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抄録

質の高い看護を提供できる看護職を養成するための基礎資料を得ることを目的として，病院に勤務する看護職

者400名を対象に質問紙による調査をした。看護実践について66項目と基礎教育課程や勤務年数などの看護職の特

性について自作の質問紙を用いてデータ収集を行い，因子分析の結果， (知識・判断を伴う専門的看護介入]【看

護の継続への志向) (日常生活援助と環境調整) (方向づけへの説明]【患者を尊重した関わり)の 5因子が抽出さ

れた。平均値で大別すると，病院の看護職者が日常的にくあてはまる>と認知している看護実践は， (患者を尊重

した関わり) (日常生活援助と環境調整】[方向づけへの説明】で，くあまりあてはまらない>と認知している看

護実践は{知識・判断を伴う専門的看護介入) (看護の継続への志向)であった。 5因子と基礎教育課程，勤務年

数，勤務所属区分，職位との関連がみられ，看護の継続への志向や知識・判断を伴う専門的看護介入の援助技術

を強化する必要性など，看護基礎教育の課題が示唆された。
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はじめに

少子・高齢化の進展，疾病構造の変化，医療技術の

進歩などにより，人々の医療へのニーズ、が高まり，そ

の内容は高度化，多様化している。このような状況下

で，質の高い医療サービスの提供を目的として，患者

主体の医療のあり方や医療コストの問題など多方面か

ら検討がすすめられている。なかでも，医療施設や組

織の評価など病院機能評価機構や医療サービス振興会

などによる病院評価も増えつつある。医療の質の評価

では先進国である米国では，結果 (outcome)に着目

した]CAHO(Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations )の評価が一般的であると

されている 1)。看護の質についても病院費用における看

護職員配置とoutcome評価に関する研究が報告されて

いる 2)。しかし，わが国では病院のサービス内容に対す

る質の概念が確立されていないことや，医療特有の業

務内容の特性や，患者が自己責任で病院を選択する意

識が低かったことなどの影響で，医療の質を評価する

標準化が容易でないといわれている 3)。

このことは医療の現場で直接的に d患者にサービスを

提供している看護の質の評価においても共通すること

である。看護の質の定義や概念枠組みなどに関しては，

看護職者の看護実践能力やその質の側面から検討され

ているが，看護の質を直接評価できるスケールは開発

されていない4)5)。しかし，質の高い看護サービスを提

供するためには臨床現場の看護職者自らが日常の看護

実践を振り返って自己評価をする機会や，看護実践の

評価の必要性を認識することが重要である。同様に，

看護基礎教育の立場にある教員は臨床現場の看護実践

の状況を把握して，臨床と連携した看護職員養成につ

いて研究的にアプローチすることが必要である。

そこで，病院における看護職者が日常の看護実践を

どのように自己認知しているか看護基礎教育の視点か

ら分析し，質の高い看護を提供できる看護職を養成す

るための基礎資料を得ることを目的として病院に勤務

する看護職者を対象に調査した。

I 研究方法

1 研究対象と調査内容

調査対象者は病院2施設に勤務する看護職400名であ

る。

看護の実践は，患者や患者を取り巻く周辺状況に関

する情報を収集・分析し，統合した結果から看護診断

をして，それに基づく具体的な実践を行い，その結果

を総合的に評価をするプロセスである。このプロセス

においては，状況の認知能力，判断能力，そして実践

能力を要する。近津らは看護ケアの質を構成する要素

として，モニタリング機能，苦痛の緩和， 日常生活の

改善・維持，家族を含めた看護ケア，医療チームの連

携などの 5要素をあげている 6)。菊池らは，看護の専門

職的自律性尺度の構造として，認知能力，実践能力，

具体的判断能力，抽象的判断能力，自立的判断能力の

5項目をあげている7)。それらの内容を参考にして討議

を重ねた結果，患者と看護師の人間関係性の側面，治

療・処置などに対応する技能的側面，患者や家族への

説明と指導の側面，家族や取り巻く人との援助関係的

側面，判断を要するモニタリングや看護介入の実践的

側面，入院生活の環境的側面，退院後の生活への支援

的側面など 7側面からなる看護実践内容として66項

目の質問紙を作成した。看護実践に影響する要素と考

えられる看護職者の特性として，看護基礎教育課程，

看護職の経験年数，職位，病棟・外来.ICU/手術室(OP)

などの勤務所属区分，施設外での研修参加経験の有無，

看護関係学会への所属の有無，看護系の専門誌購読状

況，学生時代の専門職目標への動機づけの有無，職業

意欲への動機づけられた経験の有無，性別，年齢，婚

姻状況，家族状況に関する調査内容を作成した。

評価方法は質問項目に対する日頃の看護を振り返っ

て，くかなりあてはまる>から<全くあてはまらない>

の4段階で測定する評定尺度法とした。

2 データ収集

(1) データ収集法

調査用紙を施設へ持参して配布と回収を行った。

倫理的配慮として調査依頼文に個人名が特定され

ないよう無記名として秘密尊守をすること，結果

は研究目的以外に使用しないことを明記した。

(2) データ収集期間

2002年5月16日から 6月30日

(3) データ分析

統計解析SPSS10.0]により，記述統計値(度数，

平均，百分率，標準偏差)の算出，因子分析，分

散分析検定を行った。有意確率は p<. 05と

した。

E 結果

配布した400部の質問紙のうち，回収した数は388，

回収率は97%であった。

1 調査対象者の特性

性別は，男性 2名 (0.5%)，女性386名 (99.5%)で

あった(表 1)。婚姻状況は既婚152名 (45.4%)，未婚

183名 (54.6%)で，子どもあり 128名 (46%)，子ども

なし150名 (54%)であった。年齢は21歳から59歳にま

でわたり，平均年齢は33.1歳であった。看護職の経験

年数は 1年未満から42年までの範囲で，平均11.4年

であった。看護基礎教育課程からの卒業年数は 1年
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未満から42年までの範囲で，平均11.8年であった。基

