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2022年 3月吉日

日本福祉大学看護実践研究センター 2022年度事業報告書公開のご案内

謹啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素より、本学の研究・教育活動にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、日本福祉大学看護実践研究センター2021年度事業報告書が完成し、ホームペ

ージ上に公開いたしましたので、ご案内申し上げます。

本学看護実践研究センターは、「地域に開かれた大学を目指して、看護学部の特色を

生かした地域連携・地域貢献を実践し、研究する」ことを目的に、2015年 4月の看護

学部開設と同時に活動を開始しました。主な事業としては、保健・医療・福祉に携わ

る専門職との共同研究、個人または施設に対応した研究活動支援、さらには専門職や

地域住民を対象とした研修会の開催、の 3つの柱のもとに、具体的なプログラムを企

画し実施しています。

2021年度は COVID-19の感染拡大状況を踏まえ、オンライン開催などの方法も交

え、大学内外の方々の多大なご協力を得て、1年間の活動を終えることができまし

た。

この 1年間の皆様のご協力に感謝するとともに、成果を少しでもお役に立てていた

だけることを願って、ごあいさつにかえさせていただきます。

謹白

日本福祉大学看護実践研究センター

センター長 山口 桂子
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事業報告Ⅰ

日本福祉大学看護学部と保健・医療・福祉に携わる専門職との共同研究および本学

看護学部教員の研究活動推進のため、以下の研究助成を行いました。

１．共同研究

研究課題「術前外来・術前訪問を通した手術室看護師による術前看護の実態調査」

研究代表者 白尾 久美子（日本福祉大学）

共同研究者 加納 朋美（日本福祉大学）

２．研究活動・学術集会参加活動支援

下記 12件の学術集会参加費助成を行った。（提出順）
氏名 参加学会 開催日程

1 森本 恵り子 日本老年看護学会第 26回学術集会 2021年 6月 11日～6月 30日

2 森本 恵り子 第 41回 日本看護科学学会学術集会 2021年 11月 19日～12月 28日

3 丸山 陽子 日本看護研究学会第 47回学術集会 2021年 8月 21日～8月 22日

4 丸山 陽子 第 23回日本看護医療学会 学術集会 2021年 9月 25日

5 渡久地 麻衣子 日本災害看護学会 第 23回年次大会 2021年 9月 4日～9月 30日

6 寺澤 真由 日本看護研究学会 第 47回学術集会 2021年 8月 21日、22日

7 寺澤 真由 第 23回日本看護医療学会 学術集会 2021年 9月 25日

8 寺澤 真由 日本手術看護学会 第 35回年次大会 2021年 10月 16日

9 丸山 陽子 日本手術看護学会 第 35回年次大会 2021年 10月 16日

10 古澤 亜矢子 2021 PCIT International Biennial Convention 2021年 6月 28日～7月 2日

11 古澤 亜矢子 15tu International Family Nursing Conference 2021年 8月 25日～8月 27日

12 寺澤 真由 第 26回日本看護研究学会 東海地方会学術集会 2022年 3月 5日

13 岩田 仁江 日本災害看護学会 第 23回年次大会 2021年 9月 4日～9月 30日
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2021年度看護実践研究センター協同助成事業 活動報告書

Ⅰ．申請者（研究代表者） ⽩尾久美⼦
共同研究者 加納朋美

Ⅱ．研究課題名 術前外来・術前訪問を通した⼿術室看護師による術前看護の明確化

Ⅲ．研究助成期間 2021年 7⽉〜2022年 3⽉

Ⅳ．研究助成⾦ 申請額 199,232円 決済額 199,232円
⽀出内訳 物品費 54,582円 郵送費 144,650円

Ⅴ．研究実績の概要
1．研究成果
1）研究⽬的
術前外来と術前訪問を通した⼿術室看護師が実践している術前看護の実態を明らかにす

る。
2)研究⽅法
(1)研究対象者
無作為抽出法にて抽出された全国の 200 床以上の⼀般病院の⼿術室実務経験が通算 5 年

以上の看護師を対象者とした。
(2)データ収集⽅法
郵送による無記名⾃記式質問紙調査を実施した。調査内容は対象者の通算⼿術室経験年

数，施設の病床数，術前外来・術前訪問の実施状況，既存の資料を基に作成した⾃作の⼿術
室看護師による術前看護 54項⽬に対する実施度および必要度についてリッカート尺度を⽤
いて回答を求めた。分析は術前外来・術前訪問の実施状況について記述統計を算出し，実施
度の術前看護 54項⽬に対して因⼦分析を⾏い，因⼦毎に記述統計を算出し，術前外来・術
前訪問の実施状況により割り出し，⽐較を⾏った。有意⽔準を 1％未満とした。
3）結果
回収数 491件（回収率 44.6％），有効回答数 374件（有効回答率 76.2％ ）であった。
98.9％の施設で術前訪問が実施され，術前外来は 36％の施設が実施していた。術前外来

と術前訪問の実施状況は，術前訪問のみが 64％，術前外来・術前訪問併⽤が 30％であった
であった。
⼿術室看護師が実施する術前看護は，因⼦分析の結果，【⼿術を安⼼・安全に受けるため

の⼼⾝への援助】【⼿術を遂⾏するための基本情報の収集】【リスク回避のための情報収集】
【⼿術に向けたイメージ化への援助】の 4因⼦を抽出した。
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【⼿術 を安⼼・安全に受けるための⼼⾝への援助】では，「栄養指導」が低値を⽰し，「術
前訓練指導」等が，術前外来と術前訪問を併⽤していた施設の実施度が有意に⾼かった。【⼿
術を遂⾏するための基本情報の収集】では，「⼿術歴の聴取」等が，術前外来と術前訪問の
実施状況に関わらず実施度が⾼く，「内服薬の聴取」等が，実施状況により有意差を認めた。
【リスク回避のための情報収集】は，構成する項⽬すべてにおいて実施状況に関わらず，実
施度が⾼値を⽰した。【⼿術に向けたイメージ化への援助】では，実施状況に関わらず「⿇
酔⽅法の説明」等が実施度において⾼値を⽰したが，実施状況により有意な項⽬はみられな
かった。
4）考察
術前訪問はほとんどの施設で実施され，術前外来の実施率は 2014年からあまり変化して

いない。【⼿術を安⼼安全に受けるための⼼⾝への援助】と【⼿術を遂⾏するための基本情
報の収集】は外来，病棟，⼿術室看護師が共同して実施する内容が存在し，【リスク回避の
ための情報収集】と【⼿術に向けたイメージ化への援助】は⼿術室看護師特有の重要な術前
看護であった。

Ⅵ．研究成果の発表予定
⼀般社団法⼈⽇本看護研究学会第 48 回学術集会（2022 年 8 ⽉）へ⼀般演題として投稿

した。
⼀般社団法⼈⽇本看護研究学会へ紙上発表予定。
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2022年 1月 10日
看護実践研究センター御中

看護学部

古澤 亜矢子

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 2021PCIT International Biennial convention
15th International Family Nursing Conference

日時 2021年 6月 28日-2021年 7月 2日 / 2021年 8月 25日-2021年 8月 27日

場所 オンライン開催

内容 厚生労働省の健やか親子 21 では、母子の健康水準を向上させるための国民健康
運動が実施されているが、その中での"育てにくさ"は重点課題の一つで、児竜虐
待の次予防的支援が求められている。

現在、児童虐待現状の実態調査と看護職等専門職への教育的支援を実施している

た、対象となる親子に対して PCIT (Parent-Child Interaction Therapy)と家族
支援を実施している。

そこで、認定資格継続教育として、2021PCIT International Biennial
convention にオンラインで参加し、継続教育のための資格を得た。また、大学
院にて「家族支援特論を担当している。大学院教育に生かすこと、今の家族に介

入している実践を高めるために[15th International Family Nursing
Conference」にオンラインで参加した。

2021 PCIT International Biennial convention オンライン参加
2021年 6月 28日 ― 2021年 7月 2日

15th International Family Nursing Conference オンライン参加
2021年 8月 25日 ― 2021年 8月 27日
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2021年 12月 9日
看護実践研究センター御中

看護学部

森本 恵り子

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 第 41回日本看護科学学会学術集会

日時 2021年 11月 19日～12月 28日（Live配信 12月 12日、12月 13日）

場所 Web開催

内容 Webにて，第 41回日本看護科学学会学術集会に参加した。

今後、私は、エスノグラフィーを用いた調査をしたいと考えており、12/5の

教育講演「エスノグラフィーを中心とするフィールドワークの概念と手法」を拝

聴した。フィールドワークの難しさを感じたが、現場のリアルな声を調査できる

ということを改めて知ることができた。再度、自分の研究に活用できるよう手法

を具体的に修正し、研究に活用していきたいと考える。

さらに，Web配信にて，COVID‐19対応のガイドラインや，COVID‐19禍に
おけるシミュレーション教育の工夫についても学ぶことができた。また、その中

で、実習の中での学生の困難感についても再度気づくことができた。紙面での事

例展開を行っていても、実際の電子カルテやベッドサイドでの情報の取り方とは

異なるため、学生自身の戸惑いが大きいと示されていた。授業や演習の工夫とし

て、模擬患者カルテの有用性についても述べられており、臨地実習が難しい現状

の中、教育上の工夫がより一層重要になると学ぶことができた。

今後の研究・教育活動の上で，COVID‐19の影響は避けられないが，工夫を
しながら研究・教育活動を充実させていきたいと考える．
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2022年 3月 2日
看護実践研究センター御中

看護学部

森本 恵り子

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 日本老年看護学会第 26回学術集会

日時 2021年 6月 11日

場所 Web開催

内容 Webにて，第 26回日本老年看護学会第 26回学術集会に参加した。

特別講演「死にゆく人の心に寄り添う-老年看護の担い手に期待されること-」を
聞き、「スピリチュアルペイン」について考えることができた。「スピリチュアル

ペイン」といった概念をとらえきることは、とても難しいと感じたが、高齢にな

り、心身の衰えを実感するとき、同時に命の限りを実感せざるを得ないとき、さ

らに、病を抱え、命の存続を左右する決断を強いられるといった場合の苦悩や悲

嘆、抑うつといったつらさを「スピリチュアルペイン」と捉え、向き合っていく

ことの大切さを知った。

高齢者ではこのような「スピリチュアルペイン」を抱えた対象者が多くいるこ

とを知り、それに対する対処を知っておく必要があると感じた。そのためには、

対象の身体・心理・社会面について、よく知り、バランスを考えて関わるという

ことも改めて学ぶことができた。超高齢多死社会ともいわれている現状の中、今

後の看護の担い手である学生とともに、高齢者に寄り添うことの必要性につい

て、考えていきたいと思った。

また、教育講演「授業・研修・チーム作りに役立つアイスブレイク」を聴講し

た。この講演の中で、オンラインの中でも可能なアイスブレイクについて紹介さ

れており、体験型の学習の楽しさや学びについて実感することができた。学習者

の人数や背景、タイミング等使い分けることによって効果的になること、協同学

習といった視点が大切になることを学ぶことができた。今後も、オンラインの講

義をせざるを得ない状況も踏まえ、アイスブレイクといったことをうまく取り入

れ、効果的な演習につなげていきたいと考える。
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2021年 9月 27日
看護実践研究センター御中

看護学部

教員番号：01820 氏名：丸山 陽子

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 第 23回日本看護医療学会 学術集会

日時 2021年 9月 25日（土）午前 9時～午後 4時 30分 オンライン開催

場所 大学研究室で視聴

内容 テーマ：【地域包括ケアシステムの真価と進化】

―新型コロナウイルスとの闘いを経験して―

視聴内容：

① 会長講演

地域で支える健康と生活：”resilience”と“cooperate” 植村真美（公立西知

多総合病院）

② 一般演題Ⅰ9：55～10：35「看護教育」座長：白尾久美子（日本福祉大学）
 卒後 2年目看護師の役割変化から主体的・能動的な行動と組織適応まで
の過程 〇鈴木洋子（昭和大学保健医療学部看護学科）

 成人急性期看護学の学内臨地実習における「学び合い」による看護技術の

実施と今後の課題 〇江尻晴美，大矢富彦，富井友香，田中美穂，田口博

子ほか（中部大学生命健康科学保健看護学科）

 新型コロナウイルス感染症流行が看護学生に与えた影響とコントロール感

との関連 〇近藤暁子，アブレズ・レナグリ，成瀬和子，大木友美（東京

医科歯科大学ほか）

 第 4次改正カリキュラムで基礎看護学に求められた看護技術演習の強化
に関する文献検討 〇村越望（秀明大学）

③ 一般演題Ⅱ10：40～11：20「高齢者ケア：協働」座長：池戸初柄 (知多市
在宅ケアセンター)

 ICFを活用した事例ワークを通して特別養護老人ホームの看護職が考えた
介護職との協働 〇田中真佐恵（摂南大学看護学部）

 介護施設の認知症高齢者の生活機能を支える多職種協働ケア指標に必要な

要素・項目の検討 〇平松美穂，渕田英津子（名古屋大学大学院医学系研
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究科総合保健学専攻博士後期課程ほか）

 介護施設の認知症高齢者の生活機能を支える多職種協働ケア指標の内容妥

当性の検討 〇渕田英津子，平松美穂（名古屋大学大学院医学系研究科総

合保健学専攻ほか）

 介護支援専門員が実践している都市部の独居超高齢者が健康に生活を継続

するための支援 〇白砂恭子，渕田英津子（名古屋芸術大学ほか）

④ 一般演題Ⅳ14：30～15：20「クリティカルケア」座長：池松裕子（名古屋
大学大学院）

 救急看護師の心的外傷体験に関する量的研究を対象とした文献検討 〇寺

澤真由，白尾久美子，丸山陽子（日本福祉大学）

 クリティカルケア看護師の SOC（Sense of Coherence）とレジリエンス
の関連 〇大木友美，近藤暁子（昭和大学保健医療学部ほか）

 看護師のクリティカルケア経験年数とターミナルケア態度との関係

〇大木友美，近藤暁子（昭和大学保健医療学部ほか）

 救急診療センターにおいて看護師がとらえる音環境に関する実態調査とそ

の分析 〇深谷倫子，鈴木美麗，波多江妙子（公立西知多総合病院）

 ICUに入室した患者家族の‘思い’の経時的変化―国内の文献を用いて

の検討－ 〇藤原佳代子（秀明大学）

⑤ 一般演題Ⅴ15：30～16：20「臨床看護」座長：近藤貴代（知多厚生病院）
 慢性期病院におけるコロナ対応 -発熱外来の立ち上げとコロナ抗原検査体
制の整備- 〇磯和秀子（刈谷豊田総合病院）

 危機的状況から救い生きる希望へとつなげたケア -退院支援の関わりから
見えたこと- 〇中村和美，伊藤裕子，松岡サチ子，岡田慶子，植村真美
（公立西知多総合病院）

 高齢入院患者の食事場面における誤嚥予防を目指した看護師の臨床判断に

よるケア 〇大鐘ゆかり，渕田英津子（名古屋大学医学部附属病院看護

部）

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う A病院の褥瘡有病率の変化と要
因の調査 〇森淳一，太田真美（名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院）

 退院後離開創治癒遅延に関する要因 〇西本洋子（東京都立墨東病院）

以上、学術集会抄録集参照

成人看護学急性期/慢性期実習で役立てるため、上記の研究発表の内容を視聴
し、知見を広げることができた。また、寺澤先生の急性期看護の研究発表があ

り、共同研究者として参加させていただいた。
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2021年 11月 4日
看護実践研究センター御中

看護学部

丸山 陽子

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 35回日本手術看護学会年次大会
日時 2021年 10月 16日(土)午前 8時 40分~午後 6時 40分ライブ配信

2021年 10月 16日(土)午前 8時 40分~11月 24日(水)オンデマンド配信

場所 オンライン開催

内容 テーマ:周術期における手術室看護師の"ちから"患者を護りささえるために
シンポジウムⅢ:高齢化における周術期外来
司会:倉藤晶子,石田静恵 発表者:中屋貴子,西田奈緒子
手術時に皮膚障害が発生すると創部痛よりも強い痛みが生じ、手術以外の傷がな

