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母性看護学領域の研究を行っています。母性看護学の対象は、思春期から更年期までの

女性ならびに妊娠・出産・子育てをしている女性とその家族です。工藤は主に若者男女の

避妊・性感染症予防に関する研究をおこなっておりますが、大学院の学生が取り組む研究

テーマは様々で、例えば「硬膜外麻酔を用いて出産した褥婦の出産体験」「初産婦が

産褥早期に乳頭痛を起こさないための授乳のケアモデルの開発」「女性が母乳外来

を利用して母乳育児を継続してゆくプロセス」「外来通院している切迫早産妊婦の腹部症状予防のため

の対処行動を促す看護援助」等があります。博士後期課程在学中の福山智子氏は企業から助成金を獲得

し、下記のような研究を臨床の方々の協力を得て行っています。 

【研究テーマ】産後女性の腰痛の実態と骨盤ベルト装着による骨盤輪不安定性腰痛の改善効果 
【研究者】福山智子（兵庫県立大学大学院看護学研究科看護学専攻博士後期課程）、高橋唯、小西知子、西

条洋美、高橋弘枝（大阪厚生年金病院）、赤井由紀子（摂南大学看護学部看護学科）  
妊娠すると心身の変化が生じ、妊娠に伴う不快な症状を多くの女性が体験します。不快な症状の中でも特に腰

痛を訴える妊婦や産後の女性は多く存在します。妊娠週数が進むにつれ子宮が大きくなることにより身体の重心が

変化することにより生じる腰痛や、関節を強く支える「靱帯」を緩める作用をもつリラキシンなどのホルモンが分

娩に向け骨盤輪を弛緩させることにより生じる後骨盤痛や恥骨結合痛が多く見られます。後骨盤痛は、仙腸関節を

中心とした腰部から大腿部(太もも)にかけての痛みやしびれが特徴であり、骨盤輪不安定性腰痛と称されます。妊

娠に伴って生じた腰痛の多くは分娩後数カ月で軽快しますが、分娩後 1 年以上も遷延し、慢性腰痛になることもし

ばしばあります。 

  近年、我が国では骨盤ベルトの装着によって骨盤輪不安定性腰痛の緩和を目的とした保存療法が行なわれるよ

うになっていますが、妊産褥婦の骨盤ベルトの有用性と安全性は研究段階にあります。そこで、大都市に居住する

経膣単胎分娩をした褥婦の腰痛の実態と腰痛発症の要因、骨盤ベルトを分娩直後から２カ月まで着用した時の効

果についてハクゾウメディカル社から助成を受けて研究することになりました。 

調査期間は 2011 年 4 月から 7 月で、産後の女性 85 名を対象に質問紙を用いた調査を実施しました。今回は

分娩後１ヶ月までの調査結果を報告します。有効回答数は 80名

（95.2％）でした。そのうち産後 4日目の腰痛は 47名(56.0%)に

認められました。「仙骨部痛」と「臀部から大腿部痛」の 2 項目が

後骨盤痛つまり骨盤輪不安定性腰痛となりますが、産後 4 日目

の腰痛の 41.7%を占めています（図参照）。また、産後 1カ月まで

痛みが持続している者が 56.5％と半数以上でした。産後 4 日目

に腰痛のあった群 47 名（56%）と腰痛がなかった群 34 名

（40.5％）の分娩所要時間は、腰痛群が 589.0±435.1分、非腰

痛群が 372.6±290.2分と、腰痛群の分娩所要時間が有意に長

かったという結果が得られました。骨盤ベルトの装着時間が1日6

時間未満のものを非常用群（9 名）、6 時間以上のものを常用群

（17 名）として比較したところ、骨盤ベルトの装着時間による腰痛

の有意な改善効果は認められませんでした。 

福山智子：褥婦の腰痛の実態や腰痛発症の関連要因の探索を今後も調査対象を増やし

継続して行っています。質問紙による主観的な疼痛レベルや日常生活動作の困難感だけ

ではなく、理学的診察法を用いた客観的調査も加えた骨盤ベルトの有効性も調査し、その

結果は関連学会で報告予定です。 

工藤美子：若者の避妊・性感染症予防のためのプログラムの開発に取り組んでいます。避

妊や性感染症を予防するには、妊娠や性感染症あるいはコンドームや低用量の経口避妊薬に関する正しい知識

をもつこと、自分のこととして捉え実行できるよう相手と交渉できる力をもつことが必要と考え、このような知識･能力

がつけられるような教育プログラムや手法の開発に取り組んでいます。 

複数回答 



外来で術後化学療法を受けている卵巣がん患者の QOL 
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【背景】卵巣がんの治療には主として手術療法と化学療法が用いられ、現時点の標