礎教育課程別では 3年課程と 2年課程看護専門学校

317名 (82.8%)，准看護師課程38名 (9.9%)，3年課

程と 2年課程短期大学18名(4.7%)，看護大学10名(2.6%)

であった。勤務所属区分別では，病棟287名 (74.7%)，

ICU/OP39名(10.2%)，外来58名(15.1%)であった。

職位別は，看護スタッフ343名 (89.6%)，主任/師長補

佐/係長23名 (6.0%)，看護師長17名 (4.4%)であっ

た。病院外研修参加経験がある298名 (77.6%)，ない

86名 (22.4%)で，参加経験があるの回答者の研修参

加動機は，他者に勧められて69名 (20.8%) と，上司

の命令93名 (28.0%)，自らの意思で170名 (51.2%)

であった。研修期間は 1週間未満が240名 (77.4%)

で最も多く，次いで 1"-'3ヶ月が24名 (7.7%)， 1週

間"-'1ヶ月が18名(5.8%)，3"-'6ヵ月が 8名 (2.6%)， 

6ヶ月以上は12名 (3.9%)であった。研修会の内容は，

看護研究が80名 (23.4%)，次いでリーダーシップや看

護管理など管理に関する研修が多く，臨床指導者研修

や教員研修が42名(12.3%)，認定看護師10名 (2.9%)

で，その他の研修内容は看護記録，救急看護，カウン

セリングなど多岐にわたる研修参加者が116名(33.9%)

と最も多かった。研修参加費用負担は，弱冠統134名(40.4%)

よりも，本人負担191名 (57.5%)の方が僅かであるが

多かった。所属している学会は，日本看護協会321名(92.%)， 

その他の学会が27名 (7.7%)で，学術学会の所属者は

8名 (2.2%)であった。専門雑誌を毎月購読する81名

(24.5%)，必要時購読する185名 (56.1%)，所属病棟

で購読している49名(14.8%)であった。

学生時代に看護職を意欲的に目指すことを動機づけ

られた箆験がある日銘(46.8%)，経験がない177名(53.2%)

で，動機づけた相手は，看護系教師77名 (36%)患者

56名 (6.2%)，次いで先輩看護師，友人，医師などで

あった。看護職としてレベルアップをすることの必要

性について動機づけられた経験があるのは256名(77.6%)，

ないのが74名 (22.4%)で，その相手は先輩看護師176

名 (56.4%)が最も多く，次いで同僚，患者，看護教

師，医師などであった。看護の専門職として目標にし

ていることがあるのは235名 (70.6%)，ないのは98名

(29.4%)で，専門職としての目標にしている理由と

しては，質が高い看護をしたい163名 (60.5%)，他の

専門領域に移動する資格を得る38名(14.1%)，認定看

護師の資格をとる35名(13.4%)，その他後輩や学生指

導をする，学歴を上げる，管理職につきたいなど，看

護職の上昇志向が示されていた。
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表 1 看護職者の特性

I夏目 カテコリー

性別 l男性

2女性

婚姻状況 l既婚

2.未婚

子ども lある

の有無 2. t.t.~ 、

年齢 1. 21~29歳

2. 30~39歳

3. 40~49歳

4.50歳以上

経験年数 1.3年未満

2. 3~5年

3. 6~10年

4. 11 ~20年

5.20年以上

基礎教育 1専門3年課程

課程 2.専門2年課程

3准看護師課程

4短大3年課程

5短大2年課程

6.大学

勤務所属 1.病棟

区分 2.ICU・手術室

3外来

職位 l看誕スタッフ

2主任補佐・係長

3師長

病院外研修 lある

参加の有無 2ない

研修参加動織

l他者に勧められて

2上司の命令

3自らの意思で

研修期間 1.1週間未満

2.1週間~I ヶ月

3. 1~3 ヶ月

4. 3~6ヶ月

5.6ヶ月以上

6その他

研修会内容

l リーダーシッブ

2看議研究

3看謹管理

4認定看護師

5臨床指導者

6教員養成

7その他

N (%) 

2 ( 0.5) 

386 (99.5) 

152 (45.4) 

183 (54.6) 

128(46.0) 

150 (54.0) 

152 (45.8) 

87 (26.2) 

6008. J) 

33( 9.9) 

85 (22.7) 

56(J4.9) 

71(J8.9) 

94 (25.1) 

6908. J) 

224 (58.5) 

93 (24.3) 

38( 9.9) 

13( 3.4) 

5( 1. 3) 

10( 2.6) 

287 (74.7) 

3900.2) 

5805. j) 

343 (89.6) 

23( 6.0) 

17 ( 4.4) 

298 (77. 6) 

86(22.4) 

69 (20.8) 

93 (28.0) 

170 (51. 2) 

240(77. 4) 

IS( 5.8) 

24 ( 7.7) 

8( 2.6) 

12 ( 3.9) 

8 ( 2.6) 

63(18.4) 

80 (23.4) 

31( 9.1) 

10( 2.9) 

36(J0.5) 

6( 1. 8) 

116(33.9) 
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努力n'Vi舟] i本人 1 ~ll (57. 5) 

負担 2勤務先 I:q (40.1) 

3そ(/)他 i ( :2. 1) 

所属学会

l 日本看議協会 321 (92.2) 

2 日本看議研究学会 5 ( 1. 4) 

3 日本看議科学学会 1 ( 0.3) 

4そぴ)(也 21 ( 6.0) 

専門雑誌購読

l毎月購読 81 (24. 5) 

2必要時 185(56.1) 