ぜできてしまうのかという患者の疑問に対応することもあった。手術中の対策を

行っていても、手術中の長時間の同一体位や,皮膚バリア機能の低下に伴って褥
瘡やスキンテアが発生してしまうこともあり、術前から皮膚の脆弱性に着目し予

防的なスキンケアを実践することや、愛護的にテープを除去するなど、専門的知

識と技術を持ったスタッフを育成する必要がある。また,手術を受ける患者へむ
けてスキンテアの重要性を術前から認識させる重要性を学んだ。

シンポジムⅣ:手術看護の価値－エキスパートナースからの伝承
司会:古島幸江、松沼早苗 発表者:横山要、前田浩、迫平智江
患者にとって、手術というイベントは身体や心理、社会面に大きな影響を及ぼ

す。周術期に関わる看護師として求められるものや、やりがい、手術看護の価値

や存在意義について討議される様子から、改めて手術看護の専門性や特殊性を振

り返る機会となった。

チーム医療・安全管理 2-8施設における手術安全チェックリストの再編に関す
る文献検討、日本福祉大学 丸山陽子、寺澤真由（オンデマンド配信）

2020年 5月から研究論文に取り組み、採択されたため、オンデマンドで配信し
ていただいた。今後の課題として海外文献を含む文献検討を行い、研究課題を深

めていきたいと考えている。
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2021年 8月 28 日

看護実践研究センター御中

看護学部

教員番号：01820 氏名：丸山 陽子

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 日本看護研究学会

第 47回学術集会（WEB開催）

日時 2021年 8月 21日（土）～ 22日（日）オンデマンド配信

場所 オンデマンド配信にて自宅や研究室で視聴

内容 テーマ：脳と心のケアとサイエンス

視聴内容：

① 会長講演

脳とこころのケアとサイエンス 塩飽 仁（東北大学大学院医学系研究科

保健学専攻家族支援看護学講座 小児看護学分野 教授）

② 特別講演 1
心のケアにおける科学的理解の重要性と限界 生地 新 北里大学大学院医

療系研究科医療人間科学群発達精神医学 教授/日本精神分析学会 前会長）

③ 交流集会 2
発達障害特性が感じられる看護師への現認教育での課題と解決法の検討 西

田千夏（藍野大学 医療保健学部 看護学科） 合田友美（千里金襴大学

看護学部 看護学科）

④ 交流集会 10
ギャンブル等依存症対策とコロナ下での看護のあり方について 日下 修一

（聖徳大学 看護学部）

⑤ 口演 4 群慢性期看護

 O-13 慢性心不全患者の再入院を予防するための看護に関する文献検討
〇山本裕子，岩脇陽子，室田昌子

 O-14 心不全と糖尿病を併せもつ患者への看護ケアに関するコーピング
レビュー 〇山崎優介，澤岡美咲，黒田寿美恵

 O-15大腿骨骨折地域連携パスからみた退院先に関する患者要因
〇森山美鈴，津本優子，福間美紀，宮本まゆみ

⑥ 口演 5群 看護教育

 O-16 看護師の急変対応時における感情と行動特性の関連性
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〇宇都宮幸代，藤井聡

 O-17 中小規模病院における卒後 5年目までの看護師の看護実践能力と
職場支援との関連

〇柿木守，福間美紀，宮本まゆみ，津本優子

 O-18看護系大学院を修了した熟練看護師が認識する自己の役割
〇後藤直樹，西山ゆかり

⑦ 口演 11群 急性期・ターミナル看護

 O-41 本邦の看護師におけるＷork Engagementの研究動向
〇春名美恵，城丸瑞恵，澄川真珠子

 O-42 血液透析の開始見合わせや中止の意思決定時における看護実践の
実施状況

〇石川美智，阿部千賀子

 O-43 看護・看護職における終末期カンファレンスと終末期ケア態度と
の関連

〇丸石寛奈

 O-44 救急外来看護師の心的外傷体験に関する文献検討
〇寺澤真由，白尾久美子，丸山陽子

⑧ 示説 5群 急性・慢性期看護・がん看護

P-061， P-065， P-069，P-071， P-074， P-075などを確認した。
(学術集会 抄録集参照)

学修支援を行う中で、発達障害と診断されている、もしくはグレーゾーンの学

生に対する支援をどのようにおこなうべきか関心があったため、③の交流会に参

加した。病院側は、大学などの教育機関に、学生が発達障害とわかっているなら

実習や就職する前に、どの程度の障害や特性があるのかを前もって教えて欲しい

と希望された。しかし、学生の個人情報や先入観を植え付けることにもなり、実

習前には伝えることもあるが、ほとんどの教育機関が就職前には情報提供してい

ないと言われていた。学生の気持ちや困難感の程度をよく考えた上で、偏った意

見だけでなく、慎重に検討する必要があると感じた。

④のギャンブル依存症の交流会に関しては、機能不全家族の特徴として、一次

嗜癖の発現から現実逃避などが生じ、二次嗜癖のアルコール依存症などが生じる

概念図が紹介された。最終的に 10人程度の参加者となり、発言する場が設けら
れたため、依存症を支える家族への接し方などを質問した。

成人看護学急性期/慢性期実習で役立てるため、⑤，⑥，⑦の研究発表内容を
視聴し、知見を広げることができた。寺澤先生の研究発表があり、共同研究者と

して参加させていただいた。
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2022年 1月 7日
看護実践研究センター御中

看護学部

岩田 仁江

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 日本災害看護学会第 23回年次大会
日時 2021年 9月 4日

場所 オンデマンド配信

内容 新美先生が主体となってされている日本福祉大学看護災害調査研修プロジェクト

の員として「地域在住看護者の災害対応研修会受講による意識の変化」「地域

在住看護職を対象とした災害時住民支援に関する調査」「災害時の住民支援を目

指す地域在住看護職者を対象とした災害対応研修会」のポスター発表を行った。

COVID-19の影響で今年度の開催はオンデマンド配信となっており、質疑応答
もオンデマンド上であったため直接的なやり取りを行うことはなかったが、オン

デマンドでの配信期間が 1か月ほどあったため、スケジュールに縛られることな
く自分の気になる発表を聞くことができ非常に有意義であった。私自身が参加し

ている研究活動では災害時の避難所等での対応研修がメインとなっているが例年

全国各地で災害が起きており以前よりも「災害」という言葉を耳にすることも多

く、発表内容を拝見していてもそれぞれの施設で災害へのシュミレーションなど

をしており、近々で起きた災害が自分の町で起きたらどのようにこうどうすべき

かといった内容が多いように感じた。今までは災害訓練というとどこか現実とは

かけ蹴れた災害を想定して行っていたが、近年災害が頻発しているため、いつど

こでどのような災害が起こるのかわからないという危機感が強く生まれ、より具

体的かつ地域の特性に応じた訓練が行われているのだと感じた。私自身災害援助

に関わらせていただいてから月日もたっているため、地域の特性を生かした援助

や支援についてより層知識を深めていきたいと感じている。
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2022年 2 月 9 日

看護実践研究センター御中

看護学部

寺澤 真由

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 第 23回日本看護医療学会学術集会
日時 2021年 9月 25日

場所 オンライン開催

内容 学術集会テーマ：地域包括ケアシステムの真価と進化～新型コロナウイルス

（COVID‐19）との闘いを経験して～
オンラインにて、「救急看護師の心的外傷体験に関する量的研究の文献検討」

についての発表を行った。

国内外の文献から救急看護師の心的外傷体験を明らかにし、今後のケアの示唆

を得ることを目的とした。分析の結果、衝撃的な事態に遭遇した経験のある救急

看護師の割合は 53.8%～94%であった。心的外傷体験は、【目撃外傷体験】、【直
接外傷体験】、【聞く外傷体験】に分類された。【目撃外傷体験】が最も多く体験

されており、患児・患者の悲惨な状態や、多発外傷患者対応などがみられた。

【直接外傷体験】では、同僚・上司からの暴言・態度が最も多かった。IES-R
（改訂出来事インパクト尺度）を用いた研究では、PTSDのハイリスク状態とさ
れる 25点以上の内容は、同僚・上司からの暴言・態度や、自殺未遂や縊死の患
者を見たときなどであった。

一般演題では、新型コロナウイルス感染症流行に伴う、看護学生への影響に関

するものや、実習や学内演習の方法の検討などが発表された。「学びあい」の手

技に基づいた、看護技術習得の過程については、興味深く学ぶことが出来た。今

回の学びを今後の教育・研究活動に活かしたい。
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2021年 3 月 7 日

看護実践研究センター御中

看護学部

寺澤 真由

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 第 26回日本看護研究学会 東海地方会学術集会

日時 2022年 3月 5日

場所 オンライン開催

内容 学術集会テーマ：看護学と工学の接点

講演 1「看護大学における人間工学の教育について」，講演 2「看護学領域に
おける知的財産の発掘と利用－看工連携事業の推進－」，シンポジウム「看護学

と工学の接点と連携－看護学に工学的視点からアプローチする若手研究者たち

－」を聴講した。

講演 1では，人間工学の目的として，安全・安心・快適に生活を送る・健康の
保持向上であり、看護学と類似しており，労働負担，機器の使いやすさ，看護技

術の手技・手法，ボディメカニクス，ヒューマンエラーなど様々な部分で関連し

ていた。測定，統計分野においても解剖学では身長・体重などから，成長・発達

の分析や，肥満や痩せからの健康状態や、生活習慣病の早期発見にもつながって

おり，改めて看護学との接点が多いことを学んだ。また初学者にとって理解が難

しい内容を，ボディメカニクスでは，水平・垂直作業域や支持基底面の説明によ

って，移乗の際に対象者との距離を近づける根拠が分かりやすいと感じた。工学

と関係させることで，エビデンスとして有用であり，さまざまな視点から着眼で

きる能力を養うことによって，専門教育の基礎となることを学んだ。

シンポジウムでは，4つの演題の発表があった。点滴ルートの固定方法につい
て，現場では人によって固定方法の違いがあり、違いについて「先輩から教えて

もらった方法」，「いつもこのようにやっているから」と，エビデンスがなかっ

た。工学的に数値化して，標準化を行わなければ、エラーにつながり、大きな事

故が起きかねないと感じたのが動機であったと発表があった。改めて研究を行っ

ていく意義や、看護を提供していく中で、研究の必要性を強く感じた。これらの

講演から学んだことを活用して，今後の研究・教育活動を充実させていきたいと

考える。
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2022年 1 月 20日
看護実践研究センター御中

看護学部

寺澤 真由

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 第 35回日本手術看護学会年次大会
日時 2021年 10月 16日～11月 24日

場所 WEB開催（LIVE配信とオンデマンド配信）
内容 学術集会テーマ：周術期における手術室看護師のちから〜患者を護りささえるた

めに〜

シンポジウムⅠ「資格を持つ手術室看護師の役割遂行の現状〜最大限に力を発

揮するためにどう協同するか〜」、シンポジウムⅡ「新型コロナウイルス感染症

患者の手術を経験して」、特別講演「手術室における倫理」などを聴講した。

シンポジウムⅠでは、特定行為研修終了者の看護師の活用が推進される中、急

性期領域で必要な特定行為は何か。どのような特定行為看護師を育成するべきな

のか。部署の役割モデルとなることを期待した結果、特定行為看護師の活動に刺

激を受けた周りの看護師が、特定行為に当たらない看護を可視化し、実践するき

っかけになったという報告があった。麻酔科医、外科医、臨床工学技士など多く

の多職種と連携しながら日々看護を行っている手術室看護師だからこそ特定行為

看護師の役割が、自身の看護を見直す動機づけにつながったことを学んだ。

シンポジウムⅡでは、コロナウイルス対応で混乱した現場での取り組みの発表

があった。「COVID対応」のオーダーが出た場合、慣れないことも多く、手術
室スタッフの疲弊も大きい。現場では非常に細かいことで悩むことが多く、実践

トレーニングが大切であると学んだ。

特別講演では、看護職の倫理綱領をもとに、手術室看護師として遭遇する場面

での説明がされた。意思決定支援に確信が持てないときは、「本人にとっての最

善をめぐって一緒に考え、悩むこと」で決定の倫理的適切性を担保し、信頼関係

を厚くする。臨床倫理を考える際には倫理原則をもとに専門職としての役割を果

たせるよう、実習指導でも今回の学びを活かしていきたい。
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2022年 2 月 9 日
看護実践研究センター御中

看護学部

寺澤 真由

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 第 47回日本看護研究学会学術集会
日時 2021年 8月 21日～9月 3日（Live配信 8月 21日、8月 22日）

場所 オンライン開催

内容 学術集会テーマ：脳とこころのケアとサイエンス

オンラインにて、「救急外来看護師の心的外傷体験に関する文献検討」につい

ての発表を行った。

国内外の文献から救急外来看護師の心的外傷体験を明らかにし、今後のケアの

示唆を得ることを目的とした。分析の結果、42のコード、10のサブカテゴリ
ー、4のカテゴリーが生成された。常に緊張が強いられる現場、死と直結する判
断、常に求められる即時対応が必要であり、【日常的に緊張が強いられる環境】

であった。人間関係では、医師の感情に左右される日常、理不尽な要求への対応

が求められ、【緊張を強いられる対人関係】がみられた。虐待への対応、知り合

いへの切迫した対応、凄惨な光景への遭遇など、【非日常的な出来事の目撃】を

していた。患者による暴言・暴力、医療者による暴言・暴力など、【浴びせられ

る暴言・暴力】がみられた。救急外来看護師は、無力感・恐怖につながる体験、

予測できない身の危険を感じるほどの暴力など、様々な心的外傷体験をしている

ことが判明した。

Webでの交流集会、「多職種連携を促進する話し合いの進め方、ホワイトボー
ド・ミーティング」に参加した。実際に、ホワイトボード・ミーティングの進め

方や実践例の紹介がされた。またオンライン会議で、グーグルスライド・パワー

ポイントのスライド作成ツールを、ホワイトボードの代用にして、事例検討が行

われた。参加するメンバーのコミュニケーションを促進しながら、現状の把握や

課題とともに強みも明らかにする、効果的な会議進行スキルが必要であることを

学んだ。今後の研究・教育活動上で、COVID‐19の影響は避けられず、オンラ
インで学生と関わる機会が多いため、今回の学びを活かしていきたい。
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2022年 1月 11日
看護実践研究センター御中

看護学部

渡久地 麻衣子

学術集会参加報告書

下記のとおり、学術集会参加の報告をいたします。

名称 日本災害看護学会 第 23回年次大会
日時 2021年 9月 4日～9月 30日

場所 WEB開催
内容 一般演題(示説)において、災害復旧・復興対策としての

・地域在住看護職者の災害対応研修会受講による意識の変化

・地域在住看護職者を対象とした災害時住民支援に関する調査

・災害時の住民支援を目指す地域在住看護職者を対象とした災害対応研修会

以上 3演題を共同発表した。
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事業報告Ⅱ

看護実践研究センター公開プログラムを以下のとおり開催しました。

１．研究方法セミナー

（１）「看護研究の概要：看護研究とは？」(ラダーⅡ以上対象)
【講演日時】2021年 7月 16日（水）15時～17時
【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス

【講演者】 大橋幸美 （日本福祉大学 看護学部 准教授）

【参加者】 29名

（２）「看護研究方法：量的データ収集の考え方と具体的方法」(ラダーⅡ以上対象)
【講演日時】2021年 9月 8日（水）15時～17時
【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス （ZOOMにより実施）
【講演者】 森礼子（日本福祉大学 看護学部 准教授）

【参加者】 28名

（３）「看護研究方法：質的データ収集の考え方と具体的方法」(ラダーⅡ以上対象)
【講演日時】2021年 11月 24日（水）15時～17時
【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス （ZOOMにより実施）
【講演者】 山口桂子（日本福祉大学 看護学部）

【参加者】 19名

２．文献検討

（１）「第１部 文献を一緒に読んでみましょう」

【講演日時】2021年 6月 11日（水）17時 30分～19時
【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス

【講演者】 山口桂子（日本福祉大学 看護学部 教授）

【参加者】 7名

（２）「第２部 保健医療看護の動向を英語で読む①」

【講演日時】2021年 5月 12日（水）17時 30分～19時
【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス

【講演者】 宮腰由紀子（日本福祉大学 看護学部 教授）

【参加者】 4名

22



（３）「第２部 保健医療看護の動向を英語で読む②」

【講演日時】2021年 6月 2日（火）17時 30分～19時
【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス

【講演者】 平田弘美（日本福祉大学 看護学部 教授）

【参加者】 2名

（４）「第２部 保健医療看護の動向を英語で読む③」

【講演日時】2021年 7月 20日（火）17時 30分～19時
【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス

【講演者】 宮腰由紀子（日本福祉大学 看護学部 教授）

【参加者】 2名

（５）「第２部 保健医療看護の動向を英語で読む④」

【講演日時】2021年 9月 1日（水）17時 30分～19時
【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス

【講演者】 宮腰由紀子（日本福祉大学 看護学部 教授）

【参加者】 1名

３．看護倫理

（１）基礎編「日常生活に生きる看護倫理」(ラダーⅠ以上対象)
【講演日時】2021年 10月 5日（火）15時～17時
【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス （ZOOMにより実施）
【講演者】 小笠原ゆかり（日本福祉大学 看護学部 教授）

【参加者】 10名

４．トラウマインフォームドケア

「子どもと大人の絆を深める心理教育プログラム CARE（Child-Adult Relationship）」
【講演日時】2020年 12月 16日（火）13時～17時
【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス

【講演者】 長江美代子（日本福祉大学 看護学部 教授）

古澤亜矢子（日本福祉大学 看護学部 教授）

【参加者】 9名

５．メンタルヘルスケア

「サービスと人材管理を両立させる看護管理」

【講演日時】2021年 7月 9日（金）15時～17時
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【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス

【講演者】 佐々木菜名代氏（浜松医科大学医学部附属病院 看護部長）

【参加者】 30名

６．日本福祉大学 看護実践研究センター シンポジウム

「災害時の多職種構成チーム間の連携」

【講演日時】 2022年 2月 19日（土）13時 30分～16時
【講演場所】 「ZOOM」を用いてオンラインにて配信
【座長】

北川 喜己氏 （名古屋掖済会病院 副院長・救命救急センター長）

新美 綾子氏 （日本福祉大学看護学部 教授 看護実践研究センター運営委員）

【シンポジスト】

鈴木 伸明氏（群馬県社会福祉協議会 災害福祉専門幹 ぐんま DWAT事務局）
小早川義貴氏（国立病院機構本部 DMAT事務局・福島復興支援室）
河嶌 讓氏 （厚生労働省委託事業 DPAT事務局次長）
大黒 英貴氏（日本歯科医師会災害時対策・警察歯科総合検討会議委員、

岩手県歯科医師会専務理事）

岡崎 敦子氏（国立病院機構災害医療センター 災害看護専門看護師）

【参加者】110名
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（一部有料）
無 料
参加費

内容の詳細や申し込み方法は、
ホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大状況により、オンライン
での公開プログラム実施に変更する場合があります。

https://www.n-fukushi.ac.jp/nprc/ ▼プログラム概要は
裏面をご覧ください

主 催

日本福祉大学 看護実践研究センター
〒477-0031 愛知県東海市大田町川南新田229
TEL：0562-39-3811

研究方法セミナー
（ラダーⅡ以上対象）

7/16（金）15：00～ 17：00
① 看護研究の概要：看護研究とは？
大橋　幸美 准教授

（ラダーⅡ以上対象）

9/8（水）15：00～ 17：00
② 看護研究方法：量的データ収集の考え方と
　具体的方法
森　　礼子 准教授

（ラダーⅡ以上対象）

11/24（水）15：00～ 17：00
③ 看護研究方法：質的データ収集の考え方と
　具体的方法
山口　桂子 教　授

看護倫理

メンタルヘルスケア

小笠原ゆかり 准教授

浜松医科大学医学部附属病院　看護部長　佐々木菜名代 講師

10/5（火）15：00～ 17：00

基礎編 日常活動に生きる看護倫理

7/9（金）15：00～ 17：00

サービスと人材管理を両立させる看護管理

ホームカミングデー
（同窓会との共同開催予定）

7/3（土）

卒業生集まれ！
職場のこと、自分のこと、なんでも話そう

臨地実習指導者の
つどい

シンポジウム

11/17（水）15：00～ 17：00

臨地実習指導についての情報共有と意見交換
2 月中旬開催予定

（決定次第、HPでご案内します）多職種連携の実際 （仮題）

公共交通機関でお越しください

名鉄太田川駅　下車徒歩 5分

文献検討
山口　桂子 教授

第 1部 文献講読：文献を一緒に読んでみましょう
6/11（金）17：30～ 19：00

トラウマ
インフォームドケア

1/27（木）13：00～ 17：00

「子どもと大人の絆を深める心理教育プログラム
CARE（Child-Adult Relationship Enhancement）講座」
長江美代子 教授 古澤亜矢子 准教授　（参加費：7,000 円）

教授宮腰由紀子 教授

第 2部 保健医療看護の動向を英語で読む
5/12（水）17：30～ 19：00
6/ 2（水）17：30～ 19：00
9/ 1（水）17：30～ 19：00

平田　弘美

7/20（火）17：30～ 19：00
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看護実践研究センター
2021年度　公開プログラム

プログラム 開講日程 担当者 プログラム概要

研究方法セミナー①
「看護研究の概要：看護研究
とは？」
（ラダーⅡ以上対象）

7/16（金）
15：00～ 17：00

大橋　幸美 准教授 看護の現場ではエビデンスに基づく看護実践がますます期待
されています。看護研究とは何か？誰に貢献しているのか？
どのように？どのような方法で行えばいいのか？看護研究
を始める方、進めている方へ、概要についてわかりやすくお
話しします。

研究方法セミナー②
「看護研究方法：量的データ
収集の考え方と具体的方法」
（ラダーⅡ以上対象）

9/8（水）
15：00～ 17：00

森　　礼子 准教授 物事を的確に捉えるには、事実を客観化できるデータを用い
て分析することが有効です。質問紙調査とはどのように行う
のか、質問紙の作成やデータ収集、分析に関する基本的な考
え方と方法について紹介します。

研究方法セミナー③
「看護研究方法：質的データ
収集の考え方と具体的方法」
（ラダーⅡ以上対象）

11/24（水）
15：00～ 17：00

山口　桂子 教　授 研究の具体的方法は、“研究目的”に即して決まります。看
護の臨床現場や教育現場で起こっている様々な未知の現象
について、実態をより詳細に明らかにしようとする研究で用
いられる、インタビューや面接、自由記述などによって得ら
れる質的データ収集についての基本的な考え方や方法につ
いて解説します。

文献検討（第１部）
「文献講読：文献を一緒に読
んでみましょう」
（定員：10名）

6/11（金）
17：30～ 19：00

山口　桂子 教　授 文献や論文を、クリティークの視点をもって正しく読み解
き、活用していくことが大切です。演習形式で、ゆっくりじっ
くり、文献を読んでいきましょう。

文献検討（第２部）
「保健医療看護の動向を英語
で読む」
（定員：10名）

5/12（水）
6/ 2 （水）
9/ 1 （水）
時間はいずれも
17：30～ 19：00

宮腰由紀子 教　授 海外の保健医療看護の状況を、新聞に掲載されたニュース
や、WHOのホームペイジや学術雑誌のトピックスを、皆
で読みながら、世界の動向を知りましょう。また、英文を読
む際に気を付けておきたいことやちょっとしたコツを知る
ことで、英文が身近になってきます。

7/20（火）
17：30～ 19：00

平田　弘美 教　授

看護倫理（基礎編）
「日常生活に生きる看護倫理」

10/5（火）
15：00～ 17：00

小笠原ゆかり 准教授 看護倫理の基礎的知識を学ぶ中から、看護倫理の原理を理解
します。また、日常の看護活動における実践事例の検討を通
して、倫理的知識と技術の基盤を再確認するとともに、展開
する上で必要な倫理的態度について考察を深めます。

メンタルヘルスケア
「サービスと人材管理を両立
させる看護管理」

7/9（金）
15：00～ 17：00

浜松医科大学
医学部附属病院
看護部長
佐々木菜名代 講　師

看護管理者には利用者へのサービスの質担保とともに、ス
タッフのキャリアを保証する人材管理の 2つのマネジメン
ト力が求められています。
コロナ禍にあって、看護スタッフの身体的・心理的疲労は計
り知れませんが、管理者としても、看護実践を支えていくこ
とへの悩みは尽きません。
そこで、基本的な看護管理の視点から昨今を振り返りなが
ら、悩みを共有していきたいと思います。

トラウマインフォームドケア
「子どもと大人の絆を深める
心理教育プログラムCARE
（Child-Adult Relationship 
Enhancement）講座」
（定員：30名）

1/27（木）
13：00～ 17：00

長江美代子 教　授
古澤亜矢子 准教授

CARE は、子どもとよりよい関係を築く時に大切な養育のス
キルを体験的に学ぶことができる、トラウマインフォームド
な心理教育プログラムです。2歳前後から思春期の子どもと
かかわるすべての大人を対象にしていますが、今回は専門家
（子どもに関わる医療福祉教育機関のスタッフなど）を対象
に実施します。

ホームカミングデー
「卒業生集まれ！
職場のこと、自分のこと、
なんでも話そう」

7/3（土） 同窓会との
共同開催予定

看護学部同窓会との共同企画として、卒業生の皆さんが一堂
に会する「ホームカミングデー」を開催します。同期の友人
や先輩・後輩、看護学部教職員の皆さんと、気を遣わずにた
くさんお話ししましょう。

臨地実習指導者のつどい
「臨地実習指導についての
情報共有と意見交換」

11/17（水）
15：00～ 17：00

開学して 6年目をむかえ、本学の教育理念にそった臨地実
習のあり方も少しずつみえてきました。本学の臨地実習に携
わって頂いている施設の臨地実習指導の皆様とともに、臨地
実習指導の実際について振り返り、現状の課題を明確にして
いきたいと思います。

シンポジウム
「多職種連携の実際」（仮）

2月中旬
（決定次第、HPで
ご案内します）
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ैऊपघॊ॑ٳٳ
ञीप୦॑घोयؚ
୦ऋॎऊॊभऊء

ଢ଼भూବ

ળমਮ෩่؟ك2005ق૧ଢ଼मगीभన,52-53,ୢ৾છ

How
much?

ଢ଼ੑછ

Xଢ଼भూବधਖਡ Ѝ৯भન৲
ଢ଼ॸشঐभ୦ऋؚनऒऽदैऊपऩढथःॊभऊء
ऽटؚॎऊढथःऩःभमनोऊء

X୦॑ৌधघॊभऊقءৌك
नभेअऩ೧दଢ଼॑ষअभऊء

Xनभेअपੴॊभऊء
০କऒढथःॊਠ॑ถखऎੴॊभऊء
ءधभঢ়બ॑ੴौअधघॊभऊٳٳधٳٳ

नऒऽदੴॊभऊقءଢ଼भඳਡधੀك
Xৰୡ॑ষअभऊஂءো॑ষअभऊء
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ઋౣ؟ك2005قಏ෫ৰᄷप૽য়ण่૧ଢ଼फ़ॖॻ੦ຊधৰᄷ,71,่૧भఐ৾

ଢ଼ॸشঐ

ଽଶஞ෩؟ك2013ق੦মऋॎऊॊ่૧ଢ଼অॠॼش६NOTE,20 35,Gakken

ః૰ఊ(2013)่؟૧ଢ଼१ॡ७५ঐॽগ॔ঝقৗග22,ك,ग़५؞ग़؞ग़५

ଢ଼खथाञःॸشঐभखऻॉाء

ਸ਼1మ ০ঢ়ੱृ௪भँॊਖ॑घसथછऌলखथाॊ
Ў

ਸ਼2మ ௪ृঢ়ੱभৈःದपરದਜ਼॑णऐॊ
Ў

ਸ਼3మ રದਜ਼भৈःਖभরदؚঽীঽମृఢ೧भଞभ่૧ਜप
૽য়ठजअऩुभ॑ःऎणऊ৭व

Ў

ਸ਼4మ जभরदؚৎधउসृੈৡखथऎोॊযقਝكभએऊैઅइथؚ
ਠৰपଢ଼ऋষइॊुभ॑৭व

ળমਮ෩่؟ك2005ق૧ଢ଼मगीभన,27,ୢ৾છ

ଢ଼पेढथैऊपखऩऐोयऩैऩ
ःઑਖटौअऊء

Xजभଢ଼मমਊपृॉञःऒधऩभऊء
௪(ྜྷੱ؞ർੱكऋಲਢघॊुभऩभऊء

Xৠखथੲपऩैङؚঽैभக௴॑௴पधैइॊ

ଢ଼धखथਛॉয়णञीभڮणभ੯
Xઑਖपઓढञऒधऋؚ⋇ଢ଼भ௪মਜ਼दमऎؚଞभ่૧
ਜऩनप൬੪दऌॊुभقਙك

⋈ऽटजभਖऋੰৠदँॊऒधقஆਙड़জ४ॼজॸॕك

ધ൴ਫ਼ด؟છආ හ ਁਃঢ়ॹشॱ ৗୂ ॿॵॺੲਾetc

Xଢ଼ॸشঐभള॑ೂऐؚॉ॒दःऎञी
୦ऋनऒऽदॎऊढथःॊभऊءঽীभଢ଼भઅ

X৷ୁभન৲भञी

Xভਠ૾قਖكभཔ

Xଢ଼্১भਫ਼ୈभञी

Xટपणःथसॊञी

ྡྷส,యౣ(2012):मगीभనऊैृऔखऎਤीॊऊ॒ञ่॒૧ଢ଼,73,વൡ
హিඥ(2017)่؟૧ଢ଼ Step by Step(ਸ਼5ග),9,ୢ৾છ

ॹشॱঋش५ਫ਼ด

পઠམ൰่؟ك2017ق૧भਠৃदघएप૽য়ण่૧ଢ଼भএॖথॺॸشঐ৭लऊैऽदभ॥ॶऋॎऊ
ॊ37-36,آ,ೢਮ३५ॸ

उघघीآ
Google scholar
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ધ൴॑ഭिآآ
Xঢ়ੱभँॊॸشঐЍ௪ऎഭिقഭीॊك

Xঽীञठभଢ଼্১भুমपऩॊ
इय؟ৌभ৭ যਯऩन

Xदऌॊटऐৗखःધ൴॑ഭिЍਬऌ؞ཚਬऌ

Xಪਖ਼पഭिقॡজॸॕشॡك

Xધฆभછऌ্भउুমपऩॊ

ঽীقكभଢ଼पॉऊऊौअधઅइञधऌप
َघदपؚैऊपऩढथःॊऒधमীऊढञُآ
َੴैऩऎथमऩैऩःऒधधमؚ
नभेअऩহटौअऊُء

َँॊ્भੴ॑েाলघञीपमؚनभेअऩ
ଢ଼্১ऋਏधऔोॊभटौअऊُء

َँॊ્भਠमؚनभेअपखञैऎऒधऋ
दऌॊभटौअऊُء

َनभेअऩ্১ऋઞ৷दऌॊभटौअऊُء

ྡྷส,యౣ(2012):मगीभనऊैृऔखऎਤीॊऊ॒ञ่॒૧ଢ଼,64,વൡ

ଢ଼ॸشঐऊैଢ଼্১भৠ

ଽଶஞ෩؟ك2013ق੦মऋॎऊॊ่૧ଢ଼অॠॼش६NOTE,31,Gakken

ྡྷส,యౣ(2012):मगीभనऊैृऔखऎਤीॊऊ॒ञ่॒૧ଢ଼,57,વൡ

ଢ଼भଢ଼ॹ२ॖথ

X੶ॹ२ॖথَ؟ৰଙർُਯभ੶धजोैभ્ඉ
॑ৄॊؚଢ଼ৌभ୦ैऊभৰଙ॑ർघॊ

Xৼঢ়ঢ়બॹ२ॖথ؟হৰृਠप2णਰभਏಞقਯكभ
ঢ়બਙ॑ർ
ஂোقஆয়ਯكभඝ৲ଁ؞ණق॥থॺটشঝණؚ
ৌසණكभਝଁ؞ණषभ૮ನસॉਊथभથ૮

X-ৰୡॹ२ॖথ؟ৌऋ૮ನपଁණपસॉਊथैो
ऩः

Xৰୡॹ२ॖথ؟ৌमଁණप૮ನपસॉਊथैोॊ
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ସଢ଼

્भ॑৷ःथହखऌोऩःৃ়प৷ःॊଢ଼

ृਯகقः؞ऩः/ৈः؞ःಉكदਠदऌऩः

೧ुॎऊैऩःقସਖ؞Ⴣ২दୂऐऩःك
Ў

ਠ؞হ؞হৰ॑୴ؚધฆदਠ
ଢ଼ऋਤिपखञऋढथोदथऎॊ

ସଢ଼

ྡྷส,యౣ(2012):मगीभనऊैृऔखऎਤीॊऊ॒ञ่॒૧ଢ଼,129,વൡ

ઋౣ؟ك2005قಏ෫ৰᄷप૽য়ण่૧ଢ଼फ़ॖॻ੦ຊधৰᄷ,69,่૧भఐ৾

่૧ଢ଼पउऐॊ৶ୖ
X ৶ਖधमءଢ଼पेढथ೩औ॒भମ৬ؚযਥृউছॖং३॑ش
૩खथःऽअऒधपेॉেगॊਖ

ICN(ব่૧ੈভكभ่૧ଢ଼भञीभ৶ଉ
⋇૩॑ਸइैोऩःਥਹ
⋈৸એऩੲਾ৫ં॑ਭऐॊਥਹ
⋉ঽഞৠभਥਹ
⋊উছॖং३شउेलᅮਙؚഡऋ৳૧औोॊਥਹ

ળমਮ෩่؟ك2005ق૧ଢ଼मगीभన,77,ୢ৾છ

ଢ଼भਁ৫؟ ઠ୍ં؞ହقএ५ॱكش

ྡྷส,యౣ(2012):मगीभనऊैृऔखऎਤीॊऊ॒ञ่॒૧ଢ଼,212,વൡ
૯ౣे؟ك2005قऎॎऊॊ่૧ଢ଼भਤी্؞ऽधी্ਸ਼3ග,142,ୢຓఇলගઙૄভ
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่૧ଢ଼भਁ৫؟ધൿ؞ံ