準化学療法は TC 療法（パクリタキセル・カルボプラチン併用療法）である。その特

徴的な有害事象は末梢神経障害、筋肉痛および関節痛、脱毛であり、これらの症状

の対処方法は未だ確立されていない。有害事象は QOL（生活の質）1)に影響を与える

可能性があるが、我国では化学療法を受ける卵巣がん患者の QOL という視点での看

護研究は見られない。また、卵巣がんの好発年齢である 40～60 歳代の女性は、治療に伴う有害事象や化学

療法のための通院により、社会的および家庭内役割に変化を来し QOL に影響を与えることが考えられる。

【目的】外来で術後化学療法を受けている卵巣がん患者の QOL を明らかにする。【方法】研究デザイン：記

述的研究。対象：外来で術後 TC 療法を受けている卵巣がん患者 6 名。期間：2011 年 7～12 月。調査・分

析方法：半構成的面接を行い、面接内容の逐語録を Ferrell ら（1995）のがんサバイバーの QOL 概念モデ

ル 2)をもとに作成した枠組みを用いて整理した。倫理的配慮：所属機関の倫理委員会の承認を得て行った。

【結果】QOL の構成要素を《 》で示す。対象者はリンパ浮腫や卵巣欠落症状などの《手術に伴う症状》

に加え、TC 療法による末梢神経障害や脱毛、関節痛・筋肉痛などの《治療に伴う有害事象》が生じていた。

それらの身体症状により《コントロール感覚》の喪失、《不安》《恐怖》《抑うつ》《診断と治療の苦痛》が

生じ、治療により身体が悪くなっていくという《認知》や趣味をあきらめるという《レジャー／喜び》の

喪失・制限をもたらしていた。また、《役割と関係》における家事・仕事の制限や、治療に伴う《容貌》の

変化、《他者との関係》に対する苦痛、活動意欲や活動範囲の減少による《孤立》が生じていた。そして治

療の効果や今の状態がいつまで続くか分からな

いという将来に関する《不確実性》を感じていた。

他にも、治療に伴う身体症状に対処するための行

動、症状を理解すること、治療を継続して受ける

ことができるように身体を管理すること、生活の

工夫、環境調整など、QOL を維持するために対象

者自身が行っている調整行動が読み取れた。 

【考察】身体症状は QOL に直接的に影響するだけ

でなく、心理的 well-being、社会的 well-being、

霊的 well-being にも影響し、間接的に QOL に影

響していたことから、身体症状を管理することが

重要であると考えられる。中でもいまだ対処方法

が確立されていない末梢神経障害や脱毛などの

症状を管理するための研究が急がれる。また、対

象者自身が行っている調整行動が豊かでありセ

ルフケア能力の高さがうかがえたことから、セル

フケア能力を高める看護援助が可能であると考

える。 
 
1) QOL とは多義的主観的な概念であり、WHO は 1994 年に「一個人が生活する文化や価値観のなかで、目標や期待、基準、関心に関連

した自分自身の人生の状況に対する認識」と定義している。 
 

本研究は、QOL の構成要素とその下位項目を明らかにしたことで、身体症状が他の側

面にも影響し合い QOL 低下に影響していることを明らかにした。化学療法を受けて

いる卵巣がん患者の QOL を維持するためには身体症状やそれによる影響、セルフケ

ア能力などを包括的な視点で捉えた症状マネジメントを行うことの必要性を示唆し

ている。そこで現在、患者の症状体験や行っている方略を理解し患者のセルフケア

能力のレベルにあった看護介入を行うということを普及させていく研究に着手している。 
 

身体的 well-being と症状 
機能的能力  体力／倦怠感 
睡眠と休息   妊娠能力 
痛み       食欲 

心理的 well-being 
コントロール感覚  不安 
レジャー／喜び   幸福感 
痛みと苦悩      抑うつ 
恐怖             認知／注意 
診断と治療の苦痛 