3所属病棟 49 (]4. 8) 

4その他 15( 4.5) 

学生時代の lある 156(46.8) 

動機づけ 2 ない 177 (53. 2) 

動機づけ

の相手 l先輩看護師 48 (22.4) 

2看護系教師 77 (36.0) 

3.患者 56 (26.2) 

4友人 14 ( 6.5) 

5医師 9 ( 4.2) 

6その他 10( 4.7) 

目標の動機づけ lある 256 (77. 6) 

2ない 74 (22.4) 

動機づけの

相手 l先輩看議師 176(56.4) 

2同僚看Z尊師 35 (] 1. 2) 

3看護経教師 30 ( 9.6) 

4愚者 34 (]O. 9) 

5友人 10( 3.2) 

6医師 19( 6.1) 

7その他 8( 2.6) 

看護職の目標

lある 235 (70.6) 

2ない 98(29.4) 

目標の内容

l質が高い看議をしたい 163(60.5) 

2. (也専門領I疲八移動資格を得る 38 (]4. 1) 

3認定看護師の資格をとる 35(]3.4) 

4後輩や学生指導を寸る 18 ( 6.6) 

5学歴を上げる 4 ( 1. 4) 

6管理職につきたい 2 ( 0.7) 

7その他 9 ( 3.3) 

2 看護実践の自己認知

因子分析の結果， 5因子を抽出し(信頼係数α値0.86)，

因子負荷量が.401以上であることを目安として第 1因

子から)1慎にそれぞれ因子名を[知識・判断を伴う専門

的看護介入) (看護の継続への志向) (日常生活援助と

環境調整) (方向づけへの説明】【患者を尊重した関わ

り)と解釈した(表 2)。また，くかなりあてはまる>

からく全くあてはまらない>までの 4段階評定に対し

て順に 4~1 点を与えて因子別の平均値を算出した。

最も高い因子は第 5因子の L患者を尊重した関わり)

で平均値3.19，次いで第 3因子の{日常生活援助と環

境調整)が平均値3.14，第 4因子の[方向づけへの説

明]が平均値3.09，第 1因子の{知識・判断を伴う専

門的看護介入]が平均値2.91，最も低い因子は第 2因

子の[看護の継続への志向】で平均値は2.54であった。

以下第 1因子から第 5因子の各項目について平均値を

基にして自己認知の結果を述べる。

表 2 因子分析結果
項 目

~7 吃， xの意思に治コてその内符を医師に仏えている

ゴl弘は忠告の身体の痛みや許痛の軽減に甥めている

繁 111私は忠 t'，O)汗動から患荷の気持1をE理解寸る

~)O 弘は優先順位を J てど 11をJ汁l向的;これ動している

1 ~私は i l:'Hや民 l血がl:.fにで企る
知

識 111.13私は治械が忠討に&y{寸身体的影響を F測して者縄しごいる

判 Is:!私は思再の情報から必要な面識を選択している
断

を I.lti私は.'1'.置のtl:aIlレベルの変化を正確に杷射している
伴

う|因 11:;私は型、青のこれまでの経過から今後の什動を F測してl.j'l:Lている
専
門 117 弘は忠汗の楠査鮎~と柱状の関連を正理解している
的
看 1:2"私は!l¥d'の身体の状態を的確に従えて対止、している
讃
介|子 1:;1私は思苫の情動の変化を↓I確に促えて青寓している
入