ྡྷส,యౣ(2012):मगीभనऊैृऔखऎਤीॊऊ॒ञ่॒૧ଢ଼,185 187,વൡ
૯ౣे؟ك2005قऎॎऊॊ่૧ଢ଼भਤी্؞ऽधी্ਸ਼3ග,156,ୢຓఇলගઙૄভ

અ؞ਬ৷ધ൴
X హিඥ(2017)؟హিඥभ่૧ଢ଼ Step by Step(ਸ਼5ග),ୢ৾છ

X హিඥ؞রৈ؞ဆৄق૰؟(2015)كংشথ६ॢ٭ঝشঈ่૧ଢ଼োਉ෩ਸ਼7ග௬؞়ଁ؞
ग़অॹথ५भেਛ,ELSEVIER

X D.F.এشজॵॺ٭C.T.ঋॵॡ෩ઢဋق૰่؟(2010)ك૧ଢ଼ਉ৶ध্১ਸ਼2ග ,ୢ৾છ

X ྡྷส,యౣ(2012):मगीभనऊैृऔखऎਤीॊऊ॒ञ่॒૧ଢ଼,વൡ

X ଽଶஞ෩؟ك2013ق੦মऋॎऊॊ่૧ଢ଼অॠॼش६NOTE,Gakken

X ః૰ఊ(2013)่؟૧ଢ଼१ॡ७५ঐॽগ॔ঝقৗගك,ग़५؞ग़؞ग़५

X ળমਮ෩่؟ك2005ق૧ଢ଼मगीभన,ୢ৾છ

X ઋౣ؟ك2005قಏ෫ৰᄷप૽য়ण่૧ଢ଼फ़ॖॻ੦ຊधৰᄷ,30,่૧भఐ৾
X ਆข෩؟ك2013قमगीथभ่૧ଢ଼ੑછभછऌ্ౣ,ওॹॕढ़লග

X পઠམ൰่؟ك2017ق૧भਠৃदघएप૽য়ण่૧ଢ଼भএॖথॺॸشঐ৭लऊैऽदभ॥ॶऋॎऊ
ॊآ,ೢਮ३५ॸ

X ૯ౣे؟ك2005قऎॎऊॊ่૧ଢ଼भਤी্؞ऽधी্ਸ਼3ග,ୢຓఇলගઙૄভ
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ଐஜᅦᅍܖٻჃᜱܖᢿ
ӝޛ ܇
( 2021. 11. 24 )

ଐஜᅦᅍܖٻჃᜱܱោᄂᆮǻȳǿȸ
Ⴣᜱᄂᆮ૾ඥǻȟȊȸ

ឋႎȇȸǿӓᨼƷᎋƑ૾Ʊ
φ˳ႎ૾ඥ

ᮏ᪥ࡢ┠ᶆ

• ឋႎȇȸǿӓᨼƷᎋƑ૾Ʊφ˳ႎ૾ඥ

ƴƭƍƯŴྸᚐǛขǊǔ

¾ឋႎƳȇȸǿӓᨼƸƲƷǑƏƳᄂᆮႸႎǛ

ᢋƢǔƨǊƴᢘƠƯƍǔƔ

¾ឋႎƳȇȸǿӓᨼƴƸƲƷǑƏƳ૾ඥƕƋǔƔ

¾ឋႎƳȇȸǿӓᨼƸφ˳ႎƴƲƷǑƏƳư

ᡶǊǔƔ

ȷȷƲƷǑƏƳᛯ૨ƕǤȡȸǸƞǕǇƢƔᲹ

ࡣ✲◊

ǘƔǔᲴ˳ᚐȷज़ᚐȷྸᚐȷॖᚐ

ᄂᆮƸŴẐྸᚐẑƴؕƮƘǘƔǓ૾ŵ
ᚕᓶǍᚡӭǛဇƍƯᐯမǍʴ᧓ɭမƷ
ྵᝋǛǘƔǖƏƱƢǔ૾ඥƷ1ƭŵ

¾ ɭƷɶƴƸŴƦƜƴנ܍ƠƯƍƯǋŴᚕᓶƴ
ƠƳƚǕƹǘƔǒƳƍƜƱƕٶƘƋǔŵ

¾ ᚕᓶǍᚡӭƴፗƖ੭ƑǔƜƱƴǑƬƯŴ
ӷơƜƱǛ࣬ƍ੨ƘƜƱƕưƖǔŵ

¾ ƋǔྵᝋǛᚕᓶƴƢǔƜƱưŴʴŷƕǘƔǓŴ
ƦƷƜƱǛ̅ƏƜƱƕưƖǔŵ

ૼƠƍჷᜤƕفƑǔƜƱ
ᲷᄂᆮƷႸႎ

┳ㆤᐇ㊶䛿䚸⌮ㄽ䛻䜒䛸䛵䛟ᐇ㊶
䠙EBN

䖪᪂䛧䛔▱㆑䛾ά⏝䛜ྍḞ

ჃᜱܖᄂᆮƷཎ

• ᝋưƋǔधᎍƱܱᎍưƋǔჃᜱᎍ᧓Ʒݣ

Ⴛʝ᧙̞ƴƓƍƯǓᇌƬƯƍǔჃᜱܱោƷ

ǋƭཎȷȷȷƦƷǇǇᄂᆮƴǋӒପƞǕǔ

ȷࣱ̮ŴࣱڲƷᚰଢƷᩊƞ

ȷᙐӳᅹܖƱƠƯƷჃᜱܖ

◊✲ィ⏬᭩ࡢసᡂ

• ᄂᆮᚘဒƴƔǕǔǂƖϋܾ

ᲫᲨᄂᆮȆȸȞ

ᲬᲨᄂᆮႸႎȷȷႸႎƷଢᄩ҄

ᲭᲨᄂᆮѣೞ

ᲮᲨƜǕǇưƷჷᙸƱǪȪǸȊȪȆǣƷᄩᛐ

ᲯᲨᄂᆮƷॖ፯

ᲰᲨᄂᆮƷȇǶǤȳƱφ˳ႎ૾ඥ

ᲱᲨǿǤȠǹǱǸȥȸȫ

ᲲᲨᄂᆮƴᙲƳཋԼǍኺᝲ

ᄂᆮႸႎƷଢᄩ҄

ᲫᲨᐯЎƕᐻԛǛਤƬƯƍǔር

ȆȸȞƱƳǔʙᝋǁໜ҄

ᐯЎƷᄂᆮȆȸȞƷ૨ᇘ҄

ᲬᲨ૨ྂǛᄩᛐƠŴƜǕǇưƷ

ᄂᆮѣӼǛჷǔ

ᲷǪȪǸȊȪȆǣƷᄩᛐ

ᲭᲨᄂᆮॖ፯Ʒᄩᛐ

6

ᐯЎƷᄂᆮȆȸȞȷႸႎƷ૨ᇘ҄

žȷȷǛݣᝋƴŴȷȷǛᘍƍŴ
ȷȷǛჷǔſ

ᑠඣ┳ㆤᏛ
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ᄂᆮƴႇئƢǔǋƷƸᲹ
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㸦௰㛫ࡢ㛫࡛ࡢỴࠊ

Ᏺࡁ⛛ᗎ㸧

2

ဃ↗↗↱↚ⅱ↺͒ྸℲ

Q ⏚␂⏷⏤ઇద⏜⏾⏜␣␀⌊Զ൪⏯⏷ࠇ⏤ੋ␤⏾⏜␖⏯⏷⌋
ఙ␢Փ⏯␖⏯⏷⏤⌊⏵␆ࠇ␆Ӎ⏧␃␇⏚␂⏷⏯⏣⏜␖⏳⌋
⏚␂⏷␂␡␁⏞⏯␖⏱⏣⌋

ૈ౾Ϸ֖ҔͥHP␠␢

3

ဃ↗↗↱↚ⅱ↺͒ྸℳ

• ͒ྸ↞⅚ᘍⅳ↳७ࡇⅻ⅚

Ⅴᑣⅳⅺ∝फⅳⅺⅥⅤദↆⅳⅺ∝᧓ᢌ→↕ⅳ↺ⅺⅥ

Ⅴ↙↋↝↷ⅵ↙ᘍѣ⇁ↈ↺↝ⅺ≋ↆ↝ⅺ≌Ⅵ

↗ⅳⅵↂ↗⇁౨᚛ↈ↺⅛

• ᅈ˟↝ɶ↖˴↸ⅺ↝ᘍໝ⇁ↈ↺↗ⅼ↚⅚

Ⅴↂ↻↞ծⅳↂ↗ⅺ⅚ദↆⅳↂ↗ⅺⅥ↗Йૺↈ↺ᨥ↝ఌਗ⇁⅚

Ⅴ͒ྸⅥ↗ᚕⅵ⅛

4

ဃ↗↗↱↚ⅱ↺͒ྸℴ

z↗↺↨ⅼᘍѣ↚↓ⅳ↕ᢠ৸Ꮓ⇁ᎋⅷ⅚↝ɶ↖Ⅴ↘↝ᘍѣ⇁↗↺↨
ⅼⅺⅥⅤ↝ᘍѣ⇁↗↺↝↞↙↋ⅺⅥⅤ↘↝↷ⅵ↙७ࡇ⇁↗↺↨ⅼ
ⅺⅥ↗ᎋⅷ↺ↂ↗⇁ᢊႎ࣬ᎋ≋moral reasoning≌↗ⅳⅵ⅛↝ᢅᆉ
↖⅚७ࡇ↳ᘍѣ↝ॖԛ⅚ᑣↆफↆ≋ծफ≌⇁ᆃࡀᇌ↕↕ӿԛↈ↺⅛

ℋ͒ྸႎЙૺ

zⅤᑣⅳⅺ∝फⅳⅺⅥⅤ˴⇁↙ↈ↨ⅼⅺⅥ↗ᎋⅷ↺ↂ↗↞⅚ᐯЎ↝ʴ
ဃ↖ٻЏ↚ↆ↕ⅳ↺↱↝⅚↓↭↹ⅤᐯЎ↝̖͌ᚇⅥ↖ⅱ↺⅛

• ̖͌≋value≌≝ᐯЎ↚↗→↕ٻЏ↚ↆ↕ⅳ↺↱↝⅛

5

ဃ↗↗↱↚ⅱ↺͒ྸℵ

z̖͌ᚇ↝↚ࢨ᪪ↈ↺↱↝

• ဃᏋؾ

• ᅈ˟ᙹር

• ૨҄

• Ꮀಅ ౯್ほ

⏕⫱⎔ቃ

̼৽ϴҙ

⏠␆ҡ␜ࡐ

♫つ⠊

ਯ੫⌎⏯⏥⏷␢⌎
ϧ࠼⌎ܪІढ⌎
ృൣ

⫋ᴗ㸦┳ㆤࡢሙྜ㸧

Լֵ⌎ࠇІ␆ऎ՟⌎֠ః⌎

␁␂⌎Әϻො

ᩥ

ඥ⌎ך֭ࠀ

ІЈԂ␆ඔࠇ
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zჃᜱ͒ྸ↗↞

• ͒ྸ↝ᎋⅷ૾⇁Ⴣᜱ↝Ў↚ࣖဇↆࣖဇ͒ྸ↝ɟ↓

ჃᜱݦᧉᎰ↗ↆ↕↝ᝧ˓∝ᝧѦ⇁ᘍↈ↺↰↝

ⅤᢊႎЙૺⅥ↝ؕแ↗↙↺↱↝⅛

zჃᜱ͒ྸ↞⅚ჃᜱᎰ↗ↆ↕↝ᑣⅳ∝ᑣⅾ↙ⅳⅱ↹૾∝
ᘍໝ⇁౨᚛ↆ⅚↭⅚ჃᜱᎰⅻ↝↷ⅵ↚ᘍѣↈ↺
≋ↆ≌ఌਗ⇁ᛟଢↈ↺ↂ↗↚ࢫᇌ↓⅛

7

Ⴣᜱ͒ྸ↝≕↓↝᩿ͨ

Ⅎ ̾⅝↝ܱោᎍ↝↰↝Ⴣᜱ͒ྸ

ℳ ჃᜱݦᧉᎰμ˳↝↰↝Ⴣᜱ͒ྸ

⌽Ϸ֖۴␆ඍ൛בඊ ⌲⌱ʤ଼ࠢ⌲⌾⌱ૈ౾Ϸ֖Ҕͥࢦ

ૈ౾Ϸ֖Ҕͥ␆⌽Ϸ֖۴␆ඍ൛בඊ⌾␇⌊நʷ⌊ঁʠ⌊Ϊׁ⌊ҡʡ⌎ՎѴЯЈ⌊

⌋␢⏚⏿ࠅښך⏷⏯␀Ϸ֖۴त⏞ךۢ⏿߈␣␞␡⏚⌋␁␂ЯЈࡇך

⏼␃ۢ␆Рୟਃҍ⏱␣␚␆⏿⏚␣⌋␖⏷⌊Ϸ֖␆ف␣ղ␆ۢ߰␢చۋ

⌊␣⏚⏿␆␚␣⏱ۈ۲ͥ␃त⏯⏾ೀ⌋␆ୗʇ␣⏩ܕ⏥ʲ⏾⏯␀ߠ೧⏾⏜

8

ICNჃᜱࠖ↝͒ྸዠ᪸≋2012࠰༿≌

ᚪද≝ↂ↝૨ɶ↝ⅤჃᜱࠖⅥ↗↞⅚Ҿ૨↖↞ nurses↖ⅱ↹⅚ᚪ
૨↖↞ᘙᚡ↝༁ᩃↄ⇁ᢤↀ↺↰↚ⅤჃᜱࠖⅥ↗ⅳⅵᚪᛖ⇁↕
↺ⅻ⅚βᚩ⇁ஊↈ↺ჃᜱᎰↈ↨↕⇁ਦↈ⅛

Ⴣᜱࠖ↝͒ྸዠ᪸

Ⴣᜱࠖ↝͒ྸ↚᧙ↈ↺ᨥႎ↙ዠ᪸↞⅚1953 ᨥჃᜱࠖ↚࠰
ң˟≋ICN≌↚↷→↕И↰↕৸ↄ↻⅛↝ࢸ⅚ↂ↝ዠ᪸↞˴
ׅⅺ↝ોᚖ⇁ኺ↕⅚ʻׅ⅚2012 ⅛ᙸႺↆ↗ોᚖ↚ᐱ→↝࠰