社会的 well-being 
家族の負担      役割と関係 
愛情と性的機能  容貌 
雇用            孤立 
仕事           経済的能力 

霊的 well-being 
疾患の意味     宗教性 
超越           希望 
不確実性       内面的な強さ 

QUALIRY OF 
LIFE 

2)図 がんサバイバーの QOL 概念モデル 



CoP の技法を用いた「糖尿病患者へのエンボディメントケア」 
～実践家育成のための学習支援プログラムの開発～ 
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成人看護学専門分野では、2004 年から 9 年間、科研基盤研究(B)により糖尿病患者への看護支援モ

デルの開発および実践家育成のための学習支援プログラムの開発に取り組んできた。「糖尿病患者へ

のエンボディメントケア」モデルの開発が終わり、2010 年より Wenger,E らの Community of 

Practice(CoP)の技法を用いて、「糖尿病患者へエンボディメントケア」の実践家育成に取り組んでい

る。 

 糖尿病は年々増加の一途をたどり、我が国において糖尿病およびその予備軍が

2210 万人と推計されている。さらに糖尿病は他の多くの疾患のリスク要因とな

っており、予防のための政策が取り組まれている。生活習慣病の中でも糖尿病は、

とりわけ生活と密着しており、自らの生活習慣について自覚することが難しい疾

患である。看護モデルの開発では、思考と感情と行為を一体的に表わす看護ケアリングの考えを基に

した。「見る」「理解する」「気遣う」「身につける」という行為を促し、糖尿病患者が Well-being を

めざすことを明らかにした。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「糖尿病患者へのエンボディメントケア」モデルのプロトコールは、看護師の①姿勢、②問いかけ、

③手の動き、④反応を捉える、技能で構成されており、思考と感情と行為が一体となって表現できる

ことが求められる。そこで、糖尿病患者への実践家を育成するための学習支援プログラムとして、学

習者個人の能力の向上と、実践コミュニティの発展をめざし「知識の獲得」「観察と模倣」「共有」を

もとにプログラムを構造化した（図２）。ワークショップは、①モデルの紹介、②プロトコールの説

明、③実践ワーク、④意識化ワーク、④インターネットコミュニティで構成されている。５日間のワ

ークショップを４回開催している。 

看護学の中核であるケアリング理論を基に、思考と感情と行為を一体として開

発したモデルである。さらに、そのケアリングを体現できる実践家の育成のため

に、コミュニティオブプラクティスの技法を用いたことにある。今後は、糖尿病

だけでなく、生活習慣病に広げて、看護の中範囲理論の開発に取り組みたい。 

 

図２．「糖尿病患者へのエンボディメントケア」 

実践家コミュニティの枠組み 
図１．糖尿病患者へのエンボディメントケアの構造 

コミュニティ

の発展 
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妊婦の災害への備えの意識と備えの実態 
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人々の命や健康、生活に影響を及ぼす災害が毎年のように起きています。また、大