19私は他車車種と連携して l.j止、L亡，.る

~O 私は償金や処置が的確で世"'1:に信頼されている

;;:~私はずJ/ ワ y レンスで悠者の!問舶を』体的に従供 L ている

l昌弘は緊急時にi!ち行いて行動している

日l私は百J量制f究の結果などh生新の情報を吾護にili附しご，.る

!b私は忠再「が退院iをの't"iIiT注意することをわかるよ弓に説明している

t).t私は退院した患d'の吐 iii.lの問題に関する吾縄の必豊作を実感 Lている

第|刷私は忠信の退院にあたり地域との連棋の必要性を主感している

|日向弘は患者のil.¥院後の内服畢について指唱している

; 121川は闘の退院峰山村 清 IlT附している

の
継 139私は忠d'の退院後の食ヨ活についてm噂している

ぞI~ 1st)私は闘の退院後の宇治 M 問願を慨している

~ I Iいtり刷川》川l晴私は退院時サマリ をI!恥亡継続桝軒縄に話I!肌f
i債官

子|り5私は忠者の車IJI;:にMして退院宿噂をしている

fj{)私は患者の退院i垂の仕事や社会司 訴に!岨する間断を指導している

o~ 私は f旦書の退院後の指導について外来看掩眼と連機して吾縄している

63私は患者の退院後の生活について 院内の他喰憎や地域の社会資総
(訪問荷縄ステー/ヨシ 蓋地教諭)と連機しながらすすめて、 hる

31私は忠告fの氏名を確認して F草している

30私は患者の氏名を確認して配膳している

棉私は恕置が排it仕物でrられた場合、寸ぐ処堕している

第 1:15私は思書のン /'(~布団が清潔であるように整えて"る

13甘私は患青が他人へ聞かれたくない事に対 Lて気遭いができている

日 1:17私は忠汗の身体の消潔を()hている
常

生 13 13.1私はせUI:が寝衣が清潔で気持ちが良いように整えている
活
鍾三社私はtfl苫のナースコールに気持ちよく対比、しごいる
助

と 111忠再にその 11の加古石縄師が誰かt.かるようにしている
環

境 i図 1:1:1私は患者研家族に対していたわりができる
調
整 1:10私は.'.1:，占が食事をお..しく食べ勺れるように配慮している

:!:~私は愈 xが使間 騒苛で悩まされる串がないように配慮している

子 1"1私は患苫が病率の匂いに悩まされる事がないように配慮している

私は病宅の温度がちょうど良いように配慮している

ロ私は，I;DXが酌会丹と崎 Fに腰働けてゆっ<1)面談する場所を促供している

と9柄本や卜イ Lなどの掃除が行き届いているか配慮している

l己目、は診喫や処置の場面で身体が蕗I11しないよう'，(¥を配っている

第 111私は点滴やガーゼ交換などの処置を守る時わかるように典明Lている

方 1
10私は検査についてトかるように説明している

号I4 1:7弘は併の刊に対して必要時相談にのっている

11 1 
へ I I、 私は忠再の病気や梢状についての民間に再えている

長|因 111私は闘が入院1'ii，にすぐなじめるよう わかりやすく説明している

明
115私は患者が人院中の守活でIU童する事をわかるように持制している

子い M私は忠lfの事鉄σコ不安に対して柑裁にのっている

1:1私は誕のf1附や飲み}jをわかりやすく説明している

す弘は'JlXにうP、顔 CI毒している

るf
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平均値 因子負荷量

3.28 0.458 

3.21 0402 

3.11 0.441 

3.1 0.655 

3.08 0.547 

3.04 0.617 

3.03 0.563 

3.02 0.6 

2.98 0.614 

2.95 0.683 

2.88 0.537 

2.85 0.59 

2.85 0.588 

2.69 0.588 

2.66 0.669 

2.62 0.673 

2.23 。や458

2.86 0.524 

2.79 0.58 

2.77 0.464 

2.67 0.666 

2.62 0.732 

2.59 0.746 

2.58 068 

2.51 0.595 

2.37 0.722 

2.34 0.764 

2.16 0.653 

2.15 0.675 

3.71 0.575 

3.63 0.617 

3.53 0486 

3.24 0.658 

3.23 0.505 

3.2 0.628 

3.2 0.637 

3.08 0.521 

3.06 0.401 

3.03 0.445 

2.94 0.635 

2.94 0.545 

2.91 0.581 

2.9 0.427 

2.88 0.568 

2.68 0.423 

3.28 0.452 

3.26 0.585 

3.24 0.622 

3.15 0.43 

3.02 0.528 

3.02 0.449 

2.98 0.496 

2.96 0.431 

2.95 0.639 

3.42 0.664 

3.28 0.58 

3.28 0.739 

3.18 0.667 

3.18 0.642 

3.13 0.535 

2.86 0.521 

つ臼fo 



[知識・判断を伴う専門的看護介入)は，知識・技

術を基本にしてモニタリングや観察をしてその結果を

判断し，チームと連携して専門的な看護ケアを実践す

ることに関する項目である。この因子の平均値は2.91

で，日頃の看護実践としてくあまりあてはまらない>

と認知していた。項目別に見ると 3点以上は「患者の

意思に沿ってその内容を医師に伝えるJr患者の身体の

痛みや苦痛の軽減に努める Jr患者の言動から気持ちを

理解する優先順位を立てて計画的に行動している」

「意識レベルの変化を正確に把握している」などで，

これらを看護実践として<少しあてはまる>と認知し

ていた。低い項目は「看護研究の結果など最新の情報

を看護に活用している Jr緊急時に落ち着いて行動して

いる Jrカンファレンスで患者の問題を主体的に提供し

ている J r検査や処置が的確で患者に信頼されている」

「身体の状態を的確に捉えて対応している Jr情動の変

化を正確に捉えて看護しているJr他職種と連携して対

応している」などで，これらに関してはくあまりあて

はまらない>と認知していた。このように患者に実在

する生理的・心理的変化についてはあてはまると認知

しているが，患者の身体的・情動的変化を的確に捉え，

理論や仮説に基づく看護方法を選択し，医療チームと

連携し，主体的選択と決断を伴う専門的な看護ケアを

実践することは，日常的にあまりあてはまらないと認

知していることが示された。

[看護の継続への志向]の平均値は2.54で， 13項目全

てが平均値2点台で最も低い因子であった。項目別に見

ると「退院後の仕事や社会生活に関する問題を指導して

いる Jr患者の家族に対して退院指導をしている Jr退院

後の生活上の問題を把握している Jr退院後の食生活に

ついて指導している Jr退院時サマリーを用いて継続看

護に活用している Jr退院後の生活を予測して指導して