9

ICN ⅤჃᜱࠖ↝͒ྸዠ᪸Ⅵ≋2012≌

ࢦ

Ϸ֖4␇␃ڗ⏼␆Р౾ਘ⏤⏚␣⌋ ⏱␂⏹⌊ Լֵࣳࠄ
⏯ ⌊ ۠நഛ౫⏯ ⌊ Լֵͧ⏯ ⌊ Әϻො⏱␣⏫␀⏿⏚
␣⌋ Ϸ֖␆⌤⑅␇⏚␡␞␣ࠇ⌡␃ேఛਘ⏿⏚␣⌋

Ϸ֖␃␇⌊ ̱ਘՊൖ⌊ ⌋Պൖ␆ॆࢠ␀ऌࡐ ऎ՟డ⏼Պൖ⌊
⏵⏯⏾ԓʍ␆⏫␚⏻⏷त̔ܕ⏩␣Պൖ␂␁␆ࠇՊऎ݃⏱
␣⏫␀⏤⌊ ⏵␆౾ۡ␀ ⏯⏾⏻ ⏾⏜␣⌋ Ϸ֖␇⌊ ඬ⌊
ୱௌ␆ߡ⌊ ⌋ߎߨ ̱⌊ ⌋ந۠␜΄ ⑃⑾⌤⌊ ⌋֦ښਘࡅ
⌋ࡪ ⌋ۃࡇ ⌋ࠇ ۲ͥਘঁʄऎ݃⏱␣␚␆⏿⏚␢ ⌊ ⏫␤
␡൛␃ࡁ⏭␤␣␚␆⏿␇␂⏜⌋

Ϸ֖ڗ␇⌊ լࠇ⌊ ̼आ⌊ ঁʠ۲ͥ␃④⑶⑄⑀⌤⑄ਃҍ⏯ ⌊
⑄ղ⏤ਃҍ⏱␣⑀⌤⑄␀Ј⑶⌤③⏤ਃҍ⏱␣⑀⌤ۋ
⌊␣⏣␇ࡈৄ␆

10

͒ྸዠ᪸↝ؕஜ᪸؏Ⅎ

• Ϸ֖␆ڗ೧ߠ␀⏯⏾␆़ʤяਘ␂␇⌊Ϸ֖ஒവ␀⏱␣ࠇ⌡␃त⏯⏾ऌك⏱␣⌋

• Ϸ֖ڗ␇⌊Ϸ֖ਃҍ⏱␣␃ف⏯⌊լࠇ⌊̼आ⏢␠␋ঁʠ۲ͥ␆ࠇՊ⌊̵ॿЁ⌊ܪϧ
⌊⏱Ұ⏤ऎ݃⏭␤␣␠⏞␂ϴҙ␆ۢեࣹߨ␋␠⏢

• Ϸ֖ڗ␇⌊լࠇ⏤␜ඁۃ␃ʍ⏱␣ࡍ⌋⏿߁Π⏿ܻ௰␂ߌష⌊ثਚ␂ۀЬ␃⌊
̱␃ਚ⏯⏷ుృ⏿Πۢ␃ઌ␡␤␣␠⏞␃⏱␣⌋

• Ϸ֖ڗ␇⌊լߌࠇష܉୳⏯⌊⏫␤Ғഋ⏱␣߈␃␇ਚ␂ॹ␃Р⏽⏜⏾ך⏞⌋

• Ϸ֖ڗ␇⌊ʤ۲ͥ␆܅␃⏧␀⌋⌡ࠇ⏜ࠇ␣⏚␃߈⌡␆Լֵ߁␆⌤⑅⏢␠␋۲ͥ
ਘ⌤⑅ಠ⏷⏱⏷␙␆ךн⏫⏯⌊␣⏱˽ڛ۲ͥ␀௰⏣⏹⏞⌋

• Ϸ֖ڳ⌋␇ڗգଅ௰⏢␠␋డԼʝඁ⌊۲ͥਘ⌎Ԛصਘ⑀⌤⑄␐␆⑆⑄␃⏢⏜⏾⌊
֠ఃࡍ۲ͥ␀ࡅяന֖⏱␣⌋

• Ϸ֖ڗ␇⌊ऎԓ␆␚⏻⏾ߨ␜␢␜⏜ڙ⌋⏠̔␃⌡ࠇൈר⌋ࡅԳ⏭⌋⏯ۈ೧ߠ␀
⏯⏾␆̵ॿۋ␡ढե⏱␣⌋

1.┳ㆤᖌேࠎ

11

͒ྸዠ᪸↝ؕஜ᪸؏ℳ

㸰㸬┳ㆤᖌᐇ㊶

• Ϸ֖ڗ␇⌊Ϸ֖ۢ⏢␠␋⌊ԛइਘΪܪ␃␠␣૧උ␆ʕڿ␃Ј⏯⏾⌊լࠇ␀⏯⏾
⌊␣⏱ಳഋ␀

• Ϸ֖ۋ⌋␇ڗղ␆Լֵʕڿ⏯⌊ਃҍ⏱␣૧උ⏤ए␂␤␂⏜␠⏞␃⏱␣⌋

• Ϸ֖⌋␇ڗʲ⏥ܕ⏩⌊␖⏷␇ऒ␐ʉۋ⌋߈␣⏱ߕղ⏢␠␋࣠܊␆૧උ
⌊␣⏱ॹ⏧⏯ࡍ

• Ϸ֖ڗ␇⏜⏣␂␣␀⏥␚⌊Ϸ֖೧ߨ␆ߠౠߨ␆۲ͥ⏾␙רൈઌ␣␠⏞␃⌊
լࠇ␀⏯⏾␆ரךר␃ߋ⏧ʕڿ⏱␣⌋

• Ϸ֖ڗ␇⌊ਃҍ⏱␣ف␃⌊⑸⑃⌤␀̾Ϊ␆ࠄద⏤ࠇ⌡␆ɺࢪ⌊ऎ՟
⏢␠␋ՊൖҨ⏣⏱⏫␀␂⏧⌊⏫␤␡␀Ғऌ⏱␣⏫␀డ⏱␣⌋

• Ϸ֖ڗ␇⌊ඍ൛ਘך␀ৎ␂तෝ␆ࣹࠄ␃⏼␂⏤␣̱ۢʡ␗⌊܉␣⌋
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͒ྸዠ᪸↝ؕஜ᪸؏ℴ

㸱㸬┳ㆤᖌ┳ㆤᑓ㛛⫋

• Ϸ֖ڗ␇⌊Ϸ֖ۢ⌊Ϸ֖Ϲ൛⌊Ϸ֖ՎѴ⏢␠␋Ϸ֖ҡʡ␆ౠ␖⏯⏜Рݞ৺

⌊⏱⏷വ␂ೲζ̀܇␃␀⏫␣⏱ڞۢ⏯

• Ϸ֖ڗ␇⌊⑾⑄␃Р⏽⏧Ϸ֖␆ۢڛ˽⏱␣␠⏞⌊ՎѴ␃Р⏽⏧ঀ׃␆ۑ

␃␙␣⌋

• Ϸ֖⌋␇ڗ೧ߠ␆̵ॿ␆ঘΝଷਦ⏭⏳ʕڿ⏱␣⏫␀␃⌊ࡩҷਘ␃ࢾ␢܈␘⌋

• Ϸ֖␆⏵⌋␇ڗ೧ߟࢾߠড়⏰⏾κ⏱␣⏫␀␃␠␢⌊Ϸ֖␆ඊʠ⏿⌊⏥␜⏱⏜

ළϴҙ⏼⏧␢ݎ⏯⌊ɺࡍ⏿ࢪ␂۲ͥਘԚصਘළߎԹʕڿ⏱␣⌋

• Ϸ֖ࢩۋ⌋␇ڗϴҙ⏤Լֵ␃Ѩ␔⏱˜ҭࢩۋ⏾⏜⏢␃ۢ⌋⏯ۑϴҙ␆డ֖

␀ʕڿ࠘␣⌋

• Ϸ֖ڗ␇⌊ඍ൛ਘ␂ߟࢾϴҙ␃םՍ⏯⌊ඍ൛ਘ␂ۢ␜ߑң␃त⏯⏾ʓђރ

⏠␣⌋

13

͒ྸዠ᪸↝ؕஜ᪸؏ℵ

㸲㸬┳ㆤᖌ༠ാ⪅

• Ϸ֖ڗ␇⌊Ϸ֖⏢␠␋ऒ௰೮␆Ҕ۴␀Ҕඋਘ⏿࣠ևऎ݃⏱␣ЈԂʕڿ

⏱␣⌋

• Ϸ֖ڗ␇⌊լࠇ⌊̼आ⏢␠␋ঁʠ۲ͥ␆Լֵ⏤Ҕ۴⏚␣⏜␇ऒ␆۴␃␠⏻⏾

Нՙ␃⏭␡⏭␤⏾⏜␣␀⏥␇⌊⏵␤␡␆ࠇ⌡␜ঁʠ۲ͥɺࢪ␃డ֖⏱␣⏷␙␃

ਚ␂त̔࠘␣⌋

• Ϸ֖ڗ␇⌊Ҕ۴⏤␠␢ඍ൛ਘ␂ך␀␣⏫␀⏤⏿⏥␣␠⏞␃ڛ˽⏯⌊ਚ␂

त̔࠘␣⌋

14

ჃᜱᎰ↝͒ྸዠ᪸≋2021≌

ଐஜჃᜱң˟↞⅚1988࠰↚ⅻИ↝ჃᜱᎰ
↝ᘍѣਦᤆ↗ↆ↕ⅤჃᜱࠖ↝͒ྸᙹܭⅥ⇁˺
ↆ↭ↆ⅛↝࠰2003⅚ࢸ↚↞⅚↻↭↖
↝ˊ↝҄٭↚ࣖↇϋܾ↚ોᚖↆ⅚ⅤჃᜱ
ᎍ↝͒ྸዠ᪸Ⅵ↗ↆ↕πᘙↆ↭ↆ⅛

πᘙⅺ↸17࠰ⅻኺᢅↆ⅚Ⴣᜱ⇁ӕ↹ࠇⅾؾ
↳ᅈ˟ऴѬⅻٻⅼⅾ҄٭ↆ↕ⅳ↺ↂ↗ⅺ↸ᙸ
Ⴚↆ⇁ᘍⅳ⅚20213࠰உ↚ⅤჃᜱᎰ↝͒ྸዠ
᪸Ⅵ↗ↆ↕πᘙↈ↺↚ᐱ↹↭ↆ⅛
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1. ಾު␃⏼⏜⏾
⌽ Ϸ֖۴⌾ ⌽ Ϸ֖ߠ⌾ ␆ըള␃కֿ⏯⏷⌋
2. ⏾⏜⏼␃ࡆ׃
1⌲ ⌽ ⌾ࢦ ␀⌽ ౾⌾ ࡆ׃⏿⏼2␆
2⌲ ౾ঘ␆യ֔␃ট܁л
⏞⏜␀␣⏱ܕԼֵҋ␆ݞࠟרث Պൖ⌎ ⌤ ⌤⑂ ③⌎ ⑶⌤⑾

3)౾16␆̷
3. ౾␃⏼⏜⏾
1⌲ ⏞␠␣␂␀ࠅښך␆ߠκ⏱␣Ϸ֖⏿߈␣␞␡⏚ ␂ணե␐కֿ
2⌲ Ϸ֖ࠇ⏤ߠ⌡␆ऎ՟␖␚␢ऎ݃⏱␣⏫␀қৄ
3⌲ ˝క̱େ␆ۑՊൖ␃त⏱␣ʍ␆⌡ࠇ
4⌲ ⏱␣⏫␀̷׃ЈԂ␂ਚ␀⌡ࠇ␣␂␀त⏾⏯␀ߠ೧
5⌲ ܻ௰␂ෝ⏯⏜ড়⏰⏷ʍԋࡆ⏿⏚␣ʍڙԲ৺␆ڭਮ␐␀కֿ
6⌲ ਮ̷ڭ␆⏾⏜⏼␃त⏱␣ൖ˭␜Н΄␐␆त̔␃⌡ࠇ
7⌲ ओߠ␀␆ഋЯਘ␂Ԓ␀Ҕқৄ

16

ଐஜჃᜱң˟ⅤჃᜱᎰ↝͒ྸዠ᪸Ⅵ≋2021≌

ࢦ

⌋␇⌡ࠇ ⏯ڿІ␀⏯⏾␆ऎ՟ʕࠇ ⌊ Լֵ⏿ֲ⏿⏚␣⏫␀К⏻⏾⏜␣⌋ Ϸ֖␇⌊
⌋⏠̔␃⑅⌤І␆ேఛਘ␂ࠇ␂⏞␠␆⏫ ␃κ␆ۢեࡐ␂Έ␃⏷␢Լֵࡐ␆⌡ࠇ
⌊␣⏜⏾⏯␀ಿڊՍ⏱␣⏫␀ם

Ϸ֖␇⌊ ⏚␡␞␣ह␆լࠇ⌊ ̼आ⌊ ܶॶ⌊ ঁʠ۲ͥत␀⏯⏾⏜␣⌋ ⏭␡␃⌊ Լ
ֵ␆డࠄࣳڿ⌊ ۠ந␆ഛ౫⌊ Լֵ␆ͧ⌊ Ә␆ϻොך⏜⌊ ␖Ьث⏾⏯Έড়ࡐ
⏿⌊ ⏯␡ࠇ␆⏵ ⏧ ⏞ࢪࡐࠇ ⏿⏥␣␠⏞ ⏱˽ڛ␡⏤␂⏩⏣⏥␡⏷␇␃උ⏼ڿ␆ࠇ␆⏵
␣⏫␀ਘ␀⏯⏾⏜␣⌋

Ϸ֖ߠ␇⌊ ೈ҄␃␠⏻ ⏾Ϸ֖ۢ⏱␣Պժഝ⏠␡␤⏷۴⏿⏚␣⌋ Ϸ֖␆ۢ␃⏚
⏷⏻⏾␇⌊ ⌋Պൖ␣⏥ࡐ␆⌡ࠇ ऎ՟డڿ⏭␤␣Պൖ⌊ ԓʍ␆⏫␚⏻⏷Ϸ֖ܕ⏩␣
Պൖ⌊ ః੧␂Ϸ֖ܕ⏩␣Պൖ␂␁␆ࠇՊऎ݃⏱␣⏫␀⏤ѯ␙␡␤␣⌋ ۀ␃⌊ 
೧ߠ␀⏯⏾␆ր␢ ⏻␚ۋ␀ ⏾Ϸ֖ۢ⏱␣⌋

ૈ౾Ϸ֖Ҕͥ␆⌿ Ϸ֖ߠ␆ඍ൛בඊ⍀ ␇⌊ ⏯␀तߠϷ֖⏞ךۢ⏿߈␣␞␡⏚
␢⏚⏿ࠅښך⏷ ⌊ ⌊␣⏚⏿␆␚␣⏱Рୟਃҍ␆ف␣ղ␆ۢ߰␢చۋ ␖⏷⌊
Ϸ֖␆ۢ␃⏼⏜⏾೧ߠ␀⏯⏾ʲ⏥␣⏩ܕ␆ୗʇ⌊ ۲ͥ␃त⏯⏾ೀۈ⏱␣␚
␆⏿⏚␣⌋

https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/rinri/code_of_ethics.pdf 17