震災の可能性も示唆されています。そのため、災害によって大切な命を失うことが

ないように、そして、災害による被害を最小限に抑えて回復できるように、いつど

こで起こるかわからない災害に対する日頃からの備えが大切です。個人レベルにお

いては、自分自身や家族に必要なものを準備したり、いざという時に行動できるた

めの知識や心がまえが必要です。備えは、個人、地域、そして行政のそれぞれが行い、これらが連携する

ことによって対応力を高められると考えます。 

21 世紀 COE プログラムユビキタス社会における災害看護拠点の形成・母性班の研究活動では、妊娠中や

育児中の女性、子ども、その家族に焦点をあて、災害直後から中長期的において、身体やこころ、生活に

どのようなことが起きていたのか、また、看護職者がケアを提供する場で何が生じ、どのようなケアを提

供していたかについて明らかにしてきました。例えば、お腹が張るようになる、母乳の分泌が一時的に止

まるなど妊産褥婦特有の心身の反応がみられていたり、生活に必要な物品が手に入らない、電気・ガス・

水を使った生活ができない、物が落下・転倒・散乱して使えなくなったりしていたことや、災害に対する

備えが不足していたことなどが明らかになっています。この結果をもとに、災害時におけるセルフケア能

力の向上、災害時の生活への対応力の強化、災害への備えの強化を目指したガイドラインを作成し、また、

看護職者が災害に具体的に備えること支援する教育プログラムを開発しました。この教育プログラムは、

東北、関東、甲信越、近畿地方の医療施設に勤務する 328 名の医療従事者を対象に実施しており、このプ

ログラムを通して備えたことが、今回の東日本大震災の時に役立ったという意見や改善点に関する意見も

頂いています。 

現在は、妊娠期の女性が災害への備えを行動化するための方略を模索しています。備えが必要性である

とは思っているものの行動につながらないという実情において、災害や備えに対する認識やニーズを明ら

かにした上で、どうしたら備えられるのかを考えていきたいと思っています。 

 

 

 

 
 

（産業分野に望むこと） 

‘備え’は日常的に使うものとは別に、新たに行うこと・用意するものであるため、

時間が経つにつれて忘れたり、煩わしさのために行動化されにくいということが一

つの要因になっています。例えば、日常的に使用する物が災害時にも使える機能を

もち、かつ、日常的な便利さも兼ね備えているならば、備えることがより容易になります。災害時にも日

常的にも使うことができる生活用品、育児用用品、医療機器・機材などが開発されことを望みます。 
        

 



青年・成人期の広汎性発達障害をもつ人とその家族への 

訪問看護の役割の検討 
～支援者によるアンケート調査をもとに～ 
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【研究目的】 

