみやすい授業内容が具
体的に詳細に解説されている（マタニ
ティ診断ガイドブック第 4版．編著：
日本助産診断・実践研究会．医学書

院；2013年参照）。
　「実践過程」は，（妊娠，分娩，産褥，
新生児期の）母性看護実践に求められ
る技術的側面と実施するための基本姿

勢や態度などを，1年
次から 2年次の教科目
の中に組み込み，母性
看護を実施する上で求
められる対象者の情報
収集から計画・実践ま
で一貫した方向性を与
える理論の授業が展開
されている。看護診断
については，診断名だ
けでなく，マタニティ
診断に必要なデータも
収載され，診断の根拠
が示され，実践への活
用を容易にしている。
　現在の医療機関では
電子カルテシステムが

普及し，看護診断は，わが国の看護の
スタンダードになっている。本授業設
計は，学生がマタニティ診断を実践に
応用できるように具体的な例が示され
ている。よりよい看護計画と実践に応
用され，妊産婦の持つ看護上の問題や
課題を解決・達成することを可能とす
る良書である。
　なお，本書の背景には，日頃の周産
期の看護―助産ケアのさまざまな事柄
を日々の実践に活用し，自らの業務を
常に切り拓いていく姿勢を持つ助産師
や母性看護者たちが，17年間，「マタ
ニティ診断」として築き上げたものが
基盤となり導かれていることを追記
し，著者たちの地道な活動に敬意を表
したい。

　本紙紹介の書籍に関するお問い合わせは，医学書院販売部まで
　☎（03）3817-5657

なお，ご注文は最寄りの医書取扱店（医学書院特約店）にて承っております。

●書籍のご注文・お問い合わせ

ニュース・ルポ
◇第 33回日本看護科学学会  3061

◇“新卒”訪問看護師を現場で育てる 3069

◇レストランサポートプロジェクト 3069

◇ 2013年度保助看国家試験合格発表  3073

◇第 18回日本在宅ケア学会  3073

◇第 5回日本プライマリ・ケア連合学会  3077

◇第 23回日本創傷・オストミー・失禁管理学会
　 3081

◇ 施設間の連携が好循環を生む新人看護職員研修
 3085

◇第 20回日本看護診断学会  3089

◇第 24回日本看護学教育学会  3093

◇第 40回日本看護研究学会  3093

◇第 18回日本看護管理学会  3093

◇ようこそ！　新しい職場へ――中途採用看護師を
　サポートする組織づくり 3097

◇看護国際フォーラム 2014  3101

◇第 34回日本看護科学学会  3105

◇コンピテンシー・モデル活用術！（宗村美江子，
別府千恵，武村雪絵） 3061

◇エキスパートの暗黙知を学ぶ（楠見孝，前田樹海）
　 3065

◇権平くみ子氏に聞く 3069

◇地域・多施設が一丸となって取り組む新人看護職
　員研修（石垣靖子） 3073

◇すべてのケアはスピリチュアルケアに通ず！（柏
　木哲夫，田村恵子，河正子，岡本拓也） 3081

◇広島県健康福祉局医務課専門員・佐藤真紀氏に聞
　く 3085

◇援助職としての「姿勢」と「覚悟」（信田さよ子）
　 3085

◇ SBARから始める職場の安全風土づくり（浅香
　えみ子，石松伸一，鴇田猛） 3089

◇ジネスト氏，ユマニチュードの哲学を語る（イヴ・
　ジネスト） 3093

◇現象学的看護研究のMethodを追って（松葉祥一，
　西村ユミ，グレッグ美鈴） 3101

◇看護・介護・福祉の省察的実践家を育てる（鶴岡
　浩樹） 3061

◇ LGBTと医療（清水真央） 3065

◇福島第一原発から最も近い病院で活動した看護師
　の記録（高田明美） 3065

◇百年の時を超えて，ナイチンゲール自らを語る！
　（茨木保） 3069

◇MOOCsのインパクトと看護教育の未来（鈴木克
　明） 3073

◇ Sweet Memories（武井麻子，藤田愛，卯野木健，
　棚木めぐみ，梅田恵，阿部まゆみ） 3077

◇チームビルディング力育成プログラム（亀井智子）
　 3077

◇医療関連機器圧迫創傷とは何か（須釜淳子） 3081

◇エボラ出血熱の看護に当たって（吉田照美） 3093

◇在宅療養支援のこれから（宇都宮宏子） 3093

◇がん終末期の急変では何を考え，どう向き合うか
　（長谷川久巳） 3097

◇ソーシャルメディア時代の情報リテラシー（中山
　和弘） 3097

◇英国視察から学んだ看護（前編）　診療所におけ
　る看護師の役割（平尾千恵子，鈴木美穂，吉田千
　香，山本則子） 3101

◇ 英国視察から学んだ看護（後編）　患者中心のケ
アを可能にする継続的看護（吉田千香，鈴木美穂，
平尾千恵子，山本則子） 3105

◇ 量的研究エッセンシャル（加藤憲司）
①量的研究にトライしてみよう！ 3061

②量的研究はワン・オブ・ゼム 3065

③量的研究はリンガ・フランカ 3069

④数値化のメリット・デメリット 3073

⑤研究の価値を決めるもの  3077

⑥推測統計学の考え方 3081

⑦研究は循環的プロセス 3085

⑧モデル思考は統計の要  3089

⑨統計的検定を考えるヒント 3093

⑩量的研究の落とし穴 3097

⑪目的別量的研究ガイド（1）「比較したい」 3101

⑫目的別量的研究ガイド（2）「関係を調べたい」
　 3105

◇ ユマニチュード通信（本田美和子）
①街のこぼれ話，冷蔵庫経由フランス行き 3085

② フランス語はわからないけど，ユマニチュードを
　やってみた 3089

③「私の目を見てください，と患者さんに頼んだこ
　となんてこれまでなかった」 3093

④始まりは，観光代わりの半日研修  3097

⑤通訳を動画投稿サイトで探してみたら 3101

⑥目で語る，手で語る，声のトーンで語る 3105

◇看護のアジェンダ（井部俊子）
109 20年の執着  3061

110サルの罠  3065

111洗濯物の記憶  3069

112哲人と青年の対話  3073

113ノートをとる 3077

114検閲とお姉さん  3081

115にが笑いの反動  3085

116管理者のコンピテンシーを磨く 3089

117しんちゃんの生涯  3093

118松山城と地域包括ケア 3097

119クリーブランド・クリニックの実践  3101

120感心した話  3105
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