౾
z 1〈 6⌏ Ϸ֖ਃҍ␃܉⏾⏯ف␡␤␣␑⏥̵ॿ⌎ яಳ

1. Ϸ֖ߠ␇⌊ ⌋ಿࡐ␆Іࠇ ⌊␣⏱І␀⏯⏾␆ऎ՟Ѩ␋Պൖऎ݃ࠇ

2. Ϸ֖ߠ␇⌊ तࠇ␣␂␀⌡␃ః੧␃Ϸ֖ਃҍ⏱␣⌋

3. Ϸ֖ߠ␇⌊ तࠇ␣␂␀⌡␀␆І␃ߨൈЈԂ⏥⌊ ␃ൈЈԂߨ␆⏵
Р⏽⏜⏾Ϸ֖ਃҍ⏱␣⌋

4. Ϸ֖ߠ␇⌊ ⏯Պൖऎ݃␆⌡ࠇ ⌊ ⏷⏻˾␃ʍ֦␜̵ॿЁ␆␡ۋ⏤⌡ࠇ
⌊␣⏱˽ڛ⏞␠␣⏥⏿⏤ॆࢠ

5. Ϸ֖ߠ␇⌊ तࠇ␣␂␀⌡␆୳డڿ⏯ ⌊ ࡍష␇ਚߌࠇઌ⏯⏷լ܈
␢܈␃ ɯ⏞ ⌋

6. Ϸ֖ߠ␇⌊ तࠇ␣␂␀⌡␐␆ൖ˭␜Н΄⏤ࡐ⏰⏾⏜␣␀⏥␇⌊
⌊␣⏱Πడࢪడ֖⏯ɺ⌡ࠇ

18
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z 7〈 11⌏ ̀⏷⏱⏷␙␃ѯ␙␡␤␣උ

7. Ϸ֖ߠ␇⌊ ⏯ۑ␀૧උਘΠ␃␆ղۋ ⌊ ⏾⏜⏼␃Ϸ֖⏷⏯ڞۢ
լ␆⏾⏯␀ࠇ␚⏼⌋

8. Ϸ֖ߠ␇⌊ ⌋␃ߋ լ␆ࠇ␀⏯⏾ԛइΪܪ␃␠␣૧උ␆ͽଷ⌎ ʕ
⌎ڿ ⌊␣␙␃߁֦

9. Ϸ֖ߠ␇⌊ ओߠ⏿Ҕ⏯ ⌊ ␠␢␠⏜డԼ⌎ ʝඁ⌎ ڥۢե⏱␣⌋

10.Ϸ֖ߠ␇⌊ ␠␢ ⏞ךϷ֖⏜ר␆ۡ ⏷␙␃⌊ ך␣⏱ಳ␃Јߠ␆␡ۋ
Рݞ৺⏯ ⌊ ⏵␤␃Р⏽⏥ך⏱␣⌋

11.Ϸ֖ߠ␇⌊ ՎѴ␜ۢড়⏯⏾⌊ ⌎ۑ೧ਘঀ щࣸࣅ␆ݏ␀ͽଷ␃
␙⌊ Ϸ֖Ϊ␆ଷਦ␃Уഝ⏱␣⌋

19

z12〈16⌏ ੈऺ␀⏯⏾␆լࠇਘઍߟࢾ␀ࡅਘࢾ␢܈␗

12.Ϸ֖ߠ␇⌊ ␠␢ ⏞ךϷ֖⏜ר␆ۡ ⏷␙␃⌊ Ϸ֖ࠂۋߠ␆⑶⌤
⑾␆֦߁␃␙␣⌋

13.Ϸ֖ߠ␇⌊ ⏯ڿரʄడ␃ߋ ⌊ Ϸ֖ߠ␃त⏱␣۲ͥ␆ߨ␆⌡ࠇൈר␙
␣␠⏞ ␙␣⌋

14.Ϸ֖ߠ␇⌊ ⌋␙⏷␣␚␖ಿ␀Լֵࡐ␆⌡ࠇ ⏭␖⏮␖␂ा␃⏼⏜⏾⌊
⏻␚ు⏠ד␆яࡍ۲ͥ ⌊␣⏱Ғഋ␀۲ͥ⏾

15.Ϸ֖ߠ␇⌊ ⏯ऄݨ␃ߟࢾߠ೧ ⌊ Ϸ֖␆ۡר␙␣⏷␙␆κ␃͜ٴ⏯ ⌊
␠␢ ␠⏜۲ͥ⏽⏧ ␢ ⌊␣⏱Սם␃

16.Ϸ֖ߠ␇⌊ ഫ⌡␂ڛ΄ض˽␆०⏜܊␀⏯⏾Ҕ⏯ ⌊ ⏻␠␃΄ض ⏾˜ҭ
⌋ಿࡐ␆⌡ࠇ␆⏾␑⏱⏷⏩ܕ Լֵ⌊ ⏧ࠎࢧث␃␀⏫␣␚␖κࡐ ⏱⌋

20

≖≑Ⴣᜱ͒ྸ↝ҾЩ

zࡐಿඍ൛␆⎟՞ࣻ

1979␃֠ண⏭␤⏷⑤⑶⑭⑾⌎⑷⑨⌤␆⎞՞ࣻ⏿⏚␣⌽ࠇΜ␆ऎ݃⌾⌽ךࢧ⌱̬
ԍ⌎ഝ˭⌲⌾⌽ࡍя⌾␇⌊ૈ߈␆ඁࠁߋ␃⏢⏜⏾⌊⌽ൣۋऎ݃⌾⌽ךࢧ⌱̬ԍ⌎ഝ˭⌲⌾
⌽ವН΄⌾⌽ࡍя⌾␆⎟՞ࣻ␀⏯⏾ਚയ⏭␤␣␠⏞␃␂␢⌊ʝඁեࡐ⏿߈⏰␣ඍ൛ਘ
ाͦԲ⏱␣⏷␙␆ࠅښ␀⏯⏾യ⏜␡␤⏾⏜␣⌋

ཎ๎ ෆᐜ

⮬ᚊᑛ㔜
㸦respect for autonomy㸧

ពᛮࡢ⪅ᝈࠊ࡚ࡋ㏻ࢺࣥࢭࣥࢥ࣭ࢻ࣮ࣇࣥ
Ỵᐃᑛ㔜࡛ࡇࡍᝈ⪅ࡢᑛཝᏲ

ၿ⾜㸦ᜠᜨ࣭┈㸧
㸦beneficence㸧

ᝈ⪅᭱ࡢ࡚ࡗၿᑾࡍࡃ

↓༴ᐖ
㸦non-maleficence㸧

ᝈ⪅༴ᐖཬࡇࡍ㑊ࠊࡅ༴ᐖ᭱ࢡࢫࣜࡢ
ᑠࡍ

ṇ⩏
㸦justice㸧

་⒪ࡢ࡚ࡍࡅཷேࠎᖹ➼ࡘබᖹ࡞་⒪
ᥦ౪ࡍ

21

Ҕၲ↚ⅹↀ↺ؕஜೌ≋धᎍ↝ೌМ≝≚↓≌

ϥ۴␆Պൖృْ␣ͥ ϥ۴␆Պൖృവבɾ http://www.iryo-kihonho.net/14702045130579

ȍʝඁ␃त⏱␣̷ٴՊ
Ȏঀ␣Պൖ␀ΪܪՊ
ȏࢧث␆ʝඁܕ⏩␣Պൖ
Ȑɺࢪ␂ʝඁܕ⏩␣Պൖ
ȑః੧␂ʝඁܕ⏩␣Պൖ
Ȓʝඁ␃⏢⏩␣ۋղԲ৺Պ
ȓநв⏢␠␋␣␠␃΄
ఐܕ⏩␂⏜Պൖ

22

Ⴣᜱܱោ↚ⅹↀ↺ᢊႎЙૺ⇁ૅⅷ↺͒ྸҾЩ

⍁ 5⏼␆ඍ൛՞ࣻ⍂ ⑀⑴⌎ T⌎ ①⑴ ⌱ Sara T. Fry⌲

⌽ ⌾(autonomy)ൣۋ

त␆̵ॿЁ␜ߨੳ␖⏠⏾⌊ ղԲ৺ۋ␆ࠇ␆⏵
ऎ݃⏱␣⏫␀

⌽ ⌾(veracity)ۢࡗ

⌋␣⏪ۢ߹␃܊࣠ ˉը␂⏜⌊ ऒࠇ⏸␖⏭␂
⏜⌊ ␀ ⏜⏻ ⏷⏫␀

⌽ ⌾(beneficence)ךࢧ

त␃␀⏻ ⏾ഋ˭␀␂␣␠⏞␃⌊ ഋ΄␂⑵ ⑄բ␡
⏱␠⏞ ⏥⏣⏩␣⏫␀

⌽ я(justice)⌾ࡍ

ժ␡␤⏷ڳգਚࡍ⏣⏼֠ః␃௰ଅ⏱␣⏫␀

⌽ ছࡗ(fidelity)⌾

ࣿ␜୳܉␣⏫␀
23

z  ⑧⑂⌤⌱ advocacy⌲

⑧⑂⌤⌱ advocacy⌲ ␀␇⌊ Պൖന֖␜हట␂␁␀⏜⏞ ʍಣ⌋

Ϸ֖ۢ␃⏢⏜⏾⌊ Ϸ֖ߠ␇ϥ۴␆ ⑧⌤ ⌱ Պൖന֖۴⌊ ह
ట۴⌲ ␀ ⏯⏾⌊ ϥ۴␆Պൖന֖⏯ ⌊ ϥ۴␆̵ॿ␜ߨ␃ث␚Ӎ⏜
Բ৺⏤⏿⏥␣␠⏞ ⏯ݳ˽ ⌊ ϥ۴␆ࠇІ␀⏯⏾␆ऎ՟⌊ ③⑴⑂⌤
੧ऎ݃⏯␂⏩␤␈␂␡␂⏜⌋

⑧⑂⌤␇⌊ ϥ۴␆ɺࢪ␜ʝඁ␆ۡ␆డ⌊ ʍڙԲ৺ڛ˽␃Ј
␣݃വ␂·⏿⏚␣⌋

Ⴣᜱܱោ↚ⅹↀ↺͒ྸႎಒࣞℲ

ᐮྸ͒↚ⅹⅳ↕⅚͒ ྸႎᛢ↚ӕ↹ኵ↯ᨥ↚ఋ↗↙↺ᎋⅷ↞⅚धᎍ
Ӎ↞Мဇᎍⅻɶ↖ⅱ↺⅛

Ϸ֖ۢ߁␆ඍ൛ਘ·␆ঘ⏿␚⌊એ␃Ϸ֖ߠ␆ඍ൛ਘʍڙԲ৺␆Рୟ␀
⌊␣⏚⏤ಳ⌾⌽Ҕඋ⌾⌽⑵⑾⌾⌽⑧⑂⌤⌾⌽⌋␇␃␆␚␂܇␣␂
⏫␤␡␆·␇⌊ඍ൛ਘν੯␂␁⏤ࡐ⏰⏷␀⏥⌊Ϸ֖ך⌋⏠ד⏞␁⏾⏯␀ߠ⏱
␣⏣ד⏠␣Рୟ␀␂␣␚␆⏿⏚␣⌋

24
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Ⴣᜱܱោ↚ⅹↀ↺͒ྸႎಒࣞℳ

z ಳ(accountability)

Ϸ֖ۢÿಳüĀ�ృਘಳùઇઍਘಳÝÓěďê�ృਘ
ಳĀ�ೈ҄ĕҴಳģк৺è÷ÕĜడԼڗټݳڗϷ֖ڗృüРöÕ
÷ÕĜ�ઇઍਘಳĀ�ૈ౾Ϸ֖ҔͥÝ৺Ēð6Ϸ֖۴ÿඍ൛ב
ඊ7*2021+ĕ6Ϸ֖ҴಳР2016*ݞͲ+7*2016+û
úüۈæĝ÷ÕĜ�

ICNϷ֖ڗÿඍ൛בඊ*2012+ÿঘø�Ϸ֖ڗÿР౾ਘù
è÷6Լֵģࣳࠄè�۠நģഛ౫è�Լֵģͧè�Әģϻො
êĜ7�+ùۈæĝ÷Ûě�äĝĚÿР౾ਘģúÿę×û
ਘģڿô÷�úÿę×üģࠥךèðÜùÕ×äùģೀêĜ
�ಳÝÓĜ

1⌲ ⌏ҔͥڗϷ֖ف ICNϷ֖ڗ␆ඍ൛בඊ⌌ 2012⌍

25

Ⴣᜱܱោ↚ⅹↀ↺͒ྸႎಒࣞℴ

z Ҕඋ(cooperation)

Ϸ֖ߠ␇ഫ⌡␂೧ߠ⌎ ೧ߠ␀⌤⑫ࢾ⏿Ҵಳࠥך⏱␣⏫
␀⏤ओ⏧ ⏚␢␖⏱⌋ Ӎ⏿␇⌊ ϥ۴⌎ ̼आ␚⌤⑫␆ʤʯ␀⏯⏾ד⏠
␡␤␣␠⏞ ␃␂␢ ␖⏯⏷⌋ Ҕඋ␀␇⌊ Ϸ֖ஒവ⏱␣լࠇ⌊ ̼आ⌊ ܶ
ॶ⌊ ঁʠ੧␃त⏯⏾ɺר␆ۡ⏿ࢪ⏜⏤ਃҍ⏿⏥␣␠⏞ ⌊ ഫ⌡␂ࠇ
␀Ҕ⏱␣⏫␀⏿⏱⌋ Ҕඋ⏿␇⌊ ⌋␃ൈЈԂРߨ ⑬ ⑾⌤ࢪʯ⏤և
⏜␃ଅ൴⏯⏚⏜⌊ ̵ॿ␜ஞҒഋ⏯ਘॕࡆ␆⏷␙␃Ғ␃םՍ⏯␖
⏱⌋

Ϸ֖ۢ␃⏢⏜⏾␇⌊ ഫ⌡␂̵ॿЁڿ⏼ϥ۴⌎ ̼आ⌊ І⏿ඍߠ೧
൛ਘν੯⏤ࡐ⏰␣⏫␀⏤⏚␢ ␖⏱⏤⌊ ഫ⌡␂ࠇ␀Ҕඋ⏯⏾ͦԲ␃֦
⏣⏻⏾⏜⏣␂⏩␤␈␂␢␖⏳⌋

26

Ⴣᜱܱោ↚ⅹↀ↺͒ྸႎಒࣞℵ

z ⑵ ⑾(carling)

ȍत۴␀␆࣠ևਘ␂ЈԂࡅ⌊ Ј␢⏜⌊ Ȏत۴␆ऎ՟܉␢ऻ
⏞␠⏯␃ ␀⏱␣Ϸ֖ߠ␆൛⌎ ൛⌎ ඍ൛ਘपੇ⌊ ȏв⏽⏣⏜␜ଅ
൴⌊ ⏤Ϸ֖ךݳ˽␆ߠ␃ۈ⏭␤⌊ त۴␃ਯ␢ ⌊ ⏵␤⏤त۴␃
␀⏻ ⏾̳␡⏣␆ʍಣ⌱ ɺ␡⏣⏭⌊ ⏯ ⌊ મަ␆ࣹ⏯⌊ ⌋ଷॕࡆ Нՙ
␆ͧ⌊ Լֵߑप␆Ͳࢧ੧⌲ ڿ⏼␀⏜⏞ ʍಣ⏜Ў␘⌋ ␖⏷⌊ 
⏭␤␣ࠇ␀⏱␣ࣆ␆ࠇు␆ࠇІਘࡆ␚⏷␡⏱⏫␀⏤қৄ⏭
␤⏾⏜␣യ֔⏿⏚␣ ⎝ ⌲ ⌋

⎝ ⌲ ૈ౾Ϸ֖Ҕͥ⌏ Ϸ֖␃⏣⏣␣܇വ␂യ֔␆ͦ⍄·ਘ৺я⌎ ථڍਘకࢡ⌎ ۲ͥਘಮ⌌ 14⌌ 2007⌍
ૈ౾Ϸ֖ҔͥHP
https://www.nurse.or.jp/nursing/practice/rinri/text/basic/approach/index.html#p2

27

Ⴣᜱܱោ᩿ئ↚ⅹↀ↺͒ྸႎ↙⇞−∙∄

zत␆̵ॿЁ␜ߨੳ␖⏠⏷ۋղ
Բ৺ऎ݃⏱␣⏫␀⏿ࡐ⏰␣ඍ൛ਘ
␂⑃⑷⑾⑩␃ϥ۴␆QOL␃␖⏼␣
⌽ ⌾ൣۋ ␀ ⌽ ⌾ךࢧ ␆त⏤⏚␣⌋

• ⑊⌤⑵ ⑅⑫⌱ paternalism⌲
ʝඁ␃⏢⏜⏾␇⌊ ␣␠␃ߨ␜ॿЁ̵␆ࠇ౾
⌋ॆࢠ ⏼␖␢ ⌽ ⌾ൣۋ ವڭ⏯⏾⌊ ʂࠇ౾
⌱ ʝڗ␜Ϸ֖ڗ␂␁␆ʝඁ೧ߠ⌲ ؿ␆⏵⏤
ඈ⏿ॆࢠ⌎ Բ৺⏱␣⏫␀ ⌋