訪問看護看護師の青年・成人期の広汎性発達障害者とその家族に対する支援内容

を明らかにする。また、発達障害者支援センターおよび地域活動支援センター、就

労継続支援事業所、医療機関において広汎性発達障害者の支援に携わるスタッフが

訪問看護にどのような役割を期待するのかについて明らかにする。 

【研究方法】  

全国の発達障害者支援センターならびに無作為抽出した地域活動支援センター、就労継続支援事業

所 100 か所、無作為抽出した近畿 2 府 4 県の医療機関 30 か所、訪問看護ステーション 300 か所に所

属する者の中で、青年・成人期の広汎性発達障害者の支援経験があり、本研究に同意が得られた者を

対象とし、質問紙調査を行った。訪問看護師に対しては、主に具体的な支援内容や支援の困難さ、訪

問看護が役立っていると考える点について、それ以外の機関のスタッフに対しては、主に訪問看護に

対する期待について質問した。 

【結果】 

 訪問看護ステーションから 42 件の有効回答、その他の機関からは 108 件の有効回答が得られた。

いずれのスタッフも約 90％の者が援助職として 5年以上の経験を有し、80％以上のものが 2名上の発

達障害者の支援経験を有していた。 

 実際の訪問看護における支援内容は、活動と休息への働きかけ、不安や心配事に対する相談、精神

症状や服薬への支援、家族支援が多くを占めており、60％以上の支援者は訪問看護が支援として役立

っていると考えていた。一方で 70％以上の者がんら科の支援における困難さを抱えていた。訪問看護

ステーション以外のスタッフは、70％以上の者が今後、訪問看護が積極的に発達障害者支援に入るこ

とに賛成しており、着たいする内容としては、対人関係への支援、家族支援、精神症状や服薬への支

援が多くを占めていた。同時に多くの者が、専門的な知識をもって関わることが重要であると回答し

ていた。 

 今後、発達障害者支援における訪問看護の役割は拡大すると考えられるが、質の高いケアを提供す

るためには、発達障害特性に関する専門的知識や対応技術についての教育、訓練が必須であること、

また支援内容としては、対人関係に関する支援や二次障害への支援、家族支援が非常に重要であると

考えられた。 
広汎性発達障害は、対人関係障害，コミュニケーション障害、限局した関心と活

動といった行動上の特性によって定義づけられる生得的障害であり、近年の研究に

おいては、一般人口の 1%近くに認められるといわれている。広汎性発達障害者の生

活上の困難さは生涯にわたり持続するものであるが、特に青年期以降は、就労をは

じめとする、より複雑となった様々な生活上の課題や対人関係上の課題に直面化し

ている。そして、それらのストレスから二次的に不安症状や抑うつ症状などの精神症状を呈したり、精神

疾患を併発することも多く、結果として訪問支援が必要となり、訪問看護を受ける発達障害者の数は、増

加している。さらに 2011 年度より、自立支援医療給付の対象に発達障害も加わることになり、今後、訪問

看護を利用する青年・成人期の広汎性発達障害者はますます増加することが予測できる。 

以上より、青年・成人期発達障害者の訪問看護に対するニーズは今後も増加していくと予測でき、本研

究結果は、今後の支援の方法や技術開発の一助になると考えられる。 

 

 



中堅期保健師の事業化能力を強化する 

教育プログラムの開発と検証 
〜中堅期保健師のエンパワーをめざして〜 

 

看護学部 看護学科  

准教授 塩見美抄
し お み み さ

  
 

看護学，保健師，現認教育，事業化能力，中堅期， 

人材育成，アクションリサーチ 

 
【１．研究の目的】 本研究では、中堅期にある保健師の事業化能力を強化するための、
教育プログラムを開発・検証することを目的とする。なお、本研究における中堅期保健師と
は、保健師経験年数が 6 年から 20 年であり、管理業務に従事していない者とする。また、
事業化とは、保健師が捉えた住民のヘルスニーズに基づき、その充足のために必要な事
業を新たに創り出すこと、または、既存事業の改善・刷新をすることと定義する。 

【２．研究方法】 研究は、教育プログラム試案の作成、試行、評価・検証の順で進めた。試行対象者は、保健師経
験年数が 6年以上 15年未満で、管理業務に従事していない者 5名であった。教育プログラム試行において、研究
者はプログラムの講師であり且つ、対象者が事業化を推進していくことを支援・促進するアクション・リサーチャーで
もあった。プログラムの各場面は、対象者の承諾を得て録画及び録音をし、研究データとした。期間中、研究者が
所属する研究会において、有識者からのスーパーバイズを受けた。プログラムの評価は、保健師の事業化能力評
価尺度（CMC）、対象者の反応や発言内容（録画・録音したデータ）、ワークシートへの記述内容、終了時アンケート
を基に行った。倫理的配慮として、対象者には、研究協力・拒否・中断の自由、個人情報の保護、データの取り扱
い等に関する説明を文書及び口頭で行い、同意書を交わした。研究計画は、研究者が所属する機関の倫理審査
委員会による承認を受けた。 
【３．研究結果】 
（１）中堅期保健師の事業化能力強化のための教育プログラムの概要 
①目的：中堅期の保健師が、プログラムへの参加を通じて、事業化を推進する力を強化すると共に、達成感と自信
を得ること。 
②プログラムの形態：2 ヶ月に 1 回、計 4 回の集合学習会と、その間の参加者個々の実践活動とで構成する、半年
間の実践型プログラム。実践活動では、研究者による個別支援を行う。 
③プログラムの内容：(a)第 1回学習会：講義「中堅期保健師に必要な事業化能力とは」、CMC尺度を用いた事業化
能力の自己評価、自己紹介・意見交換、自己課題と到達目標の明確化 
(b)第 2 回学習会：各自の活動計画の発表、意見交換、ミニ講義 
(c)第 3 回学習会；各自の実践とそこからの気づきの報告、意見交換、ミニ講義 
(d)第 4 回学習会：半年間の活動結果の報告 
(e)学習会の間の個別指導 
（２）教育プログラムの評価（一部抜粋） 