いる」は，日頃の看護実践としてくあまりあてはまらな

い>と認知していた。入院期間を短縮して在宅療養へ移

行するために，入院時点から患者の退院後の生活を予測

した看護ケアの計画，実践が必要であるがこれらについ

てはあまり実践されていないと認知していることが示

された。加えて退院にあたり地域との連携の必要性を

実感している Jr患者の生活上の問題に関する看護の必

要性を実感している」の項目でもくあまりあてはまらな

い>と認知しており，看護の継続性については，必要性

の実感さえあまり認知していないことが示された。また，

「院内の他職種や地域の社会資源と連携しながらすすめ

ている Jr退院後の指導について外来看護職と連携して

看護している」のように，院内の外来看護職との連携は

もとより，他職種と連携した看護の継続は実践されてい

ないと認知していることが示された。

[日常生活援助と環境調整】の平均値は3.14で氏

名を確認して配膳している Jr氏名を確認して与薬して

広島県立保健福祉大学誌 人間と科学 3 (1) 59-69 2003 

いるJr患者が汚物で汚れた場合すぐ処理している」は，く

少しあてはまる>と認知していた。これらは3.5以上の

平均値でくかなりあてはまる>に近く，看護職として

誤認による医療過誤の予防が周知され， 日常的に実践

されていることを示していた。「シーツやふとんが清潔

であるように整えている Jr寝衣が清潔で気持ちが良い

ように整えている身体の清潔を保っている J r患者

が他人へ聞かれたくない事に対して気遣いができてい

る」はく少しあてはまる>と認知していた。身体の清

潔やプライベイトな生活環境で入院生活を過ごすこと

は患者にとって大切な看護ケアであるが，少しあては

まる範囲の認知であった。「食事をおいしく食べられる

ように配慮している Jrトイレなどの掃除が行き届いて

いるか配慮、している Jr病室の温度がちょうど良いよう

に配慮している Jr夜間騒音で悩まされないように配慮

している Jr病室の臭いに悩まされないように配慮して

いる Jr患者が面会者と椅子に腰掛けてゆっくり面談す

る場所を提供している」についてはくあまりあてはま

らない>と認知していた。身の回りの環境調整は健康

であれば自然にできることであるが，検査や治療の影

響で思うように自分でできない患者にとっては大切な

看護であるが，あまり実践されていないと認知してい

ることが示された。

[方向づけへの説明)の平均値は3.09で診察や処

置の場面で身体が露出しないよう気を配っている Jr検

査について分かるように説明している Jr点滴やガーゼ、

交換などの処置をする時，分かるように説明している」

「病気や病状についての疑問に答えている Jr不安に対

して必要時相談にのっている」はく少しあてはまる>

と認知していた。患者が治療や検査を安心して受けら

れるようにプライパシーに配慮をして，説明をして疑

問に応える看護を実践していることが示された。「薬の

作用や呑み方を分かりやすく説明する Jr入院生活上で

注意することを分かるように説明しているJr家族の不

安に対して相談にのっている」はくあまりあてはまら

ない>と認知していた。検査や処置を受ける患者に対

する説明行為や配慮はされているが，家族の不安に対

する相談までは及ばない実情が示されている。また，

薬の作用や呑み方については医薬分業がすすむなか，

入院患者に対する服薬指導が薬剤師業務として実施さ

れている影響か否か判断できない。

[患者を尊重した関わり]の平均値は3.19で最も高

い因子であった。「笑顔で接している Jr優しく接してい

るJr患者が気軽に声を掛ける雰囲気を作っているJr患

者の意思を尊重している Jr患者の話しを十分聴いてい

る」はく少しあてはまる>と認知しているが言葉遣い

が丁寧である」はくあまりあてはまらない>と認知して

いた。患者の呼称として患者さまが日常的に使われるよ

うになった病院現場の接遇面が示されている。
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3 看護実践と看護職者の特性の関連

5因子と看護職者の特性との関連について 1元配置

分散分析後にTukeyの多重比較の検定をした。その結

果 5因子と看護職者の特性の関連では，経験年数，

勤務所属区分，基礎教育課程，職位との間に有意な差

があった Cp <.05)。

[知識・判断を伴う専門的看護介入)の因子と経験

年数の関連では， 3年未満と 3年以上， 3'"'-' 5年と 11

年以上， 6 '"'-'10年と 3年未満とで有意差があり 3'"'-'

5年と 6'"'-'10年では有意な差がなかった(表 3)。つま

り知識・判断を伴う専門的看護介入の看護実践は，経

験年数 3年未満と， 3'"'-' 5年と 6年以上の年数区分

による差が示された。

表3 知識・半IJ断を伴う専門的看護介入と勤務経験年数

(1)勤務年数 (J) 勤務年数 平均値の差(トJ)

3年未満 3-5年 -0. 635 * 
6-10年 一O.795 

11-20 -1.118 平

21年以上 一1.293

3-5年 3年未満 O. 635 

6-10年 -0.159 

11-20 -0. 483 * 
21年以上 -0. 658 牢

6-10年 3年未満 O. 795 * 
3-5年 0.159 

11-20 一O.323 

21年以上 -0.499 本

11-20 3年未満 1.118 * 
3-5年 0.4831 * 
6-10年 0.323 

21年以上 -0.176 

21年以上 3年未満 1. 2931 * 
3-5年 0.6581 * 
6-10年 0.4991 '" 

11-20 0.176 

* p < .05 
平均値の差 (1-¥.1) は iの平均値--Jの平均値

[知識・判断を伴う専門的看護介入)と基礎教育課

程との関連では，准看護師課程と大学で有意な差があっ

た(表 5)。これは大学卒業看護職10名の平均年齢が23.8

歳 CSD1.40)で，准看護師の平均年齢が47.7歳(SD10.5)

であることから，教育課程というより経験年数の要因

が大きいと考えられる。

表5 知識・判断を伴う専門的看護介入と教育課程

(1)基礎教育課程 (J) 基礎教育課程 平均値の差(I-J)

看護専門課程 短期大学 O. 105 

准看護師課程 -0. 201 

大学 O. 601 

短期大学 看護専門課程 -0.105 

准看護師課程 -0. 305 

大学 O. 497 

准看護師課程 看護専門課程 O. 201 

短期大学 O. 305 

大学 O. 802 * 
大学 看護専門課程 -0. 601 

短期大学 -0.497 

准看護師課程 -0. 802 * 
* p < .05 

[知識・判断を伴う専門的看護介入]と職位との関

連では，スタッフと主任/補佐/係長，スタッフと看護

師長とで有意差があったが，看護師長と主任/補佐/係

長で、は有意差がなかった。(表 6)。

表6 知識・判断を伴う専門的看護介入と職位

(I)職位 (J) 職位 平均値の差 (I-J)