Ϸ֖۴␃␇⌊  ⑧  ␆ೲζࠥך
⏯ ⌊ ⑊⌤⑵ ⏞న␃܊߁␆⑫⑅ ⏫␀⏤
ѯ␙␡␤␣⌋

⑊⌤⑵⑅⑫␀␇⌊⌽ϥ۴␆⏷␙␃␂␣⌾⏫␀ࢦ
ਃ␀⏯⏾⌊त␃΄⏤н⏫␣⏫␀౫⏦⌊ൖ˭ਃ
ҍ⏱␣⏫␀⏼␖␢⌽ךࢧ⌾݃⏰␣␚␆⏿⏚␣⌋
⌽त␆̵ॿЁ⌾␀⏵␤߈⏷⏯ॆࢠ␃⌽н⏫␢
⏞␣ा⌾ਥଓ␃⏣⏩⏷␀⏥⌊त␆̵ॿЁԤ
⏰⏾␚⌊н⏫␢⏞␣ा౫⏜⏸␓⏞⏤त␆ൖ
˭⏤ऻ⏥⏜␀ॹ⏭␤⏷߈␃␆␗⌊⏫␆⑊⌤
⑵⑅⑫␇ઇઍਘ␃ࡍ̱⏤⏚␣␀␗␂⏭␤␣⌋

28
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१شঅ५धয౫ଵ৶॑
য়औचॊ่૧ଵ৶
عਙ॑ਭऐোोथ่૧ଵ৶पःऊघع

ଘૈୢఐপ৾ୢ৾ဟര୰
ౢ୰শ่ط૧শ ଯرཅ৻

মૣකপ่৾૧ৰᄷଢ଼७থॱਁش৫উটॢছ

ଯر ཅ৻ ��ୃ

ೣਮ��ফఎੴয়่૧ಢপ৾෮

ਛ�ফຟଡ଼ਸ่૧প่৾૧৾෮
كফઃౣো৾گق

ਛ��ফຟଡ଼ਸ่૧প৾প৾
่૧৾ଢ଼ఐୖஙఊവ
ك૧ଵ৶৾௧వ่ق

ਛ��ফຟଡ଼ਸ่૧প৾প৾
่૧৾ଢ଼ఐୖஙఊവ
ك૧ଵ৶৾௧వ่ق

ೣਮع��ਛ�ফଽોਸ਼ેஊ୰

ਛع��ফఎੴௐে৴ଗಌে୰

ਛ���ফবੇਁਜ৩ુੋੌ়৴়ভع
ਕ୰่ق૧ભك

ਛع����ফௐেௌ௮ୢଂ่૧ୖ
ك૧ઇ่ق

ਛع����ফ ..5ਕ୰่ق૧పশك
ਛ��ফع ৾ૅ১যຟঐজ॔থॼୢఐপ৾

ਆয়༂୰
ਛ��ফ��াع ୰༠పশ
ਛ��ফ �াع ่૧ౢশقઇ૿ਊك
ਛ��ফ �াع ୢ৸ଵ৶ౢশ

ਛ��ফع ଘૈୢఐপ৾ୢ৾ဟര୰
ك૧শ่ط୰শౢق

ೣਮ��������ফ�া�� ఎੴળেऽो
ٛഄٜٛ৾ഄٜ

�

মभઍ

2

ևਙ॑ਭऐোोथ่૧ଵ৶पःऊघ
য౫ਛपणःथ
য౫ଵ৶पणःथ

ևஎऋ৯घ่૧ଵ৶

่૧ଵ৶पमਹ৷षभ१شঅ५भସ૿৳धधुपؚ५ॱॵইभ
य़কজ॔॑৳घॊয౫ଵ৶भ�णभঐॿ४ওথॺৡऋीैोथःॊ؛
॥টॼምपँढथؚ่૧५ॱॵইभମ৬ੱ؞৶ௌमੑॉੴोऩ

ःऋؚଵ৶धखथुؚ่૧ৰᄷ੍॑इथःऎऒधषभฎामऌऩः؛
जऒदؚ੦মऩ่૧ଵ৶भଳਡऊैઆ০॑ஷॉନॉऩऋैؚฎा॑

ુથखथःऌञः؛

எऋৗয่૧ప�എ�टढञႃ؞؞؞

3

ƱƸᢌƏנྵ

žѮѦ˳Сſ

žᏋ˳СᲢ૾ඥᲣſ

žіவˑſƳƲ

ƲǜƳƜƱǛ࣬ƍЈƠǇƢƔᲹ

எऋَৗযథُधళयोञৗয่૧എटढञႃ

೬ڱڰ
ਃચશ่૧

শःਯඐਜൌम་ฬབྷມ
भा

྇भూর॑
ৄथ৾व

ৗযम
ቔढथಇयघ�"

୰༠ඐਜभॼش५दम
ใฬؚঐঐऔ॒म

ਯୣ

ઐ৻ඐਜگ
ମ ମ

4

ഥਮৎ৻भৗয่૧ప॑ॉඕऎ૾ய

೬ڴڰ ऩ่૧্ૄ

ਯभಢೠডشॡছॖইংছথ५

ৗয่૧৩ଢ଼ఊ
फ़ॖॻছॖথ

ৗযम
ሹीथಇयघ�"

ਓ೬؞೬؞ৎಢඐਜ
่૧೬ၿஂ؞૧೬ၿHWF�

ඐਜ
ॖথॱشংঝ

5
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่૧ଵ৶भ४ঞথঐ

َஎऋःऒौमُ؞؞؞
َஎऋৗযटढञႃमُ؞؞؞
َནमُ؞؞؞
َೣਮभৎ৻मُ؞؞؞

जोपૻसञैؚ০म؞؞؞
जोऩभप؞؞؞
ऒ॒ऩऒधदःःभऊ؞؞؞
মਊमٳٳदँॊसऌऩभदम؞؞؞

6

ഥਮৎ৻भ่૧ଵ৶

ৎ৻मॎढञ
ৎ৻भोपಗैढथुல্ऩः
ಗैढथुؚथॊमङमऩः

ਠষभ১২ؚভৢ॑ਭऐোो
थؚ่૧ଵ৶॑ষढथःऎखऊऩः

ਙ॑͟ਭऐোोnःऊघ่૧ଵ৶

7

ਙ؟ॲॖংش३ॸॕقGLYHUVLW\ك

� ����ফ৻प॔ওজढ़दেऽोञઅइ্
� ৩যऱधॉभਙقਙશؚযரؚবආؚઇؚফ
ೡؚ৾ഄؚഄऩन॑كਭऐোोؚजोझोभக॑
ણऊखؚ੫भ଼ଥৡपणऩऑेअधःअઅइ্

� ����ফႃऊैমभ౦رऩ੫दधॉऎाऋऩऔोॊ
ेअपऩढञ

� ரऩযرभୀः॑ਭऐোोؚୀः॑ःऊघऒध
मૐ੮ृੌ௶भனपणऩऋॊ

� ਙमजोपेॊုৄृৌয়ऋ
েघॊऩनؚঐॖॼ५એऋੈ৹
औोॊৎ৻ुँढञ

8

ਙ॑ःऊखञয౫ਛ

9

োघॊ৩भਙ

୕ᾆ⌮Ꮚ,ዟ⿱⨾. ⮫ᗋุ᩿䝔䜱䞊䝏䞁䜾䝯䝋䝑䝗. ་Ꮫ᭩㝔. P.17ᅗ1-3

� ่૧पऩॊঝشॺभ৲

┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ไᗘ

10

োघॊ৩भਙ

� ่૧॑৾व৾েऋणూବभ৲؟ীभ
৾ਜ਼ؚভয৽ୡؚใฬ ऩन

┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ᶵ㛵ධᏛ⪅䛾ᖺ㱋

୕ᾆ⌮Ꮚ, ዟ⿱⨾.⮫ᗋุ᩿䝔䜱䞊䝏䞁䜾䝯䝋䝑䝗. ་Ꮫ᭩㝔. P.13 ᅗ1-1

� ่૧॑৾वਃभ৲
� ਝदभඐਜ৽ୡ॑ण่૧ప

11
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3HGDJRJ\ध$QGUDJRJ\

y 3HGDJRJ\قঌॲ०४كش
ॠজ३কୁभSDLGقফكधDJRJRVقكभ়ਛୁ
মਟमফभઇ৾॑ਔखञ

y $QGUDJRJ\॔قথॻছ०४كش
ॠজ३কୁभDQGURVقਛযكधDJRJRVقكभ়ਛୁ
ਛযઇ৾

12

ਛয৾ಆभ્ඉ

y ਛয৾ಆमঽഞৠदँॉञःधःअाऋँॊ
y ৽ୡ॑खथउॉؚऒोऋऔैऩॊ৾ಆषभ௹ऊऩ
ৱ౺धऩढथःॊ

y ৾ಆषभঞॹॕॿ५قਙكमؚୖृভ
૽સ॑ຄষखेअधघॊधऌपৈऽॊ

y ৾ಆपৌखथ໌ৎपૢ৷दऌॊઍ॑िൊपँॊ؛
ਖੰৠृୖਛभ੍ରधऩॊेअऩઍ॑ीथ
ःॊ

y ਗऩਏقਾີृຌऩनेكॉऩਏقঽ
ഞৰਠृ௪ऩनكपेढथ৾ಆभਃतऐऋऩऔो
ॊ

13

ਛয৾ಆ॑യਤघॊএॖথॺ

y ৾ಆরੱ
ઇइॊડऊै্पଖइॊभदमऩऎؚঽभ৾ಆ
ঽै৾ಆभ্ਙ॑ৠखଵ৶घॊ
मਥ๏�ଵ৶दमऩऎؚൣ�യਤڀ

y ੍ऩ৾ಆ୭
ऒोऽदभ৽ୡ॑౯औोङؚ৾ಆঽମऋযৱ౺धखथણ৷औ
ोॊ
যતपรਔऋ௸ॎोॊ
ଷपৌखथຌचैोॊेॉुؚਛपৌखथਾॎोॊ
y નऊणిજऩ৯ఏਝ
୦ैৡखऩऎथुงदऌॊऺनऎुऩऎؚ
ബৌपงदऌऩःऺनৈऎुऩः

14

ਛয৾ಆ॑യਤघॊএॖথॺ

y 1HHGपँढञ৾ಆ
ୖ॑ৢखथଁ়प৾व
ؚହऩઍदमऩऎؚઉએखञਖ॑ੰৠदऌॊઍ
y ਔभँॊ৾ಆ
৾ಆऋ৾वऒधभਔଝ॑ৄणऐैोॊઍदँॊ
३ঙথऋ੭ैोؚऔोॊشਘःঔॳঋڀ
y ૨ऩ৾ಆ
ાृखञௌৡधৎपৄ়ढञટऋऋॊ
ரرभ৾ಆ্১ऋిજपੌा়ॎऔढथःॊ
y ચৡपૢगञ৾ಆ
ચৡृঃش९ॼজॸॕشभୀःपଦൟखؚ
ง৯ఏؚ৾ಆ५ॱॖঝؚঌش५ଦীऋइैोॊ

15

ਛয৾ಆ॑യਤघॊএॖথॺ

y ாपऊऊॎॊऒधद৾व
ாਸदாऩਭऐুदमऩः
ਭदमऩऎؚચपਸदऌॊ

y ৬ୡ॑ৢखथ৾व
ৰਜଢ଼ఊؚ३গঞش३ঙথৰಆؚॢঝشউডشॡऩनभણ৷
৶ੰऋऽॉା৲खृघःڀ

y ટऩইॕشॻংॵॡपेॉਘ৲औोॊ
ઉठपষॎोॊ৬द૦ਝऩইॕشॻংॵॡ
नभेअप௬औोॊऊद৾ಆ্১धଙ২ऋॎॊڀ
௬मয॑ॊڀ

16

ಏ෫ਖ਼ঔॹঝقॱॼȵك����

� ಏ෫ਖ਼ঔॹঝमؚ่૧పऋઅइृਖ਼॑ॉନखষः
ऩऋैৰᄷघॊউট७५पঢ়घॊऎभધ॑ীෲखथ
৫औोञ

� ঔॹঝ॑ણ৷खؚजभউট७५॑৾वऒधमَؚ่૧ప
ैखऎُऽञमَ่૧పभेअपઅइॊ্ُ১॑৾वऒ
धपणऩऋॊ

³7KLQNLQJ like a nurse䠖A research-EDVHG�PRGHO�RI�FOLQLFDO�MXGJHPHQW�LQ�QXUVLQJ´

17

20210709 メンタルヘルスケア

54



ઓઅਵقWKLQN�DORXGك

� ่૧పैखऎઅइॊऒध੍॑ରघॊ্১भڭण
� ৰᄷभऩऊदَؚ୦पਞतऌؚनअੰखؚटऊैऒभ
ेअपষखथःॊُ॑खؚजो॑৾ಆपइॊ

୕ᾆ⌮Ꮚ, ዟ⿱⨾. ⮫ᗋุ᩿䝔䜱䞊䝏䞁䜾䝯䝋䝑䝗. ་Ꮫ᭩㝔. P.41 ᅗ2-3 18

ਙ॑ःऊखञয౫ଵ৶

19

่૧ଵ৶भणवृऌ

ඐਜप৺ऋँॊযऋः
ఽඐऋ؞؞؞
��ৎਰఋ؞؞؞

ৎदషॊऒधखऊ؞؞؞
ਜরੱ؞؞؞
ৗযभৃषभిૢऋ؞؞؞
রම؞ঋॸছথऋःऩः؞؞؞
೬ؚ೬ၿऋ؞؞؞
ਥਹभऋ؞؞؞

20

᪥ᮏ┳ㆤ༠HP䠖https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/hatarakikata/pdf/newspaper_ex202103.pdf

่૧भ௮ऌ্

21

ಲਢऋ૭ચऩ่૧भ௮ऌ্भ੧

णभਏڱ ��ඨ৯

ఽඐ૿ڭ

⋇ ඐਜ࿒म��ৎਰँऐॊقඐਜॖথॱشং
ঝभન৳ك

⋈ ඐਜ༃൶ৎ��ৎਰधघॊ
⋉ ෘ༒੭भન৳धෘ༒୭भତ॑घॊ
⋊ ᄄ෬ऩఽዮऋেगऩःઐ৻ඐਜभౣਛधघ
ॊ

ৎਗௌ௮ڮ

⋇ ఽඐ؞ઐ৻ඐਜपउःथৎਗௌ௮॑ऩऎघ
⋈ ૭ଳ৲औोथःऩःৎਗௌ௮ି॑པखؚਏ
ऩਜमਚௌ௮ৎपॉि

ठషॉਜؚඐਜৎਗृكଋقਜ৫ଋكି
दभଢ଼ఊਸಉقਜৎਗଋك

ছ५ওথॺঁ؞ചৡگ
⋇ ചৡঁ؞ছ५ওথॺपৌखؚৰਙभँॊੌ௶
ৌੁ॑ਤघॊ

⋈ ఘ؞ഋ؞ਗऊैभ१এشॺ৬॑ౄৰऔच
ॊ

ঝشலহभ॥থॺটڰ ⋇ லহभ॥থॺটشঝ॑थॊेअपघॊ

௬ध૪ڱ ⋇ லহ૽؞સ؞ிભಉपৄ়ढञ௬؞૪ق൛
সكधघॊ

22

ਜ॑૨৲खञੵॖ॔؞ॹॕ॔

23

ᖹᡂ30ᖺᗘ ཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ┳ㆤㄢ ┳ㆤ⫋ဨ☜ಖᑐ⟇≉ูᴗ
䛂┳ㆤᴗົ䛾ຠ⋡䛻㛵䛩䜛ㄪᰝ◊✲䛃

䝥䝻䝖䝁䞊䝹䛾ኚ᭦
� Ꮫ⒪ἲධ㝔䛾䝥䝻䝉䝇䛾ኚ᭦
� ⏦䛧㏦䜚䛾▷⦰
� 䝭䝙䜹䞁䝣䜯䝺䞁䝇䠄10ศ⛬ᗘ䠅䛾ᐇ
� Ჷᡭ㡰䛾䝬䝙䝳䜰䝹

ᙺศᢸ䛾ኚ᭦
� ᶵ⬟ู┳ㆤ䛾ᑟධ
� ධ㝔ᨭ䝘䞊䝇䛾タ⨨
� ┳ㆤຓᡭ䜈䛾ᴗົጤㆡ
� ጤクᴗ⪅䜈䛾ᴗົጤㆡ
� 䜸䞊䝎䞊☜ㄆᴗົ䛾⡆␎
� ኪ䛜⾜䛳䛶䛔䛯ᴗົ䜢᪥䛻⛣⾜