プログラムに最後まで参加した 4 名の CMC 得点は、各々16 点から 29 点、41 点から 42 点、27 点から 48 点、39

点から 41 点と、プログラム実施前後で上昇していた。 

参加者からは、「業務内容に関する研修会は多いが、自分自身を振り返る研修会は初めてで、有益であった。」

「どうすれば良いかわからない中、個別にフォローしてもらえたことが良かった。」「参加者同士意見交換できたこと

が励みになった。」といった意見が得られた。 

所属組織における事業化役割を担う中堅期保健師の能力強化は、重要課題であ

る。一方で、中堅期の職務満足度や達成感は決して高くないことから、対象者本人

が成長することを支援し、エンパワーする教育プログラムが必要であると考え、本

研究に取り組んだ。本研究により開発した教育プログラムは、中堅期保健師の事業

化能力向上とエンパワーメントに寄与していた。一方で、教育する側にも時間、労

力、スーパーバイズ能力が必要であり、少人数にしか対応できない点が課題である。 

本研究は、文部科学研究費補助金（研究活動スタートアップ）平成 21 年度～22 年度を受けて実施した。 

なお、本研究で評価に用いた CMC 尺度は、以下の論文に掲載している。 

塩見美抄、岡本玲子、岩本里織：事業・社会資源の創出に関する保健師のコンピテンシー評価尺度の開発－信頼

性・妥当性の検討－、日本公衆衛生学会誌、56(6)、2009、391-401． 



 

心拍情報を用いた睡眠評価の試み 

〜脳波測定に頼らずに睡眠の良し悪しを測ることは可能か？〜 

                看護学部 

准教授 谷田
たにだ

 恵子
けいこ

  

 

睡眠評価、心拍変動 

 

睡眠の深さを測定するためのスタンダードな方法は、脳波を測定すること

である。しかし、脳波の測定は、測定される者にも測定・分析する側の者に

とっても、手軽にできることではない。そこで、脳波よりも容易に得られる

心拍情報に着眼した。 

 

加速度計付き心拍計から得られる生体情報をもとに、睡眠の深さを評価する方法を検討すること

が本研究の目的である。 

 

Ａ）睡眠中の心拍数（ホルター心拍計による測定） 

 

Ｂ）心拍変動の周波数解析結果（黒：副交感神経活動指標、赤：交感神経活動指標） 

 
Ｃ）体動量（腰部加速度計による測定） 

 

Ｄ）Ａ、Ｂ、Ｃの情報から推定した睡眠深度（-2:覚醒、0：レム、2：浅睡眠、4：深睡眠） 

 

 

心拍情報は 24 時間継続して得ることができ、また様々な情報を含んでい

る。その情報は、睡眠評価以外にも利用が可能であると考えられる。 
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がん患者のための「Web版意思決定看護支援プログラム」 
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がん看護、意思決定支援、 療養相談技術、看護モデル 

 

 

  諸外国では、医療者が情報を提示し、その選択肢の中から患者自ら選択す

るという意思決定スタイルが確立している。しかし、日本の場合には医療者

が提示した情報の中から、患者が選択できずに苦慮している場合、看護者は

患者が意思決定できるよう環境調整を行いながら「見守り型のサポート」を

行っている場合がある。これは、日本人の意思決定スタイルに合わせたサポートのあり方であり、

諸外国の意思決定補助ツールの中にはない介入方法である。 

現在、患者と医療者間で意思決定を共有するShared decision makingの概念をもとに「がん患者

の療養上の意思決定を支援する共有型看護相談モデル」の作成・効果検証を行いながら、がん患者

のための「Web版意思決定看護支援プログラム」（図１参照）の開発を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：がん患者のための「Web版意思決定看護支援プログラム」における掲載内容 

 

 

本研究で用いた看護相談モデルは、意思決定支援の中で患者の価値観を点検

する技術が特徴的であり、患者に内在する価値観を明確にするという点では

一定の効果をあげている。 

  

Webサイト http://sdminoncology.sub.jp/ 
「がんになっても・・・あなたらしく納得のいく生活を送るために～意思決定の進め方～」 

・ 意思決定サポートプログラムについて 

・ 意思決定するための準備 

・ 意思決定するための道しるべ 

・ 意思決定支援に向けた確認シート 

・ 意思決定するために必要ながんに関

する情報 

・ 意思決定するために”こころ”の安定を

取り戻す 

＊がん患者のセルフケア能力を生かした意

思決定支援を行うためのガイドとなる情報

で構成 

 

患者用画面 

・ 共有型意思決定支援ツール 

・ リクルート手順 

・ 介入手順 

・ 相談記録入力 

・ 意思決定支援情報紹介（閲覧、登録） 

・ 掲示板 

・ メール配信機能 

＊研究者と介入者である看護師が双方向

性に情報交換できるシステムを構築 

 