1 スタッフ 2 主任/補佐/係長 -0. 829 * 
3 看護師長 -0. 895 本

2 主任/補佐/係長 1 スタッフ O. 829 * 
3 看護師長 -0.065 

3 看護師長 1 スタッフ O. 895 * 
L 2 主任/補佐/係長 0.065 

ホ p< .05 

[看護の継続への志向)と勤務経験年数の関連では，

3年未満と 11年以上， 3'"'-' 5年と21年以上で有意差が

【知識・判断を伴う専門的看護介入]と勤務所属区 あったが， 11'"'-'20年と21年以上では有意な差がなかっ

分との関連では，病棟とICU/OP，病棟と外来で有意差 た(表 7)。看護の継続への志向の看護実践は 3年未満，

があり(表 4)，勤務所属区分によって看護業務内容の 3'"'-'5年， 11年以上で自己認知の相違がみられること

特性が異なることを示していた。 が示された。

[看護の継続への志向]と勤務所属区分との関連で

表4 知識・判断を伴う専門的看護介入と勤務所属区分 は，病棟とICU/OP，外来とICU/OPで有意差があり(表

(1) 勤務区分 (J) 勤務区分

病棟 ICU/OP 

外来

ICU/OP 病棟

外来

外来 病棟

ICU/OP 

牢 p< .05 

平均値の差(トJ)

-0. 464 * 
-0. 557 * 
0.4641 * 
-0. 093 

0.5571 * 
O. 093 

8) ，急性の経過を経るICU/OPでの看護の特徴が示さ

れた。しかし，外来と病棟との有意な関連が示されず，

病棟と外来看護職双方が日常的な看護実践として看護

の継続への志向はあまりあてはまらないと認知してい

た。

[看護の継続への志向】と職位との関連では，スタッ

プと主任/補佐/係長，スタップと看護師長との有意差
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表7 看護の継続への志向と勤務経験年数

(1)勤務年数 (J) 勤務年数 平均値の差(トJ)

3年未満 3-5年 一0.075

6-10年 一0.319

11-20 -0.418 * 
21年以上 -0. 738 本

3--5年 3年未満 o. 075 

6-10年 -0. 244 

11-20 -0. 343 

21年以上 -0. 663 * 
6-10年 3年未満 0.319 

3-5年 o. 244 

11-20 -0. 099 

21年以上 -0.419 

11-20 3年未満 0.418 * 
3-5年 o. 343 

6-10年 0.099 

21年以上 -0. 320 

21年以上 3年未満 0.7381 * 
3-5年 o. 663 * 
6-10年 0.419 

11-20 o. 320 

* p < .05 

表8 看護の継続への志向と勤務所属区分

(1) 勤務区分 (J) 勤務区分 平均値の差(トJ)

病棟 ICU/OP 0.8861 * 
外来 0.013 

ICU/OP 病棟 -0.8861 * 
外来 -0.8731 * 

外来 病棟 -0.013 

ICU/OP 0.8731 * 
* p < .05 

があったが，看護師長と主任/補佐/係長では有意な差

がなかった(表9)。看護の継続への志向は，スタッフ

よりも看護師長と主任/補佐/係長はかなりあてはまる

と認知していることを示している。

表9 看護の継続への志向と職位

(1)職位 (J) 職位 平均値の差(トJ)

1 スタッフ 2 主任/補佐/係長 -0. 668 * 
3 看護師長 * 

2 主任/補佐/係長 1 スタッフ O. 668 * 
3 看護師長 -0. 332 

3 看護師長 1 スタッフ 11 * 
2 主任/補佐/係長 0.332 

* p < .05 

【日常生活援助と環境調整】と職位の関連では，ス

タッフと看護師長との有意差があったが，看護師長と

主任/補佐/係長で、は有意な差がなかった(表10)。

【方向づけへの説明)と勤務経験年数の関連では， 3

年未満と 11年以上， 3"-'5年と 11年以上， 6 "-'10年と 11

年以上とで有意差があったが， 11"-'20年と21年以上との
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表10 日常生活援助と環境調整と職位

(I)職位 (J) 職位 平均値の差(トJ)

1 スタッフ 2 主任/補佐/係長 -0.357 

3 看護師長 -0.672牢

2 主任/補佐/係長 1 スタッフ O. 357 

3 看護師長 -0.315 

3 看護師長 1 スタッフ 0.6721 * 
2 主任/補佐/係長 0.315 

* pく .05

有意差はみられず，経験年数10年前後による差異がみら

れる看護実践の内容であることが示された(表11)。

表11 方向づけへの説明と勤務経験年数

(1) 勤務年数 (J) 勤務年数 平均値の差(トJ)

3年未満 3-5年 -0. 104 

6-10年 -0. 227 

11-20 -0. 656 * 
21年以上 -0.7331 * 

3-5年 3年未満 O. 104 

6-10年 -0.123 

11-20 -.0.5521 * 
21年以上 -0.6291 * 

6-10年 3年未満 O. 227 

3-5年 0.123 

11-20 -0.4291 * 
21年以上 -0.5061 * 

11-20 3年未満 0.6561 * 
3-5年 0.5521 * 
6-10年 0.4291 * 
21年以上 -0.077 

21年以上 3年未満 O. 733 * I 

3-5年 O. 629 * I 

6-10年 O. 506 * 
11-20 0.077 

一一一」

本 p< .05 

[方向づけへの説明)と所属区分との関連では，病

棟とICU/OP，病棟と外来，外来とICU/OPとに有意差

があった(表12)。

表12 方向づけへの説明と勤務所属区分

(1) 勤務区分 (J) 勤務区分 平均値の差(I-J) 

病棟 ICU/OP 0.5401 * 
外来 -0.4191 * 

ICU/OP 病棟 -0. 540本

外来 -0.9581 * 
外来 病棟 0.4191 * 

ICU/OP o. 958 事

* p < .05 

[方向づけへの説明]と基礎教育課程との関連では，

准看護師課程と大学とで有意差があった(表13)。

[患者を尊重した関わり】と職位との関連では，ス

タッフと看護師長で有意差があった(表14)。

F
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表13 方向づけへの説明と教育課程

(1)基礎教育課程 (J) 基礎教育課程 平均値の差(トJ)