� ఇ᠁㛫䛾ኚ᭦
� ົ㛫䛾ኚ᭦

ᶵᮦ䞉≀ရ䞉䝴䝙䝣䜷䞊䝮➼䛾ᕤኵ
� ᪥䛸ኪ䛾䝴䝙䝣䜷䞊䝮䛾Ⰽ䜢ኚ䛘䜛
� ᡭ⾡䚸Ꮫ⒪ἲ䛾䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䜢iPad䛷⾜䛖
� 䝪䝑䜽䝇䝅䞊䝒䛾ᑟධ
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ਠ૾॑ਭऐোोॊ؞ਠ૾ऊैলघॊ

� َ႞खःऊैदऌऩःَُযऋःऩःऊैदऌऩःُ
َ৽ୡभฒः५ॱॵইऋःऊैسسदऌऩःُ

ਠ૾भ႞खऔभরदؚਠ૾भয৩قযਯؚ
৽ୡكद่૧भସ॑૿৳घॊ্১॑અइॊ

� ௧पৼૢखःੴؚૼ॑घॊञीपमৎ
॑မख॒दमःऐऩः

ਜपਏऩऒधमਜৎपষअ
َৠीैोञৎُٙقਜৎكभরदਈপ
भঃইज़شঐথ५॑घॊ

9 ਜदँॊਰؚङَਛટُ॑লघ
9 ਛટٙ०شঝ॑ਛघॊञीभউছথ॑য়थथৰষघॊ

24

औोॊ্ष

� ౧भઈप੍ऋदऩःेअؚ੭ৎऩनपणःथमؚ
ਚര౧भ่૧పশधओৼऎटऔः؛

� ফ২ଜमऋऩॊऒधऋऔोॊञीؚથஔ೬ၿम
दऌॊॉڰাਰఋप੭घॊऒध॑ओઅൟऎटऔः؛

� ৢଞमাଜ॑धखथःऽघऋؚऒभৃ়मؚাଜदऩ
ः॑धघॊऒधु૭ચदघ؛

� াଜ॑धऔोॊ্मؚदऌॊॉফ২पীങखگ
थથஔ೬ၿ॑੭खؚपশ৴ਢखथभ੭॑ೂ
ऐॊेअओੈৡ॑उൢःखऽघ؛

ଘૈୢఐপ৾ୢ৾ဟര୰่૧षশऎඐਜखथःञटऌؚँॉ
ऋधअओकःऽखञ؛ৎभથஔ೬ၿपणऌऽखथमؚਰৣभऒध
पओଦൟ॑ःञटःञद੭॑खथःञटऐोयౘःदघ؛

ഥਮڮফڴা
ଘૈୢఐপ৾ୢ৾ဟര୰

่૧শ 25

ଘૈୢপ୰؟৷؞ਯउेल૨

26

எऋ৯घ่૧ଵ৶

27

ଵ৶भலহधम

y *HWWLQJ�WKLQJV�GRQH�WKURXJK�RWKHUV
॑ৢगथহ॑ਛखຄऑॊऒध؞؞؞

28

َ*HWWLQJ��WKLQJV��GRQHُ
كহ॑ਛखຄऑॊق

ٔ
َWKURXJK��RWKHUVُ
ك॑ৢगथق

য౫ਛधम

� ঐॿ४কشमয॑इॊऒधमदऌऩःऋؚ
ৣपणःथेऎੴॊऒधؚਵ॑घॊऒधؚ௴
घॊऒध॑ৢखथؚৣञठभশਚृಢਚ॑པ
खؚೀैऋঽীदਛশखेअधघॊਞ॑କऒ
घेअऩ୭॑ତइॊऒधऋघऩॎठয౫ਛ
दँॊ

ট४ক॔؞شঞথ

29

20210709 メンタルヘルスケア

56



ଵ৶धखथপજपखथःॊऒध

30

॥থআॸথ३يشঽഞનਦً

ঐॖথॻ

ଵ৶धखथؚનਦ॑ुढञअइदभऩ૾யृ
ਖषभරਅؚਃपয়ठऊअষؚऽञؚଷ॑
खञधऌपؚชਫपऐथକऒघষृிભ॑धॊষ
ऋஅऽोॊ

ःऊपजभலহऋَဤُृَᓶُपठथःेअ
धुؚੱ॑ಯप৳ञऩऎथमऩैऩः
ٙ َീोऩःेअपঽী॑घॊُ
ঽীऋਬऌਭऐऩऎथुेःुभमَᶴীऐघॊُڀ
नअखथुَॎैऩःुभُमँऌैीथؚपିৡघॊڀ
ॡ॑णش༧ஆपऩैऩःُॿॵॺডَڀ

ਬ৷؞અધ൴

y ஏഞك����ق�েၺ৾ಆ৶॑৾वऱधभञीप�਼ੀઓ
୳�

y ਕఓ௵৶ൔඥك����ق�ಏ෫ਖ਼ॸॕشॳথॢও९ॵ
ॻ৾ୢછ

y রਉ࿖ك����ق�ฌऐলखঐॿ४কشभਛশ�রਁৗછছॡ
ঞ�

y ঐঝ॥؞ঀشঝ६ق෩ك൘ႎق૰ك����قك�
ਛযઇभਠ৻ৰᄷصঌॱ०४شऊै॔থॻছ०४شष
႘છඬ

y 6SHQFHU��/��0��DQG�6SHQFHU��6�0�����॥থআॸথ��
३؞شঐॿ४ওথॺभன৫>ග@෭ஸམଐਛিవ૯
າ������েਓਙলග

y ႊभ୰่૧ౣ่ك����ق૧ଵ৶भ॥থআॸথ
३؞شঔॹঝ��৫ऊैઈ৷ऽद৾ୢછ

31

ᯇ་⛉Ꮫ་Ꮫ㒊㝃ᒓ㝔
��

ओലँॉऋधअओकःऽखञ

20210709 メンタルヘルスケア

57



シンポジスト
　●災害派遣福祉チーム DWAT：
　　群馬県社会福祉協議会　災害福祉支援専門幹　ぐんまDWAT事務局

鈴木 伸明 氏
　●災害派遣医療チーム DMAT：
 国立病院機構本部　DMAT事務局・福島復興支援室　小早川 義貴 氏
　●日本災害歯科支援チーム JDAT：災害支援経験のある歯科医師（調整中）
　●災害支援ナース：

国立病院機構災害医療センター　災害看護専門看護師　岡㟢 敦子 氏
座長
　名古屋掖済会病院　副院長・救命救急センター長 北川 喜己 氏
　日本福祉大学　看護学部　教授 新美 綾子 　

2022年2月19日（土）
13：30～16：00

日　時

会　場 日本福祉大学 東海キャンパス
（東海市大田町川南新田229）

災害時にはDMATをはじめとする多職種で構成されたチームがそれぞれの目的をもって活躍して

いる。しかし、それらのチーム間における連携について明確になっているとはいいがたい。そこで、

本シンポジウムではそれぞれのチームが他のチームや専門職に何を委ねたいのか、どのような連携

が必要なのかを述べてもらい、災害時の連携について考える。

※当日までのCOVID-19の感染拡大状況により、オンラインでのプログラム実施に変更する場合
があります。

災害時の多職種構成チーム間の連携

日本福祉大学 看護実践研究センターシンポジウム
保健・医療・福祉における多職種連携

■申込方法　参加を希望される方は以下のフォームから申込を行ってください。
https://forms.gle/sVTRa93yCVArkzZQ8
申込期限：2022年2月10日（木）
ご提供いただいた個人情報は、当センターが行うイベント案内のために利用し、それ以外の目的には使用しません。

■主　　催　日本福祉大学 看護実践研究センター
〒477−0031　愛知県東海市大田町川南新田229　TEL 0562− 39 − 3811
MAIL kango-pr@ml.n-fukushi.ac.jp　

参加費
無料
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コロナ禍での多職種連携

国立病院機構本部

DMAT 事務局・福島復興支援室

小早川 義貴

ＤＭＡＴ事務局は２０２０年１月の武漢帰国者対応を皮切りに、ダイヤモ

ンドプリンセス号（横浜）、コスタアトランチカ号（長崎）、全国都市のクラ

スター対応などを行ってきた。一見、災害とは無関係のようにも思えるが、

コロナ禍は多数の患者が同時多発的に発生することから、ウイルスをハザー

ドとした災害である。それゆえ、これまで災害現場で培われた手法が有用で

あった。例えば、ダイヤモンドプリンセス号では多くの患者の下船と医療機

関への搬送が行われたが、これまでの災害でＤＭＡT が被災病院から患者を搬

送した経験が活きた。

クラスターとなった医療機関や介護施設では、混乱が生じマネージメント

の立て直しが必要である。混乱の中では看護師や介護士等の担い手を動員し

ても、適切なケアを提供することは難しい。情報整理や現状分析といったマ

ネージメント支援の重要性は他の災害と同様である。専門職の支援が入り、

人が変わるとこれまでの指導方針が変わるということも経験した。これでは

何を信じてよいかわからない。

コロナ禍で通常と異なるのは支援人員の分散である。阪神淡路大震災や東

日本大震災は甚大な被害をもたらした災害だが、それでも全国からの派遣応

援があった。コロナ禍は全国各地が同時多発的に被災し、支援者をそれぞれ

の地域に配置することが難しい。それゆえ、地域内で人材を効率的に配置す

る必要ある。時に保健所等では保健師等専門職だけが忙しい状況も散見され

た。事務系職員がより多く配置されれば、より効率的に業務が捗るだろう。

事務系職員が保健師業務をとって代わることはできないが、保健師の担って

いる事務業務を担うことはできる。東日本大震災の被災地で、保健師から

「様々な事業をやらなくてはいけないが、ひとつ事業をするたびに事務量が

膨大になって・・・」と聞いたことを思い出す。

多職種連携といった時、医師や看護師、セラピストなど専門性の高い職種

の連携に注目するが、事務も高い専門性である。当事務局の業務調整員大野

氏はいつも被災地でいう。「私はただの雑用ですから」。被災地でただの医者

と呼ばれたことのある私も同感である。タダ、これは一つの専門性である。

タダ、ただの雑用とただの医者だけでもいけないと思っている。
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【DPAT と密になるために】

厚生労働省委託事業 DPAT 事務局次長

河嶌 讓
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命を支える歯科保健医療

日本歯科医師会災害時対策・

警察歯科総合検討会議委員

岩手県歯科医師会専務理事

大黒 英貴

平時の「生活を守り支える医療」を担う歯科医療職は、災害が発生す

れば、被災地域における医療資源が低下している中、災害歯科支援チー

ムを派遣し、関係職種と連携しながら支援活動を行い、その後も被災者

の生きる力のために「命を支える医療」を担う。

2011 年に発生した東日本大震災は津波被害が甚大で、被災地の歯科医
療機関や自治体の被災が酷かった状況下で、岩手県歯科医師会は、初め

て向き合う多くの課題に、日頃連携協力していた関係職種と一緒になっ

て、歯科所見による身元確認や避難所・高齢者施設等の被災者に対して、

義歯作製や口腔衛生管理指導などの歯科保健医療の提供を行った。

また 2016 年の熊本地震においても、九州地区を中心に県歯科医師会
や大学歯学部、JMAT チームに歯科医師が入り、切れ目のない歯科保健
医療支援を行った。

このように、日常から歯科医療従事者は、口腔内のむし歯や歯周病な

どの感染症予防のみならず、口腔衛生管理を通じて呼吸器感染症や全身

疾患の予防にも関与しているため、避難所や高齢者施設への巡回歯科診

療は、日常業務として理解されているだけでなく、近年にはオーラルフ

レイル対策の重要性も関係職種と共通理解が進み、災害歯科支援はその

延長線上にあると言える。

一方、日本歯科医師会では、災害時の緊急対応を目的とした JDAT
(Japan Dental Alliance Team：日本災害歯科支援チーム)の創設に向け
て準備を進めており、都道府県歯科医師会や大学歯学部、歯科衛生士会、

歯科技工士会、日本歯科医学会、行政歯科職などの歯科関係団体で組織

する「災害歯科保健医療連絡協議会」を平成 27 年に発足させ、そこから、
連携・共有・効率性などを目的に人材確保・育成のため、厚生労働省補助

金による災害歯科保健医療チーム養成支援事業として、「災害歯科保健医

療体制研修会」を開催し、歯科医師会においてもそのチーム編成をはじ

め、災害時のさらなる体制整備が行われている。

今回、「災害時の多職種チーム間の連携」をテーマに歯科医師との連携

についてお話しする貴重な機会をいただいたことに感謝申し上げるとと

もに、今後の連携のあり方について皆様と共有できれば幸いである。
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【避難所における災害支援ナースの活動と多職種連携】

独立行政法人国立病院機構災害医療センター

災害看護専門看護師

岡﨑 敦子

災害支援ナースとは看護職能団体の一員として、被災した看護職の心身の負

担を軽減し支えるよう努めるとともに、被災者が健康レベルを維持できるよう

に、被災地で適切な医療・看護を提供する役割を担う看護職のことであり、都

道府県看護協会に登録されている。災害支援ナースの職種は、保健師・助産師・

看護師・准看護師で、全国に 10,251 名登録している（2021 年 3 月末現在）。

本シンポジウムでは、災害支援ナースの概要について紹介し、災害支援ナー

スの活動を多職種の皆様に広く知っていただきたい。また、過去の災害支援活

動において、避難所で被災地域の保健師や避難所を運営する自治会、自衛隊、

学校教諭、外部支援者等と連携し、継続的な支援を展開した。これらの事例を

振り返り、被災地で起こる様々なニーズに災害支援ナースとしてどのように対

応できれば良いか、被災地域や被災された方々にとってより良い支援につなが

る多職種間の連携について考えたい。

主な災害支援活動

2007 年 新潟県中越沖地震（看護ボランティア）

2011 年 東日本大震災（災害支援ナース、看護ボランティア）

2012 年 平成 24 年九州北部豪雨（被災地域から患者受け入れ）

2013 年 フィリピン共和国台風被害（国際緊急援助隊医療チーム１次隊）

2016 年 熊本地震（被災地域から重症患者受け入れ、災害支援ナース）

2017 年 平成 29 年 7 月九州北部豪雨（災害支援ナース）

2018 年 平成 30 年西日本豪雨（災害支援ナース）
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【災害時の他職種チーム間の連携～災害派遣福祉チーム (DWAT)の活動の実際】

群馬県社会福祉協議会施設福祉課

災害福祉支援専門幹

ぐんま DWAT 事務局

鈴木 伸明

（要旨）

厚生労働省より発出された「災害時の福祉支援体制整備に向けたガイドライン」

（平成 30 年 5 月 31 日付）に基づき、災害時の福祉支援が求められてきた背景、

仕組みを具体化するための県域のネットワーク構築と機能化、そして災害派遣福

祉チームの活動内容等について説明の後、群馬県において平成 26 年度から整備を

進めてきた群馬県災害福祉支援ネットワークの取り組みについて紹介いたします。

その後、平成 30 年西日本豪雨災害での岡山県倉敷市、令和元年台風 19 号災害

での長野県長野市での２つの地域での災害派遣福祉チーム（DWAT）の活動派遣を

踏まえ、避難所の開所から閉所までの流れの中で、医療的ニーズから福祉的ニーズ

の変化に合わせて医療や保健等との連携を軸に避難所内での福祉支援活動の概要

や求められた対応等に触れ、災害時の保健・医療と福祉の連携の必要性について提

案・発信していきます。
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事業報告Ⅲ

日本福祉大学看護学部同窓会と共同で以下の企画を開催した。

本学部卒業生の看護実践活動の質を高める上でのニーズを把握し、支援のためのプログ

ラム“ホームカミングデー”を、看護学部学生委員会・看護学部同窓会との共催で企画・

実施した。感染状況がやや落ち着いていたことから対面での企画を行ったが、情報提供が

十分に行われず、時間内での参加者が少なかった。

本センター企画としては十分に実施できなかったが、継続的な支援を見据えて、今後のネ

ットワークづくりや同窓会との連携についての話し合いや意見交換がなされ、話し合いの

定例化について予定した。。

各参加者からの近況報告、教職員を交えた意見交換が行われ、参加者同士の相互交流に

よってリフレッシュした様子がうかがわれた。時間内での参加者が少なかったが、次年度

以降は同窓会ともさらに連携して、企画を継続していく予定である。

本学部卒業生対象企画「卒業生集まれ！職場のこと、自分のこと、なんでも話そう」

【講演日時】2021年 7月 3日（土）10時～12時
【講演場所】日本福祉大学 東海キャンパス

【参加者】 卒業生 10名 教職員 10名
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発行日：2022年 3月 31日

発行元：日本福祉大学看護実践研究センター
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