看護師用画面 

http://sdminoncology.sub.jp/


 

 

中国四川大地震被災者の健康状態に関する５年間調査 

     〜災害後の被災者の生活と健康を継続的に見る〜 

地域ケア開発研究所  

講師 黒瀧
くろたき

 安紀子
あ き こ

  

 

災害看護、中国四川大地震、被災者の健康と生活、縦断的研究 

＜研究の概要＞ 

中国四川大地震を体験した被災者の生活と健康状態を明らかにするために、5 年間継続的に行った調

査です。調査期間は、2008 年 12月（発災から半年後）から 2012年 12月まで行いました。毎年同じ時

期に同じ地域の方 2々200名が調査に協力して下さりました。調査は質問紙を使い、性別や年齢、職業な

どの基本属性、災害の影響、被災後の健康状態（心身）等のデータを集めました。 

 

＜研究の結果＞5 年間を通じて、男女はほぼ同数でした。18-59 歳

が約 80%を占めている。 

健康状態は、右記のように、年々不健康な人の割合

が減っています。 

  

生活状態は、1年目は避難所に住んでいたのが、2年

目、3年目には仮設住宅と恒久住宅、4年目には、すべ

ての人が恒久住宅に住んでいます。これは、中国政府

により被災地から離れた場所に都市が建築され、集団

移転がされたことによると考えられます。 

健康状態と生活状態のグラフを合わせて見ると、住

む場所が安定した 4 年目から不健康と答えた人がぐっ

と減っています。災害が人に与える影響は様々である

ため、この結果だけでは一概には言えませんが、災害

後に生活基盤が安定することと健康に関係があるかも

しれないという一つの示唆を得れたのではないかと思

います。 

災害後に被災者の方々に調査を行うことは、状況や様々な問題により難しいこと

があります。しかし、縦断的な調査を行うことにより、災害後に人々の健康や生

活がどのように経過しているのか、どのような機会に変化しているのか、を捉え

る事ができます。そこで得た結果から、時期とニーズに合った健康支援を展開す

るヒントを得ることができます。今回の研究を基礎に、今後も、被災者の方々を

十分に配慮した研究を行い、災害後の人々の健康的な生活を守る一助になれば、と思っています。 
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図１ 被災後5年間の被災者の健康状態 

図2 被災後5年間の被災者の住居 



 

動脈硬化症予防を目的とした看護相談の取り組み 

〜看護大学における専門まちの保健室「生活習慣病と足の相談」〜 

看護学部・看護学科  

助教  片岡
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動脈硬化症、まちの保健室、看護相談、フットケア 

 

「まちの保健室」は、地域住民が気軽に健康相談を受けられる場として展

開されており、明石看護キャンパスの地域ケア開発研究所では、大学教員

が参画した「専門まちの保健室」を開催し、それぞれの専門領域に関する

看護相談を行っている。成人看護学領域では、生活習慣病に関する個別健

康相談を平成 14年度から行ってきた。平成 24年度からは、生活習慣病患者の増加に伴い増加し

ている動脈硬化症の予防を目指し、看護相談

内容の見直しを行った。看護相談では、動脈

硬化度の計測、足の皮膚温の測定や足浴やマ

ッサージ、角質ケアといったフットケアの実

施を追加することで、より地域住民が、「血

のめぐり（血流）」を意識できる内容とした。

生活習慣病の予防では、正しい食事や運動の

取り方、適正体重を指導するアプローチが一

般的であるが、この看護相談では、身体の計

測や、足の観察、フットケアを通して参加者

の身体へ働きかけることから看護相談を開

始し、参加者自身の身体への関心が高まって

から、新たな対処方法の提案を行っている。

この看護相談を通して、地域住民の身体への

関心を高め、動脈硬化を予防するために有用

な看護相談プログラムについての検討を行

っている。 

 