看護専門課程 短期大学 -0.299 

准看護師課程 -0. 384 

大学 O. 550 

短期大学 看護専門課程 O. 299 
t----

准看護師課程

大学

准看護師課程 看護専門課程

短期大学

大学

大学 看護専門諜程 -0. 550 

短期大学 -0. 849 

准看護師課程 -0. 934 * 
* p < .05 

表14 患者を尊重した関わりと職位

(I)職位 (J) 職位 平均値の差 (I-J)

1 スタッフ 2 主任/補佐/係長 -0.198 

3 看護師長 -0. 709 * 
2 主任/補佐/係長 1 スタッフ 0.198 

3 看護師長 -0.5111 

3 看護師長 1 スタッフ O. 709 * 
2 主任/補佐/係長 0.511 

'-・E・-

* p < .05 

皿考察

因子分析の結果，第 2因子の[看護の継続への志向]

と，第 1因子の[知識・判断を伴う専門的看護介入]

は病院の看護職者が日常的にあまりあてはまらないと

認知している看護実践であった。他方， 日常的にあて

はまると認知している看護実践は，第 5因子の【患者

を尊重した関わけと第 3因子の[日常生活援助と環

境調整】および第 4因子の[方向づけへの説明]であっ

た。このことについて看護基礎教育の視点から考察す

る。

[看護の継続への志向)は，平均値からみると看護実

践の中で最も低い自己認知の因子であって，入院日数

が短縮される傾向に逆行するような結果であった。入

院中から患者が主体的に参加して治療効果を高め，退

院後は自己管理ができるために家族を含む指導が必要

であると考えて質問項目を構成しているが，全項目が

あまりあてはまらない看護実践として認知され， しか

も，地域との連携は基より同じ病院内の外来看護職と

もあまり連携した看護が実践されていない状況が示さ

れていた。しかし，勤務所属区分との関連や，勤務年

数や職位との関連から判断すると，病棟や外来では11

年以上の看護職や看護師長，主任/補佐/係長による看

護の継続への志向が実践されていると推察される。平

成 8年の看護基礎教育のカリキュラム改正で，在宅療

養者に対する看護ニーズの増大に対応して在宅看護論

が設定され，平成9年ーから適用されている 8)。在宅看護

論を学習した看護職が臨床現場でその成果を発揮でき

るように，看護師長や主任/補佐/係長などの適切な指

導や刺激および環境整備が必要であろう。

他方，医療制度における診療報酬制度では，入院時

点から治療・看護計画に基づいて退院までの一貫した

ケアや指導の実践と，その実践記録に基づく外来にお

ける継続看護の実践に対して診療報酬として点数化が

できることになっている O 看護の経済的評価について

議論されているなかでへ看護職者の医療経営的視点や

医療コストに関する認識が問われている O このことは

看護基礎教育課程に経営学や医療経済学，マネジメン

トに関する教科目をくみこんでいるカリキュラムが決

して多くはないことの影響も無視できない。医療のコ

ストに関心をもって看護実践ができる看護教育の必要

性が今後さらに議論されることであろう O

[知識・判断を伴う専門的看護介入]の因子と看護

職の特性については，勤務経験年数，勤務所属区分，

基礎教育課程，職位との関連があった。しかし，基礎

教育課程との関連というより経験年数の差異であり，

職位との関連でも同様であって，勤務所属区分につい

ても業務内容の特性が考えられる O この因子の項目は，

看護の知識や技術を基本にして患者の身体的，精神的

な状態や状況について観察やモニタリングの結果を認

知し，判断して，チームと連携し専門的な看護ケアを

実践し，緊急事態にあっては落ち着いて対応できる専

門的な知識・技術・判断を要する看護実践に関する質

問内容で構成している O 菊地らは認知，判断，実践の

3つのレベルは， beginnerから，学習や経験の蓄積に

よって相手の内面的な感情や状況を正確に認知し，適

切な判断と的確な実践を主体的に行う expertへと発展

する，看護職の専門職的自律性の形成プロセスを構造

化して捉えるのに適切であるとして 3段階モデ、ルを作

成している 7)。また，職務への適応性とキャリア意識は，

経験年数3年未満の看護職の自律性に影響を与える要

因であることを示している9)。調査結果から経験年数 3

年未満と， 3 ------5年， 11年以上の差異が示されている

ように，看護の実践場面における状況を正確に認知し

て，的確に判断し実践することができるレベルに到達

するのには，専門的な知識・技術に裏付けられた経験

の積み重ねが必要であると考える。

大学の基礎教育課程における実践能力の育成の充実

に向けての答申が出された10)。このことからも分かる

ように，看護実践能力を持った看護職を育成するため

に，臨床と協力して臨地実習を含む教育環境の調整を

はかる必要がある。また，永野らは看護師の問題解決

能力と動機づけの研究結果から，看護学教師の教材化
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の能力や教授技術，および教育内容の精選が必要不可