増加し続ける動脈硬化症を予防していくことは、脳梗塞、心筋梗塞、末梢

動脈疾患を予防し、人々の健康寿命の延伸のために重要な課題である。 

しかし、人は自覚症状がない中で自身の生活習慣を見直し、修正していく

ことは容易ではない。そのため知識教育ではなく、非侵襲的に計測でき、

地域住民が自身の身体を視覚的に体感的に捉えることができる測定機器と連携した、身体に働き

かける看護相談プログラムを開発していく必要がある。               

  

 

図 1動脈硬化症予防のための「生活習慣病と足の相談」内容 



 

慢性閉塞性肺疾患患者の呼吸器感染症状に関 

するセルフモニタリング促進プログラムの開発 

 〜呼吸器感染に早期に対処するために〜 

            看護学部 看護学科                   

           准教授 森
もり

 菊子
きくこ

  

 

慢性閉塞性肺疾患、呼吸器感染、急性増悪、セルフモニタリン

グ 

 

慢性閉塞性肺疾患（Chronic Obstructive Pulmonary Disease：以下 COPD

と略す）は、タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入暴露することで生

じた肺の炎症性疾患で、気流閉塞をもたらす。気流閉塞は進行性で、徐々

に呼吸困難を生じたり、慢性の咳や痰という症状が出現する。このような

状態において、呼吸器感染を主原因とする急性増悪を引き起こすことは、生命に直結するだけ

でなく、さらなる呼吸機能の低下、QOL（quality of life）の低下をもたらす。 

そこで、COPD患者が呼吸器感染症状に早期に気づき、適切な行動がとれることを目指して「呼

吸器感染症状に関するセルフモニタリング促進プログラム」を開発している。このプログラム

は、①呼吸器感染悪化予防の重要性、呼吸器感染症状、呼吸器感染悪化に影響する行動に関す

る知識の提供、②呼吸器感染症状の測定・観察・記録、アクションプランについての技術の提

供、③定期的なサポートにより構成されている。セルフモニタリングが促進することで、急性

増悪の予防などのセルフマネジメントが改善することを期待している。 

COPD患者はもともと、咳や痰などの症状が出ていたり、高齢者は感染が進行しても発熱がみ

られない場合もあり、自分の状態が悪化していると判断することが難しい状況がある。このプ

ログラムは急性増悪で入院した人を対象としており、体温、呼吸状態、咳や痰の症状などが回

復していく過程を一緒に確認していくことで、自分の平常の状態に気づいていくことを大切に

している。症状の気づきは、測定ツールで測定し、記録したこととの結合という形で行われる

が、そのためには熱、痰というような症状のタイプと同じように、症状のレベルに気づくこと

が大切となる。本研究では、測定値の変化を視覚的にとらえやすい折れ線グラフで記録するよ

うにしており、自分の平常の 

範囲を知るためには有用であ 

ると考えている。 

また、呼吸器感染症状が生じた

時に、その症状をどのように判断

したのか、どのような行動をとっ

たのかを意識して日誌に記録し

ていくことで、呼吸器感染症状 

への認識を高めることを目指し 

ている。                     図１ 研究枠組み           

2.5 ヶ月間のプログラム実施においては、明らかな効果が認められなかったが、

体温だけでも毎日測定した方がよいなど、自分の身体の状態を日々みていくこと

の重要性を実感できている人もいた。今後は、プログラムの精練を図り、臨床へ

の導入を目指していきたいと考えている。 
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レジリエンス、促進要因、阻害要因、新人看護師、

追跡的調査 

 

医療・看護の分野では、新人看護師として就職して以降に生じるリアリティ

ショックやバーンアウトに起因した早期離職の問題がある。ここでの問題解

決に貢献すべく、本研究では、人が逆境に直面した際にそれを克服するため

に適応的に対処する能力であるとされる“レジリエンス”という概念に焦点

をあてた。研究に協力いただいた新人看護師に対し、就職後 3か月と就職後9か月の 2時点で調

査（個別インタビュー）を行い定性的に分析したところ、レジリエンスを促進することを可能に

していた要因と、反対に阻害していた要因として下表の通り明らかにした。 

 

【論文】 

藤原史博・楢原理恵・増野園惠：新人看護師が発揮するレジリエンスの

促進要因と阻害要因―2時点間の追跡的調査による縦断的研究―，近大姫

路大学看護学部紀要,第 5号,57-67. 
  