欠であり，そのための研究が急務であると述べている 11)。

看護基礎教育にあたる看護教師の教育者としての能力

や資質も問われているといえよう。

{日常生活援助と環境調整)と職位では，看護師長

とスタッフとの問で関連があった。質問項目の内容と

結果からみると，与薬や配膳などの医療過誤に関する

対策が病院の看護職者に浸透していることの現れであ

ると考える。清潔や排准などの日常生活援助技術は看

護基礎教育において比較的初期に学習する内容である。

また，療養生活環境調整や食事援助，清潔・衣生活援

助，排世援助技術などは臨地実習でも一般的に実践の

可能性が高い援助技術としてあげられる項目であり，

日常的に実践されている看護ケアである。加えて， 日

常的に患者のニードも高い基本的な看護ケアであるが

ゆえに経験が積み重ねられ，知識，技術ともに向上す

ると考える。

{方向づけへの説明]の因子と看護職の特性では，

勤務経験年数，所属区分，基礎教育課程との関連があ

り，勤務経験年数では10年未満と 11年以上とに大別さ

れた。この因子の項目は検査や処置などの診療の補助

行為において単なる介助だけでなく，介助と同時に，

潜在する患者の生理的・心理的な変化を適切に判断し

て説明や気配りなど，的確に実践して，患者の方向づ

けへの説明ができることに関する看護実践内容で構成

している O 経験年数が浅い看護職は，診療補助の場面

で実施することに集中して，周囲の状況を判断するこ

とには及ばないことや，入院時や検査前の説明におい

てもマニュアルに沿った内容だけ実施するなど，自己

に課せられた日々の業務を完結することに追われて，

患者の病気や病状に対する疑問や，患者・家族の相談

などに主体的に関われない状況が推察される。

看護職者の特性と[患者を尊重した関わり]では，

スタッフと看護師長とで関連があった。患者を尊重し

た関わりは人間関係を良好に形成する重要な要素であ

る。患者が主人公として主体的に医療を選択できるよ

うな状況へ意識改革が進んでいるなかで，患者と看護

職の良いコミュニケーションを維持・発展させる上で

大切な要素である。永野らは質の高い問題解決行動を

展開する看護職を養成するためには，高等教育化の推

進とあわせて，専門学校や短期大学を卒業した看護職

が学士取得を目指すことが可能な教育制度の整備の必

要性を述べている 11)。質の良い看護を提供できるため

に，看護基礎教育課程の教育内容や方法などについて

の検討は言うに及ばず，卒業後の研修制度や，看護学

として体系的に学習する機会や，教育の場のありょう

が問われていると考える。

本調査における看護職者の特性の結果によると，77.6%

の看護職者が病院外で実施される研修に参加しており，
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その動機は51.2%が自らの意思で，しかも57.5%が参

加費用も本人が負担して参加している。にもかかわら

ず「看護研究の結果など最新の情報を看護に活用して

いる」については平均値2.23で最も低くカンファレ

ンスで患者の問題を主体的に提供している」について，

あまりあてはまらないと認知していた。専門職として

の目標がある看護職者も70.6%と高く，その目標は，

60.5%は質が高い看護をしたいと回答しているが，自

己認知の結果と自己の目標とのズレが生じている。看

護職としての意欲についての回答で、は，看護学生の時

46.8%が看護職を意欲的に目指すように動機づけられ

た経験があり，動機づけをしたのは36%が看護教師で

あったと回答している。

平河は看護職者の学び，育つ存在としての発動性の

発揮について，看護の現象ないし看護実践と何らかの

連関をなし，そこに一人一人の生い立ちゃ価値意識な

どといった個性が組み込まれたものであり，看護体験

の蓄積が学習要求につながるとすれば，その蓄積は漫

然とした単調なものではなく，自分の心を看護へ向け

解放した成果の現れであると述べている 12)。基礎教育

課程卒業後の継続的な研修については，病院施設内や

各研修機関で様々な形態がみられるが，今回の結果に

示されたように[看護の継続への志向)(知識・判断を

伴う専門的看護介入) (日常生活援助と環境調整] (方

向づけへの説明)の因子では 3年未満， 3~6 年，

11年以上など，経験年数による有意差がみられた。こ

れらの結果を生かした卒業後の研修制度や研修内容の

構成などについて，臨床現場と看護基礎教育双方の看

護職が連携・協力して，研究的に検討をすすめる必要

があると考える。

まとめ

本調査の結果， (知識・判断を伴う専門的看護介入)

{看護の継続への志向H日常生活援助と環境調整]【方

向づけへの説明](患者を尊重した関わり]の 5因子が

抽出された。平均点 3点を基準に大別すると，病院の

看護職者が日常的にくあてはまる>と認知している看

護実践は，【患者を尊重した関わり]【日常生活援助と

環境調整]【方向づけへの説明】の因子であった。他方，

日常的にくあまりあてはまらない>と認知している看

護実践は[知識・判断を伴う専門的看護介入]と{看

護の継続への志向)の因子であった。看護職者の特性

との関連から基礎教育課程，勤務年数，勤務所属区分，

職位との関連がみられ，看護の継続への志向や知識・

判断を伴う専門的看護介入の援助技術の強化など，看

護基礎教育の課題が示唆された。今後の課題として質

問項目の信頼性，妥当性や，対象数および対象地域の

特性などの面から検討を進めていきたいと考える。
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Abstract 

With the general aim of obtaining data useful for educating high-quality professionals， we administered 

a questionnaire to 400 hospital nurses. The questionnaire comprised 66 items on matters of relevance to 

nursing practice such as basic curriculum and years of service. Using factor analysis， five factors were 

extracted: [specialist nursing intervention in accordance with knowledge and judgmentJ， [intention of 

continued care and educationJ， [assistance with daily living and adjustment of environmentJ， [explanation 

of treatmentJ and [relationship of respect with the patientJ. Using division by mean values， the factors 

which hospital nurses considered applicable to daily practice were [physical contact with patientsJ， 

[assistance with daily living and adjustment of environmentJ， and [comfort and safety of patientsJ. The 

factors considered not so applicable to nursing practice were [specialist nursing inter町ventionin accordance 

with diagnosis and treatmentJ and [reaction to continuance of nursingJ. A relationship emerged between 

the five factors and basic nursing education， years of service， professional position and rank. A clear need 

also emerged for basic nursing curricula to develop facilitative skills for continuance of nursing and 

specialist nursing intervention. 

Key words Nursing practice， Continuance of nursing， Nursing base education， Quality of nursing 
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